
１　著書

著者名 論文タイトル 分担頁 出版社名 発行年月

神経内科（2018年１月１日～12月31日の実績を掲載しています。）

城倉　健 脳幹障害 116-119
イラストめまいの検
査

日本めまい平衡医学会 診断と治療社 2018年6月

城倉　健 小脳障害 120-123
イラストめまいの検
査

日本めまい平衡医学会 診断と治療社 2018年6月

城倉　健 めまい 57-60
中高年のための医
薬最前線

ことぶき 寿出版社株式会社 2018年3月

脊椎脊髄外科

根上茂治、青田洋一、紺野　勉、
児玉順平、宮﨑千恵、
大久保辰雄、豊福深奈、
山崎具基、水野恭一

平成26年度横浜市立学校脊柱側弯症
検診の精度管理指標/調査報告

第147巻　第2号
p.312-317

日本医師会雑誌 2018年5月

リハビリテーション部
ＯＴ

早川裕子 失行・失認・脳梁離断症候群 161-179 臨床神経心理学
緑川晶．山口加代子．三
村将

医歯薬出版 2018年4月

早川裕子 （用語解説　分担執筆）
やさしい高次脳機
能障害用語辞典

種村純 ぱーそん書房 2018年12月

リハビリテーション部
ＳＴ、心理

藤森秀子、三村　將 記憶障害 70-76
CR BOOKS 高次脳
機能障害のリハビリ
テーションVer.3

武田克彦、三村將、渡邊
修編

医歯薬出版 2018年11月

浦野雅世 混合型超皮質性失語 238-239
やさしい高次脳機
能障害用語事典

種村純、白山靖彦、種村
留美、船山道隆、前島進
一郎編

ぱーそん書房 2019年1月

Ⅱ　学術業績

著書名・編著者名
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著者名 論文タイトル 分担頁 出版社名 発行年月著書名・編著者名

薬剤部

原　弘士 第1章 抗菌療法 P.1-55
こういうときはこうす
る!感染症クリスタル
エビデンス 治療編

岡 秀昭 金芳堂 2018年4月

永井　徹 各種抗生剤の副作用（1） e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

永井　徹
各種抗生剤の副作用（2）

e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

永井　徹
感染徴候があるものに対し使用するその
他の各種薬剤の副作用 e-learning

ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士
感染があるものに対して使用するその他
の薬剤の種類と臨床応用

e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士
感染があるものに対して使用するその他
の各種薬剤の適応と使用方法

e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士
病態に応じた感染徴候があるものに対
する薬剤投与の判断基準（ペーパーシ
ミュレーションを含む）

e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士
病態に応じた感染徴候があるものに対
する薬剤投与のリスク（有害事象とその
対策等）

e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士 ペイパーペイシェント　肺炎 e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士 ペイパーペイシェント　尿路感染症 e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士 ペイパーペイシェント　CD関連腸炎 e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士 ペイパーペイシェント　MRSA e-learning
ヴェクソンインター
ナショナル株式会
社

2019年2月

原　弘士 付録　薬剤相互作用 P.367-371
感染症プラチナマ
ニュアル
2019

岡 秀昭
メディカルサイエン
ス
インターナショナル

2019年2月

原　弘士 付録　薬剤相互作用 P.367-371
感染症プラチナマ
ニュアル
2019 Grande

岡 秀昭
メディカルサイエン
ス
インターナショナル

2019年2月

看護部

下村晃子
スペシャリストが行く
「慢性疾患看護専門看護師」

第181号、p4
KANAGAWA
看護だより

神奈川県看護協会

下村晃子 B.ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの対象と制度 第6版第5刷
系統看護学講座
「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護」

医学書院

志賀　悠
HELP in SL (Hospital Elder Life
Program in St. Luke’s)　の体験

59（6）

看護教育
特集　身体拘束から
考える　基礎教育と
臨床の関係

医学書院

臨床工学担当

鈴木利哉
クラウド型医療機器管理システムの導入
がもたらすした運用上のメリット

5 月刊新医療 エム・イ－振興協会 2018年9月
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２　論文

著者名 論文名 掲載紙又は発行所名 発表年月 巻号　 備考

神経内科（2018年１月１日～12月31日の実績を掲載しています。）

Iida Y, Murata H, Johkura K,
Higashida T, Tanaka T,
Tateishi K.

Bow Hunter's Syndrome by Nondominant Vertebral
Artery Compression.

World Neurosurg 2018年 111:367-372

Kudo Y, Sugawara E,
Takahashi K, Tanaka F,
 Johkura K.

An attempt to treat ocular flutter and opsoclonus by
cerebellar magnetic stimulation.

J Neurol Sci 2018年 395:119-120

Nakamizo T, Yamamoto M,
Johkura K.

Changes in stroke risk by freedom-from-stroke time
in simulated populations with atrial fibrillation

PLoS One 2018年 12;13(3)

Watanabe K, Kudo Y,
Sugawara E, Nakamizo T,
Amari K, Takahashi K,
Tanaka O, Endo M,
Hayakawa Y, Johkura K.

Comparative study of ipsilesional and contralesional
repetitive transcranial magnetic stimulations for
acute infarction.

J Neurol Sci 2018年 384:10-14

Johkura K, Kudo Y, Sugawara E,
Watanabe K, Nakamizo T,
Yamamoto M, Amari K,
Takahashi K, Tanaka O.

Effects of cerebellar magnetic stimulation on chronic
post-lateral medullary infarction dizziness.

J Neurol Sci 2018年 392:56-62

城倉　健 めまい：これからの治療 神経治療 2018年 35：207-209

工藤洋祐，城倉　健 脳卒中によるめまい ENTONI 2018年 214:28-34

工藤洋祐，城倉　健 注視麻痺の臨床 新しい眼科 2018年 35:305-312

工藤洋祐，城倉　健 複視と動揺視の診断技法・治療選択 神経眼科 2018年 35:270-281

菅原恵梨子，工藤洋祐，
中溝知樹，城倉　健

失語，構音障害 Medicina 2018年 55:206-210

日本めまい平衡医学会あり方委
員会（宇佐美真一，内藤　泰，
室伏利久，北原　糺，牛尾宗貫，
城倉　健，関根和教，
中村　正，伏木宏彰）

めまい平衡リハビリテーションの実態に関する
アンケート調査

Equilibrium Res 2018年 77:43-46.

脳神経外科

清水　曉, 望月崇弘, 大澤成之,
関口朋子, 隈部俊宏

外側後頭下アプローチにおけるbridged craniotomy
変法

第10回日本整容脳神経外
科研究会講演集

2018年 準原著

清水　曉, 眞野　唯, 隈部俊宏,
冨永悌二, 中山賢司, 山本勇夫

開頭術で生じた綿片遺残を経過観察とした2症例：回
収手術の是非

No Shinkei Geka 2018年 46:529-533 症例報告

清水　 曉, 大澤成之, 望月崇弘,
甘利和光, 近藤竜史, 隈部俊宏

導出静脈が瘻と異なる髄節で硬膜を貫通する脊髄硬
膜動静脈瘻：手術を複雑化する非典型的走行

J Spine Res 2018年 9:1143-1148 原著

清水　曉, 大澤成之, 檀　充,
田中　理, 望月祟弘,
根本　充, 岡　秀宏

鏡視下手根管開放術における不全開放と皮神経腫
形成が複合性局所疼痛症候群を生じた1例

No Shinkei Geka 2018年 46:1093-1101 症例報告

Hiroki Kuroda,
Takahiro Mochizuki,
Satoru Shimizu,
Toshihiro Kumabe

Rupture of Thrombosed Cerebral Aneurysm During
Antithrombotic Therapy for Ischemic Stroke: Case
Report and Literature Review

World Neurosurg 2019年 126:468-471 症例報告
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著者名 論文名 掲載紙又は発行所名 発表年月 巻号　 備考

整形外科

齋藤知行 膝の痛みと変形性膝関節症治療の最前線 医学と薬学 2018年 75巻9号

齋藤知行、高山真一郎、
大谷卓也、薩摩眞一

小児股関節疾患への学会としての取り組み 関節外科 2018年 37巻増刊号

齋藤知行
特集　関節リウマチと骨粗鬆症　今後の展開ー特集
にあたって

分子リウマチ治療 2018年 11巻4号

臨床研究部

Watanabe R,Kawakami I,
Onaya M,Higashi S,Arai N,
Akiyama H,Hasegawa M,Arai T

Frontotemporal dementia with trans-activation
response DNA-binding protein 43 presenting with
catatonic syndrome.

Neuropathology 2018 Jun
38(3):281-287 (doi:
10.1111/neup.1244
2.)

Kobayashi Z,Arai T,
Kawakami I,Yokota O,
Hosokawa M,Oshima K,
Niizato K,Shiraishi A,
Akiyama H,Mizusawa H.

Clinical features of the behavioural variant of
frontotemporal dementia that are useful for
predicting underlying pathological subtypes of
frontotemporal lobar degeneration.

Psychogeriatrics 2018 Jul
18(4):307-312 (doi:
10.1111/psyg.1233
4.)

秋山治彦,岩坪 威 対談「アルツハイマー病の最新の話題」 アニムス 2018年7月 96号：3-12

秋山治彦 認知症克服に向けた研究と臨床の展望
日本臨床　増刊号「老年
医学」（下）

2018年8月 pp14-18

秋山治彦 研究的診断基準の今後 クリニシアン 2018年9月 65（667）：26-31

リハビリテーション部
ＰＴ

植木琢也
エネルギー消費量の観点からみた脳卒中片麻痺患
者の歩行

理学療法ジャーナル 2018年 第52巻4号

野田裕太
特集「視床出血と理学療法」
前腹側核を中心とした視床出血と理学療法

理学療法ジャーナル 2018年5月 第52巻5号

松葉好子
理学療法における生涯学習ー卒前教育との連動と発
展性ー

理学療法ジャーナル 2018年11月 第52巻11号 座談会

萩原章由 とびらー笑顔をあきらめないー 理学療法ジャーナル 2019年2月 第53巻2号

駒場佳世子
特集「障害者スポーツとの関わりー東京オリンピック・
パラリンピックに向けてー」県士会の関わりについて

神奈川県理学療法士会学
術誌　理学療法ー技術と
研究ー

2019年2月 第47号
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著者名 論文名 掲載紙又は発行所名 発表年月 巻号　 備考

リハビリテーション部
ＯＴ

早川裕子
シンポジウムⅣ：高次脳機能障害の診療における多
職種連携　作業療法士の立場から

高次脳機能研究 2018年9月 38（3）：292-296

リハビリテーション部
ＳＴ

浦野雅世 口頭表出に対する評価と介入 コミュニケーション障害学 2018年4月 35巻1号
37-40、シンポ
ジウム原稿

検査部

青田洋一
腰痛診断のpitfallとなりやすい上・中殿皮神経の絞扼
について

メジカルビュー社
間接外科

2018年 Vol37、No12
共同執筆者
田中理

清水　曉
鏡視下手根管開放術における不全開放と皮下断端
神経腫形成が複合性局所疼痛症候群を生じた一例

医学書院 2018年 第46巻第12号
共同執筆者
田中理

Koji Takahashi,Osamu Tanaka,
Yosuke Kudo,Eriko
Sugawara,Ken Johkura

Effects of stimulus conditions on vestibular evoked
myogenic potentials in healthy subjects

Acta Oto-Laryngologica

Accepted 5
March 2019
Published
online: 07 Apr

2019 Apr 07;1-5
ISSN: 0001-6489
1651-2251

Ken Johkura, Yosuke Kudo,
Eriko Sugawara,
KosukeWatanabe,
Tomoki Nakamizo,
Masahiro yamamoto,
Kazumitsu Amari,
Koji Takahashi,Osamu Tanaka

Effects of cerebellar magnetic stimulation on chronic
post-lateral medullary infarction dizziness:A proof-
of-principle cohort study

journal of the neurological
sciences

2018 sep 15
2018 sep
15;392;56-62

Yosuke Kudo, Eriko Sugawara,
Koji Takahashi, Fumiaki
Tanaka,Ken Johkura

An attempt to treat ocular flutter and opsoclonus by
cerebellar magnetic stimulation

Journal of the
Neurological Sciences

2018 december
15

volume  395 (2018)
119–120

栄養部

熊谷直子
「医科・歯科連携最前線」
入院前からの栄養アプローチで術後の早期回復を
めざす

大塚薬報 2019年1月 742号 p24-27
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３　学会・研究会

発表者名 演題名 学会研究会名 発表年月 会場 備考

神経内科（2018年１月１日～12月31日の実績を掲載しています。）

城倉　健 経口抗凝固薬（OAC）と出血合併症 第8回血栓治療連携の会 2018年2月 横浜

城倉　健
頭位性めまいの中枢・末梢の鑑別につ
いて

第17回埼玉県めまい・難聴研究
会

2018年2月 大宮

城倉　健，甘利和光，奈良典子，
工藤洋祐，菅原恵梨子，
中溝知樹，渡邊耕介，天野　悠，
山本正博，高橋幸治，田中　理

慢性期の延髄外側梗塞におけるめまい
の悪化：前向き観察研究

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

工藤洋祐，菅原恵梨子，
天野　悠，渡邊耕介，甘利和光，
高橋幸治，田中　理，城倉　健

脳卒中後慢性疼痛に対するMRIナビ
ゲーション反復経頭蓋磁気刺激の効果

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

菅原恵梨子，清水美衣，
工藤洋祐，甘利和光，
山本正博，城倉　健

脳梗塞急性期における治療前後での
血小板凝集：臨床的アウトカムとの比較

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

天野　悠，工藤洋祐，
菅原恵梨子，渡邊耕介，
甘利和光，山本正博，城倉　健

後方循環系に限局した原発性中枢神
経系血管炎

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

奈良典子，菅原恵梨子，
工藤洋祐，天野　悠，渡邊耕介，
中溝知樹，山本正博，
甘利和光，城倉　健

延髄外側梗塞患者連続30例の臨床的
解析

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

渡邊耕介，工藤洋祐，
菅原恵梨子，奈良典子，
高橋幸治，田中　理，城倉　健

脳の興奮性を電気生理学的に確認でき
た良性成人型家族性ミオクローヌスてん
かんと考えられる77歳男性例

第224回日本神経学会関東・甲
信越地方会

2018年3月 東京

甘利和光，菅原恵梨子，
奈良典子，工藤洋祐，
櫻場秀一，城倉　健

延髄外側梗塞患者におけるめまい自覚
症状とMRI所見の関係

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

高橋幸治，工藤洋祐，
奈良典子，菅原恵梨子，
甘利和光，城倉　健

延髄外側梗塞患者の回転後眼振と視
運動性後眼振

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

田中　理，内田愛子，
高橋幸治，天野　悠，
工藤洋祐，城倉　健

CPAPによる心内右左シャントの変化
第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

原　弘士，櫻場秀一，
臼田　誠，永井　徹，
五十嵐俊，平野秀隆，城倉　健

DOACの通常凝固能検査への影響
第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

永井　徹，菅原恵梨子，
櫻塲秀一， 大久保莉菜，
五十嵐俊，原　弘士，臼田　誠，
平野秀隆，城倉　健

ワルファリン関連脳出血に対するプロト
ロンビン複合体製剤の効果

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

熊谷直子，臼田　誠，
原　弘士，城倉　健

急性期脳卒中患者への
早期集学的栄養アプローチと機能回復
との関連性

第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

神田敏江，橋本恵理奈，
友野彩春，村木文子，佃　乃扶，
宮本亜紀，南澤有那，
坂田浩美，小川桜子，
中島未来，小泉沙織，
白井泰子，城倉　健，
中溝知樹，工藤洋祐，
菅原恵梨子，臼田　誠，
原　弘士，永井　徹，五十嵐俊

SCUにおけるせん妄予測スコア
第43回日本脳卒中学会学術集
会

2018年3月 福岡

城倉　健，工藤洋祐，
菅原恵梨子，奈良典子，
渡邊耕介

病態に則した中枢性めまいの特異的治
療法

第115回日本内科学会総会・講
演会

2018年4月 京都

Johkura K, Kudo Y, Sugawara E,
Watanabe K, Nara N,
Nakamizo T, Amari K, Tanaka F,
Takahashi K, Tanaka O.

Effects of cerebellar rTMS on
vestibular neural activity

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌

工藤洋祐，高橋幸治，田中　理，
菅原恵梨子，中溝知樹，
黒木美百，東山雄一，
田中章景，城倉　健

急性期脳卒中患者におけるベッドサイ
ドでの眼球運動評価（小脳病変での検
討）第3報

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌

菅原恵梨子，南里千春，
下川友貴乃，工藤洋祐，
中溝知樹，田中章景，城倉　健

急性期病棟でのせん妄予防の試み 第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌
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奈良典子，菅原恵梨子，
工藤洋祐，天野　悠，渡邊耕介，
中溝知樹，山本正博，
甘利和光，城倉　健

延髄外側梗塞における患側肢感覚障
害の責任病変について

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌

高橋幸治，菅原恵梨子，
工藤洋祐，奈良典子，
渡邊耕介，中溝知樹，
山本正博，田中　理，
甘利和光，城倉　健

中枢性めまい患者に対するvideo Head
Impulse Test

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌

田中　理，宮地美貴子，
内田愛子，友野彩加，
川﨑友里，高橋幸治，天野　悠，
工藤洋祐，山本正博，城倉　健

頸動脈超音波検査で確認できた可動
性プラークの消退予測因子

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌

南里千春，下川友貴乃，
影山佳英，下村晃子，
東由紀子，永井　徹，原　弘士，
工藤洋祐，菅原恵梨子，
中溝知樹，城倉　健

急性期病棟におけるせん妄予防と看護
教育

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌

城倉　健 めまいのemergency 第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 札幌 依頼講演

奈良典子，菅原恵梨子，
天野　悠，渡邊耕介，
工藤洋祐，甘利和光，城倉　健

特異なMRI所見を呈した皮質静脈血栓
症と考えられる53歳女性例

第225回日本神経学会関東・甲
信越地方会

2018年6月 東京

城倉　健 脳血管障害，変性疾患のめまい
第35回日本めまい平衡医学会
医師講習会

2018年7月 東京 依頼講演

渡邊耕介，工藤洋祐，
菅原恵梨子，奈良典子，
天野 悠，山本良央，甘利和光，
高橋幸治，田中　理，城倉　健

馬尾増強効果を呈した下位脊髄梗塞の
症例

第421回神奈川神経談話会 2018年7月 横浜

高橋幸治，菅原恵梨子，
工藤洋祐，城倉　健

中枢性めまい患者に対するvideo Head
Impulse Test

第34回真鶴セミナー 2018年8月 東京

山本良央，工藤洋祐，
高橋幸治，菅原恵梨子，
奈良典子，天野　悠，
甘利和光，城倉　健

側向きsaccadeと健側向きsmooth
pursuitが障害された橋出血の51歳男性
例

第226回日本神経学会関東・甲
信越地方会

2018年9月 東京

城倉　健 最新のめまいの診断と治療 第19回神経疾患懇話会 2018年9月 川口

城倉　健
脳卒中によるめまいの病態と新しい治
療法の開発

Stroke Neurologistの会 2018年9月 仙台

城倉　健，工藤洋祐，
菅原恵梨子，奈良典子，
甘利和光，高橋幸治，田中　理

中枢性めまいに対する新しい治療戦略
第77回日本めまい平衡医学会
総会・学術講演会

2018年11月 山口

菅原恵梨子，治部仁美，
菊池麻美，渡邊安紀子，
高橋幸治，城倉　健

良性発作性頭位めまい症の耳石置換
療法後の浮遊感と軽微な残存眼振

第36回日本神経治療学会学術
集会

2018年11月 東京

菅原恵梨子，治部仁美，
菊池麻美，渡邊安紀子，
高橋幸治，城倉　健

良性発作性頭位めまい症の耳石置換
療法後の軽微な残存眼振

第77回日本めまい平衡医学会
総会・学術講演会

2018年11月 山口

奈良典子，菅原恵梨子，
工藤洋祐，高橋幸治，
甘利和光，城倉　健

延髄外側梗塞患者連続40例の臨床的
解析

第77回日本めまい平衡医学会
総会・学術講演会

2018年11月 山口

甘利和光，菅原恵梨子，
奈良典子，工藤洋祐，城倉　健

延髄外側梗塞患者におけるめまい自覚
症状とMRI所見との関係

第77回日本めまい平衡医学会
総会・学術講演会

2018年11月 山口

髙橋幸治，田中　理，渡邊耕介，
工藤洋祐，菅原恵梨子，
甘利和光，城倉　健

良性成人型家族性ミオクローヌスてん
かんの脳の興奮性：症例報告

第48回日本臨床神経生理学会
学術大会

2018年11月 東京

高橋幸治，工藤洋祐，
菅原恵梨子，奈良典子，
甘利和光，城倉　健

v-HITで測定した健常人における眼球
運動の方向差

第77回日本めまい平衡医学会
総会・学術講演会

2018年11月 山口

田中　理，高橋幸治，
内田愛子，工藤洋祐，
天野　悠，城倉　健

CPAPによる心内右左シャントの変化
（第２報）

第48回日本臨床神経生理学会
学術大会

2018年11月 東京

治部仁美，菊地麻美，
渡邉安紀子，菅原恵梨子，
城倉　健

良性発作性頭位めまい症における耳石
置換療法後のめまい感の分析

第36回日本神経治療学会学術
集会

2018年11月 東京

城倉　健
眼球運動障害から病巣を推察してみよ
う

第36回日本神経治療学会学術
大会

2018年11月 東京 依頼講演
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城倉　健 ここまで進んだめまいの診断と治療 Common diseaseを診なおす会 2018年11月 横浜

城倉　健，工藤洋祐，
菅原恵梨子，高橋幸治

異常眼球運動を伴う難治性めまいに対
する小脳磁気刺激の効果

第56回日本神経眼科学会総会 2018年12月 神戸

工藤洋祐，高橋幸治，
菅原恵梨子，城倉　健

下眼瞼向き眼振を伴ったWEBINO症候
群の79歳男性例

第56回日本神経眼科学会総会 2018年12月 神戸

渡邊耕介，工藤洋祐，
菅原恵梨子，奈良典子，
天野　悠，山本良央，城倉　健

MRIで馬尾増強効果を認めた下位脊髄
梗塞の70歳女性例

第227回日本神経学会関東・甲
信越地方会

2018年12月 東京

高橋幸治，菅原恵梨子，
工藤洋祐，城倉　健

中枢前庭障害におけるvideo Head
Impulse Test

第56回日本神経眼科学会総会 2018年12月 神戸

城倉　健 中枢性眼球運動障害を理解する 第56回日本神経眼科学会総会 2018年12月 神戸 依頼講演

脳神経外科

黒田博紀, 山田　勝, 隈部俊宏 肺癌患者に発生した脳空気塞栓の１例
第５回日本心血管脳卒中学会学
術集会

2018年6月 東京 一般口演

黒田博紀, 望月崇弘,
清水　曉, 隈部俊宏

脳梗塞を発症した血栓化脳動脈瘤への
治療方針：症例報告と文献レビュー

日本脳神経外科学会第77回学
術総会

2018年10月 仙台 デジタルポスター

黒田博紀, 望月崇弘,
清水　曉, 隈部俊宏

脳梗塞を発症した血栓化脳動脈瘤への
治療方針：症例報告と文献レビュー

第44回日本脳卒中学会 2019年3月 横浜 一般口演

清水　曉, 大澤成之, 黒田博紀,
小泉寛之, 望月崇弘, 隈部俊宏

Half-tied stay suture: 脳動脈端側バイ
パス術において隠れた吻合口を視認す
る工夫

第48回日本脳卒中の外科学会 2019年3月 横浜 一般口演

脊椎脊髄外科

青田洋一
「腰痛疾患の診断のピットフォール　―
―上・中殿皮神経障害について――」

第17回 神奈川痛みの研究会 2018年10月 TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ横浜 教育講演

整形外科

齋藤知行 退行性膝疾患に対する骨切り術
第28回横浜整形外科手術手技
カンファランス

2018年4月 横浜シンポジア

齋藤知行 リウマチの治療と手術
小田原医師会・足柄上医師会合
同学術講演会

2018年4月
おだわら総合医療福
祉会館

齋藤知行 変形性関節症の痛み 長津田整形外科セミナー 2018年6月 青葉台フォーラム

齋藤知行
関節リウマチに対する薬物療法の進歩
と人工関節置換術の意義

第73回神奈川リウマチ医会イブ
ニングセミナー

2018年7月 TKPガーデンシテｲ

齋藤知行
関節リウマチの下肢大関節の破壊予測
と手術適応の変化

第47回日本リウマチの外科学会 2018年8月 パシフィコ横浜

齋藤知行
生物学的製剤時代におけるリウマチ手
術～リウマチ膝を中心に～

第32回リウマチ薬物治療研究会 2018年10月
京成ホテルミラマー
レ

齋藤知行 ひざの痛み
横浜市立脳卒中・神経脊椎セン
ター　市民講演会

2018年11月 磯子公会堂

齋藤知行 小児整形外科の現状と将来への展望
第29回日本小児整形外科学会
学術集会

2018年12月
ウインクあいち（愛知
県産業労働セン
ター）
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臨床研究部

秋山治彦
どこまで進んだ？認知症の根本治療薬
開発

第1回 認知症シンポジウム（神奈
川県立精神医療センター）

2018年4月
TKPガーデンシティ
横浜

秋山治彦
認知症予防　認知症に先手を打つ生活
のヒント

平成30年度南区介護予防セミ
ナー

2018年5月
みなみん（南公会
堂）（横浜市）

秋山治彦 認知症治療薬開発の現状と課題 WNNM 2018年6月
リーガロイヤルホテル
広島

特別講演

秋山治彦 認知症の病理
第2回 日本脳神経外科認知症
学会

2018年6月
タワーホール船堀
（東京都）

特別講演

秋山治彦 アルツハイマー病の先進医療
医師会　脳卒中・神経脊椎セン
ター勉強会

2018年6月
横浜市立脳卒中・神
経脊椎センター

秋山治彦

Luncheon Seminar：Masahito Yamada
「Amyloid β pathology in the
development of disease-modifying
therapy against Alzheimer’s disease」

19th International Congress of
Neuropathology (ICN2018)

2018年9月 京王プラザホテル 座長

秋山治彦
ランチョンセミナー：岩坪威「アルツハイ
マー病早期治療に向けて：これまでの
研究から見えてきたもの」

第37回日本認知症学会 2018年10月
ロイトン札幌・札幌市
教育文化会館

座長

秋山治彦
プレナリーレクチャー：福田祐典「わが
国における認知症対策の現状と課題」

第37回日本認知症学会 2018年10月
ロイトン札幌・札幌市
教育文化会館

座長

秋山治彦 認知症研究の展望
第6回認知症疾患医療センター
全国研修会滋賀県大会

2018年11月 コラボしが21

秋山治彦 認知症学の勧め
第4回キャリアアップ支援セミ
ナー

2018年11月 金沢大学

秋山治彦 認知症疾患の病態と予防
第5回臨床心理アセスメント　治
験評価スキルアップ講座

2018年12月 アクロポリス東京

秋山治彦 認知症について
専門訴訟事件等の特殊事件の
ための研究会

2018年12月 横浜地方裁判所

秋山治彦 認知症疾患の病態と診断
認知症疾患医療センター合同研
修会

2019年2月
山口県総合保険会
館

秋山治彦
認知症医療の現状と課題，今後の見通
し

第6回神経疾患連携セミナー 2019年2月
HOTEL PLUMM（横
浜市）

秋山治彦
認知症疾患の根本治療薬開発に向け
て

平成30年度認知症講演会 2019年3月
大垣フォーラムホテ
ル

秋山治彦
認知症治療薬の最新情報と非薬物療
法

平成30年度横浜市認知症サ
ポート医フォローアップ研修

2019年3月 ウィリング横浜

リハビリテーション科

Nakao M,Oshima F,
Maeno Y,Izumi S

Swallowing Ability and Movement
Features in Patients with Wallenberg
Syndrome.

26th Dysphagia Research
Society

2018年5月 Baltimore,MD,USA 一般演題

Nakao M,Oshima F,
Maeno Y,Izumi S

Characteristics of swallowing
movemeｎts with Wallenberg Syndrome
compared with that of supratentorial
infarction.

第55回日本リハビリテーション医
学会学術集会

2018年6月 福岡
一般演題（English
Session)

Nakao M,Oshima F,
Maeno Y,Izumi S

Disturbed Obligatory Swallowing
Sequence in Patients with Wallenberg
Syndrome.

第24回日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会学術集会　Japan-
Korea Symposium

2018年6月 仙台
一般演題（English
Session)

小林宏高、前野　豊、武藤里佳、
高田薫子、籠田雅予

回復期リハビリテーション病棟退院後の
通気生活における社会的活動性の変
化について

第2回日本リハビリテーション医
学会秋季学術集会

2018年11月 仙台 一般演題

小林宏高、相馬千草、
小倉郁子、篠崎晋也、山室　創

急性期治療に至らなかった右内頚動脈
閉塞に対する高次脳機能障害、左片麻
痺のリハビリテーション

第36回神奈川脳卒中カンファラ
ンス

2019年3月 平塚 一般演題
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リハビリテーション部
ＰＴ

小川明久
気をつけたい腰の痛み－腰痛疾患の
診断と治療＋腰痛予防体操－

県民共済いきいき健康医療講座 2018年4月 県民共催プラザビル 講師

萩原章由
オーバーヘッドリーチが立位重心移動
に与える影響

第8回臨床に活かす動作分析を
考える研究会

2018年6月
インターリハ株式会
社

講師

萩原章由

脳卒中片麻痺者に対する下肢装具を
使用したリハビリテーション－治療用装
具として用いる場合の目的、使用する
際に理学療法士が留意する視点－

第34回日本義肢装具学会研修
セミナー

2018年7月
TKPガーデンシティ
横浜

講師

小川明久
やるぞ！すこやかライフ
－結果にコミットする体操－

磯子まつり健康講演会 2018年9月 磯子地域ケアプラザ 講師

堤　美恵、浅山美穂
理学療法士の視点を活かした体操プロ
グラムの効果的な実施について

地域リハビリテーション活動支援
事業
元気作りステーション水曜会

2018年10月 久良岐丘自治会館 講師

溝部朋文
運動学・運動力学的視点から見た、脳
卒中片麻痺の理学療法の再考

神奈川県理学療法士会　神経理
学療法領域講習会

①2018年9月
②2018年11月

①関内新井ホール
②厚木商工会議所

講師

野田裕太
ICFに基づく新たなレジュメを用いた臨
床実習指導の有効性の検討－養成校
との連携による臨床実習者への調査－

第7回日本理学療法教育学会学
術大会

2018年11月 兵庫医療大学 演者

中嶋俊祐
脳卒中患者の急性期から回復期にお
ける理学療法実施時間の違いがバラン
ス能力に与える影響

第16回日本神経理学療法学会
学術大会

2018年11月 グランキューブ大阪 演者

溝部朋文 中枢神経の歩行システムと装具療法
日本理学療法イニシアティブ研
究会

2018年12月 ウエスタ川越 講師

萩原章由
ストレングスリハビリテーション－急性
期・回復期から始まる人としての復権の
リハビリテーション－

第5回日本地域理学療法学会学
術大会

2018年12月 パシフィコ横浜 座長

北川敦子
片麻痺者と卓球～卓球を用いたリハビリ
の紹介と地域活動について

神奈川県理学療法士会　障害者
スポーツ理学療法講習会

2018年12月
障害者スポーツ文化
センター　横浜ラ
ポール

講師

萩原章由 脳卒中片麻痺の理学療法
神奈川県立保健福祉大学理学
療法学専攻4年次キャリアアップ
セミナー

2018年12月
神奈川県立保健福
祉大学

講師

福王寺敦子
当院における歩行アシスト診療枠の紹
介

第4回歩行リハビリテーション研
究会

2019年1月 HONDA青山ビル 演者

石田由佳 脳卒中の予防と再発予防
横浜市立脳卒中･神経脊椎セン
ター市民講演会

2019年1月 関内ホール 講師

横島由紀
脳血管疾患患者の退院後のフォロー
アップ－終了時期によるE-SAS点数の
傾向－

回復期リハビリテーション病棟協
会第33回研究大会

2019年2月
浦安市運動公園総
合体育館

演者

松葉好子 神経系1　ポスターセッション6
第36回神奈川県理学療法士学
会

2019年3月 パシフィコ横浜 座長

溝部朋文 神経系2　ポスターセッション7
第36回神奈川県理学療法士学
会

2019年3月 パシフィコ横浜 座長

リハビリテーション部
ＯＴ

石渡大地
肩腱板損傷に対するリバース型人工肩
関節置換術を受けた高齢女性の復職
に向けた作業療法

第52回日本作業療法学会 2018年9月 名古屋国際会議場 ポスター発表

加藤千尋

上肢用ロボット型運動訓練装置
(ReoGo-J)を活用した作業療法の可能
性：麻痺側上肢を生活で使用するように
なった1症例

第52回日本作業療法学会 2018年9月 名古屋国際会議場 ポスター発表

山田裕子
上肢ロボット型運動訓練装置（ReoGo-
J）練習による 失調症状改善の試み ―
慢性期小脳出血の1例―

第52回日本作業療法学会 2018年9月 名古屋国際会議場 口述発表
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発表者名 演題名 学会研究会名 発表年月 会場 備考

早川裕子 行為の障害の不思議
第42回日本神経心理学会学術
総会

2018年9月
山形県立保健医療
大学

教育セミナー

早川裕子
生活に結びついた試行機能障害のリハ
ビリテーション

第42回日本高次脳機能障害学
会学術総会

2018年12月 神戸国際展示場 教育講演

リハビリテーション部
SＴ、心理

浦野雅世、加藤千尋、吉岡　文、
武藤里佳、三村　將

右小脳出血により非失語性呼称障害を
呈した1例

第42回日本神経心理学会 2018年9月
山形県立保健医療
大学

一般演題

浦野雅世 発話産生に対するアプローチ
第42回日本高次脳機能障害学
会

2018年12月 神戸国際会議場 シンポジウム

検査部

田中　理
脳外科・脊椎脊髄外科におけるMEPモ
ニタリングによる 口腔内の有害事象に
ついて

第47回日本脊椎脊髄病学会学
術集会

2018年4月 神戸国際会議場

田中　理
頸動脈超音波検査で確認できた可動
性プラークの消退予測因子

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 ロイトン札幌

高橋幸治
中枢性めまい患者に対するvideo Head
Impulse Test

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月 ロイトン札幌

田中　理
技師が教える検査テクニック ポータブ
ル脳波検査

第13回臨床神経生理技術講習
会
脳波 基礎コース

2018年7月 東京医科歯科大学

田中　理 脳波を正しく読むために
神奈川県臨床衛生検査技師会
脳波筋電図専門グループ　研修
会

2018年7月
神奈川県民サポート
センター

田中　理 神経伝導検査　実技講習会
神奈川県臨床衛生検査技師会
脳波筋電図専門グループ　研修
会

2018年8月
神奈川県民サポート
センター

高橋幸治
中枢性めまい患者に対するvideo Head
Impulse Test　　vHIT for central
dizziness/vertigo patients

第34回神経眼科学会真鶴セミ
ナー

2018年8月
東京大学鉄門記念
講堂

田中　理 末梢神経伝導検査の基礎知識
日本臨床神経生理検査研究会
第31回関東甲信越支部研修会

2018年9月
日本光電フェニック
スアカデミー

田中　理 顔面神経伝導検査／ 反復神経刺激法 千葉県臨床検査技師会 2018年10月 神経内科千葉

田中　理
CPAPによる心内右左シャントの変化
（第2報）Change in right-to-left cardiac
shunt by CPAP (2nd report)

第48回臨床神経生理学会 2018年11月
東京ファッションタウ
ンTFTビル

高橋幸治

良性成人型家族性ミオクローヌスてん
かんの脳の興奮性：症例報告Brain
excitability in benign adult familial
myoclonus epilepsy: a case report

第48回臨床神経生理学会 2018年11月
東京ファッションタウ
ンTFTビル

高橋幸治
v-HITで測定した健常人における眼球
運動の方向差

第７７回めまい平衡医学会総会 2018年11月
ホテルニュータナカ,
ホテルかめ福

高橋幸治
中枢前庭障害における video Head
Impulse Test (vHIT)

第56回神経眼科学会総会 2018年12月 神戸国際会議場

田中　理 難しくない大脳誘発電位
日本臨床検査技師回関東甲信
越支部神経生理講習会

2019年2月
日本光電フェニック
スアカデミー

宮地美貴子
超音波検査による部位別頸動脈プラー
ク進展様式の検討

第44回日本脳卒中学会学術集
会

2019年3月 パシフィコ横浜

田中　理
CPAPによる心内右左シャントの変化に
関連する心臓因子

第44回日本脳卒中学会学術集
会

2019年3月 パシフィコ横浜
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発表者名 演題名 学会研究会名 発表年月 会場 備考

薬剤部

櫻塲秀一、五十嵐俊 記述統計学 統計学勉強会 2018年5月
横浜市大附属セン
ター病院

櫻塲秀一、五十嵐俊 確率・確率分布 統計学勉強会 2018年7月
横浜市大附属セン
ター病院

原　弘士 体験！処方鑑査 第5回　おもてなしHICCS 2018年7月
金沢　たちばな四季
亭

原　弘士 薬剤師の緊急コール対応 横浜市勤務薬剤師会 2018年8月
横浜市大附属セン
ター病院

大久保莉菜、永井　徹、
櫻塲秀一、廻絵梨香、
佐々木有彩、五十嵐俊、
平野秀隆

小児におけるノベルジンⓇ錠の服薬ア
ドヒアランス向上に向けた検討

日本病院薬剤師会関東ブロック
第48回学術大会

2018年8月
栃木県総合文化セン
ター

櫻塲秀一、臼田　誠、原　弘士、
熊谷直子、五十嵐俊、
甘利和光、平野秀隆

経腸栄養剤変更に伴うワルファリン服用
患者のPT-INRの変化についての調査

日本病院薬剤師会関東ブロック
第48回学術大会

2018年8月
栃木県総合文化セン
ター

櫻塲秀一、五十嵐俊 検定論、推定論 統計学勉強会 2018年9月
横浜市大附属セン
ター病院

原　弘士、永井　徹、五十嵐俊、
平野秀隆、加藤英明

当院におけるTAZ/PIPCの使用調査 第84回神奈川感染症医学会 2018年9月
横浜情報文化セン
ター

原　弘士、永井　徹、加藤英明
当院における黄色ブドウ球菌菌血症の
治療バンドルの順守率の調査

日本感染症学会東日本地方会
学術集会・日本化学療法学会東
日本支部総会合同学会

2018年10月 京王プラザホテル

青野　壮
磯子区薬剤師会との共同事業の実現
に向けて

横浜市関連5病院・横浜市薬剤
師会合同懇親会

2018年11月
横浜桜木町ワシント
ンホテル

櫻塲秀一、五十嵐俊 カテゴリー変数の統計解析 統計学勉強会 2018年11月
横浜市大附属セン
ター病院

永井　徹 下痢してまーす
第13回　神奈川病院薬剤師感染
症フォーラム

2018年11月 TKP横浜 教育講演　講師

原　弘士 確認テストおよび解説
神奈川病院薬剤師感染症フォー
ラム

2018年11月 TKP横浜

櫻塲秀一、五十嵐俊 単回帰分析 統計学勉強会 2019年1月
横浜市大附属セン
ター病院

臼田　誠、原　弘士、青野　壮、
櫻塲秀一、永井　徹、五十嵐俊、
平野秀隆

バランスト・スコアカードを活用した薬剤
部マネジメントの実践

第１７回　かながわ薬剤師学術大
会

2019年1月 パシフィコ横浜

佐々木有彩、臼田　誠、
白井克子、岩崎夏海、永井　徹、
原　弘士、五十嵐俊、平野秀隆

割線のない錠剤分割におけるバラつき
の要因検討

第17回　かながわ薬剤師学術大
会

2019年1月 パシフィコ横浜

廻絵梨香、永井　徹、
佐々木有彩、原　弘士、
五十嵐俊、平野秀隆

アスピリン腸溶錠の簡易懸濁法での通
過試験

第17回　かながわ薬剤師学術大
会

2019年1月 パシフィコ横浜

原　弘士 知っていますか？抗菌薬
東京都臨床検査技師会
2018年度微生物検査研究班研
修

2019年2月 東京医科歯科大学

櫻塲秀一、五十嵐俊 重回帰分析 統計学勉強会 2019年3月
横浜市大附属セン
ター病院

原　弘士
セファゾリン供給停止にASTができるこ
と

第二回埼京プラチナASTカン
ファランス

2019年3月 東京高輪病院
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栄養部

熊谷直子
「チーム医療」のための
 コミュニケーションワークショップ

東京都教育委員会
「チーム・メディカル」

2018年4月
東京都立
戸山高等学校

講演（その他）

熊谷直子、樋島 学、望月弘彦
神奈川ＮＳＴフォーラム アンケート調査
からみた
半固形状栄養の現状

第10回日本静脈経腸栄養学会
首都圏支部会学術集会

2018年6月
東京ファッションタウ
ンビル

示説発表

熊谷直子
港南区保健活動推進員全体研修会
たべよう！野菜

横浜市港南区保健活動推進員
全体研修会

2018年6月 港南区総合庁舎 講演（その他）

熊谷直子
健康長寿のための極意
～介護状態にならないように食事に気
をつけよう～

横浜市地域づくり型介護予防事
業横浜市新杉田地域ケアプラザ
地域包括支援センター

2018年6月
浜中学校コミュニティ
ハウス

講演（その他）

熊谷直子
神奈川区介護予防ボランティア研修会
高齢期の栄養と食事について

横浜市神奈川区地域介護予防
活動支援事業

2018年6月 神奈川公会堂 講演（その他）

熊谷直子、臼田 誠、
大津比呂志、原 弘士、坂井 誠

急性期脳卒中患者へ早期低栄養特定
と集学的栄養アプローチによる機能回
復との関連性 ：後ろ向き研究

日本外科代謝栄養学会第55回
学術集会

2018年7月 大阪国際会議場
ワークショップ
口演発表

熊谷直子、臼田 誠、
原 弘士、大津比呂志、
小山田有貴子、坂井　誠

脳卒中嚥下障害患者に対する集学的
栄養支援の効果
― 後ろ向き研究 ―

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 仙台国際センター 口演発表

熊谷直子
よくわかる糖尿病講座
「手に入れよう!!適糖生活のための食の
秘訣」

横浜市南区糖尿病重症化予防
事業

2018年9月 南区総合庁舎 講演（その他）

熊谷直子

それぞれの場所、それぞれの職種の摂
食嚥下への関わり方
～回復期リハビリテーション病棟管理栄
養士の視点から～

第15回　横浜臨床病態栄養リハ
ビリテーション研究会

2018年10月
医療法人 光陽会
関東病院

講演（その他）

熊谷直子、小山田有貴子
整形外科領域における周術期口腔機
能管理の取り組み

第21回　神奈川ＮＳＴフォーラム 2018年10月 はまぎんホール 座長、口演発表

熊谷直子
脳卒中予防講演会 食から見る脳卒中
予防

横浜市鶴見区中途障害者支援
事業

2018年11月 鶴見区総合庁舎 講演（その他）

熊谷直子、望月弘彦
神奈川ＮＳＴ研究会
アンケート調査からみた半固形状栄養
の現状

第29回 日本在宅医療学会学術
集会

2018年11月 パシフィコ横浜 口演発表

熊谷直子
患者さんの「治す力」を引き出す栄養管
理

横浜市立大学附属市民総合医
療センター　ＮＳＴ委員会主催
研修会

2018年12月
横浜市立大学附属
市民総合医療セン
ター

講演（その他）

熊谷直子
脳卒中予防と再発予防「私が守る　私
の生活 食の秘訣」

横浜市脳卒中市民啓発予防キャ
ンペーン講演会

2019年1月 関内ホール 講演（その他）

熊谷直子 病気を予防する！! 食生活の秘訣
シニアライフアドバイザー協会
第12回シニアライフコーディネー
ター　養成講座

2019年1月
一般財団法人
消費科学センター

講演（その他）

東敬一朗、吉村由梨、
西岡心大、熊谷直子、荒金英樹

成人がん患者におけるリハビリテーショ
ン栄養診療ガイドラインの策定　― 課
題と展望 ―

第34回日本静脈経腸栄養学会
学術集会

2018年2月 国際館パミール 共同演者

田中　舞、小坂鎮太郎、
藤原　大、西岡心大、
飯田有輝、熊谷直子、荒金英樹

リハビリテーション栄養診療ガイドライン
の紹介と今後の課題

第34回日本静脈経腸栄養学会
学術集会

2018年2月
グランドプリンスホテ
ル新高輪

共同演者

吉村由梨、東敬一朗、
西岡心大、熊谷直子、荒金英樹

成人がん患者におけるリハビリテーショ
ン栄養診療ガイドラインを策定して見え
たこと

第34回日本静脈経腸栄養学会
学術集会

2018年2月 国際館パミール 共同演者

小坂鎮太郎、藤原　大、
西岡心大、田中　舞、飯田有輝、
熊谷直子、荒金英樹

診療ガイドライン作成経験から考えるリ
ハビリテーション栄養研究の今後の課
題

第34回日本静脈経腸栄養学会
学術集会

2018年2月
グランドプリンスホテ
ル新高輪

共同演者

熊谷直子、臼田　誠、
大津比呂志、弦巻真理、
小山田有貴子、原　弘士、
荒居典子、坂井　誠

脳卒中患者への低栄養特定と個別栄
養計画に基づく集学的栄養アプローチ
による機能回復との関連性

第34回日本静脈経腸栄養学会
学術集会

2019年2月
グランドプリンスホテ
ル新高輪・国際館パ
ミール

口演発表

熊谷直子 健康長寿のための食の極意 丸山第二町内会 2019年3月 丸山第二町内会館 講演（その他）

熊谷直子
〇〇のための食事のススメ －食事をと
るときの注意点－

横浜市難病患者支援事業
南区神経系難病患者家族交流
会

2019年3月 浦舟地域ケアプラザ 講演（その他）

－ 33 －
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看護部

南里千春、下川友貴乃、
工藤洋祐、菅原恵梨子、
永井　徹、原　弘士、東由紀子、
下村晃子、影山佳英、
中溝知樹、城倉　健

急性期病棟におけるせん妄予防と看護
教育

第59回日本神経学会学術大会 2018年5月

下村晃子、河崎さつき、
古厩智恵、川端久美子

脳卒中専門病院における糖尿病腎症
外来の脳卒中再発予防の効果示説発
表

第61回日本糖尿病学会 2018年5月

熊谷直子、大津比呂志
急性期脳卒中患者へ早期低栄養特定
と集学的栄養アプローチによる機能回
復との関連性：後ろ向き研究

日本外科代謝栄養学会第55回
学術大会

2018年7月

大関由貴、島あゆ子
急性期指導者による新採用看護師への
「今日良かったところ」を意識した取り組
みについて

第49回日本看護学会　急性期看
護

2018年9月

山本奈緒美
横浜嚥下障害症例検討会の通年講座
と単回開催の医療者向けセミナーや市
民公開講座の教育効果の比較検証

第24回日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会

2018年9月

熊谷直子、大津比呂志
脳卒中嚥下障害患者に対する集学的
栄養支援の効果－後ろ向き研究－

第24回日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会

2018年9月

石川園子、太田広美、熊田　薫
A病院地域包括ケア病棟における退院
支援困難要因を探る

第49回日本看護学会　慢性期看
護

2018年9月

治部仁美、菊地麻美、
渡邉安紀子、菅原恵梨子、
工藤洋祐、城倉　健

良性発作性頭位めまい症における耳石
置換療法後のめまい感の分析

第36回日本神経治療学会学術
集会

2018年11月

土井有理、小林恵子、小泉晶子

ピンホールを発見しやすい手術用手袋
の導入の効果～手袋交換頻度と看護
師の感染対策行動への意識変化から
～

第32回日本手術看護学会年次
大会

2018年11月

菊地麻美、神戸幸枝、
高畑美洋子、山崎いづみ、
山本良央、工藤洋祐、城倉　健

脳梗塞急性期治療における時間短縮
への取り組み

第３回神奈川脳血栓回収療法セ
ミナー

2019年1月

熊谷直子、大津比呂志、
弦巻真理

脳卒中嚥下障害患者に対する集学的
栄養支援の効果

第34回日本静脈経腸栄養学会 2019年2月

山本奈緒美、田中祥子
脳卒中後の夜間頻尿患者に対する看
護ケアの実施と効果の検証

回復期リハビリテーション病棟協
会第33回研究大会

2019年2月
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