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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 田中　啓 膵癌早期発見への取り組み
城北・城西消化器疾患フォーラム 
（主催：アッヴィ合同会社） 
2021年9月

内科 吉川　桃乃
アルブミン尿とCKD

患者さんにご理解いただくために

豊島区糖尿病医療連携ネットワーク講習会 
（共催：豊島区医師会、第一三共、田辺三菱
製薬） 
2021年9月

内科 檀　直彰 コロナ時代の入退院支援について

令和3年度豊島区在宅医療コーディネーター
研修 
（主催：豊島区保健福祉部） 
2021年10月

内科 磯部　清志 ADPKDの診断と治療

豊島区薬剤師会学術講演会 
（共催：豊島区薬剤師会 大塚製薬株式会社） 

2021年11月

内科 藤江　俊秀 アレルギー疾患の良好な管理を目指して
Teams Interactive Meeting 

（主催ノバルティスファーマ株式会社） 
2021年6月

リウマチ
膠原病科

花岡　成典 高齢患者のRA診療とJAK阻害薬の安全性
Lilly Focus Week Web Conference 

（主催：日本イーライリリー株式会社） 
2021年9月

リウマチ
膠原病科

花岡　成典
Patient Reported Outcomeを指標とした
関節リウマチ診療

Rheumatoid arthritis update Web Seminar

2021 

（主催：日本イーライリリー株式会社） 
2021年12月

リウマチ
膠原病科

森　達男 膠原病を疑う身体/検査所見
第287回 医療連携医科研修会 

2021年3月

小児科 鳥居　健一 小児てんかんの現状と展望

城西てんかんWebセミナー 
（主催：第一三共株式会社、ユーシービー
ジャパン株式会社） 
2021年3月

小児科 入間田　健 アレルギー治療と乳幼児の病気の最新情報
豊島区子ども研修 
（主催：豊島区子ども家庭部子ども若者課） 
2021年1月

小児科 入間田　健 乳幼児の病気・ケガ・感染症
板橋区保育園職員研修 
（主催：板橋区保育課） 
2021年6月

小児科 入間田　健 アナフィラキシーへの対応

豊島区小児救急出動医・豊島区小児診療医会
合同講演会 
（主催：豊島区医師会） 
2021年7月

小児科 入間田　健 アレルギー治療と乳幼児の病気（基礎編）
豊島区子ども研修 
（主催：豊島区子ども家庭部子ども若者課） 
2021年10月

（2021年1月から12月まで）
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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 ）

（2021年1月から12月まで）

小児科 安藏　慎 骨成熟の評価と成人身長予測

Next generation central meeting 

（主催:ノボノルディスクファーマ株式会社）

2021年12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 
2021年6月

新生児科 岡田　真衣子
東京都立大塚病院におけるハイリスク母子
への支援

都立大塚病院医療連携医科研修会 
2021年6月

新生児科 増永　健
在宅療養へ移行するNICU等入院児の疾病
や障害の理解

東京都福祉保健局主催 
東京都小児等在宅移行研修 
2021年10月

新生児科 岡田　真衣子 東京都立大塚病院における母乳育児支援
都立病院周産期看護専門コース 
2021年10月

新生児科 片山　大地
当院NICUで経験した先天性表皮水疱症の
兄妹例

都立大塚病院大塚モデル連絡会 
2021年2月

新生児科 四宮田　悠
当院における新型コロナウイルス感染母体
から出生した新生児の現状

都立大塚病院大塚モデル連絡会 
2021年9月

外科 輿石　晴也 当院におけるNST活動と栄養管理について

第1回 Tokyo Metropolitan Nutrition

Seminar 

2021年12月

整形外科 三部　順也
知識習得！骨粗鬆症編
～バイオシミラーを含めて～

Osteoporosis Pharmacy Forum  

（主催：持田製薬） 
2021年1月

整形外科 三部　順也
腰の痛み、膝の痛みのメカニズムと薬物療
法

江戸川区整形外科医会学術講演会 
（主催：江戸川区整形外科医会） 
2021年3月

整形外科 三部　順也 コロナ禍の骨粗鬆症診療
城北骨粗鬆症webセミナー 
（主催：第一三共） 
2021年8月

整形外科 三部　順也 RA手術治療の変遷と治療目標
川口 関節の治療を考える会 
（主催：川口市医師会整形外科部会） 
2021年10月

整形外科 豊島　洋一＊1

「実臨床におけるステロイド性骨粗鬆症と
その最新治療」 
＊1　昭和大学江東豊洲病院　整形外科

イベニティ 江東区 医療連携 ふかぼりWEBセ
ミナー 
（主催：アムジェン/アステラス製薬） 

2021年6月

整形外科 豊島　洋一 「ステロイド性骨粗鬆症の現状と治療」
文京・豊島整形外科病診連携懇話会 
（主催：旭化成ファーマ株式会社） 
2021年11月

整形外科 豊島　洋一
「ステロイド性骨粗しょう症の現状と今
後」

整形外科地域連携Meeting  

（主催：アムジェン/アステラス製薬） 

2021年10月

整形外科 松岡　彰
脊椎外科が考える骨粗しょう症性椎体骨折
の診断と手術適応

臨床整形外科カンファレンス 
（主催：アムジェン/アステラス製薬） 

2021年9月
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整形外科 松岡　彰
脊椎外科が考える骨粗しょう症性椎体骨折
の診断と手術適応

整形外科地域連携Meeting  

（主催：アムジェン/アステラス製薬） 

2021年10月

泌尿器科 高沢　亮治
上部尿路結石治療の今とこれからを語る
ESWLで割れる結石、TULで割れる結石を
見極める

第109回 日本泌尿器科学会総会 ランチョンセ
ミナー 
2021年12月

泌尿器科 高沢　亮治
尿路結石症診療ガイドライン改訂にむけて
積極的治療

日本尿路結石症学会 第31回 学術集会 領域講

習2 

2021年8月

眼科 太刀川　貴子 東京都立大塚病院の現状と医療体制

Teams Interactive Meeting 眼科small

Workshop 

2021.10月

眼科 讓原　大輔 大塚病院におけるAMDの治療方針

Teams Interactive Meeting 眼科small

Workshop 

2021.10月

眼科 太刀川　貴子 東京都立大塚病院の現状と医療連携
第7回 網膜疾患を考える会  

2021年9月

耳鼻
咽喉科

井出　里香 めまい診療（診断・治療のすすめ方）

第289回 大塚病院医療連携医科研修会 

（WEB） 

2021年10月

耳鼻
咽喉科

井出　里香

富士登山における体幹2点歩行動揺計によ
る 
動的バランス機能の評価 
Evaluation of dynamic walking balance

using 2-point gait oscillometer in Mt. Fuji

climbing

第3回 歩行ケア研究集会（WEB） 

2021年12月

口腔科 田中　潤一 長く病院歯科に従事して
第68回 都立大塚病院医療連携歯科研修会 

2021年11月

産婦人科 永岡　晋一 COVID-19感染妊産婦の状況
令和3年 第1回 大塚モデル協力医連絡会 
（主催：都立大塚病院） 
2021年2月

産婦人科 岩田　みさ子
当院における新型コロナウイルス感染妊
婦、褥婦の現状

令和3年 第2回 大塚モデル協力医連絡会 
（主催：都立大塚病院） 
2021年9月

検査科 森山　昌彦
ABO・RhD血液型不適合造血幹細胞移植
と輸血療法

第70回 日本医学検査学会 

（主催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師
会） 
2021年5月

検査科 森山　昌彦
輸血のための検査マニュアルの変更点と安
全な輸血のために

令和3年日臨技 関甲信支部・首都圏支部医学

検査学会（第57回） 

（主催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師
会） 
2021年10月
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検査科 森山　昌彦
当院における輸血ラウンド3年間の集計報
告

第151回 日本輸血細胞治療学会関東甲信越支
部例会 
（主催：一般社団法人 日本輸血・細胞治療学
会） 
2021年2月

検査科 森山　昌彦
自己抗体保有患者における検査の進め方・
輸血の選択について

輸血テクニカルセミナー2020 

（主催：一般社団法人 日本輸血・細胞治療学
会） 
2021年3月

麻酔科 小原　崇一郎 医療における費用対効果について考える
帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 講義 

2021年10月

放射線科 小菅　正嗣

Shall we modify T2W?

～頭部T2Wから他部位へ応用してみよ
う！～
脊椎編

25th TOKYO Gyrousers Meeting Light  

主催：TGML幹事、PHILIPS 

2021年12月

MFICU
長谷川　めぐみ 
村田　滋子 
田中　和代

当院における分娩期にCOVID-19陽性だっ
た母親への母乳育児支援

第29回 母乳育児シンポジウム

2021年8月

患者支援
センター

長島　明美
終末医療とターミナルケアの最前線につい
て

コーチとつくるエンディングノート 
2021年7月

看護部 佐藤　香理奈 避難所における新型コロナ対策
東京都看護協会 
2021年10月

看護部 佐藤　香理奈 施設における感染対策職員教育
東京都看護協会 
2021年8月
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