
Ⅶ　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 ）

新生児科 増永 健 NICU・GCUってどんなところ？
都立大塚病院第32回公開講座

(2016年2月)

新生児科 増永 健 周産期医療の現状
都立病院周産期看護専門コース講師

(2016年5月)

新生児科 藤中 義史 超低出生体重児の管理の実際
都立病院周産期看護専門コース講師

(2016年5月)

新生児科 藤中 義史 現役医師による講演
平成27年度東京都地域医療学生研修

(2016年2月)

新生児科

岡橋 彩

青木 亮二

土方 みどり

小野山 陽祐

岡田 真衣子

高下 敦子

大橋 祥子

藤中 義史

増永 健

哺乳不良を主訴に新生児搬送された一例
－ガスリー検査の重要性－

平成27年度第2回大塚モデル連携医連

絡会

(2016年2月)

新生児科 増永 健
都立大塚病院新生児科の2015年の入院患者
動向

平成28年度第1回大塚モデル連携医連

絡会

(2016年9月)

泌尿器科 高沢 亮治
卒後教育プログラム　上部尿路結石症に対
するエンドウロロジー（手技と合併症予
防）

第104回日本泌尿器科学会総会

(2016年4月)

内科 大渕 信久 循環器内科医が糖尿病治療に期待すること

最新の糖尿病治療を考える会（小野
薬品、アストラゼネカ）

(2016年7月)

リウマチ
膠原病科

高橋 由貴

仁科 浩和

小川 順子

木村 万希子

立石 睦人

日和見感染、重症感染症を繰り返し、治療
に難渋したGPAの一例

第32回膠原病肺を考える会

(2016年3月)

リウマチ
膠原病科

仁科 浩和

木村 万希子

高橋 由貴

小川 順子

田辺 学

小笠原 孝

立石 睦人

Amyopathic Dermatomyositisに血球貪食症

候群を合併した1例

第10回アザレアセミナー

(2016年3月)

リウマチ
膠原病科

立石 睦人 関節リウマチを疑ったらどうしますか？
医療連携医科研修会

(2016年3月)

（2016年1月から12月まで）



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 ）

（2016年1月から12月まで）

神経科 松井 康絵 産後ママのこころの変化
豊島区東部子ども家庭支援センター
(2016年1月)

神経科 松井 康絵 産後ママのこころの変化
豊島区東部子ども家庭支援センター
(2016年7月)

神経科 松井 康絵
代表的な精神疾患の基本的な特徴とアプ
ローチ方法

東部介護支援専門連絡会

(2016年10月)

神経科 松井 康絵 産後のこころの問題と対応のコツ
日本家族計画協会

(2016年6月)

神経科 松井 康絵 産後のこころの問題と対応のコツ
草加市保健所

(2016年8月)

神経科 松井 康絵 さまざまな不安を抱える母への対応を学ぶ
豊島区東部子ども家庭支援センター

(2016年10月)

小児科 木実谷 貴久 市中病院小児科医の仕事
平成27年度東京都地域医療学生研修

(2016年2月)

小児科 入間田 健 食物アレルギーの新しい知見
豊島区子ども救急研修会

(2016年2月)

小児科 木実谷 貴久 小児のインフルエンザワクチン効果
第4回小児初期救急研修会

(2016年3月)

小児科 入間田 健
子どもの病気（食物アレルギー、気管支喘
息、熱性けいれん）

豊島区子ども福祉研修

(2016年5月)

小児科 入間田 健 アレルギーの診断と治療の最前線
豊島区立小学校教育研究会学校保健
研究部会
(2016年7月)

小児科 木実谷 貴久 インフルエンザワクチンの現状と将来
豊島区医師会公衆衛生部会講演会

(2016年8月)

小児科 木実谷 貴久 生後3か月未満の発熱
第268回大塚病院医療連携医科研修会

(2016年10月)

小児科 入間田 健 アナフィラキシーへの対応
第268回大塚病院医療連携医科研修会

(2016年10月)

小児科 木実谷 貴久 明日からできる3歳児健診
豊島区医師会研修会

(2016年12月)

小児科 馬場 義郎 小児夜間救急
豊島区医師会研修会

(2016年12月)

産婦人科 松田 亜季 新生児の分娩時骨折当院での13症例の検討
平成27年度第1回大塚モデル協力医連
絡会
(2016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～第8報～
平成27年度第1回大塚モデル協力医連
絡会
(2016年2月)



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 ）

（2016年1月から12月まで）

産婦人科 川上 香織 出生前診断
大塚モデル協力医連絡会

(2016年9月)

産婦人科 岩田 みさ子 BFH赤ちゃんにやさしい病院について
大塚モデル協力医連絡会

(2016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9報～
大塚モデル協力医連絡会

(2016年9月)

整形外科 坂本 兼太郎 上腕二頭筋腱遠位部皮下断裂の1例
第４回大塚整形外科病診連携の会

(2016年1月)

整形外科 三部 順也 プライマリケアにおける疼痛管理

明日から役立つプライマリケアのた
めの慢性疼痛治療勉強会（持田製
薬）
(2016年3月)

整形外科 三部 順也 高齢者運動器疼痛疾患の管理と対策

橋本疼痛セミナー（ヤンセンファー
マ）

(2016年6月)

整形外科 三部 順也 股関節痛・膝関節痛と人工関節置換術
第267回大塚病院医療連携医科研修会

(2016年7月)

整形外科 三部 順也 運動器慢性疼痛疾患に対するる薬物療法
第2回豊島区関節リウマチ連携の会

(2016年7月)

整形外科 西川 洋平 頚椎後弯を伴う脊髄空洞症の1例
第６回大塚整形外科病診連携の会

(2016年7月)

整形外科 三部 順也 薬剤関連顎骨壊死　－最近の知見から－
第59回大塚病院医療連携歯科研修会

(2016年11月)

整形外科 三部 順也 私の骨、大丈夫？ 骨粗鬆症と転倒予防教室
第41回都立大塚病院公開講座

(2016年12月)

眼科 太刀川 貴子 都立大塚病院紹介
豊島区眼科医師会講演会

(2016年2月)

眼科 太刀川 貴子 都立大塚病院紹介
第2回網膜疾患を考える会

(2016年8月)

口腔科 田中 潤一
安心して抜歯を行うために
－知っておくべき3つの病態－

文京区小石川歯科医師会

(2016年2月)

口腔科

重政 理香

髙野 伸夫＊1

中野 洋子＊1

下顎後退症患者において顎矯正手術が日本
語子音に及ぼす影響について
＊1東京歯科大学

第26回日本顎変形症学会学術大会

(2016年6月)

口腔科 田中 潤一 心疾患と抗菌薬　－歯科の立場から－
横須賀市歯科医師会

(2016年7月)

口腔科 田中 潤一
歯科医師が予防できた（かもしれない）
口腔がん

都立大塚病院医療連携歯科研修会
(2016年5月)



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 ）

（2016年1月から12月まで）

口腔科 伊藤 亜希
薬剤関連顎骨壊死
－最近の知見から－
BRONJからMRONJへ

都立大塚病院医療連携歯科研修会

(2016年11月)

皮膚科 藤本 智子
食物アレルギーの原因は？
スキンケアで予防できることがあります

都立大塚病院市民公開講座

(2016年3月)

皮膚科 藤本 智子
原発性局所多汗症診療ガイドライン
患者満足度をあげるための一歩

第34回日本美容皮膚科学会総会学術

大会

(2016年8月)

皮膚科 藤本 智子 汗の悩みにこたえる。これまでとこれから
日本発汗学会

(2016年8月)

皮膚科 藤本 智子
原発性掌蹠多汗症に対する長期50%塩化ア
ルミニウム外用剤使用の効果と副作用の検
討

第46回日本皮膚アレルギー接触皮膚
炎学会
(2016年11月)

皮膚科 藤本 智子
子供のスキンケア
保湿からアレルギーを予防しよう！

都立大塚病院市民公開講座

(2016年11月)

皮膚科 藤本 智子 薬疹について
都立大塚病院医療連携薬事研修会

(2016年12月)


