発表学会

演題名

演者名

発表年月日

第118回日本外科学会定期学術集会 肝膵同時切除症例における術後成績とPHLF発症危険因子の検討

横山 隆秀

平成30年4月5日～7日

第118回日本外科学会定期学術集会 胃癌肝転移症例における肝切除の有用性に関する検討

横山 隆秀

平成30年4月5日～7日

第118回日本外科学会定期学術集会 進行肝門部領域胆管癌に対する治療戦略と成績

横山 隆秀

平成30年4月5日～7日

第118回日本外科学会定期学術集会

Gd-EOB-DTPA造影MRI（EOB-MRI）を用いた肝切除後肝機能の自然回復過程
横山 隆秀
の検討

平成30年4月5日～7日

16th Ulorogical Association of Asia
Cngress

Renal pelvic tumor in horsehoe kidney

水沢 弘哉

平成30年4月16日

第106回日本泌尿器科学会総会

当院で治療を行った前立腺小細胞癌の臨床的検討

清水 孝明

平成30年4月21日

第70回日本産婦人科学界学術講演会 巨大子宮筋腫術後に転移性子宮癌が疑われ乳癌が原発と診断された1例

五味 陽亮

平成30年5月13日

第26回日本乳癌学会学術総会

頚部リンパ節転移と腋窩リンパ節転移で発見された潜在性乳癌の2例

小松 哲

平成30年5月16日

第26回日本乳癌学会学術総会

14歳女児に発症した巨大偽血管腫様過形成の1例

藤森 実

平成30年5月17日

第26回日本乳癌学会学術総会

非センチネルリンパ節であった乳房内リンパ節に転移を認めた乳癌の2例

宮下 大輔

平成30年5月18日

第91回日本整形外科学会学術総会

大腿骨近位部再骨折の危険因子

赤羽 努

平成30年5月24日

第41回日本呼吸器内視鏡学会学術
集会

血痰で発症し術後断端再発を疑われた真菌感染症の1例

原 大輔

平成30年5月25日

第229回日本呼吸器学会関東地方会 エリンギ茸による過敏性肺炎の1例

丸野 崇志

平成30年5月26日

第62回日本消化器病学会甲信越支部
UFT/LV 療法が奏功したS状結腸印環細胞癌腹膜播種の1例
例会

浅野 純平

平成30年5月26日

第10回日本小児科学会長野地方会

コクサッキーB2ウィルス感染症によりHLH・DICを呈した新生児の1例

清水 純

平成30年5月27日

Digestive Disease Week (DDW)
Washington DC, USA

Japan Autoimmune Hepatitis Study Group (JAIHSG). Clinical features of
autoimmune hepatitis with acute presentation: a Japanese nationwide survey.

吉澤 要

平成30年6月4日

発表学会

演題名

Impact of carcinoma in situ at the ductal stump on long-term outcomes in
patients received surgical resection for extrahepatic cholangiocarcinoma
Risk factors and management of Clavien-Dindo grade IV complications after
第30回日本肝胆膵外科学会学術集会
hepatectomy for hepatocellular carcinoma
Significance of subsegmental anatomical liver resection for hepatocellular
第30回日本肝胆膵外科学会学術集会
carcinoma
rHUI index calculated from EOB-MRI to predict liver failure after major
第30回日本肝胆膵外科学会学術集会
hepatectomy
第30回日本肝胆膵外科学会学術集会

第30回日本肝胆膵外科学会学術集会 Risk factors for postoperative latent pancreatic fistula

演者名

発表年月日

横山 隆秀

平成30年6月7日～9日

横山 隆秀

平成30年6月7日～9日

横山 隆秀

平成30年6月7日～9日

横山 隆秀

平成30年6月7日～9日

横山 隆秀

平成30年6月7日～9日

第23回日本緩和医療学会学術大会

非がん看取り期の呼吸困難に対するオピオイド投与の効果と安全性に関する
検討

村上 真基

平成30年6月15日

第15回泌尿器科再建再生研究会

外傷性尿道狭窄に対して尿道再建術を施行した3例

水沢 弘哉

平成30年6月16日

第107回日本病理学会総会

子宮筋腫内への転移を伴う乳癌の1例

前島 俊孝

平成30年6月22日

清水 博之

平成30年6月23日

横山 隆秀

平成30年6月26日～27日

第21回関東信越国立病院管理栄養士
腎臓病患者に対する減塩指導の効果
協議会学会
第62回日本消化器病学会甲信越支部
腹腔鏡下膵体尾部切除における在院日数の検討
例会
甲状腺癌手術によって発見された左乳癌術後13年の右頚部リンパ節再発の
第30回日本内分泌外科学会総会
1例

小松 哲

平成30年6月29日

第16回日本ヘルニア学会学術集会

腹腔鏡下に観察した男性大腿ヘルニアの特徴

横山 隆秀

平成30年6月29日～30日

第16回日本ヘルニア学会学術集会

傾向スコア解析による前立腺癌術後鼠径部ヘルニア発症の術式間比較と至適
横山 隆秀
修復術式の検討

平成30年6月29日～30日

第16回日本ヘルニア学会学術集会

再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術

横山 隆秀

平成30年6月29日～30日

松村 英祥

平成30年7月10日

妊娠、分娩を転機に月経モリミナが増悪した副角子宮を伴う単角子宮に対して
五味 陽亮
腹腔鏡か副角子宮摘出術を施行した1例

平成30年7月10日

第54回日本周産期新生児医学会総会 当センターにおける分娩再開後の硬膜外無痛分娩導入の臨床的検討
第57回日本産科婦人科内視鏡学会
学術講演会

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

第73回日本消化器外科学会総会

肝膵同時切除症例における手術・術後短期成績の年代別検討

横山 隆秀

平成30年7月11日～13日

第73回日本消化器外科学会総会

膵体尾部切除術後膵液瘻に関する断端処理法と膵切離部厚の影響

横山 隆秀

平成30年7月11日～13日

第73回日本消化器外科学会総会

EOB-MRIによる定量的肝予備能評価を用いた術後肝不全予測

横山 隆秀

平成30年7月11日～13日

第73回日本消化器外科学会総会

BCLC Stage B肝細胞癌に対する肝切除の意義

横山 隆秀

平成30年7月11日～13日

第73回日本消化器外科学会総会

肝細胞癌術後再肝切除症例における再発までの期間と予後規定因子の検討

横山 隆秀

平成30年7月11日～13日

腎細胞癌骨転移に対する放射線照射後の画像変化

吉村 康夫

平成30年7月13日

大腿骨転移性骨腫瘍に対するCT画像を用いた骨形態評価

髙沢 彰

平成30年7月13日

骨肉腫に対する古典的Wntシグナル阻害因子スクレロスチンの抗腫瘍効果

吉村 康夫

平成30年7月13日

第51回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会
第51回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会
第51回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会
第51回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会

足関節前方悪性軟部腫瘍の広範切除後にシリコンロッドを用いて前脛骨筋腱と
髙沢 彰
長母趾伸筋腱の二期的腱再建術を行った1例

第230回日本呼吸器学会関東地方会 慢性結核性膿胸に併発したサルモネラ膿胸の1例

平成30年7月13日

宮本 有夏

平成30年7月21日

第231回日本呼吸器学会関東地方会

複数回の気管支鏡検査が診断に有用であった特発性肺ヘモジデローシスの
1例

弘中 智子

平成30年7月21日

第122回信州整形外科懇談会

切除困難な動脈瘤様骨嚢腫に対してデノスマブが著効した1例

吉村 康夫

平成30年8月18日

13th IHPBA World Congress

Hepatic resection for hepatocellular carcinoma in elderly patients aged 80years
横山 隆秀
and older

平成30年9月4日～7日

第49回日本看護学会学術集会

入院時の患者の治療受入れ状況とせん妄発症の関係性について

鳴澤 唯

平成30年9月7日

第9回甲信越臨床工学会 in Nagano

大腸穿孔による敗血症に対するエンドトキシン吸着療法の現象
-予後関連因子について-

高野 一誉

平成30年9月8日

冨澤 翔

平成30年9月8日

第9回甲信越臨床工学会 in Nagano 院外心肺停止に対する体外循環式心肺蘇生の現状と今後の課題

発表学会
第18回CRCと臨床試験のあり方を考
える会議
第16回信州泌尿器科手術ビデオ
ディスカッション
第131回中部日本整形外科災害外科
学会学術集会
第131回中部日本整形外科災害外科
学会学術集会

演題名

演者名

発表年月日

臨床医の治験に対する意識についての検討

一之瀬 佳代

平成30年9月16日

トラブル症例から学ぶ

三村 裕次

平成30年9月23日

鵞足炎の治療を受けていた脛骨近位内側部の神経鞘腫症例

赤羽 努

平成30年10月5日

足関節前方の広範囲複合軟部組織欠損に対して二期的に伸展機構再建を
行った1例

髙沢 彰

平成30年10月5日

第63回東信医学会

当院で施行した尿道狭窄手術の臨床的検討

水沢 弘哉

平成30年10月6日

2018 IHF BRISBANE 42nd World
Hospital Congress

Use of Health Information Aiming at Medical Expense Reduction with
Improvement of Medical Service Quality and Management

三澤 理恵

平成30年10月10日～12日

第68回日本泌尿器科学会東部総会

多発転移を有する摘除不能な腎癌に対してニボルマブが著効した1例

三村 裕次

平成30年10月13日

日本泌尿器腫瘍学会第4回学術集会 膀胱原発印環細胞癌の1例

清水 孝明

平成30年10月20日

第124回日本小児科学会甲信地方会 完全人工乳栄養中に無熱性痙攣を発症した低カルシウム血症の1例

須田 絢子

平成30年11月3日

がん骨転移のリハビリテ－ションにおけるがんリハチームの活動

吉村 康夫

平成30年11月4日

3年間経過した信州COPDリハビリ連携パスの経過と課題

出浦 弦

平成30年11月9日

第72回国立病院総合医学会

当センターにおける分娩再開後の硬膜外無痛分娩導入の臨床的検討

弘中 智子

平成30年11月9日

第72回国立病院総合医学会

上腸間膜動脈症候群をきたした神経筋疾患の2症例

渡邊 元

平成30年11月9日

第2回上信越 Urology Forum

ホルモン療法中に急速な腫瘍増大と血尿を来した前立腺癌の1例

清水 孝明

平成30年11月9日

第72回国立病院総合医学会

受託研究に対する医師の意識

一之瀬 佳代

平成30年11月9日

第72回国立病院総合医学会

長期間放置されていた精巣腫瘍の2例

宮本 有夏

第2回日本リハビリテ－ション医学会
秋季学術集会
第28回日本呼吸ケア・リハビリテー
ション学会学術集会

平成30年11月10日

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

第72回国立病院総合医学会

現在の術前診察の現状と問題点を明らかにする
～質の向上につなげるためには～

西澤 翔太朗

平成30年11月10日

第72回国立病院総合医学会

急変した終末期肺がん患者と妻に対する看護師の思い

田中 悠行

平成30年11月10日

第72回国立病院総合医学会

ICUにおけるせん妄発症の実態調査による要因の明確化

常盤 寿恵

平成30年11月10日

第72回国立病院総合医学会

ソーシャルワーカーによるA氏への自己決定支援

小林 安由美

平成30年11月10日

第72回国立病院総合医学会

看護師による術前診察の現状と問題点 アンケート調査結果からの考察

西澤 翔太朗

平成30年11月10日

第72回国立病院総合医学会

看護師が行う臨床判断についての文献レビュー

五十嵐 ユミ子

平成30年11月10日

第72回国立病院総合医学会

膀胱結石を合併した膀胱ヘルニアの1例

稲毛 康太

平成30年11月11日

第43回長野県臨床検査学会

膵型AMYの院内検査導入に伴う基礎的検討について

小山 知夏

平成30年11月11日

第43回長野県臨床検査学会

AMY試薬の基質変更に伴う基礎的検討

中谷 道昭

平成30年11月11日

第60回小児血液がん学会

当院長期フォローアップ外来における超音波検査を用いた甲状腺腫瘍

古井 優

平成30年11月16日

第143回日本内科学会信越地方会

潰瘍性大腸炎の経過中に発生した低異型度虫垂粘液性腫瘍の1例

滋野 俊

平成30年11月17日

第63回日本消化器病学会甲信越支部
原発不明肝腫瘍に対して腫瘍政権が有用であった上咽頭癌多発肝転移の1例 大久保 卓哉
平成30年11月17日
例会
第31回甲信越消化器内視鏡技師研究 内視鏡的大腸ポリープ切除術後出血のリスク因子に関する検討
泉 恵美
平成30年11月18日
会
－血液型の違いは後出血のリスク因子となるか？－
30年来保存的治療で症状の消失と再燃を繰り返した多発糞石を伴う肛門周囲
平成30年11月22日～24日
第80回日本臨床外科学会総会
鈴木 史恭
膿瘍の１例
第34回日本脳神経血管内治療学会

待機治療を選択した、小さな破裂血豆状動脈瘤の4症例

大屋 房一

平成30年11月23日

第80回日本臨床外科学会総会

単純CTにて指摘しえなかった腹部臓器損傷を伴う多発肋骨骨折の2外傷例

原 大輔

平成30年11月24日

発表学会

演題名

演者名

the 14th Asian Pan-Pacific Society
for pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition

Juvenile polyps and polyposis: case series of 30 pediatric patients

須田 絢子

第123回信州脳神経外科集談会

椎骨動脈解離による急性期脳梗塞症例における診断と治療の検討

渡邊 元

第31回日本内視鏡外科学会総会

TAPP術後の後腹膜腔脱気チューブの有用性

横山 隆秀

第31回日本内視鏡外科学会総会
第2回気道管理学会学術集会

ヘルニア疾患における内視鏡外科学会ガイドラインの改定の現状
横山 隆秀
—成人・小児・腹壁瘢痕ヘルニアの腹腔鏡手術—
空気10 mLを気管チューブのカフに注入した直後のカフ圧は100cmH2Oを超える
大塚 仁美
ことがある - 模擬気道を用いた検討 -

第123回信州整形外科懇談会

肺癌の骨転移10例の検討

小松 幸子

第82回関信地区国立病院薬剤師会

当院におけるハイリスク薬への取り組み
～ハイリスク薬投与患者の薬剤管理指導実施率向上を目指して～

石向 嶺

発表年月日
平成30年11月24日
平成30年12月1日
平成30年12月6日～8日
平成30年12月6日～8日
平成31年1月19日
平成31年2月2日
平成31年2月16日

第194回日本泌尿器科学会信州地方
膀胱外反症の1例
会

清水 孝明

平成31年3月2日

第40回上田薬剤師学術大会

長能 明日美

平成31年3月3日

信州上田医療センターのハイリスク薬に対する取り組み

日本薬学学会第139年会
第5回国際創薬シンポジウム

側頭頭頂部急性硬膜外血腫の術後2日目に出現した後頭蓋窩硬膜外血腫の1
縣 正大
例
Enhanced anti-tumor effects of INF-y producing Bifidobacterium in
藤森 実
combination with PD-1 antibody in a syngneic murine model

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2019

外来化学療法室専任薬剤師制度を導入しての成果と課題

第42回日本脳神経外傷学会

山田 豪樹

平成31年3月9日
平成31年3月22日
平成31年3月24日

