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学会報告　【2018（平成 30）年 1月 1日～ 12 月 31 日開催分】

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学会名 開催地 開催年月日

内科 鈴木翔輝，秋保直樹，中山謙二，氷室真人，
岡田誉元，大山秀晃

点鼻薬中止によるステロイド離脱症候群の
1例

第 214回日本内科学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 6月 16日

内科 寺嶋　祥，中山謙二，秋保直樹，滝口真由，
草刈　之

溶連菌とパルボ B19ウイルス共感染と考
えられた高齢者急性糸球体腎炎の一例

第 48回日本腎臓学会東部学術大
会

東京 平成 30年 10月 21日

内科 竹内陽一，齋藤綾子，吉田　舞，中道　崇，
長澤　将，山田　元，宮崎真理子

腎生検直後に脳梗塞を発症した一例 第 48回日本腎臓学会東部学術大
会

東京 平成 30年 10月 21日

呼吸器内
科

寺嶋　祥，八重柏政宏，秋保直樹，芦野有
悟，二瓶真由美，山本尚輝 ，石戸谷滋人

BAL/TBLBが診断に有用だった膀胱癌
BCG注入療法で粟粒結核を発症した一例

第 214回日本内科学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 6月 16日

呼吸器内
科

芦野有悟 超多剤性結核菌患者の外来診療 海外とのネットワークを活用し
た多剤耐性結核の総合対策に資
する研究班会議

東京 平成 30年 9月 7日

消化器内
科

長崎　太 C型慢性肝炎症例に対するエレルサ・グラ
ジナ併用療法の治療成績

臨床医のための肝炎治療研究会 仙台市 平成 30年 1月 19日

消化器内
科

矢野恒太，野村栄樹，平塚敬士，大山秀晃，
尾形洋平，松本諒太郎，鈴木範明，長崎　太，
川村昌司，境　吉孝，菊地達也

成人腸重積症をきたし術前に整復を行った
盲腸腫瘍の 2例

第 204回日本消化器病学会東北
支部例会及び　第 160回日本消
化器内視鏡学会東北支部例会合
同

仙台市 平成 30年 2月 2日

消化器内
科

尾形洋平，川村昌司，大山秀晃，平塚敬士，
松本諒太郎，矢野恒太，鈴木範明，野村栄
樹，長﨑　太，境　吉孝，菊地達也

内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を施行し
た十二指腸早期癌の一例

第 204回日本消化器病学会東北
支部例会及び　第 160回日本消
化器内視鏡学会東北支部例会合
同

仙台市 平成 30年 2月 2日

消化器内
科

松本諒太郎，境　吉孝，平塚敬士，大山秀
晃，尾形洋平，矢野恒太，鈴木範明，野村
栄樹，長﨑　太，川村昌司，菊地達也

胆管非拡張型膵胆管合流異常を背景に胆石
性膵炎を発症し，内視鏡的採石術を施行し
た小児ダウン症の一例

第 204回日本消化器病学会東北
支部例会及び　第 160回日本消
化器内視鏡学会東北支部例会合
同

仙台市 平成 30年 2月 3日

消化器内
科

大山秀晃，野村栄樹，平塚敬士，尾形洋平，
松本諒太郎，矢野恒太 鈴木範明，長崎　太，
川村昌司，境　吉孝，菊地達也

上腸間膜動脈症候群を疑う画像所見を呈し
た十二指腸癌の一例

第 204回日本消化器病学会東北
支部例会及び　第 160回日本消
化器内視鏡学会東北支部例会合
同

仙台市 平成 30年 2月 3日

消化器内
科

倉田洸孝，野村栄樹，尾形洋平，松本諒太
郎，矢野恒太，鈴木範明，長﨑　太，川村
昌司，境　吉孝，菊地達也

腸重積を契機に発見された腸管嚢腫様気腫
症の若年男性の 2例

第 213回日本内科学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 2月 17日

消化器内
科

川村昌司 背景胃粘膜の状態からみた H. pylori感染
状態と胃癌の内視鏡像

第 2回仙台市医師会がん検診従
事者事業研究会

仙台市 平成 30年 3月 17日

消化器内
科

長崎　太 エルバスビル・グラゾプレビル併用療法の
初期反応についての検討 : 多施設共同研究

第 104回日本消化器病学会総会 東京 平成 30年 4月 21日

消化器内
科

野村栄樹，平塚敬士，大山秀晃，尾形洋平，
松本諒太郎，矢野恒太，鈴木範明，長崎　太，
川村昌司，境　吉孝，菊地達也

大腸病変に対する JNET分類の診断能と初
学者教育についての検討

第 95回日本消化器内視鏡学会総
会

東京 平成 30年 5月 10日
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消化器内
科

野村栄樹，菊地達也 大腸がん検診を契機に発見された上行結腸
平滑筋肉腫の 1例

第 57回日本消化器がん検診学会
総会

新潟市 平成 30年 6月 8日

消化器内
科

目野晃光，野村栄樹，尾形洋平，松本諒太
郎，矢野恒太，鈴木範明，長﨑　太，川村
昌司，境　吉孝，菊地達也

保存的治療で改善した急性腹症を呈した S
状結腸腹膜垂炎の一例

第 214回日本内科学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 6月 16日

消化器内
科

大山秀晃，野村栄樹，高橋早友未，佐藤伊
佐雄，佐藤公子，平塚敬士，尾形洋平，矢
野恒太，鈴木範明，長崎　太，川村昌司，
境　吉孝，菊地達也，渋谷里絵

MLP型消化管悪性リンパ腫と鑑別を要し
たジクロフェナクナトリウムによる
NSAIDs関連腸炎の一例

第 205回日本消化器病学会東北
支部例会

仙台市 平成 30年 7月 6日

消化器内
科

川村昌司，菊地達也，境　吉孝 病院の立場からみた内視鏡診療における地
域連携の現状と課題

第 161回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

仙台市 平成 30年 7月 7日

消化器内
科

平塚敬士，野村栄樹，境　吉孝，菊地達也，
渋谷里絵

検診を契機に発見された潰瘍性大腸炎右側
大腸炎型にみられた早期上行結腸癌の一例

第 161回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

仙台市 平成 30年 7月 7日

消化器内
科

高橋早友未，川村昌司，佐藤公子，佐藤伊
佐雄，大山秀晃，平塚敬士，矢野恒太，尾
形洋平，鈴木範明，野村栄樹，長﨑　太，
境　吉孝，菊地達也

胃粘膜下異所腺が併存した除菌後胃癌に
ESD治療を行った 1例

第 161回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

仙台市 平成 30年 7月 7日

消化器内
科

長崎　太，佐々木麻友 肝動脈塞栓術パスにおける NST介入効果 日本医療マネジメント学会宮城
県支部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

消化器内
科

長崎　太 慢性肝炎・肝硬変症例に対するエレルサ・
グラジナ併用療法の治療成績と発癌

臨床医のための肝炎治療研究会 仙台市 平成 30年 7月 20日

消化器内
科

長崎　太 C型慢性肝炎・肝硬変症例に対するエレル
サ・グラジナ併用療法の治療成 : 多施設共
同研究

C型肝炎 /感染症インターネット
講演会

東京 平成 30年 9月 4日

消化器内
科

矢野恒太，野村栄樹，菊地達也 当院で過去 5年間に経験した成人腸重積症
例の検討

第 20回仙北地区消化管勉強会 仙台市 平成 30年 9月 7日

消化器内
科

花岡理以沙，野村栄樹，平塚敬士，尾形洋
平，矢野恒太，鈴木範明，長﨑　太，川村
昌司，境　吉孝，菊地達也

潰瘍性大腸炎全大腸炎型の経過中に発症し
再燃との鑑別を要したカンピロバクター腸
炎の一例

第 215回日本内科学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 9月 22日

消化器内
科

矢野恒太，野村栄樹，佐藤伊佐雄，佐藤公
子，平塚敬士，大山秀晃，尾形洋平，松本
諒太郎，鈴木範明，長崎　太，川村昌司，
境　吉孝，菊地達也

当院で経験した成人腸重積症 9例の臨床的
検討

JDDW （Japan Digestive Disease 
Week）2018

神戸市 平成 30年 11月 3日

消化器内
科

川村昌司 早期胃癌診断の基本 ─ 除菌後胃癌診断の
ポイントを含めて ─

第 30回日本消化器内視鏡学会東
北セミナー

山形市 平成 30年 11月 18日

消化器内
科

野村栄樹 炎症性腸疾患（IBDを含む）の内視鏡診断 第 30回日本消化器内視鏡学会東
北セミナー

山形市 平成 30年 11月 18日

循環器内
科

三引義明，井筒琢磨，鈴木啓資，佐藤英二，
中川　孝，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

ペースメーカー挿入中にショックをきたし
た一例

PCI カンファレンス in BOSO 
2018

鴨川市 平成 30年 1月 6日

循環器内
科

八木哲夫，石田明彦，佐藤弘和 上室性頻拍に対するクライオアブレーショ
ン

EP Young and Expert Seminaer in 
Sendai 

仙台市 平成 30年 1月 16日
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科

三引義明 難渋した浅大腿動脈の慢性完全閉塞の一例 第 17 回 東 北 Per iph e ra l 
Intervention Conference

盛岡市 平成 30年 1月 27日

循環器内
科

八木哲夫，石田明彦，佐藤弘和 Introduction of New Technology Abbott Ablation Summit 2018 東京 平成 30年 3月 17日

循環器内
科

三引義明 心肺停止合併の急性心筋梗塞患者に対する
PCI治療戦略

第 25回郡山シネカンファレンス 郡山市 平成 30年 3月 29日

循環器内
科

佐藤弘和，石田明彦，八木哲夫 当院のアブレーシヨン治療における工夫 第 3回Miyagi Criculation Forum 仙台市 平成 30年 4月 19日

循環器内
科

Mibiki Y.  Impact of Guiding Extension Catheter 
S y s t e m  a t  Pe r c u t a n e o u s  C o r o n a r y 
Intervention for Chronic Occlusion in the 
Ostial Lesion of Right Coronary Artery, Even 
in a Dif f icult  Case of  Guide Catheter 
Engagement

TCTAP 2018
23rd Cardiovascular Summit

韓国
ソウル

平成 30年 4月 29日

循環器内
科

鈴木啓資，八木哲夫，石田明彦，三引義明，
山科順裕，佐藤弘和，中川　孝，佐藤英二，
井筒琢磨

CFAE mapが上大静脈起源の心房細動に有
効であった一例

第 166回日本循環器学会東北地
方会

盛岡市 平成 30年 6月 2日

循環器内
科

倉島真一，鈴木啓資，八木哲夫，石田明彦，
三引義明，山科順裕，佐藤弘和，中川　孝，
佐藤英二，青木恒介，鈴木　舞，井筒琢磨

アトピー性皮膚炎を有する患者に合併した
黄色ブドウ球菌による感染性心内膜炎の 3
例

第 166回日本循環器学会東北地
方会

盛岡市 平成 30年 6月 2日

循環器内
科

青木恒介，滑川明男，石田明彦，三引義明，
山科順裕，佐藤弘和，中川　孝，佐藤英二，
鈴木啓資，佐藤　舞，井筒琢磨，倉島真一，
伏見八重，八木哲夫

造影剤を用いず 3次元ロードマップ下にク
ライオバルーンアブレーションを施行し得
た発作性心房細動の 1例

第 166回日本循環器学会東北地
方会

盛岡市 平成 30年 6月 2日

循環器内
科

井筒琢磨，八木哲夫，石田明彦，三引義明，
山科順裕，佐藤弘和，中川　孝，佐藤英二，
青木恒介，鈴木啓資，鈴木　舞

高周波肺静脈拡大隔離術後の心房細動再発
症例に対し，クライオアバルーンを用いて
治療し得た 1例

第 166回日本循環器学会東北地
方会

盛岡市 平成 30年 6月 2日

循環器内
科

三引義明 虚血性心疾患の 心電図診断と治療の実情 宮城県臨床検査技師会　研修会 仙台市 平成 30年 6月 17日

循環器内
科

鈴木啓資，三引義明，倉島真一，伏見八重，
井筒琢磨，佐藤　舞，青木恒介，佐藤英二，
中川　孝，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

右冠動脈起始異常に対し Multifunction 
catheterを用いて wireを crossさせ冠血流
予備能を評価しえた 1例

第 44回 CVIT東北地方会 山形市 平成 30年 7月 12日

循環器内
科

三引義明 レトログレードで治療困難であった右冠動
脈 CTOの一例

Kato’s Instructive Conference in 
Koriyama（KICK）2018

郡山市 平成 30年 10月 20日

循環器内
科

佐藤弘和，八木哲夫 最新の不整脈治療のトレンド 第 6回仙台循環器病治療ネット
ワーク

仙台市 平成 30年 11月 15日

循環器内
科

鈴木啓資，石田明彦，倉島真一，伏見八重，
井筒琢磨，佐藤　舞，佐藤英二，中川　孝，
山科順裕，三引義明，八木哲夫

2種類の頻拍が誘発された複数副伝導路の
1例

第 167回日本循環器学会東北地
方会

仙台市 平成 30年 12月 1日

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日
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循環器内
科

山科順裕，八木哲夫，石田明彦，三引義明，
佐藤弘和，中川　孝，佐藤英二，青木恒介，
鈴木啓資，井筒琢磨，伏見八重，倉島真一

His束近傍右側中中隔副伝導路にクライオ
アブレーションが奏功した 1例

第 167回日本循環器学会東北地
方会

仙台市 平成 30年 12月 1日

循環器内
科

伏見八重，石田明彦，三引義明，佐藤弘和，
中川　孝，佐藤英二，青木恒介，鈴木啓資，
井筒琢磨，伏見八重，倉島真一，八木哲夫

Cryoballoon ablationによる食道潰瘍とダビ
ガトラン起因性食道潰瘍が鑑別困難であっ
た発作性心房細動の 1例

第 167回日本循環器学会東北地
方会

仙台市 平成 30年 12月 1日

循環器内
科

倉島真一，石田明彦，三引義明，佐藤弘和，
中川　孝，佐藤英二，青木恒介，鈴木啓資，
井筒琢磨，伏見八重，八木哲夫

肺静脈切除後に発症した発作性心房細動に
対して冷凍凝固バルーンを使用して隔離で
きた 1例

第 167回日本循環器学会東北地
方会

仙台市 平成 30年 12月 1日

循環器内
科

寺嶋　祥，八木哲夫，石田明彦，三引義明，
佐藤弘和，中川　孝，佐藤英二，青木恒介，
鈴木啓資，井筒琢磨，伏見八重，倉島真一

クライオバルーンによる右上肺静脈隔離中
に上大静脈電位の遅延を認めた 1例

第 167回日本循環器学会東北地
方会

仙台市 平成 30年 12月 1日

循環器内
科

鈴木啓資，三引義明，倉島真一，伏見八重，
井筒琢磨，佐藤　舞，青木恒介，佐藤英二，
中川　孝，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

ニフェカラントで VT electrical stormを脱
し ,カテーテルアブレーションで ICD頻回
作動を抑制することができた OMI-CPA 
recoverの 1例

第 31回　心臓性急死研究会 東京 平成 30年 12月 15日

循環器内
科

中川　孝，鈴木啓資，三引義明，倉島真一，
伏見八重，井筒琢磨，佐藤　舞，青木恒介，
佐藤英二，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

急性冠症候群を合併した結石性腎盂腎炎に
よる敗血症性ショックの 1例

第 45回日本集中治療学会学術集
会

千葉市 平成 30年 2月 21～23日

循環器内
科

鈴木啓資，三引義明，倉島真一，伏見八重，
井筒琢磨，佐藤　舞，青木恒介，佐藤英二，
中川　孝，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

Impact of Ultrasound Guided Radial Artery 
Puncture

第 82回日本循環器学会学術集会 大阪市 平成 30年 3月 23～25日

循環器内
科

Aoki K., Shimane A., Ykoi K., Imamura K., 
Itoh M., Matsuyama S., Kawai H., Taniguchi 
Y., Takaya T., Ohnishi T., Tsukishiro Y., 
Sawada T., Inoue T., Ohisi S., Miyata T., 
Takahashi H., Uzu K., Takahashi N., Takahasi 
Y., Fujimoto W., Matsuo K., Yasaka Y.

The Comparison of Delayed Enhancement 
Intensity on Magnetic Resonance Imaging in 
Hot Balloon Ablation Sites according to 
Required Touch-up Ablation with Radio-
frequency Catheter

第 82回日本循環器学会学術集会 大阪市 平成 30年 3月 23～25日

循環器内
科

青木恒介，嶋根　章，横井公宣，今村公威，
伊藤光哲，松山苑子，川合宏哉，谷口泰代，
高谷具史，大西哲存，月城泰栄，澤田隆弘，
井上智裕，大石醒悟，宮田大嗣，高橋八大，
宇津賢三，髙橋伸幸，高橋　悠，藤本　亘，
松尾晃樹，矢坂義則

The Relationship between the Distribution of 
D e l a y e d  E n h a n c e m e n t  o n  M a g n e t i c 
Resonance Imaging and Ventricular Late 
Potentials in Signal-averaged Electro-
cardiogram

第 82回日本循環器学会学術集会 大阪市 平成 30年 3月 23～25日

循環器内
科

Sato H., Ishida A., Mibiki Y., Yamashina Y., 
Nakagawa T., Sato E., Aoki K., Suzuki M., 
Suzuki K., Izutsu T., Kurashima S., Fushimi 
Y., Yagi T.

R adiat ion  doses  and e f fects  o f  a tr ia l 
fibrillation ablation by arm position during 
pre-ablation CT imagin

第 65回日本不整脈心電学会学術
大会

東京 平成 30年 7月 11～14日

循環器内
科

井筒琢磨，鈴木啓資，鈴木　舞，佐藤英二，
中川　孝，佐藤弘和，山科順裕，三引義明，
石田明彦，八木哲夫

クライオアブレーションで肺静脈隔離を
行った左肺静脈共通幹を有する症例

第 65回日本不整脈心電学会学術
大会

東京 平成 30年 7月 11～14日
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科

Izutu T., Suzuki K., Suzuki M., Sato E., 
Nakagawa T., Sato H., Yamashina Y., Mibiki Y., 
Ishida A., Yagi T.

The Findings in Second Procedure among 
Patients with Persistent Atrial Fibrillation 
Initially Treated with Cryoballoon

第 65回日本不整脈心電学会学術
大会

東京 平成 30年 7月 11～14日

循環器内
科

Aoki K., Suzuki K., Suzuki M., Sato E., 
Nakagawa T., Sato H., Yamashina Y., Mibiki Y., 
Ishida A., Yagi T.

The Findings in Second Procedure among 
Patients with Persistent Atrial Fibrillation 
Initially Treated with Cryoballoon

第 65回日本不整脈心電学会学術
大会

東京 平成 30年 7月 11～14日

循環器内
科

中川　孝，鈴木啓資，三引義明，倉島真一，
伏見八重，井筒琢磨，佐藤　舞，青木恒介，
佐藤英二，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

シロリムス溶出性ステント留置から 9年後
のペースメーカー植え込み中に超遅発性ス
テント血栓症を発症した 1例

第 27回　日本心血管インターベ
ンション治療学会学術集会

神戸市 平成 30年 8月 2～4日

循環器内
科

佐藤英二，八木哲夫 後中隔起源心室不整脈の心電学的特徴とカ
テーテルアブレーションの効果

第 7回仙台病診連携講演会 仙台市 平成 30年 8月 2～4日

循環器内
科

三引義明，倉島真一，伏見八重，井筒琢磨，
鈴木啓資，鈴木　舞，青木恒介，佐藤英二，
中川　孝，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

心源性心肺停止蘇生後に 緊急 PCIを施行
した症例の検討

第 65回日本心臓病学会学術集会 大阪市 平成 30年 9月 7～9日

循環器内
科

中川　孝，鈴木啓資，三引義明，倉島真一，
伏見八重，井筒琢磨，佐藤　舞，青木恒介，
佐藤英二，佐藤弘和，山科順裕，石田明彦，
八木哲夫

敗血症急性期に併発した急性冠症候群の 2
例 ─ 冠動脈造影と血行再建は先か ?　後
か ? ─

第 66回日本心臓病学会  大阪府 平成 30年 9月 7～9日

循環器内
科

倉島真一，鈴木啓資，八木哲夫，石田明彦，
三引義明，山科順裕，佐藤弘和，中川　孝，
佐藤英二，青木恒介，鈴木　舞，井筒琢磨

アトピー性皮膚炎を有する患者に合併した
黄色ブドウ球菌による感染性心内膜炎の 3
例

第 66回日本心臓病学会  大阪府 平成 30年 9月 7～9日

脳神経内
科

池之内初，佐藤遼祐，小林潤平，遠藤　薫，
樋口じゅん

EUSUにおける梗塞巣による臨床的特徴の
比較検討

第 101回日本神経学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 3月 10日

脳神経内
科

千葉哲矢，突田健一，池之内初，中村貴彬，
中村尚子，原田龍平，川崎永美子，渡辺源
也，田野大人，成川孝一，横山寿行，菅谷　
涼，結城　翼，鈴木靖士

塞栓性脳梗塞と診断された本態性血小板血
症の 3例

第 43回日本脳卒中学会学術集会 福岡市 平成 30年 3月 15日

脳神経内
科

駒村　寛，中村尚子，小川　諒，遠藤　薫，
樋口じゅん

頭蓋内病変を合併したギラン・バレー症候
群の一例

第 102回日本神経学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 9月 22日

血液内科 黒田　薫，突田真紀子，氷室真仁，山本譲
司，奥田光崇

多発性骨髄腫に尿細管性アシドーシス 2型
を伴った 1例

第 214回内科学会東北地方会 仙台市 平成 30年 6月 16日

糖尿病代
謝内科

清水　広，田中　満，山田高弘，檜尾好徳 ペムブロリズマブ使用後 DKAと心筋梗塞
を併発して発症した劇症 1型糖尿病の 1例

第 56回日本糖尿病学会東北地方
会

仙台市 平成 30年 11月 17日

感染症内
科

八田益充 川崎病様の症状で発症し血清学的に
Yersinia pseudotuberculosis感染症と診断さ
れた 16歳男性

第 92回日本感染症学会総会 岡山市 平成 30年 6月 1日

外科 貝羽義浩，佐山淳造，関口　悟，菊池　寛，
中野善之，瓶子隆弘，米田　海，植松智美，
目黒　了

甲状腺良性腫瘤に対する完全内視鏡下甲状
腺切除術の導入 

第 175回東北外科集談会 仙台市 平成 30年 6月 23日

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日
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外科 中尾茉実，櫻井　遊，目黒　了，米田　海，
植松智美，瓶子隆弘，菊池　寛，関口　悟，
渡辺徹雄，貝羽義浩，佐藤直美，渋谷里絵，
佐山淳造

乳癌の肺転移により難治性の両側気胸をき
たした一例

第 176回東北外科集談会 仙台市 平成 30年 9月 15日

外科 貝羽義浩，米田　海，佐山淳造，関口　悟，
菊池　寛，瓶子隆弘，植松智美，目黒　了

外傷による筋委縮が原因と考えられた腹壁
偽ヘルニアの 1例

第 11回東北ヘルニア研究会 盛岡市 平成 30年 11月 17日

外科 貝羽義浩，大橋洋一，関口　悟，佐藤　馨，
菊池　寛，瓶子隆弘，米田　海，植松智美

当科で施行している甲状腺良性結節性病変
に対する完全内視鏡下甲状腺切除術

第 80回日本臨床外科学会総会 東京 平成 30年 11月 22日

外科 貝羽義浩，小笠原紀宣，佐山淳造，関口　悟，
菊池　寛，瓶子隆弘，植松智美，米田　海

胆石術後の遺残結石による腹腔内膿瘍に対
する腹腔鏡下手術後，再発を来した 1例

第 31回日本内視鏡外科学会総会 福岡市 平成 30年 12月 7日

心臓血管
外科

中井信吾，渡辺徹雄，外山秀司，中野善之，
貞弘光章

ナットクラッカー症候群への EVT の一例 第 5回日本臨床外科学会宮城県
支部総会

仙台市 平成 30年 1月 27日

心臓血管
外科

外山秀司，中井信吾，中野善之，渡辺徹雄 孤立性上腸間膜動脈解離の 8例 第 46回日本血管外科学会学術総
会

山形市 平成 30年 5月 10日

心臓血管
外科

中井信吾，渡辺徹雄，外山秀司，中野善之，
貞弘光章

急性動脈閉塞症状を契機に発見された大
腿・膝窩動脈瘤 6 例の治療経験

第 46回日本血管外科学会学術総
会

山形市 平成 30年 5月 10日

心臓血管
外科

渡辺徹雄，外山秀司，中野善之，中井信吾 ステントグラフト内挿術後に発覚した腹部
大動脈-十二指腸瘻に対する手術

第 46回日本血管外科学会学術総
会

山形市 平成 30年 5月 11日

心臓血管
外科

外山秀司，中井信吾，中野善之，渡辺徹雄 骨折を伴わない前胸部打撲にて無名静脈損
傷をきたした 1例

第 21回日本臨床救急医学会 名古屋市 平成 30年 5月 31日

心臓血管
外科

外山秀司，中井信吾，河村圭一郎，渡辺徹
雄

激しい腰痛にて発症した化膿性脊椎炎，腸
腰筋膿瘍合併僧帽位人工弁輪感染の一例

第 46回日本救急医学会 横浜市 平成 30年 11月 19日

心臓血管
外科

外山秀司，中井信吾，河村圭一郎，渡辺徹
雄

感染性心内膜炎が疑われた大動脈弁位非細
菌性血栓性心内膜炎の一例

第 80回日本臨床外科学会 東京 平成 30年 11月 22日

脳神経外
科

刈部　博　 外傷性頭頸部血管障害 第 16回宮城頭部外傷研究会 仙台市 平成 30年 2月 15日

脳神経外
科

刈部　博，赤松洋祐，林　俊哲，亀山元信，
中川敦寛，冨永悌二

外傷性閉塞性脳血管障害 ─ スポーツに起
因するか否かによる臨床的特徴の違いにつ
いて ─

第 41回日本脳神経外傷学会 東京 平成 30年 2月 23～24日

脳神経外
科

刈部　博 外傷性頭頸部血管障害 第 41回日本脳神経外傷学会　脳
神経外傷教育セミナー

東京 平成 30年 2月 24日

脳神経外
科

林　俊哲，君和田友美，小濱みさき，白根
礼造，冨永悌二

小児もやもや病に対する術式の変遷と現在
の工夫

第 47回日本脳卒中の外科学会 福岡市 平成 30年 3月 15～18日

脳神経外
科

刈部　博，赤松洋祐，成澤あゆみ，林　俊
哲，亀山元信

ダビガトラン内服中に発生した頭蓋内出血
例におけるイダルシズマブの使用経験

第 32回日本神経救急学会 相模原市 平成 30年 6月 30日

脳神経外
科

刈部　博 頭部外傷の診断と治療 第 2回脳神経外科研修医セミ
ナー

仙台市 平成 30年 7月 24日

脳神経外
科

勝木将人，成澤あゆみ，刈部　博，亀山元
信

陳旧性左小脳出血に右小脳出血を発症した
ことで小脳性無言症を呈した一例

日本脳神経外科学会第 55回東北
支部会

仙台市 平成 30年 9月 8日

脳神経外
科

刈部　博，亀山元信，成澤あゆみ，勝木将
人，加藤侑哉，中川敦寛，冨永悌二

重症頭部外傷に対する治療戦略としての穿
頭術の現状─日本頭部外傷データバンクプ
ロジェクト 2009と 2015の比較分析から─

日本脳神経外科学会第 77回学術
総会

仙台市 平成 30年 10月 10～12日
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科

成澤あゆみ，刈部　博，亀山元信，勝木将
人，冨永悌二

重症頭部外傷における年齢構成の推移─日
本頭部外傷データバンクプロジェクト
2009と 2015の比較

日本脳神経外科学会第 77回学術
総会

仙台市 平成 30年 10月 10～12日

脳神経外
科

刈部　博 手術で治せる認知症 日本脳神経外科学会第 77回学術
総会　市民公開講座

仙台市 平成 30年 10月 13日

整形外科 佐々木大蔵 PA pulleyによる弾発現象を認めた 3例 第 32回東日本手外科研究会 東京 平成 30年 2月 3日
整形外科 野口森幸 股関節疾患の鑑別～股関節痛を来しうる疾

患
メディカルスタッフのための股
関節鏡セミナー 2018

名古屋市 平成 30年 2月 11日

整形外科 Sano H., Komatsuda T., Inawashiro T., Sasaki 
D., Noguchi M., Irie T., Abe H., Abrassart S.

Stress shielding may cause the coracoid graft 
osteolysis after Latarjet procedure in the 
shoulders with a large glenoid defect : An 
analysis using 3-dimensional finite element 
method

AAOS 2018 Annual Meeting New 
Orleans, 

USA

平成 30年 3月 6～10日

整形外科 Sano H., Komatsuda T., Inawashiro T., Sasaki 
D., Noguchi M., Irie T., Abe H., Abrassart S. 

Alteration of intraarticular stress distribution 
after Latarjet procedure in the shoulders with 
a large glenoid defect ─ Its relation to post-
operative osteoarthritis

AAOS 2018 Annual Meeting New 
Orleans, 

USA

平成 30年 3月 6～10日

整形外科 野口森幸 術中イメージを使用した THA，Zimmer 
Biomet社 Continuum cupの使用経験

第 215回宮城股関節外科研究会 仙台市 平成 30年 3月 10日

整形外科 佐々木大蔵，阿部博男，佐野博高，入江太
一，猪苗代敬，野口森幸，佐藤雄紀

紹介いただいた橈骨遠位端骨折の治療経過 第 465回東北大学整形外科談論
会

仙台市 平成 30年 3月 24日

整形外科 Sano H., Komatsuda T., Inawashiro T., Sasaki 
D., Noguchi M., Irie T., Abe H., Abrassart S.,　
Yokobori TA Jr.

Stress shielding may cause the coracoid graft 
osteolysis after Latarjet procedure in the 
shoulders with a large glenoid defect : An 
analysis using 3-dimensional finite element 
method

26th. Annual meeting of the Korean 
Shoulder and Elbow Society

Seoul, 
Korea

平成 30年 3月 30～31日

整形外科 入江太一，阿部博男，佐野博高，佐々木大
蔵，猪苗代敬，野口森幸，佐藤雄紀，安倍
吉則

小児下肢骨折の自家矯正と合併症 東北整形災害外科学会 弘前市 平成 30年 4月 28日

整形外科 野口森幸，佐野博高，佐々木大蔵，入江太
一，猪苗代敬，佐藤雄紀，阿部博男

FAIに合併する仙腸関節 OAに関する検討 第 91回日本整形外科学会学術総
会

神戸市 平成 30年 5月 24～27日

整形外科 佐野博高，小松田辰郎，猪苗代敬，佐々木
大蔵，野口森幸，入江太一，阿部博男，小
澤浩司，横堀壽光

テープを用いた transosseous equivalent 法
術後の腱内応力─ 3 次元有限要素法による
シミュレーション─

第 91回 日本整形外科学会学術総
会

神戸市 平成 30年 5月 24～27日

整形外科 佐野博高，小松田辰郎，猪苗代敬，佐々木
大蔵，野口森幸，入江太一，阿部博男，小
澤浩司，熊谷　純，横堀壽光

Latarjet法・Bristow変法の術後合併症は
なぜ起こるか ?─ 3次元有限要素法による
関節内応力分布の検討─

第 91回 日本整形外科学会学術総
会

神戸市 平成 30年 5月 24～27日

整形外科 佐々木大蔵 上腕骨開放骨折（Gustilo IIIc）術後の肘屈
曲不全に対して有茎広背筋弁を行った 1例

peer review meeting in 東北 2018 仙台市 平成 30年 6月 2日

整形外科 佐野博高，小松田辰郎，野口森幸 Latarjet法，Bristow変法の術後における
関節内応力分布の比較

第 10回日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会

福岡市 平成 30年 6月 14～16日

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日
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整形外科 野口森幸，佐野博高 当院における股関節鏡視下手術の短期成績 第 10回 JOSKAS 福岡市 平成 30年 6月 15日

整形外科 佐々木大蔵，阿部博男，入江太一，猪苗代
敬，佐藤雄紀

橈骨遠位端骨折関節内骨折に対する髄内整
復法

第 44回日本骨折治療学会 仙台市 平成 30年 7月 6日

整形外科 佐野博高 テープを用いた suture bridge法における腱
板縫合デザインの検討

第 9 回 MECHANICAL FINDER
ユーザー研究会

東京 平成 30年 7月 14日

整形外科 Moriyuki N., Hirotaka S., Daizo S.,Taichi 
Irie., Takashi I., Yuki S., Tomohiro K., Hiroo 
A.

Case report - Bilateral sever i l iopsoas 
tendinopathy in patient with Mixed type FAI 
which arthroscopic extracapsular bilateral 
iliopsoas release was effective remarkably 
after multiple surgeries

第 14回日本股関節鏡研究会 小倉市 平成 30年 9月 1日

整形外科 Sano H., Komatsuda T., Inawashiro T., Sasaki 
D., Noguchi M., Irie T., Abe H., Abrassart S. 

Alteration of intraarticular stress distribution 
after Latarjet procedure : a simulation study 
using 3D finite element method

26th Annual and Anniversary 
M e e t i n g  o f  t h e  E u r o p e a n 
Orthopaedic Research Society

Galway, 
Ireland

平成 30年 9月 25～28日

整形外科 佐々木大蔵 手指屈筋腱断裂術後の短期入院・自己早期
運動療法の試み

第 16回宮城手外科セミナー 仙台市 平成 30年 9月 29日

整形外科 佐々木大蔵 仙台市立病院に紹介いただいた橈骨遠位端
骨折の治療経過

第 16回宮城手外科セミナー 仙台市 平成 30年 9月 29日

整形外科 野口森幸 当院における股関節痛患者の診断と治療，
股関節鏡手術の短期成績

第 467回東北大学整形外科談論
会

仙台市 平成 30年 10月 6日

整形外科 野口森幸，佐野博高，佐々木大蔵，猪苗代
敬，入江太一，佐藤雄紀，阿部博男

両側股関節唇損傷，重度両側股関節痛例に
対して複数回股関節鏡視下手術後，関節外
両側腸腰筋腱全切離術が著効した 1例

第 45回日本股関節学会 名古屋市 平成 30年 10月 26日

整形外科 佐野博高，小松田辰郎，阿部博男，熊谷　
純

Bristow法・Latarjet法術後における肩関
節内応力分布の比較

第 45回日本肩関節学会 大阪市 平成 30年 10月 19～20日

整形外科 佐野博高，小松田辰郎，猪苗代敬，佐々木
大蔵，野口森幸，入江太一，阿部博男，小
澤浩司，熊谷 純，横堀壽光

Bristow変法術後における肩関節内応力分
布

第 45回日本臨床バイオメカニク
ス学会

秋田市 平成 30年 11月 16～17日

整形外科 佐々木大蔵，阿部博男，佐野博高，入江太
一，猪苗代敬，野口森幸，佐藤雄紀

橈骨遠位端骨折関節内骨折に対する髄内整
復法

第 61回宮城骨折治療研究会 仙台市 平成 30年 12月 1日

形成外科 小坂和弘 双茎皮弁，および当院での初期研修医教育 第 28回東北大学形成外科同門会
学術集会

仙台市 平成 30年 1月 13日

形成外科 小坂和弘 潜在性二分脊椎・バージャー病と判明した
足部難治性潰瘍の 1例

第 94回北日本形成外科学会東北
地方会

弘前市 平成 30年 1月 27日

形成外科 小坂和弘 外傷による頭皮欠損への双茎皮弁（二期的
縫縮を施行した 1例）

第 27回宮城県形成外科懇話会　 仙台市 平成 30年 6月 16日

形成外科 小坂和弘 両足切断となった重症凍傷の経験　
～Angiosomeの視点から～

第 34回北日本形成外科学会学術
集会

弘前市 平成 30年 6月 23日

形成外科 小坂和弘 上伸筋支帯断裂により足関節 Bowstringing
を伴う潰瘍となった下腿熱傷例

第 24回日本熱傷学会東北地方会 仙台市 平成 30年 12月 15日

精神科 和田　努，佐藤博俊 仙台市立病院精神科の現状と課題 平成 29年度東北自治体病院精神
科懇話会

仙台市 平成 30年 1月 27日



116精神科 五十嵐江美，田坂由香，和田　努，菊池達
郎，川合由美子，滑川明男，佐藤博俊

仙台市立病院の身体合併症精神科救急につ
いて～精神科専門医専攻医の視点から～

第 5回宮城精神・救急懇話会 仙台市 平成 30年 2月 6日

精神科 佐藤博俊 パネルフォーラム :「精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムと総合病院精神
科」有床総合精神科精神科（機能特化型）
の実践

日本総合病院精神医学会 第 8回
医療政策フォーラム

東京 平成 30年 9月 1日

精神科 佐藤博俊 睡眠障害と睡眠衛生について 平成 30年度仙台市水道局衛生講
演会

仙台市 平成 30年 10月 23日

精神科 佐藤博俊 不眠・不安における薬物療法と非薬物療法
について

平成 30年度宮城県医師会研修講
習会（仙北第一地区）

石巻市 平成 30年 11月 13日

小児科 高橋俊成，稲垣徹史 ネフローゼ症候群を呈し，病理学的に
FSGS Collapsing Variant と 診 断 さ れ た
Pierson症候群の 1例

第 28回東北小児腎臓病研究会 山形市 平成 30年 2月 17日

小児科 高橋俊成，佐々木太郎，稲垣徹史 血漿交換療法が奏効し運動機能の改善を認
めた小児急性散在性脳脊髄炎の重症例

第 28回東北アフェレシス研究会 仙台市 平成 30年 3月 3日

小児科 大浦敏博 モーニング教育セミナー
先天代謝異常患者に対する栄養学的アプ
ローチ

第 121回日本小児科学会学術集
会

福岡市 平成 30年 4月 20～22日

小児科 新田　恩，阪本昌樹，守谷充司，鈴木力生，
北村太郎，西尾利之，村田祐二，大浦敏博

3か月未満の川崎病の診断に有用な来院時
検査所見の検討　ポスター

第 121回日本小児科学会学術集
会

福岡市 平成 30年 4月 20～22日

小児科 崔　裕貴，小野頼母，熊坂衣織，佐藤大二
郎，川嶋有朋，山田瑛子，梅津有紀子，星　
雄介，守谷充司，鈴木力生，新田　恩，北
村太郎，西尾利之，村田祐二，大浦敏博

ミルクアレルギーによるアナフィラキシー
ショックを呈した 1 例

第 32回仙台小児科カンファラン
ス

仙台市 平成 30年 5月 29日

小児科 守谷充司，鈴木力生，北村太郎，西尾利之，
高柳　勝，大浦敏博

当院で経験した急性壊死性脳症 12例の臨
床的検討

第 60回日本小児神経学会学術集
会

千葉市 平成 30年 5月 31日～
6月 2日

小児科 北村太郎，守谷充司，鈴木力生，西尾利之，
高柳　勝，大浦敏博

脱力発作を主症状とする熱性けいれん 第 60回日本小児神経学会学術集
会

千葉市 平成 30年 5月 31日～
6月 2日

小児科 新田　恩，村田祐二，星　雄介，守谷充司，
大浦敏博

WPW症候群に伴う発作性上室性頻拍後に
陰性 T波所見を来たした 2症例

第 32回日本小児救急医学会学術
集会

つくば市 平成 30年 6月 1～3日

小児科 八亀　健，西尾利之，阪本昌樹，星　雄介，
守谷充司，鈴木力生，新田　恩，高柳　勝，
村田祐二，大浦敏博，青木大志，石戸谷滋
人

急性腹症を来した尿膜管膿瘍の 1例 第 32回日本小児救急医学会学術
集会

つくば市 平成 30年 6月 1～3日

小児科 荒川貴弘，新田　恩，星　雄介，守谷充司，
鈴木力生，西尾利之，村田祐二，大浦敏博

当院救急外来を受診したアナフィラキシー
120例の検討

第 32回日本小児救急医学会学術
集会

つくば市 平成 30年 6月 1～3日

小児科 西尾利之，阪本昌樹，鈴木力生，新田　恩，
大浦敏博，村田祐二，石戸谷滋

肉眼的血尿で過去 3年間当院救命救急セン
ターを受診した 8症例の検討

第 32回日本小児救急医学会学術
集会

つくば市 平成 30年 6月 1～3日

小児科 高橋俊成，稲垣徹史 イホスファミドによる薬剤性 Fanconi症候
群を呈した 1例

第 53回日本小児腎臓病学会学術
集会

福島市 平成 30年 6月 29～30日

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日
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小児科 高橋俊成，稲垣徹史 ネフローゼ症候群を呈し，病理学的に
FSGS Collapsing Variant と 診 断 さ れ た
Pierson症候群の 1例

第 53回日本小児腎臓病学会学術
集会

福島市 平成 30年 6月 29～30日

小児科 黒田　薫，北村太郎，崔　裕貴，佐藤大二
郎，熊坂衣織，川島有朋，山田瑛子，梅津
有紀子，星　雄介，小野頼母，守谷充司，
鈴木力生，新田　恩，西尾利之，大浦敏博，
村田祐二

循環血液量減少性ショックに陥ったロタ
ウィルス胃腸炎の 2症例

第 225回　日本小児科学会宮城
地方会

仙台市 平成 30年 7月 1日

小児科 中川智博，小野頼母，新田　恩，佐藤大二
郎，崔　裕貴，熊坂衣織，山田瑛子，川嶋
有朋，梅津有紀子，星　雄介，守谷充司，
鈴木力生，北村太郎，西尾利之，大浦敏博，
村田祐二

溺水で心肺停止となった小児に対する心拍
再開後ケアとしての脳平温療法を試みた 3
例

第 225回　日本小児科学会宮城
地方会

仙台市 平成 30年 7月 1日

小児科 荒川貴弘，星　雄介，宇根岡紗希，篠崎ま
み，遠藤早紀，阪本昌樹，守谷充司，鈴木
力生，新田　恩，北村太郎，西尾利之，村
田祐二，大浦敏博

希釈ミルクの習慣的摂取により生じた乳児
の症候性低ナトリウム血症 2例

第 225回　日本小児科学会宮城
地方会

仙台市 平成 30年 7月 1日

小児科 佐藤大二郎，新田　恩，熊坂衣織，崔　裕
貴，川嶋有朋，山田瑛子，梅津有紀子，高
橋俊成，新妻　創， 星　雄介，小野頼母，
守谷充司，北村太郎，村田祐二，大浦敏博

川崎病と化膿性頸部リンパ節炎の早期鑑別
に有用な検査所見の検討

第 226回 日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 平成 30年 11月 18日

小児科 川嶋有朋，守谷充司，佐藤大二郎，熊坂衣
織，崔　裕貴，山田瑛子，梅津有紀子，星　
雄介， 髙橋俊成，新妻　創，小野頼母，新
田　恩，北村太郎，村田祐二，大浦敏博

痙攣重積型（二相性）急性脳症における予
測スコアの検討

第 226回 日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 平成 30年 11月 18日

小児科 熊坂衣織，小野頼母，佐藤大二郎，崔　裕
貴，川嶋有朋，山田瑛子，梅津有紀子，星　
雄介，新妻創， 高橋俊成，守谷充司，新田　
恩，北村太郎，村田祐二，大浦敏博

当院における乳幼児に対する High Flow 
Nasal Cannula 使用の現状

第 226回 日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 平成 30年 11月 18日

小児科 梅津有紀子，北村太郎，新田　恩，守谷充
司，小野頼母，新妻　創，髙橋俊成， 星　
雄介，川嶋有朋，山田瑛子，熊坂衣織，崔　
裕貴，佐藤大二郎，八亀　健， 村田祐二，
大浦敏博，岡本道子

新生児エンテロウイルス感染症の 3症例 第 226回 日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 平成 30年 11月 18日

小児科 小野頼母，金成　海，田邉雄大，石垣瑞彦，
元野憲作，濱本奈央，佐藤慶介，芳本　潤，
満下紀恵，新居正基，大崎真樹，田中靖彦

先天性心疾患に対する心臓カテーテル中に
合併した気道出血のリスクファクター解析

第 29 回 日 本 Pediatric Interven-
tional Cardiology学会学術集会

福岡市 平成 30年 1月 18～20日

小児科 小野頼母，新居正基，田邉雄大，石垣瑞彦，
元野憲作，濱本奈央，佐藤慶介，芳本　潤，
金成　海，満下紀恵，大崎真樹，田中靖彦

心室中隔欠損における左室容量負荷に伴っ
た機能的僧帽弁閉鎖不全の機序―乳幼児で
の検討―

一般社団法人日本心エコー図学
会第 29回学術集会

盛岡市 平成 30年 4月 26～28日

小児科 小野頼母，新居正基，坂本喜三郎 Insight into the mechanism of functional 
mitral regurgitation associated with infantile 
ventricular septal defect

T h e  1 4 t h  C h i n a-Ko re a-Ja p a n 
Pediatric Heart Forum

上海 平成 30年 6月 8～10日



118小児科 小野頼母，新居正基，田邉雄大，石垣瑞彦，
元野憲作，濱本奈央，佐藤慶介，芳本　潤，
金成　海，満下紀恵，大崎真樹，田中靖彦

心室中隔欠損における左室容量負荷に伴っ
た機能的僧帽弁閉鎖不全の機序─乳幼児で
の検討─

第 54回日本小児循環器学会総
会・学術集会

横浜市 平成 30年 7月 5～7日

小児科 高橋俊成，稲垣徹史 ネフローゼ症候群を呈し，病理学的に
FSGS Collapsing Variant と 診 断 さ れ た
Pierson症候群の 1例

第 48回 日本腎臓学会 東部学術
集会

東京 平成 30年 10月 20～21日

小児科 守谷充司，北村太郎，阪本昌樹，星　雄介，
鈴木力生，新田　恩，西尾利之，村田祐二，
大浦敏博

2017年に当院救急外来を受診した痙攣性
疾患患者の検討

第 52回日本てんかん学会学術集
会

横浜市 平成 30年 10月 25～27日

小児科 北村太郎，守谷充司，大浦敏博 川崎病に関連した熱性痙攣 第 52回日本てんかん学会学術集
会

横浜市 平成 30年 10月 25～27日

皮膚科 草刈良之，滝口真由，笹井　収 セクキヌマブが著効した膿疱性乾癬の 2例 第 34回日本臨床皮膚科医会総
会・臨床学術大会

仙台市 平成 30年 4月 28～29日

皮膚科 瀬川優里恵，草刈良之，滝口真由，鍵本香
子，寺嶋　祥，中山謙二，秋保直樹，笹井　
収

下肢蜂窩織炎に急性糸球体腎炎を合併し透
析治療を施行した 1例

日本皮膚科学会宮城地方会学術
大会　第 384回例会

仙台市 平成 30年 12月 8日

泌尿器科 石戸谷滋人，高橋正博，青木大志，竹内　晃，
大原英一郎，高橋拓大，目黒　了，堀口明
男

仙台市立病院における尿道狭窄症手術の初
期経験

第 16回東北泌尿器科手術手技研
究会

仙台市 平成 30年 2月 16日

泌尿器科 竹内 晃，大原英一郎，青木大志，石戸谷
滋人

尿道開放切開にて摘出した尿道膀胱異物の
1例

第 257回日本泌尿器科学会東北
地方会

盛岡市 平成 30年 4月 28日

泌尿器科 青木大志，大原英一郎，木村信吾，竹内　晃，
石戸谷滋人

膀胱癌に対する BCG膀胱内注入療法後に
生じた BCG感染の 2例

第 83回日本泌尿器科学会東部総
会

東京 平成 30年 10月 12～15日

産婦人科 吉田悠人，中西　透，宮副美奈子，高橋　司，
大塚康二，笹瀬亜弥，宇賀神智久，羽根田
健，今井紀昭，早坂　篤，渡部　洋，大槻
健郎

卵管捻転と附属器捻転と検討 第 70回日本産科婦人科学会 仙台市 平成 30年 5月 11日

産婦人科 大塚康二，今井紀昭，中西　透，吉田悠人，
宮副美奈子，高橋　司，笹瀬亜弥，宇賀神
智久，羽根田健，早坂　篤，渡部　洋，大
槻健郎

超音波凝固装置（Harmonic Scalpel）を用
いた子宮頸部円錐切除後の周産期予後の検
討

第 71回日本産科婦人科学会 仙台市 平成 30年 5月 11日

産婦人科 新倉詩央香 尿路外溢流をきたした成熟嚢胞性奇形種の
悪性転化の一例

北日本産科婦人科学会 富山市 平成 30年 9月 30日

放射線科 影山景子，津田雅視 充実成分が主体を示した卵巣明細胞腫瘍の
一例

第 32回画像診断・病理カンファ
レンス

仙台市 平成 30年 7月 27日

病理診断
科

Sato N., Joh K., Nakamura Y., Taniuchi S., 
Hashiguchi A., Takaki T., Sasano H.

Re-evaluation of MPGN ; from a viewpoint 
of C3 glomerulopathy, using EM-PAM

第 107回病理学会総会 札幌市 平成 30年 6月 21～23日

病理診断
科

渋谷里絵，佐藤直実，長沼　廣 両側性の下肢皮疹の 1例 第 87回日本病理学会東北支部学
術集会

仙台市 平成 30年 7月 15日

病理診断
科

渋谷里絵，佐藤直実，長沼　廣 右卵巣腫瘍の一例 第 49回日本婦人科病理学会学術
集会

東京 平成 30年 12月 15日

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日
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歯科口腔
外科

樋口景介，相場信彦 コントロール不良の糖尿病が発覚した
First Bite Syndromeの 1例

第 64回日本口腔外科学会総会・
学術大会

幕張市 平成 30年 11月 3日

麻酔科 佐藤伊佐雄，境　吉孝，近田祐介，庄子　賢，
堀之内節，安藤幸吉，村田祐二

PiCCO systemによる体液管理が奏功した
MOF，ACSを合併した重症壊死性膵炎の
一例

第 45回日本集中治療医学会 千葉市 平成 30年 2月 21～23日

麻酔科 中川　孝，安藤幸吉 急性冠症候群を合併した結石性腎盂腎炎に
よる敗血症性ショックの 1例

第 45回日本集中治療医学会 千葉市 平成 30年 2月 21～23日

麻酔科 田村　萌，安藤幸吉，村田祐二，櫻田幽美
子，東海林秀幸，安達厚子，庄子　賢，近
田祐介，堀之内節

敗血症の再燃の予測にプレセプシンが有効
であった 1例

第 45回日本集中治療医学会 千葉市 平成 30年 2月 21～23日

麻酔科 外山秀司，安藤幸吉 大動脈弁置換術後に急性緑内障発作を呈し
た 1例

第 45回日本集中治療医学会 千葉市 平成 30年 2月 21～23日

麻酔科 安達厚子，安藤幸吉，櫻田幽美子，佐藤麻
理子，仁田原見知子，渡辺千晶，菊池由希
子，筆田廣登，齋藤浩二，山内正憲

集中治療室管理を要した小児頭蓋内出血症
例の後方視的検討

第 45回日本集中治療医学会 千葉市 平成 30年 2月 21～23日

麻酔科 安達厚子，安藤幸吉，山内正憲，外山裕章，
亀山良亘，袖山直也，櫻田幽美子，仁田原
見知子，佐藤麻理子，渡辺千晶

動揺胸郭に対する非侵襲的陽圧換気下に緊
急下肢固定術を施行した脊髄くも膜下麻酔
の 1症例

第 5回日本区域麻酔学会学術集
会

大阪市 平成 30年 4月 13日

麻酔科 安達厚子，海法　悠，安藤幸吉，袖山直也，
筆田廣登，山内正憲 

甲状腺術後早期テタニー発症高リスク要因
の検討

日本麻酔科学会第 65回学術集会 横浜市 平成 30年 5月 17日

麻酔科 渡辺千晶，安達厚子，菊池由希子，安藤幸
吉，外山裕章，山内正憲

成人大動脈縮窄症に対する修復術 8症例の
周術期管理の検討

日本麻酔科学会第 65回学術集会 横浜市 平成 30年 5月 18日

麻酔科 入間田大介，安藤幸吉，袖山直也，櫻田幽
美子

アナフィラキシーショックの初期治療後，
遅発性に乳酸値の上昇を示した二例

日本集中治療医学会第 2回東北
支部学術集会

盛岡市 平成 30年 7月 7日

麻酔科 佐々木亜美，藤嶺拓哉，小林直也，外山裕
章，江島　豊，山内正憲

ROTEM sigmaと sonoclotにより止血凝固
機能を多角的に評価した生体肝移植の 1例
の初期治療後，遅発性に乳酸値の上昇を示
した二例

日本麻酔科学会　北海道・東北
支部　第 8回学術集会

旭川市 平成 30年 9月 1日

麻酔科 安達厚子，袖山直也，筆田廣登，仁田原見
知子，渡辺千晶，櫻田幽美子， 安藤幸吉，
佐藤麻理子，入間田大介，山内正憲

大量オピオイド慢性投与中に複数回の心臓
血管手術を要した 1症例の疼痛管理

第 23回　心臓血管麻酔学会 東京 平成 30年 9月 14日

麻酔科 渡辺千晶，安達厚子，安藤幸吉，齋藤和智，
山内正憲

乳児扁桃周囲膿瘍による挿管困難　小児症
例の少ない施設における安全な困難気道管
理とは

第 24回　日本小児麻酔学会 神戸市 平成 30年 10月 20～21日

救急科 村田祐二，大浦敏博，西尾利之，北村太郎，
新田　恩，鈴木力生，近田祐介，守谷充司

仙台医療圏での臨床医と法医学教室との連
携

第 24回日本 SIDS・乳幼児突然
死予防学会

京都市 平成 30年 2月 23日

救急科 村田祐二，大浦敏博，西尾利之，北村太郎，
新田　恩，鈴木力生，近田祐介，守谷充司

児童養護施設嘱託医への実態調査報告 第 121回日本小児科学会 福岡市 平成 30年 4月 20日

救急科 村田祐二，大浦敏博，西尾利之，北村太郎，
新田　恩，鈴木力生，近田祐介，守谷充司

AHTの予後を改善する : 外傷らしくない
訴えの重症頭部外傷を見逃さない !　そし
て迅速に専門医に繋ぐ !

第 32回日本小児救急医学会 つくば市 平成 30年 6月 2日



120救急科 村田祐二，八木哲夫，亀山元信 米国救急医，レジデントとの交流による研
修医教育の質向上について

日本医療マネジメント学会宮城
県支部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

救急科 村田祐二，荒井未央，白土陽一，近田祐介，
庄子　賢，安藤幸吉，亀山元信

メディカルコントロールは機能している
か ?─仙台市立病院の現状─

第 20回宮城県救急医療研究会学
術集会

大河原市 平成 30年 9月 29日

救急科 村田祐二，大浦敏博，西尾利之，北村太郎，
新田　恩，鈴木力生，近田祐介，守谷充司

外傷の訴えのない虐待による重症頭部外傷 第 17回東北外来小児科学研究会 仙台市 平成 30年 11月 11日

救急科 清水　広，近田祐介，荒井未央，白土陽一，
庄子　賢，安藤幸吉，村田祐二

尿路感染症による敗血症性ショックの治療
中に血清リパーゼ上昇を認めた 3例の検討

第 46回日本救急医学会学術集会 大阪市 平成 30年 11月 19日

救急科 黒田　薫，近田祐介，荒井未央，白土陽一，
庄子　賢，安藤幸吉，村田祐二

労作性熱中症の経過をたどった未診断のバ
セドウ病による甲状腺クリーゼの 1例

第 47回日本救急医学会学術集会 大阪市 平成 30年 11月 20日

薬剤科 穂積壮一，山家聡美，引地宗孝，成ヶ澤稔
彦，小笠原正則

精神科身体合併症病棟における病棟薬剤業
務をはじめるにあたって

第 148回宮城県病院薬剤師会学
術研究発表会

仙台市 平成 30年 3月 3日

薬剤科 畠山綾子 妊婦・授乳婦の適切な薬物療法に向けた情
報収集と情報提供

日本病院薬剤師会東北ブロック
第 8回学術大会

盛岡市 平成 30年 5月 19日

放射線技
術科

佐藤沙也香 放射線治療用線量計に用いられる電位計に
ついての検討

みやぎ放射線治療研究会 仙台市 平成 30年 1月 20日

放射線技
術科

大塚貴之 PTVマージンの検討 みやぎ放射線治療研究会 仙台市 平成 30年 6月 2日

放射線技
術科

澤谷勇太 小児救急～子どもの頭部 CT検査と子ども
虐待の画像検査について～

第 27 回 み や ぎ CT リ フ レ ッ
シャーズ研究会

仙台市 平成 30年 8月 4日

放射線技
術科

坂元健太郎，加藤　守，高橋規之，千田浩
一，笠松　武，小野寺敏彦，渥美博人

冠動脈 CTと心臓カテーテル検査における
患者被ばく線量の比較評価

第 46回日本放射線技術学会　秋
季学術大会

仙台市 平成 30年 10月 4～6日

放射線技
術科

後藤　允 宮城県救急車受け入れ台数 No. 1施設の救
急診療と撮影業務について

3rd Miyagi ER Technical Meeting 仙台市 平成 30年 12月 8日

臨床検査
科

小野寺由磨，小野寺佳子，佐藤朋子，岩間　
香，桃澤慶子，伊藤綾乃，大森智子

運動負荷心電図検査中の緊急対応事例 第 50回みやぎ医学検査学会 仙台市 平成 30年 9月 15日

臨床検査
科

木須貴之，千葉勇希，松橋安紀子，遠藤由
一，大森智子

寒冷凝集素異常高値の為結果判定に苦慮し
た一例

第 50回みやぎ医学検査学会 仙台市 平成 30年 9月 15日

臨床検査
科

白井竜二，菊地かおる，菅原智佳子，大森
智子

髄液中に好酸球増多を伴った脊髄炎の 1例 日臨技北日本支部医学検査学会
（第 7回）

青森市 平成 30年 11月 10～11日

臨床検査
科

工藤仁美，若月　悠，岩間　香，桃澤慶子，
伊藤綾乃，佐藤貴光，小野寺佳子，大森智
子

脳梗塞発症を契機に三心房心を診断できた
1例

日臨技北日本支部医学検査学会
（第 7回）

青森市 平成 30年 11月 10～11日

栄養管理
科

佐々木麻友，長﨑　太 肝癌症例に対する肝動脈塞栓術への NST
介入効果

第 14回宮城栄養サポートチーム
（NST）研究会

仙台市 平成 30年 11月 17日

栄養管理
科

佐々木麻友，長﨑　太，遠藤幸子，佐藤浩
美，高山まさみ

慢性肝疾患症例における低亜鉛血症につい
ての検討

第 33回東北静脈経腸栄養研究会
（日本静脈経腸栄養学会東北支部
会）

仙台市 平成 30年 12月 15日

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日
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看護部 齋藤道子 救命救急外来を受診する患者の家族への関
わり─看護師の家族への情報提供の現状調
査─

第 32回東北救急医学会総会・学
術集会

山形市 平成 30年 6月 16日

看護部 吉田佳教 A病院身体合併症精神科病棟における退院
困難患者の退院を阻害する要因の分析

日本医療マネジメント宮城県支
部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

看護部 阿部　茜，中塩りか，吉野晶子 内服自己管理患者の病棟薬剤師との情報共
有に向けての検討

日本医療マネジメント宮城県支
部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

看護部 梅津沙織 A病院 B病棟における個人防護具の遵守率
ならびに意識調査

日本医療マネジメント宮城県支
部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

看護部 三浦大介 看護必要度自己学習の実態調査～e-ラーニ
ングによる学習方法の考察

日本医療マネジメント宮城県支
部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

看護部 伊藤めぐみ，森よしえ，菊地恵美，関根愛
子

HCU病棟における入院に要する時間の実
態調査─待ち時間に関連する因子の検討─

日本医療マネジメント宮城県支
部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

看護部 渥美真弓 A病院における看護研究指導における問題
点と今後の課題

第 49回日本看護学会　看護管理 仙台市 平成 30年 8月 9日

看護部 安彦　遥　　 ICUにおける終末期看護の困難感と援助の
検討

第 21回北日本看護学術集会 山形市 平成 30年 8月 26日

看護部 菅井利惠 心不全終末期患者の緩和ケア知識向上にむ
けて

第 49回日本看護学会　慢性期看
護

静岡市 平成 30年 9月 28日

看護部 菅木絵梨子 A病院 ICUにおける術後気管チューブ抜
去患者への嚥下スクリーニングフロー
チャート導入による効果

第 57回全国自治体病院学会 郡山市 平成 30年 10月 18日

看護部 安藤美和 A病院救命救急センターにおける長時間滞
在の要因

第 20回日本救急看護学会学術集
会

和歌山市 平成 30年 10月 19日

看護部 板橋智也 日頃の備えを見直そう～天災は忘れる間も
なくやってくる～

第 20回日本救急看護学会学術集
会

和歌山市 平成 30年 10月 19日

看護部 吉田慎吾 A病院精神科病棟看護師の持ち物確認に影
響を与える要因

第 25回日本精神科看護専門学術
集会

高松市 平成 30年 10月 26日

看護部 長岡由里香 緩和ケアに関わる医師と看護師への，緩和
ケアと緩和ケアチームに対する認識度の実
態調査

第 22回東北緩和医療研究会 仙台市 平成 30年 10月 27日

看護部 萩原明日香 一般病棟で働く看護師の終末期がん看護に
関する困難感とその要因

第 22回東北緩和医療研究会 仙台市 平成 30年 10月 27日

医療福祉
相談室

澤井　彰，近田祐介 三次救急病院における救急認定ソーシャル
ワーカーの役割

第 66回日本医療社会福祉協会全
国大会

高松市 平成 30年 6月 16日

医療福祉
相談室

澤井　彰，近田祐介 救急外来における医療マネジメント～救急
認定ソーシャルワーカーの視座から～

日本医療マネジメント学会宮城
県支部第 11回学術集会

仙台市 平成 30年 7月 14日

医療福祉
相談室

澤井　彰，近田祐介 救急医療におけるソーシャルワーカーの役
割～救急認定ソーシャルワーカーの視座か
ら～

第 57回全国自治体病院学会 郡山市 平成 30年 10月 18日

医療福祉
相談室

澤井　彰，鈴木ゆりか，畠山　稔 三次救急病院における医療ソーシャルワー
カーと民生委員の連携・協働に関する考察

社会貢献学会第 9回大会 仙台市 平成 30年 12月 15日
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課

渡邊郁人，小林ひとみ，伊藤好花，寺島敦
子

同意書様式の標準化に向けた取組みについ
て

第 44回日本診療情報管理学会学
術大会

新潟市 平成 30年 9月 20～21日

診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日


