発表学会

演題名

演者名

第132回中部日本整形外科災害外科
治療終了後5年以上無増悪生存した子宮癌骨転移症例
吉村 康夫
学会
当科における上腕埋め込み式中心静脈カテーテルポート留置の手術手技と成
第132回中部日本整形外科災害外科学会
吉村 康夫
績

発表年月日
2019年4月5日
2019年4月5日

第107回日本泌尿器科学会総会

当院で経験した尿管ステントに関する合併症の臨床的検討

水沢 弘哉

2019年4月18日

第73回日本口腔科学会学術集会

パーソナル3Dプリンタで実物大下顎モデルを作成し手術支援を行った下顎区
域切除術患者の2例

上原 忍

2019年4月21日

第116回日本内科学会総会・講演会

上腸間膜動脈（SMA）症候群をきたした神経筋疾患２症例についての後方視的検討
古谷 力也

2019年4月26日

第92回日本整形外科学会学術総会

骨端線閉鎖前単純性骨嚢腫(SBC)に対する骨髄液注入療法の臨床成績

吉村 康夫

2019年5月12日

第36回日本呼吸器外科学会総会

当院で経験した特発性血気胸の４手術例に対する臨床的特徴の検討

原 大輔

2019年5月16日～17日

第36回日本呼吸器外科学会総会

肺癌との鑑別を要した限局性peribronchiolar metaplasiaの１手術例

高木 祐基

2019年5月16日～17日

第62回日本糖尿病学会年次学術集会 一過性に抗GAD抗体の著明な高値を認めた劇症1型糖尿病の1例

田中 征雄

2019年5月23日

Hernia Week 2019 Mie

嵌頓閉鎖孔ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術

横山 隆秀

2019年5月24日

Hernia Week 2019 Mie

後腹膜腔脱気チューブを使用した腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP)

吉澤 隆裕

2019年5月25日

Hernia Week 2019 Mie

ロボット手術による前立腺全摘除術後の鼠径ヘルニア発症リスク因子の解析

横山 隆秀

2019年5月25日

Hernia Week 2019 Mie

特殊部位の腹部瘢痕ヘルニアに対する、前方到達法による報復術の検討

横山 隆秀

2019年5月25日

第234回 日本呼吸器学会関東地方会 巨大肝嚢胞によるplatypnea-orthodeoxia症候群の1例

正村 寿山

2019年5月25日

第28回日本創傷・オストミー・失禁管
理学会学術集会

ストーマ傍ヘルニアにおける不良肉芽形成に対する処置の検討

髙橋 ゆかり

2019年5月25日

第11回日本小児科学会長野地方会

当院における小児便秘患者を対象としたポリエチレングリコール製剤の使用報告須田 絢子

2019年5月26日

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

第121回信州外科集談会/第6回日本
今次切除術を施行した広範囲胆管癌の1例
臨床外科学会長野県支部会

田中 宏和

2019年6月2日

第144回信越地方会

気管支鏡検査が診断に有用であった敗血症性肺塞栓症の1例

正村 寿山

2019年6月2日

第143回内科学会信越地方会

経皮的腎動脈形成術により維持透析を回避できた高度腎動脈狭窄の1症例

滝 美波

2019年6月2日

第144回日本内科学会信越地方会

内視鏡的ポリープ切除後に出血を繰り返した大腸腺腫の1例

滋野 俊

2019年6月2日

第118回 日本皮膚科学会総会

爪甲色素線条を呈しヒトパピローマウイルス（HPV）58が陽性だった爪部Bowen
小林 彩
癌の1例

2019年6月6日

第56回日本リハビリテ－ション医学会
前腕軟部肉腫の術後機能
学術集会

吉村 康夫

2019年6月12日

第32回日本老年泌尿器科学会

水沢 弘哉

2019年6月14日

第56回日本リハビリテ－ション医学会
関節拘縮によるADL障害を生じた筋肉内血管腫の治療
学術集会

吉村 康夫

2019年6月15日

第24回日本緩和医療学会学術大会

進行がん患者に対する緩和ケア外来通院と院内・院外連携についての検討

村上 真基

2019年6月21日

第24回日本緩和医療学会学術大会

中等度慢性閉塞性肺疾患と診断された患者にメサドン塩酸塩錠を投与し呼吸
器症状が悪化した1例

山田 豪樹

2019年6月22日

第42回日本呼吸器内視鏡学会総会

気道異物により肺虚脱を呈し気胸が疑われた2症例

原 大輔

2019年7月5日

第197回小県医師会学術講演会

ガイドラインに基づいた排尿障害治療

水沢 弘哉

2019年7月9日

大腿骨転移性骨腫瘍に対するCT画像を用いた骨折リスク評価

髙沢 彰

2019年7月11日

肺癌骨転移に対する放射線照射症例の特徴と画像変化

吉村 康夫

2019年7月12日

骨・軟部腫瘍治療における補助放射線照射後および処理骨骨折の治療経験

髙沢 彰

2019年7月12日

長野県でのがん教育の試み

髙沢 彰

2019年7月12日

第52回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会
第52回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会
第52回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会
第52回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
学術集会

緊急手術を施行した高齢者の臨床的検討

発表学会

演題名

第52回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
低悪性度筋線維芽細胞肉腫の治療成績
学術集会
第52回日本整形外科学会骨軟部腫瘍
大腿軟部肉腫に対する内転筋切除は術後機能へ影響するのか
学術集会

演者名

発表年月日

髙沢 彰

2019年7月12日

吉村 康夫

2019年7月12日

第27回日本乳癌学会学術総会

術前化学療法により惹起された敗血症塞栓症の1例

小松 哲

2019年7月12日

第27回日本乳癌学会学術総会

術前化学療法により惹起された敗血症塞栓症の1例

藤森 実

2019年7月13日

第74回日本消化器外科学会総会

自然破裂を伴った出血性肝嚢胞の1例

吉澤 隆裕

2019年7月17日～19日

第5回日本呼吸ケア・リハビリテーショ
IPFに対する抗線維化薬治療の概略
ン学会甲信越支部会

出浦 弦

第124回信州整形外科懇談会

若年者の上腕骨近位骨端部に発生した軟骨芽細胞腫の1例

樽田 大輝

2019年8月17日

ESC Congress 2019

Impact of Left Ventricular Ejection Fraction in Patients with Peripheral Artery
Disease: from I-PAD Registry

藤森 弘樹

2019年8月31日

ESC Congress 2019

Impact of Left Ventricular Ejection Fraction in Patients with Critical Limb-Ischemia:
藤森from
弘樹
I-PAD Registry2019年8月31日

第4回日本がんサポーティブケア学会
緩和ケアチームへの紹介方法の工夫による介入患者数増加の効果
村上 真基
学術集会
日本麻酔科学会 関東甲信越・東京 消化器外科術後の深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症の発生頻度：急性虫垂炎は
大塚 仁美
支部第59回合同学術集会
良性疾患であるが、術後の血栓発生率は胃癌・大腸癌と同程度かもしれない

2019年7月27日

2019年9月6日
2019年9月7日

第47回国臨協関信支部学会

メトトレキサート（MTX)血中濃度の院内導入に伴う基礎的検討

中谷 道昭

2019年9月7日

第47回国臨協関信支部学会

当院におけるSMBGの運用状況について

小山 知夏

2019年9月7日

第26回日本排尿機能学会

間欠性自己導尿中の患者に発生した筋層浸潤性膀胱癌の2例

三村 裕次

2019年9月13日

南波 理恵

2019年9月14日

田中 気宇

2019年9月20日

第19回CRCと臨床試験のあり方を考
「受託研究取扱い連絡会」の評価
える会議 2019 in YOKOHAMA
第28回日本心血管インタ－ベンション
A complication case of acute occlusion of LMT which occurred during
治療学会 CVIT 2019

発表学会

演題名

演者名

第15回日本腹腔鏡下ヘルニア手術手
右側腹膜切開アプローチによるヘルニア嚢処理
横山 隆秀
技研究集会
末梢血CD19/20陽性細胞数によりリツキシマブの投与間隔を調整した頻回再発
第49回日本腎臓学会東部学術集会
二村 駿行
型微小変化型ネフローゼ症候群の2例

発表年月日
2019年9月28日
2019年10月4日

第84回日本泌尿器科学会 東部総会

陰茎部分切除術を行ったCalciphylaxisの1例

手塚 雅登

第145回日本内科学会信越地方会

AIH/PBCオーバーラップ症候群に眼サルコイドーシス、肺門リンパ節腫大を合
併した1例

翠川 創

2019年10月12日

第64回東信医学会

馬蹄腎に発症した腎細胞癌の1例

水口 智侑子

2019年10月12日

第63回日本口腔外科学会総会・学術
顎骨中心性に生じた神経鞘腫の1例
大会

高見澤 聡一

2019年10月25日

日本泌尿器腫瘍学会第5回学術大会 前立腺癌に対する複合アンドロゲン遮断療法中に乳癌を発症した1例

水沢 弘哉

2019年10月26日

第46回日本小児栄養消化器肝臓学会 小児慢性便秘症に対するポリエチレングリコール製剤の使用経験

須田 絢子

2019年11月1日

第65回日本消化器病学会甲信越支部
脾弯曲部結腸癌の脾穿通による脾膿瘍および脾静脈腫瘍栓を来した1例
例会

吉池 奏人

2019年11月2日

第29回日本医療薬学会年会

水島 淳裕

2019年11月2日

村上 真基

2019年11月3日

南澤 昌郁

2019年11月3日

髙村 貴子

2019年11月8日

小林 美菜子

2019年11月8日

柳澤 彩乃

2019年11月8日

塚田 英利香

2019年11月8日

タミフル予防投与の服薬実施率と副作用発現率の調査

第43回日本死の臨床研究会年次大会 遠方の緩和ケア病棟への転院を難しくしている要因の検討
第65回日本消化器病学会甲信越支部 膵頭部癌の精査過程でKlebsiella pneumoniaeによる肝膿瘍を発症し、両眼感染
例会
性眼内炎を併発した1例
NPPV，MI-Eの使用にて気胸・縦隔気腫をきたしたと考えられるDuchenne型筋
第73回国立病院総合医学会
ジストロフィーの1例
クロストリジウム・ディフィシルの病棟内電波予防への取り組み
第73回国立病院総合医学会
～手洗いが適切に実施される環境の確立を目指して～
スキンテア発生数減少に対する取り組み
第73回国立病院総合医学会
ベストプラクティスに基づいた予防的スキンケアの確立に向けて
第73回国立病院総合医学会

内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)時のスキンテア発生原因の検討

2019年10月5日

発表学会
第73回国立病院総合医学会
第73回国立病院総合医学会

演題名
インシデント事例から学ぶ医療安全の考え方におけるSafety-IとSafety-IIの重
要性
当院におけるハイリスク薬への取り組み ハイリスク薬の薬剤管理指導率向上
を目指して

演者名

発表年月日

水島 淳裕

2019年11月8日

石向 嶺

2019年11月8日

第73回国立病院総合医学会

血液浄化センターにおける医療材料の見直しと他施設との共同購入によるコスト削減効果
児玉 怜佑

2019年11月8日

第73回国立病院総合医学会

当院における超高齢者（90歳以上）の急性腹症に対する手術症例の検討

田中 宏和

2019年11月9日

第73回国立病院総合医学会

透析療養中に発症した原発性尿道癌の1例

大久保 卓也

2019年11月9日

第73回国立病院総合医学会

看護事務導入がもたらした効果 看護師の業務負担感軽減への取り組み

泉 夏穂

2019年11月9日

第73回国立病院総合医学会
第73回国立病院総合医学会

当病棟における看護師の経験年数別せん妄評価の実態とDST導入前後の評
中村 葵
価の変化
病院の枠を越えた糖尿病療養指導士の活動報告
水野 稔子
～長野県糖尿病療養指導士会で行った「ご当地あいうえお塩分表」作成研修～

第125回日本小児科学会甲信地方会 眼窩隔膜前蜂窩織炎を契機に診断された副腎原発神経芽腫の1例

2019年11月9日
2019年11月9日

古井 優

2019年11月10日

2019CTOS Annual Meeting

SIMPLE BONE CYSTS TREATED BY INJECTION OF AUTOGENOUS BONE
MARROW

髙沢 彰

2019年11月13日

第81回日本臨床外科学会総会

滑脱型(da novo）外鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）

横山 隆秀

2019年11月14日

第81回日本臨床外科学会総会

鍼治療による両側同時気胸を契機に肺癌を疑われた1手術例

瀬志本 真帆 2019年11月14日～16日

第81回日本臨床外科学会総会

肺癌が疑われ葉切除を回避しえなかった結核腫の1手術例

高木 祐基

2019年11月14日～16日

第81回日本臨床外科学会総会

人工呼吸器管理を要した多発肋骨骨折の4症例についての臨床的検討

原 大輔

2019年11月14日～16日

第81回日本臨床外科学会総会

Bevacizumabが奏功している小児頭大の腋窩リンパ節転移より大量出血のため
小松 哲
救急搬送された乳癌の1例

2019年11月14日～16日

第81回日本臨床外科学会総会

鼠経ヘルニア手術 滑脱型(de novo)外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

2019年11月15日

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

第81回日本臨床外科学会総会

初診時に総胆管結石症と診断された、胆嚢管低位合流に発症した胆嚢管結石
鈴木 史恭
症の1例

第67回長野県透析研究会学術集会

抗糸球体気体膜腎炎に対して選択的血漿交換療法をしこうした1例

二村 駿行

2019年11月17日

19th IFHIMA INTERNATIONAL
CONGRESS

Data analysis for early detection of kidney diseases reinforces medical collaboration
三澤 理恵

2019年11月17日～21日

第39回日本看護科学学会学術集会

がん疼痛看護実践における緩和ケアリンクナースの意識と行動の変化過程

牧内 美和

2019年11月30日

第32回日本内視鏡外科学会総会

腹腔鏡下腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術症例による,稀な鼠径ヘルニアの診断
補助モデルの構築

横山 隆秀

2019年12月5日

第32回日本内視鏡外科学会総会

滑脱型(da novo）外鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）

横山 隆秀

2019年12月6日

第257回日本循環器学会関東甲信越
好酸球性心筋炎に対してステロイドが著効した1例
地方会
第37回日本ストーマ・排泄リハビリ
尿路ストーマに発症した傍ストーマヘルニアのCT画像による評価
テーション学会総会

2019年11月16日

和氣 優太郎

2019年12月7日

水沢 弘哉

2020年2月8日

第125回信州整形外科懇談会

融合遺伝子検査が診断に有用であったCIC-DUX4 sarcomaの2例

髙沢 彰

2020年2月15日

第125回信州整形外科懇談会

妊娠 5か月で発症した胞巣状軟部肉腫の1例

樽田 大輝

2020年2月15日

日本臨床腫瘍薬学会

3地域における薬剤師会主催勉強会で調査したがん薬物療法に対する意識と
連携課題

金井 貴充

2020年3月22日

