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講　演

診療科 講 演 者 名 演 題 名
研究会・講演会等名称
（ 開 催 西 暦 年 月 ）

内科 中村　佳子 やってみようインスリン治療
第四回豊島区医療連携ネット
ワーク研修会(豊島区医師会）
2014年３月

内科 中村　佳子
糖尿病患者の生活指導（栄養指導・運動
療法を中心に）

城北地区４区合同区民公開講座
（豊島区医師会）
2014年３月

内科 中村　佳子 糖尿病治療薬の新しい使い分け
城北地区糖尿病治療薬検討会(豊島
区医療連携ネットワーク）
2014年６月

神経科 松井　康絵 産後のこころとからだ
豊島区東部子ども家庭支援セン
ター主催講演会
2014年５月

神経科 松井　康絵
育児ストレスを感じる養育者への心のゆ
とり支援

日本家族計画協会主催講演会
2014年６月

神経科 松井　康絵 産後のこころとからだ
豊島区東部子ども家庭支援セン
ター主催講演会
2014年７月

神経科 松井　康絵 産後のこころとからだ
豊島区東部子ども家庭支援セン
ター主催講演会
2014年９月

神経科 松井　康絵 精神面が気になる母親への子育て支援
池袋保健所主催講演会
2014年９月

神経科 松井　康絵 産後のこころとからだ
豊島区西部子ども家庭支援セン
ター主催講演会
2014年１１月

新生児科 増永　健 周産期医療の動向
都立病院周産期看護専門コース講
師
2014年５月

新生児科 増永　健
在宅医療が必要となる新生児疾患につい
て

東京都福祉保健局
平成26年度NICU等入院児在宅移行
研修
講師（保健師向け）
2014年６月

新生児科 藤中　義史 現役医師による講演
平成26年度東京都地域医療学生研
修2014年２月

新生児科 岡田 真衣子 NCPR講習会講師
日本周産期新生児医学会認定新生
児蘇生法講習会Aコース
2014年１２月

内科 檀　直彰 大塚病院での在宅医療支援
第256回医療連携医科研修会
2014年６月

内科 萩原　万里子 生活習慣病から見た認知症と医療連携
城北の在宅、認知症を考える会
2014年７月

麻酔科 逢坂　佳宗 神経ブロックハンズオン1,2
日本心臓血管麻酔学会第１９回学
術集会
2014年９月

（2014年1月から12月まで）
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麻酔科 逢坂　佳宗
第 6 1 回学術集会 ハ ン ズ オ ン セ
ミ ナ ー

日本麻酔科学会第６１回学術集会
2014年５月

麻酔科 逢坂　佳宗
エコーガイド下末梢神経ブロック　ハン
ズオンワークショップ　2014

東京麻酔専門医会
2014年５月

麻酔科 逢坂　佳宗 神経ブロックハンズオンワークショップ
日本臨床麻酔学会第3４回大会
2014年１１月

麻酔科 逢坂　佳宗 末梢神経ブロックについて
杏林大学医学部 麻酔科学教室勉強
会2014年１０月

麻酔科 逢坂　佳宗 PNBハンズオン
東京女子医大
2014年１１月

麻酔科 逢坂　佳宗 PNBハンズオン講演
慶應義塾大学医学部
2014年１１月

麻酔科 逢坂　佳宗
神奈川麻酔科医会　第45回学術集会
ハンズオンワークショップ

神奈川麻酔科医会第45回学術集会
2014年２月

産婦人科 岩田　みさ子 高血圧合併妊娠
平成25年度第2回大塚モデル協力医
連絡会
2014年２月

産婦人科 桃原　祥人 大塚病院産婦人科の腹腔鏡手術
平成25年度第2回大塚モデル協力医
連絡会
2014年２月

産婦人科 濱田　道子
危険！未受診飛び込み分娩
―救急隊との合同症例検討会

都立大塚病院救急外来管理委員会
2014年２月

産婦人科 阿部　史朗 コルポスコピー下狙い生検
平成26年度第1回大塚モデル協力医
連絡会
2014年９月

産婦人科 浅野　真 胎児超音波スクリーニング検査
平成26年度第1回大塚モデル協力医
連絡会
2014年９月

産婦人科 桃原　祥人
大塚病院産婦人科の腹腔鏡手術～第5報
～

平成26年度第1回大塚モデル協力医
連絡会
2014年９月

整形外科 三部　順也
当科における最近の取り組み　～脊椎・
関節の低侵襲手術と外傷～

第1回大塚整形病診連携の会
2014年１月

整形外科 三部　順也 骨粗鬆症治療薬におけるSERMの位置づけ
第17回地域連携整形外科の会
2014年３月

整形外科 三部　順也
生き生きとした人生を楽しもう　～中高
年とスポーツについて～

第16回都立大塚病院公開講座
2014年３月

整形外科 三部　順也
腰痛患者さんが来院したら　～腰痛診療
ガイドラインを読み解く～

第257回都立大塚病院医療連携医科
研修会
2014年７月

耳鼻咽喉科 井出　里香 中高年が安全にスポーツを楽しむために
第16回都立大塚病院公開講座
2014年３月
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耳鼻咽喉科 井出　里香
睡眠時無呼吸症候群の診断・治療/中高
年における登山の注意-急性高山病につ
いて-

第258回大塚病院医療連携医科研修
会
2014年１０月

皮膚科 藤本　智子 汗の日常ケア：塗り薬を中心に
汗に悩む方のための汗ケア講座市
民公開講座
2014年７月

皮膚科 藤本　智子
ステロイド剤の使い分け　皮膚科医の立
場から

第68回大塚病院医療連携薬事研修
会2014年６月

泌尿器科 高沢　亮治
上部尿路腫瘍に対する内視鏡治療につい
て

第2回東京メトロポリタン
Endourologyセミナー
2014年５月

口腔科 神山　勲
進展上顎歯肉癌に対するCET/Radの1例ー
頭頸部癌の最新治療ー

城北頭頸部癌治療セミナー
2014年１１月

小児科 瀧川　逸朗 リスクマネージメント（リーダー養成）
病院経営本部職種職務専門研修
2014年９月

口腔科 田中　潤一 口腔癌を見逃さないための口腔検診
豊島区歯科医師会学術講演
2014年２月
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