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№ 演 者 演 題

1

山﨑正美、森下直紀、
岸愛子、髙田早苗、
俵誠一、赤松晴樹、
飯尾禎元、小林一三

食道小細胞癌と扁平上皮癌が混在した一例

2

小瀬嗣子、平松直樹、
薬師神崇行、望月　圭、
三田英治、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

１．Peg-IFN/Ribavirin併用療法非著効例
に対する再治療についてー多施設（OLF)共
同研究ー

3
谷奈緒子、高石健司、
亀山竹春、田村信司

当院において病理解剖を施行したアルコー
ル性肝硬変による死亡例の臨床病理学的検
討

4

飯田さよみ、小室竜太郎、
市川瑠美子、正田英雄、
井端　剛

箕面市における糖尿病地域連携パス導入の
取り組み

5

山下和哉、改田歩未、
西本真由美、小西永里子、
金井秀行、高島重和、
田村信司

巨大冠動脈瘤と思われる1例

6

渡邉由佳、由良　守、
小倉智志、山崎正美、
山北剛史、西原彰浩、
高石健司、田村信司

急性腹症で受診し腹部単純CTで胃壁肥厚を
認めた胃アニサキス症の2例

7

武鑓真司、正田英雄、
谷　奈緒子、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ、
田村信司

扁桃腺炎を契機に甲状腺クリーゼを発症し
た１例

8

改田歩未、白銀隆宏、
星　美奈子、山口充洋、
金井秀行、田村信司、
曽我文久、森　浩志

経過中にPosterior reversible
encephalopathy syndrome を発症した結節
性多発動脈炎の１剖検例

9

西原彰浩、山北剛史、
亀山竹春、小倉智志、
渡邉由佳、由良　守、
田村信司

食道ESDにおけるハサミ型剥離鉗子（SB
knife）の有用性について

10

正田英雄、山下和哉、
市川瑠美子、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ、
田村信司、山口唯一郎、
菅尾英木、森　浩志

橋本病経過中に診断・治療したクッシング
症候群の１例

11

武鑓真司、井端　剛、
谷　奈緒子、市川瑠美子、
正田英雄、小室竜太郎、
田村信司、飯田さよみ

低血糖が遷延した栄養不良の膵癌合併糖尿
病の１例

12

市川瑠美子、小室竜太郎、
正田英雄、井端　剛、
飯田さよみ

突然のインスリン分泌能枯渇により急激な
血糖上昇をきたした２型糖尿病の１例

13
井端　剛、谷　奈緒子、
市川瑠美子、正田英雄、
小室竜太郎、飯田さよみ

 先端巨大症薬物療法により良好な血糖管
理が得られた糖尿病の１例

第199回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日

第196回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市

第197回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市
第198回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市

消化器内視鏡近畿地方会
平成22年9月4日
大阪市

第192回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市
平成22年9月11日
第192回日本内科学会近畿
地方会
大阪市
第194回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市

第96回日本消化器病学会総
会
平成22年4月22日～24日
新潟市
第46回日本肝臓学会総会
平成22年5月27日～28日
山形市

第46回日本肝臓学会総会
平成22年5月27日～28日
山形市
第12回日本医療マネジメン
ト学会学術総会
平成22年6月11日～12日
札幌市

学会発表　平成22年度（22.4.1～23.3.31）

学 会 名

第191回日本内科学会近畿
地方会
平成22年6月12日
京都市



№ 演 者 演 題 学 会 名

14

福島直樹、山北剛史、
渡邉由佳、小倉智志、
山崎正美、西原彰浩、
由良　守、金井秀行、
田村信司

大腿ﾍﾙﾆｱ嵌頓とS状結腸癌によるイレウス
で同時に発症し直腸癌も認めた１切除例

15

荒木紀子、市川瑠美子、
正田英雄、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

ホルモン補充療法に成長ホルモン追加後
QOLの改善した汎下垂体機能低下症の１例

16

小倉智志 多発肝膿瘍を合併した小腸GISTの一切除例

17

渡邉由佳 肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術後に転移性
卵巣腫瘍より腹腔内出血を来たした１例

18

飯田さよみ、市川瑠美子、
正田英雄、井端　剛、
小室竜太郎、豊島博行

箕面市における糖尿病地域連携パスの運用

19
日野彬央、畦西恭彦、
信岡亮、山口充洋

特発性脾破裂で発症した原発性アミロイ
ドーシスの一症例

20

山口光洋、四宮　聡、
藤井啓輔、梶原加代子、
飯島正平

院内e-ラーニングシステムを用いた研修医
に対する感染症教育に評価

21

中谷裕子、吹田智子、
辻尾一郎、羽田誠子、
加藤健志、三宅泰裕、
山口充洋、今井秀樹、
飯島正平

当院での外来化学療法から緩和ケア移行へ
の現状

22

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

ロタウイルス脳症が疑われた2例

23

安西香織、山本威久、
溝口好美、山本勝輔、
高野美香、酒井絵美子、
伊橋　舞

尿中β2-MGが異常高値を示した新型インフ

ルエンザ肺炎の疑いの一例

24

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

外来小児患者における新型インフルエンザ
への麻黄湯投与結果

25

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

新型インフルエンザ肺炎で入院し、麻黄湯
+オセルタミビル併用治療をおこなった小
児の入院後経過に対する外来インフルエン
ザ治療の影響

26

中山尋文、山本威久、
山本勝輔、高野美香、
酒井絵美子、安西香織、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介

新型インフルエンザ発症後に 不思議の国
のアリス症候群を呈した３例

第204回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市

第200回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市

第201回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市
第202回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市
第203回日本内科学会近畿
地方会
平成22年9月11日
大阪市

第94回近畿血液学地方会
平成22年11月6日
大津市
第26回日本環境感染学会総
会
平成23年2月18日～19日
横浜市
第15回日本緩和医療学会学
術大会
平成22年6月18日～19日
東京都千代田区

第24回小児救急学会
平成22年5月28日
京都市

第113回日本小児科学会学
術集会
平成22年4月24日
盛岡市

第29回漢方免疫アレルギー
研究会学術集会
平成22年6月13日
東京都

第29回漢方免疫アレルギー
研究会学術集会
平成22年6月13日
東京都

第186回大阪小児科学会
平成22年6月26日
大阪市
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27

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

新型インフルエンザに罹患した腎移植後女
児に一例

28

安西香織、山本勝輔、
中山尋文、高野美香、
酒井絵美子、金野　浩、
溝口好美、下辻常介、
山本威久

血尿を認めたPUJ狭窄疑いの一例

29

安西香織、山本勝輔、
中山尋文、高野美香、
酒井絵美子、金野　浩、
溝口好美、下辻常介、
山本威久

尿中β2-MGが異常高値を示した新型インフ
ルエンザ肺炎の疑いの一例

30
山本勝輔 ミニシンポジウム｢新型インフルエンザ

H1N1の再来に備える｣新型インフルエンザ
治療 漢方薬（麻黄湯）

31

中山尋文、山本威久、
山本勝輔、下辻常介

アレルギーによる食事制限に伴って発症し
たビタミンＤ欠乏性くる病の一例

32
山本威久、吉住哲彦、
井端　剛、正田英雄、
足立和繁

閉経後骨粗鬆症の病態に関する研究

33

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

新型インフルエンザ肺炎、気管支炎で入院
した小児の臨床的重症度および入院期間の
検討

34

中山尋文 多発性嚢胞腎を合併した低リン血症性ビタ
ミンD抵抗性くる病の1症例

35
安西香織 多発性筋炎の1例

36

飯島正平、今村博司、
木村　豊、井上健太郎、
藤谷和正、松山　仁、
辰巳満俊、下川敏雄、
黒川幸典、古河　洋

胃癌に対する幽門側胃切除後の予防的抗菌
薬投与の必要性に関する第Ⅲ相試験
（OGSG0501）

37

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

自治体病院における膨潤麻酔を用いた短期
滞在入院による鼡径ヘルニア手術

38

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

進行再発大腸癌に対する化学療法の均てん
化　一般病院外科医の立場で

第42回日本小児感染症学会
総会・学術集会
平成22年11月27日～28日
仙台市

第44回日本小児内分泌学会
学術集会
平成22年10月7日～9日
大阪市
第12回日本骨粗鬆症学会
平成22年10月12日～23日
大阪市

第42回大阪小児腎研究会
平成22年7月15日
箕面市

第22回豊能小児疾患研究会
平成22年8月21日
箕面市

第68回北摂小児科医会
平成22年9月11日
西宮市

第45回日本小児腎臓病学会
学術集会
平成22年7月3日
大阪市

第28回小児代謝性骨疾患研
究会
平成22年12月5日
豊中市
北摂小児科医会
平成22年12月15日
箕面市
第110回日本外科学会定期
学術集会
平成22年4月8日～10日
名古屋市

第110回日本外科学会定期
学術集会
平成22年4月8日～10日
名古屋市

第110回日本外科学会定期
学術集会
平成22年4月8日～10日
名古屋市
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39

三宅泰裕、加藤健志、
三代雅明、阪本卓也、
加藤　文、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

大腸癌手術症例におけるDPC導入による医
療収支の変化についての検討

40

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

自治体病院での成人鼡径ヘルニア手術にお
ける全職種協力型電子クリニカルパスの効
用

41

桝見清子、星川実香、
飯島正平、杉本糸美、
田村朋子、星美奈子、
土井貴司、黒川英司

自治体病院での鼠径ヘルニア手術における
日帰り手術ｾﾝﾀｰ専任看護師の役割

42

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

DPC導入による大腸癌手術症例の医療収支
の検討

43

Yoichi Makari,
Shohei Iijima,
Masaaki Miyo,
Takuya Sakamoto,
Aya Kato, Takeshi Doi,
Minako Hoshi,
Yasuhiro Miyake,
Satoshi Ohshima,
Takeshi Kato,
Eiji Kurokawa,
Nobuteru Kikkawa

Adverse event of the 3 agents (S-
1+CDDP+PTX) combination chemotherapy
for unresectable gastric cancer

44

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

無症状で発見された高齢者の左肺底動脈大
動脈起始症の１切除例

45

篠木敬二、日高久美、
菊池恵子、畑 亜希子、
佐藤美幸、仲下知佐子、
土井聖子、飯島正平

継続した栄養管理のために作成している
NST退院サマリー提供者の退院後実態調査

46

三宅浩之、篠木敬二、
畑 亜希子、佐藤美幸、
飯島正平

病院給食・レストラン運営業者の一体化によ
る患者レストラン喫食などの取り組み

47

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

残胃癌術後リンパ節再発に対して、ＣＰＴ
－１１／ＣＤＤＰ併用療法が奏功した1例

第96回日本消化器病学会総
会
平成22年4月22日～24日
新潟市

韓国胃癌学会春期学術大会
（The Korean Gastric
Cancer Association)
平成22年4月23日～24日
釜山（韓国）

第27回日本呼吸器外科学会
総会
平成22年5月13日～14日
仙台市

第12回日本医療マネジメン
ト学会学術総会
平成22年6月11日～12日
札幌市
第12回日本医療マネジメン
ト学会学術総会
平成22年6月11日～12日
札幌市
第32回日本癌局所療法研究
会
平成22年6月11日
奈良市

第8回日本ヘルニア学会学
術集会
平成22年4月16日～17日
浦安市

第8回日本ヘルニア学会学
術集会
平成22年4月16日～17日
浦安市

第110回日本外科学会定期
学術集会
平成22年4月8日～10日
名古屋市
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48

三代雅明、飯島正平、
間狩洋一、山口充洋、
加藤　文、阪本卓也、
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、小島　治

胃癌化学療法中に発症したニューモシスチ
ス肺炎の１例

49

星　美奈子、三宅泰裕、
白石恒人、和田真理子、
三代雅明、阪本卓也、
加藤　文、土井貴司、
間狩洋一、大島　聡、
加藤健志、飯島正平、
黒川英司、吉川宣輝

箕面市における便潜血検査による大腸癌検
診と大腸精査の現状

50

井端　剛、畑　亜希子、
篠木敬二、西島律子、
見戸佐織、土井聖子、
仲下知佐子、小室竜太郎、
飯島正平

高度肥満を有する２型糖尿病患者の入院超
低カロリー食（Very Low Calorie
Diet:VLCD)療法から、在宅低カロリー食
（Low Calorie Diet:LCD)療法への移行

51

仲下知佐子、檜山裕美、
篠木敬二、見戸佐織、
土井聖子、畑　亜希子、
日高久美、山倉弘子、
井端　剛、小室竜太郎、
飯島正平

在宅中心栄養法（HPN）の安全な施行への
取り組み

52

井端　剛、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

在宅療養中に摂食不良による脱水から腎排
泄型薬物中毒を起こした高齢者の２例

53

土井聖子、岩井明子、
見戸佐織、内海　司、
篠木敬二、仲下知佐子、
畑　亜希子、井端　剛、
小室竜太郎、飯島正平

周術期における在宅療養のための摂食嚥下
障害対策の重要性

54

篠木敬二、畑　亜希子、
佐藤美幸、仲下知佐子、
土井聖子、見戸佐織、
井端　剛、小室竜太郎、
飯島正平

退院後の継続した栄養管理のためのNST―
退院サマリー提供者の実態調査から―

55

中谷裕子、吹田智子、
辻尾一郎、羽田誠子、
加藤健志、三宅泰裕、
山口充洋、今井秀樹、
飯島正平

当院での外来化学療法から緩和ケア移行へ
の現状

56

吹田智子、中谷裕子、
辻尾一郎、羽田誠子、
菊池恵子、日高久美、
加藤健志、三宅泰裕、
山口充洋、今井秀樹、
飯島正平

当院の緩和ケアチームにおける地域移行の
現状と今後の課題

57
三宅泰裕、加藤健志、
加藤　文、吉川宣輝

閉塞性大腸癌に対する経肛門的減圧チュー
ブの有用性についての検討

58

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

冠動脈塞栓術、シスプラチン動注療法後９
日目に肝膿瘍が急速に形成破裂した胃癌肝
転移症例

第65回日本消化器外科学会
総会
平成22年7月14日～16日
下関市

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12日～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12日～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12日～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12日～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12日～13日
東京都江東区

第15回日本緩和医療学会学
術大会
平成22年6月18日～19日
東京都千代田区

第15回日本緩和医療学会学
術大会
平成22年6月18日～19日
東京都千代田区

第73回大腸癌研究会
平成22年7月2日
奄美市

第32回日本癌局所療法研究
会
平成22年6月11日
奈良市

第49回日本消化器がん検診
学会総会
平成22年6月11日～12日
宜野湾市
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加藤　文、間狩洋一、
阪本卓也、三代雅明、
土井貴司、三宅泰裕、
大島　聡、加藤健志、
飯島正平、黒川英司

食道裂孔ヘルニア、全胃の間膜軸捻転に心
筋梗塞を発症した一例

60

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

急性胆嚢炎に対する緊急腹腔鏡下胆嚢摘出
術の評価と術前ＤＩＣ－ＣＴの有用性

61

三宅泰裕、加藤健志、
加藤　文、三代雅明、
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

化学療法中のｽﾄｰﾏを保有する進行再発大腸
癌患者の現状

62

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

当院における過去4年間の中心静脈ポート
抜去例の検討

63

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

術中予防的抗菌薬追加投与遵守率向上への
取り組みとSSI発生への影響

64

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

術後多量の胸腹水の管理に難渋した肝硬変
合併食道癌肉腫の１例

65

Yoichi Makari,
Shohei Iijima,
Masaaki Miyo,
Takuya Sakamoto,
Aya Kato, Takeshi Doi,
Minako Hoshi,
Yasuhiro　Miyake,
Satoshi Ohshima,
Takeshi Kato,
Eiji Kurokawa,
Nobuteru Kikkawa

Nedaplatin, doxorubicin, and 5-FU
combination chemotherapy for advanced
and recurrent esophageal cancer.

66
四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

SSIサーベイランスアプリケーションによ
るデータ管理のあり方

67
四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

看護師が担うSSI対策の評価―予防的抗菌
薬の投与遵守から―

68
四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

手術部位感染サーベイランス活動と院内連
携の実態―質管理されたデータを目指して
―

69

加藤　健志 治験（A2D2171）の結果について

第32回日本手術医学会総会
平成22年10月1日～2日
横浜市
第32回日本手術医学会総会
平成22年10月1日～2日
横浜市
第35回ヨーロッパ癌治療会
議（ＥＳＭＯ）
平成22年10月7日～14日
ミラノ（イタリア）

第65回日本消化器外科学会
総会
平成22年7月14日～16日
下関市

第65回日本消化器外科学会
総会
平成22年7月14日～16日
下関市

第65回日本消化器外科学会
総会
平成22年7月14日～16日
下関市

第65回日本消化器外科学会
総会
平成22年7月14日～16日
下関市

第64回日本食道学会学術総
会
平成22年8月31日～9月1日
久留米市

第12回国際食道疾患学会
（ISDE)
平成22年9月2日～5日
鹿児島市

第32回日本手術医学会総会
平成22年10月1日～2日
横浜市

第65回日本消化器外科学会
総会
平成22年7月14日～16日
下関市
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Takashi Doi,
Shohei Iijima,
Minako Hoshi,
Aya Kato,
Takuya Sakamoto,
Masaaki Miyo,
Yoichi Makari,
Yasuhiro Miyake,
Satoshi Ohshima,
Takeshi Kato,
Eiji Kurokawa,
Nobuteru Kikkawa

Tumescent Anesthesia Technique for
Inguinal Hernioplasty

71

篠木敬二、日高久美、
畑　亜希子、佐藤美幸、
仲下知佐子、土井聖子、
井端　剛、小室竜太郎、
飯島正平

NST退院時栄養管理サマリー作成の現状と
提供者の実態調査から

72

篠木敬二、三宅浩之、
畑　亜希子、佐藤美幸、
安藤有輝子、土井聖子、
井端　剛、重松　剛、
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

73

飯島正平、加藤健志、
黒川英司

市中病院での約10年間のSSI対策への取り
組みと今後の課題

74

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

逆行性胆管炎を繰り返す、胆管空腸吻合部
狭窄に対するinterventional radiology当
科での治療法とその成績

75

飯島正平、藤谷和正、
瀧内比呂也、上堂文也、
今村博司、木村　豊、
今野元博、黒川幸典、
後藤昌弘、杉本直俊、
井上健太郎、下川敏雄、
辻仲利政、古河　洋

進行・再発胃癌に対するS-1＋ CPT11療法
とS-1＋TXL療法のランダム化比較第二相試
験

76

中江史朗、佐藤太郎、
瀧内比呂也、飯島正平、
岡本　渉、後藤昌弘、
吉田元樹、半田理夫、
辻仲利政、古河　洋

進行，再発胃癌の3次治療でのPaclitaxel
weekly投与の安全性試験（OGSG0602）最終
報告

77

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

市中病院での外科診療におけるITの活用の
現状

78

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

市中病院での電子カルテを活用した外科医
による胃癌化学療法の現状と課題

第48回日本癌治療学会学術
集会
平成22年10月28日～30日
京都市

第72回日本臨床外科学会総
会
平成22年11月21日～23日
横浜市

第72回日本臨床外科学会総
会
平成22年11月21日～23日
横浜市

第48回日本癌治療学会学術
集会
平成22年10月28日～30日
京都市

International Congress
of the Asia-Pacific
Hernia Society
平成22年10月14日～16日
ソウル（韓国）

第49回全国自治体病院学会
平成22年10月14日～15日
秋田市

第49回全国自治体病院学会
平成22年10月14日～15日
秋田市

JDDW 2010 第8回日本消化
器外科学会大会
平成22年10月14日～16日
横浜市
JDDW 2010 第8回日本消化
器外科学会大会
平成22年10月14日～16日
横浜市
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飯島正平、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、
間狩洋一、黒川英司

当院サーベイランスデータから予防的抗菌
薬術中追加投与のエビデンス

80

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

閉鎖孔ヘルニア陥頓に対して鼡径法による
修復術を行った後に再発を来たした1例

81

加藤　文、加藤健志、
三宅泰裕、三代雅明、
阪本卓也、土井貴司、
吉川宣輝

イレウス大腸癌に対する経肛門的イレウス
管の有用性の検討

82

三宅泰裕、加藤健志、
加藤　文、吉川宣輝

右鼠径部リンパ節転移を契機に診断された
横行結腸癌の1例

83

加藤健志、三宅泰裕、
加藤　文、三代雅明、
阪本卓也、土井貴司、
吉川宣輝

腹腔鏡下直腸切除術のピットホール―乳び
腹水症例から学ぶ―

84

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、井端　剛、
金井秀行、小室竜太郎

栄養サポートチーム(NST)加算時代のNST像

85

小林美保、佐々木美幸、
古里雅子、三坂明美、
鈴木　幸、石嵜　靖、
森川貴之、星川実香、
西　泰雄、飯島正平

電子クリニカルパスの効率的作成にむけた
診療情報管理士の取り組み

86

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

抗血栓薬内服患者における鼡径ヘルニア手
術症例の検討

87

三宅泰裕、加藤健志、
加藤　文、三代雅明、
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

緊急手術を要した高齢者潰瘍性大腸炎の1
例

88
三宅泰裕、加藤健志、
吉川宣輝

異時性肝転移切除後、6年無再発生存の下
行結腸gastrointestinal stroml
tumor(GIST)の1例

89

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、佐藤美幸、
土井聖子、檜山裕美、
畑亜希子、松岡美緒、
古里雅子、有馬勝美、
山倉弘子、小西永里子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎

従来からの栄養サポートチーム（NST)活動
とNST加算にむけた取り組み

90

飯島正平、藤谷順子 官能試験に基づいた嚥下困難者用のとろ
み・ペーストの粘度測定時における適切な
ずり速度の検証

第11回日本クリニカルパス
学会学術集会
平成22年12月3日～4日
松山市
第11回日本クリニカルパス
学会学術集会
平成22年12月3日～4日
松山市

第5回関西ヘルニア研究会
平成22年12月4日
大阪市

攝津外科検討会
平成22年12月11日
西宮市

第74回大腸癌研究会
平成23年1月21日
福岡市
第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第72回日本臨床外科学会総
会
平成22年11月21日～23日
横浜市

第72回日本臨床外科学会総
会
平成22年11月21日～23日
横浜市

第65回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成22年11月26日～27日
浜松市
第65回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成22年11月26日～27日
浜松市
第65回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成22年11月26日～27日
浜松市
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美濃恵理子、四宮　聡、
見戸沙織、志貴さとみ、
古里雅子、仲下知佐子、
檜山裕美、小室竜太郎、
飯島正平

NST・ICTによる輸血ライン回診の活動報告

92

篠木敬二、畑亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、
安藤有輝子、小島敦子、
仲下知佐子、古里雅子、
土井聖子、山倉弘子、
金井秀行、小室竜太郎、
飯島正平

NST主導の病院食改革

93

見戸沙織、篠木敬二、
仲下知佐子、古里雅子、
土井聖子、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

NSTにより自治体急性期病院にもたらされ
たもの

94

有馬勝美、山倉弘子、
篠木敬二、佐藤美幸、
土井聖子、見戸沙織、
國枝敦子、志貴さとみ、
金井秀行、小室竜太郎、
飯島正平

栄養サポートチーム（NST)加算にむけての
看護局の取り組み

95

土井聖子、見戸沙織、
國枝敦子、志貴さとみ、
古里雅子、佐藤美幸、
松岡美緒、仲下知佐子、
小室竜太郎、飯島正平

泌尿器科病棟入院患者の栄養障害の実情

96

檜山裕美、仲下知佐子、
篠木敬二、飯島正平

膵頭十二指腸切除16年後に脂容性ビタミン
欠乏症を来した1症例

97

日高久美、國枝敦子、
有馬勝美、仲下知佐子、
篠木敬二、小室竜太郎、
金井秀行、飯島正平

退院時の栄養補給方法の転帰先変化

98

仲下知佐子、檜山裕美、
見戸沙織、土井聖子、
小西永里子、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行、
飯島正平

側管投与薬剤の経口投与への可能性を考え
る

99

内海　司、早川恵美、
土井聖子、佐藤美幸、
松岡美緒、小室竜太郎、
小西永里子、井端　剛、
金井秀行、飯島正平

水痘帯状疱疹ウイルスにより舌咽・迷走神
経麻痺を来した嚥下障害が遷延した一症例

100

小島敦子、篠木敬二、
仲下知佐子、安藤有輝子、
村上麻未、塩野可奈、
福永　恵、蒲田百々子、
畑亜希子、佐藤美幸、
松岡美緒、小室竜太郎、
飯島正平

病院給食改革のおける受託業者としての運
営連携

101

安藤有輝子、松岡美緒、
小室竜太郎、小島敦子、
村上麻未、塩野可奈、
蒲田百々子、福永　恵、
篠木敬二、畑 亜希子、
佐藤美幸、飯島正平

中規模急性期病院における植物アレルギー
患者への除去食提供に対する取り組み

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市
第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市
第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市
第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17日～18日
名古屋市



№ 演 者 演 題 学 会 名

102
四宮　聡、梶原加代子、
山口充洋、飯島正平

専用アプリケーションを利用したICT回診の実
際と課題

103

安藤市代、大川真佐晃、
四宮　聡、梶原加代子、
藤井啓嗣、山口充洋、
飯島正平

中規模施設での結核対策～ICUでの空気感染
対策の実際を振り返って～

104
藤井啓嗣、四宮　聡、
山口充洋、飯島正平、
梶原加代子

当院におけるESBLｓ産生菌検出状況の検討

105
山口充洋、四宮　聡、
梶原加代子、藤井啓嗣、
飯島正平

院内e-ラーニングシステムを用いた研修医に
対する感染症教育の評価

106
四宮　聡、佐藤久美子、
梶原加代子、藤井啓嗣、
飯島正平

全病院的標準予防策徹底にむけたe-ラーニン
グシステムの活用とシステム上の課題

107

間狩洋一、飯島正平、
三代雅明、阪本卓也、
加藤　文、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

アプレピタントを併用したTS-1＋CDDP療法
施行中に白血球増多を認めた症例

108

黒川幸典、今村博司、
井上健太郎、木村　豊
飯島正平、辻仲利政、
古河　洋

胃切除術後の予防的抗生剤使用の意義に関
するRCT（OGSG0501）

109

M.Imao,Y-F.Peng,
H.Shiozaki,K.Kobayashi,
T.Aoki,H.Furukawa,
T.Tsujinaka,F.Uedo,
H.Imamura,S.Iijima,
T.Shimokawa,T.Taguchi

Phase Ⅰ/Ⅱ study of weekly taxol plus
irinotecan for patients with advanced
of recurrent gastric cancer
（OGSG0104）

110

Y.Kimura,S.Tamura,
K.Fujitani,T.Tsuji
J.Matsuyama,S.Iijima,
H.Imamura,K.Inoue,
K.Kobayashi,K.Kurokawa,
H.Furukawa

PhaseⅡ feasibility study of adjuvant
S-1 plus docetaxel for stageⅢ gastric
cancer patients after curative D2
Gastrectomy（OGSG0604）

111

上杉和弘、佐藤　厳、
岡本恭典、津田隆之

鎖骨遠位端骨折に対する手術成績　ｽｺｰﾋﾟｵ
ﾝﾌﾟﾚｰﾄの有用性と問題点

112

岡本恭典、河崎敏弘、
上杉和弘、鹿野博亀、
佐藤　厳、津田隆之、
小西永里子、

橈骨遠位端骨折術後に致死性肺血栓塞栓症
を生じ、低酸素脳症に陥った1例

113

河崎敏弘、佐藤　厳、
金山完哲、上杉和弘、
岡本恭典、鹿野博亀、
信貴経夫、津田　隆之

単一馬尾より発生した多発性神経鞘腫症の
1例

114

金山完哲、鹿野博亀、
津田隆之、信貴経夫、
岡本恭典、上杉和弘、
河崎敏弘

同側下肢に生じた多発骨折の1例

115

Kano H，Toda T． A search for the silencing gene of
mouse dactylaplasia

第26回日本環境感染学会
平成23年2月18日～19日
横浜市

第83回日本胃癌学会総会
平成23年3月3日～5日
三沢市

第26回日本環境感染学会
平成23年2月18日～19日
横浜市

第26回日本環境感染学会
平成23年2月18日～19日
横浜市
第26回日本環境感染学会
平成23年2月18日～19日
横浜市
第26回日本環境感染学会
平成23年2月18日～19日
横浜市

7th International
Gastric Cancer Congress

第114回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会
平成22年4月9日～10日
名古屋市
大阪骨折研究会
平成22年6月12日
大阪市

第45回日本脊髄障害医学会
平成22年10月21日～22日
松本市

大阪骨折研究会
平成22年12月11日
大阪市

The American Society of
Human Genetics
平成22年11月
ワシントン（米国）

2010 Gastrointestinal
Cancers Symposium(ASCO
G1)

第83回日本胃癌学会総会
平成23年3月3日～5日
三沢市



№ 演 者 演 題 学 会 名

116

乾　恭子、桑江克樹 腹部皮下腫瘤を契機にみつかった魚骨によ
る消化管穿通の1例

117
乾　恭子、桑江克樹 尿膜管遺残症について～本邦報告130例と

自験6例の検討～

118

井下哉恵、中森利恵、
松本千穂

セツキシマブ（アービタックス）による皮
膚障害の3例

119

林　拓自、中山雅志、
向井雅俊、角田洋一、
福原慎一郎、永原　啓、
野々村祝夫、西村和郎、
芝　政宏、花房隆範、
菅尾英木

ドセタキセル併用のステロイド剤変更によ
りPSA低下とリンパ節縮小を認めた再発性
前立腺癌の1例

120

高尾徹也、奥田英伸、
山本圭介、福原慎一郎、
宮川　康、辻村　晃、
野々村祝夫、高田　剛、
原　恒夫、古賀　実、
菅尾英木、木内　寛、
市丸直嗣、菅野展文、
中村吉宏、東野　誠、
三浦秀信、山中幹基

前立腺肥大症患者における下部尿路症状調
査とナフトピジルの有用性に関する検討

121

中山雅志、西村和郎、
原　恒夫、森　直樹、
菅尾英木、目黒則男、
松宮清美、西村健作、
中井康友、高山仁志、
野々村祝夫

術前アンドロゲン除去療法が前立腺全摘術
後の尿禁制に及ぼす影響に関する検討

122

湊のり子、山口唯一郎、
古賀　実、菅尾英木

体重減少を契機に発見された副腎癌の1例

123
緒方誠司、渡辺正洋、
雨宮京夏、足立和繁

全腹腔鏡下子宮全摘術の導入にメリットは
あるのか？－開腹子宮全摘術との比較から
－

124
雨宮京夏、渡辺正洋、
緒方誠司、足立和繁

慎重に経過観察をしていたのにもかかわら
ず、腹腔内大量出血後に緊急手術になった
子宮外妊娠の2例について

125
足立和繁、渡辺正洋、
緒方誠司、雨宮京夏

当科での子宮鏡下内膜ポリープ切除術の検
討

126
横井　猛、足立和繁、
筒井建紀、森重健一郎、
木村　正

片側卵巣摘出により排卵が回復し妊娠に
至ったMcCune-Albright syndromeの1例

127

足立和繁、渡辺正洋、
根来英典、鮫島義弘、
雨宮京夏

当科での内膜症患者へのジェノゲスト使用
経験

128

渡辺正洋、正田英雄、
谷　奈緒子、雨宮京夏、
根来英典、鮫島義弘、
足立和繁

妊娠を契機に顕在化した1型糖尿病の1例

第421回日本皮膚科学会大
阪地方会
平成22年9月18日
大阪市

第62回日本産婦人科学会
平成22年4月23日～25日
東京都千代田区

第48回日本癌治療学会学術
集会
平成22年10月28日～30日
京都市

第95回日本形成外科学会関
西支部学術集会
平成22年7月11日
大阪市
第33回大阪形成外科医会
平成22年9月25日
大阪市

第211回日本泌尿器科学会
関西地方会
平成22年5月22日
神戸市

第17回日本排尿機能学会
平成22年9月29日
甲府市

第213回日本泌尿器科学会
関西地方会
平成22年12月18日
大阪市
第62回日本産婦人科学会
平成22年4月23日～25日
東京都千代田区
第62回日本産婦人科学会
平成22年4月23日～25日
東京都千代田区
第62回日本産婦人科学会
平成22年4月23日～25日
東京都千代田区

第122回近畿産科婦人科学
会
平成22年6月19日～20日
京都市
第122回近畿産科婦人科学
会
平成22年6月19日～20日
京都市



№ 演 者 演 題 学 会 名

129

根来英典、渡辺正洋、
鮫島義弘、雨宮京夏、
足立和繁

当院における子宮頚部円錐切除術の検討

130
山本威久、井畑　剛、
正田英雄、飯田さよみ、
足立和繁

閉経後骨密度が急速に減少するfast
looserを規定する因子に関する研究

131

足立和繁、渡辺正洋、
吉岡恵美、雨宮京夏

卵巣腫瘍との鑑別に苦慮し、腹腔鏡下手術
で判明した虫垂粘液嚢胞腺腫の1例

132

雨宮京夏、渡辺正洋、
吉岡恵美、足立和繁

高齢者良性卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下
手術の検討－50代、60代と比較して－

133

雨宮京夏、渡辺正洋、
吉岡恵美、足立和繁

高齢者良性卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下
手術の検討－開腹手術と比較して－

134
渡辺正洋、吉岡恵美、
雨宮京夏、足立和繁

高齢者卵巣腫瘍患者に対する腹腔鏡下手術
の治療成績の検討

135
足立和繁、緒方誠司、
渡辺正洋、吉岡恵美、
雨宮京夏、

全腹腔鏡下子宮全摘術の導入とその有用性
の検討－開腹子宮全摘術との比較から－

136

渡辺正洋、吉岡恵美、
雨宮京夏、足立和繁

転移性卵巣癌からの出血に対して腹腔鏡下
に対処し止血しえた1例

137

足立和繁、渡辺正洋、
吉岡恵美、雨宮京夏

当科における卵巣チョコレート嚢胞の腹腔
鏡下手術成績の検討

138

雨宮京夏、渡辺正洋、
吉岡恵美、足立和繁

卵巣チョコレート嚢胞治療における低用量
ピルの有用性についての検討

139

渡邊由佳、高石健司、
谷　奈緒子、小倉智志、
山北剛史、山崎正美、
西原彰浩、由良　守、
田村信司、渡辺正洋、
足立和繁

肝細胞癌に対する冠動脈塞栓術後に転移性
卵巣腫瘍により腹腔内出血を来たした1例

140

T.Nakao,
M.Tsujikawa

Phototransduction and Photoreceptor
Cell Death Are Closely Related in a
Zebrafish Model of Autosomal Dominant
Retinitis Pigmentosa

141
金山慎太郎 AlphaCor人工角膜移植術

142

井上　豊、前田裕子、
吉田重幸、山崎絋一

腸無回転症における膵鉤部の低形成につい
て

143

井上　豊、前田裕子、
吉田重幸、山崎絋一

病原性大腸菌感染（Ｏ157以外）17例の画
像学的検討

第50回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成22年7月29日～31日
東京都新宿区
第50回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成22年7月29日～31日
東京都新宿区

第122回近畿産科婦人科学
会
平成22年6月19日～20日
京都市

第69回日本医学放射線学会
総会
平成22年4月9日～11日
横浜市

第32回日本日本エンドメト
リオーシス学会
平成23年1月22日～23日
東京都千代田区
第94回例会　日本消化器病
学会近畿支部
平成23年2月5日
大阪市

The Association for
Research in Vision and
Ophthalmology
平成22年5月2日～6日
フロリダ（米国）
第64回日本臨床眼科学会
平成22年11月11日～14日
神戸市
第69回日本医学放射線学会
総会
平成22年4月9日～11日
横浜市

第23回日本内視鏡外科学会
平成22年10月18日～20日
横浜市
第23回日本内視鏡外科学会
平成22年10月18日～20日
横浜市
第29回大阪大学産婦人科ク
リニカルカンファレンス
平成22年11月6日
大阪市
第32回日本日本エンドメト
リオーシス学会
平成23年1月22日～23日
東京都千代田区

第28回日本骨代謝学会
平成22年7月21日～23日
東京都新宿区
第50回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成22年7月29日～31日
東京都新宿区
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144

吹田智子、中谷裕子、
辻尾一郎、羽田誠子、
菊池恵子、日高久美、
加藤健志、三宅泰裕、
山口充洋、今井秀樹、
飯島正平

当院の緩和ケアチームにおける 地域移行
の現状と今後の課題

145

中谷裕子、吹田智子、
辻尾一郎、羽田誠子、
加藤健志、三宅泰裕、
山口充洋、今井秀樹、
飯島正平

当院での外来化学療法から緩和ケア移行へ
の現状

146
梅原妙子 「検査前訪問率の向上への取り組み」

147

栗本久美子、中尾美佐恵、
山倉弘子

固定チームナーシングの評価
  病棟運営の活性化に向けて教育の再構築

148

有馬勝美、向井すなえ、
則岡香津、栗本久美子、
山倉弘子

師長としての役割
  リーダー、サブリーダーへの動機づけ

149

安藤市代、栗本久美子、
山倉弘子

師長としての小集団活動と部下育成を考え
る

150
三上太郎、酒井亜希子、
久次米明子、竹内葉子、
山倉弘子、山本威久

変則2交代制勤務と3交代制勤務のインシデ
ント発生状況の比較

151
美濃恵理子 NST・ICTによる輸液回診の活動報告

152

有馬勝美、山倉弘子、
篠木敬ニ、佐藤美幸、
土井聖子、古里雅子、
見戸佐織、國枝敦子、
志貴さとみ、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

栄養サポートチーム（NST)加算に向けての
看護局の取り組み

153

水戸武史、木村紘也、
善積　透

逐次近似を応用した再構成による心臓CTノ
イズ低減の検討

154

久島貴之、山城尊靖 口腔内磁性体が頭部血管描出に及ぼす影響
について－3D TOF法と4D-Inhance法の比較
－

155

久島貴之、山城尊靖 口腔内磁性体が頭部血管描出に及ぼす影響
について－3D TOF法と3D-Inhance法の比較
－

156
藤井啓嗣、山口充洋、
四宮　聡、梶原加代子、
飯島正平

当院におけるESBLｓ産生菌検出状況の検討

157
萬雲正清、西田信美、
中西千恵子、高石健司

心エコー検査が有用であった右房内浸潤肝
細胞癌の１症例

固定チームナーシング
全国研究集会  資料集
平成22年10月9日
神戸市

第26回日本環境感染学会
平成23年2月19日
横浜市
第35回日本超音波検査学会
平成22年5月9日
大阪市

第66回日本放射線技術学会
総会学術大会
平成22年4月9日
横浜市

第38回日本磁気共鳴学会大
会
平成22年9月30日
つくば市

日本放射線技術学会第38回
秋季学術大会
平成22年10月14～16日
仙台市

第15回日本緩和医療学会学
術大会
平成22年6月18～19日
東京都千代田区

第49回全国自治体病院学会
平成22年10月14～15日
秋田市
第26回静脈経腸栄養学会
平成23年2月17日
名古屋市

第15回日本緩和医療学会学
術大会
平成22年6月18～19日
東京都千代田区

固定チームナーシング
全国研究集会  資料集
平成22年10月9日
神戸市

第22回大阪府看護研究学会
平成22年10月2日
大阪市
固定チームナーシング
全国研究集会  資料集
平成22年10月9日
神戸市

第26回静脈経腸栄養学会
平成23年2月17～18日
名古屋市



№ 演 者 演 題 学 会 名

158

黒本光一 タンパク電気泳動により認めた単一クロー
ン性Mタンパクに関する検討

159

黒本光一 尿細管障害の程度を知るためのマーカーと
して尿β2ーmGの測定は有効か

160

内海 司 当院ＮＳＴ摂食・嚥下障害チームの8年間
の変遷

161

池永安弘 自宅での長期臥床により廃用症候群になっ
た一症例

162

内海 司 水痘・帯状疱疹ウイルスにより舌咽迷走神
経麻痺を来たし嚥下障害が遷延した一症例

163

福田将誉、中西一秀、
橋村孝幸、菅尾英木

除細動器テスタの使用およびトラブル経験

164

佐々木美幸、小林美保、
千葉佳恵、飯島正平、
山本威久

治験・臨床研究等の連結匿名化情報管理に
おける改善の取り組み

165

小林美保、佐々木美幸、
古里雅子、三坂明美、
鈴木　幸、宇賀未佳、
萬雲正清、畑　亜希子、
今井秀樹、森川貴之、
石嵜　靖、星川実香、
西　泰雄、飯島正平

電子クリニカルパスの効率的作成にむけた
診療情報管理士の取り組み

166
森川貴之、曽我文久、
早瀬政広、佐々木美幸、
福元美和

入院患者への費用概算提示による患者サー
ビス向上と未収金対策

167

梶原加代子 手順の見直しに理解を得るためのポイント

168

四宮　聡 新型インフルエンザ対策における情報共有
の重要性～地域ネットワークを活用して～

169
梶原加代子 手順の見直しに理解を得るためのポイント

170

四宮　聡 改めて手術看護の専門性を語る～手術室経
験のある感染管理認定看護師の立場から～

171
四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

看護師が担うSSI対策の評価～予防的抗菌
薬の投与遵守から～

第85回日本医療機器学会大
会
平成22年5月13～15日
福岡市

第57回日本臨床検査医学会
学術集会
平成22年9月10日
東京都新宿区
日本臨床検査自動化学会第
42回大会
平成22年10月8日
神戸市

第16回日本摂食･嚥下リハ
ビリテーション学会学術大
会
平成22年9月3日
新潟市
大阪府理学療法士会豊能ブ
ロック新人症例発表会
平成22年12月5日
箕面市立病院
第26回日本静脈経腸栄養学
会　学術大会
平成23年2月18日
名古屋市

第36回診療情報管理学会学
術大会
平成22年9月16日
長野市

第49回全国自治体病院学会
平成22年10月14～15日
秋田市

東北感染フォーラム
平成22年8月28日
仙台市
第25回日本手術看護学会
シンポジウム
平成22年9月17日
京都市
第32回日本手術医学会総会
平成22年10月1日
横浜市

第36回診療情報管理学会学
術大会
平成22年9月17日
長野市

第12回日本医療マネジメン
ト学会
平成22年6月11日
札幌市

近畿感染管理ベストプラク
ティス研究会
平成22年4月17日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名

172

四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

SSIサーベイランスアプリケーションによ
るデータ管理のあり方

173
四宮　聡、佐藤久美子、
飯島正平

専用アプリケーションを利用したICT回診
の実際と課題

174
山口充洋、四宮　聡、
藤井啓嗣、梶原加代子、
飯島 正平

院内e-ラーニングシステムを用いた研修医
に対する感染症教育の評価

175
藤井啓嗣、山口充洋、
四宮　聡、梶原加代子、
飯島正平

当院におけるESBLｓ産生菌検出状況の検討

176

土井聖子、岩井明子、
見戸佐織、内海　司、
篠木敬二、仲下知佐子、
畑　亜希子、井端　剛、
小室竜太郎、飯島正平

周術期における在宅療養のための摂食嚥下
障害対策の重要性

177

井端　剛、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

在宅療養中に摂食不良による脱水から腎排
泄型薬物中毒を起こした高齢者の2症例

178

井端　剛、畑　亜希子、
篠木敬二、西島律子、
見戸佐織、土井聖子、
仲下知佐子、小室竜太郎、
飯島正平

高度肥満を有する2型糖尿病患者の入院
VLCD療法から在宅LCD療法へ

179

畑　亜希子、井端　剛、
篠木敬二、安藤有輝子、
平田高啓、小島敦子、
西島律子、土井聖子、
小室竜太郎、飯島正平

通常の食事を基本とした在宅LCD療法の献
立構成における高成分栄養剤使用について

180

篠木敬二、日高久美、
畑　亜希子、佐藤美幸、
仲下知佐子、土井聖子、
見戸佐織、井端　剛、
小室竜太郎、飯島正平

退院後の継続した栄養管理のために作成し
ているNST退院サマリー提供者の実態調査
から

181

仲下知佐子、檜山裕美、
篠木敬二、見戸佐織、
土井聖子、畑　亜希子、
日高久美、山倉弘子、
井端　剛、小室竜太郎、
飯島正平

在宅中心静脈栄養法（HPN）の安全な施行
への取り組み

182

篠木敬二、日高久美、
畑　亜希子、佐藤美幸、
仲下知佐子、土井聖子、
井端　剛、飯島正平

NST退院時栄養管理サマリー作成の現状と
提供者の実態調査から

183

篠木敬二、三宅浩之、
畑　亜希子、佐藤美幸、
安藤有輝子、土井聖子、
井端　剛、重松　剛、
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

184

飯島正平、西口幸雄、
合田文則、蟹江治郎

栄養材の形状変化に関する定義について

第26回日本環境感染学会
平成23年2月18日
横浜市
第26回日本環境感染学会
平成23年2月19日
横浜市

第16回SSIサーベイランス
研究会
平成22年10月1日
横浜市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第49回全国自治体病院学会
平成22年10月14～15日
秋田市

第49回全国自治体病院学会
平成22年10月14～15日
秋田市

第26回日本環境感染学会
平成23年2月18日
横浜市

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12～13日
東京都江東区

第21回日本在宅医療学会学
術集会
平成22年6月12～13日
東京都江東区
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185

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、佐藤美幸、
土井聖子、檜山裕美、
畑　亜希子、松岡美緒、
古里雅子、有馬勝美、
山倉弘子、小西永里子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎

従来からの栄養サポートチーム(NST)活動
とNST加算算定に向けた取り組み

186

飯島正平、藤谷順子 官能試験に基づいた嚥下困難者用とろみ・
ペーストの粘度測定時における適切なずり
速度の検証

187

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、四宮　聡、
佐藤美幸、見戸佐織、
土井聖子、内海　司、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎

栄養サポートチーム(NST)活動の電子化と
他チームとの電子カルテ上での連携

188

美濃恵理子、四宮　聡、
見戸佐織、志貴さとみ、
古里雅子、仲下知佐子、
檜山裕美、小室竜太郎、
飯島正平

NST・ICTによる輸液ライン回診の活動報告

189

篠木敬二、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、
安藤有輝子、小島敦子、
仲下知佐子、古里雅子、
土井聖子、山倉弘子、
金井秀行、小室竜太郎、
飯島正平

NST主導の病院食改革

190

篠木敬二、日高久美、
畑　亜希子、佐藤美幸、
松岡美緒、仲下知佐子、
土井聖子、古里雅子、
國枝敦子、金井秀行、
井端　剛、小室竜太郎、
飯島正平

地域一体型NSTへの取り組み

191

見戸佐織、篠木敬二、
仲下知佐子、古里雅子、
土井聖子、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

NSTにより自治体急性期病院にもたらされ
たもの

192

有馬勝美、山倉弘子、
篠木敬二、佐藤美幸、
土井聖子、古里雅子、
見戸佐織、國枝敦子、
志貴さとみ、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

栄養サポートチーム(NST)加算に向けての
看護局の取り組み

193

土井聖子、見戸佐織、
國枝敦子、志貴さとみ、
古里雅子、佐藤美幸、
松岡美緒、仲下知佐子、
小室竜太郎、飯島正平

泌尿器科病棟入院患者の栄養障害の実情

194

檜山裕美、仲下知佐子、
篠木敬二、飯島正平

膵頭十二指腸切除16年後に脂溶性ビタミン
欠乏症を来たした1症例

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市
第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市
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195

日高久美、國枝敦子、
有馬勝美、仲下知佐子、
篠木敬二、小室竜太郎、
金井秀行、飯島正平

退院時の栄養補給方法の転帰先変化

196

仲下知佐子、檜山裕美、
見戸佐織、土井聖子、
小西永里子、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行、
飯島正平

側管投与薬剤の経口投与への可能性を考え
る

197

内海　司、早川恵美、
土井聖子、佐藤美幸、
小室竜太郎、小西永里子、
井端　剛、金井秀行、
飯島正平

水痘帯状疱疹ウイルスにより舌咽・迷走神
経麻痺を来たし嚥下障害が遷延した一症例

198

小島敦子、篠木敬二、
安藤有輝子、村上麻未、
塩野可奈、福永　恵、
蒲田百々子、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、
小室竜太郎、飯島正平

病院給食改革における受託業者としての運
営連携

199

安藤有輝子、松岡美緒、
小島敦子、村上麻未、
塩野可奈、蒲田百々子、
福永　恵、篠木敬二、
畑　亜希子、佐藤美幸、
飯島正平

中規模急性期病院における食物アレルギー
患者への除去食提供に対する取り組み

200

小林美保、佐々木美幸、
古里雅子、三坂明美、
鈴木　幸、石崎　靖、
森川貴之、星川実香、
西　泰雄、飯島正平

電子クリニカルパスの効率的作成

201

桝見清子、星川実香、
飯島正平、杉本糸美、
田村朋子、星美奈子、
土井貴司、黒川英司

自治体病院での鼠径ヘルニア手術における
日帰りｾﾝﾀｰ専任看護師の役割

202
佐々木美幸、小林美保、
千葉佳恵、千葉礼子、
森川貴之、三宅浩之

内視鏡検査看護記録の開発について

203

山本威久 小児救急の広域化が後送病院小児科勤務医
のモチベーションに及ぼす効果
～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に関するか変量解析～

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第30回医療情報学連合大会
平成22年年11月19日
浜松市
第30回医療情報学連合大会
平成22年年11月19日
浜松市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第11回日本クリニカルパス
学会学術集会
平成22年12月3日～4日
松山市

第8回日本ヘルニア学会学
術集会
平成22年4月16～17日
浦安市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市

第26回日本静脈経腸栄養学
会
平成23年2月17～18日
名古屋市


