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第55回肝胆膵治療研究
会

2018年8月18日 愛知
原発性硬化性胆管炎（PCS）との鑑別が
問題となったIgG4関連硬化性胆管炎
（IgG4-SC）準確診例

中島滋人、福井淑祟、樋口国博、
中川直樹、高司智史

第55回肝胆膵治療研究
会

2018年8月18日 愛知

膵頭部腫大で発症し、約半年の自然経過
で慢性膵炎様変化とIgG4関連硬化性胆管
炎（IgG4-SC）を合併した自己免疫性膵
炎（AIP）の1例

福井淑祟、樋口国博、中川直樹、
高司智史、中島滋人

三重県病院薬剤師会
三泗地区学術研究会

2018年5月16日 三重
講師：腎不全期の薬物治療　～どう選
び、どう使う？～

三宅　真人

北勢CKD-MBD治療講
演会

2018年5月24日 三重 当院におけるパーサビブの使用経験 名和　俊平

CKD診療向上医院会 2018年7月25日 三重
講師：症例から学び 　CKD患者の紹介
名人になろう

三宅　真人

四日市歯科医師会研修
会

2018年9月8日 三重
講師：腎臓と歯科治療の関わり ～医科歯
科連携強化に向けて

三宅　真人

第48回日本腎臓学会西
部学術大会

2018年9月28日 徳島

ネフローゼ症候群を呈した
Collagenofibrotic glomerulopathyの
一例

三宅　真人

腎病理REN楽会 2018年12月15日 三重
eGFR 9ml/min/1.73㎡と低下していた
が腎萎縮を認めず腎生検を施行した一例 名和　俊平

四日市CKD研究会 2019年3月5日 三重 講師：(原発性)腎炎の臨床的分類 名和　俊平
Diabetes＆Incretin
Seminar　in　三重北
勢

2018年9月18日 三重
とこわか北勢を目指した糖尿病ネット
ワーク　　～週1製剤を使いこなす

三好美穂

第92回日本糖尿病学会
中部地方会

2018年9月22日 愛知
急性膵炎が先行した劇症１型糖尿病の１
例

三好美穂、熊谷尚子、奥山圭介、
中島滋人、住田安弘

第42回糖尿病療養指導
士育成のための講習会

2019年2月16日 三重 インスリン、GLP-1 療法
三好美穂

The 6th annual
meeting of Asian
Organization for
Crohn’s & Colitis

2018年6月23日
Shanghai,

China
Nutritional therapy in Asian IBD:
Current status

Yamamoto T

Annual Meeting of
Society of Colon
and Rectal
Surgeons, Taiwan

2018年9月8日
Tainan,
Taiwan

Optimal perioperative management
of inflammatory bowel disease in the
era of biologics

Yamamoto T

IBD Meet The
Experts

2018年9月12日 Osaka
Presentation 2: Evidence-based
clinical practice in our center

Yamamoto T

14th Congress of
ECCO -
Inflammatory Bowel
Diseases 2019

2019年3月8日
Copenhag

en,
Denmark

Systematic review with meta-
analysis of individual data: impact of
cut-off values on the performance
of fecal calprotectin to detect
endoscopic recurrence after
intestinal resection in patients with
Crohn’s disease

Kirchgesner J, Boschetti G,
Buisson A, Yamamoto T,
Domenech E, Nancey S,
Peyrin-Biroulet L, Uzzan M

14th Congress of
ECCO -
Inflammatory Bowel
Diseases 2019

2019年3月8日
Copenhag

en,
Denmark

The value of faecal calprotectin for
assessing endoscopic activity and
predicting future clinical course in
patients with active ulcerative colitis
treated with
granulomonocytapheresis: A
prospective study

Shimoyama T, Yamamoto T,
Umegae S, Matsumoto K

14th Congress of
ECCO -
Inflammatory Bowel
Diseases 2019

2019年3月8日
Copenhag

en,
Denmark

The relationship between computed
tomography enterography findings
and levels of faecal biomarkers in
patients with small bowel Crohn’s
disease: A prospective study

Shimoyama T, Yamamoto T,
Umegae S, Matsumoto K

14th Congress of
ECCO -
Inflammatory Bowel
Diseases 2019

2019年3月8日
Copenhag

en,
Denmark

Factors affecting the efficacy of
granulomonocytapheresis in
moderately-to-severely active
ulcerative colitis: A multicentre
retrospective study

Yamamoto T, Iida T, Ikeya K,
Kato M, Matsuura A, Tamura
S, Takano R, Tani S, Osawa S,
Sugimoto K, Shimoyama T,
Hanai H
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14th Congress of
ECCO -
Inflammatory Bowel
Diseases 2019

2019年3月8日
Copenhag

en,
Denmark

Endoscopic evaluation and factors
affecting the endoscopic efficacy
during granulomonocytapheresis in
moderately-to-severely active
ulcerative colitis: A multicentre
retrospective study

Yamamoto T, Iida T, Ikeya K,
Kato M, Matsuura A, Tamura
S, Takano R, Tani S, Osawa S,
Sugimoto K, Shimoyama T,
Hanai H

2019青島齐鲁IBD学

術サロン
2019年3月16日 青島，中国

Lecture: Elemental diet therapy for
Crohn’s disease

Yamamoto T

第104回日本消化器病
学会総会

2018年4月20日 東京
ランチョンセミナー：クローン病治療に
おけるTreat to Targetの意義

山本隆行

第104回日本消化器病
学会総会

2018年4月21日 東京
手術所見によるCT enterographyのク
ローン病小腸狭窄および瘻孔病変診断能
の検証

下山貴寛, 山本隆行, 井上靖浩, 梅
枝 覚

第5回Biologics
Workshop on IBD

2018年4月21日 東京
クローン病の術後再発予防－A proposal
for a new paradigm－

山本隆行

第72回手術手技研究会 2018年5月12日 山口
会長特別セッション：炎症性腸疾患 特別
発言

山本隆行

北勢地区IBD研究会
(NINJA)

2018年5月17日 三重
潰瘍性大腸炎術後20年目に肛門痛を契機
として手術し得た肛門管癌の治療経験 下山貴寛, 山本隆行, 梅枝 覚

第290回三重外科集談
会

2018年6月17日 三重
当院にて緊急手術が行われた潰瘍性大腸
炎15例の検討

下山貴寛, 山本隆行, 井上靖浩, 梅
枝 覚

北勢地区IBD研究会
2018

2018年7月5日 三重
リアルダにて粘膜治癒が得られた重症潰
瘍性大腸炎の治療経験

下山貴寛, 山本隆行, 井上靖浩, 梅
枝 覚

第12回内痔核治療法研
究会総会

2018年7月15日 東京 LT独併用療法の保険収載の意味
梅枝 覚, 中山茂樹, 木村充志, 井上
靖浩, 山本隆行, 下山貴寛, 肥満智
紀, 鈴木桜子, 北川達士

第16回三重IBD研究会 2018年8月2日 三重
潰瘍性大腸炎に対する顆粒球除去療法の
有効例・無効例の検証

下山貴寛, 山本隆行, 梅枝 覚

第11回西日本直腸肛門
疾患懇談会

2018年8月4日 福岡 経会陰的直腸脱根治術について
梅枝 覚, 中山茂樹, 木村充志, 井上
靖浩, 山本隆行, 下山貴寛, 肥満智
紀, 鈴木桜子, 北川達士

北勢地区学術講演会 2018年9月12日 三重 慢性便秘症に対する手術症例の検討 梅枝 覚

第282回松阪地区薬剤
師学術勉強会

2018年9月27日 三重 排便障害・便秘の対応 梅枝 覚

第1回東海IBDワーク
ショップ

2018年10月4日 愛知
特別講演：当院における回腸嚢炎に対す
る臨床研究の成果－最近のGMA多施設共
同研究の結果を含めて－

山本隆行

第26回日本消化器関連
学会週間 (JDDW
2018)

2018年11月1日 兵庫

小腸クローン病患者における
CTEnterographyによる描出病変と便中
炎症マーカー測定値との相関：前向き臨
床試験

下山貴寛, 山本隆行, 井上靖浩, 梅
枝 覚

第26回日本消化器関連
学会週間

2018年11月1日 兵庫
サテライトシンポジウム：クローン病の
外科的治療戦略～周術期管理と術後再発
予防の最適化

山本隆行

第26回日本消化器関連
学会週間 (JDDW
2018)

2018年11月2日 兵庫
完全直腸脱に対する会陰アプローチ手術
の成績

井上靖浩, 下山貴寛, 肥満智紀, 中
山茂樹, 木村充志, 山本隆行, 北川
達士, 梅枝 覚, 松本好市

第26回日本消化器関連
学会週間 (JDDW
2018)

2018年11月3日 兵庫

パネルディスカッション：中等症および
重症潰瘍性大腸炎に対する顆粒球単球吸
着除去療法の有効性に関与する臨床因子
の検討：多施設共同後ろ向き試験

山本隆行, 杉本 健, 花井洋行

第73回日本大腸肛門病
学会学術集会

2018年11月9日 東京

ワークショップ：Deep Remission達成
潰瘍性大腸炎患者における時間依存型メ
サラジンの寛解維持効果と再燃予測因子
の検討

山本隆行, 下山貴寛, 梅枝 覚

第73回日本大腸肛門病
学会学術集会

2018年11月9日 東京

パネルディスカッション：難治性潰瘍性
大腸炎に対する薬剤療法の長期成績: 粘膜
治癒達成が寛解維持と手術回避に与える
影響

山本隆行, 下山貴寛, 梅枝 覚

第73回日本大腸肛門病
学会学術集会

2018年11月10日 東京
腹腔鏡下手術にて治療し得た子宮広間膜
裂孔ヘルニアの１例

下山貴寛, 山本隆行, 井上靖浩, 梅
枝 覚

第64回東海肛門疾患懇
談会

2018年11月24日 愛知
会陰裂傷の便失禁患者に対する根治手術
（括約筋形成術）と肛門リハビリテー
ション治療の有用性について

梅枝 覚, 中山茂樹, 木村充志, 井上
靖浩, 山本隆行, 下山貴寛, 肥満智
紀, 鈴木桜子, 北川達士

潰瘍性大腸炎Web
seminar

2018年11月28日 三重
潰瘍性大腸炎に対する’Treat-to-
Target’ Strategy

山本隆行
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第9回日本炎症性腸疾
患学会学術集会

2018年11月22日 京都

便中カルプロテクチンは、顆粒球単球除
去療法中の潰瘍性大腸炎患者の内視鏡的
活動性と有意に相関し、治療後の臨床経
過予測に有用である

下山貴寛, 山本隆行, 梅枝 覚

第80回日本臨床外科学
会総会

2018年11月24日 東京

パネルディスカッション：痔瘻再発や膿
瘍形成のリスクを下げる－痔瘻根治術に
先行するシートンドレナージによる効果

木村充志, 梅枝 覚, 北川達士, 山本
隆行, 中山茂樹, 濱口哲也, 肥満智
紀, 鈴木桜子, 下山貴寛, 鳥井孝宏

IBD University 2018年12月5日 三重
術前Bio製剤治療がIBDの術後合併症に与
える影響

山本隆行

第291回三重外科集談
会

2018年12月15日 三重
腹腔鏡下に整復し得た子宮広間膜裂孔ヘ
ルニアの１例

下山貴寛, 山本隆行, 井上靖浩, 肥
満智紀, 梅枝 覚

平成30年度三医会・三
重医学研究振興会研究
助成表彰式

2018年12月16日 三重
炎症性腸疾患に対する新しい診療体系の
構築と臨床研究のエビデンスに基づく治
療戦略の確立

山本隆行

講演会：HUMIRA
HOUR －IBDの最適な
治療を求めて

2019年1月12日 京都
症例から学ぶ treat-to-target (T2T):
UC Section. Panelist

山本隆行

第４８回三泗整形医会 2018年1月18日 三重
人工膝関節全置換術　Accelometer-
based portable navigationの有用性と
術後疼痛に対する工夫

中川太郎、瀧川慎也、小川明人

第４回四日市痛みを考
えるセミナー

2018年2月10日 三重
後肢非荷重による骨粗鬆症性疼痛モデル
の作成とビスフォスフォネートによる治
療効果の検討

中川太郎、瀧川慎也、小川明人

第４８回日本人工関節
学会

2018年2月23日 東京
Knee　Align２を用いた人工膝関節全置
換術における冠状面アライメントの評価

中川太郎、瀧川慎也、小川明人、
湏藤啓広

第１３１回中部整形災
害外科学会

2018年10月5日 岡山 大腿骨近位髄内釘折損の１例
瀧川慎也、中川太郎、小川明人、
湏藤啓広

第１３１回中部整形災
害外科学会

2018年10月5日 岡山 小児有頭骨単独骨折の１例
中川太郎、瀧川慎也、小川明人、
湏藤啓広

糖尿病トピックス教室 2018年7月25日 三重
骨粗鬆症講座　フレイル、糖尿病との関
係

瀧川慎也

北勢リウマチ友の会 2018年9月5日 三重
関節リウマチの治療における整形外科医
の役割　診断・薬物療法・手術治療・リ
ハビリテーションについて

中川太郎

富洲原地区勉強会 2018年10月24日 三重
地域包括ケアシステムとは何を目指すも
のか？

石井雅昭

あしたば勉強会 2018年10月25日 三重 アドバンスドケアプランニングについて 石井雅昭

福祉体験教室 2018年11月13日 三重 認知症について 石井雅昭　他

第4回地域医療機能推
進学会

2018年11月17日 東京
地域包括ケア病棟専任医師だからできる
こと

石井雅昭

第2回　日本老年薬学
会学術大会

2018年5月13日 東京
介護老人保健施設におけるベンゾジアゼ
ピン系睡眠薬処方削減の成果分析

野田晋司、(他8名)

第2回 日本老年薬学会
学術大会

2018年5月13日 東京
地域多世代交流サロンにおける地域包括
ケア病棟担当薬剤師の出前講座の評価 相松伸哉、(他7名)

産業保健研修会（前
期）

2018年5月24日 三重
メンタルヘルスに使用される薬剤と事業
所における感染対策

片山歳也

PCフォーラム三重 第
152回例会

2018年6月8日 三重
地域包括ケアにおける病院薬剤師の院内
外の取り組み

相松伸哉

産業保健研修会（前
期）

2018年7月12日 三重 受動喫煙防止対策と禁煙補助薬 片山歳也

第7回 四日市薬薬連携
推進研修会

2018年7月26日 三重
地域包括ケアにおける病院薬剤師の取り
組み　～在宅復帰支援とポリファーマ
シー削減を含めて～

相松伸哉

第6回日本糖尿病療養
指導学術集会

2018年7月28日 京都
ライフステージに応じた療養指導　服薬
指導（スモールグループディスカッショ
ン　ファシリテーター）

小島さおり

第6回日本糖尿病療養
指導学術集会

2018年7月29日 京都
腎症重症化予防（スモールグループディ
スカッション　ファシリテーター） 小島さおり

第13回　三重県消化器
内視鏡技師研究会

2018年9月2日 三重
内視鏡で知っておきたい前処置薬・技師
試験解説

野田晋司

産業保健研修会（後
期）

2018年10月4日 三重
メンタルヘルスに使用される薬剤と事業
所における感染対策

片山歳也

第7回日本くすりと糖
尿病学会学術集会

2018年10月14日 愛知

シンポジウム「改訂コアカリ対策（糖尿
病を実務実習でどのように教えるか）」
糖尿病療養指導を活用した薬学生参加型
の病院実務実習

小島さおり、(他2名)

関節リウマチの多職種
連携を考える会

2018年11月2日 岩手
RA診療の地域連携における薬剤師のトー
タルケア

片山歳也
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メトホルミンエリア
フォーラム in 北勢

2018年11月15日 三重
パネルディスカッション～患者さんとの
会話からキャッチする乳酸アシドーシス
のリスク～（パネリスト）

小島さおり

第4回JCHO地域医療
総合医学会

2018年11月16日 東京
糖尿病と肝臓に着目した体験型糖尿病教
室の効果

平岡めぐみ、畔地裕弓、片山歳
也、小島さおり、江原亜沙子、三
輪陽子、川瀬千絵、篠原友子、山
本師子、中西健太、中川直樹、奥
山慶介、三好美穂、住田安弘

第4回JCHO地域医療
総合医学会

2018年11月16日 東京
インフルエンザ対策における院内面会制
限および職員食堂の管理体制強化の検討

伊藤佐知子、片山歳也、木枝秀
人、法山志穂、三好美穂、三宅真
人、小島さおり、野田晋司、渥美
伸一郎、尾崎加代子

第4回JCHO地域医療
総合医学会継続テーマ
シンポジウム

2018年11月17日 東京

特定行為看護師による感染症診療支援と
多職種協働への期待～薬剤師の立場から
～

片山歳也

第28回日本医療薬学会
年会

2018年11月23日 兵庫
市中病院における薬剤師と臨床検査技師
の連携によるAntimicrobial
Stewardshipの成果分析

小島さおり、(他9名)

第28回日本医療薬学会
年会シンポジウム

2018年11月23日 兵庫
中小病院のASTにおける薬剤師の役割

片山歳也

第28回日本医療薬学会
年会

2018年11月25日 兵庫
当院における生物学的製剤および抗がん
剤の分割使用による経済的効果

山下貴史、(他7名)

平成30年度特定行為研
修説明会

2018年12月11日 愛知
特定行為看護師による感染症診療支援と
多職種協働への期待～薬剤師の立場から
～

片山歳也

東海地区感染制御研究
会抗菌薬セミナーベー
シックコース

2018年12月16日 愛知
皮膚軟部組織感染症（症例検討ファシリ
テーター）

片山歳也

三重県病院薬剤師会感
染制御部会研修会

2019年2月1日 三重
三重県病院薬剤師会感染制御部会活動報
告

片山歳也

PCフォーラム三重第
154回例会

2019年2月8日 三重
Bio製剤の最適化治療における薬剤師の
ファーマシューティカルケア～病棟業
務、外来業務、地域連携を含めて～

片山歳也

産業保健研修会（後
期）

2019年2月14日 三重
受動喫煙防止対策と禁煙補助薬

片山歳也

第42回糖尿病療養指導
士育成のための講習会

2019年2月16日 三重 薬物療法（経口薬） 片山歳也

第34回日本環境感染学
会総会・学術集会

2019年2月22日 兵庫
季節性インフルエンザ対策における院内
面会制限および職員食堂の運用基準の検
討

伊藤佐知子、片山歳也、小島さお
り、野田晋司、法山志穂、町田祐
子

三重県慢性腎臓病対策
県民公開講座

2019年2月24日 三重 薬と上手く付き合い腎臓を守ろう 片山歳也

第32回糖尿病地域連携
研究会

2019年2月28日 三重

「Case：みんなで考えよう！糖尿病腎症
患者の長期管理の在り方」～糖尿病合併
症と併存疾患の治療管理を踏まえて～
（Case Lecture講師）

小島さおり、(他2名)

平成30年度特定行為研
修説明会

2019年3月1日 東京
特定行為看護師による感染症診療支援と
多職種協働への期待～薬剤師の立場から
～

片山歳也

三重県薬剤師学術
フォーラム2019

2019年3月10日 三重
平成30年度 薬薬シンポジウム　「地域
包括ケア病棟における高齢者の薬物療法
適正化を目指した取り組み」

相松伸哉

日本臨床腫瘍薬学会
2019

2019年3月23日 北海道
三重県内の施設における抗がん薬による
曝露対策の変化－2009年調査との比較
－

三宅知宏、日置三紀、谷口賢二、
佐久間隆幸、近藤加奈子、岡本明
大、青孝明、脇由香里、高尾雄
介、谷村学、奥田真弘

第99回北勢消化器画像
研究会

2018年4月14日 三重 胃の解剖と生理 石井千尋

第47回日本IVR学会総
会

2018年5月31日 東京
Vascular Access Deviceを用いた
造影CTの基礎的検討

田中 孝・他2名

第８回長野ｷｬﾉﾝCTﾕｰ
ｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

2018年6月9日 長野
CTの変遷　～0.5mmから0.25mmに
変わることにより何がかわるのか？～ 磯部好孝

日本消化器がん検診学
会東海北陸
支部　平成30年度消化
管撮影技術
向上セミナー

2018年8月5日 三重 大腸CT　－当院の現状と有用症例－ 吉田亘孝

第102回北勢消化器画
像研究会

2018年10月20日 三重 病理の基礎と胃癌取扱い規約について 平野瑛介

第4回 JCHO地域医療
総合医学会

2018年11月16日 東京
排便造影撮影における適正な
連続撮影の検討

下大迫博仁・他4名

薬
剤
部

放
射
線
部



所属 集会名 発表年月日 開催地 演題名 演者・共同演者
第11回中部放射線医療
技術学術大会

2018年11月17日 富山
Vascular Access Device を用いた
造影CTの基礎的検討

磯部好孝・他2名

第14回消化管先進画像
診断研究会

2019年3月10日 東京
大腸CTの遠隔読影の実際と展望
～画像データの流れから実際の読影まで
～

田中孝

三重胸部CT技術研究会
第4回スキルアップセ
ミナー

2019年3月17日 三重 救急撮影～腹部領域～ 磯部好孝

三重県臨床検査技師会 2018年7月22日 三重 非上皮細胞の基礎 井上佳

中部圏支部医学検査学
会

2018年11月25日 三重
他県のサーベイ事情実態調査

井上佳

三重県臨床検査技師会 2019年1月6日 三重
三重県臨床検査技師会精度管理報告会
一般部門（定性・定量について）

井上佳

中部圏支部一般検査研
修会

2019年1月13日 愛知 ここから分かる尿中異型細胞 井上佳

第61回糖尿病学会年次
学術集会

2018年5月24日 東京
当院検診における尿糖陽性者に対する受
診勧奨の取り組み

山本師子（他12名）

第4回JCHO地域医療
総合医学会

2018年11月17日 東京 臨床検査技師による受診勧奨の取り組み 山本師子（他7名）

三重県臨床検査技師会 2019年2月8日 三重
三重県臨床検査技師会精度管理　サポー
ト事業　一般部門

井上佳

第24回日本摂食嚥下リ
ハビリテーション学会
学術大会

2018年9月9日 宮城
摂食嚥下リハビリ口腔ケアチーム介入に
よる院内肺炎発生率への影響

前田順一朗
他11名

第28回日本呼吸ケア・
リハビリテーション学
会学術集会

2018年11月9日 千葉
誤嚥性肺炎予防におけるリハビリテー
ション介入の有用性

前田順一朗
他2名

認定特定非営利活動法
人愛知排泄ｹｱ研修会
第17回市民公開講座

2018年7月16日 愛知 はぐくむもの、はぐくまれること 演者：石﨑克彦

キューピーセミナー
2018年9月15日

2018年10月20日
三重 患者に喜ばれる病院食の技と工夫 演者：石﨑克彦

女性部講習会 2018年10月11日 三重 病院診療に携わり30年 石﨑克彦

三重県腎臓病の
食事を考える会

2019年2月3日 三重 当院で行う食事指導外来と症例紹介 演者：三輪陽子

北勢地域連携栄養
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

2019年3月9日 三重 糖尿病の栄養管理 演者：三輪陽子

三重県臨床工学技士会
主催　第1回　循環器
関連セミナー

2018年4月22日 三重 講演：心臓ｶﾃｰﾃﾙ治療の基礎 西村直樹

三重県臨床工学技士会
主催　第16回　患者様
のQOLを考える会

2018年12月2日 三重 講演：動脈硬化とｼｬﾝﾄ管理 田中奈緒

ナースのためのストー
マケア　基礎編

2018年7月1日 三重 ストーマケア実習
出口亜沙子

褥瘡予防（院外講習） 2018年9月3日 三重 褥瘡予防 出口亜沙子

第4回ＪＣＨＯ地域医
療総合医学会

2018年11月16日 東京
蓄尿廃止に伴う業務改善効果の アンケー
ト集計報告

出口亜沙子　　山口美佳　　中島
佐知子　　下山貴寛

5
病
棟

JCHO学会 2018年11月17日 東京
地域包括ケア病棟における患者の安全の
ための環境整備への取り組み

伊藤理恵、中原静香、山口裕子

誤嚥窒息リスクマネジ
メントセミナー

2018年4月6日 三重
施設に潜む誤嚥窒息
～対策・早期発見から応急処置～

伊藤香菜子

応急処置セミナー 2018年8月2日 三重 保育園で起こるケガの応急処置 伊藤香菜子

一次救命処置研修 2018年8月17日 三重 訪問看護師のための一次救命処置講習 伊藤香菜子

第4回ＪＣＨＯ地域医
療総合医学会

2018年11月16日 東京 救急初療室における５Ｓ活動
伊藤香菜子、降井洋平、佐藤里
美、岡光子、山中崇

第11回日本医療教授シ
ステム学会

2019年3月21日 北海道
災害に対する意識の向上を目的とした
ロールプレイング式研修の設計・実施と
その評価

伊藤香菜子、降井洋平、篠原有
幸、山中崇

平成30年度　三重県在
宅保健師の会「ひまわ
りの会」第1回研修会

2018年4月15日 三重
糖尿病重症化予防に向けた糖尿病看護
～在宅ネットワークの重要性～

平岡めぐみ

三重糖尿病研究会 2018年6月10日 三重
坂根先生と学ぶ減量のコツ　パート3
Q＆Aコーナー

平岡めぐみ

腹膜透析ナースセミ
ナー三重

2018年7月8日 三重 PDの看護 平岡めぐみ
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所属 集会名 発表年月日 開催地 演題名 演者・共同演者

第30回
四日市地域連携研究会

2018年8月30日 三重

腎症の進行に伴う身体に気づき生活調整
できるための支援
～分かりやすく説明する方法をマスター
しよう～

平岡めぐみ

第23回　日本糖尿病教
育・看護学会学術集会
交流集会

2018年9月22日 茨城

糖尿病腎症患者と共に腎症と向き合うこ
とへの新しい支援
～急速進行性糖尿病腎症患者の抽出と腎
症の状態の
見える化～

平岡めぐみ、
西原晴美（千葉循環器病セン
ター）
村内千代（関西医科大学総合医療
センター）
吉田多紀（元JCHO　大阪病院）
曽根晶子（船橋市立医療セン
ター）
稲垣美智子（金沢大学大学院医学
系研究科）
数間恵子（元東京大学大学院医学
系研究科）
平井愛山（日本慢性疾患重症化予
防学会代表理事）

セントレア認定ネット
ワーク

2018年10月14日 三重
糖尿病腎症3期の看護支援を考えよう
～腎症を進行させないためにどう関わる
～

平岡めぐみ

第4回　JCHO地域医
療総合医学会

2018年11月16日 東京

糖尿病と肝臓に着目した体験型糖尿病教
室の効果
～療養の継続に向けた支援～

平岡めぐみ、畔地裕弓、片山歳
也、小島さおり、江原亜沙子、三
輪陽子、川瀬千絵、篠原友子、山
本師子、中西健太、奥山圭介、三
好美穂、中川直樹、住田安弘

糖尿病重症化予防
人材育成研修会
北勢地区

2018年12月15日 三重 糖尿病腎症の保健指導と留意点 平岡めぐみ

日本糖尿病教育看護学
会
研修推進委員会

2019年1月11日 千葉

第7回
JADEN糖尿病透析予防支援質向上の為
の研修会
～アクションプラン～

平岡めぐみ

三重県看護協会 2019年2月13日 三重 糖尿病腎症重症化予防支援研修 平岡めぐみ

第22回
三重県糖尿病研究会

2019年3月29日 三重

インスリンボールに対する新たな看護支
援の取り組み
～エコーとCGMを用いた「見える化」の
効果～

平岡めぐみ

東海透析看護認定看護
師勉強会

2018年8月4日 愛知県 血液透析患者の血糖管理 駒田さゆり

四日市歯科医師会勉強
会

2018年9月8日 三重県 透析患者の歯科治療時の注意点 駒田さゆり、三宅真人

日本腎不全看護学会学
術集会

2018年11月10日 長野県
透析センターにおける結核感染の現状と
対応について

駒田さゆり

JCHO学会 2018年11月16日 東京都 足病変を有する患者への行動変容支援

鈴木喜子、浦嶌緩南、高坂かお
り、駒田さゆり、丸田麻紀、山本
清美、中村吉孝、平岡めぐみ、名
和俊平、三宅真人、水谷安秀

三重県CAPD講座 2018年11月18日 三重県 語り合うことで見えてきた腹膜透析看護
山本清美、丸田麻紀、伊藤茂美、
樋口直美、駒田さゆり、平岡めぐ
み、原田久子

ﾃﾙﾓ腹膜透析基礎講座 2018年12月2日 愛知県 腹膜透析看護の実際 駒田さゆり

食事を考える会 2019年2月3日 三重県 多職種による食事療法支援

浦嶌緩南、齋藤真紀、陣内佳子、
山本清美、伊藤茂美、樋口直美、
駒田さゆり、原田久子、川添文
音、安田芳樹

東海透析看護認定看護
師勉強会

2019年2月24日 三重県 ｼｬﾝﾄ管理
駒田さゆり、原田久子、平岡めぐ
み、名和俊平、三宅真人、水谷安
秀

三重県透析研究会 2019年3月10日 三重県 看護師が行う療法選択支援 駒田さゆり

第4回　JCHO学会 2018年11月 東京
インフルエンザ対策における院内面会制
限および職員食堂の管理体制強化の検討

伊藤佐知子,片山歳也,木枝秀人,
法山志穂, 三好美穂, 三宅真人,
小島さおり, 野田晋司, 渥美伸一郎,
 尾崎加代子

第32回
日本環境感染学会

2019年2月22日 兵庫
季節性インフルエンザ対策における院内
面会制限および職員食堂の運用基準の検
討

伊藤佐知子,片山歳也, 法山志穂, 小
島さおり, 野田晋司,

第4回　JCHO学会 2018年11月17日 東京
地域包括ケア推進における地域連携室の
役割と今後の課題

位田由起子【地域連携室】

第4回　JCHO学会 2018年11月16日 東京
当院のアルコール関連問題における連携
の現状と今後の課題

三輪晃士、植村憲靖、小川修、位
田由起子【地域連携室】

第4回　JCHO学会 2018年11月17日 東京
地域包括ケア病棟専任医師だからできる
こと

石井雅昭【医局】
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所属 集会名 発表年月日 開催地 演題名 演者・共同演者

第4回　JCHO学会 2018年11月16日 東京 在宅介護支援センター奮闘記
竹差富久美【在宅介護支援セン
ター】

第4回　JCHO学会 2018年11月17日 東京
住民主体の地域のサロンと在介の関わり 橋本友香【在宅介護支援セン

ター】

地
域
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室


