
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 
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氏 名 

（職種） 
受賞名 学会名 

桑沢 綾乃 

（医師） 

第３１回大正富山 Award 優秀賞 第４７回日本股関節学会 ２０２０ 

腸腰筋インピンジメントの特徴的なエコー所見

スポーツ動画大賞 学会長特別賞 
第５０回日本人工関節学会 ２０２０ 

 

 

 

 

 

 

 

■２０２０年 

   

氏 名 

（職種） 
演題名 主催（開催日） 会 場 

砂川 恵伸 

（医師） 

分子・遺伝子学的手法による真菌性副鼻腔症

の病理学的検討 The pathological usefulness of 

the fungal paranasal infection: a molecular and 

genetic study 

第１０９回日本病理学会総会 

（４月１６～１８日） 

福岡国際会議場（福岡

県） 

砂川 恵伸 

（医師） 

膵頭十二指腸切除 pancreato-duodenectomy 

（ＰＤ）後敗血症２６例の検討 

第９４回日本感染症学会総会・学

術講演会（４月１６～１８日） 

グランドニッコー東京台

場（東京都） 

桑沢 綾乃 

（医師） 

次世代型ＰＲＰ のＡ ＰＳ (Autologous Protein 

Solution)療法の効果判定 

第１９回日本再生医療学会総会

（５月１８～１９日、８月７日～９月 

１０日） 

 ｗｅｂ開催 

桑沢 綾乃 

（医師） 

脂肪由来幹細胞の関節内注入は軟骨量を改善

するか？～VINCENT を用いた３Ｄ-ＭＲＩ軟骨

定量評価 膝 OA の一例～ 

福島 崇 

（医師） 

脂 肪 由 来 幹 細 胞  Ａ Ｓ Ｃ (Adipose derived 

mesenchymal stromal stem cell)療法の関節注射 

～追加投与の急性期反応とその傾向～ 

仁平 高太郎 

（医師） 

１００歳の高齢者における脂肪由来幹細胞 

ASC(Adipose derived mesenchymal stromal stem 

cell)療法の一例 

畔栁 綾 

（医師） 

難治性の会陰部、肛門部痛患者に対する神経

ブロック治療法の検討 

日本ペインクリニック学会第５４回

学術集会（７月９～１１日） 
ｗｅｂ開催 

桑沢 綾乃 

（医師） 

整形外科医の働き方～男女共同参画の観点で

～ 感謝と柔軟性を持った女医を目指すこと 

第６０回関東整形災害外科学会 

（８月２１～２２日） 
ｗｅｂ開催 

有田 圭介 

（医師） 

リー・フラウメニ症候群とされた肺癌患者の終末

期在宅療養について 

第２６回日本遺伝性腫瘍学会学術

集会（８月２１～３１日） 
ｗｅｂ開催 

桑沢 綾乃 

（医師） 

ASC 療法(脂肪由来幹細胞の関節内投与)は変

形性関節症の効果的な治療となりうるか? 

第６９回東日本整形災害外科学会 

（９月１８～１９日、９月２５日～１０

月４日） 

ｗｅｂ開催 

 

 

 

１．国内学会等の受賞 

２．国内学会等の発表 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

氏 名 

（職種） 
演題名 主催（開催日） 会 場 

栗原 唯生 

（医師） 

急性胆嚢炎に対する急性期手術の実施時期に

よる治療成績の検討 

第５６回日本胆道学会学術集会

（１０月１～２日） 
ｗｅｂ開催 

川合 汐里 

（医師） 

当院における周産期血糖プロトコルの安全性及

び有効性の検討 第６３回日本糖尿病学会年次学術

集会（１０月５～１６日） 
ｗｅｂ開催 

肥田 徹 

（医師） 

当院糖尿病外来に通院した悪性腫瘍の発症例

の検討 

白藤 拓也 

（医師） 

同 時 期 家 族 内 感 染 を 疑 う Streptococcus 

dysgalactiae 感染症の１例 

第６６３回日本内科学会関東地方

会（１０月１７日） 
ｗｅｂ開催 

藤田 泰幸 

（医師） 
当院で開始した学習支援の取り組みについて 

第１１回日本小児心身医学会関東

甲信越地方会（１０月１８日） 
ｗｅｂ開催 

重吉 到 

（医師） 

当院における胃全摘後空腸パウチ再建症例の

検討 

第８２回臨床外科学会総会 

（１０月２９～３１日） 
ｗｅｂ開催 

丸木 千陽美 

（医師） 

ＰＲＰ（ＡＰＳ）療法により膝関節の軟骨量は増加

するか ３Ｄ－ＭＲＩでの膝軟骨の定量評価 

 

第４８回日本関節病学会 

（１０月３０～３１日） 

ｗｅｂ開催 

仁平 高太郎 

（医師） 

関節内投与再生治療 変形性膝関節症に対す

る脂肪由来幹細胞の関節内投与 1 年成績 

大津 匡弘 

（医師） 

股関節固定後の同側膝 OA に対して THA・

TKA 一期的手術を施行した 2 例 

桑沢 綾乃 

（医師） 

女性関節外科医のキャリア形成 女医だってい

いじゃないか、人間だもの 

究極の TKA は ACL 機能再建を目指す 

JOURNEY XR の手術手技 manual から NAVIO

まで 手技のポイントを振り返る 

福島 崇 

（医師） 

脂肪由来間葉系幹細胞の膝関節注入療法

(ASC 療法)により軟骨量は改善するか? 3 次元

画像解析ソフト VINCENT を用いた軟骨量の検

討 

栗原 唯生 

（医師） 

急性胆嚢炎に対するＰＴＧＢＤ後急性期手術と

待機的手術の比較検討 

第２８回日本消化器関連学会週間 

ＪＤＤＷ ２０２０ ＫＯＢＥ 

（１１月５～８日） 

神戸コンベンションセン

ター（兵庫県） 

白藤 拓也 

（医師） 

Ｃａｐｎｏｃｙｔｏｐｈａｇａ ｃａｎｉｍｏｒｓｕｓ によるネコ

咬傷後敗血症・播種性血管内凝固症候群をき

たした１例 

第６６６回日本内科学会関東方会

（１２月７日） 
ｗｅｂ開催 

砂川 恵伸 

（医師） 

家族内で同時期に発症した Streptococcus 

dysgalactiae 感染症 

第６７回日本臨床検査医学会 

 （１１月１９日～２２） 

いわて県民情報交流セ

ンター（岩手県） 

栗原 唯生 

（医師） 

急性胆嚢炎に対するＰＴＧＢＤ/ＰＴＧＢＡ後早期

手術症例の検討 
第７５回日本消化器外科学会総会 

（１２月１５～１７日） 
ｗｅｂ開催 

佐野 貴之 

（医師） 

大動脈周囲リンパ節移転を伴う胃がんに対し

て、化学療法後に手術を施行し、長期生存を得

ている１例 

桑沢 綾乃 

（医師） 

変形性膝関節症における次世代型 PRP:APS 療

法の効果判定時期はいつか ＪＯＳＫＡＳ－ＪＯＳＳＭ ２０２０ 

（１２月１７～１９日） 

神戸国際会議場（兵庫

県） 丸木千陽美 

（医師） 

次世代ＰＲＰＩＡＰＳで膝軟骨量は改善するか 

ＶＩＮＣＥＮＴを用いた３Ｄ－ＭＲＩ軟骨定量評価 
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氏 名 

（職種） 
演題名 主催（開催日） 会 場 

桑沢 綾乃 

（医師） 

ＴKA・THA 術後の熱感はいつまで続くのか？ 第５０回日本人工関節学会 

（２月２１～２２日） 

福岡国際会議場（福岡

県） 

草野 賢次 

（医師） 

肺多形癌術語に膿胸，術後再発を発症した一

例 

埼玉県医学会（２月２８日） ｗｅｂ開催 

辻 忠男 

（医師） 

膵管不完全癒合症（ＩＰＤ：ｉｎｃｏｍｐｌｅｔｅ ｐａｎ- 

ｃｒｅａｓ ｄｉｖｉｓｕｍ）の３７例 －ＭＲＣＰ診断と副

乳頭経由の内視鏡治療の有効性について－ 

原澤 慶次 

（医師） 

加湿器による過敏性肺臓炎の一例 

黒須 友理香 

（研修医） 

嫌気性菌を起因菌とする小児化膿性肘関節炎

をきたした一例 

外川 加奈子 

（研修医） 

高度肝十二指腸間膜リンパ節移転を伴う胃がん

に対して化学療法後に拡大郭清を伴う医切除

を行った一例 

橋本 弥生 

（研修医） 

Ｔｏｌｏｓａ-Ｈｕｎｔ症候群の一例 

瀧田 郁洋 

（研修医） 

国内発症のセフトリアキソン耐性非チフス性サ

ルモネラ菌血症の１例 

雪田 慎二 

（医師） 

緩和ケア虎の巻 
川口市医師会（３月４） キュポラ（埼玉県） 
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                        Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

■２０２１年３月６日 会場：ふれあい会館（川口市） 

氏 名 部門・チーム等 演 題 名 

森 直美 Ｃ４病棟看護科 途切れない緩和ケアの提供 ～コロナ禍における他部門・地域連携～ 

谷口 純子 Ｃ４病棟看護科 緩和ケア病棟における退院後訪問の実際 

有馬  夏子 Ｃ４病棟看護科 ラウンドカンファレンスから出来た様々な安全への取り組み 

英岡 和香子 Ｃ４病棟看護科 スタッフステーション内に患者を滞在させることに関する病棟看護師・介護士の認

識の実態調査 

松田 昌一 看護学生委員会 オンラインヘルスケアゼミの開催と評価 

高橋 亜希 クリパス委員会 脳梗塞クリニカルパス運用にむけて 

吉田 幸司 ＭＥ科 シミュレーションを用いた業務の検討 

中村 匠吾 ＭＥ科 透析室における新型コロナウイルス感染症対策 

飯塚 一成 病棟診療委員会 ２０２０年度 入院患者満足度調査のまとめ 

遠藤 菜子 リハビリテーション技術科 リハ栄養の評価項目［ＦＩＭ運動項目・体重・ＢＭＩ］と舌圧の間に関係があるのか 

三宅 健司 リハビリテーション技術科 臨床指導による若手療法士の技術向上の取り組み(主に回復期病棟において) 

山本 亮也 リハビリテーション技術科 当院整形外科病棟における病棟リハビリの取り組みについて 

小林 健太 リハビリテーション技術科 緩和ケア病棟でのリハビリの取り組み 

清水 康世 精神科デイケア 精神科デイケア 女性限定デイケア開設後の経過と活動報告 

西川 寛朗 リハビリテーション技術科 人工股関節全置換術後早期杖歩行獲得因子の検討 

中島 ちひろ リハビリテーション技術科 ２０２０年度リハビリテーション技術科における感染対策の取り組みについて 

剱山 大 リハビリテーション技術科 医療の質の向上につながった中堅スタッフの取り組み 

櫻井 茉綾 リハビリテーション技術科 ＨＣＵ人工呼吸器患者様に対する他職種連携の取り組み～看護師リハビリの導

入～ 

石原 瑳唯稀 医療社会事業課 無料低額診療制度からみえてきたこと ～過去３年分の事例から～ 

竹本 耕造 医療安全委員会 リスクマネージャー会議識別チームの取り組みのまとめ 

竹本 耕造 倫理委員会 ２０２０年度埼玉協同病院第１回・第２回倫理委員会報告 

滝本 真里江 ＱＭセンター 「医療の達成度に関する職員の満足度調査」の結果 

長峯 光春 医療情報管理室 医療の質の指標（ＱＩ）を病棟目標・病棟運営に活用する取り組みについて 

大津 由季 病棟診療委員会 患者の問題・課題解決のためのカンファレンスを目指して 

栢森 恵子 外来看護科Ⅱ 逆紹介の取り組みについて 

栢森 恵子 外来看護科Ⅱ コロナ禍における外来通院の中断理由 

中島 祐子 外来看護科Ⅱ 後期高齢者健診におけるフレイル予防のための介入の取り組み 

奥山 翔太 外来診療委員会 ２０２０年度外来満足度アンケートのまとめ 

吉田 智恵子 感染管理室 「新型コロナウイルス感染症」 医療従事者の濃厚接触と曝露のリスク 

高田 千春 看護サポート 看護サポートの新型コロナウィルス感染症への対応策 

安藤 梢 看護育成課 看護部 卒後４年目フォローアップ研修の成果と今後の課題 

濱野 玲子 検査科 乳癌診断における免疫染色のまとめ 

杉浦 洋子 手術看護科 部会で倫理学習会を行ったことに対するスタッフの理解度と今後の課題につい

て 

熊木 直美 手術看護科 指導体制をマンツーマン形式からチーム制にして 

萩原 瞳 手術看護科 医療材料のキット化に伴う経費削減への効果 

 

 

 

３．埼玉協同病院 第 3 回医療活動交流集会 
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氏 名 部門・チーム等 演 題 名 

羽染 知子 食養科 患者満足度改善に向けての食養科の取り組み 

乙幡 千惠 食養科 ＳＤＨカンファレンスを通して学んだこと 

島田 あすか 食養科 化学療法を行う患者の栄養管理について 

林 繭 入院医事課 働きやすい職場をめざして 入院医事課の取り組み 

戸張 隼汰 放射線画像診断科 一般撮影における被ばくの低減 

岩渕 史弥 薬剤科 在庫管理とオーダリングマスターの一元管理 

宮田 千明 薬剤科 当院における術後悪心・嘔吐（Postoperative nausea and vomiting：ＰＯＮＶ）の発

生状況把握と今後の予防対策の検討 

篠田 幸 薬剤科 糖尿病医療チームにおける、ＤＭカンファレンスでの高血糖患者への介入 

牧野 太一 薬剤科 入院患者のポリファーマシー解消、そして退院後も継続した処方の適正化への

取り組み 

木村 典子 薬剤科 薬剤師術前外来における取り組みと今後の課題 

原 由佳 外来看護科Ⅰ 外来看護におけるＣＯＶＩＤ-１９感染症対策の取り組み 

福田 友美 医療安全委員会 ２０２０年度 医療安全委員会 「転倒・転落」の活動報告 
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                           Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

■２０２１年３月１日 

氏 名 職 種 演 題 名 

水本 留美子 社会福祉士 今年度のＳＨＪ委員会の取り組み～コロナ禍でできること～ 

早崎 亮太 薬剤師 部門システム（錠剤分包機）の設定見直しによる業務効率化の実践 

森 直美 看護師 ＰＮＳ導入の効果 ～緩和ケア病棟に即したＰＮＳ～ 

森 直美 看護師 新型コロナウイルス感染症流行に伴う緩和ケア病棟の変遷 

杉浦 洋子 看護師 部会で倫理学習会を行ったことに対するスタッフの理解度と今後の課題について 

玉水 僚一 薬剤師 コロナ禍での職員確保の取り組み 

海老名 桃子 臨床検査技師 マクロＣＫによるＣＫ－ＭＢ高値の一症例 

熊谷 美優 臨床検査技師 低Ｎａ血症を合併した脱水症状により尿沈渣所見で多数の円柱が認められた一症例 

志田 真澄 薬剤師 新型コロナウイルス感染症に関わる薬剤師の取り組み 

英岡 和香子 看護師 スタッフステーション内に患者を滞在させることに関する病棟看護師・介護士の実態調査 

吉川 奈津美 看護師 総合病院看護職の衛生観念と手指衛生実践の関連 

小山 知里 保健師 内科外来通院中のアルコール多飲者に対してアルコール依存症予防支援（ＳＢＩＲＴＳ）を導

入した症例報告 

長澤 孝明 看護師 多職種倫理カンファレンスにおける医療従事者の倫理的感受性と倫理的行動の変化 

山本 亮也 理学療法士 Ｂ病棟における病棟リハビリの取り組みについて 

小林 健太 作業療法士 Ｃ病棟でのリハビリの取り組み 

千葉 翔太 事務総合職 ＺＯＯＭを使った奨学生活動の報告 

櫻井 茉綾 理学療法士 Ｅ病棟人工呼吸器患者様に対する他職種連携の取り組み～看護師リハビリの導入～ 

 

 

 

 

 

 

■２０２１年１月２０日 於：ふれあい会館（川口市） 

氏 名 職 種 演 題 名 

小山 知里 保健師 内科外来通院中のアルコール多飲者に対してアルコール依存症予防支援（ＳＢＩＲＴＳ）を導

入した症例報告 

吉川 奈津美 看護師 総合病院看護職の衛生観念と手指衛生実践の関連 

英岡 和香子 助産師 ナースステーション内に患者を滞在させることに関する病棟看護師・介護士の実態調査 

長澤 孝明 看護師 多職種倫理カンファレンスにおける医療従事者の倫理的感受性と倫理的行動の変化 

 

４．埼玉民医連 2020 年度 学術・運動交流集会 

５．2020 年度 埼玉民医連 看護学会 
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■２０２０年 

講演日 氏名（職種） 講演会名、演題名 主催 会 場 

４/１５ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ランチョンセミナー：再生医療：ASC 療

法の実際 

第９３回日本整形外科学会

学術集会 

ｗｅｂ開催 

６/２３ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＡＰＳ療法の理論と実際 関西股関節研究会 大阪 

７/１７ 桑沢 綾乃 

（医師） 

セメントレスＴＫＡの実際 Zimmer Knee symposium ｗｅｂ開催 

７/１８ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＢＣＲ-ＴＫＡの手術手技 Smith and Nephew Knee web 

seminar 

ｗｅｂ開催 

７/９ 

-１１ 

畔栁 綾 

（医師） 

がん疼痛に対する神経破壊術の有効

性の検討（シンポジスト） 

日本ペインクリニック学会 

第５４回学術集会 

ｗｅｂ開催 

８/１４ 飯島 孝四郎 

（医師） 

研修医の知るべき皮膚疾患 青年医師の会 埼玉協同病院 

８/２０ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＴＫＡの疼痛管理・患者満足度 Stryker GE Knee forum ｗｅｂ開催 

９/１４ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ロボティックサージェリーシンポジウム：

NAVIO の実際 

第１４回日本 CAOS 研究会 高知医療センター（高知

県） 

９/１８ 桑沢 綾乃 

（医師） 

シンポジウム：再生医療の最前線 第６９回東日本整形外科学

会 

ｗｅｂ開催 

１０/２１ 砂川 恵伸 

（医師） 

新型コロナウイルス感染症 医療生協さいたま生活協同

組合 

ふれあい会館第１会議

室 

１０/３０ 

-３１ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

シンポジウム 

・女性関節外科医のキャリア形成ＰＲ 

Ｐ療法を考える 

・究極のＴＫＡはＡＣＬ再建を目指す 

ワークショップ（講演） 

・ロボット支援ＴＫＡを体感しよう 

第４８回日本関節病学会 ｗｅｂ開催 

 

■２０２１年 

講演日 氏名（職種） 講演会名、演題名 主催者 開催場所 

１/１０ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＡＰＳ療法の実際 Zimmer Web symposium ｗｅｂ開催 

１/２５ 小池 昭夫 

（医師） 

コロナウイルス感染症の対応について 働くもののいのちと健康を

守る埼玉センター 

さいたま市 

２/２１ 木村 秀実 

（看護師） 

インシデント報告から考える輸血療法の

安全性確保 病棟の立場から 

日本輸血・細胞治療学会関

東甲信越支部 

ｗｅｂ開催 

２/２１-

２２ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

イブニングセミナー講演：次世代 PRP 

APS 療法の実際 

第５０回日本人工関節学会 福岡国際会議場（福岡

県） 

３/１ 平澤 薫 

（医師） 

健康の社会的決定要因 僕たちからみ

るＳＤＨ 

卒３研修 埼玉協同病院 

３/4 

 

雪田慎二（医師） 川口市医師会学術講演会 

特別講演 「新しい睡眠薬」（座長） 

川口市医師会 川口文化センターリリア 

（埼玉県） 

 

６．講演会活動等 
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                        Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

＜著作・論文＞ 

ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ “Ｃ-４‘-ｔｈ：ｏｔｈｙｍｉｄｉｎｅ、”Ｃ-ｍｅｔｈ：ｏｎｉｎｅ ａｎｄ 18Ｆ-FGD PET/CT ｆｏｒ ｔｈｅ ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ａｃｔｉｖｅ ｉｅ

ｓ：ｏｎｓ ｏｆ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｍｙｅｌｏｍａ 

  ○岡崎 百子（医師）（共著、筆頭著者） 

Ａ ｎｎａｌｓ ｏｆ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ 

麻酔科ペインクリニック外来でのがん疼痛に対する神経ブロック治療 

○畔栁 綾（医師） 

ペインクリニックＶｏｌ.４２ Ｎｏ.１（２０２１年１月） 

ヒル咬傷が原因と思われる多形紅斑の一例 

○飯島 孝四郎（医師）、伊藤 理恵（医師） 

皮膚科の臨床（２０２１年１月） 

長期留置カテーテル留置法の適応と長期ケア 

○肥田 徹（医師） 

臨床透析 ｖｏｌ.36 ｎｏ.8 2020 57・807 

肺腎症候群の臨床像を呈したダビガイトランによる抗凝固薬関連腎症の１例 

○砂川 恵伸（医師） 

日本内科学会雑誌１１０巻５号 １.２０２１. 

Keishin Sunagawa, Shigeki Nakamura, Yuko Sato, Shun Iida, Yoshitsugu Miyazaki, Tadaki Suzuki, Harutaka Katano: Morphological 

and genetic identification of fungal genus/species in formalin-fixed, paraffin-embedded specimens obtained from patients with 

histologically proven fungal infection. Mycoses. 2021 May 24. doi: 10.1111/myc.13325. PMID: 34028893 DOI: 10.1111/myc.13325 

○砂川 恵伸（医師） 

肺腎症候群の臨床像を呈したダビガトランによる抗凝固薬関連腎症の１例  

○砂川 恵伸（医師） 

日本内科学会雑誌１１０巻５号 １.２０２１. 

「臨床血液看護師の役割-臨床検査技師との関わりを中心に-」 

○木村 秀実（皮膚・排泄認定看護師） 

医学書院検査と技術第４８巻、第４号 ２０２０/４/１発行 

Ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｒｅｓｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｈｅｐａｔｉｃ ａｒｔｅｒｙ ｗｉｔｈｏｕｔ ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｉｎ ｐａｎｃｒｅａｔｉｃｏｄｕｏｄｅｎｅｃｔｏｍｙ：ａ ｃａｓｅ ｒｅ

-ｐｏｒｔ ｏｆ ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ ｃａｎｃｅｒ ｗｉｔｈ ａｎ ａｂｅｒｒａｎｔ ｈｅｐａｔｉｃ ａｒｔｅｒｙ 

○栗原 唯生（医師） 

Ｓｕｒｇｉｃａｌ Ｃａｓｅ Ｒｅｐｏｒｔｓ Ｊｏｕｒｎａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ （２０２０）６：２２８ 

Ａ Ｃａｓｅ Ｒｅｐｏｒｔ-Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔｓ ｏｆ 47 Ｉｎｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ Ｄｉｖｉｓｕｍ（ＩＰＤ） Ｃａｓｅｓ ｉｎ ｏｕｒ Ｈｏｓｐｉｔａ

ｌ-Ｓｐｅｃｉａｌ Ｅｍｐｈａｓｉｓ ｏｎ ｏｕｒ Ｎｅｗ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ：Ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ Ｐｒｅ-Ｃｕｔ Ｍｅｔｈｏｄ ａｎｄ Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｂａｌｌｏｏｎ Ｄｉｌａｔｉｏｎ 

Ｍｅｔｈｏｄ 

○辻 忠男（医師） 

Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ&Ｈｅｐａｔｏｌｏｇｙ Ｒｅｐｏｒｔｓ ２０２１年,vol.２（２） 

腸腰筋インピンジメントの特徴的なエコー所見 

○桑沢 綾乃（医師）, 福島 崇, 仁平 高太郎 

Hip Joint46 巻1 号 Page377-383(2020.08) 

股関節の再生医療－ＡＰＳ療法１１例の短期成績－ 

○桑沢 綾乃（医師），福島 崇，仁平 高太郎 

 

 

 

７．著作・論文、寄稿等 
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カップの突出がなくとも IPI による鼠径部痛を呈したが腸腰筋切離により痛みが消失した 1 例 

○福島 崇（医師）, 桑沢 綾乃,  仁平 高太郎 

Hip Joint46 巻1 号 Page373-377(2020.08) 

RAO 後 THA では腸腰筋インピンジメントが高率に発生する 

○仁平 高太郎（医師）, 桑沢 綾乃 

Hip Joint46 巻２号 Page739-743(2020.08) 

「SYNAPSE VINCENT」の膝解析 3D-MRI 画像構築と軟骨定量評価 膝関節治療における新たな評価法の実際 

○桑沢 綾乃（医師） 

映像情報メディカル Vol52(10) Page6-12(2020.08) 

変形性膝関節症に対する脂肪由来幹細胞を利用した cell therapy 

○桑沢 綾乃（医師）, 福島 崇, 仁平 高太郎 

関節外科 vol39.(9) Page929-937(2020.08) 

再生医療とスポーツ医学(第7 回) 変形性膝関節症に対する再生医療を利用した保存療法の実際 ＰＲＰ・間葉系幹細胞・セルフ 

リー療法(解説) 

○桑沢 綾乃（医師）, 仁平 高太郎 

臨床スポーツ医学 (0289-3339)37 巻7 号 Page843-851(2020.07) 

【整形外科領域のＰＲＰ治療:どこまで明らかになったのか】変形性膝関節症に対するＰＲＰ治療の現状と展望(座談会/特集) 

○桑沢 綾乃（医師） 

Bone Joint Nerve (2186-1110)10 巻2 号 Page299-311(2020.04) 

【整形外科領域の PRP 治療:どこまで明らかになったのか】(Part3)変形性膝関節症 変形性膝関節症に対する PRP 治療 自験例

の検討(原著論文/特集) 

○桑沢 綾乃（医師）, 仁平 高太郎 

Bone Joint Nerve (2186-1110)10 巻2 号 Page197-205(2020.04) 

変形性膝関節症に対する再生医療を利用した保存療法の実際 - PRP・間葉系幹細胞・セルフリー療法 - 

○桑沢 綾乃（医師）, 仁平 高太郎 

臨床スポーツ医学 37(7): 843-851, 2020 

変形性膝関節症に対する PRP 治療 : 自験例の検討 

○桑沢 綾乃（医師）, 仁平 高太郎 

Bone Joint Nerve 10(2): 197-205, 2020 

変形性膝関節症に対する PRP 治療の現状と展望 

○桑沢 綾乃（医師） 

Bone Joint Nerve 10(2): 299-311, 2020 

変形性膝関節症に対する PRP 治療 : 自験例の検討 

○桑沢 綾乃（医師）,仁平 高太郎 

Bone Joint Nerve 10(2): 197-205, 2020 

次世代型 PRP の APS(Autologous Protein Solution)療法 施行６ヵ月での臨床経過の検討 

○桑沢 綾乃（医師）, 仁平 高太郎 

日本関節病学会2020 

ブローチハンドルのオフセットが大腿骨に与える影響の検討 

○福島 崇（医師）, 桑沢 綾乃, 丸木 千陽美, 仁平 高太郎 

日本人工関節学会誌(1345-7608)50 巻 Page107-108(2020.12) 論文種類：原著論文 

RAO 後 THA では腸腰筋インピンジメントが高率に発生する 

○仁平 高太郎（医師）, 桑沢 綾乃, 丸木 千陽美 

Hip Joint(0389-3634)46 巻2 号 Page739-743(2020.08) 論文種類：原著論文 

カップ前方露出がなくとも腸腰筋インピンジメントによる鼠径部痛を呈したが、腸腰筋切離により痛みが消失した 1 例 

○福島 崇（医師）, 桑沢 綾乃, 仁平 高太郎 

Hip Joint(0389-3634)46 巻1 号 Page373-376(2020.08) 論文種類：原著論文/症例報告 
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                          Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

次世代型 PRP の APS 療法(autologous protein solution)3 ヵ月での臨床経過の検討 

○福島 崇（医師）, 桑沢 綾乃, 仁平 高太郎 

JOSKAS(1884-8842)45 巻1 号 Page232-233(2020.03) 論文種類：原著論文 

 

 

＜寄稿＞ 

Ｊ－ＩＤＥＯ. 中外医学社. 教えて感染症の病理 

第１８回 病原体編 胃潰瘍を見たら胃粘膜表面の細菌チェックを忘れずに 

第１９回 疾患編 大腸憩室は固有筋層を欠く仮の憩室 

第２０回 病原体編 Ｔ細胞性リンパ腫をみたときには出身地と血清ＨＴＬＶ-１抗体をチェックする 

第２１回 疾患編 抗菌薬が効かない副鼻腔炎は糸状菌を疑う 

第２２回 病原体編 無隔壁で不規則な分岐をする糸状菌は原始的な真菌 

第２３回 病原体編 無痛性で手掌・足底，体幹に広がる皮疹 

第２４回 疾患編 血管内カテーテル関連血流感染症（ＣＲＢＳＩ）と感染性心内膜炎 

第２５回 病原体編 クローン病と鑑別を要する感染症 

○砂川 恵伸（医師） 

週刊日本医事新報. 日本医事新報社, 画像診断道場～実はこうだった 

第１５８回 胃粘膜下腫瘍・・・それとも？ 異所性膵. 

第１６０回 逆流性食道炎患者の食道胃接合部腫瘍 食道Ｂａｒｒｅｔｔ腺癌. 

第１７０回 肺癌？それとも？ 肺クリプトコッカス症 

第１７５回 長期に渡る慢性下痢症の原因は？ 糞線虫症 

第１７８回 間質性肺炎？それとも？ 肺癌性リンパ管症 

○砂川 恵伸（医師） 

【幹細胞・PRP・衝撃波-Biologic healing のエビデンス】変形性膝関節症に対する脂肪由来幹細胞を利用した cell therapy 

○桑沢 綾乃（医師） 

関節外科(0286-5394)39 巻 9 号 Page928-938(2020.09) 論文種類：解説/特集 DOI：10.18885/JJS.0000000373 

【整形外科領域における治療・診断技術】「SYNAPSE VINCENT」の膝解析 3D-MRI 画像構築と軟骨定量評価 膝関節治療にお

ける新たな評価法の実際 

○桑沢 綾乃(医師) 

映像情報 Medical(1346-1354)52 巻10 号 Page38-44(2020.09) 論文種類：解説/特集 

【整形外科領域の PRP 治療:どこまで明らかになったのか】(Part3)変形性膝関節症 変形性膝関節症に対する PRP 治療 自験例

の検討 

○桑沢 綾乃(医師), 仁平 高太郎 

Bone Joint Nerve(2186-1110)10 巻 2 号 Page197-205(2020.04) 論文種類：原著論文/特集 

再生医療とスポーツ医学(第 7 回) 変形性膝関節症に対する再生医療を利用した保存療法の実際 PRP・間葉系幹細胞・セルフリ

ー療法 

○桑沢 綾乃(医師), 仁平 高太郎 

臨床スポーツ医学(0289-3339)37 巻 7 号 Page843-851(2020.07) 論文種類：解説 

【整形外科領域のＰＲＰ治療：どこまで明らかになったのか】変形性膝関節症に対するＰＲＰ治療の現状と展望 

○桑沢 綾乃（医師） 

Bone Joint Nerve(2186-1110)10 巻 2 号 Page299-311(2020.04) 文種類：座談会/特集 
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（１）集合研修等 

■２０２０年                                                                    （単位：人） 

日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

4/1 
Ｃ４病棟向け呼吸器・モニター・ＢＶＭ学習

会 
ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

4/1 
医療安全の基礎知識 

医療安全委員会  ８７ 
医療事故と法的責任 

4/2 
Ｃ４病棟向け呼吸器・モニター・ＢＶＭ学習

会 
ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １ 

4/3 新入職員オリエンテーション 教育研修センター会議 

増田剛医師（病院長・医師）、宮

﨑俊子（専従医療安全管理

者）、吉田智恵子（感染管理室

部責主任・感染管理認定看護

師） 

６３ 

4/6 医療安全講習 看護育成課 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
３２ 

4/6 卒一研修医向け在宅医療機器学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １２ 

4/10 医療安全講習 教育研修センター会議 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
８ 

4/10 卒一研修医向け医療機器学習会 ME 科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

4/14 ＭＥ向けモニター学習会 ME 科 日本光電工業株式会社 １２ 

4/16 Ｃ２病棟向け新規購入モニター学習会 ME 科 日本光電工業株式会社 １２ 

4/16 甲状腺機能異常と妊娠・新生児への影響 Ｃ３病棟看護科 瀧井未来（初期研修医） １０ 

4/22 電メス学習会 ME 科 コヴィディエン ６ 

4/28 【看護部ラダー研修】〈緩和ケア〉 中級編 緩和ケアチーム 森直美（緩和ケア認定看護師） ２ 

5/14 Ｄ４病棟向け圧ライン学習会  植木佑太（臨床工学技士） １１ 

5/21 血液浄化療法の原理と治療モード ＭＥ科 血液浄化担当者 ３ 

5/25 【新任 RM 対象】事例分析研修（前半） 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
９ 

5/26 
循環血液量変化率（ΔＢＶ）と透析監視装置

の警報 
ＭＥ科 血液浄化担当者 ８ 

5/27 【新任ＲＭ対象】事例分析研修（前半） 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
１２ 

5/29 【新任ＲＭ対象】事例分析研修（前半） 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
１１ 

5/29 書記会議 
ＱＭセンター、教育研修

センター会議 

増永哲士事務長、貞弘朱美事

務次長、野田邦子医療情報管

理室課長 

２８ 

6/2 【新任ＲＭ対象】事例分析研修★（後半）★ 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
１２ 

6/4 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看護認

定看護師） 
８ 

 

 

８．院内における教育活動 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

6/4 救急向け除細動器 ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） １０ 

6/5 【新任ＲＭ対象】事例分析研修★（後半）★ 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
１１ 

6/6 専門研修プログラム説明会 医師初期研修委員会 各科指導医 １９ 

6/8 【新任RM 対象】事例分析研修★（後半）★ 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管理

者） 
１０ 

6/8 リハビリ科向け酸素ボンベの取り扱い ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ２８ 

6/9 ME 向けＢＬＳ講習会 ＭＥ科 
篠塚陽子・桐生宣侑（臨床工学

技士） 
１３ 

6/10 救急向け除細動器 ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １６ 

6/15 医師向け除細動器 ＭＥ科 日本光電工業株式会社 ２６ 

6/16 人工呼吸器学習会 ＭＥ科 篠塚陽子（臨床工学技士） １３ 

6/16 輸液・シリンジ・モニターの学習会 透析看護科 
榊理沙・福田和斗（臨床工学技

士） 
２ 

6/18 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看護認

定看護師） 
８ 

6/19 抗精神病薬の正しい使い方 薬剤科 荻野マリエ（医師） ３５ 

6/24 急変時の対応について リハビリテーション技術科 佐藤稔（理学療法士） ５０ 

6/24 生活のしやすさについて Ｄ３緩和ケアリンクナース 
石川昌代（がん性疼痛看護認定

看護師） 
８ 

6/24 防災学習会 リハビリテーション技術科 吉田知行（理学療法士） ５０ 

6/25 生活のしやすさについて D３緩和ケアリンクナース 林萌花（看護師） ９ 

6/26 ケースカンファレンス（感染症） 医師初期研修委員会 
片山光哉氏（東京医療センター

総合内科） 
１５ 

6/26 ＯＰＥ室向け除細動器 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １３ 

6/26 生活のしやすさについて Ｄ３緩和ケアリンクナース 林萌花（看護師） ６ 

6/29 生活のしやすさについて Ｄ３緩和ケアリンクナース 林萌花（看護師） ８ 

6/30 透析患者止血について ＭＥ科 福田和斗（臨床工学技士） ８ 

7/1 OC/LEP とＩＵＤのポイント Ｃ３病棟 新真大先生 １１ 

7/3 【看護部ラダー研修】〈フットケア＞ 初級編 ＤＭチーム 舟橋愛（糖尿病療養指導士） ２ 

7/4 中堅職員マネジメント研修（前半） 教育研修センター会議 百瀬裕也氏（㈱インソース） ２５ 

7/9 術後の薬剤管理 Ｃ３病棟 鈴木日和（薬剤師） ９ 

7/10 【看護部ラダー研修】〈糖尿病：初級編＞ ＤＭチーム 小笠原さつき（糖尿病指導士） ４ 

7/10 低圧持続吸引機取り扱い ＭＥ科 住友ベークライト ５ 

7/10 
つくし保育所職員対象・小児のＰＢＬＳ学習

会 
救急診療委員会 

髙田綾野（小児救急看護認定看

護師） 
１２ 

7/13 看護サポート向け医療機器学習会 ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １５ 

7/13 気胸・胸水学習会  菱沼智紀（初期研修医） １５ 

7/14 コンパニオン取り扱い ＭＥ科 サイサン ８ 

7/16 ＮＰＰＶとＮＨＦ ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ８ 

7/16 コンパニオン取り扱い ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） ９ 

7/16 子宮頚管無力症 Ｃ３病棟 橋本弥生（初期研修医） １０ 

7/17 【看護部ラダー研修】〈糖尿病 初級編〉 ＤＭチーム 小笠原さつき（糖尿病指導士） ４ 

7/17 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看護認

定看護師） 
１２ 

7/20 ＣＯＰＤについて Ｃ５病棟 清水愛(初期研修医) １４ 
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日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

7/20 
ＣＯＶＩＤ-１９と感染対策の基本・標準予防

策 
感染対策委員会 

砂川恵伸（臨床検査科部長）、

吉川奈津美（感染管理認定看護

師） 

３２ 

7/20 がん薬物療法学習会 
薬剤科ＤＩ室・がん化学療

法チーム 
ヤクルト １４ 

7/20 
産婦人科病棟で使用される降圧剤につい

て 
Ｃ３病棟、薬剤科 澤辺由美（薬剤師） １１ 

7/21 
術後リンパ浮腫予防指導について（リハビ

リ、看護合同学習会） 
乳腺科医療チーム 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師）、小林礼菜（理学療法士）？ 
２８ 

7/22 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ２２ 

7/22 
ＣＯＶＩＤ-１９と感染対策の基本・標準予防

策 
リハビリテーション技術科 

吉川奈津美（感染管理認定看護

師） 
４９ 

7/22 理念教育 リハビリテーション技術科 小口智也（理学療法士） ４９ 

7/27 ２０２０年度第１回マネージメントレビュー － － １０９ 

7/27 喘息について Ｃ５呼吸器チーム 揚野佳太（初期研修医） １１ 

7/28 ＨＯＴについて ＭＥ科 福田和斗（臨床工学技士） ２０ 

7/28 人工関節について Ｄ２病棟 仁平高太郎（医師） ４６ 

7/28 内視鏡スコープ取り扱い学習会 ＭＥ科 オリンパス ７ 

7/29 コンパニオン取り扱い ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １５ 

7/30 
【看護部ラダー研修】＜フットケア＞上級（実

践①） 
ＤＭチーム 

江畑直子（皮膚・排泄ケア認定

看護師） 
１ 

7/31 【看護部ラダー研修】〈糖尿病：初級編＞ ＤＭチーム 
利根川あやみ（糖尿病療養指導

士・薬剤師） 
３ 

8/1 
「識別」のルールを守る者は、ルールに守ら

れる 
医療安全委員会  ９２６ 

8/5 在宅呼吸器アストラルについて Ｃ２病棟 植木佑太（臨床工学技士） ７ 

8/6 研修医向け人工呼吸器学習会 ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ９ 

8/7 【看護部ラダー研修】〈糖尿病：初級編＞ ＤＭチーム 
利根川あやみ（糖尿病療養指導

士・薬剤師） 
４ 

8/13 神経モニタリング学習会 ＭＥ科 ニューベンシブ ７ 

8/13 脳外トリアージ  石丸純夫（医師） ９ 

8/14 【看護部ラダー研修】〈フットケア＞ 初級編 ＤＭチーム 小笠原さつき（糖尿病指導士） ４ 

8/18 研修医向け除細動器学習会 ＭＥ科 青木奎介（臨床工学技士） ８ 

8/19 妊娠とカフェイン Ｃ３病棟 黒須友理香（初期研修医） １１ 

8/20 
【看護部ラダー研修】＜フットケア＞上級（実

践①） 
ＤＭチーム 

江畑直子（皮膚・排泄ケア認定

看護師） 
１ 

8/21 【看護部ラダー研修】〈糖尿病：初級編＞ ＤＭチーム 
利根川あやみ（糖尿病療養指導

士・薬剤師） 
３ 

8/21 血液浄化に用いられる原理 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ３ 

8/21 透析監視装置の警報 ＭＥ科 過足莉乃（臨床工学技士） ３ 

8/22 ＮＨＦ看護師向け ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ４ 

8/24 除細動器の使用 Ｃ５病棟 植木佑太（臨床工学技士） ７ 

8/25 Ｃ２病棟向けヘリオス学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １２ 

8/26 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ３０ 

8/26 せん妄について 認知症ケアチーム 
藤本未来（言語聴覚士）、前田

日向子）作業療法士） 
４１ 
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                           Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

8/26 電子カルテ不正閲覧の防止措置について 広報委員会  ４２ 

8/27 除細動器の使用 Ｃ５病棟 植木佑太（臨床工学技士） ３ 

8/28 除細動器の使用 Ｃ５病棟 植木佑太（臨床工学技士） １２ 

9/2 
【看護部ラダー研修】〈緩和ケア〉初級 緩和

概論＋看取りケア 
緩和ケアチーム 森直美（緩和ケア認定看護師） ２ 

9/2 
【看護部ラダー研修】〈緩和ケア〉初級 症状

マネジメント＋疼痛 
緩和ケアチーム 

森直美（認定緩和認定看護

師）、布川昌代（がん性疼痛認

定看護師） 

１ 

9/2 
大腸がん化学療法（FOLFIRI 療法、

FOLFOX 療法） 
 増山千亜希（看護師） １５ 

9/7 リブレとリブレプロについて Ｄ４病棟 小笠原さつき（糖尿病指導士） ４８ 

9/8 麻薬、向精神薬、血液製剤の管理について 薬剤科 栗原ちなみ（薬剤師） ８ 

9/11 【看護部ラダー研修】〈フットケア＞ 初級編 ＤＭチーム 小笠原さつき（糖尿病指導士） ４ 

9/11 
【看護部ラダー研修】乳がん看護ステップ１

初級 
キャリ２委員会 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師） 
２ 

9/11 ＯＰＥ血ガス計取り扱い学習会 ＭＥ科 シーメンス ７ 

9/16 リブレとリブレプロについて 病棟糖尿病リンクＮＳ 小笠原さつき（糖尿病指導士） ４ 

9/17 ＤＭ治療薬 外来看護科Ⅱ 篠田幸（薬剤師） １０ 

9/17 神経モニタリング学習会 ＭＥ科 ニューベンシブ １ 

9/17 防災学習会  木村貴史（臨床工学技士） ４ 

9/18 身体バランスから更衣動作を解く Ｄ５病棟リハビリ 三宅健治（作業療法士） ２０ 

9/23 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ４４ 

9/24 
血液ガス分析装置（ＡＢＬ９０ＦＬＥＸ）取り扱

い学習会 
ＭＥ科 ラジオメーター株式会社 ５ 

9/25 【看護部ラダー研修】〈糖尿病：初級編〉 ＤＭチーム 小笠原さつき(糖尿病指導士) ４ 

9/25 
【看護部ラダー研修】乳がん看護ステップ２

中級 
キャリ２委員会 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師） 
１ 

9/28 採血について Ｃ３病棟 武藤由里子（臨床検査技師） １６ 

9/28 糖尿病性ケトアシドーシス Ｃ３病棟 山田歩美（医師） １１ 

9/29 オキシマイザー使用方法 ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ６ 

9/29 
血液ガス分析装置（ＡＢＬ９０ＦＬＥＸ）取り扱

い学習会 
ＭＥ科 ラジオメーター株式会社 ５ 

9/30 危険予知トレーニング リハビリテーション技術科 佐藤稔（理学療法士） ４４ 

9/30 前期総合防災訓練 － 防災対策委員会 ４８ 

10/1 
閉塞性動脈硬化症(ＡＳＯ)のＬＤＬアフェレ

シス治療 
ＭＥ科 カネカメディカル １６ 

10/2 
【看護部ラダー研修】〈フットケア＞中級（演

習①） 
ＤＭチーム 小笠原さつき（糖尿病指導士） ３ 

10/2 オキシマイザー使用方法 ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ６ 

10/2 防災学習会 ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） １ 

10/5 ＭＥ向けＲＴＸ学習会 ＭＥ科 ＩＭＩ ５ 

10/5 看護部向けＲＴＸ学習会 ＭＥ科 ＩＭＩ ８ 
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日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

10/7 
【看護部ラダー研修】〈緩和ケア〉上級 症状

マネジメント＋疼痛 
緩和ケアチーム 

森直美（緩和ケア認定看護師）、

布川昌代）がん性疼痛認定看護

師） 

４ 

10/7 
【看護部ラダー研修】〈緩和ケア〉中級 症状

マネジメント＋疼痛 
緩和ケアチーム 

森直美（緩和ケア認定看護師）、

布川昌代）がん性疼痛認定看護

師） 

３ 

10/7 Ｃ２病棟向けＲＴＸ学習会 ＭＥ科 ＩＭＩ １２ 

10/7 心電図モニターの安全使用について 医療安全委員会 日本光電工業株式会社 １６ 

10/9 
【看護部ラダー研修】乳がん看護ステップ３

上級 
キャリ２委員会 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師） 
２ 

10/9 Ｄ４病棟向けＲＴＸ学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ４ 

10/14 心電図モニターの安全使用について 
医療安全委員会（岡本・大

西・大森） 
日本光電工業株式会社 １９ 

10/16 【看護部ラダー研修】〈糖尿病：初級編＞ ＤＭチーム 大野実里（糖尿病指導士） １ 

10/17 中堅職員マネジメント研修（後半） 教育研修センター会議 百瀬裕也氏（㈱インソース） ２４ 

10/21 
【看護部キャリア２研修】小児救急看護 初

級編 
キャリ２委員会 

髙田綾野（小児救急看護認定看

護師） 
９ 

10/21 クルド人について Ｃ３病棟 春日みゆき（医師） １３ 

10/23 
【看護部ラダー研修】乳がん看護ステップ１

初級 
キャリ２委員会 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師） 
３ 

10/27 
新リンパ浮腫ガイドラインに基づく採血時の

ポイント 
乳腺科医療チーム 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師） 
１９ 

10/28 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ４８ 

10/28 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ６６ 

10/29 Ｃ２病棟向けＡ４０学習会 ＭＥ科 福田和斗（臨床工学技士） ７ 

10/29 排痰補助装置 ＣＯＭＦＯＲＴＣＯＵＧＨⅡ ＭＥ科 フクダライフテック ７ 

10/30 【看護部ラダー研修】<糖尿病中級編〉  ＤＭチーム 
野崎千賀子（歯科衛生士）、羽

染知子（管理栄養士） 
２ 

10/30 せん妄と薬 認知症ケアチ－ム 岩渕史弥（薬剤師） ９ 

11/4 
【看護部ラダー研修】〈緩和ケア〉初級・上級 

家族ケア 
緩和ケアチーム 

原島まどか（緩和ケア認定看護

師） 
３ 

11/4 
【看護部ラダー研修】〈緩和ケア〉中級・上級 

スピリチュアルペイン 
緩和ケアチーム 森直美（緩和ケア認定看護師） ３ 

11/5 排痰補助装置 COMFORTCOUGH Ⅱ フクダライフテック 市川宗賢（臨床工学技士） １６ 

11/6 日本光電 ME システム説明会 ＭＥ科 アルカディア ５ 

11/9 がんゲノム医療について がん化学療法チーム 砂川優（医師） ２５ 

11/10 ＨＩＦ-ＰＨ阻害薬 ダーブロック  協和発酵キリン ７ 

11/12 ＭＥシステム説明会 ＭＥ科 ピボッド ７ 

11/13 ケースカンファレンス（胃腸炎） 初期研修委員会 
片山光哉氏（東京医療センター

総合内科） 
１４ 

11/13 
【看護部ラダー研修】〈フットケア＞中級（演

習①） 
ＤＭチーム 小笠原さつき(糖尿病指導士) １ 

11/13 
【看護部ラダー研修】乳がん看護ステップ２

中級 
キャリ２委員会 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師） 
１ 

11/13 ＭＥシステム説明会 ＭＥ科 トマーレ ６ 

11/17 ＰＮＦをつかった介入症例 Ｄ５病棟 吉田知行（理学療法士） ２９ 
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日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

11/18 
【看護部キャリア２研修】小児救急看護 初級

編 
キャリ２委員会 

高田綾野（小児救急看護認定看

護師） 
９ 

11/18 ＨＯＴ導入～外来通院 外来看護科Ⅱ 市川宗賢（臨床工学技士） ４ 

11/18 心電図モニター波形の読み方 Ｄ４病棟 岡崎里奈(看護師) ２０ 

11/19 
【看護部ラダー研修】＜フットケア＞上級（実

践②） 
ＤＭチーム 

江畑直子（皮膚・排泄ケア認定

看護師） 
１ 

11/19 ＡＳＴＲＡＬ（外来看護科Ⅰ向け） ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ９ 

11/19 心電図モニター波形の読み方 循環器・ＨＣＵチーム 手川裕子（看護師） ６ 

11/20 【看護部ラダー研修】〈糖尿病：初級編＞ ＤＭチーム 大野実里（看護師） ３ 

11/24 新型コロナウイルス感染対策 看護サポート 
吉田智恵子（感染管理認定看護

師） 
１１ 

11/25 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ６５ 

11/25 ＬＧＢＴＱフレンドリーな病院とは 倫理委員会 

浅沼智也氏（（TRANS VOICE 

IN JAPAN 代表、岡山レインボ

ーパレード共同代表） 

２６ 

11/25 ＭＥシステム説明会 ＭＥ科 フクダ電子 ５ 

11/25 環境学習会 リハビリ学生チーム 
リハビリテーション技術科学生担

当チーム 
４８ 

11/26 ＡＳＴＲＡＬ（外来看護科Ⅰ向け） ＭＥ科 市川宗賢（臨床工学技士） ９ 

11/26 Ｃ４病棟向けＣＡＤＤ学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

11/26 ＲＯ装置からＤＡＢの配管洗浄方法 ＭＥ科 
日本ウォーターシステム株式会

社  
５ 

11/26 せん妄の早期発見と予防について Ｄ４病棟認知症チーム 齋藤美咲（看護師） １２ 

11/27 Ｋey Ｆeatures 試験について 初期研修委員会 
高橋慶医師（川口診療所副所

長） 
１６ 

11/27 
【看護部ラダー研修】乳がん看護ステップ３

上級 
キャリ２委員会 

小平悦子（乳がん看護認定看護

師） 
３ 

11/27 Ｃ４病棟向けＣＡＤＤ学習会 ＭＥ科 青木奎介（臨床工学技士） ５ 

11/30 ２０２０年度第２回マネージメントレビュー － － １１８ 

11/30 
【看護部キャリアⅡ研修】呼吸フィジカルアセ

スメント ～急性期～慢性期 
 

志村智子（慢性呼吸器疾患看護

認定看護師）、寺門妙子（集中ケ

ア認定看護師） 

１ 

12/2 ＨＣＵ用フットポンプデモ学習会 ＨＣＵチーム 篠塚陽子（臨床工学技士） ２３ 

12/2 硬性鏡構造と仕組み ＭＥ科 オリンパス藤 ６ 

12/3 ＩＡＢＰ学習会 ＭＥ科 ゲディング ６ 

12/3 ディスポ型ブロンコ説明会 ＭＥ科 Ambu ４ 

12/5 Ｋey Ｆeatures 試験（振り返り） 初期研修委員会 
高橋慶医師（川口診療所副所

長） 
１６ 

12/7 ディスポ型ブロンコ説明会   ５ 

12/9 
【看護部ラダー研修】〈がん化学療法看護〉中

級② 
がん化学療法チーム 

内川聡美（がん化学療法看護認

定看護師） 
３ 

12/10 ＨＣＵ用フットポンプデモ学習会 ＨＣＵチーム 日本コヴィディエン １３ 

12/10 ＭＥ向けフットポンプ学習会 ＨＣＵチーム 日本コヴィディエン ６ 

12/14 ＨＯＴ概要 Ｃ２病棟 植木佑太（臨床工学技士） １０ 

12/16 ＮＰＰＶ・ＮＨＦ学習会 ＨＣＵチーム 市川宗賢（臨床工学技士） １６ 

12/17 ボバース概念 up to date 伝達講習  三宅健司（作業療法士） １１ 
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日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

12/18 せん妄について Ｃ３病棟 松井昭美（助産師） １２ 

12/18 書記会議Ⅱ期 
ＱＭセンター、教育研修

センター 

貞弘朱美事務次長、野田邦子医

療情報管理室課長、松林由紀子

地域連携課長 

１５ 

12/19 ペアンレス回路学習会 ＭＥ科 過足莉乃（臨床工学技士） １７ 

12/22 ディスポﾟ喉頭鏡学習会 ＭＥ科 日本光電工業株式会社 １２ 

12/22 ペアンレス回路学習会 ＭＥ科 過足莉乃（臨床工学技士） ８ 

12/22 防災学習会 ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） ８ 

12/23 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － １８ 

12/23 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看護認

定看護師） 
４ 

12/23 嘔吐時の対応について リハビリテーション技術科 
中島ちひろ・大﨑美栄（作業療

法士） 
４７ 

12/24 ディスポﾟ喉頭鏡学習会 ＭＥ科 日本光電工業株式会社 ４ 

12/24 吸入指導勉強会   ７ 

12/28 ＮＰＰＶとＮＨＦとＨａｍｉｌｔｏｎ ＭＥ科 榊理沙（臨床工学技士） ７ 

 

 

■２０２1 年 

日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

1/12 経腸栄養ポンプについて ＭＥ科 ＴＯＰ ３ 

1/12 経腸栄養ポンプについて ＭＥ科 ニプロ ４ 

1/13 ハミルトンＣ６説明会 ＭＥ科 日本光電工業株式会社 １１ 

1/14 ＣＰＡＰフレンズ学習会 ＭＥ科 フクダライフテック ２ 

1/15 【看護部ラダー研修】〈フットケア＞ 初級編 ＤＭチーム 大野実里（看護師） ２ 

1/18 医局向けハミルトンＣ６説明会 ME 科 日本光電工業株式会社 ３２ 

1/20 ハミルトンＣ６説明会 植木佑太 日本光電工業株式会社 １６ 

1/20 弛緩出血 Ｃ３病棟 田中栞（初期研修医） １１ 

1/20 日本ﾒｶﾞｹｱ呼吸器説明会 ＭＥ科 日本メガケァ ７ 

1/21 ハミルトンＣ６説明会 ＭＥ科 日本光電工業株式会社 ９ 

1/25 がんゲノム医療について がん化学療法チーム 砂川優（医師） １４ 

1/27 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ８ 

1/28 
【看護部キャリアⅡ研修】呼吸フィジカルア

セスメント ～急性期～慢性期 

看護部 キャリアアップ委

員会 

寺門妙子（集中ケア認定看護

師）、志村智子（慢性呼吸器疾

患看護認定看護師） 

３ 

1/28 せん妄治療について 薬剤科 関口梨絵（薬剤師） ６ 

1/29 除細動器の使用方法 ＭＥ科 福田和斗（臨床工学技士） １６ 

1/30 Ｃ５病棟向け NHF 学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ５ 

2/2 内視鏡・ME 向け BF 洗浄方法 ＭＥ科 フジフィルムメディカル ３ 

2/6 第３回 医療活動交流集会 ＱＭセンター － ２３４ 

2/8 麻酔器学習会 ME 科 ドレーゲル ６ 

2/9 地域包括ケア病棟について ＭＥ科 砂川千恵子（看護師） １３ 

2/12 オンラインケースカンファレンス（不明熱） 初期研修委員会 
片山光哉氏（東京医療センター

総合内科） 
１４ 

2/12 Ｄ２病棟向け圧ライン学習会 Ｄ２病棟 植木佑太（臨床工学技士） ６ 
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                          Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日付 テーマ 主催者 講 師 参加 

2/12 麻酔器立ち上げ ＭＥ科 ドレーゲル ３ 

2/15 D２病棟向け圧ライン学習会 Ｄ２病棟 植木佑太（臨床工学技士） ８ 

2/15 
人生の最終段階の医療とケアについて考え

る 
倫理委員会 

会田薫子氏（東京大学死生学・

応用倫理センター上廣講座特

任教授） 

３２ 

2/16 新型コロナウイルス感染対策 Ｃ２病棟、感染管理室 
吉田智恵子（感染管理認定看護

師） 
１３ 

2/17 Ｄ４病棟呼吸器グラフィックモニター ＭＥ科 榊理沙（臨床工学技士） １３ 

2/17 炎症性腸疾患と妊娠 Ｃ３病棟 古関匠（初期研修医） ９ 

2/17 新型コロナウイルス感染対策 Ｃ２病棟、感染管理室 
吉田智恵子（感染管理認定看護

師） 
１２ 

2/18 危険薬の取り扱い 薬剤科 藤井総一朗（薬剤師） ５ 

2/22 臨床で使える心電図の見方と対応②③ Ｄ４循環器チーム 岡崎里南（看護師） １３ 

2/24 ＢＬＳ学習会 救急診療委員会 － ３ 

2/24 ＣＯＰＤ学習会 Ｄ４呼吸器チーム 野崎耕平（看護師） １２ 

2/25 ＰＰＥの着脱方法 ＭＥ科 
吉田智恵子（感染管理認定看護

師） 
９ 

3/3 世界のお産 Ｃ３病棟 深澤晶先生 １１ 

3/9 
がん薬物療法学習会 糖尿病患者への対

応 
薬剤科 佐藤栄司（薬剤師） ９ 

3/9 フットポンプﾟ取り扱い学習会 ＭＥ科 コヴィディエン ７ 

3/9 吸入薬について 薬剤科 牧野太一（薬剤師） １０ 

3/10 防災学習会 Ｄ４病棟 浅沼陽子（看護師） １６ 

3/11 乳がん術後の観察ポイント 乳腺科医療チーム 金子しおり（医師） １４ 

3/17 ＢＬＳ学習会 Ｃ３病棟 萩原なるみ（助産師） ８ 

3/17 妊娠と皮膚 Ｃ３病棟 鷹尾純（初期研修医） １１ 

3/18 ＨＣＵ病棟リハビリ学習会 ＨＣＵチーム 久保寺綾香（作業療法士） １２ 

3/18 肝硬変関連薬剤   ６ 

3/18 鎮痛薬について   ６ 

3/22 
【看護部キャリアⅡ研修】呼吸フィジカルア

セスメント ～急性期～慢性期 
 

寺門妙子（集中ケア認定看護

師）、志村智子（慢性呼吸器疾

患看護認定看護師） 

４ 

3/22 臨床で使える心電図の見方と対応 循環器チーム 岡崎里奈（看護師） １６ 

3/24 ＣＯＰＤ学習会 Ｄ４呼吸器チーム 野崎耕平（看護師） １３ 

3/25 ナースコールプレゼン   ４２ 

3/26 フットポンプﾟ取り扱い学習会 ＭＥ科 コヴィディエン １０ 

3/29 ｐｈｉｌｉｐs 在宅機器 ＭＥ科 Philip ７ 
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（２）ｅラーニング 

■２０２０年 

期間 テーマ 主催者 修了率 

6/24～7/31 ストレスチェックを活用しましょう 労働安全衛生委員会 ４６.５％ 

7/1～11/30 防災教育① 院内の防災対策と初期消火を学習する 防災対策委員会 ７０.４％ 

7/6～12/31 全日本民医連大 44 回定期総会（DVD 視聴&決定集） 教育研修センター ８４.１％ 

8/1～9/30 組織３課題目標達成に向けて～加入と増資の声かけについて～ 地域活動委員会 ６４.６％ 

8/1～9/5 

2020 年度内部監査員研修第 1 回知識編～やってよかった内部監査の

ための基礎知識～ 

①知識編（前半） 

②知識編（後半）知識編（後半） 

③知識編（確認テスト） 

ＱＭセンター 

①８９.１％ 

②８７.５％ 

③８７.５％ 

8/3～11/8 第１回目感染対策法定研修 ＩＣＴチーム ９２.３％ 

9/1 
個人情報保護について学ぶ 

個人情報の適切な取り扱いＰａｒｔ１（基礎編） 
ＱＭセンター ８６.４％ 

9/1～10/31 
2020 年度内部監査員研修第２回実践編～やってよかった内部監査の

ための面接対応～ 
ＱＭセンター ８２.０％ 

9/1～11/30 【ＨＰＨ初級講座】 ＨＰＨの理念等を理解する ＨＰＨ推進委員会 ７０.７％ 

10/1～10/31 
個人情報保護について学ぶ 

個人情報の適正な取り扱いＰart２（事例編） 
ＱＭセンター ８５.６％ 

10/5～11/30 肝臓病教室 消化器医療チーム ６８.９％ 

 

 

■２０２１年 

期間 テーマ 主催者 修了率 

1/4～2/28 アルコール依存症 精神科リエゾンチーム ８４.５％ 

1/4～2/28 

第２回目感染対策法定研修（Ｖer.1） 

①インフルエンザとＣＯＶＩＤ-１９ 

②検体採取方法及び検査 

③経路別予防策 

ＩＣＴチーム ７７.３％ 

2/1～2/15 保険診療の学習① 外来医事課 ６８.１％ 

2/1～3/31 研究倫理の基本的な知識を学ぶ 研究倫理審査委員会 ７１.９％ 

2/10～3/10 

第２回目感染対策法定研修（Ｖer.２） 

①インフルエンザとＣＯＶＩＤ-１９ 

②検査、経路別予防策を学ぶ 

ＩＣＴチーム ７７.３％ 

2/10～3/31 放射線被ばくに関する学習 放射線画像診断科 ７９.０％ 

3/1～3/31 保険診療の学習② 入院医事課 ６９.７％ 

3/1～3/31 一時救命処置（ＢＬＳ）を学ぶ 救急診療委員会 ６７.０％ 

3/9～4/10 災害教育② トリアージの方法 防災対策委員会 ５８.０％ 
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