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消
化
器
内
科

TRUST SYMPOSIUM in 
北勢地区 2019年7月12日 四日市 穿通性胃潰瘍治療に対する検討

－当院での経験から－
阪口亮平、中川滋人、
中川直樹、高司智史、
樋口邦博、福井淑祟

腎
透
析
科

第72回三重県腎臓病の食事
を考える会 2019年12月6日 四日市 減塩食を調理してみたら!?自施設での

食事教室

水谷安秀、三宅真人、
名和俊平、片山歳也、
小島さゆり、三輪陽子、
長谷川万莉

第235回木曜集談会 2020年2月20日 菰野 実臨床から学んだ糖尿病性腎症への対
応 水谷安秀

糖
尿
病
内
科

第33回糖尿病地域連携研究
会 2019年5月30日 四日市 こんな患者さんがいたらどうする？ 三好美穂

GLP-1 Discussion in TSU 2019年9月17日 津 GLP-1RAのポジショニングを探る 三好美穂
北西地区 Diabetes Table 
Discussion Meeting 2019年10月30日 四日市 高齢者糖尿病におけるDPP-4阻害薬の

位置づけ 三好美穂

脳
神
経

内

科
第281回三重県病院薬剤師
会 三泗地区学術研修会 2019年9月18日 四日市 末梢神経障害の診断・治療update 朝日　理

外

科

European Society of
Cardiology

2019年8月31日
-9月4日 Paris

Coronary microvascular dysfunction in 
inflammatory bowel disease: Restored 
after enterectomy

Kakuta K, Dohi K,
Yamamoto T,
Fujimoto N,
Shimoyama T, 
Umegae, Ito M

United European
Gastroenterology Week
for 2019

2019年10月19日 Barcelona
Efficacy of apheresis as a maintenance 
therapy in a prospective multicentre 
randomised controlled trial of patients 
with ulcerative colitis

Naganuma M,
Yokoyama Y,
Watanabe K, 
Motoya S,  Sawada K, 
Hirai F,  Yamamoto T, 
Omori T,  Hanai H, 
Kanai T,  Hibi T, 
CAPTAIN study group

United European 
Gastroenterology Week 
for 2019

2019年10月19日 Barcelona

Safety and effectiveness of retreatment 
with granulocyte and monocyte adsorptive 
apheresis in patients with inflammatory 
bowel diseases: A multicentre cohort 
study

Shibuya T, Osada T,
Yamamoto T,
Shimoyama T,
Aoyama N, Mizuno C,
Tanaka H, Hongo H,
Masuda T, Hosoi E

American Heart
Association Scientific
Sessions 2019

2019年11月16日
-18日 Philadelphia

Impact of enterectomy on coronary 
microcirculation in patients with 
inflammatory bowel disease

Kakuta K, Dohi K, 
Yamamoto T, 
Fujimoto N, 
Shimoyama T, 
Umegae S, Saito Y, Ito M

15th Congress of ECCO -
Inflammatory Bowel 
Diseases 2020

2020年2月13日 Vienna

The first prospective, mucticentre, 
randomised control led tr ia l  on 
discontinuation of infl iximab in 
ulcerat ive co l i t is  in remiss ion ; 
endoscopic normalisation does not 
guarantee successful withdrawal

Kobayashi T, 
Motoya S, Nakamura S,
Yamamoto T, 
Nagahori M, Tanaka S, 
Hisamatsu T, Hirai F, 
Nakase H, Watanabe K, 
Matsumoto T, 
Tanaka M, Abe T,
Suzuki Y, Watanabe M, 
Hibi T

第105回日本消化器病学会
総会 2019年5月11日 金沢

シンポジウム：難治性潰瘍性大腸炎に
おけるThird Line Rescue治療として
の生物学的製剤およびタクロリムスの
手術回避効果

山本隆行、下山貴寛、
梅枝　覚

ヒュミラ インターネット
ライブセミナー 2019年6月11日 名古屋

Treat to Targetに基づいた術前の抗
TNFα製剤使用のmaximizationと術
後の管理

山本隆行

第21回SB Club 2019年6月13日 大阪
特別講演：IBD診療における
Fecal Biomarkerの有用性
－自施設での研究結果を中心に－

山本隆行

1.2019年度学会発表・講演実績
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外

科

第14回九州消化器GCAP研
究会 2019年6月22日 福岡

特別講演：潰瘍性大腸炎における
GCAP治療の最適使用を目指して
－当院での臨床研究から－

山本隆行

第292回三重外科集談会 2019年6月23日 津
幽門洞胃切除術により残胃内カルチノ
イドが消退したA型胃炎に伴う多発胃カ
ルチノイドの１例

下山貴寛、山本隆行、
中山茂樹、梅枝　覚

IBDセミナー in 
TAKAYAMA 2019年6月28日 高山 特別講演：IBDに対する治療の最適化と手

術のタイミング－最近の話題を含めて－ 山本隆行

NINJA 2019年7月11日 四日市
一般演題：炎症性腸疾患と膠原病内科
の診療連携～実症例から考えるコラボ
レーションの意義～

下山貴寛、小寺　仁

IBD University 2019年8月28日 津 IBDに対する手術術式とその選択 山本隆行

CD Web Seminar Meet 
The Expert 2019年9月3日 四日市

ライブ講演：難治性クローン病に対す
るPrecision Medicine ～ Evidenceに
基づいた治療のMaximization ～

山本隆行

第67回日本心臓病学会学術
集会

2019年9月13日
-15日 名古屋 炎症性腸疾患に対する腸管切除が冠動

脈微小循環に及ぼす影響の検討

角田健太郎、土肥　薫、
山本隆行、藤本直紀、
下山貴寛、梅枝　覚、
斎藤誉宏、伊藤正明

伊勢 IBD Meeting 2019年9月17日 伊勢 新規便中バイオマーカーを用いたIBD
治療の最適化 下山貴寛

HUMIRA IBD WEEK 2019年9月26日 大阪 CD: Clinical case －Best practice for 
treating to target in CD－ 山本隆行

第74回日本大腸肛門病学会
学術集会 2019年10月11日 東京

ランチョンセミナー：クローン病周術
期管理の最適化とT2Tに基づく再発予
防戦略

山本隆行

第74回日本大腸肛門病学会
学術集会 2019年10月11日 東京

一般演題：潰瘍性大腸炎術後20年目に
肛門痛を契機に診断され、切除し得た
痔瘻癌と考えられる１例

下山貴寛、山本隆行、
梅枝　覚

第74回日本大腸肛門病学会
学術集会 2019年10月12日 東京

パネルディスカッション：バイオ製剤
による免疫抑制状態のIBD患者におけ
る術前栄養評価の重要性について

山本隆行、下山貴寛、
梅枝　覚

第27回日本消化器関連学会
週間 （JDDW 2019） 2019年11月21日 神戸

パネルディスカッション：新しいバイ
オマーカーを用いた潰瘍性大腸炎術後
回腸嚢炎の発症予測と早期診断

山本隆行、下山貴寛、
梅枝　覚

第27回日本消化器関連学会
週間 （JDDW 2019） 2019年11月23日 神戸

International Session：The impact of 
early endoscopic lesions on the clinical 
course of patients after ileocolonic 
resection for Crohn’s disease: a 5-year 
prospective cohort study

Yamamoto T, 
Shimoyama T, 
Umegae S.

第27回日本消化器関連学会
週間 （JDDW 2019） 2019年11月23日 神戸

サテライトシンポジウム：便中カル
プロテクチンによるIBD治療の最適化
～当院での臨床研究から～

山本隆行

第293回三重外科集談会 2019年12月14日 津 潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘回腸嚢
肛門吻合術後に痔瘻癌を発症した１例

下山貴寛、山本隆行、
梅枝　覚

令和元年度 三重医学若手
研究者賞（医学研究部門） 2019年12月15日 津

炎症性腸疾患における新しい便中バイ
オマーカーの腸管炎症評価法としての
有用性の研究～クローン病小腸病変の
スクリーニング法としての観点からの
検証

下山貴寛

第21回静岡東部・伊豆IBD
研究会 2020年2月20日 三島 特別講演：IBD治療における便中炎症

マーカーの有用性と問題点 山本隆行

大
腸
肛
門
科

第119回日本外科学会定期
学術集会 2019年4月18日 大阪 適塾セミナー　肛門疾患に対する最近

の手術の動向

梅枝　覚、中山茂樹、
木村充志、山本隆行、
下山貴寛、肥満智紀、
鈴木桜子、濱口哲也

第13回内痔核治療法研究会
総会 2019年7月21日 東京 日本国内における内痔核治療の現状　

アンケート結果報告 梅枝　覚
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大
腸
肛
門
科

第280回三重県病院薬剤師
会　三泗地区学術研修会 2019年8月21日 四日市 最近の慢性便秘症の診断と治療～軽症

から重症例まで～ 梅枝　覚

第67回東海肛門疾患懇談会 2019年11月30日 名古屋 当院における痔核根治術の基本手技と
しての結紮切除術

梅枝　覚、中山茂樹、
木村充志、山本隆行、
西川隆太郎、肥満智紀、
下山貴寛

乳
腺
外
科

第27回乳がん学会 2019年6月21日 東京 2017年度当院乳がん検診でエコーが有
用だった3症例の検討 李　由紀、鈴木桜子

第3回乳がん検診検討会 2019年7月18日 四日市 2018年度乳がん検診のまとめ 李　由紀

第60回人間ドック学会 2019年7月25日 岡山 当院健診センターにおける乳がん検診
の現状

李　由紀、舟橋一真、
松本好市

整
形
外
科

第49回日本人工関節学会 東京
iASSIST Knee Systemを用いた人工
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、須藤啓広

第132回中部整形災害外科
学会 2019年4月5日 津 有鈎骨体部全額面骨折の報告 瀧川慎也、小川明人、

須藤啓広
第132回中部整形災害外科
学会 2019年4月6日 津 人工関節全置換術におけるポータブル

ナビゲーションシステムの有用性
中川太郎、瀧川慎也、
小川明人、須藤啓広

第13回三重運動器懇話会 津 脆弱性骨折後の骨粗鬆症治療における
テリパラチド週1回製剤の使用経験

中川太郎、瀧川慎也、
小川明人、須藤啓広

第51回三泗整形医会 四日市 骨粗鬆症における25OHビタミンD検
査の臨床的意義

瀧川慎也、宮本　憲、
小川明人

糖尿病教室 四日市
糖尿病と運動・身体づくりについて　
運動するとどうなるか？どうやって予
防？誰に相談する？

瀧川慎也

泌
尿
器
科

第66回三重泌尿器科医会 2020年1月26日 津 2019年入院・手術・ESWL統計 小川和彦、加藤貴裕、
古屋　繁

緩
和
ケ
ア
科

地域包括ｹｱ勉強会 2019年4月19日 津 地域包括ケア病棟だからできること 石井雅昭
福祉体験教室 2019年11月12日 四日市 認知症について 石井雅昭、新藤
羽津地区顔の見える関係づ
くり 2019年11月15日 四日市 患者さんの気持ちに寄り添うスキルを

身につけるために 石井雅昭

看看連携 2020年2月17日 当院 患者さんの気持ちに寄り添うスキルを
身につけるために 石井雅昭

薬

剤

部

第87回南勢地区薬剤師学術
勉強会 2019年4月17日

市立伊勢
総合病院

（三重県）
薬剤師に求められる感染制御の実践 片山歳也

PCフォーラム三重第155回
例会 2019年5月9日

三重県教育
文化会館

（三重県）
薬剤師の病棟活動で必要な感染症診療
支援 片山歳也

第3回日本老年薬学会シン
ポジウム 2019年5月10日

名古屋コン
ベンション

ホール
（愛知県）

高齢者感染症において期待される多職
種協働の抗微生物薬適正使用 片山歳也

産業保健研修会（前期） 2019年5月23日
三重産業
保健推進
センター

（三重県）

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

退院時カンファレンスマ
ニュアル研修会 2019年6月26日

四日市市
総合会館

（三重県）

退院時カンファレンスに参加して
～地域包括ケア病棟担当薬剤師の立場
から～

相松伸哉

第4回瀬戸内病院薬学研究
会 2019年8月2日

岡山コンベ
ンション
センター

（岡山県）

抗菌薬適正使用支援チームにおける薬
剤師の役割 片山歳也

北勢地区CDI診療セミナー 2019年8月27日
四日市プラ
トンホテル
（三重県）

市中病院におけるCDI対策への取り組
み 片山歳也



所属 集会名 発表年月日 開催地 演題名 演者・共同演者

薬

剤

部

令和元年度三重県病院薬剤
師会新任薬剤師研修会 2019年9月6日

榊原温泉 
神湯館

（三重県）
「薬剤管理指導業務演習（疾患：糖尿病、
がん、うつ）」 脇由香里

産業保健研修会（前期） 2019年9月25日
三重産業
保健推進
センター

（三重県）
受動喫煙防止対策と禁煙補助薬 片山歳也

第6回北勢リウマチ薬学的
管理フォーラム 2019年10月2日

桑名 NTN
ホール

（三重県）
薬剤師に求められる リウマチ性疾患
における薬学的管理 片山歳也

日本病院薬剤師会感染制御
専門薬剤師講習会大阪 2019年10月4日

エルセラー
ン大阪

（大阪府）
感染徴候がある者に対する対処療法薬
の適正使用 片山歳也

PCフォーラム三重
第159回例会 2019年10月10日 アスト津

（三重県）
慢性心不全患者の急性増悪時における
薬剤師の関与 山下貴史

三重県病院薬剤師会
MR・MS研修会 2019年10月22日

三重県
薬剤師会館
（三重県）

医薬品の安全使用における薬剤師の役
割と医薬品情報
～感染制御の観点から～

片山歳也

日本老年薬学会
ワークショップ神戸 2019年10月26日

神戸学院
大学薬学部
（兵庫県）

高齢者感染症の治療と予防 片山歳也

第5回JCHO地域医療総合
医学会 2019年11月1日

パシフィコ
横浜

（神奈川県）

抗がん剤及び生物学的製剤投与時の
HBVスクリーニング実施に対する薬
剤師の取組み効果

脇由香里、（他 7 名）

日本病院薬剤師会東海ブ
ロック・日本薬学会東海支
部合同学術大会2019

2019年11月9日

名古屋市立
大学大学院
薬学研究

科・薬学部
（愛知県）

中小病院におけるAST活動の評価指
標改善への取り組み 小島さおり、（他 3 名）

JSHPIE研修会（薬剤師対
象） 2019年11月21日

三重大学
医学部臨床
第２講堂

（三重県）
JSHPIEの臨床現場での活用例 片山歳也

産業保健研修会（後期） 2019年11月28日
三重産業
保健推進
センター

（三重県）

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回中部実践感染対策セ
ミナー 2020年1月4日

名古屋国際
会議場

（愛知県）
感染制御における私の１日 片山歳也

第23回日本病態栄養学会年
次学術集会 2020年1月23日

国立京都
国際会館

（京都府）
長期入院患者における筋肉量変動につ
いての検討 秦　光平、（他 8 名）

日本病院薬剤師会感染制御
専門薬剤師講習会東京 2020年1月31日

東京ビッグ
サイト

（東京都）
感染徴候がある者に対する対処療法薬
の適正使用 片山歳也

令和元年度　東海・北陸地
区リウマチの治療とケア教
育研修会

2020年2月1日

ミッドラン
ドスクエア
オフィス
タワー 5F

「ミッドラン
ドホール」

（愛知県）

関節リウマチに求められるチーム医療
薬剤師の立場から 小島さおり

第35回日本環境感染学会シ
ンポジウム 2020年2月13日

パシフィコ
横浜

（神奈川県）
抗菌薬TDMの基礎知識とおさえてお
くべき副作用と対処法 片山歳也

第140回日本薬学会シンポ
ジウム

（中止Web要旨公開）
2020年3月26日

京都国際
会議場

（京都府）
中規模市中病院のAST活動と薬学生
教育に対する薬剤師の役割 片山歳也、（他 1 名）



所属 集会名 発表年月日 開催地 演題名 演者・共同演者

放

射

線

部

日本消化器がん検診精度管
理評価機構
東海北陸支部学術研修会

2019年8月2日 三重 胃Ｘ線検査における形態所見用語と使
い方 伊藤　誠

日本消化器がん検診精度管
理評価機構
第32回学術集会

2019年9月13日 北海道 GoodJob症例に学ぶ胃Ｘ線検査のポイ
ント 伊藤　誠

第108回北勢消化器画像研
究会 2019年10月18日 三重 胃癌の一生 伊藤　誠

第５回JCHO地域医療総合
医学会 2019年10月31日 神奈川

JCHO共通の医療安全に係る重点報告
基準（オカレンス基準）と各病院の取
組み　～重大疾患の見落とし・見過ご
しに焦点を当てて～　画像診断報告書
の見逃しに関する現状と課題

吉田亘孝

第５回JCHO地域医療総合
医学会 2019年10月31日 神奈川 Vascular Access Deviceを用いた造影

CTの基礎的検討 田中　孝・他２名

第12回中部放射線医療技術
学術大会 2019年11月29日 静岡 リポハイパートロフィーの評価 磯部好孝・他２名

第４回三重県診療放射線技
師学術大会 2019年12月12日 三重

放射線部による地域連携への取り組み
～漏洩X線量測定実施施設へのアン
ケート調査～

森部聡志・他７名

第４回三重県診療放射線技
師学術大会 2019年12月12日 三重 放射線部における感染対策～インフル

エンザアウトブレイクを経験して～ 藤川久元・他２名

第４回三重県診療放射線技
師学術大会 2019年12月12日 三重 Vascular Access Deviceを用いた造影

CTの基礎的検討 川口真弘・他３名

検

査

部

臨床医学マネ－ジメント医
学会

2019年5月24日
・25日 和歌山 認定救急検査技師がintiativeを発揮し

て構築されたBCP及びBCMの取組 篠原有幸

日本臨床救急医学会 2019年5月31日
・6月1日 和歌山 災害時に医療機関を機能させるための

BCPに関する実践的研究 篠原有幸

大腸肛門機能障害研究会 2019年9月6日 東京
会陰裂傷患者の便失禁に対する根治手
術及び肛門リハビリ治療の有用性につ
いて

木枝秀人

JCHO学会 2019年11月1日
・2日 横浜 当院における10%中性緩衝ホルマリン

固定液作製の検討 衛藤由香

三重県CAPD講座 2019年11月17日 津 CAPD非導入期における好酸球性腹膜
炎の一例による検査方法の見直し 橋本　悠

日本臨床検査技師会三重学
会 2019年11月24日 伊賀 当院における尿路感染症の検出菌に対

する検討 木枝秀人

日本臨床検査技師会三重学
会 2019年11月24日 伊賀 扁平上皮細胞裸核細胞出現条件につい

て 井上　佳

日本慢性疾患重症化予防学
会

2020年2月15日
・16日 神戸 100点加算はこうやる！現状から見え

てきた課題と今後の展望 山本師子

栄

養

課

東海学園大学 2019年5月26日 愛知 臨地実習に行く前の心構え 石﨑克彦：講師
医療研 2019年6月13日 三重 病院調理師が子ども食堂に携わる 演者：石﨑克彦
CareTEX名古屋2019 2019年8月6日 愛知 嚥下調整食作成で留意すべき点 石﨑克彦：講師
県立相可高校 2019年9月3日 三重 病院給食嚥下調整食の調理方法 石﨑克彦：講師
三重県栄養士会 2019年9月10日 三重 嚥下調整食の取り組み方 石﨑克彦：講師
キューピーセミナー 2019年9月20日 三重 嚥下調整食セミナー 石﨑克彦：講師
兵庫県栄養士会 2019年10月15日 兵庫 嚥下調整食の取り組み方 石﨑克彦：講師

国立病院総合医学会 2019年11月8日 愛知 これからの病院給食患者ニーズに合わ
せて　調理師の立場から 石﨑克彦：パネリスト

臨
床
工
学
部

第5回JCHO地域医療総合
医学会 2019年11月1日 横浜 材料在庫の低減に向けた取組み

○安江一修、山川貴裕、
安田芳樹、大原さなえ、
山口直紀、土田雅也、
川添文音、辻本有花、
早川沙希、後藤友希、
疋田富美夫、西村直樹



所属 集会名 発表年月日 開催地 演題名 演者・共同演者

Ｈ
Ｃ
Ｕ

第5回JCHO地域医療総合
医学会 2019年10月31日 神奈川

チェックリストを用いたHCU教育計
画の検討　～プリセプティ、プリセプ
ター、指導者それぞれの立場から～

大谷麻美、伊藤真衣、
飯田　梓、森　都

Ｄ

Ｍ

セ

ン

タ

ー

四日市医師会三泗地区糖尿
病性重症化予防プログラム
説明会

2019年5月30日 三重 「糖尿病腎症病期・病態説明シートの
活用方法」 平岡めぐみ

三重看護協会重症化予防研
修　フットケア

2019年6月25日
　　　 ～ 27日 三重 アセスメントとケア立案：講義・演習 平岡めぐみ

第3回　津・久居一志地区
糖尿病ミーティング 2019年6月26日 三重

インスリン指導：外来におけるインス
リン注射指導　～皮下エコーとFGM
を活用した支援～

平岡めぐみ

三重FITTERワークショッ
プ2019
～皮下硬結と注射手技～

2019年7月6日 三重
インスリン注射部位の皮下硬結に対
する新たな取り組み～皮下エコーと
FGMを用いた「見える化」の支援～

平岡めぐみ

第7回糖尿病療養指導学術
集会

2019年7月20日
・21日 福岡

インスリンボールの早期発見とサイト
ローテーションの効果　～皮下エコー
とFGMを活用した看護支援～

平岡めぐみ、
伊藤比呂志、吉田亘孝、
山川貴裕、小島さおり、
片山歳也、奥山圭介、
三好美穂、住田安弘

第4回　JMAP学会医塾サ
マーセミナー 2019年8月3日 東京

「腎症進展阻止病院（350点＋100点）
をつくるためには」
100点加算の阻害要因と課題～地域連
携状況について報告～

平岡めぐみ

大阪第8回JADEN糖尿病透
析予防支援質向上の為の研
修会

2019年8月23日 大阪
糖尿病腎症重症化予防に向けた支援
演題①～ NDBの活用～
演題②～動態評価と運動療法の選択～

平岡めぐみ

第21回　長野県東信地区糖
尿病スタッフ研修会 2019年8月25日 長野

「当院における糖尿病透析予防支援」
行政・医師会と連携協働～三泗地区糖
尿病腎症重症化プログラム～

平岡めぐみ

第34回　四日市糖尿病地域
連携研究会 2019年8月24日 三重 テーマ「糖尿病腎症について考えよう」

～こんな患者さんがいたらどうする？～ 平岡めぐみ

四日市医師会三泗地区糖尿
病性重症化予防プログラム
説明会

2019年9月17日 三重 「糖尿病腎症病期・病態説明シートの
活用方法」 平岡めぐみ

日本糖尿病教育・看護学会
学術集会　特別セッション

2019年9月21日
・22日 東京

研修推進委員会企画「看護師が自信を
持ってフットケアを実践するためにアセスメ
ント力・スキルの向上を目指そう」

平岡めぐみ

第43回　糖尿病療養指導士
育成のための講習会 2019年9月27日 三重

看護師からみた糖尿病患者の心理と行
動「セルフマネジメントの力を血糖測
定を活用しながら身につけていったA
さんとの関わり」～行動変化ステージ
で心の状態を捉える重要性～

平岡めぐみ

四日市医師会看護専門学校
成人領域別 2019年9月29日 三重

糖尿病センターにおける看護の役割
～糖尿病とともに生きることを支援す
る看護～

平岡めぐみ

三重県看護協会糖尿病看護
ケア 2019年10月16日 三重 糖尿病看護「基礎編」 平岡めぐみ

第5回JCHO地域医療総合
医学会

2019年11月1日
・2日 神奈川

インスリンボールの早期発見とサイト
ローテーションの効果～皮下エコーと
FGMを活用した看護支援～

平岡めぐみ、
伊藤比呂志、吉田亘孝、
山川貴裕、小島さおり、
片山歳也、奥山圭介、
三好美穂、住田安弘

三重県看護協会糖尿病看護
ケア 2019年11月13日 三重 糖尿病看護「応用編」 平岡めぐみ

第3回　山形県南陽市・東
置賜郡糖尿病医療チーム懇
談会講演会

2019年11月22日 山形
「糖尿病透析予防支援と運動プログラ
ム」～筋肉に働きかけろ！透析予防と
サルコペニア・フレイル予防～

平岡めぐみ

三重県糖尿病重症化予防人
材育成研修会（三重県庁） 2019年12月13日 三重 糖尿病重症化予防のために～糖尿病腎

症重症化予防の保健指導と留意点～ 平岡めぐみ
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Ｄ

Ｍ

セ

ン

タ

ー

第9回JADEN糖尿病透析予
防支援質向上の為の研修会 2020年1月24日 東京

糖尿病腎症重症化予防に向けた支援
演題①～ NDBの活用～
演題②～動態評価と運動療法の選択～

平岡めぐみ

第44回糖尿病療養指導士育
成のための講習会 2020年2月7日 三重 糖尿病チーム医療におけるCDEの役

割 平岡めぐみ

第6回JMAP日本慢性疾患
重症化予防学会
年次学術集会（一日目）

2020年2月14日 兵庫

シンポジウム①
糖尿病透析予防の地域展開に向けて～
透析予防地域システムと高度腎機能障
害患者指導加算（100点）医療機関（専
門医療機関）～
演題「糖尿病教育・看護学会　糖尿病
透析予防支援チームの取り組みとその
成果」

平岡めぐみ

第6回JMAP日本慢性疾患
重症化予防学会
年次学術集会（二日目）

2020年2月15日 兵庫

シンポジウム③
CGMを活用した糖尿病重症化予防の
新たな展開～
演題「インスリンボールの画像診断：
触診から画像診断へ：腹部CTと皮下
エコー

平岡めぐみ

透
析
セ
ン
タ
ー

第12回三泗鈴腎と薬剤研究
会 2019年6月5日 三重 腹膜透析の実際と看護管理 駒田さゆり

第14回PDセミナー in三重 2019年8月4日 三重 療法選択（SDM） 駒田さゆり
第23回東海CAPD看護研究
会 2019年10月20日 愛知 夫の看取りを可能にした腹膜透析導入 山本清美、駒田さゆり、

原田久子

第22回日本腎不全看護学会 2019年11月9日 北海道 終末期透析患者の家族支援をリフレク
ションする

駒田さゆり、山本清美、
原田久子

第17回患者様のQOLを考え
る会 2019年12月1日 三重 リン管理における多職種連携 駒田さゆり

日本感染管理ベストプラク
ティス“Saizen”研究会第
15回セミナー

2019年4月26日 大阪 透析センターにおける返血操作手順改
善の取り組み

〇浦嶌緩南・齊藤真紀・
伊藤佐知子

患
者
支
援

セ
ン
タ
ー

第5回JCHO地域医療総合
医学会 2019年11月1日 神奈川 円滑な入退院支援を目指して

宮本敦子、中山淳子、
松岡博恵、中島佐知子、
位田由起子

健
康
管
理　

　

セ
ン
タ
ー
看
護

第60回日本人間ドック学会
学術大会

2019年7月25日
・26日 岡山 企業の特性を生かした集団保健指導 近藤清美、西岡愛梨、

伊藤ゆかり
第5回JCHO地域医療総合
医学会

2019年11月1日
・2日 神奈川 企業の特性を生かした集団保健指導 近藤清美、西岡愛梨、

伊藤ゆかり、位田　浩

老
健

第15回東海・北陸ブロック
老健大会 2019年5月15日 愛知

誤嚥リスクとケア～連携の大切さを学
び得た一症例～

道藤佳子、伊東亜矢子、
江崎洋子、川瀬千絵、
稲葉大介、大森理加、
石原美幸

第5回JCHO地域医療総合
医療学会 2019年11月1日 神奈川 誤嚥性肺炎0件をめざして

伊東亜矢子、川瀬千絵、
田代佳代子、森寺英美、
藤井まみ子、渥美勇樹、
西井真湖

訪

問

看

護

第14回PDセミナー in三重 2019年8月4日 三重 講演 ：訪問看護師による腹膜透析療養
者への支援 松下容子

病院看護師実習指導者研修 2019年8月19日 三重 講義：地域連携・多職種協働 松下容子
看護職向け在宅看護研修 2019年9月3日 三重 講義：訪問看護の役割・機能・特性 松下容子
喀痰吸引等研修

（第３号研修） 2019年9月18日 三重 講義：具体的な支援と緊急時の対応 松下容子

東海北陸地区在宅療養支援
研修 2019年10月29日 愛知 講義：在宅療養支援の実際 松下容子

看護職向け在宅看護研修 2019年9月10日 愛知 講義：訪問看護利用者の特性 東川亜依子
訪問看護認定看護師協議会
東海北陸ブロック研修 2019年9月21日 三重 発表：ACPの実践報告 東川亜依子

愛知県市町村振興協会家庭
介護者等養成研修 2019年12月17日 愛知 講義：看取り期におけるエンドオブラ

イフケア 東川亜依子
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医
療
安
全

管
理
室

第5回JCHO地域医療総合
医学会 2019年11月1日 神奈川 インシデント・アクシデント分析から

みえてきた業務改善支援
○降井洋平、梅枝　覚、
中島佐知子、武田亜弥、
前田洸樹

感
染
対
策
室

日本感染管理ベストプラク
ティス“Saizen”研究会第
15回セミナー

2019年4月26日 大阪 透析センターにおける返血操作手順改
善の取り組み（共同演者）

〇浦嶌緩南、齊藤真紀、
伊藤佐知子

第35回日本環境感染学会 2020年2月14日 神奈川
ノロウイルスによる感染性胃腸炎の入
院患者に対する災害用ポータブルトイ
レ用袋の活用事例

〇伊藤佐知子、
片山歳也、小島さおり、
野田晋司、法山志穂、
栗原康輔

第4回三重県診療放射線技
師学術大会 2019年11月30日 三重

放射線部における感染対策インフルエ
ンザアウトブレイクを経験して（共同
演者）

〇藤川久元、伊藤　誠、
吉田宣孝、伊藤佐知子

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

日本消化器がん検診精度管
理評価機構　東海北陸支部
学術研修会

2019年8月2日 三重 胃Ｘ線検査における形態所見用語と使
い方 伊藤　誠

日本消化器がん検診精度管
理評価機構　第32回学術集
会

2019年9月13日 北海道 GoodJob症例に学ぶ胃Ｘ線検査のポイ
ント 伊藤　誠

災
害
対
策

委
員
会

第5回JCHO地域医療総合
医学会 2019年11月1日 神奈川

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

〇伊藤香菜子、
降井洋平、篠原有幸、
山中　崇


	名称未設定



