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国内学会発表 第111回日本内科学会講演会

ＤＬＳＴにて確定し得たセフェム系抗菌薬による薬剤性過敏症症候群

田中 征雄

平成26年4月12日

国内学会発表 第103回日本病理学会総会

リンパ節生検で診断したマルネフェイ型ペニシリウム症の1例

前島 俊孝

平成26年4月24日

国内学会発表 第102回日本泌尿器科学会総会

膀胱小細胞がんの臨床的検討

原 寛彰

平成26年4月25日

免疫複合体沈着を伴うＡＮＣＡ関連糸球体腎炎の臨床的特徴の検討

高橋 寧史

平成26年4月26日

原発部位が不明であった顎下部扁平上皮癌の1例部扁平上皮癌の1例 西牧 史洋

平成26年5月7日

第58回日本リウマチ学会総会・学
術集会
第39回日本口腔外科学会中部地
国内学会発表
方会
第32回日本脳腫瘍病理学会学術
国内学会発表
集会
国内学会発表

脳腫瘍におけるreversion-inducing cysteine rich protein with Kazal
motifs（ＲＥＣＫ）の発現について

金谷 康平

平成26年5月24日

国内学会発表 第57回日本糖尿病学会学術総会

フットケア外来受診後のフットケアにおけるセルフケア行動の変化

奥山 つぎ子

平成26年5月24日

国内学会発表 第50回日本肝臓学会総会

自己免疫性肝炎の病態と抗アクチンIgG抗体、抗Chromatin抗体との関
吉澤 要
連

平成26年5月29日

国内学会発表 第42回日本小児神経外科学会

稀有な皮膚所見を呈した感染性腰仙部皮膚洞の1例

酒井 圭一

平成26年5月29日

国内学会発表 第49回小児腎臓病学会

二次性巣状糸球体硬化症と考えられた、早産・超低出生体重児の2例 塚原 孝典

平成26年6月6日

耳介変形を伴う類表皮嚢腫の1例

平成26年6月7日

第34回/68回信州形成外科学会総
会および例会
第16回日本医療マネジメント学会
国内学会発表
学術総会
第59回日本透析医学会学術集会・
国内学会発表
総会
国内学会発表

池上 みのり

糖尿病透析予防指導管理における糖尿病看護認定看護師の取り組み 長嶋 美里

平成26年6月13日

透析導入期の腎性貧血管理置ける長時間作用型ESA製剤の有効性
の検討

高橋 寧史

平成26年6月22日

国内学会発表 第69回日本消化器外科学会

自然に解除された特発性腸重積症の2例

鈴木 史恭

平成26年7月18日

国内学会発表 第35回長野県手術研究会

手術ピッキング業務の効率化に向けて

立木 純子

平成26年8月30日

介護・福祉関係者とともに支える患者の療養生活

田中 征雄

平成26年9月27日

国内学会発表

平成26年度感染症医療従事者等
研修会

国際学会発表
国内学会発表

発表学会

国内学会発表 第67回日本胸部外科学会

演題名

発表年月日

梅咲 徹也

平成26年10月3日

国内学会発表 第132回日本内科学会信越地方会 自己免疫性肝炎に特発性血小板減少性紫斑病を合併した1例

伊東 哲宏

平成26年10月4日

国内学会発表 第8回日本緩和医療薬学会年会

高用量フェンタニル投与患者へメサドンを導入した1症例

金井 貴充

平成26年10月5日

第12回日本臨床腫瘍学会学術集
会
第73回日本脳神経外科学会学術
国内学会発表
総会
第73回日本脳神経外科学会学術
国内学会発表
総会
第79回日本泌尿器科学会東部総
国内学会発表
会

低カルシウム血症・顎骨壊死予防を目的としたデノスマブ導入クリニカ
ルパスの作成
神経膠芽腫におけるreversion-inducing cysteine rich protein with
Kazal motifs (RECK)の発現と予後との関連について
悪性神経膠腫に対する樹状細胞およびWT1ペプチドを用いたワクチン
療法
膀胱尿道全摘出手術後4年目に鼠径リンパ節転移をきたした膀胱癌の
1例

金井 貴充

平成26年10月6日

金谷 康平

平成26年10月9日

酒井 圭一

平成26年10月10日

原 寛彰

平成26年10月13日

国内学会発表 第59回東信医学会

副腎癌術後に壊死性胆嚢炎を発症した1例

宮澤 佑樹

平成26年10月18日

原発部位が不明であった顎下部扁平上皮癌の1例

戸澤 信也

平成26年10月19日

国内学会発表 第59回日本口腔外科学会総会

呼吸障害をきたした口蓋部から口底部に及ぶ巨大な類表皮のう胞の1
戸澤 信也
例

平成26年10月19日

国内学会発表 第18回日本肝臓学会大会

2次医療圏における自己免疫性肝炎の有病率・罹患率の解析

平成26年10月24日

国内学会発表

国内学会発表

国内学会発表

第39回日本口腔外科学会中部地
方会

腫瘍増大速度は肺腺癌の再発予測因子である

演者名

第120回日本小児科学会甲信地方
細菌性気管炎を繰り返した11歳男児例
会

吉澤 要
塚原 孝典

平成26年11月2日

国内学会発表 第68回国立病院総合医学会

前立腺癌に合併した膀胱ヘルニアの1例

高橋 秀和

平成26年11月14日

国内学会発表 第68回国立病院総合医学会

膀胱全摘出後に鼠径リンパ節転移をきたした膀胱癌の1例

原 寛彰

平成26年11月14日

国内学会発表 第68回国立病院総合医学会

当院における糖尿病透析予防指導の有効性

長嶋 美里

平成26年11月14日

国内学会発表 第68回国立病院総合医学会

インフルエンザアウトブレイク経験後の対応

原 かおり

平成26年11月14日

国際学会発表
国内学会発表

発表学会

演題名

演者名
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国内学会発表 第68回国立病院総合医学会

管理困難な尿路ストーマ患者に窓付き装具を使用してQOLが向上した1例
松本 美和

平成26年11月14日

国内学会発表 第68回国立病院総合医学会

肝疾患患者の実態調査と病診連携、病病連携

吉澤 要

平成26年11月15日

国内学会発表 第69回国立病院総合医学会

地域医療連携室の機能アップのために

酒井 圭一

平成26年11月15日

野生動物肉摂取歴のないE型急性肝炎の1例

内山 夏妃

平成26年11月22日

国内学会発表 第115回信州脳神経外科集談会

慢性硬膜下血腫に対する穿頭血腫除去術 手術合併症を起こさない
ための工夫

東山 史子

平成26年11月22日

国内学会発表 第40回日本肝臓学会東部会

一地方都市の急性肝炎の実態

吉澤 要

平成26年11月27日

国内学会発表 第40回日本肝臓学会東部会

自己免疫性肝炎の発症と病態進行に関するHLAハプロタイプの検討

吉澤 要

平成26年11月28日

国内学会発表 第56回日本小児血液・がん学会

RCCに対して同種臍帯血移植を施行した2例

辻 浩一郎

平成26年11月29日

国内学会発表

第55回日本消化器病学会甲信越
支部例会

再発悪性神経膠腫に対するWT1樹状細胞療法における免疫誘導と臨
酒井 圭一
床効果に関する検討
膠芽腫におけるreversion-inducing cysteine rich protein with Kazal
国内学会発表 第32回日本脳腫瘍学会学術研究会
金谷 康平
motifs (RECK)発現の検討
国内学会発表

第32回日本脳腫瘍学会学術研究
会

国内学会発表 第7回SRJミーティング
国内学会発表 第182回日本泌尿器科学会地方会
国内学会発表 第45回日本人工関節学会
国内学会発表 第45回日本人工関節学会
国内学会発表 第25回日本間脳下垂体腫瘍学会
国内学会発表

第20回日本集団災害医学会学術
総会

若年性特発性関節炎（JIA)に関する話題

南雲 治夫

前立腺癌のホルモン療法奏功中に尿閉を契機に診断された前立腺小
内山 夏樹
細胞癌の2例
人工骨頭挿入術におけるAL-Supine approachとPosterolateral
金 英寛
approachの術後Ｘ線の比較検討
未経験術者によるAL-Supine approachを用いた人工骨頭挿入術の治
吉田 和薫
療成績

平成26年11月30日
平成26年11月30日
平成27年2月7日
平成27年2月7日
平成27年2月27日
平成27年2月27日

嚢胞性プロラクチノーマに対する外科的治療の意義

荻原 利浩

平成27年2月27日

DMAT看護師の在り方

高野 博子

平成27年2月28日

国際学会発表
国内学会発表

発表学会

演題名

演者名

発表年月日

国内学会発表 第32回信州内分泌懇談会

嚢胞性プロラクチノーマに対する外科的治療の意義

荻原 利浩

平成27年3月14日

国内学会発表 第40回日本脳卒中学会総会

不顕性感染性心内膜炎が原因となった多発性脳血管障害の1例

東山 史子

平成27年3月27日

吉澤 要

平成26年6月25日

The 28th European
HLA class II haplotype affect clinical characteristics and progression
国際学会発表 Immunogenetics and
of type 1 autoimmune hepatitis in Japan.
Histocompatibility Conference
The 8th Biennial Coｎgress of Asian
国際学会発表
Urinary stones in patients with urinary stoma on long-term follow-up
Society of Stoma Rehabilitation

水沢 弘哉

平成26年10月31日

