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№ 演 者 演 題

1 森田健太郎、下村伊一郎、
小室竜太郎、福原淳範、
松田守弘、瀬川勝盛、
奥野陽亮

ヒトアディポネクチン遺伝子の新規エンハ
ンサーの同定

2 小林宏規、松田守弘、
福原淳範、小室竜太郎、
下村伊一郎

脂肪組織におけるグルタチオンペルオキシ
ダーゼ、及びグルタチオン代謝がインスリ
ン抵抗性に及ぼす影響

3 阿部 学、松田守弘、
小林宏規、松田守弘、
宮田佑吾、中山雄記、
小室竜太郎、福原淳範、
下村伊一郎

脂肪組織におけるグルタチオンペルオキシ
ダーゼ、及びグルタチオン代謝がインスリ
ン抵抗性に及ぼす影響

4 井端  剛 インスリン抗体とインスリン受容体抗体が
陽性のブリットル型糖尿病の1例

5 田村信司 コンセンサスミーティング４：ＮＡＳＨ、
今後の治療法の展望

6 小倉智志、金井秀行、
高島重和

心タンポナーデにて発症した右心房原発血
管肉腫の1例

7 小西永里子、畦西恭彦、
山口充洋

脳内進展を認めた原発性眼内リンパ腫の一
症例

8 田村信司 消化器１０
〔司会〕

9 西本真由美、曽我文久 他 脳梗塞を契機に膵尾部癌を診断され、ヘパ
リン皮下注が梗塞再発予防に有効であった
Trousseau症候群の1例

10 倉繁奈緒、平松直樹、
小瀬嗣子、薬師神崇行、
望月　圭、宮城琢也、
巽　智秀、今中和穂、
尾下正秀、萩原秀紀、
三田英治、伊藤敏文、
乾　由明、田村信司、
吉原治正、今井康陽、
考藤達哉、笠原彰紀、
竹原徹郎、林　紀夫

ALT正常C型慢性肝炎に対する
PrgIFN/Rivabirin併用療法の治療効果につ
いて matched case-control study.

11 田村信司 シンポジウム3：肥満と未病。肥満と非ア
ルコール性脂肪肝炎ーアディポサイトカイ
ンの意義を中心に

12 宋　昌浩、平松直樹、
小瀬嗣子、薬師神崇行、
望月　圭、今中和穂、
尾下正秀、三田英治、
荻原秀紀、田村信司、
吉原治正、今井康陽、
林　英二朗、吉田雄一、
巽　智秀、木曽真一、
考藤達哉、笠原彰紀、
竹原徹郎、林  紀夫

難治性Ｃ型肝炎に対するPeg-IFN/Ribavirin
併用
療法での薬剤投与量とウイルス陰性化時期と
の
関連について-propensity score-matched
study-

第188回内科近畿地方会
平成21年6月13日
大阪市

学会発表　平成21年度（21.4.1～22.3.31）

学 会 名

第52回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成21年5月21日
大阪市
第52回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成21年5月22日
大阪市
第52回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成21年5月24日
大阪市

第52回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成21年5月24日
大阪市
第45回日本肝臓学会総会
平成21年6月4日
神戸市

第91回近畿血液学地方会
平成21年6月20日
奈良市

第189回日本内科学会近畿
地方会
平成21年9月26日
大阪市

第189回日本内科学会近畿
地方会
平成21年9月26日
大阪市

第13回日本肝臓学会大会
平成21年10月14日
京都市

第16回日本未病システム学
会学術総会
平成21年10月31日
豊中市
第38回日本肝臓学会西部会
平成21年12月4日
米子市



№ 演 者 演 題 学 会 名

13 谷 奈緒子、高石健司、
田村信司

肝嚢胞による肝外門脈圧迫･狭小化から
門脈-大循環短絡路を形成し、嚢胞内ｴﾀﾉｰﾙ
注入が奏功した1例

14 市川留美子、小室竜太郎、
井端　剛、正田英雄、
飯田さよみ、豊島博行、
田村信司

短時間で血糖1300mg/dl以上を来たした患
者2症例の臨床像について

15 山下由紀子、小西永里子、
亀山竹春、金井秀行、
高島重和、田村信司

発熱・CRP高値が持続し診断にPET-CTが有
用であった側頭動脈炎の1例

16 山下由紀子、高群美和、
曽我文久

声帯麻痺を契機に運動ニューロン病が疑わ
れた2例

17 西本真由美、里村宜紀
由良　守、田村信司
高群美和、曽我文久

脳梗塞を契機に膵尾部癌を診断され、ヘパ
リン皮下注が梗塞再発予防に有効であった
Trousseau症候群の1例

18 伊橋　舞、三好洋子、
山本威久

HHV6先天感染がうたがわれた症例

19 金野　浩、塚本浩子 小頭症の同胞例 : 症例コンサルテーショ
ン

20 山本威久 豊能広域こども急病センター開設から5年
目を迎えて

21 山本威久 病診連携骨粗鬆症外来から得られた骨粗鬆
症のリスクファクター

22 有瀧健太郎、山本威久 GH補充療法開始後IGF-1は軽度であるが身
長改善が良好である重症型GHDの一例

23 金野　浩、山本威久 ロタ胃腸炎に意識障害を伴った2例

24 山本威久 豊能広域こども急病センター後送病院小児
科勤務医のＱＯＬに関する研究

25 松岡太郎、山本威久 豊能広域こども急病センター後送病院小児
科医師アンケート調査

26 酒井絵美子、山本威久 紫斑病性腎炎発症に対する抗ロイコトリエ
ン受容体拮抗薬の効果

27 藤原　誠、山本威久 内皮下に免疫複合体の沈着を認めた女児例

28 山本威久、正田英雄、
井端　剛、足立和繁

閉経後骨粗鬆症のリスク因子の追加解析

29 酒井絵美子、有瀧健太郎、
山本威久

GH補充療法開始後IGF-1は軽度であるが身
長改善が良好である重症型GHDの一例

30 伊橋　舞、山本威久 Lowe症候群と類似した症状を示す1女児例

31 山本威久 豊能広域こども急病センター開設から5年
目を迎えて

日本小児救急医学会
平成21年6月19日
熊本市

第27回日本骨代謝学会
平成21年7月23～25日
大阪市

日本小児保健学会
平成21年10月30日
大阪市

小児内分泌学会
平成21年10月2日
宇都宮市

発育異常研究会
平成21年6月6日
大阪市

大阪小児腎研究会
平成21年7月9日
吹田市

日本小児救急医学会
平成21年6月19日
熊本市

大阪小児科学会
平成21年4月4日
大阪市
日本小児遺伝学会学術集会
～Dismorphologyの夕べ～
平成21年4月16日
奈良市

日本神経学会第90回近畿地
方会
平成21年6月20日
大阪市
日本内科学会第189回近畿
地方会
平成21年9月26日
大阪市

小児腎臓病学会
平成21年6月27日
東京都

日本内分泌学会学術集会
平成21年4月24日
前橋市

第38回日本肝臓学会西部会
平成21年12月4日
米子市

北摂小児科医会
平成21年6月13日
西宮市

第190回内科近畿地方会
平成21年12月19日
神戸市

第190回内科近畿地方会
平成21年12月19日
神戸市

日本腎臓学会西部学術大会
平成21年10月16日
和歌山市

日本小児科学会学術集会
平成21年4月19日
奈良市



№ 演 者 演 題 学 会 名

32 高野美香、金野　浩、
山本威久

麻黄湯が有効であった新型インフルエンザ
の2例

33 山本威久 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策：現状と危機管理

34 伊橋　舞、三好洋子、
山本威久

HHV6integrationの一例

35 安西香織、山本勝輔、
山本威久

新型インフルエンザによると思われる脳症
の一例

36 山本威久、酒井絵美子、
山本勝輔、溝口好美、
金野　浩、伊橋　舞、
安西香織、高野美香、
下辻常介、加瀬哲男

新型インフルエンザ肺炎における免疫グリ
ブリンサブクラスの検討

37 佐々木美幸、小林美保、
千葉佳恵、山本威久

川崎病γグロブリン群におけるＤＰＣの影
響

38 酒井絵美子、溝口好美、
山本勝輔、山本威久

ＩｇＧ３欠損症を合併した新型インフルエ
ンザ肺炎に1例

39 高野美香、山本威久、
金野　浩、溝口好美、
三好洋子、山本勝輔、
下辻常介

ＲＳウイルス感染症に対するステロイドホ
ルモン、γグロブリン治療に関する多変量
解析

40 伊橋　舞、山本勝輔、
山本威久

著しい低P血症を呈した神経性食思不振症
の1例

41 Iijima S 〔座長〕

42 Hazama S, Oka M,
Hamamoto Y, Fujita Y
Hinoda N,Okuyama Y,
Kato T,Mishima H,
Sakamoto J

Gene subset of selection of multi-
UGT1A1As polymorophisms can predict
sever neutropenia and tumor response
of metastatic CRC patienta received
FOLFIRI regimemen.

43 飯島正平 示説63 消化器全般2
〔司会・座長〕

44 加藤健志 大腸・肛門（悪性）27
〔司会・座長〕

45 吉川宣輝 大腸・肛門（悪性）26
〔司会・座長〕

46 吉川宣輝 悪性黒色腫
〔司会・座長〕

47 赤川千佳子、市橋文枝、
有馬勝美、木村由佳、
荒谷三輪子、湊　文恵、
上田伊都子、大川未恵、
山倉弘子、加藤健志

検査中看護記録電子カルテ化への取り組み

近畿小児科学会
平成22年3月14日
大津市

近畿小児科学会
平成22年3月14日
大津市

近畿小児科学会
平成22年3月14日
大津市

全国自治体病院学会
平成21年11月12日
川崎市

近畿小児科学会
平成22年3月14日
大津市

日本小児感染症学会
平成21年11月14日
福井市
北摂小児科医会
平成21年12月12日
豊中市

関西Ca懇話会
平成22年3月20日
大阪市

近畿外来小児科学研究会
平成21年11月8日
京都市

8th East Asian
Conference on infection
Control and Prevention.
平成21年11月12～13日
東京都江東区

2009 joint ECCO,ESMO.
平成21年9月20～24日
ドイツ

第47回日本癌治療学会学術
集会
平成21年10月22～24日
横浜市

第71回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第71回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市
第64回日本大腸肛門病学会
平成21年11月6～7日
福岡市
第62回日本消化器内視鏡技
師学会
平成21年5月23日
広島市



№ 演 者 演 題 学 会 名

48 土井貴司、飯島正平、
星川実香、星美奈子、
加藤健志、大島　聡、
三宅泰裕、間狩洋一、
黒川英司

自治体病院での日帰り手術センターを利用
したコメディカル（全職種）参加型短期滞
在鼠径ヘルニア手術

49 土井貴司、飯島正平、
加藤　文、阪本卓也、
三代雅明、星美奈子、
間狩洋一、三宅泰裕、
大島　聡、加藤健志、
黒川英司、吉川宣輝

当院における日帰り手術センターを利用し
た鼠径ヘルニアに対する短期滞在入院管理

50 江崎泰斗、高島淳生、
山崎健太郎、森脇俊和、
三宅泰裕、勝又健次、
山下啓史、福永　睦、
加藤誠之、文田壮一、
兵頭一之介

大腸癌既治療例のFOLFIRI/FOLFOXとベバシ
ズマブ併用に関する多施設調査研究　中間
報告

51 藤井　眞、三嶋秀行、
赤松大樹、池田公正、
石田秀之、大植雅之、
大西　直、岡村　修、
加藤健志、長谷川順一、
福永　睦、水野　均、
村田幸平、森口　聡、
森田俊治

大腸癌診療に関する阪神地区52施設アン
ケート調査結果に基づく検討

52 硲　彰一、奥山祐右、
加藤健志、高橋賢一、
野澤　寛、安藤秀明、
藤田悠介、浜本義彦、
岡山直子、日野田裕治、
三嶋秀行、坂本純一、
岡　正朗

CPT-11の有害反応を予測する新しい遺伝子
多型解析システムの開発

53 硲　彰一、三嶋秀行、
加藤健志、高橋賢一、
野澤　寛、木村文彦、
安藤秀明、小林道也、
坂本純一、岡　正朗

消化器癌化学療法の効果予測（抗癌剤感受
性試験など）新しい遺伝子多型解析による
大腸癌化学療法（FOLFIRI)の効果予測シス
テムの開発

54 硲　彰一、三嶋秀行、
加藤健志、高橋賢一、
浜本義彦、藤田悠介、
岡山直子、日野田裕治、
坂本純一、岡　正朗

消化器外科領域における分子生物学的知見
の臨床応用　新しい遺伝子多型解析による
大腸癌化学療法(FOLFIRI)の効果と毒性予
測システムの開発

55 星美奈子、黒川英司 術前に部分肺静脈還流異常(PAPVC)と診断
した肺癌の１切除例

56 福永　睦、石田秀之、
三宅泰裕、渡辺康則、
加藤健志、武元浩新、
古河　洋

進行・再発大腸癌に対するCPT-
11+UFT/LV(TEGAFIRI)併用化学療法の耐容
性臨床試験（大阪消化器がん化学療法研究
会、プルロト）

57 飯島正平、間狩洋一、
加藤健志、大島　聡、
三宅泰裕、土井貴司、
星美奈子、黒川英司、
吉川宣輝

切除可能な進行4型胃癌に対する術前化学
療法

第109回日本外科学会
平成21年4月2～4日
福岡市

第7回日本ヘルニア学会学
術集会
平成21年4月10～11日
東京都千代田区

第71回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第47回日本癌治療学会学術
集会
平成21年10月22～24日
横浜市

第69回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第47回日本癌治療学会総会
平成21年10月22～24日
横浜市

第69回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第64回日本消化器外科学会
総会
平成21年7月16～18日
大阪市

第26回日本呼吸器外科学会
総会
平成21年5月14～15日
北九州市

第109回日本外科学会定期
学術集会
平成21年4月2～4日
福岡市



№ 演 者 演 題 学 会 名

58 飯島正平、間狩洋一、
加藤健志、大島　聡、
星美奈子、土井貴司、
三宅泰裕、阪本卓也、
加藤　文、三代雅明、
黒川英司、吉川宣輝

Nedaplatin,Adeiamycin,5-FU(NAF)併用化
学療法が奏功(CR)したものの多発脳転移が
制御できなかった再発食道がんの１例

59 飯島正平、黒川英司、
正木克美、遠近高明、
加藤健志、大島　聡、
三宅泰裕、間狩洋一、
星美奈子、土井貴司、
阪本卓也、加藤　文、
三代雅明、篠木敬二、
逢坂悟郎、吉川宣輝

在宅医療を目指した虚弱高齢者に対する運
動直後の蛋白摂取を併用した体力向上訓練
プログラムの３例

60 飯島正平、蟹江治郎、
西口幸雄、合田文則

栄養材形状変化での用語や定義における現
状と問題点

61 飯島正平、間狩洋一、
土井貴司、加藤健志、
大島　聡、三宅泰裕、
阪本卓也、加藤　文、
黒川英司、吉川宣輝

外科領域での電子クリニカルパス（パス）
と有用性と課題

62 飯島正平、間狩洋一、
土井貴司、加藤健志、
大島　聡、三宅泰裕、
阪本卓也、加藤　文、
三代雅明、黒川英司、
吉川宣輝

電子カルテ稼動施設での7年間の電子化Ｎ
ＳＴの現状と問題点

63 飯島正平、黒川英司、
土井貴司、加藤健志、
大島　聡、三宅泰裕、
星美奈子、三代雅明、
加藤　文、阪本卓也、
間狩洋一、四宮　聡、
梶原加代子、吉川宣輝

電子カルテを活用した市中自治体病院での
ＩＣＴ稼動と約7年の活動

64 飯島正平、黒川英司、
間狩洋一、土井貴司、
加藤健志、大島　聡、
三宅泰裕、三代雅明、
阪本卓也、星美奈子、
四宮　聡、梶原加代子、
吉川宣輝

電子クリニカルパスでの術中抗菌薬投与の
標準化と追加投与遵守率向上への取り組み

65 加藤　文、加藤健志、
三宅泰裕、三代雅明、
土井貴司、間狩洋一、
大島　聡、飯島正平、
黒川英司、吉川宣輝

Bevacizumab開始1コース後に発症した腸管
穿孔の一例

66 加藤健志、土井貴司、
星美奈子、間狩洋一、
三宅泰裕、大島　聡、
飯島正平、黒川英司、
吉川宣輝

転移性肝癌に対する集学的治療現状と成績
大腸癌の切除不能転移性肝腫瘍に対する治
療戦略

67 加藤健志 外科医が行なう大腸癌に対する全身化学療
法

第31回日本癌局所療法研究
会
平成21年6月5日
宇部市

第20回日本在宅医療学会学
術集会
平成21年6月27～28日
横浜市

第6回日本在宅経腸栄養研
究会学術集会
平成21年10月24日
名古屋市

第71回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第71回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第22回日本外科感染症学会
総会
平成21年12月10～11日
宇部市

第22回日本外科感染症学会
総会
平成21年12月10～11日
宇部市

第71回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第109回日本外科学会
平成21年4月2～4日
福岡市

第34回日本外科系連合学会
学術集会
平成21年6月18～19日
東京都文京区



№ 演 者 演 題 学 会 名

68 加藤健志、吉川宣輝、
三宅泰裕、大島　聡、
土井貴司、大島一輝、
間狩洋一、飯島正平、
黒川英司

分子標的薬　消化器　大腸癌におけるパー
ソナライズド・セラピーの幕開け　臨床現
場における分子標的治療の現状と問題点

69 加藤健志 臨床現場における分子標的治療の現状と問
題点

70 加藤健志、三宅泰裕、
吉川宣輝

大腸癌肝転移性肝腫瘍に対する分子標的治
療薬の役割

71 加藤健志 進行再発大腸癌に対する治療戦略－外科医
の視点から－

72 木村　豊、谷口博一、
矢野浩司、井上健太郎、
今村博司、加藤健志、
今野元博、藤谷和正、
田村茂行、富田尚裕、
小林研二、下川俊雄、
瀧内比呂也、辻仲利政、
古河　洋

外科医が行なう癌化学療法はどのようにあ
るべきか外科医が行なう安全な消化器癌の
化学療法　大阪消化管がん化学療法研究会
(OGSG)の現状と取り組み

73 木村　豊、清水潤三、
宮本敦史、飯島正平、
中口和則、田中伸夫、
森田俊治、山田晃正、
青木太郎、中平　伸、
梅下浩司、伊藤寿記、
門田守人、森　正樹、
土岐祐一郎

胃手術における予防的抗菌薬投与法の検討
－ＳＳＩサーベイランスの結果から－

74 間狩洋一、飯島正平、
土井貴司、星美奈子、
三宅泰裕、大島　聡、
加藤健志、黒川英司、
吉川宣輝

臍ヘルニア嵌頓を発症した多発性嚢胞腎の
１例

75 間狩洋一、飯島正平、
土井貴司、星美奈子、
三宅泰裕、大島　聡、
加藤健志、黒川英司、
吉川宣輝

G-CSF産生食道癌肉腫の１例

76 三宅泰裕、加藤健志、
吉川宣輝

内科外科共同による大腸内視鏡検査での大
腸早期癌の治療方針決定

77 三宅泰裕、加藤健志、
三代雅明、加藤　文、
阪本卓也、星美奈子、
土井貴司、間狩洋一、
大島　聡、飯島正平、
黒川英司、吉川宣輝

大腸癌における腹腔鏡下手術と回復手術と
の医療収支の検討

78 三代雅明、加藤健志、
三宅泰裕、加藤　文、
阪本卓也、土井貴司、
星美奈子、間狩洋一、
大島　聡、飯島正平、
黒川英司、吉川宣輝

mFOLFOX6療法終了後、2年以上CRが継続し
ている直腸癌多発肝転移の1例

第47回日本癌治療学会総会
平成21年10月22～24日
横浜市

第47回日本癌治療学会学術
集会
平成21年10月22～24日
横浜市

第64回日本大腸肛門病学会
平成21年11月6～7日
福岡市

第186回近畿外科学術大会
平成21年11月7日
大阪市

第69回日本臨床外科学会総
会
平成21年11月19～21日
京都市

第22回日本外科感染症学会
総会
平成21年12月10～11日
宇部市

第7回日本ヘルニア学会学
術集会
平成21年4月10～11日
東京都千代田区

第64回日本大腸肛門病学会
平成21年11月6～7日
福岡市

第22回日本内視鏡外科学会
学術集会
平成21年12月3～5日
東京都新宿区

第31回日本癌局所療法研究
会
平成21年6月5日
宇部市

第63回日本食道学会学術集
会
平成21年6月25～26日
横浜市



№ 演 者 演 題 学 会 名

79 大島　聡、高石健司、
黒川英司、飯島正平、
加藤健志、三宅泰裕、
間狩洋一、星美奈子、
土井貴司、三代雅明、
阪本卓也、加藤　文、
吉川宣輝

肝内胆管癌術後の残肝再発に対して複数回
のラジオ波焼灼術が奏功した１例

80 山北剛史、亀山竹春、
西原彰浩、由良　守、
田村信司、三宅泰裕、
加藤健志、吉川宣輝

癒着性イレウス治療のための挿入したイレ
ウス管の結節形成について

81 西原彰浩、加藤健志、
三宅泰裕、由良　守、
亀山竹春、山北剛史、
小倉智志、田村信司、
吉川宣輝

当院における大腸ESD導入（安全性と確実
性の向上を目指して）

82 加藤健志 癌術後補助化学療法－標準療法は？－

83 飯島正平、仲下知佐子、
篠木敬二、畑亜希子、
佐藤美幸、檜山裕美、
見戸佐織、土井聖子、
西島律子、古里雅子、
内海  司、小室竜太郎

ＮＳＴアプリケーションの変遷―栄養管理
計画書としても活用できるようにするには
―

84 飯島正平 ここまでわかっている半固形化―そのコンセ
ンサス

85 飯島正平、間狩洋一、
大島　聡、三代雅明、
阪本卓也、加藤　文、
三宅泰裕、土井貴司、
黒川英司、吉川宣輝

チーム医療 ─コメディカルとともに－胃
癌切除パス ─ 統一化は可能か？─電子ク
リニカルパスにおける胃癌切除パス統一上
の問題点

86 飯島正平、間狩洋一、
大島　聡、三代雅明、
阪本卓也、加藤　文、
三宅泰裕、黒川英司、
吉川宣輝

進行4型胃癌に対する術前化学療法

87 三代雅明、飯島正平、
間狩洋一、加藤　文、
阪本卓也、土井貴司、
三宅泰裕、大島　聡、
黒川英司、吉川宣輝

胃空腸吻合術後の化学療法によりdown
stagingされ幽門側胃切除術を施行し得た
進行胃癌の1例

88 間狩洋一、飯島正平、
大島　聡、三宅泰裕、
黒川英司、吉川宣輝

切除不能胃癌に対する3剤（TS-1＋CDDP＋
Paclitaxel）併用化学療法の初期有害事象
について

89 三代雅明、飯島正平、
四宮　聡、加藤健志、
三宅泰裕、大島　聡、
間狩洋一、星美奈子、
土井貴司、阪本卓也、
加藤　文、吉川宣輝、
黒川英司

市中病院での外科ＳＳＩサーベイランスの
問題点について

第31回日本癌局所療法研究
会
平成21年6月5日
宇部市

第95回日本消化器病学会総
会
平成21年5月7～9日
札幌市

第82回日本胃癌学会
平成22年3月3～5日
新潟市

第15回ＳＳＩサーベイラン
ス研究会
平成22年2月5日
東京都

第78回日本消化器内視鏡学
会総会
平成21年10月14～17日
京都市

第43回制癌剤適応用研究会
平成22年3月12日
仙台市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会NSTフォーラム
平成22年2月24～26日
千葉市

第82回日本胃癌学会
平成22年3月3～5日
新潟市

第82回日本胃癌学会
平成22年3月3～5日
新潟市

第82回日本胃癌学会
平成22年3月3～5日
新潟市



№ 演 者 演 題 学 会 名

90 上杉和弘、金子恵子、
許　太如、鹿野博亀、
佐藤　厳、津田隆之

鎖骨遠位端骨折に対する手術成績～スコー
ピオンプレートの有用性と問題点～

91 鹿野博亀、Haig
Kazazian、戸田達史

Most L1 retrotransposition events
occur in embryogenesis

92 岡本恭典、上杉和弘、
鹿野博亀、佐藤　巌、
津田隆之

低リン血症性骨軟化症によって生じたと考
えられた大腿骨頚部骨折の1例

93 岡本恭典、上杉和弘、
鹿野博亀、佐藤　巌、
津田隆之

陳旧性大腿骨頚部骨折の人工骨頭置換術後
に反復性脱臼となった1例

94 乾　恭子、桑江克樹 背部皮下に生じたsolitary fibrous tumor
の1例

95 乾　恭子、桑江克樹 腹壁皮下腫瘤を契機に見つかった消化管穿
孔の1例

96 西野洋輔、井下哉恵、
松本千穂、井端　剛

非典型的皮疹を呈した成人Still病の１例

97 湊のり子、上阪裕香、
山口唯一郎、古賀　実、
菅尾英木、木内　寛、
竹山政美、山中幹基

男性不妊症例に発生した異時性両側性精巣
セミノーマの１例

98 湊のり子、角田洋一、
河嶋厚成、阿部豊文、
奥見雅由、中井康友、
辻畑正雄、野々村祝夫、
奥山明彦、小野義春

前立腺腺癌と導管癌を併発した前立腺基底
細胞癌の１例

99 山口唯一郎、湊のり子、
古賀　実、菅尾英木

動脈塞栓術後に摘除しえた巨大な腎
Solitary fibrous tumor の１例

100 湊のり子、山口唯一郎、
古賀　実、菅尾英木、
星美奈子

ヘルニア嵌頓との鑑別が困難であった鼠径
リンパ節転移を伴う停留精巣固定術後の精
巣腫瘍の１例

101 山本威久、足立和繁、
正田 英雄、井端　剛、
小室竜太郎、豊島博行

病診連携骨粗鬆症外来から得られた骨粗鬆
症のリスクファクター

102 雨宮京夏、金山智子、
増田安紀子、陳　日華、
森重健一郎、足立和繁、

経頚管マレコカテーテル留置による円錐切
除後子宮留血症の治療

103 足立和繁、金山智子、
増田安紀子、陳　日華、
雨宮京夏

子宮鏡下手術で判明した子宮内膜癌の3例

104 金山智子、増田安紀子、
陳　日華、雨宮京夏、
足立和繁

両側腎盂形成術後で周産期管理を行った1
例

第120回近畿産科婦人科学
会
平成21年6月27～28日
神戸市

第82回日本内分泌学会
平成21年4月23～25日
前橋市

第59回日本泌尿器科学会中
部総会
平成21年10月30日
金沢市
第210回日本泌尿器科学会
関西地方会
平成22年2月6日
枚方市

第120回近畿産科婦人科学
会
平成21年6月27～28日
神戸市
第120回近畿産科婦人科学
会
平成21年6月27～28日
神戸市

第32回大阪形成外科医会
平成22年2月11日
大阪市

第416回日本皮膚科学会大
阪地方会
平成21年12月12日
大阪市

第208回日本泌尿器科学会
関西地方会
平成21年9月26日
大阪市

第208回日本泌尿器科学会
関西地方会
平成21年9月26日
大阪市

第39回大阪骨折研究会
平成21年6月13日
大阪市

第32回日本分子生物学会
平成21年12月12日
横浜市

第25回関西股関節研究会
平成21年12月19日
大阪市
第31回大阪形成外科医会
平成21年10月3日
大阪市

第40回大阪骨折研究会
平成21年12月12日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名

105 増田安紀子、金山智子、
陳　日華、雨宮京夏、
足立和繁

子宮内反症の2例：完全子宮内反症および
不全子宮内反症

106 足立和繁、 渡辺正洋、
金山智子、緒方誠司、
雨宮京夏、横井　猛、
森重健一郎

腹腔鏡下に腫瘍摘出したGrowing teratoma
syndromeの1例

107 足立和繁、渡辺正洋、
金山智子、緒方誠司、
雨宮京夏、山本威久、
横井　猛、木村　正

腹腔鏡下に卵巣摘出したMcCune-Albright
syndromeの1例

108 金山智子、渡辺正洋、
緒方誠司、雨宮京夏、
足立和繁

腹腔鏡生検が診断に有用であったＳＳＰＣ
の1例

109 根来英典、中村仁美、
松崎高志、黒田俊一、
熊澤恵一、筒井建紀、
木村　正

Bio-nanocapsule(BNC)を用いた子宮に対す
るdrug delivery systemの開発

110 鈴木三保子、瓶井資弘、
坂部洋之、松村永和、
園田康平、江頭健輔、
辻本元一、田野保雄

酸価リン脂質の脈絡膜新生血管発症への関
与

111 Suzuki M,Kamei M,
Itabe H,Sonoda H,
Egashira K,Tsujikawa M,
Tano Y

The involvement of oxidized
phospholipidis in choroidal
neovascularization

112 鈴木三保子、瓶井資弘、
坂部洋之、園田康平、
Zhao-Jiang Du、
Xie Ping、辻川元一、
田野保雄

加齢黄斑変性における光酸化ストレス、お
よびリン脂質酸化の関与

113 鈴木三保子、瓶井資弘、
坂部洋之、松村永和、
園田康平、江頭健輔、
辻本元一、田野保雄

酸化リン脂質の脈絡膜新生血管発症への関
与（第113回日本眼科学会総会学術展示優
秀賞受賞講演）

114 鈴木三保子、五味  文、
沢  美喜、坂口裕和、
辻本元一

小さい加齢黄斑変性病巣に対する
bevacizumab単独療法とPDT併用療法の治療
成績の比較

115 川島佳代子 楽に禁煙するコツ

116 川島佳代子 摂食嚥下障害 ～耳鼻咽喉科医の立場から
～

117 川島佳代子 NST嚥下チーム活動 ～耳鼻咽喉科的評価～

第63回日本臨床眼科学会
平成21年10月9～12日
福岡市

第113回日本眼科学会総会
平成21年4月16～19日
東京都千代田区

The Association for
Research in Vision and
Ophthalmology2009
平成21年5月3～7日
米国

スリーサム in なにわ
平成21年7月10～12日
大阪市

第63回日本臨床眼科学会
平成21年10月9～12日
福岡市

第49回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成21年9月3～5日
高知市

第49回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成21年9月3～5日
高知市

第49回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成21年9月3～5日
高知市

第24回日本生殖免疫学会
平成21年11月27～28日
東京都新宿区

平成21年度からだの健康セ
ミナー（箕面市）
平成21年5月13日
箕面市総合保健福祉セン
ター

第5回NST大会
平成21年9月19日
箕面市立病院

NST地域合同勉強会
平成21年12月2日
箕面市立病院

第120回近畿産科婦人科学
会
平成21年6月27～28日
神戸市



№ 演 者 演 題 学 会 名

118 川島佳代子 NST嚥下チーム活動 ～耳鼻咽喉科的評価～

119 川島佳代子 季節性アレルギー性鼻炎の治療～専門医の
観点より～

120 川島佳代子 花粉症治療の最近の話題

121 田中有美 高次脳機能障害支援ネットワーク
リハ医としての立場から

122 田中有美 高次能機能障害

123 井上 豊 S状結腸膀胱瘻20例の検討

124 井上 豊 キャンピロバクター腸炎のＣＴ像9例の検
討

125 井上 豊 腸管出血性大腸菌E. coli O-157腸炎11例
のCT像

126 井上 豊 膵鈎部と腸回転（上腸間膜軸）との関係

127 前田裕子 腎solitary fibrous tumorの一例

128 大西佳恵、冨　勝治、
西原留奈、藤嵜江美子

全身性ヒアリノーシス患者の麻酔経験

129 今井秀樹、飯島正平、
山口充洋、中谷裕子、
名加真樹、仲下知佐子

電子カルテシステムでのがん化学療法管理
システムの現状と課題

130 仲下知佐子、篠木敬二、
見戸佐織、西島律子、
土井聖子、畑亜希子、
正木克美、吉川宣輝、
小室竜太郎、飯島正平

病院から居宅へ栄養管理の継続
在宅中心静脈栄養法（HPN）のスムーズな
移行をめざして

131 今井秀樹、名加真樹 点滴センターにおける薬剤部の現状と今後
の課題

日本リハ医学会近畿地方会
回復期ﾘﾊ病棟など、ﾘﾊ専任
医のための研修会（基本
編）
平成21年9月2日
大阪市

平成21年度大阪府高次脳機
能障がい豊能圏域地域ネッ
トワーク会議
平成21年5月29日
池田市

臨床麻酔学会第29回大会
平成21年10月30日
浜松市

第68回日本医学放射線学会
平成21年4月18日
横浜市
第68回日本医学放射線学会
平成21年4月18日
横浜市

第6回日本在宅静脈経腸栄
養研究会
平成21年10月24日
名古屋市

第47回日本癌治療学会学術
集会
平成21年10月22～24日
横浜市

第48回全国自治体病院学会
平成21年11月12～13日
川崎市

第294回日本医学放射線学
会関西地方会
平成22年2月6日
大阪市

第294回日本医学放射線学
会関西地方会
平成22年2月6日
大阪市

第68回日本医学放射線学会
平成21年4月18日
横浜市

第20回大阪耳友会学術講演
会
平成22年2月6日
大阪市

NST地域合同勉強会
平成21年1月7日
箕面市立病院

第1回豊能耳鼻咽喉科病診
連携フォーラム
平成22年1月23日
豊中市



№ 演 者 演 題 学 会 名

132 溝淵綾子、杉本糸美、
星川実香

家族が退院へ向け意思決定するための必要
な看護の検討

133 白川由華 児を失った親への支援

134 向井すなえ、立花智美、
東山千鶴子、竹内葉子

糖尿病看護の実践を拓く
－プロフェッショナルとしてのチャレンジ
と人材育成－

135 江口恵美、岡山友佳、
見戸佐織、羽田誠子、
栗本久美子、山倉弘子、
畑亜希子、佐藤美幸、
篠木敬二、飯島正平

易感染患者の食事摂取向上に向けた取り組
み

136 辻本教子、四宮　聡、
永田明子、田平　梓、
安藤市代

手術室看護師による内視鏡機器管理の実践
報告

137 佐藤久美子、安藤市代 手術室看護師による緊急プラズマ滅菌時に
おける生物学的インジケーター導入の経緯

138 永田明子、阪口道子、
佐藤久美子、安藤市代

全身性ヒアリノーシス患者の手術体位の取
り組み

139 四宮　聡、佐藤久美子、
安藤市代、梶原加代子、
山口充洋、飯島正平

当院における予防的抗菌薬の遵守状況と今
後の課題

140 黒本光一、渡邉幹夫、
岩谷良則

異常血清情報「乳び」でわかる検体に関す
る検討

141 黒本光一、渡邉幹夫、
岩谷良則

周産期における尿中クレアチニンと比重お
よびこれに影響を与えるpHに関する検討

142 大艸尚子、水戸武史、
山城尊靖、木村紘也、
宮崎  茂、松浦  隆

尿路系造影CT検査における2段階注入法を
用いた撮影プロトコールの検討

143 石山成浩、宇戸朋之
宮野英人、木村紘也
穴井達弥、木村龍太郎
増成豊和

多施設での胸腹部一般撮影線量の調査（研
究デザインに関する考察）

144 石山成浩、宇戸朋之
宮野英人、木村紘也
穴井達弥、木村龍太郎
増成豊和

多施設での胸腹部一般撮影線量の調査

145 久島貴之、山城尊靖 3T MRI専用 8channel Knee Phased Array
Coil の基礎的検討

146 山城尊靖、久島貴之 新しい3DFSE撮影法「Cube」の基礎的検討

日本家族看護学会第16回学
術集会
平成21年9月5～6日
高山市

第23回日本手術看護学会
平成21年11月13～14日
千葉市

日本家族看護学会第16回学
術集会
平成21年9月6日
高山市

第14回日本糖尿病教育看護
学会学術集会
平成21年9月19～20日
札幌市

第3回大阪支部学術集会 日
本医療マネジメント学会
平成22年1月16日
大阪市

第23回日本手術看護学会
平成21年11月13～14日
千葉市

第25回日本環境感染学会
一般演題
平成22年2月6日
東京都港区

第84回日本医療機器学会
平成21年5月15～16日
横浜市

日本医学検査学会第56回大
会
平成21年8月29日
札幌市
日本臨床検査自動化学会第
41回大会
平成21年10月9日
横浜市
日本放射線技術学会第65回
総会学術大会
平成21年4月18日
横浜市

第37回日本放射線技術学会
秋季学術大会
平成21年10月22日
岡山市

第37回日本放射線技術学会
秋季学術大会
平成21年10月22日
岡山市

第37回日本放射線技術学会
秋季学術大会
平成21年10月24日
岡山市

第37回日本放射線技術学会
秋季学術大会
平成21年10月22日
岡山市



№ 演 者 演 題 学 会 名

147 中西一秀、鋸屋まり、
福田将誉、高　貴範、
魚瀬　優、橋村孝幸

活動性潰瘍性大腸炎に対する顆粒球吸着療
法(GMA)の治療成績とその考察～特にステ
ロイドナイーブ症例について～

148 日高久美 NST栄養管理サマリー提供患者の退院後栄
養療法の実態調査から

149 小林美保、千葉佳恵、
佐々木美幸、飯島正平、
山本威久

川崎病ガンマグロブリン投与群におけるＤ
ＰＣの影響について

150 佐々木美幸、小林美保、
千葉佳恵、山本威久

川崎病γ-グロブリン投与群におけるＤＰ
Ｃの影響

151 四宮　聡、佐藤久美子、
辻本教子、永田明子、
田平　梓、濱口千佳子、
安藤市代

中小規模におけるプラズマ滅菌の効率的利
用
～手術室看護師がプラズマ滅菌を行って～

152 四宮　聡 海外派遣報告

153 四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

SSIサーベイランスの質的管理～情報管理
室との連携～

154 四宮　聡 手術室における感染対策と今後の方向性

155 四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

サーベイランスデータの自動抽出アプリ
ケーションの導入と評価

156 四宮　聡 職員の新型インフルエンザ発症とその対策

157 Shinomiya S,  Sato K,
Andou I,  Kajiwara K

Practical experiment for an induction
of surveillance for surgical site
Infection(SSI)
and the sequential benefit for
infection control at a community
hospital in Japan

158 四宮　聡 部署の特徴をとらえた取り組み～手術室に
おける取り組み～

159 佐藤久美子、四宮　聡、
安藤市代、飯島正平

手術室における医療廃棄物適正処理への取
り組み（第2報）

160 梶原加代子 ICTとしての感染に関する情報の提供につ
いて

第54回(社)日本透析医学会
学術集会・総会
平成21年6月5～7日
横浜市

第30回日本医療機器学会
平成21年5月15日
横浜市

第26回病院機能向上研究会
一般演題
平成21年10月31日
大阪市

第25回日本環境感染学会
一般演題
平成22年2月5日
東京都港区

The 8th East Asia
Conference on Infection
Control and Prevention
2009
平成21年11月13日
東京都江東区

第25回日本環境感染学会
シンポジウム
平成22年2月5日
東京都港区

第31回日本手術医学会総会
平成21年10月17日
東京都江東区

第31回日本手術医学会総会
一般演題
平成21年10月17日
東京都江東区

第31回日本手術医学会総会
パネルディスカッション
平成21年10月17日
東京都江東区

第14回SSIサーベイランス
研究会
平成21年10月17日
東京都江東区

第23回近畿小児科学会
平成22年3月14日
大津市

第25回日本環境感染学会
一般演題
平成22年2月5日
東京都港区

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月26日
千葉市
第35回日本診療録管理学会
学術大会
平成21年9月17日
浜松市



№ 演 者 演 題 学 会 名

161 四宮　聡、佐藤久美子、
安藤市代、梶原加代子、
山口充洋、飯島正平

当院における予防的抗菌薬の遵守状況と今
後の課題

162 篠木敬二、菊池惠子、
畑亜希子、佐藤美幸、
岩井明子、仲下知佐子、
松宮依子、飯島正平

地域一体継続型NSTネットワークの構築

163 畑 亜希子、小室竜太郎、
安藤有輝子、篠木敬二、
佐藤美幸、平田高啓、
小島敦子、金井秀行、
飯島正平

VLCD療法実践患者の在宅以降後の献立構成
における高成分栄養剤使用の有用性の検討

164 仲下知佐子、篠木敬二、
見戸佐織、西島律子、
土井聖子、畑亜希子、
正木克美、吉川宣輝、
小室竜太郎、飯島正平

病院から居宅へ栄養管理の継続　在宅中心
静脈栄養法（HPN）のスムーズな移行をめ
ざして

165 土井聖子、松宮依子、
川島佳代子、内海  司、
岩井明子、見戸佐織、
正木克美、篠木敬二、
小室竜太郎、飯島正平

大腿骨頚部/転子部骨折周術期における転
帰と栄養摂取方法(摂食嚥下障害のNSTの介
入から)

166 篠木敬二、菊池惠子、
日高久美、吹田智子、
畑 亜希子、佐藤美幸、
西島律子、仲下知佐子、
小室竜太郎、飯島正平

地域一体型NST構築へ向けた8年間の試み

167 篠木敬二、早川めぐみ、
畑亜希子、佐藤美幸、
小室竜太郎、見戸佐織、
土井聖子、金井秀行、
飯島正平

病院職員・一般市民を対象にした濃厚流動
食試飲によるアンケート調査報告

168 篠木敬二、畑　亜希子、
安藤有輝子、平田高啓、
小室竜太郎、佐藤美幸、
西島律子、土井聖子、
飯島正平

入院（VLCD療法）から在宅（LCD療法）ま
でNSTが関与し、経済性に配慮しつつ治療
効果の上がった高度肥満２型糖尿病症例

169 土井聖子、岩井明子、
見戸佐織、正木克美、
仲下知佐子、畑亜希子、
小室竜太郎、飯島正平

大腿骨頸部/転子部骨折周術期管理におけ
る問題点

170 仲下知佐子、見戸佐織、
土井聖子、國枝敦子、
志貴さとみ、岩井明子、
内海  司、日高久美、
若井久美子、檜山裕美、
三宅浩之、古里雅子、
篠木敬二、小室竜太郎、
飯島正平

急性期加算病院でのＮＳＴアウトカムを考
える

171 國枝敦子、仲下知佐子、
土井聖子、見戸佐織、
篠木敬二、古里雅子、
西島律子、小室竜太郎、
飯島正平

半固形化胃瘻造設術クリニカルパス（パ
ス）のバリアンス

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本環境感染学会
一般演題
平成22年2月6日
東京都港区

第11回日本医療マネジメン
ト学会
平成21年6月12～13日
長崎市

第6回日本在宅静脈経腸栄
養研究会学術集会
平成21年10月24日
名古屋市

第6回日本在宅静脈経腸栄
養研究会学術集会
平成21年10月24日
名古屋市

第6回日本在宅静脈経腸栄
養研究会学術集会
平成21年10月24日
名古屋市

第6回日本在宅静脈経腸栄
養研究会学術集会
平成21年10月24日
名古屋市

第48回全国自治体病院学会
平成21年11月12～13日
川崎市

第48回全国自治体病院学会
平成21年11月12～13日
川崎市



№ 演 者 演 題 学 会 名

172 日高久美、菊池惠子、
篠木敬二、吹田智子、
畑亜希子、佐藤美幸、
仲下知佐子、土井聖子、
見戸佐織、飯島正平

ＮＳＴ栄養管理サマリー提供患者の退院後
栄養療法の実態調査から

173 畑亜希子、篠木敬二、
佐藤美幸、平田高啓、
安藤有輝子、國枝敦子、
岩井明子、見戸佐織、
土井聖子、三宅浩之、
小室竜太郎、飯島正平

病院給食と外来一般食堂の運営一体化によ
る質の向上への取り組み

174 内海  司、川島佳代子、
松宮依子、見戸佐織、
土井聖子、岩井明子、
西島律子、正木克美、
篠木敬二、佐藤美幸、
小室竜太郎、飯島正平

NSTおけるメンバー交代の現状と問題点

175 安藤有輝子、平田高啓、
篠木敬二、畑  亜希子、
佐藤美幸、國枝敦子、
岩井明子、西島律子、
三宅浩之、小室竜太郎、
飯島正平

委託給食業者における患者給食における地
産地消の取り組みについて

176 佐藤美幸、畑亜希子、
篠木敬二、古里雅子、
西島律子、仲下知佐子、
檜山裕美、見戸佐織、
國枝敦子、土井聖子、
内海  司、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

入院時経腸栄養管理下に尿路結石の発生と
再発を認めた1症例についての検討

177 檜山裕美、仲下知佐子、
見戸佐織、土井聖子、
志貴さとみ、畑亜希子、
佐藤美幸、小室竜太郎、
飯島正平

食欲低下・脱水により腎排泄薬物の血中濃
度の上昇をおこした2症例

178 國枝敦子、加藤理香、
間狩洋一、土井貴司、
西　泰雄、三坂明美、
古里雅子、飯島正平

胸腔鏡下肺部分切除術術パスのバリアンス
分析

179 関　祐介、星川実香、
古賀　実、菅尾英木、
山口唯一郎、湊のり子、
鈴木　幸、徳岡美由紀、
西　泰雄、飯島正平

経尿道的前立腺切除術電子クリニカルパス
のバリアンス分析

180 渡邉由佳、由良　守  他 潰瘍性大腸炎の初期に膵酵素上昇を認めた
2例

181 小倉智志、由良　守  他 腸管スピロヘータ症の合併を認めた腸結核
の1例

182 小倉智志、由良　守  他 大腸に潰瘍性病変を認め、血清抗体価測定
が診断に有用であった糞線虫症の一例

183 中谷裕子（共同演者） 触圧覚計を用いたFOLFOX療法による末梢
神経症状調査の有効性の検討（多施設共同
試験）

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第25回日本静脈経腸栄養学
会
平成22年2月25～26日
千葉市

第10回日本クリニカルパス
学会学術集会
平成21年12月4～5日
岐阜市

第47回がん治療学会学術集
会
平成21年10月24日
横浜市

第83回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会
平成21年9月19日
京都市

第92回日本消化器病学会近
畿支部例会
平成22年2月27日
大阪市

第91回日本消化器病学会近
畿支部会
平成21年9月12日
京都市

第10回日本クリニカルパス
学会学術集会
平成21年12月4～5日
岐阜市



№ 演 者 演 題 学 会 名

184 三宅浩之、篠木敬二、
畑亜希子、佐藤美幸、
小室竜太郎、平田高啓、
安藤有輝子、飯島正平

病院給食及び食堂運営業者の一体化による
サービス向上の取り組み

185 有馬勝美、中村朋子、
橋本実華、三宅浩之、
宇治野清隆、山倉弘子、
山本威久、黒川英司、
田村信司

「患者満足度調査及びみなさまの声」件数
の経年比較分析

186 橋本実華、中村朋子、
有馬勝美、三宅浩之、
宇治野清隆、山倉弘子、
山本威久、黒川英司、
田村信司

患者満足度調査から見た病院における業務
改善案の検討

第48回全国自治体病院学会
平成21年11月13日
川崎市

第48回全国自治体病院学会
平成21年11月13日
川崎市

第11回日本医療マネジメン
ト学会
平成21年6月12～13日
長崎市


