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№ 演 者 演 題 学 会 名

1

足立和繁、鈴木敦子、
笹瀨亜弥、高橋佳世、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、塩路光徳、
山本善光、雨宮京夏

当院における腹腔鏡下子宮全摘術（TLH)の
後方視的検討

第67回日本産婦人科学会学術講演会
平成27年4月9日～12日
横浜市

2

塩路光徳、笹瀨亜弥、
鈴木敦子、高橋佳世、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

当科における巨大子宮に対する全腹腔鏡下
子宮全摘術の検討

第67回日本産婦人科学会学術講演会
平成27年4月9日～12日
横浜市

3

高橋佳世、笹瀨亜弥、
鈴木敦子、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

卵巣チョコレート嚢胞の術後再発予防およ
び再発症例の検討

第67回日本産婦人科学会学術講演会
平成27年4月9日～12日
横浜市

4

大武慧子、鈴木敦子、
笹瀨亜弥、高橋佳世、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

高齢者における腹腔鏡下付属器手術、各年
齢層ごとの安全性の比較検討

第67回日本産婦人科学会学術講演会
平成27年4月9日～12日
横浜市

5

笹瀨亜弥、鈴木敦子、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

子宮頸癌に対する術後放射線療法により直
腸膣瘻、膀胱膣瘻を来し、術後約30年後に
膣内結石、恥骨骨髄炎に進展した一例

第67回日本産婦人科学会学術講演会
平成27年4月9日～12日
横浜市

6

谷口博一 高齢者胃癌症例における術後補助化学療法
の意義

第115回日本外科学会定期学術集会
平成27年4月16日～18日
名古屋市

7

桂　聡也、武鑓真司、
山本威久、奥山直美、
梶田聡実、山本恭子、
東　純史、金野　浩、
溝口好美、下辻常介

RSウイルス感染症の重症化機序に関する研
究

第118回日本小児科学会学術集会
平成27年4月17日～19日
大阪市

8

山本威久 小児科医のための臨床統計 第118回日本小児科学会学術集会
平成27年4月17日～19日
大阪市

9

梶田聡実、山本威久、
桂　聡哉、奥山直美、
山本恭子、東　純史、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介

高サイトカイン血症を呈したトパレコウィ
ルス感染症におけるγグロブリン投与効果

第118回日本小児科学会学術集会
平成27年4月17日～19日
大阪市

10

橋本和久、武鑓真司、
山本威久、山本恭子、
溝口好美、金野　浩、
東　純史、山本勝輔、
中島　充、下辻常介

紫斑病性腎炎発症に対する抗ロイコトリエ
ン受容体拮抗薬（プランルカスト）の効果

第118回日本小児科学会学術集会
平成27年4月17日～19日
大阪市

11

山城尊靖 A Fundamental Study of Diffusion-
weighted imaging in Combination with a
Turbo Spin-echo Sequence

第71回日本放射線技術学会総会学術大
会
平成27年4月17日
横浜市

12

高田　剛、吉田康幸、
古賀　実、菅尾英木

当科における去勢抵抗性前立腺癌に対する
Docetaxel単独療法の検討

第103回日本泌尿器科学会総会
平成27年4月18日～21日
金沢市

13

木村紘也 冠動脈CT画像を使用した心臓周囲脂肪計測
精度の検討

第71回日本放射線技術学会総会学術大
会
平成27年4月19日
横浜市
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14

津川有理、井端 剛、
成田登紀、秀嶋絵理子、
小室竜太郎、飯田さよみ

下垂体性小人症で成長ホルモン治療歴のあ
るGitelman症候群の1例

第88回日本内分泌学会学術総会
平成27年4月23日～25日
東京都

15

谷奈緒子、高石健司、
森田祐史、清水健史、
武田美樹、山﨑正美、
山北剛史、西原彰浩、
由良　守、田村信司

PTGBDを施行した急性胆嚢炎/胆管炎の起炎
菌の検討

第101回日本消化器病学会総会
平成27年4月23日～25日
仙台市

16

山﨑正美、森田祐史、
清水健史、平野美樹、
谷奈緒子、山北剛史、
西原彰浩、由良　守、
高石健司、田村信司

胆石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術施行2ヶ
月後に腹腔内リンパ節転移を契機に診断さ
れたss胆嚢癌の1例

第101回日本消化器病学会総会
平成27年4月23日～25日
仙台市

17

畑原　誠、田中有美、
白銀隆宏、高群美和、
遠近美和子、増田利佳、
出村和彦、田中一成

神経型Wilson病に対するリハビリテーショ
ンアプローチの一症例

第19回ウィルソン病研究会学術集会
平成27年5月9日
東京都

18

土井貴司、黒川英司、
小堀優子、東口公哉、
小林照之、小山太一、
星美奈子、間狩洋一、
青木太郎、村上雅一、
池田公正

縦隔気腫で発症した先天性気管支閉鎖症の1
手術例

第32回日本呼吸器外科学会総会及び、
第21回呼吸器外科セミナー
平成27年5月14日～15日
高松市

19

小堀優子、土井貴司、
黒川英司

左上大区域切除後の舌区、右上葉切除後の
中葉肺捻転に対し、再開胸手術による固定
を行った２症例

第32回日本呼吸器外科学会総会及び、
第21回呼吸器外科セミナー
平成27年5月14日～15日
高松市

20

萬雲正清、谷川信美、
志田　梓、森真規子、
小西永里子、井藤紀明
金井秀行、高石健司

診断に苦慮した右房内浸潤アメーバー性肝
膿瘍の1例

第40回日本超音波検査学会
平成27年5月16日
横浜市

21

成田登紀、井端 剛、
秀嶋絵理子、津川有理、
飯田さよみ、小室竜太郎

1型糖尿病診断3年後に橋本病を発症した多
腺性自己免疫症候群3型の１例

第58回日本糖尿病学会年次学術集会
平成27年5月21日～24日
下関市

22

谷奈緒子、高石健司、
森田祐史、清水健史、
武田美樹、山﨑正美、
田村信司

嚢胞性肝疾患の診断と治療法の確立 第51回日本肝臓学会
平成27年5月21日～22日
熊本市

23

田村信司 座長 第51回日本肝臓学会
平成27年5月21日～22日
熊本市

24

後藤　晃、藤島弘顕、
信貴経夫、下村和範、
津田隆之

1%クロルヘキシジングルコン酸塩の手術部
位感染症予防効果に関する検討

第88回日本整形外科学会学術総会
平成27年5月21日～24日
神戸市

25

松本千穂、東　典子、
吉岡華子

左大腿部Eccrine poroma 内に生じた
Porocarcinoma in situ の1例

第213回大阪皮膚科症例検討会
平成27年5月21日
大阪市

26

樋口　泉、森田　紫、
高橋知明、篠木敬二、
畑亜紀子、東山千鶴子、
竹内葉子、向井すなえ、
立花智美、江口恵美、
筒井美紀、橘　範子、
川端由紀、出村和彦、
萬曇正清、井端　剛、
小西永里子、飯田さよみ、
小室竜太郎

箕面市立病院における糖尿病透析予防チー
ムの活動報告

第58回日本糖尿病学会年次学術集会
平成27年5月21日～24日
下関市
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27

成田登紀、井端　剛、
秀嶋絵理子、津川有理、
飯田さよみ、小室竜太郎

１型糖尿病診断３年後に橋本病を発症した
多腺性自己免疫症候群３型の１例

第58回日本糖尿病学会年次学術集会
平成27年5月21日～24日
下関市

28

東　典子、吉岡華子、
松本千穂

BCG接種後副反応の2例 第449回日本皮膚科学会大阪地方会
平成27年5月23日
大阪市

29

山路雄太、福田将誉、
菅尾英木

結石内視鏡治療でレーザ手術装置における
臨床工学技士の役割

第25回日本臨床工学技士会
平成27年5月23日～24日
福岡市

30

田中有美 神経症状で発症したWilson病に対するリハ
経験

第52回日本リハビリテーション医学会
学術集会
平成27年5月28日～30日
新潟市

31

白銀隆宏、江頭　誠、
津田隆之、田中一成

当院回復期病棟における深部静脈血栓症
（DVT）の検出状況とDVT発症と関連する因
子

第52回日本リハビリテーション医学会
学術集会
平成27年5月28日～30日
新潟市

32

江頭　誠、田中一成、
田中有美、白銀隆宏、
横江　勝

特発性正常圧水頭症（iNPH）の診断とリハ
ビリテーション

第52回日本リハビリテーション医学会
学術集会
平成27年5月28日～30日
新潟市

33

池永安弘、出村和彦、
河原俊徳、上嶋知加、
田中一成

ICU患者に対する早期リハビリテーション介
入による効果

第52回日本リハビリテーション医学会
学術集会
平成27年5月28日～30日
新潟市

34

吉永邦彦、山本威久、
津田隆之、田中一成

大腿骨近位部骨折術後に誤嚥性肺炎を発症
した患者の危険因子検討

第52回日本リハビリテーション医学会
学術集会
平成27年5月28日～30日
新潟市

35

畑原　誠、田中有美、
白銀隆宏、高群美和、
遠近美和子、増田利佳、
木村祥子、内海　司、
出村和彦、江頭　誠、
田中一成

社会復帰に向けての取り組みを行った神経
型Wilson病に対するリハビリテーションア
プローチの一症例

第50回日本理学療法学術集会
平成27年6月5日
東京都

36

梅原妙子、森本展弘 ＩＶＲを受ける患者に術前訪問をおこなっ
た評価

第17回日本医療マネージメント学会
平成27年6月12日～13日
大阪市

37

西原彰浩、加藤理香、
吹田智子、藤田美佐緒、
西河内裕江、戸祭庸子、
山口明子、辻尾一郎、
森　一郎、古河　聡、
池田公正

地域連携による市民医療講座～第2回「緩和
ケアってなに？」を行って～

第20回日本緩和医療学会学術大会
平成27年6月18日～20日
横浜市

38

梶田聡実、山本威久、
武鑓真司、中山尋文、
長谷川高誠、北岡太一、
大幡泰久、窪田拓生、
津川尚子、道上敏美、
大薗恵一、下辻常介

XLHにADPKDを合併した症例におけるリン及
びビタミンＤ代謝異常に関する研究

日本小児腎臓病学会学術集会
第50回記念大会
平成27年6月18日～20日
神戸市

39

加藤理香 「当院における終末期がん患者の苦痛緩和
のための鎮静～予期悲嘆を意識した鎮静前
後の家族ケアの考察

第20回日本緩和医療学会
平成27年6月18～20日
横浜市

40

吹田智子 「院内がんサロン開設1年後の現状と課題」 第20回日本緩和医療学会
平成27年6月18～20日
横浜市
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41

西原彰浩 「地域連携による市民医療講座～第2回緩和
ケアってなに？～を行って」

第20回日本緩和医療学会
平成27年6月18～20日
横浜市

42

谷　拡樹、浦慎太朗、
出村和彦、江頭　誠、
白銀隆宏、田中一成

一側性声帯麻痺に対し、 プッシング法・指
圧法の併用を行った 延髄外側症候群の一例

第16回日本言語聴覚学会
平成27年6月26日
仙台市

43

津川有理、井端 剛、
成田登紀、秀嶋絵理子、
小室竜太郎、飯田さよみ、
金井秀行、田村信司

インスリンボールが血糖変動の一因として
疑われた膵全摘後の1例

第208回日本内科学会近畿地方会
平成27年6月27日
京都市

44

鈴木敦子、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

当院で出産を行った外国出身妊婦に関する
検討

第132回近畿産科婦人科学会
平成27年6月27日～28日
神戸市

45

笹瀨亜弥、塩路光徳、
鈴木敦子、高橋佳世、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

卵管近傍から発生した平滑筋腫の捻転を腹
腔鏡下に手術した1例

第132回近畿産科婦人科学会
平成27年6月27日～28日
神戸市

46

津川有里、井端　剛、
成田登紀、秀嶋絵理子、
小室竜太郎、飯田さよみ、
金井秀行、田村信司

インスリンボールが血糖変動の一因として
疑われた膵全摘後の1例

第208回日本内科学会近畿地方会
平成27年6月27日
京都市

47

森本綾子、川口麻衣、
土井聖子、桝見清子、
青木真理

嚥下機能低下のある患者を対象にした
口腔ケアアセスメントガイドと口腔ケアプ
ロトコルの効果

第12回日本口腔ケア学会
2015年6月27日～28日
下関市

48

池田公正 一般演題　直腸4
座長

第37回日本癌局所療法研究会
平成27年7月10日
千葉市

49

星美奈子 家族性大腸腺腫症に術後、腹腔内デスモイ
ド腫瘍で手術した症例

第37回日本癌局所療法研究会
平成27年7月10日
千葉市

50

小山太一 単孔式腹腔鏡下胃内手術を施行した管内発
育型GISTの1例

第37回日本癌局所療法研究会
平成27年7月10日
千葉市

51

酒井健司、和田浩志、
江口英利、永野浩昭、
土岐祐一郎、森　正樹

下大静脈浸潤を伴う大腸癌術後肝転移再発
に対して人工血管置換再建により治癒切除
し得た1例

第37回日本癌局所療法研究会
平成27年7月10日
千葉市

52

鈴木敦子、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

当院で出産を行った外国出身妊婦に関する
検討

第51回日本周産期・新生児医学会学術
集会
平成27年7月10日～12日
福岡市

53

谷口博一、田村茂行、
竹野　淳、桂　宜輝、
大村仁昭、賀川義規、
向坂英樹、武田　裕、
加藤健志

胃癌術後における体重減少および体組成変
化の検討

第70回日本消化器外科学会総会
平成27年7月15日～17日
浜松市

54

日髙久美 在宅での看取り　–地域連携を利用して– 第26回日本在宅医療学会学術集会
平成27年7月19日～7月20日
東京都

55

浦慎太朗、出村和彦、
田中一成

右TKA術後屈曲可動域獲得が困難であった一
床例

第27回大阪理学療法学術大会
平成27年7月20日
大阪市
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56

山本威久、吉村典子、
井端　剛

閉経期女性の腰椎及び大腿骨における10年
後の骨密度及び年間骨密度減少量の推定に
関する研究

第33回日本骨代謝学会学術集会
平成27年7月23日～25日
東京都

57

梶田聡実、山本威久、
武鑓真司、中山尋文、
長谷川高誠、北岡太一、
大幡泰久、窪田拓生、
津川尚子、道上敏美、
大薗恵一、下辻常介

XLHにADPKDを合併した症例におけるリン及
びビタミンD代謝異常に関する研究

第33回日本骨代謝学会学術集会
平成27年7月23日～25日
東京都

58

石上佐恵 皮膚障害の原因と対策 第36回関西SOTMA講習会
平成27年8月8日
大阪市

59

石上佐恵、竹内靖乃、
植野直子、金本美紀子、
福井美由紀、東山千鶴子、
青木真理、松本千穂

褥瘡推定発生率低下への取り組み 第17回日本褥瘡学会学術集会
平成27年8月28日
仙台市

60

植野直子、竹内靖乃、
木曽暖子、石上佐恵、
金本美紀子、福井美由紀、
東山千鶴子、青木真理、
松本千穂

試験外泊中に褥瘡発生した患者に対する退
院支援

第17回日本褥瘡学会学術集会
平成27年8月29日
仙台市

61

高尾　聡、木内知子、
大西佳恵、数見健一郎、
有村佳修、岡田俊樹

高齢者の潰瘍性大腸炎に対する緊急手術中
に心停止に至った1例

日本麻酔科学会第61回関西支部学術集
会
平成27年9月5日
大阪市

62

足立和繁、高橋佳世、
鈴木敦子、笹瀬亜弥、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、塩路光徳、
雨宮京夏、山本善光

腹腔鏡下卵巣チョコレート嚢胞術後のジェ
ノゲスト投与の有効性についての検討

第55回日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会
平成27年9月10日～12日
横浜市

63

山本善光、笹瀬亜弥、
鈴木敦子、高橋佳世、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、塩路光徳、
雨宮京夏、足立和繁

子宮内膜増殖症に対して全腹腔鏡下子宮全
摘術を施行した症例に関する検討

第55回日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会
平成27年9月10日～12日
横浜市

64

塩路光徳、笹瀬亜弥、
鈴木敦子、高橋佳世、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

エンシール、ハーモニックACEを用いたTLＨ
の比較検討

第55回日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会第21回学術研修会
平成27年9月10日～12日
横浜市

65

佐々本尚子、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、高橋佳世、
大武慧子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本義光、
雨宮京夏、足立和繁

当院における過去8年間の外来子宮鏡検査に
ついての後方視的検討

第55回日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会
平成27年9月10日～12日
横浜市

66

大武慧子、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、高橋佳世、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

腹腔鏡下重症子宮内膜症で術中大腸内視鏡
を使用し、腸管損傷の回避に努めた1例

第55回日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会
平成27年9月10日～12日
横浜市

67

笹瀬亜弥、塩路光徳、
鈴木敦子、高橋佳世、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

卵管近傍から発生した平滑筋腫の捻転を腹
腔鏡下に手術した1例

第55回日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会
平成27年9月10日～12日
横浜市

68

鈴木敦子、笹瀬亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

子宮頸部円錐切除術後に発症した子宮頸管
狭窄症に対して、最終的に腹腔鏡下子宮全
摘術を要した2症例

第55回日本産科婦人科内視鏡学会学術
講演会
平成27年9月10日～12日
横浜市
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69
佐々木美幸 稼働率変動の要因について、DPC入院期間２

を用いた考察
診療情報管理学会
平成27年9月18日
岡山市

70

冨山栄輔、永原　啓、
中野剛佑、中澤成晃、
植村元秀、木内　寛、
今村亮一、宮川　康、
野々村祝夫、湊のり子、
古賀　実、菅尾英木

続発性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症
に発症した前立腺癌の1例

第230回日本泌尿器科学会関西地方会
平成27年9月26日
東大阪市

71

奥田麻亜沙、西村なつ代
関口由華

婦人科腹腔鏡手術後の肩痛と肋骨周囲痛緩
和の効果

第46回日本看護学会急性期看護
平成27年9月29日～30日
松山市

72
四宮　聡、山本久美子 創処置標準化による標準予防策の推進 第37回日本手術医学会総会

平成27年10月2日
大阪市

73

阿部智子、安藤市代、
梶原加代子

医療相談員と行う退院支援カンファレンス
の効果

第27回固定チームナーシング全国研究
集会
平成27年10月3日
神戸市

74

榎本文香、亀川祐子、
古里雅子、梶原加代子

外来におけるチーム間応援の現状 第27回固定チームナーシング全国研究
集会
平成27年10月3日
神戸市

75

橋本和久、武鑓真司、
山本威久、溝口好美、
山本勝輔、北岡太一、
窪田拓生、廣島和夫、
道上敏美、大薗恵一

ビタミンD欠乏性くる病における内反膝（O
脚）と血清Cr値との関係

第49回日本小児内分泌学会学術集会
平成27年10月8日～10日
東京都

76

福田将誉、菅尾英木 階層型意志決定法による超音波診断装置の
機種選定

第54回自治体病院学会
平成27年10月8日～9日
函館市

77

藤岡大輔 reduction factorの増加がtwo-point dixon
TSEにおよぼす影響について

第43回日本放射線技術学会秋季学術大
会
平成27年10月10日
金沢市

78

大石　彩 リアスオートP-FDPとリアスオートDダイ
マーネオの基礎的検討

平成27年度日臨技近畿支部医学検査学
会(第55回）
平成27年10月17日
大阪市

79

津川有里、井端　剛、
横田依莉子、成田登紀、
新田洋介、飯田さよみ、
小室竜太郎

特発性副甲状腺機能低下症にバセドウ病を
合併した1例

第16回日本内分泌学会近畿支部学術集
会
平成27年10月17日
奈良市

80

高田　剛、吉田康幸、
古賀　実、菅尾英木

Docetaxel導入去勢抵抗性前立腺癌症例にお
ける導入直前好中球リンパ球比と予後の相
関

第53回日本癌治療学会学術集会
平成27年10月29日～31日
京都市

81

津田隆之 座長 第42回日本股関節学会学術集会
平成27年10月30日～31日
大阪市

82

竹本早希、桂　聡哉、
村上あずさ、橋本和久、
梶田聡実、山本恭子、
東　純史、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、山本威久

可逆性脳梁膨大部病変を呈したロタウイル
ス感染症の1例

第47回日本小児感染症学会総会・
学術集会
平成27年10月31日～11月1日
福島市

83

塩路光徳、笹瀬亜弥、
鈴木敦子、高橋佳世、
大武慧子 、佐々本尚子、
三好ゆかり、山本善光、
山本威久、足立和繁

閉経期女性の腰椎及び大腿骨における10年
後の骨密度及び年間骨密度減少量の推定に
関する研究

第30回日本女性医学学会学術集会
平成27年11月7日～8日
名古屋市
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84

三好ゆかり、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、津川有理、
高橋佳世、大武慧子 、
佐々本尚子、藤島彰久、
井端　剛、塩路光徳、
山本善光、足立和繁、
津田隆之、山本威久

当院骨粗鬆症外来にて10年以上診療を受け
た患者の治療実績

第30回日本女性医学学会学術集会
平成27年11月7日～8日
名古屋市

85

畑　亜希子、篠木啓二、
梶原華那子、
山口小百合、見戸佐織、
土井聖子、徳岡美由紀、
嶽村貞治、井端　剛

当院の胃瘻造設患者の現状と胃瘻造設術パ
ス注入スケジュール改訂

第16回日本クリニカルパス学会学術集
会
平成27年11月13日～14日
千葉県

86

小林美保、山口充洋、
三坂明美、畑亜希子、
木下令子、徳岡美由紀、
嶽村貞治

肺炎パス改定後の入院期間に関する効果に
ついて

第16回日本クリニカルパス学会学術集
会
平成27年11月13日～14日
千葉県

87

成田登紀、井端　剛、
横田依莉子、秀嶋絵理子、
津川有理、新田洋介、
飯田さよみ、小室竜太郎

最近当院で経験した劇症1型糖尿病の2例 第52回日本糖尿病学会近畿地方会・
第51回日本糖尿病協会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

88

横田依莉子、籠田芳夫、
成田登紀、津川有理、
新田洋介、井端　剛、
小室竜太郎

摂食過剰を契機に心不全に至った2型糖尿病
合併Prader-Willi症候群の1例

第52回日本糖尿病学会近畿地方会・
第51回日本糖尿病協会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

89

津川有理、井端　剛、
横田依莉子、成田登紀、
新田洋介、飯田さよみ、
橫江　勝、曽我文久、
小室竜太郎

両下肢電撃痛を伴った1型糖尿病合併ミトコ
ンドリア脳筋症の一例

第52回日本糖尿病学会近畿地方会・
第51回日本糖尿病協会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

90

籠田芳夫、成田登紀、
秀嶋絵理子、津川有理、
新田洋介、横田依莉子、
土井貴司、橫江　勝、
井端　剛、小室竜太郎

肺癌経過中に多発脳梗塞を発症しTrousseau
症候群と考えられ2型糖尿病の1例

第52回日本糖尿病学会近畿地方会・
第51回日本糖尿病協会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

91

横田依莉子、籠田芳夫、
成田登紀、津川有里、
新田洋介、井端　剛、
小室竜太郎

摂食過剰を契機に心不全に至った2型糖尿病
合併Prader-Willi症候群の1例

第52回日本糖尿病学会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

92

成田登紀、井端　剛、
横田依莉子、秀嶋絵里子、
津川有里、新田洋介、
飯田さよみ、小室竜太郎

最近当院で経験した劇症1型糖尿病の2症例 第52回日本糖尿病学会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

93

津川有里、井端　剛、
横田依莉子、成田登紀、
新田洋介、飯田さよみ、
横江　勝、曽我文久、
小室竜太郎

両下肢電撃痛を伴った1型糖尿病合併ミトコ
ンドリア脳筋症の1例

第52回日本糖尿病学会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

94

籠田芳夫、成田登紀、
秀嶋絵理子、津川有里、
新田洋介、横田依莉子、
土井貴司、井端　剛、
横江　勝、小室竜太郎

肺癌経過中に多発脳梗塞を発症しTrousseau
症候群と考えられた2型糖尿病の1例

第52回日本糖尿病学会近畿地方会
平成27年11月14日
京都市

95

信貴経夫 硬膜外カテーテル抜去後に生じた胸椎硬膜
外膿瘍の1例

第50回日本脊髄障害医学会
平成27年11月19日～20日
東京都

96

高田　剛、吉田康幸、
古賀　実、菅尾英木

当科における80歳以上の高齢者に対する腹
腔鏡下腎・腎盂尿管悪性腫瘍手術の検討

第29回日本泌尿器内視鏡学会総会
平成27年11月19日～21日
東京都

97

吉田康幸、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

当院におけるHo:YAGレーザー導入後のTULの
治療成績

第29回日本泌尿器内視鏡学会総会
平成27年11月19日～21日
東京都



№ 演 者 演 題 学 会 名

98

栗本久美子、千葉礼子、
池田桂子、木村　豊、
金山尚美、中村陽子、
岩井明子、加藤有紀、
見戸佐織、佐々木美幸

転倒転落アクシデントの低減への取り組み
（2）
－転倒転落アセスメントと病棟ラウンドの転倒予
防対策効果－

第10回医療の質・安全学会学術集会
平成27年11月21日
千葉市

99

増田尊史 散乱線除去用グリッドと散乱線補正処理に
おけるグリッド性能比較方法について

第31回日本放射線技師学術大会
平成27年11月22日
京都市

100

福田将誉、山路雄太、
栗本久美子、山倉弘子、
菅尾英木、飛田伊都子、
武田　裕

作業指示STK訓練の評価-危険予知訓練から
危険予知活動に向けた検討-

第10回医療の質･安全学会
平成27年11月22日～23日
千葉市

101

小山太一、東口公哉、
小林照之、酒井健司、
土井貴司、星美奈子、
谷口博一、村上雅一、
池田公正、黒川英司

下部消化管術後ＳＳＩ対策における当院の
取り組みと成績の検討

第77回日本臨床外科学会総会
平成27年11月26日～28日
福岡市

102

土井貴司、黒川英司、
畦西恭彦、中道伊津子

胸腺腫摘出後に特発性血小板減少性紫斑病
が改善した1例

第56回日本肺癌学会学術集会
平成27年11月26日～28日
横浜市

103

酒井健司、東口公哉、
小林照之、土井貴司、
小山太一、星美奈子、
谷口博一、村上雅一、
池田公正、黒川英司

当院における90歳以上超高齢者に対する消
化器外科手術症例の検討

第77回日本臨床外科学会総会
平成27年11月26日～28日
福岡市

104

小林照之、酒井健司、
土井貴司、小山太一、
星美奈子、谷口博一、
村上雅一、池田公正、
黒川英司

当院の急性胆嚢炎に対する経皮経肝胆嚢ド
レナージ（PTGBD）後の手術時期の検討

第77回日本臨床外科学会総会
平成27年11月26日～28日
福岡市

105

村上あずさ、山本威久、
梶田聡実、橋本和久、
桂　聡哉、山本恭子、
東　純史、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、井端　剛、
三善陽子、窪田拓生、
大薗恵一

血中FT4値による血中TSH値の調節異常が疑
われた一例

第25回臨床内分泌代謝Update
平成27年11月27日～28日
東京都

106

中野智仁 骨格筋MRIが診断、治療効果評価に有用で
あった胃癌合併皮膚筋炎の1例

第210回日本内科学会近畿地方会
平成27年11月28日
神戸市

107

四宮　聡、小山太一 周術期の低体温を防止する 第28回日本外科感染症学会
平成27年12月2日
東京都

108

清水健史 当院における肝膿瘍の臨床的検討 第41回日本肝臓学会西部会
平成27年12月3日～4日
名古屋市

109

東口公哉、酒井健司、
小林照之、土井貴司、
小山太一、星美奈子、
谷口博一、村上雅一、
池田公正、黒川英司、
中道伊津子

化学療法奏効後に切除し得た血管免疫芽球
性T細胞リンパ腫合併大腸癌の一例

第198回近畿外科学会
平成27年12月5日
大阪市

110

小林照之、酒井健司、
土井貴司、小山太一、
星美奈子、谷口博一、
村上雅一、池田公正、
黒川英司

消化管穿孔で発見された原発性小腸癌の1例 第198回近畿外科学会
平成27年12月5日
大阪市
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111

大島　遥、桑江克樹、
真名子英理

高齢者皮膚悪性腫瘍切除後に対する開放療
法の治療経験

第111回関西形成外科学会学術集会
平成27年12月5日
橿原市

112

横江　勝 A comparison study for the optimal
stimulation site of high-frequency
repetitive transcranial magnetic
stimulation in Parkinson's disease

XXI World Congress on Parkinson's
Disease and Related Disorders
平成27年12月6日～9日
ミラノ

113

谷　拡樹 悪性症候群の治療後、経口摂取開始に難渋
している嚥下障害症例

大阪府言語聴覚士協会主催
症例検討会
平成27年12月6日
大阪市

114

酒井健司 中等度急性胆嚢炎に対する経皮経肝胆嚢ド
レナージ（PTGBD)後の手術時期の検討

第28回日本内視鏡外科学会総会
平成27年12月10日～12日
大阪市

115

塩路光徳、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、大武慧子 、
佐々本尚子、三好ゆかり、
山本善光、足立和繁

TLHの上部靭帯処理における予防的凝固法の
検討：ハーモニックACEマイナーモードVSバ
イポーラー

第28回日本内視鏡外科学会総会
平成27年12月10日～12日
大阪市

116

三好ゆかり、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、大武慧子 、
佐々本尚子、塩路光徳、
山本善光、足立和繁

当科子宮鏡手術における悪性症例について 第28回日本内視鏡外科学会総会
平成27年12月10日～12日
大阪市

117

大武慧子、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、佐々本尚子、
三好ゆかり、塩路光徳、
山本善光、足立和繁

当院における薬物療法、腹腔鏡手術療法を
比較した異所性妊娠の妊娠予後

第28回日本内視鏡外科学会総会
平成27年12月10日～12日
大阪市

118

中野智仁 両側淡蒼球に画像上異常信号を認めたメト
ロニダゾール誘発性脳症の一例

日本神経学会第103回近畿地方会・
日本神経学会近畿支部教育セミナー
平成27年12月12日
豊中市

119

三輪隆志 小脳萎縮を呈したクラインフェルター症候
群の1例

日本神経学会第103回近畿地方会・
日本神経学会近畿支部教育セミナー
平成27年12月12日
豊中市

120

中村実香、小林容子 腰椎手術後に安楽な側臥位が保てる抱き枕
の大きさの工夫

第３回大阪府看護研究学会
平成27年12月29日
大阪市

121

足立和繁、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光

卵巣チョコレート嚢胞術後のジェノゲスト
投与による再発抑制効果の検討

第37回日本エンドメトリオーシス学会
学術講演会
平成28年1月23日～24日
熊本市

122

佐々本尚子、鈴木敦子、
笹瀬亜弥、大武慧子、
三好ゆかり、塩路光徳、
山本善光、足立和繁

術前における子宮内膜症の癒着性病変に関
する重症度予測因子についての検討

第37回日本エンドメトリオーシス学会
学術講演会
平成28年1月23日～24日
熊本市

123

高田　剛、吉田康幸、
古賀　実、菅尾英木、
田平　梓、塩谷友里恵、
永田明子、金本美紀子、
山路雄太、福田将誉

当科におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺
全摘除術の初期経験

第8回日本ロボット外科学会学術集会
平成28年1月30日
米子市

124

吉田康幸、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木、
黒田秀也

鼠径部に発生した脂肪芽腫の1例 第231回日本泌尿器科学会関西地方会
平成28年2月6日
京都市

125

戎藤友悠 右THAを施行した一症例～術前・術後の跛行
の共通要素に着目して～

大阪府理学療法士協会豊能ブロック新
人症例発表会
平成28年2月7日
吹田市
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126

土岐晃三、橋本嵩史、
吉永邦彦、出村和彦、
田中一成

右股関節後方脱臼骨折により挫滅損傷を合
併した一症例

大阪府理学療法士協会豊能ブロック新
人症例発表会
平成28年2月7日

127

大島　遥、桑江克樹、
真名子英理

急激な増大を認めた眉毛部石灰化上皮腫の1
例

第44回大阪形成外科医会
平成28年2月13日
大阪市

128

四宮　聡、山本久美子、
小山太一、山路加奈、
酒井朱厘、梶原加代子、
山口充洋

下部消化管手術における表層切開創ゼロに
向けた取り組み

第31回日本環境感染学会総会・学術集
会
平成28年2月20日
京都市

129

四宮　聡 耳鼻科内視鏡の適正管理 第31回日本環境感染学会総会・学術集
会
平成28年2月20日
京都市

130

野瀬正樹、四宮　聡、
酒井朱厘、山路加奈、
山本久美子、梶原加代子、
山口充洋

ベストプラクティスを用いた環境整備の取
り組み

第31回日本環境感染学会総会・学術集
会
平成28年2月20日
京都市

131

山口小百合、小西永里子、
梶原華那子、畑亜希子、
篠木敬二、内海司、
福島裕美、中西晴香、
飯田由貴代、土井聖子、
見戸佐織、大里由紀枝、
國枝敦子、徳岡美由紀、
井端　剛

高齢者の入院後発症誤嚥性肺炎症例におけ
るリスクマネジメント

第31回日本静脈経腸栄養学会
平成28年2月25日～26日
福岡市

132

飯田由貴代、見戸佐織、
土井聖子、徳岡美由紀、
四宮　聡、仲下知佐子、
小西永里子、篠木敬二、
井端　剛、飯島正平

末梢静脈ライン長期留置例の血液感染から
再認識した当院での輸液ライン管理の課題

第31回日本静脈経腸栄養学会
平成28年2月25日～26日
福岡市

133

津田隆之 THA症例2
座長

第46回日本人工関節学会
平成28年2月26日～27日
大阪市

134
飯田由貴代 末梢静脈ライン長期留置例の血液感染から

再認識した当院での輸液ライン管理の課題
第31回静脈経腸栄養学会
平成28年2月26日
福岡市

135
酒井健司、小林照之、
小山太一

当院における抗血栓薬治療中の急性胆嚢炎
手術症例の検討

第52回日本腹部救急医学会総会
平成28年3月3日～4日
東京都

136
小林照之、酒井健司、
小山太一

超高齢者における急性胆嚢炎に対する手術
症例の検討

第52回日本腹部救急医学会総会
平成28年3月3日～4日
東京都

137

木島衣理、山本威久、
橋本和久、桂　聡哉、
山本恭子、東　純史、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介

幼小時からの過食を伴わない肥満を呈し、
メラノコルチン2型受容体関連蛋白
（MRAP2）の異常が疑われた一例

第29回近畿小児科学会
平成28年3月6日
大阪市

138

横田依莉子、井端　剛、
籠田芳夫、成田登紀、
津川有理、新田洋介、
金井秀行、田村信司、
小室竜太郎

低Na血症を契機に診断されたラトケ嚢胞合
併下垂体機能低下症の1例

第211回日本内科学会近畿地方会
平成28年3月25日
京都市

139

成田登紀、井端　剛、
津川有理、横田依莉子、
新田洋介、横江　勝、
金井秀行、田村信司、
小室竜太郎

慢性甲状腺炎を基礎疾患とした高齢者甲状
腺クリーゼの1例

第211回日本内科学会近畿地方会
平成28年3月25日
京都市

140

津川有理、井端　剛、
横田依莉子、成田登紀、
新田洋介、金井秀行、
田村信司、小室竜太郎

SGLT2阻害薬導入後大幅な体重減少を認め血
糖管理が改善した症例の背景の検討

第211回日本内科学会近畿地方会
平成28年3月25日
京都市
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141

横田依莉子、井端　剛、
籠田芳夫、成田登紀、
津川有里、新田洋介、
金井秀行、田村信司、
小室竜太郎

低Na血症を契機に診断されたラトケ嚢胞合
併下垂体機能低下症の1例

第211回日本内科学会近畿地方会
平成28年3月26日
京都市

142

成田登紀、井端　剛、
津川有里、横田依莉子、
新田洋介、横江勝、
金井秀行、田村信司、
小室竜太郎

慢性甲状腺炎を基礎疾患とした高齢者甲状
腺クリーゼの1例

第211回日本内科学会近畿地方会
平成28年3月26日
京都市

143

津川有里、井端　剛、
横田依莉子、成田登紀、
新田洋介、金井秀行、
田村信司、小室竜太郎

SGLT2阻害薬導入後大幅な体重減少を認め血
糖管理が改善した症例の背景の検討

第211回日本内科学会近畿地方会
平成28年3月26日
京都市


