
１　著書・論文・投稿

著者 タイトル 出版社・誌名 発行年

矢部はる奈
コーンビームCT活用法　喉頭領域での活
用法

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 2013年

村岡渡
非歯原性歯痛のメカニズムと診断・治療
指針「上顎洞性歯痛と心臓性歯痛」

歯界展望．医歯薬出版
122(2): 362-366

2013年

村岡渡

日本口腔顔面痛学会編：「口腔顔面痛の
診断と治療　ガイドブック」三部　疼痛
治療各論　歯原性歯痛と非歯原性歯痛,
４．非歯原性歯痛各論　診断、治療手順,
５）上顎洞性歯痛

クインテッセンス出版 2013年

村岡渡

日本口腔顔面痛学会編：「口腔顔面痛の
診断と治療　ガイドブック」三部　疼痛
治療各論　歯原性歯痛と非歯原性歯痛,
４．非歯原性歯痛各論　診断、治療手順,
５）心臓性歯痛

クインテッセンス出版 2013年

村岡渡
和嶋浩一

非歯原性歯痛のメカニズムと診断・治療
指針「症例診断テスト　症例提示」

歯界展望, 医歯薬出版
122(4): 760-763

2013年

村岡渡
和嶋浩一

非歯原性歯痛のメカニズムと診断・治療
指針「症例診断テスト　解説編」

歯界展望, 医歯薬出版
122(5): 1162-1166

2013年

武見　綾子
ナーシング・トゥデイ
がん患者への支持療法

日本看護協会出版会 2013年12月号

柳井田　恭子 2013ナースマネジャー 日総研出班 2013年

鈴木　貴博
座談会　日常診療における膠原病の診断
と治療薬の使い方
特集　寛解を目指す膠原病診療

内科　112（1）：119-131 2013年

鈴木　貴博 血管炎、結節性多発動脈炎

Evidence Based Medicine
を活かす膠原病・リウマチ
診療．第3版　メジカル
ビュー社　362-367

2013年

濱田　麻里子 看護実践の科学 2013年6月号

Haruna Yabe
Koichiro
Saito
Kosuke Uno
Takeyuki
Kono
Hiroshi
Morisaki
Kaoru Ogawa

Harmonious Team Approach for Safe
Airway Management -The Keio
University Experience-

Otolaryngology 2014年

齋藤康一郎
矢部はる奈
宇野光祐

【画像診断パーフェクトガイド】読影の
ポイントとピットフォール　喉頭癌

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 2014年



１　著書・論文・投稿

著者 タイトル 出版社・誌名 発行年



２　学会発表

演者 演題名 学会名 場所 発表日

坂田絢子
相馬啓子

両側顔面神経麻痺を主訴とした
Guillan-Barre症候群亜型
（facial diplegia with
paresthesia）の一例

第36回日本顔面神経研究会 那覇 2013年4月26日

成松英俊
高松正視
石黒　浩史
竜崎崇和
玉川英史
品川俊人

十二指腸乳頭部癌を背景に急性
膵炎を発症した1例

第596回日本内科学会関東地
方会

東京 2013年5月11日

矢部はる奈
齋藤康一郎
宇野光祐
小川郁

当科における喉頭乳頭腫の臨床
的検討

第114回日本耳鼻咽喉科学会 札幌 2013年5月17日

遠藤友樹
西須大徳
村岡渡
中川種昭
和嶋浩一

OFP外来の口腔内痛患者統計
第18回日本口腔顔面痛学会
学術大会

埼玉 2013年7月12日

村岡渡
西須大徳
中川種昭
和嶋浩一

口腔顔面痛疾患におけるPain
Catastrophizing Scaleによる
臨床的検討

第18回日本口腔顔面痛学会
学術大会

埼玉 2013年7月12日

西須大徳
落合俊介
鳩貝翔
佐藤仁
村岡渡
河奈裕正
中川種昭
和嶋浩一

抗精神病薬による薬剤性口顎ジ
ストニアを生じた１例

第26回日本顎関節学会総
会・学術大会

東京 2013年7月20日

落合俊介
鳩貝翔
西須大徳
佐藤仁
村岡渡
河奈裕正
中川種昭
和嶋浩一

顎関節外来を受診した患者統計
症状と病態の関連性

第26回日本顎関節学会総
会・学術大会

東京 2013年7月20日

鳩貝翔
落合俊介
西須大徳
佐藤仁
村岡渡
河奈裕正
中川種昭
和嶋浩一

顎関節症の関節痛に対する
Celecoxibの改善効果

第26回日本顎関節学会総
会・学術大会

東京 2013年7月20日

徳納　健二
癌サポートチームにおける一人
医長のかかわり

第35回神奈川心身医学会 横浜 2012年9月1日



演者 演題名 学会名 場所 発表日

矢部はる奈
坂田絢子

ステロイド注入を併用しバルー
ンによる拡張術を行った声門下
狭窄の一例

日本耳鼻咽喉科学会神奈川
県地方部会 第164回学術講
演会

横浜 2013年9月7日

加治屋　祐子
対人関係心理カテッサースキル
を活用した笑顔のある職場づく
りとその効果②

日本看護学会 看護管理 大阪
2013年9月19,20
日

Haruna Yabe
Koichiro
Saito
Kosuke Uno
Suketaka
Momoshima
Kaoru Ogawa

3D measurement of paralyzed
larynx in Japanese using
cone beam CT

AAO-HNSF Annual Meeting
2013

Vancouver 2013年9月30日

村岡渡
西須大徳
佐藤仁
遠藤友樹
植野琢也
中川種昭
和嶋浩一

口腔顔面痛疾患におけるPain
Catastrophizing Scaleによる
臨床的検討

第5回日本線維筋痛症学会学
術集会

神奈川 2013年10月6日

佐藤　明珠
整形外科と病棟の複合化システ
ム導入についての報告

自治体病院学会 京都
2013年10月
17,18日

春田　朋則
がん化学療法を受ける患者のセ
ルフケア支援

自治体病院学会 京都
2013年10月
17,18日

久野　昭子
婦人科腹腔鏡下手術体位の標準
化に向けた取り組み

日本看護学会 成人Ⅰ 和歌山
2013年10月24,
25日

矢部はる奈
齋藤康一郎
宇野光祐
甲能武幸
小川郁

喉頭乳頭腫症例の喉頭機能と
音声に関するQOLの検討

第65回日本気管食道科学会 品川 2013年10月31日

進藤　純子
高齢腹膜透析患者の家族介護者
の思い

日本腎不全看護学会学術集
会

横浜 2013年11月16日

馬渡　博志
林　秀樹
篠原　さゆり
鈴木　貴博
田中　潤一

平成24年度政府広域医療搬送訓
練における65勝の施設での訓練
報告

第18回日本集団災害医学会
総会・学術集会

神戸市 2013年1月18日

菊池眸
宮下安子
杉田光男
伊藤万里子
加野象次郎
西尾和三

当院で分離された結核菌薬剤感
受性結果の検討

第25回日本臨床微生物学会 名古屋 2014年2月1日

坂田絢子
矢部はる奈

当院における嚥下内視鏡検査に
関する検討

第26回日本喉頭科学会 那覇 2014年3月7日



演者 演題名 学会名 場所 発表日

矢部はる奈
齋藤康一郎

喉頭領域におけるコーンビーム
CTの有用性を考える　～試用経
験をもとに～

第27回日本喉頭科学会 那覇 2014年3月8日



３　講演・講師派遣

演者 演題名 会合名 場所 年月日

波多野　祐子 新規採用看護職員研修 看護技術演習 病院局 川崎市 2013年4月4日

佐々木　悦子 新規採用看護職員研修 看護技術演習 病院局 川崎市 2013年4月4日

高橋　貴子 新規採用看護職員研修 看護技術演習 病院局 川崎市 2013年4月4日

西川　雪子 新規採用看護職員研修 安全管理について 病院局 川崎市 2013年4月5日

武見　綾子 新規採用看護職員研修 看護技術講義 病院局 川崎市 2013年4月8日

鈴木　貴博 リウマチ性疾患診療の実際

CRESTOR Symposium in
Kawasaki
北里大学医学部川崎支部同窓会
講演会

川崎日航
ホテル

2013年4月8日

大溝　茂実 新規採用看護職員研修 看護技術講義 病院局 川崎市 2013年4月

大溝　茂実 褥瘡予防
川崎市キャリア開発センター介
護老人福祉施設　　「鷲ヶ峰」

川崎市 2013年5月

小野　玲子
小野島　文枝

ＮＳＴの活動方針・リンクナースの役割 ＮＳＴ勉強会 井田病院 2013年5月21日

大溝　茂実 ストーマ造設患者の看護 川崎市立看護短期大学 川崎市 2013年5月30日

曽我部　雅代
認知症のある高齢者とのコミュニケー
ション

川崎市立看護短期大学 川崎市 2013年6月10日

小野　玲子
上釜　さつき
門脇　里美
八田　正人

ＮＳＴの重要性 ＮＳＴ勉強会 井田病院 2013年6月17日

大溝　茂実 ストーマケア演習
神奈川県ストーマリハビリテー
ション講習会

川崎市
2013年6月22,23
日

井原　正人 感染症について 川崎市ナーシングセンター 川崎市
2013年6月25日，
7月3日

近藤　孝子 点滴・静脈注射・採血の講話と演習 川崎市ナーシングセンター 川崎市 2013年7月3日

鈴木　貴博 災害医療総論
平成25年度神奈川県災害時医
療救護活動研修会
（第1回）

神奈川県
総合医療
会館

2013年7月5日

武見　綾子 癌治療の継続と終末期看護 済生会若葉病院 川崎市 2013年7月9日

植野琢也
遠藤友樹
鈴木雅子
光岡未有
村岡渡

「口腔ケア研修会」 川崎市立井田病院NST講習会 2013年7月10日

野田　浩美
災害看護実務編～災害支援ナース育成研
修～

神奈川県看護協会教育研修会 横浜市
2013年7月18，19
日

三好　しのぶ
副作用対応を含めた放射線療法・化学療
法の推進に関する研修会

院内 川崎市 2013年9月3日



演者 演題名 会合名 場所 年月日

内藤　祥子
糖尿病足病変の指導に従事する方のため
のフットケア研修

川崎市キャリア開発 川崎市
2013年9月7，8
日，12月7,8日，
3月1,2日

村岡　渡
「口腔ケアについて～井田病院との周術
期口腔機能管理～」

中原区歯科医師会 講演会学術
講演会

2013年9月11日

北田　多絵 終末期の栄養ケア 井田病院緩和ケア研修会 井田病院 2013年9月19日

筒井　祥子 身体症状に対する緩和ケアの講義
川崎市立井田病院緩和ケア研修
会

川崎市
2013年9月19日，
10月13日

筒井　祥子 がん患者の皮膚ケア・リンパ浮腫
川崎市立井田病院緩和ケア研修
会

川崎市
2013年9月19日，
10月13日

武見　綾子
中堅看護職研修 ～いきいきと活躍し続
けるための仕事術

神奈川県看護協会教育研修会 横浜市 2013年9月24日

野田　浩美 中堅看護師研修 神奈川看護協会 横浜市 2013年9月24日

武見　綾子 生涯学習研修会 神奈川県栄養士会 横浜市 2013年9月29日

武見　綾子 緩和ケアと看護師の役割 川崎市立看護短期大学 川崎市 2013年10月10日

植野琢也 「口腔ケアについて」
川崎市立井田病院緩和ケア講習
会

井田病院 2013年10月13日

徳納　健二 せん妄・つらい気持ち 緩和ケア研修会 井田病院 2013年10月13日

北田　多絵 終末期の栄養ケア 井田病院緩和ケア研修会 井田病院 2013年10月13日

森　昭子
精神症状に対する緩和ケアの講義：パ
ニック・鬱患者・家族に症例

川崎市立井田病院緩和ケア研修
会

川崎市 2013年10月13日

徳納　健二 せん妄・つらい気持ち 緩和ケア研修会
神奈川済
生会東部
病院

2013年10月20日

井原　正人 感染症について 川崎市看護協会 川崎市 2013年10月22日

近藤　孝子
「点滴・静脈内注射、採血」の講和と演
習

川崎市看護協会 川崎市 2013年10月22日

松本　浩子 看護サービスの質の保証 川崎市立看護短期大学 川崎市 2013年10月31日

徳納　健二 コミュニケーション技術研修 緩和ケア研修会 川崎病院 2013年11月9日

徳納　健二 コミュニケーション技術研修 緩和ケア研修会 井田病院 2013年11月10日

村岡　渡
和嶋浩一

「口腔顔面痛疾患症例診断実習
日本口腔顔面痛学会 非歯原性
歯痛診査法実習セミナー

2013年11月10日

武見　綾子
緩和ケアスキルアップ研修会ファシリ
テーター

川崎市立井田病院緩和ケア研修
会

川崎市 2013年11月10日

目時　陽子
緩和ケアスキルアップ研修会ファシリ
テーター

川崎市立井田病院緩和ケア研修
会

川崎市 2013年11月10日



演者 演題名 会合名 場所 年月日

筒井　祥子
緩和ケアスキルアップ研修会ファシリ
テーター

川崎市立井田病院緩和ケア研修
会

川崎市 2013年11月10日

濱田　麻里子 先輩のキャリア形成体験談 武蔵野大学 東京都 2013年11月16日

鈴木　貴博 医療救護ネットワーク部会　活動報告
平成25年度第1回中原区防災連
携協議会全体会議

中原区役
所

2013年11月21日

石丸　治男

がん末期におけるコミュニケーション技
術～がん患者の精神的苦痛・社会的苦
痛・スピリチュアルペイン・家庭的苦痛
について

平成25年度　第６回　川崎市立
井田病院緩和ケアフォローアッ
プ研修会

井田病院 2013年11月21日

鈴木　果里奈
がん患者のグリーフケア がん患者の家
族ケア

川崎市立井田病院緩和ケア研修
会

川崎市 2013年11月21日

久野　昭子 周産記における認知症看護 術前外来 日本手術看護学会 藤沢市
2013年11月30日
2014年1月18日

武見　綾子 がん患者支援課程
神奈川県立保健福祉大学実践セ
ンター

横須賀市
2013年12月2,3,4
日

植野琢也
遠藤友樹
鈴木雅子
光岡未有
村岡渡

「口腔ケア研修会」 川崎市立井田病院NST講習会 井田病院 2013年12月10日

小沼　留美子 結核の保健看護活動（Ⅲ） 結核予防会結核研究所 東京都 2013年12月12日

内藤　祥子 公開講座 川崎市立看護短期大学 川崎市 2013年12月14日

大溝　茂実 看護師再就労応援セミナー 神奈川県社会福祉協議会 川崎市 2013年12月16日

野田　浩美 がん緩和ケアにおける看護の役割 神奈川県看護協会 川崎市
2014年1月27,28
日

大溝　茂実 看護師再就労応援セミナー 神奈川県看護協会 川崎市 2014年1月28日
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