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プロトンポンプ阻害薬による低Mg血症から補充治療抵抗性の低K血症・低Ca血症
が引き起こされた1例

小野村仁美
第91回
日本内分泌学会学術総会

シリコン注入による豊胸術後、ヒトアジュバント病と乳癌を発症した１例 泉彩夏
第26回
日本乳癌学会学術総会

呼吸困難を主訴に来院したT細胞性リンパ芽球性リンパ腫の一例 古田恭寛
第113回
日本呼吸器学会　東海地方学会

10年間のCT経過観察後に待機的手術を施行した気管支閉鎖症の1例 泉彩夏
第113回
日本呼吸器学会　東海地方学会

常位胎盤早期剥離と後産期出血に起因する産科DICに対する遺伝子組み換えトロ
ンボモデュリンαの有用性の検討

磯谷肇男
第70回
日本産科婦人科学会学術講演
会

Autopericardium augmentation AVPを併施したReimplantatioのBCV ARの１例 碓氷礼奈
第61回
関西胸部外科学会学術総会

門脈内ガスを伴った子宮留膿症に起因する子宮穿孔の一例 長屋龍太郎
第107回
愛知産科婦人科学会学術講演
会

子宮内胎児死亡を伴う常位胎盤早期剥離に対しトロンボモデュリンαが有効であっ
た2例

森尾明浩
第107回
愛知産科婦人科学会学術講演
会

特発性冠動脈解離合併妊娠の1例 福田太郎
第107回
愛知産科婦人科学会学術講演
会

急速輸血と子宮摘出により救命しえた子宮型羊水塞栓症の1例 柴田崇宏
第107回
愛知産科婦人科学会学術講演
会

肺動脈内膜肉腫摘出術23年後に同疾患の新規発症が疑われた1例 福田太郎
日本内科学会
第235回東海地方会

胎児中大脳動脈収縮期最高速度が二相性に上昇した先天性サイトメガロウイルス
感染症の1例

福田太郎
第54回
日本周産期・新生児
医学会学術集会

卵管卵巣膿瘍を伴う子宮筋腫感染に対し腹腔鏡下手術で治療を行った一例 森尾明浩
第58回
日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会

糖尿病性ケトアシドーシスで発症した多腺性自己免疫性疾患の1例 木村沙耶加
第64回
豊田加茂小児科医会例会

卵巣腫瘍の腹腔外への回収にMorSafeが有用であった1例 柴田崇宏
第58回
日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会

産婦人科医による硬膜外麻酔で帝王切開手術を予定された、凝固機能障害を持
つクローン病妊婦の一例

磯谷肇男
日本麻酔科学会
東海北陸支部
第16回学術集会

腹腔鏡下手術が診断に有用であった腹壁に再発した晩期再発卵巣癌の1例 森尾明浩
第60回
日本婦人科腫瘍学会学術講演
会

腹腔鏡下に診断した再発卵巣顆粒膜細胞腫の1例 柴田崇宏
第60回
日本婦人科腫瘍学会学術講演
会

A case of juvenile central nervous system venulitis mimicking multiple sclerosis
Hitomi
Onomura,

19th International Congress of
Neuropathology

成熟奇形腫の悪性転化の診断に超音波断層法が有用であった1例 稲村達生
日本超音波医学会学
第39回中部地方会学術集会

巨大侵入奇胎の１例 柴田崇宏
日本超音波医学会学
第39回中部地方会学術集会

腹膜播種の経腟超音波ガイド下針生検が診断に有用であった1例 森尾明浩
日本超音波医学会学
第39回中部地方会学術集会

骨盤内を広範に占拠する巨大子宮動静脈奇形の1例 磯谷肇男
日本超音波医学会学
第39回中部地方会学術集会

婦人科がん患者における下肢リンパ浮腫の発症期間に関する検討 森尾明浩
第108回
愛知産科婦人科学会学術講演
会



Paclitaxel, Cisplatin, Bevacizumab併用療法が著効した進行子宮頸部腺癌の1例 柴田崇宏
第108回
愛知産科婦人科学会学術講演
会

腟式子宮全摘出術後の膀胱瘤に腹腔鏡下仙骨腟固定術が有用であった1例 福田太郎
第108回
愛知産科婦人科学会学術講演
会

腟式子宮全摘出術後に再発した膀胱瘤に腹腔鏡下仙骨腟固定術が有用であった
2例

柴田崇宏
第19回
東海産婦人科　内視鏡手術研究

高ホモシステイン血症とmethylenetetrahydrofolate reductase（MTHFR）の遺伝子多
型をみとめた脳梗塞の1例

古田恭寛
第152回
日本神経学会　東海北陸地方会

小児の原発性中枢神経系血管炎の一例 小野村仁美
第46回
日本頭痛学会総会

肝細胞癌に対する放射線治療後の放射線胃炎に対しアルゴンプラズマ凝固法が
有効であった1例

丸子誉士宏
日本消化器病学会
東海支部第129回例会

シベンゾリン中毒で循環不全を来し、体外循環管理を要した１例 磯谷肇男
第46回
日本救急医学会総会・学術集会

サルモネラ腸炎から下肢虚血を呈した1例 間瀬宏美
第46回
日本救急医学会総会・学術集会

テオフィリン中毒の一例 吉田英司
第46回
日本救急医学会総会・学術集会

重症化が示唆されたデング熱の1例 丸子誉士宏
第46回
日本救急医学会総会・学術集会

腹腔鏡下両側卵管部分摘出術と凍結融解胚盤胞移植で妊娠した重症子宮内膜症
の1例

稲村達生
第40回
日本エンドメトリオーシス
学会学術講演会

自己心膜補填大動脈弁形成術を施行した二尖弁ARの1例 碓氷礼奈
第33回心臓血管外科
ウィンターセミナー学術集会

気温や気圧が急性大動脈解離発症に及ぼす影響の検討 碓氷礼奈
第33回心臓血管外科
ウィンターセミナー学術集会

経過の異なる繰り返し嘔吐をきたした2例 李麗佳
第65回
豊田加茂小児科医会例会

特発性肺線維症に合併した多発肺癌の1例 柴田崇宏
第237回
日本内科学会　東海地方会

急性心筋梗塞に対する抗血小板薬・抗凝固薬の投与中に発生した両側腸腰筋血
腫の1例

森拓也
第237回
日本内科学会　東海地方会

発症5年後に急速に呼吸不全を呈したLeg amyortophic diplegia(LAD)型ALSの1例 菱沼眞子
第153回
日本神経学会　東海北陸地方会

術後6年に手術創から離れた孤立性腹壁再発を来たした卵巣癌の一例 李麗佳
第138回
東海産科婦人科学会

妊娠初期における細菌性腟症スクリーニングの有用性の検討 柴田崇宏
第138回
東海産科婦人科学会

婦人科がん術後の下肢リンパ浮腫発症期間に関する検討 上野真帆
第138回
東海産科婦人科学会

子宮腺筋症合併不妊患者に対する治療成績と周産期予後の検討 岩井健朗
第138回
東海産科婦人科学会

直腸脱を合併した子宮脱に対し腹腔鏡下仙骨直腸固定術と同時に腹腔鏡下仙骨
腟固定術を行った一例

柴田崇宏
第13回
日本骨盤臓器
脱手術学会学術集会

腹腔鏡下仙骨腟固定術が有用であった腟式子宮全摘出術術後の膀胱瘤の2例 森尾明浩
第13回
日本骨盤臓器
脱手術学会学術集会



【2017年度】

ERトヨタを経由し入院となった肺結核症例の臨床的検討 清水一紀
第91回
日本感染症学会総会・
学術講演会

妊娠高血圧症候群におけるsFlt-1/PlGFの有用性 清水一紀
平成29年度
東海周産期研究会

骨盤内に広範囲に血流が認められた巨大子宮動静脈奇形の1例 中尾一貴
第90回
日本超音波医学会学術集会

経腟超音波が診断に有用であった子宮頸部B細胞リンパ腫の1例 八重樫悠
第90回
日本超音波医学会学術集会

超音波断層法が診断に有用であった腹膜偽粘液腫の2例 清水一紀
第90回
日本超音波医学会学術集会

超音波断層法が診断に有用であった分娩時子宮破裂の1例 上野琢史
第90回
日本超音波医学会学術集会

EBUS-TBNAで診断し得た前立腺癌右肺門リンパ節転移の1例 加藤真子
第111回
日本呼吸器学会　東海地方学会

原発性肺癌との鑑別を要した皮膚原発悪性黒色腫多発転移の1例 髙仲舞
第111回
日本呼吸器学会　東海地方学会

同時期に発症したネフローゼ症候群の3例 森あゆみ
第61回
豊田加茂医師会定例会

症状緩和にPaclitaxel, Carboplatin, Bevacizumab併用療法が有用であった
腹膜偽粘液腫の1例

上野琢史
第59回
日本婦人科腫瘍学会学術集会

Paclitaxel、Carboplatin、Bevacizumab併用療法が有用であった再発顆粒膜
細胞腫の1例

中尾一貴
第59回
日本婦人科腫瘍学会学術集会

Placental migration後に前置血管を認めた1例 吉田英司
第38回
日本超音波医学会
中部地方学術集会

経腹超音波断層法にて診断した妊娠中の虫垂周囲膿瘍の1例 清水一紀
第38回
日本超音波医学会
中部地方学術集会

卵巣癌の診断に Superb Microvascular Imaging が有用であった1例 上野琢史
第38回
日本超音波医学会
中部地方学術集会

卵巣境界悪性腫瘍の診断においてSuperb microvascular imagingが有用で
あった1例

八重樫悠
第38回
日本超音波医学会
中部地方学術集会

胎児中大脳動脈最大血流速度の有用性の検討 吉本理沙
第38回
日本妊娠高血圧学会

遺伝子組換えトロンボモデュリンαが有用であった子宮内胎児死亡を伴う
常位胎盤早期剥離の2例

小野村仁美
第38回
日本妊娠高血圧学会

健常妊婦の出産直前に発症した特発性冠動脈解離の一例 八重樫悠
第65回
日本心臓病学会学術集会

急性心筋梗塞における初診時白血球数が梗塞サイズを予測する超急性期
警告指標となるかの検討

八重樫悠
第65回
日本心臓病学会学術集会

当院における子宮頸部腫瘍のHPV型分布に関する検討 吉本理沙
第1回
豊田加茂産婦人科医会

卵巣腫瘍手術における腹腔鏡下大網切除術の導入 上野琢史
第18回
東海産婦人科
内視鏡手術研究会

腹腔鏡下手術が診断、治療に有用であった卵管膿瘍の1例 吉田英司
第18回
東海産婦人科
内視鏡手術研究会

第5中足骨粗面部骨端症(Iselin病)の1例 川崎成美
第21回
東海足と靴の研究会

原因不明の腹水貯留と腹膜刺激症状を呈し、診断に苦慮した膀胱憩室穿
孔の1例

丹羽悠
日本内科学会
第233回東海地方会

悪性中皮腫の1剖検例 加藤真子
日本内科学会
第233回東海地方会



多発性脳塞栓症を契機に肥大型心筋症が発見され、冠動脈造影で冠動
脈左室瘻を認めた1例

小野村仁美
第233回
日本内科学会　東海地方会

急性に右上下肢の不随意運動を発症した1例 岩瀬賢哉
第233回
日本内科学会　東海地方会

交通外傷後脳脂肪塞栓を来した1例 片山雄一郎
第233回
日本内科学会　東海地方会

発作性心房細動に対するアブレーション施行後に急性胃拡張と嗄声を生
じた1例

物江真司
日本消化器病学会
東海支部第127回例会

カプセル内視鏡で小腸出血と診断しダブルバルーン小腸内視鏡にて止血
処置を行った原因不明消化管出血(obscure gastrointestinal
bleeding;OGIB)の1例

加藤真子
日本消化器病学会
東海支部第127回例会

視覚異常で発症し急速な経過を辿った肺腺癌の1例 原真望
第112回
日本呼吸器学会　東海地方学会

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例 小野村仁美
第112回
日本呼吸器学会　東海地方学会

卵管卵巣膿瘍を伴う子宮筋腫感染に対し腹腔鏡下手術で治療を行った一
例

吉田英司
第40回
日本産婦人科手術学会

特発性子宮穿孔を発症した子宮留膿腫の1例 碓氷礼奈
第40回
日本産婦人科手術学会

手術療法で良好な経過が得られたDesmoid-type fibromatosisの一例 吉本理沙
第40回
日本産婦人科手術学会

ダブルルーメンチューブにより気管損傷を生じた1例 吉田英司
第54回
日本呼吸器内視鏡学会
中部支部会

腹膜偽粘液腫の診断に腹腔鏡が有用であった一例 福田太郎
第30回
日本内視鏡外科学会総会

点状軟骨異形成症候群の1例 福田太郎
第62回
豊田加茂医師会定例会

硬膜外気腫を合併した特発性縦隔気腫の1例 丸子誉士宏
日本内科学会
第234回東海地方会

溶血原因に鑑別を要した人工弁による機械的溶血性貧血の1例 吉本理沙
第234回
日本内科学会　東海地方会

A 78-year-old-male with gait disturbence 小野村仁美
高松国際パーキンソン病シンポ
ジウム in Tokyo

有鈎義歯による回腸穿孔に腹腔鏡・内視鏡合同手術を行った１例 石田雅揮
第54回
日本腹部救急医学会総会

術前に子宮広間膜ヘルニアを疑い腹腔鏡下手術を行った１例 喚田祥吾
第54回
日本腹部救急医学会総会

抗凝固薬服用中に発症した非外傷性腸間膜出血の1例 新城俊
第54回
日本腹部救急医学会総会


