
 
113

学会報告　【2019（平成 31）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 山本多恵，佐藤恵美子，大和留美子，藤倉
恵美，吉田　舞，佐藤　博，伊藤貞嘉，宮
崎真理子

導入期腎不全患者における糖化反応中間体
の影響

第 62回日本腎臓学会学術総会 名古屋市 令和元年 6月 21～ 23日

内科 山本多恵，藤倉恵美，吉田　舞，宮崎真理
子

透析導入後の早期死亡に影響を与える要因
と身体所見

第 64回日本透析医学会学術集会 横浜市 令和元年 6月 28～ 30日

内科 古田恭平，竹内陽一，古川暁子，秋保直樹，
井筒琢磨，中川　孝

甲状腺クリーゼによる循環不全に対し血漿
交換＋持続血液透析が奏功した一例

第 64回日本透析医学会学術集会 横浜市 令和元年 6月 28～ 30日

内科 古田恭平 パルボウイルス B19感染後に発症した非
典型溶血性尿毒症症候群に対し早期に血漿
交 換を開始し救命し得た 1例

第 33回東北救急医学会総会・ 学
術集会

仙台市 令和元年 7月 6日

内科 柴田　翔，佐藤了亮，森　稚菜，千葉　健，
熊谷浩良，勝又尚紀，澤田佳苗，佐藤あけ
み，古田恭平，太田一成，古川暁子，山本
多恵

当院の水質管理の現状～井水を用いた On-

line HDF導入への取り組み～
第 48回宮城県腎不全研究会 仙台市 令和元年 12月 1日

内科 佐藤了亮，柴田　翔，高橋拓也，武内洸弥，
森　稚菜，齋藤慎也，千葉　健，熊谷浩良，
勝又尚紀，澤田佳苗，佐藤あけみ，古田恭
平，太田一成，古川暁子，山本多恵

当院の血液浄化療法の受け入れ件数～新築
移転後から 5年間の検討～

第 48回宮城県腎不全研究会 仙台市 令和元年 12月 1日

内科 澤井　彰，古田恭平，竹内陽一，太田一成，
古川暁子，山本多恵，秋保直樹

透析導入・非導入と透析中止に関する一考
案～他職種による意思決定プロセス

第 48回宮城県腎不全研究会 仙台市 令和元年 12月 1日

呼吸器内科 宇佐美修，服部俊夫，二瓶真由美，芦野有
悟

胸水 IGRA値減少が観察された結核性胸膜
炎疑いの一例

第 139回日本結核病学会東北支
部学会／第 109回日本呼吸器学
会東北地方会

青森市 令和元年 9月 14日

呼吸器内科 京極自彦 喘息と COPDのオーバーラップ（ACO）
における活性イオウ分子種と活性イオウ分
子種産生酵素に関する検討

第 108回日本呼吸器学会東北地
方会

盛岡市 平成 31年 3月 2日

呼吸器内科 遠藤卓人，八重柏政宏，芦野有悟，二瓶真
由美

PR3-EGPAを疑ったメサラジンによる薬剤
性好酸球性肺炎の 1例

第 216回日本内科学会東北地方
会

仙台市 平成 31年 2月 16日

消化器内科 菊地達也，野村栄樹 下部消化管の症例① 第 106回仙台消化管診断研究会 仙台市 令和元年 7月 10日
消化器内科 菊地達也，野村栄樹 下部消化管の症例② 第 106回仙台消化管診断研究会 仙台市 令和元年 7月 10日
消化器内科 Kawamura M., Kikuchi T., Nagasaki F., 

Nomura E., Suzuki N., Hiratsuka T., Oyama 
H.

Endoscopic grading of gastric intestinal 
metaplasia （EGGIM） using narrow band 
imaging endoscopy with non-magnified and 
magnified observation

U E G W  （U i t e d  E u r o p e a n 
Gastroentrology Week） 2019

Barcelona 令和元年 10月 19～ 23日

消化器内科 川村昌司，大山秀晃 上部消化管の症例① 第 106回仙台消化管診断研究会 仙台市 令和元年 7月 10日
消化器内科 川村昌司，平塚敬士 上部消化管の症例② 第 106回仙台消化管診断研究会 仙台市 令和元年 7月 10日
消化器内科 長崎　太 肝炎スクリーニングから最近の肝癌治療に

おける話題について
第 1回能代山本地区肝臓病研究
会

能代市 平成 31年 1月 16日



114
診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日

消化器内科 長崎　太 慢性肝疾患患者における血清亜鉛濃度の検
討

第 4回仙台肝臓病研究会 仙台市 平成 31年 1月 21日

消化器内科 長崎　太 C型肝炎の最新治療～新たな時代の幕開け
～

仙台市医師会太白・若林区ブロッ
ク学術講演会

仙台市 平成 31年 4月 16日

消化器内科 長崎　太 C型慢性肝炎・肝硬変に対するエレルサ・
グラジナ併用療法の治療成と発癌 : 多施設
共同研究

肝炎・肝癌の根治を目指す臨床
医の会

仙台市 令和元年 10月 4日

消化器内科 野村栄樹，高橋早友未，佐藤公子，佐藤伊
佐雄，平塚敬士，大山秀晃，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

当院における大腸腫瘍性病変に対する
JNET分類の教育についての検討

第 97回日本消化器内視鏡学会総
会

東京 令和元年 6月 1日

消化器内科 Nomura E., Yano K., Suzuki S., Takahashi S., 
Sato K., Sato I., Hiratsuka T., Oyama H., 
Suzuki N., Nagasaki F., Kawamura　M., 
Shibuya R., Kikuchi T.

Adult intussusception : Clinicopathological 
features of 9 cases

APDW （Asian Pacific Digestive 
Week） 2019 

Kolkata 令和元年 12月 11～ 15日

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

回腸末端の憩室出血に対して内視鏡的止血
術を施行した一例

第 162回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

仙台市 平成 31年 2月 8日

消化器内科 矢野恒太，野村栄樹，高橋早友未，佐藤公
子，佐藤伊佐雄，平塚敬士，大山秀晃，尾
形洋平，鈴木範明，長崎　太，川村昌司，
境　吉孝，菊地達也，菊池　寛，渋谷里絵

腸重積で発症した小腸原発悪性リンパ腫の
1例

第 206回日本消化器病学会東北
支部例会

仙台市 平成 31年 2月 9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，鈴木範明，長崎　太，川村昌司，
境　吉孝，菊地達也

当院で過去 5年間に経験した成人腸重積症
の検討

第 116回日本内科学会総会 名古屋市 平成 31年 4月 26日

消化器内科 尾形洋平，川村昌司，高橋早友未，佐藤公
子，佐藤伊佐雄，平塚敬士，大山秀晃，矢
野恒太，鈴木範明，野村栄樹，長崎　太，
境　吉孝，菊地達也

腎細胞癌胃転移と早期胃癌を併発した一例 第 162回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

仙台市 平成 31年 2月 8日

消化器内科 大山秀晃，境　吉孝，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，野村栄樹，長崎　太，
川村昌司，菊地達也

自然破裂した感染性膵仮性嚢胞に対し緊急
内視鏡的ドレナージ術を行い，その後嚢胞
内出血を来したために IVR治療を施行し
た 1例

第 206回日本消化器病学会東北
支部例会

仙台市 平成 31年 2月 9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

当院で経験した直腸粘膜脱症候群 12例の
臨床的検討

第 105回日本消化器病学会総会 金沢市 令和元年 5月 10日

消化器内科 平塚敬士，野村栄樹，高橋早友未，佐藤公
子，佐藤伊佐雄，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，米田　海，渋谷里絵

回腸末端部の狭窄を契機に発見された腹膜
原発悪性中皮腫の一例

第 206回日本消化器病学会東北
支部例会

仙台市 平成 31年 2月 9日
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消化器内科 平塚敬士，野村栄樹，菊地達也 当院で経験した虚血性腸炎症例の検討 みちのく重症感染症セミナー
2019

仙台市 令和元年 5月 25日

消化器内科 佐藤公子，鈴木範明，鈴木直生，高橋早友
未，佐藤伊佐雄，平塚敬士，大山秀晃，野
村栄樹，長崎　太，川村昌司，菊地達也

多隔壁胆嚢の一例 第 207回日本消化器病学会東北
支部例会

秋田市 令和元年 7月 5日

消化器内科 高橋早友未，野村栄樹，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，長崎　太，川村昌司，
境　吉孝，菊地達也

異物除去術を施行した一例 第 21回仙北地区消化管勉強会 仙台市 平成 31年 3月 22日

消化器内科 高橋早友未，野村栄樹，鈴木直生，佐藤公
子，佐藤伊佐雄，平塚敬士，大山秀晃，鈴
木範明，長﨑　太，川村昌司，菊地達也

胃癌術後 10年目で小腸重積をきたした一
例

第 207回日本消化器病学会東北
支部例会

秋田市 令和元年 7月 5日

消化器内科 鈴木直生，野村栄樹，高橋早友未，佐藤公
子，佐藤伊佐雄，平塚敬士，大山秀晃，鈴
木範明，長崎　太，川村昌司，中村崇宣，
渋谷里絵，菊地達也

血便を契機に発見された小腸脂肪腫の一例 第 163回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

秋田市 令和元年 7月 6日

消化器内科 渡辺ゆみ子，野村栄樹，高橋早友未，佐藤
公子，平塚敬士，大山秀晃，鈴木範明，長
﨑　太，川村昌司，菊地達也

内視鏡的に切除した上行結腸顆粒細胞腫の
一例

第 217回日本内科学東北地方会 仙台市 令和元年 6月 22日

消化器内科 横山日南子，野村栄樹，大山秀晃，佐藤公
子，高橋早友未，佐藤伊佐雄，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，渋谷里絵

好酸球増多症候群（HES）による消化管障
害を内視鏡的に観察した一例

第 162回日本消化器内視鏡学会
東北支部例会

仙台市 平成 31年 2月 8日

消化器内科 櫻井一貴，野村栄樹，高橋早友未，佐藤伊
佐雄，平塚敬士，大山秀晃，鈴木範明，長
崎　太，川村昌司，菊地達也

胃がん検診の上部消化管造影検査後に生じ
たバリウム糞石に対し内視鏡的破砕術を
行った一例

第 217回日本内科学東北地方会 仙台市 令和元年 6月 22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

RCACTO への側副血行路である LCA
（LMT）への PCI時のトラブル

PCI カンファレンス in BOSO 
2019

鴨川市 平成 31年 1月 12日

循環器内科 三引義明，倉島真一，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

急性下壁梗塞のステント留置後に短期間に
calcified nodule の protrusion による狭窄を
繰り返し，Orbital Atherectomy System に
よるデバルキングを施行した一例

第 46回日本心血管インターベン
ション治療学会　東北地方会

秋田市 令和元年 8月 17日

循環器内科 三引義明，倉島真一，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 28回日本心血管インターベン
ション治療学会　学術集会

名古屋市 令和元年 9月 19日

循環器内科 三引義明，倉島真一，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

教育セミナー 4 PCIに必要なデバイス-補
助循環（IABP/PCPS）

第 28回日本心血管インターベン
ション治療学会　学術集会

名古屋市 令和元年 9月 19日

循環器内科 三引義明，倉島真一，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

RCAへ側副血行路を供給している LCAに
対しての PCI時，LMTから LADに留置し
たステントが変形し修復困難であった一例

第 29回日本心血管インターベン
ション治療学会　学術集会

名古屋市 令和元年 9月 20日
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診療科 全　発　表　者　名 演　　題　　名 学　会　名 開催地 開催年月日

循環器内科 三引義明 How should we select guiding catheter in 
complicated PCI ?　mother-child technique is 
useful in DIFFICULT cases to get back up or 
to engage

C o m p l e x  C a r d i o v a s c u l a r 
Therapeutics2019

神戸市 令和元年 10月 25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，青木恒介，佐藤英二，
中川　孝，佐藤弘和，山科順裕，三引義明，
八木哲夫

房室リエントリー頻拍と副伝導路間頻拍が
認められた複数副伝導路症候群の 1例

第 31回臨床不整脈研究会 東京 平成 31年 1月 12日

循環器内科 八木哲夫 心房細動アブレーション治療の現状 第 8回登米市医師会学術講演会 登米市 平成 31年 2月 26日
循環器内科 八木哲夫 クライオバルーン─ One Shot Device 次の

戦略─
CRYO USERS MEETING 仙台市 令和元年 7月 13日

循環器内科 八木哲夫 クライオアブレーションの up-to-dateイン
フォメーション

仙台市医師会 太白・若林ブロッ
ク学術講演会

仙台市 令和元年 7月 23日

循環器内科 八木哲夫 当院の心房細動に対するカテーテルアブ
レーション

宮城県南心腎不全講演会 仙台市 令和元年 9月 12日

循環器内科 高橋拓也，熊谷浩良，勝又尚紀，山科順裕，
石田明彦，八木哲夫

HIS束へのぺーシングリード植込みにより
医原性に形成された脚ブロックがペーシン
グにより解除された 1例

第 11回東北臨床不整脈研究会学
術集会

山形市 令和元年 9月 14日

循環器内科 八木哲夫 クライオアブレーション─利点・欠点─ 心血管領域懇話会 仙台市 令和元年 9月 19日
循環器内科 八木哲夫 ペースメーカー心電図を読み解く ! 宮城県臨床検査技士会　学術研

修会
仙台市 平成 31年 1月 19日

循環器内科 八木哲夫 不整脈　非薬物療法　～最近の話題～ Sendai Heart Conference 仙台市 平成 31年 4月 25日
循環器内科 中川　孝 悲嘆傷心死は起こり得る　母の急死直後の

救急外来で急性心筋梗塞により心肺停止と
なった 60代男性の救命例

第 47回日本救急医学会総会・学
術集会

東京 令和元年 10月 3日

循環器内科 Kurashima S., Yagi T., Ishida A., Mibiki Y., 
Sato H., Nakagawa T., Sato E., Aoki K., Izutsu 
T.

Efficacy of Cryoballon ablation at Extra 
Pulmonary Veins

12th Asia Pacific Heart Rhythm 
Society Scientific Session

Bankok 令和元年 10月 24～ 27日

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

The Cl in ica l  Outcome o f  Incomplete 
Pulmonary Vein Isolation Using Cryoballoon 
in Patients with Atrial Fibrillation

第 66回日本不整脈心電学会学術
大会

横浜市 令和元年 7月 24～ 27日

循環器内科 Yamashina Y., Yagi T., Ishida A., Mibiki Y., 
Sato H., Nakagawa T., Sato E., Aoki K., Izutsu 
T., Kurashima S.

Electro-Anatomical Ablation Strategy for 
Non-Inducible Idiopathic Right Ventricular 
Outflow Tract Arrhythmias

第 66回日本不整脈心電学会学術
大会

横浜市 令和元年 7月 24～ 27日

血液内科 斎木実結，氷室真仁，突田真紀子，山本譲
司

分類不能型結合組織病（UCTD）に合併し
た赤芽球勞にシクロスポリン（CyA）が著
効した一例

第 116回日本内科学会総会 名古屋市 平成 31年 4月 27日

血液内科 森川かをり，猪倉恭子，突田真紀子，山本
譲司，奥田光崇

急激な経過をたどった急性膵炎を合併した
難治性多発性骨髄腫の 1例

第 217回内科学会東北地方会 仙台市 令和元年 6月 22日
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血液内科 猪倉恭子 B細胞性非ホジキンリンパ腫におけるリツ
キシマブ血中濃度の解析

第 81回日本血液学会学術集会 東京 令和元年 10月 11日

感染症内科 八田益充 ベーシックレクチャー 13 : 感染性心内膜
炎

第 68回日本感染症学会東日本地
方会学術集会

仙台市 令和元年 10月 16～ 18日

外科 中尾茉実 術前に診断し，切除し得た原発性空腸癌の
一例

第 81回日本臨床外科学会総会 高知市 令和元年 11月 14～ 16日

外科 貝羽義浩，佐山淳造，関口　悟，瓶子隆弘，
米田　海 

腹腔鏡下噴門側胃切除術における SOFY法
再建の導入

第 30回内視鏡外科フォーラム東
北

仙台市 令和元年 5月 18日

外科 Kaiwa Y., Maida K., Sekiguchi S. Laparoscopic decision-making concerning 
the repair area for traumatic abdominal wall 
pseudohernia :  A case report

5th Asia Pacific Hernia Society 
（APHS） Conference 

Bali 令和元年 10月 5日

外科 貝羽義浩，関口　悟，川嶋和樹，瓶子隆弘，
中村崇宣，米田　海

甲状腺良性腫瘍に対する完全内視鏡下甲状
腺切除術の工夫

第 81回日本臨床外科学会総会 高知市 令和元年 11月 16日

外科 貝羽義浩，佐山淳造，関口　悟，川嶋和樹，
瓶子隆弘，中村崇宣，米田　海，鈴木翔輝

Dual meshで修復した肋骨弓下腹壁瘢痕ヘ
ルニアの 1例

第 12回東北ヘルニア研究会 盛岡市 令和元年 11月 30日

外科 貝羽義浩，櫻井　直，川嶋和樹，中村崇宣，
米田　海

腹腔鏡で修復範囲を決定した外傷による腹
壁偽ヘルニアの 1例

第 32回日本内視鏡外科学会総会 横浜市 令和元年 12月 6日

外科 中村崇宣，貝羽義浩 有棘縫合糸が原因と思われた内ヘルニアの
2例

第 32回日本内視鏡外科学会総会 横浜市 令和元年 12月 6日

外科 中村崇宣，村上和重，神谷蔵人，小原幸也，
中沼華澄，宮田　剛

ERASの取り組みと縫合不全についての検
討

第 34回日本静脈経腸栄養学会 東京 平成 31年 2月 14日

外科 工藤友希乃，瓶子隆弘，谷内亜衣，米田　海，
中村崇宣，川嶋和樹，櫻井　直，関口　悟，
貝羽義浩

甲状腺癌術後の孤発性リンパ節転移に対し
胸腔鏡下縦隔リンパ節切除術を施行した 1
例

第 81回日本臨床外科学会総会 高知市 令和元年 11月 15日

外科 皆瀬　翼，瓶子隆弘，谷内亜衣，米田　海，
中村崇宣，川嶋和樹，瓶子隆弘，櫻井　直，
関口　悟，貝羽義浩

内視鏡的整復後早期に再発した右側結腸捻
転症の 1例

第 81回日本臨床外科学会総会 高知市 令和元年 11月 15日

外科 木村美咲，谷内亜衣，米田　海，中村崇宣，
川嶋和樹，瓶子隆弘，櫻井　直，関口　悟，
貝羽義浩

CTで偶発的に指摘された S状結腸神経鞘
腫の 1例

第 81回日本臨床外科学会総会 高知市 令和元年 11月 15日

外科 菊山　薫，貝羽義浩，関口　悟，櫻井　直，
瓶子隆弘，川嶋和樹，中村崇宣，米田　海，
谷内亜衣

脾臓 Scleros ing  angiomato id  nodular 
transformation（SANT）の 1切除例

第 81回日本臨床外科学会総会 高知市 令和元年 11月 14日

外科 中尾茉実，谷内亜衣，米田　海，中村崇宣，
川嶋和樹，瓶子隆弘，櫻井　直，関口　悟，
貝羽義浩

術前に診断し，切除し得た原発性空腸癌の
1例

第 81回日本臨床外科学会総会 高知市 令和元年 11月 14日

外科 鈴木翔輝，近田祐介 救命出来なかった上部消化管出血の一例 第 1回みやぎわかて救急医会 仙台市 令和元年 5月 18日
心臓血管外
科

外山秀司　 Surgical edge-to-edge repair 第 1回ストラクチャークラブ
ジャパン focus Mitral / Tricuspid 
MVM

東京 平成 31年 1月 19日
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心臓血管外
科

河村圭一郎，佐々木茂，川岸直樹，芳賀　泉，
高山哲郎，中野善之，中村篤司，本間信之，
林祐次郎，渡辺徹雄，外山秀司，中井信吾

生体腎移植後に発症した腸骨動脈瘤に対し
一時的バイパスにて腎保護を行い治療した
1例

第 6回日本臨床外科学会宮城県
支部総会

仙台市 平成 31年 1月 26日

心臓血管外
科

河村圭一郎，佐々木茂，渡辺徹雄，外山秀
司，中井信吾

生体腎移植後に発症した腸骨動脈瘤に対し
一時的バイパスにて腎保護を行い治療した
1例

第 49回日本心臓血管外科学会学
術総会

岡山市 平成 31年 2月 13日

心臓血管外
科

中井信吾，渡辺徹雄，河村圭一郎，外山秀
司，貞弘光章

BCG膀胱内注入療法時の BCGを起因菌と
した感染性腹部大動脈瘤の一例

第 47回日本血管外科学会総会 名古屋市 令和元年 5月 24日

心臓血管外
科

外山秀司，中井信吾，河村圭一郎，渡辺徹
雄

2度の急性動脈閉塞の原因となった左心耳
内血栓に対し短期間にエドキサバンが著効
した 1例

第 47回日本血管外科学会総会 名古屋市 令和元年 5月 24日

心臓血管外
科

外山秀司，渡辺徹雄 右肺動脈塞栓合併，子宮平滑筋腫由来血管
内平滑筋腫の一手術例

第 39回日本静脈学会総会 名古屋市 令和元年 7月 4日

心臓血管外
科

石澤　愛，浜崎安純，内田徹郎，黒田吉則，
山下　淳，廣岡秀人，赤羽根健太郎，貞弘
光章

新しい Energy device，THUNDERBEATを
用いた No-Touch SVG採取の有用性

第 24回日本冠動脈外科学会学術
大会

金沢市 令和元年 7月 11日

心臓血管外
科

外山秀司 左心耳内遺残血流が原因と考えられた心源
性脳塞栓症例

第 67回日本心臓病学会総会 名古屋市 令和元年 9月 1日

心臓血管外
科

石澤　愛，浜崎安純，内田徹郎，黒田吉則，
山下　淳，廣岡秀人，赤羽根健太郎，貞弘
光章

下肢全長非造影 3D-CTを用いた術前 SVG
評価の有用性

第 72回日本胸部外科学会定期学
術総会

京都市 令和元年 10月 31日

心臓血管外
科

外山秀司，渡辺徹雄，関根祐樹 心不全症状を契機に診断された冠動脈肺動
脈瘻，大動脈弁閉鎖不全症の 1例

第 60回日本脈管学会総会 東京 令和元年 10月 11日

心臓血管外
科

石澤　愛，浜崎安純，内田徹郎，黒田吉則，
山下　淳，廣岡秀人，中井信吾，小林龍宏，
貞弘光章

下肢全長非造影 3D-CTを用いた術前 SVG
評価の有用性

第 33回日本冠疾患学会学術集会 岡山市 令和元年 12月 13日

心臓血管外
科

石澤　愛，浜崎安純，内田徹郎，黒田吉則，
山下　淳，廣岡秀人，中井信吾，小林龍宏，
貞弘光章

新しい Energy device，THUNDERBEATを
用いた No-Touch SVG採取の有用性

第 33回日本冠疾患学会学術集会 岡山市 令和元年 12月 13日

脳神経外科 刈部　博 頭部外傷治療・管理のガイドラインの沿革
と第 4版の概要

第 42回日本脳神経外傷学会 淡路市 平成 31年 3月 8～ 9日

脳神経外科 加藤侑哉，成澤あゆみ，刈部　博，亀山元
信，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―

第 42回日本脳神経外傷学会 淡路市 平成 31年 3月 8～ 9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―

第 42回日本脳神経外傷学会 淡路市 平成 31年 3月 8～ 9日

脳神経外科 刈部　博，亀山元信，成澤あゆみ，梶谷卓
未，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―

第 48回日本脳卒中の外科学会 横浜市 平成 31年 3月 21～ 23日

脳神経外科 成澤あゆみ，刈部　博，梶谷卓未，亀山元
信

慢性血液透析患者における脳内出血の治
療 :  当院での急性期治療と転帰

第 44回日本脳卒中学会学術集会 横浜市 平成 31年 3月 21～ 23日
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脳神経外科 刈部　博，成澤あゆみ，斎藤秀夫，梶谷卓
未，亀山元信，中川敦寛，冨永悌二

維持血液透析患者における外傷性頭蓋内出
血の治療成績

第 33回日本神経救急学会学術集
会

高槻市 令和元年 6月 8～ 9日

脳神経外科 成澤あゆみ，梶谷卓未，刈部　博，亀山元
信

眼底出血の増大を認めた乳児急性硬膜下血
腫の一例

第 47回日本小児神経外科学会学
術集会

新潟市 令和元年 6月 14～ 15日

脳神経外科 梶谷卓未，成澤あゆみ，斎藤秀夫，刈部　博，
亀山元信，冨永悌二

後交通動脈圧迫による動眼神経麻痺で発見
された内頚動脈―後交通動脈瘤切迫破裂の
一例

第 57回（一社）日本脳神経外科
学会東北支部会

弘前市 令和元年 9月 7日

脳神経外科 刈部　博，成澤あゆみ，斎藤秀夫，梶谷卓
未，亀山元信，中川敦寛，冨永悌二

高齢者重症頭部外傷の 2次予防―日本頭部
外傷データバンク登録全症例の生存曲線解
析―

（一社）日本脳神経外科学会第
78回学術総会

大阪市 令和元年 10月 9～ 12日

整形外科 佐野博高 中高年者の肩痛における診断と治療のポイ
ント

肩関節治療 Clinical Live Lecture 高知市 平成 31年 1月 11日

整形外科 佐野博高 中高年者の肩痛における診断と治療のポイ
ント

肩関節治療 Clinical Live Lecture 仙台市 平成 31年 1月 16日

整形外科 佐野博高 中高年者の肩痛における診断と治療のポイ
ント

肩関節治療 Clinical Live Lecture 名古屋市 平成 31年 2月 16日

整形外科 佐野博高 腱板修復術における人工材料の利用 体内埋め込み型材料開発ワーキ
ンググループ

東京 平成 31年 3月 4日

整形外科 Sano H., Komatsuda T., Abe H., Ozawa H., 
Kumagai J., Yokobori AT Jr. 

Intraarticular biomechanical environment 
after Bristow and Latarjet procedures in 
shoulders with large glenoid defects : 
Relationship to postoperative complications

 ISAKOS 2019 Congress Cancun 令和元年 5月 12～ 16日

整形外科 Sano H., Komatsuda T., Abe H., Ozawa H., 
Yokobori AT Jr.

Stress distribution in the coracoid graft after 
Latarjet procedure : The relationship to the 
site of osteolysis

6th International Conference on 
Computational & Mathematical 
Biomedical Engineering （CMBE）

仙台市 令和元年 6月 10～ 12日

整形外科 佐野博高，小松田辰郎 Bristow変法術後における肩関節内の力学
環境 : 術後合併症との関連

第 10回日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会（JOSKAS）

札幌市 令和元年 6月 13～ 15日

整形外科 佐野博高，小松田辰郎，阿部博男，熊谷　
純

Bristow変法術後における烏口突起合併症
の発生機序

第 46回日本肩関節学会 長野市 令和元年 10月 25～ 26日

整形外科 佐野博高，森川大智，糸魚川善昭 棘上筋腱骨付着部の組織構造と物理特性 :
断裂発生との関連

第 46回日本臨床バイオメカニク
ス学会シンポジウム 4 「腱及び腱
骨付着部組織のバイオメカニク
ス」

久留米市 令和元年 11月 1～ 2日

整形外科 Noguchi M., Sano H. The progress of clinical results after hip 
arthroscopic surgeries for FAI patients

第 11回日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会（JOSKAS）

札幌市 令和元年 6月 14日

整形外科 野口森幸 Optimam approach of Hip arthroscopy, Portal 
and Position

JOSKAS セミナー　股関節鏡
コース

札幌市 令和元年 6月 15日

整形外科 Noguchi M., Uchida N. Hip arthroscopy learning curve after training 
at high volume center : a retrospective 
single-surgeon study

1st Annual Congress of  Asia 
Sociaty of Hip Arthroscopy & 
Preservation （ASHA） 

Shanghai 令和元年 7月 6日
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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，吉村広志，倉田洸孝，亀山
諒一，阿部博男

FAI患者に対する股関節鏡視下手術の臨床
経過 ―単一術者による手術開始後からの
後ろ向き研究―

第 15回日本股関節鏡研究会 札幌市 令和元年 9月 7日

整形外科 野口森幸，入江太一，畠中　聡，内田宗志 対数線形モデルを用いた股関節外科医によ
る股関節鏡視下 FAI手術のラーニングカー
ブの検討（同一術者による後ろ向き研究）

第 46回日本股関節学会学術集会 宮崎市 令和元年 10月 25日

整形外科 Noguchi M., Uchida S. Hip arthroscopy learning curve after training 
at high volume center : a retrospective 
single-surgeon study

ISHA 2019 annual scientific Madrid 令和元年 10月 17日

整形外科 入江太一 骨盤輪・寛骨臼骨折の治療 PTLS勉強会 仙台市 平成 31年 1月 28日
整形外科 入江太一 骨盤輪骨折 TypeCの治療法の検討 宮城股関節研究会 仙台市 平成 31年 3月 2日
整形外科 入江太一 仙台市立病院被虐待児サポートチーム 第 17回宮城小児整形外科研究会 仙台市 平成 31年 4月 4日
整形外科 入江太一 小児大腿骨弾性髄内釘の手術手技 第 26回小児整形外科研修会 横浜市 令和元年 8月 31日
整形外科 入江太一 シーネ固定の実際 研修医勉強会 仙台市 令和元年 10月 30日
整形外科 佐々木大蔵 T字状切開により片側関節包切除した指粘

液嚢腫の治療成績
第 33回東日本手外科研究会 新潟市 平成 31年 2月 1日

整形外科 佐々木大蔵 手指屈筋腱断裂術後早期運動療法における
短期入院・自己訓練指導の経験

第 62回日本手外科学会 札幌市 平成 31年 4月 18～ 19日

整形外科 佐々木大蔵 手外科外傷症例の供覧 仙台市立病院友の会 仙台市 令和元年 6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，吉村広志，亀山
諒一，倉田洸孝

術中関節造影を用いた小児 Jeffery型骨折
の 1例

第 116回東北整形災害外科学会 盛岡市 令和元年 6月 21～ 22日

整形外科 佐々木大蔵，阿部博男，入江太一，猪苗代
敬，吉村広志，亀山諒一，倉田洸孝

観血的整復を要した遠位橈尺関節脱臼の 3
例

第 45回日本骨折治療学会 博多市 令和元年 6月 28～ 29日

整形外科 佐々木大蔵 上肢の外傷 9西病棟講義 仙台市 令和元年 7月 29日
整形外科 佐々木大蔵 鋼線を皮下に埋没する手指骨折の手術法と

後療法
宮城手外科セミナー第 17回 仙台市 令和元年 9月 28日

整形外科 佐々木大蔵 末梢神経疾患の診断法 宮城手外科セミナー第 17回 仙台市 令和元年 9月 28日
整形外科 佐々木大蔵，阿部博男，入江太一，猪苗代

敬，吉村広志，亀山諒一，倉田洸孝
観血的整復を要した遠位橈尺関節脱臼の 3
例

第 61回宮城骨折治療研究会 仙台市 令和元年 11月 30日

整形外科 亀山諒一，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，吉村
広志，亀山諒一，倉田洸孝

尺骨の急性塑性変形を伴った橈骨頭脱臼の
1例

第 116回東北整形災害外科学会 盛岡市 令和元年 6月 21～ 22日

形成外科 小坂和弘 TSS徴候を認めた軽傷熱傷の乳児例 3例 第 29回東北大学形成外科同門会
学術集会

仙台市 平成 31年 1月 20日

形成外科 小坂和弘 足関節 Bowstringingを呈した下腿熱傷の一
例

第 45回日本熱傷学会総会 北九州市 令和元年 5月 24日

形成外科 小坂和弘 予後宣告により窮地を避け得た重症下肢虚
血の一例

第 28回宮城県形成外科懇話会　 名取市 令和元年 6月 1日
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形成外科 小坂和弘 幼小児の手掌全層植皮時の爪牽引固定・第
2報

第 25回日本熱傷学会東北地方会 福島市 令和元年 11月 16日

精神科 佐藤博俊 仙台市立病院精神科の現状と課題 東北自治体病院精神科懇話会 仙台市 平成 31年 1月 26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 仙北
第一地区 医師研修講習会

登米市 平成 31年 1月 31日

精神科 渋谷嘉成 統合失調症治療においてレキサルティが有
効であった一例

第 7回宮城精神・救急懇話会 仙台市 平成 31年 3月 1日

精神科 佐藤博俊，遠藤愛子，佐藤こずえ，和田　努，
小原千佳，川合由美子，滑川明男

都市部の機能特化型精神科病棟（仙台モデ
ル）における，措置入院の地域連携報告

第 27回日本精神科救急学会 仙台市 令和元年 10月 18日

精神科 佐藤博俊 都市部救急病院における，新しい身体合併
症特化型精神科診療の可能性について

第 27回日本精神科救急学会 仙台市 令和元年 10月 19日

精神科 滑川明男，佐藤博俊，川合由美子，小原千
佳，和田　努，渋谷嘉成，松木　佑，佐藤
こずえ，村田祐二，庄子　賢，今田祐介，
新井未央，白戸陽一

『救命救急センターから見たアルコール関
連患者治療の課題』

第 27回日本精神科救急学会 仙台市 令和元年 10月 19日

精神科 佐藤博俊，滑川明男，川合由美子，小原千
佳，和田　努，遠藤愛子，佐藤こずえ

身体合併症診療に特化した新しい仙台市立
病院精神科における診療実績について

第 73回東北精神神経学会 秋田市 令和元年 10月 27日

小児科 佐藤大二郎，新田　恩，梅津有紀子，星　
雄介，小野頼母，守谷充司，北村太郎，大
浦敏博

川崎病と化膿性頸部リンパ節炎の早期診断
に有用な検査所見の検討

第 122回日本小児科学会 金沢市 平成 31年 4月 19～ 21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

宮城県の一施設における乳幼児に対する
High Flow Nasal Cannula使用の現状

第 122回日本小児科学会 金沢市 平成 31年 4月 19～ 21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，三浦克志，村田祐二，西尾利之，
大浦敏博

アナフィラキシーショックを呈した新生児
ミルクアレルギーの 1例

第 122回日本小児科学会 金沢市 平成 31年 4月 19～ 21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

けいれん重積型急性脳症における予測スコ
アの検討

第 122回日本小児科学会 金沢市 平成 31年 4月 19～ 21日

小児科 中川智博，守谷充司，高橋俊成，新妻　創，
鈴木力生，新田　恩，北村太郎，西尾利之，
高柳　勝，村田祐二，大浦敏博，阪本昌樹

当院で経験した虐待による頭部外傷
（Abusive Head Trauma）の臨床的検討

第 227回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 6月 16日

小児科 黒田　薫，新田　恩，北村太郎，高橋俊成，
新妻　創，守谷充司，村田祐二，大浦敏博

軽症胃腸炎関連けいれんの予測因子につい
ての検討

第 227回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 6月 16日

小児科 花岡理以沙，星　雄介，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， 高橋俊成，新妻　創，小野頼母，
守谷充司，新田　恩，北村太郎，大浦敏博 

麻痺性イレウスで発症した不全型川崎病の
1例

第 227回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 6月 16日
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小児科 成重勇太，新田　恩，黒田　薫，中川智博，
斎藤寧子，加藤　歩，高橋俊成，新妻　創，
島　彦仁，本間貴士，守谷充司，北村太郎，
藤原幾磨，村田祐二，大浦敏博

川崎病 168例の初回 IVIG投与後における
不応予測因子の検討

第 228回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 11月 10日

小児科 矢内　敦，新田　恩，黒田　薫，中川智博，
成重勇太，齋藤寧子，加藤　歩，高橋俊成，
新妻　創，島　彦仁，本間貴士，守谷充司，
北村太郎，藤原幾磨，大浦敏博 

3か月未満の発熱児 103例における重症細
菌感染症の予測因子の検討

第 228回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 11月 10日

小児科 齋藤寧子，守谷充司，黒田　薫，中川智博，
成重勇太，加藤　歩，髙橋俊成，新妻　創，
島　彦仁，本間貴士，新田　恩，北村太郎，
藤原幾磨，村田祐二，大浦敏博

帯下を主訴に受診した膣内異物の 1例 第 228回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 11月 10日

小児科 坂田慎一郎，島　彦仁，守谷充司，黒田　薫，
中川智博，成重勇太，齊藤寧子，加藤　歩，
高橋俊成，新妻　創，本間貴士，新田　恩，
北村太郎，藤原幾磨，村田祐二，大浦敏博

分娩時後頭骨骨折を生じたMenkes病の 1
例

第 228回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 11月 10日

小児科 新田　恩 学校における救急処置と感染症対策　 第 41回宮城県医師会学校保健研
修会

仙台市 平成 31年 3月 9日

小児科 大浦敏博 PKUの治療　～生涯にわたっての治療を
考える～

愛知先天代謝異常症セミナー 名古屋市 平成 31年 3月 9日

小児科 大浦敏博 教育講演　ムコ多糖症の臨床と診断 第 227回日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 6月 16日

小児科 大浦敏博 日常診療で遭遇するカルニチン欠乏症 小児神経疾患を考える会 仙台市 令和元年 7月 17日
小児科 大浦敏博 ビオプテン使用成績調査　ビオプテン特定

使用成績調査～最終結果報告～
BH4専門委員会 秋田市 令和元年 10月 24日

小児科 大浦敏博 PKUの治療　～生涯にわたっての治療を
考える～

岡山先天代謝異常症セミナー 岡山市 令和元年 12月 21日

小児科 島　彦仁，曽木千純，梅木郁美，鈴木　大，
上村美季，箱田明子，菅野潤子，呉　繁夫，
藤原幾磨

橋本病患者では低 Caに対する PTHの分
泌が低下する症例が存在する

第 92回日本内分泌学会学術集会 仙台市 令和元年 5月 9～ 11日

小児科 島　彦仁，菅野潤子，梅木郁美，鈴木　大，
上村美季，箱田明子，呉　繁夫，藤原幾磨

体格左右非対称を認めたシルバーラッセル
症候群の姉弟例

第 53回日本小児内分泌学会学術
集会

京都市 令和元年 9月 26～ 28日

小児科 Shima H., Sogi C., Umeki I., Suzuki D., 
Kamimura M., Saito-Hakoda A., Kanno J., 
Kure S., Fujiwara I.

Serum PTH does not correlate with their 
serum calcium levels in some children and 
adolescents with Hashimoto thyroiditis

欧州小児内分泌学会 Wien 令和元年 9月 19～ 21日

小児科 本間貴士，伊藤貴伸，星　雄介，角田文彦，
武山淳二，虻川大樹

小児非アルコール性脂肪性肝疾患における
肝線維化と臨床的重症度の関連

第 55回日本肝臓学会総会 東京 令和元年 5月 30～ 6月 3日

小児科 本間貴士，伊藤貴伸，星　雄介，角田文彦，
武山淳二，虻川大樹

幽門側胃切除後に非アルコール性脂肪性肝
疾患が急速に進行した 1小児例

第 36回日本小児肝臓研究会 京都市 令和元年 7月 13～ 14日

小児科 北村太郎 当院の救急外来を受診した憤怒痙攣（BHS）
の検討

第 61回日本小児神経学会学術集
会

名古屋市 令和元年 5月 31～ 6月 2日
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小児科 高橋俊成，新妻　創，西尾利之，鈴木力生，
守谷充司，新田　恩，北村太郎，高柳　勝，
大浦敏博

当院に入院した初発上部尿路感染症 100 例
の検討

第 227回 日本小児科学会宮城地
方会

仙台市 令和元年 6月 16日

小児科 守谷充司，中川智博，高橋俊成，新妻　創，
新田　恩，北村太郎，村田祐二

入院経過中に眼底出血が増悪した Abusive 
Head Traumaの一例

第 11回日本子ども虐待医学会学
術集会

函館市 令和元年 7月 27～ 28日

小児科 守谷充司，福與なおみ，北村太郎，萩野谷
和裕，高橋利幸，藤原一男，呉　繁夫

抗MOG抗体陽性小児患者における再発予
防策

第 25回日本小児神経学会東北地
方会

仙台市 令和元年 10月 19日

小児科 守谷充司，北村太郎，大浦敏博 痙攣重積型脳症における予測スコアの検討 第 61回日本小児神経学会学術集
会

名古屋市 令和元年 5月 31～ 6月 2日

小児科 藤原幾磨 日常診療で遭遇する小児骨系統疾患の診断
と治療

第 54回新潟小児内分泌談話会 新潟市 令和元年 6月 7日

小児科 藤原幾磨 日常診療で遭遇する小児骨系統疾患の診断
と治療

第 26回福島県小児内分泌研究会 福島市 令和元年 7月 13日

小児科 藤原幾磨，窪田拓生，道上敏美，渡邉　淳，
難波範行，鬼頭浩史，室月　淳，杉山裕一
朗，仲野和彦，横沢恭一，藤井庄人，長谷
川航，澤井英明，大薗恵一

低ホスファターゼ症に対する酵素補充療法
の全例調査（特定使用成績調査）─中間
解析データ─

第 53回日本小児内分泌学会学術
集会

京都市 令和元年 9月 26～ 28日

小児科 藤原幾磨 企画セッション 2　骨形成不全症ガイドラ
イ ン 策 定 に 向 け て「Osteogenesis 
Imperfecta今後の展望」

第 53回日本小児内分泌学会学術
集会

京都市 令和元年 9月 26～ 28日

皮膚科 秋野萌子，草刈良之，芦野有悟，八重柏政
宏

ウステキヌマブ投与中にレジオネラ肺炎を
発症した尋常性乾癬の 1例

日本皮膚科学会宮城地方会学術
大会第 388回例会

仙台市 令和元年 12月 7日

泌尿器科 Kimura S., Ohara E., Aoki H., Ishidoya S. Postoperative PSA levels after Holmium 
L aser  Enuc leat ion  o f  the  Prosta te :  
Enucleation ratio matters rather than 
preoperative prostate volume

EAU 2019 第 34回欧州泌尿器学
会議 

Barcelona 平成 31年 3月 15～ 19日

泌尿器科 Ohara E., Kawamorita N., Saito H., Akihiro I., 
Arai Y. 

Magnetic resonance imaging-related minimal 
residual membranous urethral length and 
membranous urethral length can predict 
continent status for patients undergoing 
robotic-assisted or open radical prostatectomy

2019 annual AUA Meeting Chicago 令和元年 5月 3～ 7日

泌尿器科 荒川洋介，大原英一郎，青木大志，古田恭
平，秋保直樹，石戸谷滋人

Pembrolizumab投与により ACTH単独欠損
症を来たした膀胱癌肺転移の一例

第 259回日本泌尿器科学会東北
地方会

山形市 平成 31年 4月 27日

泌尿器科 荒川洋介，大原英一郎，青木大志，石戸谷
滋人

ニボルマブ投与により急性尿細管間質性腎
炎を発症した腎細胞癌の 1例

第 84回日本泌尿器科学会東部総
会　

東京 令和元年 10月 3～ 6日

泌尿器科 荒川洋介，大原英一郎，青木大志，石戸谷
滋人

ニボルマブ・イピリムマブ併用療法による
肝障害を発症した腎細胞癌の 1例

第 260回日本泌尿器科学会東北
地方会

仙台市 令和元年 11月 9日

耳鼻いんこ
う科

高橋彩香，嵯峨井俊，山内康成，小倉正樹，
長谷川航世

類皮嚢胞と甲状舌管嚢胞を合併した右顎下
部嚢胞の一例

宮城県地方部会第 178回例会学
術講演会

仙台市 令和元年 12月 7日

放射線科 柳垣　聡 急性大動脈解離の心電図同期 CTA 拡張期
のみの撮影は妥当か ?　心電図同期 CTA有
意病変検出の再検討

第 89回心臓血管放射線研究会 東京 令和元年 7月 6日
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歯科口腔外
科

樋口景介，永井宏和，高橋　哲 両側性下顎頭骨折に対し片側に観血的整復
固定術を行った 1例

第 65回日本口腔外科学会総会・
学術大会

札幌市 令和元年 10月 26日

歯科口腔外
科

千葉雅俊，廣谷拓章，山口佳宏，野上晋之
介，樋口景介，利根武士，吉田重之，山内
健介，高橋　哲

First bite syndromeの痛み強度，食事の障
害度，破局的思考について : 顎関節症と三
叉神経痛との比較

第 32回日本顎関節学会総会・学
術大会

東京 令和元年 7月 27日

歯科口腔外
科

千葉雅俊，廣谷拓章，吉田重之，山口佳宏，
樋口景介，高橋　哲

特発性 first bite syndrome の痛みの特徴に
ついて～三叉神経痛との比較～

第 24回日本口腔顔面痛学会学術
大会

川崎市 令和元年 9月 28日

麻酔科 安達厚子，安藤幸吉，筆田廣登，袖山直也，
櫻田幽美子，山内正憲

甲状腺術後後出血症例における術中昇圧試
験の実際と問題点の検討

第 66回日本麻酔科学会学術集会 神戸市 令和元年 5月 31日

麻酔科 櫻田幽美子，安藤幸吉，田村　萌，佐藤麻
理子，安達厚子

絞頸による両側反回神経麻痺が抜管後に顕
在化し気管切開を必要とした 1例

第 46回日本集中治療学会学術集
会

京都市 平成 31年 3月 1～ 3日

麻酔科 安達厚子，安藤幸吉，櫻田幽美子，黒瀧健
二，佐藤麻理子，小林朋恵，入間田大介，
山内正憲

緊急大量出血手術症例に院内在庫新鮮凍結
血漿のみで凝固障害は防げるか　濃縮フィ
ブリノゲン常備の必要性

第 46回日本集中治療学会学術集
会

京都市 平成 31年 3月 1～ 3日

麻酔科 入間田大介，安藤幸吉，櫻田幽美子，東海
林秀幸，安達厚子，佐藤麻理子，黒瀧健二，
小林朋恵，田村　萌

心臓外科手術後に Fentanyl-induced rigidity
による換気不全を来した 6症例

第 46回日本集中治療学会学術集
会

京都市 平成 31年 3月 1～ 3日

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

プレセプシンを指標にした敗血症治療の可
能性の検討

第 46回日本集中治療学会学術集
会

京都市 平成 31年 3月 1～ 3日

麻酔科 小林朋恵，黒瀧健二，佐藤麻里子，安達厚
子，櫻田幽美子，袖山直也，安藤幸吉，山
内正憲

腹腔鏡手術における腹直筋鞘ブロックと局
所浸潤麻酔の術後鎮痛効果の前向き比較検
討

第 39回日本臨床麻酔学会 軽井沢町 令和元年 11月 7～ 9日

麻酔科 菊池由希子，安藤幸吉，安達厚子，櫻田幽
美子，佐藤麻理子，山内正憲

長期間の筋弛緩薬持続投与を TOFカフに
よるモニタリングにて呼吸器合併症なく施
行し得た甲状腺癌術後頸部血管破綻の 1症
例

第 30回臨床モニター学会 木更津市 平成 31年 4月 12～ 13日

麻酔科 村田祐二，荒井未央，白土陽一，近田祐介，
庄子　賢，安藤幸吉

救急医療における身体科-精神科との連携　
医療圏の特性に応じた最適解を探る～宮城
県の事例を通じて～　当院救急科入院患者
への精神科医療の関与とその内容

第 27回日本精神科救急学会学術
総会

仙台市 令和元年 10月 18～ 19日

麻酔科 安達厚子，安藤幸吉，筆田廣登，袖山直也，
佐藤麻理子，山内正憲

内視鏡下甲状腺摘出術時の二酸化炭素送気
と気管内チューブカフ圧変動の関連

東京支部第 59回合同学術集会 東京 令和元年 9月 7日

麻酔科 大山　萌，安藤幸吉，袖山直也 クループ症候群の挿管困難症例 第 2回東北小児麻酔・集中治療・
鎮痛懇話会

仙台市 平成 31年 2月 23日

麻酔科 佐々木亜美，安藤幸吉 退室後に呼吸困難を呈した小児の一例 第 3回東北小児麻酔・集中治療・
鎮痛懇話会

仙台市 平成 31年 2月 24日

救急科 村田祐二 救急外来で経験する子ども虐待と DV 第 17回宮城小児整形外科研究会 仙台市 平成 31年 4月 13日
救急科 庄子　賢，村田祐二，荒井未央，白土陽一，

近田祐介，安藤幸吉，亀山元信
多数傷病者発生事案に対する現場出動と院
内受け入れ態勢の考察

第 33回東北救急医学会総会・学
術集会

仙台市 令和元年 7月 6日
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救急科 村田祐二，庄子　賢，近田祐介，白土陽一，
荒井未央，安藤幸吉，亀山元信

ドクターカー活動の概要と多数傷病者発生
事案に対する対応について

宮城県救急医療研究会第 21回学
術集会

石巻市 令和元年 9月 28日

救急科 斉木実結，白根しおん，安藤幸吉，庄子　賢，
近田祐介，白土陽一，荒井未央，村田祐二，
亀山元信

高度肥満により 2型呼吸不全をきたした 1
例

宮城県救急医療研究会第 21回学
術集会

石巻市 令和元年 9月 28日

救急科 近田祐介 感染症が引き金となった高齢者の自動車事
故 3例の検討

第 47回日本救急医学会・学術集
会

東京 令和元年 10月 2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

当院救急入院患者への精神科医療の関与と
その内容

第 27回精神科救急学会学術集会 仙台市 令和元年 10月 18日

薬剤科 菅野高弘，小原　拓，藤本英明，堀内　諭，
引地宗孝，成ヶ澤稔彦，氷室真仁

造血器腫瘍患者におけるフェブキソスタッ
ト用量別の腫瘍崩壊症候群予防効果

日本臨床腫瘍薬学会 札幌市 平成 31年 3月 23日

薬剤科 栃窪英行，松永夏実，柳原祥子，斎藤智恵，
引地宗孝，成ヶ澤稔彦

当院における一般名処方の現状と普及促進
に向けた取り組みについて

宮城県病院薬剤師会学術研究発
表会

仙台市 平成 31年 3月 2日

薬剤科 柴田　楓，長谷川恵理，髙橋　昂，内金﨑
叡智，大友郁子，成ヶ澤稔彦

当院における予定入院患者の持参薬の取扱
い─入院契機傷病治療薬の切り分けについ
て─

宮城県病院薬剤師会学術研究発
表会

仙台市 平成 31年 3月 2日

放射線技術
科

坂元健太郎，笠松　武，大塚貴之，佐々木
康太，菊地美幸，渥美博人

心臓カテーテル装置の被ばく線量管理評価 第 45回日本心血管インターベン
ション治療学会東北地方会

仙台市 平成 31年 2月 2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

冠動脈形成術における患者被ばく線量の評
価

日本放射線技術学会第 75回総会
学術大会

横浜市 平成 31年 4月 14日

放射線技術
科

澤谷勇太 当院における小児 CT検査について 第 11回東北 CT技術研究会 福島市 令和元年 9月 21日

臨床検査科 伊藤綾乃，小野寺佳子，岩間　香，桃澤慶
子，佐藤貴光，若月　悠，大森智子

急性胆嚢炎保存的治療後に胆嚢穿孔をきた
した一例

第 68回日本医学検査学会 下関市 令和元年 5月 18～ 19日

リ ハ ビ リ
テーション
科

畠中　聡 FAI術後に仙腸関節痛が改善した一例 第 46回日本股関節学会学術集会 宮崎市 令和元年 10月 25～ 26日

栄養科 佐々木麻友，長﨑　太 肝動脈塞栓術クリティカルパスにおける
NST介入効果

第 33回日本静脈経腸栄養学会学
術集会

東京 平成 31年 2月 14日

栄養科 佐々木麻友，長﨑　太 在宅緩和医療に移行した肝癌患者への
NST栄養介入について

第 61回日本消化器病学会大会 神戸市 令和元年 11月 23日

看護部 相原史恵 会陰切開が産後の疼痛および出産満足度に
与える影響～結果から助産師としての支援
を考える～

第 39回宮城母性衛生学会学術集
会

仙台市 平成 31年 1月 27日

看護部 田中知子 A病棟 ICUにおけるせん妄有病率と患者
の特性及び CAM-ICU，ICDSCと DSMの
一致率の比較

第 46回日本集中治療学会学術集
会

京都市 平成 31年 3月 2日

看護部 中里えり 救急搬送された患者の家族と看護師が考え
るニーズの認識についての比較検討

東北救急医学学会学術集会 仙台市 令和元年 7月 6日

看護部 宮平麻衣子 A病院 ICUで勤務する看護師が抱えるス
トレスとストレスコーピングの実態調査

日本看護学会　急性期看護 盛岡市 令和元年 7月 18～ 19日
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看護部 髙橋美佳 A病院看護師の交替勤務による健康，安全，
生活のリスクにおける勤務環境の実態調査

日本医療マネジメント学会宮城
県支部第 12回学術集会

大河原町 令和元年 7月 13日

看護部 新沼華佳 急性期病棟における看護師と看護補助者の
効果的な協働のために

日本医療マネジメント学会宮城
県支部第 12回学術集会

大河原町 令和元年 7月 13日

看護部 小澤里香 小児看護学実習に来ている教員が学生の学
びを深められると考える看護場面の調査

日本医療マネジメント学会宮城
県支部第 12回学術集会

大河原町 令和元年 7月 13日

看護部 三浦　眸 ICU関連筋力低下が認められた患者の呼吸
器離脱に向けた看護介入

第 50回日本看護学会　急性期学
術集会

盛岡市 令和元年 7月 18～ 19日

看護部 佐藤いぶき 摂食，嚥下障害患者への嚥下機能向上に向
けての取り組み

日本脳神経看護研究学会東北地
方部会　第 6回研究発表会

仙台市 令和元年 9月 7日

看護部 野田珠恵 ターミナル期の脊髄腫瘍患者への看護の振
り返り

日本脳神経看護研究学会 大阪市 令和元年 10月 12～ 13日

看護部 菊田洋子 婦人科良性疾患の手術を受けた患者への退
院説明時の感情の把握

第 58回全国自治体病院学会 in
徳島

徳島市 令和元年 10月 23～ 25日

看護部 松本淳子 インスリン自己注射指導における病棟看護
師の自己評価

日本看護学会慢性期看護 鹿児島市 令和元年 11月 14～ 15日

看護部 高宮あすか 整形外科病棟における術後の患者指導の実
態調査

宮城看護学会第 13回学術集会 仙台市 令和元年 11月 16日

看護部 梨澤沙樹 HCU病棟に緊急入院した患者家族の不安
軽減の実態調査

宮城看護学会第 13回学術集会 仙台市 令和元年 11月 16日

看護部 三島楓香 循環器内科病棟に勤務する看護師に対する
急変時対応シミュレーションの効果

宮城看護学会第 13回学術集会 仙台市 令和元年 11月 16日

看護部 阿部莉奈 NICUの音環境に対するスタッフの意識の
変化

第 29回日本新生児看護学会学術
集会

鹿児島市 令和元年 11月 28～ 29日

看護部 加藤里砂 初産婦の主な支援者の母乳育児に対する認
識調査から得られた一考察

第 40回宮城母性衛生学会学術集
会

仙台市 令和元年 12月 22日

看護部 梅原あゆみ，木幡真紀子，芳賀深雪 補足の現状から支援の課題を探る 第 40回宮城母性衛生学会学術集
会

仙台市 令和元年 12月 22日

医療福祉相
談室

澤井　彰，畠山　稔，近田祐介 三次救急医療における救急認定ソーシャル
ワーカーの役割（第二報）～ 24時間オン
コール体制の意義～

第 67回日本医療社会福祉協会全
国大会

川崎市 令和元年 6月 7～ 9日

医療福祉相
談室

澤井　彰，畠山　稔，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 33回東北救急医学会総会・学
術集会

仙台市 令和元年 7月 6日

医療福祉相
談室

澤井　彰，古田恭平，佐藤浩司，太田一成，
古川暁子，山本多恵，秋保直樹

透析導入・非導入と透析中止に関する一考
察～多職種による意思決定支援プロセス～

第 48回宮城県腎不全研究会 仙台市 令和元年 12月 1日

経営医事課 倉本洋介，渡邊郁人，伊藤好花，吉田美幸 予防的抗菌薬の適正使用について ―クリ
ニカルパス見直しの観点から―

第 45回日本診療情報管理学会学
術大会

大阪市 令和元年 9月 20日


