
2007年度～2017年度 研修医発表実績 
 
2007年度 

氏名 学会名 演題 

邨瀬 智彦 121回東海産科婦人科学会 産褥心筋症の2例 

三隅田 尚樹 第203回日本内科学会東海地方会 右腕のしびれを主訴に受診した肺原発Spindle 

carcinomaの1例 

長谷川 裕基 第203回日本内科学会東海地方会 FABL3様の形態を示した急性混合性白血病 

伊敷 一馬 第203回日本内科学会東海地方会 間歇熱で入院した広範な骨髄病変を主病変とする 

悪性リンパ腫 

杉本 賢文 第50回日本感染症学会 

第55回日本化学療法学会 

インドから帰国後2ヶ月半で発症した腸チフスの 

1例 

林 和孝 第8回日本クリニカルパス学会 急性心筋梗塞判断ツールを用いた医療標準化への 

試み 

邨瀬 智彦 第8回日本クリニカルパス学会 患者満足度から検討した膣式子宮全摘術クリニカ

ルパスの改善点 

三田 亮 第110回日本結核病学会東海地方会 

第92回日本呼吸器学会東海地方会 

FDG-PETにて肺野孤立性結節と縦隔・肺門リンパ 

節への集積を認め、肺癌との鑑別を要した肺抗酸菌 

症の1例 

三隅田 尚樹 第110回日本結核病学会東海地方会 

第92回日本呼吸器学会東海地方会 

右腕のしびれを主訴に受診した肺原発Spindle 

carcinomaの1例 

 

2008年度 
氏名 学会名 演題 

吉田 多恵美 第111回日本結核病学会東海地方会 

第93回日本呼吸器学会東海地方会 

巨大血腫を来した悪性胸膜中皮腫の1例 

朝枝 由紀子 第82回日本感染症学会総会 当院における血液培養真菌陽性例の検討 

三隅田 尚樹 第36回日本救急医学会総会・学術集会 長期利尿薬投与により惹起された衝心脚気の1例 

三隅田 尚樹 第204回日本内科学会東海地方会 衝心脚気の1例 

安間 恵子 第206回日本内科学会東海地方会 若年健常女性に発症した肺クリポトコッカス症の1

例 

邨瀬 智彦 東海産科婦人科学会 妊娠リスク自己評価表を用いた分娩の分散化と集 

約化 

三田 亮 第65回東海呼吸器感染症研究会 ANCA関連腎炎治療中にニューモシスチス肺炎とサ 

イトメガロウイルス肺炎の合併を認めた１例 

吉田 多恵美 第205回内科学会東海地方会 ほとんどの形質細胞で著明な以上核分裂を呈した 

悪性骨髄腫の1例 

今井 和憲 第205回内科学会東海地方会 メサラジン投与中に好酸球増多、ネフローゼ症候群 

を合併した潰瘍性大腸炎の1例 

 

2009年度 
氏名 学会名 演題 

古橋 尚博 第95回日本呼吸器学会東海地方学会 AIDSにニューモシスチス肺炎とトキソプラズマ脳

炎を合併した1例 

山本 英範 第96回日本呼吸器学会東海地方学会 前縦隔に発症したmyeloid sarcomaの1例 

滝 俊一 第210回日本内科学会東海地方会 インフルエンザA(H1N1)pdm感染後に発症した肺炎

の2症例 

奥村 初美 第37回日本救急医学会学術集会 D-dimer値が正常であった大動脈解離の1例 

篭谷 泰代 第37回日本救急医学会学術集会 ER初診時は正常髄液所見であり帰宅するも、蝶形骨

洞副鼻腔炎穿破による細菌性髄膜炎にて入院に至

った1例 

大塚 祐基 第89回日産婦愛知地方部会学術講演会 超音波ドプラ法にて胎児管理をおこなった抗Jra抗

体陽性妊娠の1例 

古株 哲也 第89回日産婦愛知地方部会学術講演会 帝王切開術2ヵ月後に発症した産褥性心筋症の1例 



大塚 祐基 第10回日本クリニカルパス学会学術集

会 

患者満足度から検討した子宮筋腫核出術クリニカ

ルパスの改善点 

古株 哲也 第90回日産婦愛知地方部会学術講演会 妊娠中にViral-Associated Hemophagocytic 

Syndromeを発症した1例 

伊尾 紳吾 第126回東海産婦人科学会 西三河北部医療圏におけるハイリスクHPV型分布 

 

2010年度 
氏名 学会名 演題 

滝 俊一  

  

第97回日本呼吸器学会東海地方学会 関節リウマチの治療でetanercept投与経過中に発症

したサルコイドーシスの1例 

滝 俊一 豊田加茂呼吸器疾患フォーラム インフルエンザA（H1N1）pdm感染後に発症した肺

炎症例の検討 

古橋 尚博  

 

第98回日本呼吸器学会東海地方学会 

 

スピキュラを伴う多発肺結節影を呈した悪性リン

パ腫肺転移の１例 

滝 俊一 

 

第11回日本クリニカルパス学会学術集

会 

市中肺炎電子化クリニカルパスに関する研修医ア

ンケート調査 

坂根 理司  第213回日本内科学会東海地方会 多彩な陰影を呈した肺クリプトコッカス症の１例 

山本 英範  

 

第213回日本内科学会東海地方会 後腹膜リンパ節生検にて診断し得たリンパ脈管筋

腫症の1例 

大橋 夏子 

 

第212回日本内科学会東海地方会 前立腺肥大症治療中に発見された前立腺原発悪性

リンパ腫の１例 

小出 菜月 

 

第213回日本内科学会東海地方会 一過性閉じ込め症候群と呈した椎骨・脳底動脈解離

の１例 

小倉 礼 

 

第129回日本神経学会東海北陸地方会 腎血管線維筋性異型性症によるRPLSの1例 

須賀 一将 第11回日本救急医学会中部地方会 餅によって食餌性イレウスをきたした1例 

二ッ矢 浩一

郎 

第38回日本救急医学会総会 覚醒剤使用による腸骨筋膿瘍が疑われた１例 

中田 由紀子 第12回日本救急医学会中部地方会 知らないと見逃す骨折～骨盤剥離骨折～ 

須賀 一将 

 

第12回日本救急医学会中部地方会 急性冠症候群（ACS）が疑われ冠動脈造影CTを施行

し、DeBakeyⅢb型急性大動脈解離と診断し得た1例 

高江 啓太 第12回日本救急医学会中部地方会 咽頭痛にて来院したパラコート中毒の1例 

坂根 理司 

 

第12回日本救急医学会中部地方会 家庭用酸性洗剤（商品名サンポール）飲用による腐

蝕性食道炎・胃炎の一例 

伊尾 紳吾 第12回日本救急医学会中部地方会 急性喉頭蓋炎23例の臨床的検討 

坂根 理司 第47回日本腹部救急医学会総会 上腸管膜動脈塞栓症の一例 

伊尾 紳吾 第127回東海産婦人科学会 生児を得られた子宮体癌の2例 

 

2011年度 
氏名 学会名 演題 

山田 健太朗 （財）日本消化器病学会東海支部 

第114回例会 

若年性関節リウマチ治療中に発症し、Infliximabが奏

効したクローン病の1例 

鵜飼 真由 第39回日本救急医学会総会・学術集会 脳出血に産褥期RCVS（Reversible Cerebral 

Vasoconstriction Syndrome）を続発した分娩子癇

の１例 

上本 康明 第47回日本医学放射線学会秋季臨床大

会 

単純X線写真で描出されない大腿骨頸部外側骨折の

１例 

村瀬 寛倫 第47回日本医学放射線学会秋季臨床大

会 

単純CTを用いた絞扼性イレウスの診断 

斗野 敦士 第118回日本結核病学会東海地方学会 慢性壊死性肺アスペルギルス症と肺Mycobacterium 

fortuitum症を合併した1例 

斗野 敦士 第14回日本救急医学会中部地方会総

会・学術集会 

特に既往のない成人女性に生じた起炎菌不明な髄

膜炎の一例 

米田 圭佑 第14回日本臨床救急医学会総会・学術集

会 

服毒後18時間後に搬送されたホワイトガソリン中

毒の一例 



永田 明日香 

 

第215回日本内科学会東海地方会 Klebsiella pneumoniae菌血症を伴い高齢で発症し

たレジオネラ肺炎 

斗野 敦士 

 

第100回日本呼吸器学会東海地方学会 慢性壊死性肺アスペルギルス症と肺Mycobacterium 

fortuitum症を合併した1例 

 

2012年度 
氏名 学会名 演題 

寺島 千晶 第109回日本内科学会講演会 十二指腸憩室出血に対しIVRが有効であった2例 

佐藤 円香 第217回日本内科学会東海地方会 小細胞癌との鑑別に手術による組織診断が有用で

あった大細胞神経内分泌肺癌の１例 

児玉 善之 第217回日本内科学会東海地方会 肺腺癌の癌性髄膜症に対して全脳照射とGefitinib治

療が奏効した１例 

山田 健太朗 日本消化器病学会東海支部第116回例会 ステロイド依存症を示し病変親展を認めた潰瘍性

大腸炎の1例 

寺島 千晶 日本感染症学会 最近6年間に当院救急外来を受診し診断された結核

患者の動向 

米田 圭佑 日本救急医学会 特発性後腹膜血腫の一例 

児玉 善之 日本救急医学会 「めまい」を主訴に救急外来を受診した中枢性めま

い患者の検討 

深谷 佳乃子 第102回日本呼吸器学会東海地方学会 両肺野に浸潤影を呈した肺クリプトコッカス症の1

例 

寺島 千晶 第74回東海呼吸器感染症研究会 最近6年間に当院救急外来を受診し診断された結核

患者の動向 

立山 慎一郎 第18回日本脳神経外科救急学会 発表(演題不明） 

吉原 雅人 第132回東海産科婦人科学会 卵巣子宮内膜症嚢胞に対する薬物療法の治療効果 

 

2013年度 
氏名 学会名 演題 

渡邊 大祐 第103回日本呼吸器学会東海地方会 原発性肺癌に子宮筋腫肺転移を合併した一例 

吉原 雅人 第41回日本救急医学会総会・学術集会 右下腹部痛を主訴に来院した妊娠後期の卵巣腫瘍

茎捻転の一例 

渡邊 大祐 第14回日本クリニカルパス学会学術集

会 

肺炎球菌ワクチン接種のパス化による肺炎予防の

取り組み 

木村 浩一朗 第221回日本内科学会東海地方会 救急外来にて撮影された胸部CTで偶発的にスリガ

ラス陰影を認めた早期肺がんの1例 

池田 貴夫 第41回日本救急医学会総会・学術集会 成人男性に発症した総合感冒薬による横紋筋融解

症の一例 

吉原 雅人 第26回日本内視鏡外科学会総会 腹腔鏡下手術でGISTの左卵巣転移と診断した1例 

岩田 麻衣 第122回日本結核病学会東海地方学会 メサラジンによる薬剤性肺障害と考えられた潰瘍

性大腸炎の1例 

加藤 早紀 第122回日本結核病学会東海地方学会 胸腺原発MALTリンパ腫の一例 

吉原 雅人 第50回日本腹部救急医学会 急性腹症を呈した腸管気腫症の一例 

笠原 大輔 第50回日本腹部救急医学会 PTP（Press-Through-Package)誤飲はCTで診断で

きるか？ 

三宅 優一郎 第50回日本腹部救急医学会 咳嗽により発症したと思われる腹直筋血腫の一例 

 
2014年度 

氏名 学会名 演題 

宇野 枢 ACP（米国内科学会）日本支部年次総会

2014 

Is this 'dizziness' the same you ofter deal with? 

堀 智音 ACP（米国内科学会）日本支部年次総会

2014 

Is this 'dizziness' the same you ofter deal with? 



岡本 喬明 第223回日本内科学会東海地方会 気管支拡張症に合併した肺ノカルジア症から

Nocardia abscessusが同定された1例 

池田 知世 日本内科学会第223回東海地方会 症状が軽微であった両側延髄内側梗塞の１例 

田野 翔 第54回日本産婦人科内視鏡学会学術講

演会 

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 

田野 翔 第27回日本内視鏡外科学会総会 経腟穿刺嚢胞内容除去を併用した腹腔鏡下手術が

有用であった付属器貯留嚢腫の1例 

宇野 枢 第27回日本内視鏡外科学会総会 妊娠後期の卵管捻転の診断に腹腔鏡が有用であっ

た1例 

田野 翔 第37回日本産婦人科手術学会 子宮体癌術後に外腸骨動静脈間に陥頓した絞扼性

イレウスの一例 

手島 悠人 第57回日本感染症学会中日本地方会学

術集会 

当科で経験したニューモシスチス肺炎症例の臨床

的検討 

木村 浩一朗 第42回日本救急医学会総会・学術集会 血液吸着療法が著効したカフェイン中毒の1例 

 
2015年度 

氏名 学会名 演題 

大手 裕之 第27回日本臨床微生物学会総会・学術集

会 

1%ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｴﾀﾉｰﾙはcontaminationを減らすか 

笠井 美奈 第43回日本救急医医学会総会・学術集会 24歳に発症した大動脈解離の症例 

近藤 敬太 第43回二本救急医学会総会・学術集会 Acqired Long QT syndrome with Torsade de 

Pointes in a patient with severe pneumonia and 

hydothyroidism: a case report. 

山内 佑允 第136回東海産婦人科学会 知県西三河北部医療圏における分娩施設の地域連携

とその推移 

宮井 雄基 日本超音波医学会第88回学術集会 産後に診断に至った妊娠合併子宮頸癌の1例 

西尾 洋介 日本超音波医学会第88回学術集会 妊娠29週で発症した周産期心筋症の1例 

佐用 旭 日本超音波医学会第88回学術集会 産褥期にTSSを発症し敗血症性心筋症を早期診断し

治癒過程も観察し得た一例 

高瀬 貴文 第125回日本結核病学会東海地方学会 再発性多発軟骨炎による気管支軟化症に対してNPPV

が奏効した1例 

宮井 雄基 第13回日本臨床腫瘍学会学術集会 化学療法中に FDG-PET/CT で原発巣が診断できた原

発不明癌の 1 例 

 
2016年度 

氏名 学会名 演題 

光松 孝真 第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
LAMP 法で診断したマイコプラズマ肺炎症例の臨床的

検討 

伊吉 祥平 第 68 回日本産科婦人科学会学術講演会 

ﾄﾛﾝﾎﾞﾓｼﾞｭﾘﾝｱﾙﾌｧが治療に有効であった,子宮内胎児

死亡を伴う常位胎盤早期剥離に起因する DICを合併し

た 2 例 

山内 佑允 第 68 回日本産科婦人科学会学術講演会 
妊娠中に発症し産後に偽性 Gitelman 症候群と診断し

た 1 例 

山田 拓馬 日本超音波医学会第 89回学術集会 
経腟超音波断層法が診断に有用であった妊娠後屈子

宮嵌頓症の 1 例 

広田 真一 日本超音波医学会第 89回学術集会 
経腟超音波断層法が診断に有用であった処女膜閉鎖

症の 2 例 

伊吉 祥平 第 68 回日本産婦人科学会学術講演会 
子宮頚部小細胞癌治療における Superb Microvasclar 

Imaging 像の変化 

山田 拓馬 第103回愛知産科婦人科学会学術講演会 
妊娠中の深部静脈血栓症に合併した大腿骨頭委縮症

の 1 例 

上野 琢史 第103回愛知産科婦人科学会学術講演会 
原発乳癌に対する術後補助化学療法、放射線療法中

に妊娠が判明した 1 例 

清水 一紀 第103回愛知産科婦人科学会学術講演会 腹腔鏡下手術で確定診断した結核性腹膜炎の 1 例 



中尾 一貴 第103回愛知産科婦人科学会学術講演会 
原発不明癌の治療中に腹腔鏡で確定診断した卵巣癌

の 1 例 

広田 真一 第 58 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 産後に診断に至った妊娠合併子宮頸癌の 1 例 

邦武 克彦 第 30 回日本小児救急医学会学術集会 
胃腸炎による脱水に起因したと推定される小児尿管結

石症の一例 

赤坂 義矢 第 30 回日本小児救急医学会学術集会 
小児マムシ咬傷にも関わらず、整形外科にてギプス固

定されていた一例 

山田 拓馬 
第 56 回日本産科婦人科内視鏡学会学術

講演会 
GIST との鑑別に苦慮した希少部位子宮内膜症の 1例 

安藤 万恵 
第 56 回日本産科婦人科内視鏡学会学術

講演会 

腹腔鏡下手術が診断に有用であった結核性腹膜炎の

1 例 

藤田 雄也 
第 56 回日本産科婦人科内視鏡学会学術

講演会 

高度癒着に対し腹腔鏡下両側付属器摘出術を完遂で

きた 1例 

伊吉 祥平 第 64 回日本心臓病学会学術集会 
急性心筋梗塞における白血球数上昇は血行動態破綻

に関する超急性期警告指標である 

赤坂 義矢 第 230 回日本内科学会東海地方会 EB ウイルス関連原発不明癌の 1 剖検例 

八重樫 悠 第 230 回日本内科学会東海地方会 再喫煙で発症した急性好酸球性肺炎の 1例 

上野 琢史 第 37 回日本妊娠高血圧症学会学術集会 

Single photon emission computed tomographyにて血流

の低下を認めた Reversible Cerebral Vasoconstriction 

Syndromeの 2 例 

川崎 成美 第 110 回日本呼吸器学会東海地方学会 
尿中抗原検査の再検により診断し得たレジオネラ肺炎

の 1 例 

山内 佑允 第 44 回日本救急医学会総会・学術集会 敗血症と鑑別を要した汎下垂体機能低下症の 1例 

上野 琢史 第 29 回日本内視鏡外科学会総会 腹腔鏡下手術により診断した結核性腹膜炎の 1 例 

上原 侑里子 第 44 回日本救急医学会総会・学術集会 
重症カフェイン中毒に対し血液浄化療法を施行した 1

例 

安藤 万恵 第 1 回日本臨床知識学会学術集会 
地域周産期医療の質を保証する地域連携の推進と課

題 

清水 一紀 第 82 回東海呼吸器感染症研究会 
脊髄カリエスを合併し非典型的な陰影を呈した肺結核

の 1 例 

辻 卓真 第 53 回日本腹部救急医学会総会 
非穿孔性の急性虫垂炎により敗血症性ショックと DIC

に至った 1 例 

安藤 万恵 第 137 回東海産科婦人科学会 悪性卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下大網切除の導入 

伊吉 祥平 第 137 回東海産科婦人科学会 卵巣子宮内膜症性嚢胞に対する薬物療法の有用性 

上野 拓史 第 1 回日本リンパ浮腫学会総会 
婦人科がんにおける手術前後での下肢周囲径の推移

とリンパ浮腫発症についての検討 

山田 拓馬 第 137 回東海産科婦人科学会 
子宮体癌における Superb Microvasclar Imagingの有用

性 

中尾 一貴 第 137 回東海産科婦人科学会 
正常妊娠における母体 BrainNatriureticPeptide値の検

討 

清水 一紀 第 137 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治療における予後

因子 

安藤 万恵 第 1 回日本リンパ浮腫学会総会 
婦人科がん術後の続発性下肢リンパ浮腫治療におけ

る用手的リンパドレナージの検討 
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上野 琢史 日本超音波医学会第 90回学術集会 
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 日本超音波医学会第 90回学術集会 
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 日本超音波医学会第 90回学術集会 
経腟超音波断層法が診断に有用であった子宮頚部 B

細胞リンパ腫の 1例 

八重樫 悠 日本超音波医学会第 90回学術集会 
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 59 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 
症状緩和に Paclitaxel,Carboplatin,Bevacizumab併用療

法が有用であった腹膜偽粘膜腫の 1 例 

上野 琢史 第 59 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 
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 日本超音波医学会第 38回中部地方会 
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 日本超音波医学会第 38回中部地方会 
卵巣癌の診断に Superb Microvascular Imaging が有用

であった 1 例 

上野 琢史 日本超音波医学会第 38回中部地方会 
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 回日本妊娠高血圧学会総会・学術 

講演会 

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総会・学術 

講演会 

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91回日本感染症学会総会・学術講演会 
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 日本超音波医学会第 38回中部地方会 placental migration後に前置血管を認めた 1 例 

吉田 英司 第 112 回日本呼吸器学会東海地方学会 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 45 回日本救急医学総会・学術集会 卵管結紮術後の卵管水腫捻転の一例 

八重樫 悠 第 40 回日本産婦人科手術学会 
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 30 回日本内視鏡外科学会総会 腹腔鏡下手術が有用であった腹膜偽粘液腫の一例 

福田 太郎 第 30 回日本内視鏡外科学会総会 
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 

 


