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時期 氏名 出張先 学会名 演題名 

2007/4 野坂 宜之 カナダ 米国総合内科年次総会 肺炎治療が奏効した後の予想もしていな
かった合併症 

Sell them short and you’ll be in trouble. 

Unexpected complication after successful 

treatment of atypical pneumonia. 

2008/4 三隅田 尚樹 アメリカ 米国総合内科年次総会 衝心脚気の１例 

Vitamin saves lives. 

2008/4 朝枝 由紀子 アメリカ 米国総合内科年次総会 高血圧脳症の１例 

Think beyond stroke in a hemiparetic 

patient. 

2009/4 音羽 奈保美 アメリカ 米国総合内科年次総会 

（インフルエンザ蔓延
のため、出張中止） 

危険な筋肉痛！ 

Sore muscles can be lethal! 

2012/5 村瀬 千晶 アメリカ 米国総合内科年次総会 孤立性上腸間膜動脈解離の一例 

2013/4 村瀬 千晶 アメリカ 米国総合内科年次総会 Shoshin beriberi in a young man living on 

Japanese rice balls 

2013/4 眞山 学徳 アメリカ 米国総合内科年次総会 Lethal acute liverfailure by mysterious 

tumor 

2013/4 吉原 雅人 アメリカ 米国総合内科年次総会 尿路感染症を先行し、肺塞栓症をきたし
た75歳女性の一例 

2013/4 井戸 美来 

川副 雄史 

アメリカ 米国総合内科年次総会 ER受診で指摘された縦隔腫瘍の一例 

2014/4 吉原 雅人 アメリカ 米国総合内科年次総会 Bizarre neurological symptoms with 

thunderclap headache may stem from 

reversible vasoconstrictions. 

2014/4 伊藤 文 アメリカ 米国総合内科年次総会 Melanoma magquerading as hemorrhoid. 

2014/4 深谷 佳乃子 アメリカ 米国総合内科年次総会 What is potentially concealed in 

unconscious patient without definite 

origin. 

2014/4 田野 翔 

木村 浩一朗 

アメリカ 米国総合内科年次総会 Pitfall of Omeprazole: commonly 

prescribed in the world. 

2014/4 宇野 枢 

古川 宗磨 

アメリカ 米国総合内科年次総会 Atteal symptoms. 

2015/4 高瀬 貴文 カナダ 米国総合内科年次総会 Both low voltage on ECG in spite of 

hypertrophy on echocardiogram may 

suggest cardiac infiltration rather than 

true myocardial hypertrophy 

2016/4 

 

山田 拓馬 アメリカ 米国総合内科年次総会 Should we perform echocardiography in 

patients with fever and headache? 

2017/4 上野 琢史 アメリカ 米国総合内科年次総会 Don’t make light of painful intercourse. 

2017/4 

 

清水 一紀 アメリカ 米国総合内科年次総会 Common abdominal pain due to an 

uncommon tumor. 

2018/4 碓氷 礼奈 アメリカ 米国総合内科年次総会 An overlooked case of AAD with lower 

limbs numbness 

小野村 仁美 Go search for Mg deficiency: 2 cases of 

refractory electrolyte disorders induced 

by chronic alcohol-use and prolonged PPI 

use. 

吉本 理沙 Pellagrins can appear with one D alone, 

can you diagnose it? 

吉本 理沙 Tuberculosis may exist everywhere, and 

it can harm the patient but also yourself. 

 

 


