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№ 演 者 演 題

1

井端　剛 当院での骨粗鬆外来8年のまとめ

2

井端　剛、市川瑠美子、
正田英雄、小室竜太郎、
飯田さよみ

Empty sellaを呈した先端巨大症および乳
癌肺転移合併糖尿病の1例

3

西原彰浩 当院における内視鏡的粘膜下粘膜下層剥離
術{ESD}の現状

4

飯田さよみ 糖尿病地域連携パス

5

西河　潤、正田英雄、
北井宏美、西井雅尋、
井端　剛、小室竜太郎、
飯田さよみ

食事摂取不足から重度低カリウム血性四肢
麻痺を来たしたGitelman症候群の一例

6

山崎正美 宿便潰瘍が疑われたS状結腸潰瘍の一例

7

小倉智志、由良　守、
阪本卓也、渡辺由佳、
谷　奈緒子、山北剛史、
山崎正美、西原彰浩、
高石健司、三宅泰裕、
森　浩志、田村信司

多発肝膿瘍を合併した小腸GISTの一切除例

8

日野彬央、金井秀行、
高石健司、森　浩志、
田村信司

たこつぼ型心筋症発症後に心破裂をきたし
た1例

9

飯田さよみ、市川瑠美子、
正田英雄、井端　剛、
印藤公裕、小室竜太郎

箕面市における糖尿病地域連携パスの運用
状況

10

小倉智志 壊疽性膿皮症を合併した潰瘍性大腸炎の一
例

11

金井秀行 降圧治療、心不全治療におけるCKDの関与
を考える

12

正田英雄、北井宏美、
西井雅尋、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

インスリンからGLP-1受容体茶道や国変更
後も良好な血糖管理が出来た肥満糖尿病の
1例

13

井端　剛、北井宏美、
西井雅尋、正田英雄、
小室竜太郎、飯田さよみ

インスリン療法からDPP-4阻害薬を含む経
口薬療法に変更し糖尿病地域連携パスにて
経過中の2型糖尿病の1例

14

永井泰紀 腹痛・嘔気で受診した２０代男性の一例

15

永井泰紀、由良　守、
小倉智志、山北剛史、
金井秀行、田村信司、
三宅泰裕、星　美奈子、
池田公正、井上　豊

メッケル憩室による小腸イレウスの3例

第1回病診連携骨粗鬆勉強
会
平成23年4月14日
豊中市

第84回日本内分泌学会学術
総会
平成23年4月21日～23日
神戸市

北摂臨床医療研究会
平成23年5月21日
豊中市

平成23年度登録医意見交換
会・研修会
平成23年5月21日
箕面市

第6回箕面市糖尿病談話会
平成23年7月9日
豊中市

第47回北大阪内科研究会
平成23年7月1日
豊中市

第195回日本内科学会近畿
地方会
平成23年9月10日
大阪市

第13回日本医療マネージメ
ント学会学術総会
平成23年6月24日～25日
京都市

第9回北摂エリア腸疾患研
究会
平成23年6月25日
豊中市

箕面市薬剤師会学術研究会
平成23年7月13日
箕面市

第6回箕面市糖尿病談話会
平成23年7月9日
豊中市

第5回大阪内分泌・代謝ク
リニカルカンファランス
（OEMCC)
平成23年6月4日
大阪市

第33回日本癌局所療法研究
会
平成23年6月10日
堺市

第194回内科学会近畿地方
会
平成23年6月11日
奈良市

IBDミニカンファレンス
平成23年6月4日
大阪市

学会発表　平成23年度（23.4.1～24.3.31）

学 会 名
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16

杉辺英世、正田英雄、
北井宏美、曽我文久、
谷　奈緒子、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行、
飯田さよみ、田村信司

頭部CTによる脳内高度石灰化を契機に診断
した偽性副甲状腺機能低下症１a型の1例

17

小室竜太郎 糖尿病治療の医療連携～豊能医療圏の取り
組み～

18

飯田さよみ 糖尿病治療の今後の展望

19

飯田さよみ 糖尿病の早期診断と治療

20

渡辺由佳、由良　守、
西原彰浩、山北剛史、
山崎正美、小倉智志、
谷　奈緒子、高石健司、
田村信司

ステロイド漸減中に腸管嚢腫様気腫症を合
併した潰瘍性大腸炎の1例

21

田村信司 症例検討　討論者

22

小瀬嗣子、平松直樹、
薬師嵩行、土井喜宣、
小川弘之、荻原秀紀、
三田英治、金子　晃、
肱岡泰三、片岡和宏、
田村信司、吉原治正、
今井康陽、林栄二朗、
林　紀夫、竹原　徹

難治性C型肝炎に対するPeg-IFN/RBV併用療
法の治療効果予測　多施設(OLF)共同研究

23

西河　潤、正田英雄、
北井宏美、西井正尋、
井端　剛、小室竜太郎、
金井秀行、田村信司、
飯田さよみ

重度低カリウム血漿四肢麻痺をきたした
Gitelman症候群の1例

24

西井雅尋、井端　剛、
西河　潤、北井宏美、
正田英雄、小室竜太郎、
金井秀行、田村信司、
飯田さよみ

糖尿病ケトアシドーシス似て発症した膵
MRI拡散強調画像で高信号を認めた1型糖尿
病の1例

25

北井宏美、正田英雄、
西井雅尋、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

シェ―グレン症候群を合併し低カリウム血
性四肢麻痺をきたした2型糖尿病の1例

26

由良　守 潰瘍性大腸炎に対してインフリキシブを投
与した2症例

27

Oze T,Hiramatsu N.
Yakushiji T. Doi Y.
Ogawa H. Hgiwara H.
Mita E. Kaneko A.
Katayama K. Hijioka T.
Tamura S. Yoshihara H.
Inoue A. Hayashi  E.
Oui A. Miyagi T.
Yoshida Y. Tatsumi T.
Kiso S. Kasahara A.
Hayashi N. Takehara T.

Viral supression at week 4 exceeds the
IL28B SNP for predicting SVR in
pegylated interfdron plus ribavirin
combination therapy of genotype 1
infected patients with chronic
hepatitis C.

第12回日本内分泌学会近畿
支部学会
平成23年10月22日
神戸市

第48回日本糖尿病学会近畿
地方会
平成23年10月29日
大阪市

第48回日本糖尿病学会近畿
地方会
平成23年10月29日
大阪市

大阪IBD Research
Conference
平成23年11月3日
大阪市

エクア錠発売1周年記念講
演会
平成23年9月17日
大阪市

エクア錠発売1周年記念講
演会
平成23年9月17日
大阪市

大阪府保険者協議会特定疾
患・保健指導研修会
平成23年9月22日
大阪市

第87回消化器内視鏡学会近
畿地方会
平成23年10月1日
神戸市

第32回肝疾患の集い
平成23年10月20日
福岡市

第15回日本肝臓学会大会
平成23年10月20日～21日
福岡市

62nd Annual Meeting of
the Smerican Accociation
for the Study of Liver
Diseases
平成23年11月5日～8日
San Francisco

第195回日本内科学会近畿
地方会
平成23年9月10日
大阪市
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28

徳岡美沙、土井貴司、
黒川英司、山口充洋

アスベスト暴露歴を有するAlfa-
fetoprotein産生肺腺腫の1手術例

29

正田英雄、西河　潤、
北井宏美、西井雅尋、
井端　剛、小室竜太郎、
飯田さよみ

中枢性尿崩症2例（完全型と部分型）の比
較

30

谷　奈緒子、高石健司、田
村信司

上腸間膜動静脈ろうを含む小腸部分切除に
より胃静脈瘤の縮小を認めたアルコール性
肝硬変の一例

31

武鑓美沙、西本真由美、
井端　剛、山口充洋、
正田英雄、小室竜太郎、
金井秀行、飯田さよみ、
田村信司

CO2ナルコーシス治療経過程で低血糖を契
機に診断した下垂体機能低下症の1例

32

徳岡美沙、西本真由美、
山口充洋、金井秀行、
田村信司、井端　剛、
正田英雄、小室竜太郎、
飯田さよみ

CO2ナルコーシス治療経過程で低血糖を契
機に診断した下垂体機能低下症の1例

33

上田章人 脳卒中後胃ろう患者における胃排出出能へ
のクエン酸モサプリドの効果と肺炎発症と
の関連

34

上田章人 脳卒中後胃ろう患者における胃排出出能へ
のクエン酸モサプリドの効果と肺炎発症と
の関連

35

井端　剛、篠木敬二、
松岡美緒、佐藤美幸、
畑　亜希子、仲下知佐子、
美戸沙織、土井聖子、
内海　司、小西永里子、
金井秀行、小室竜太郎、
飯島正平

NST専門療法士実施修練認定教育施設にお
ける受講者へのアンケート報告

36

飯田さよみ 糖尿病内科と歯科の連携医療～糖尿病と歯
周病～

37

井端　剛、正田英雄、
小室竜太郎、足立和繁、
津田隆之、吉住哲彦、
山本威久

低アルカリホスファターゼ血症を合併した
骨粗鬆症の1症例

38

藤井　歩、由良　守 難治性吃逆、咳嗽、嘔吐を主訴に来院した
60歳女性の一例

39

渡辺由佳、西原彰浩、
小倉智志、山崎正美、
山北剛史、由良　守、
高石健司、田村信司、
三宅泰裕

術後吻合部狭窄に対しITナイフ切開方が有
用であった3例

40

山下和哉、高群美和、
曽我文久、白銀隆宏、
田村信司、森　浩志

結核性多発動脈炎に合併したposterior
reversible encephalopathy
syndrome(PRES)の一剖検例～MRI画像と脳
病理所見のたい肥

41

山下和哉、神原正宜、
高群美和、曽我文久、
西原彰浩、長瀬博次、
間狩洋一

隔日ヘパリン皮下注射で良好にコントロー
ルされたTrousseau症候群の一例

42

武鑓真司 痙攣を契機にビタミンD欠乏性くる病が発覚し
た幼児の1例

日本神経学会第94回近畿地
方会
平成23年6月11日
京都市

日本神経学会第95回近畿地
方会
平成23年12月17日
京都市

第18回近畿骨粗鬆症研究会
平成24年3月3日
大阪市

第48回北大阪内科研究会
平成24年3月9日
豊中市

第88回消化器内視鏡学会近
畿地方会
平成24年3月17日
大阪市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月24日～25日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月24日～25日
神戸市

箕面市歯科医師会講演会第
2回在宅研修会
平成24年3月1日
箕面市

第15回日本病態栄養学会
平成24年1月14日
京都市

第63回大阪大学第二内分泌
代謝研究会
平成23年12月3日
大阪市

第39回日本肝臓学会西部会
平成23年12月10日
岡山市

第196回日本内科学会近畿
地方会
平成23年12月17日
京都市

第196回日本内科学会近畿
地方会
平成23年12月17日
京都市

第52回日本肺癌学会総会
平成23年11月3日～4日
大阪市

北摂小児科カンファレンス
平成23年4月13日
豊中市
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43

山本威久、加瀬哲男 新型インフルエンザA, H1N1pdmによる小児肺
炎、気管支炎の臨床的重症度と関連する因子
の検討

44

山本威久、正田英雄、
井端　剛、飯田さよみ、
足立和繁

閉経後女性の骨密度を規定する因子に関する
研究

45

杉辺英世、山本勝輔、
武鑓真司、中山尋文、
木島衣理、金野　浩、
溝口好美、山本威久、
下辻常介

頻回発生型ネフローゼ症候群の一例

46

木島衣理、山本勝輔、
中山尋文、安西香織、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、山本威久

ほぼ同時期に同一地域で発症した糖尿病の3
例

47

武鑓真司、中山尋文、
安西香織、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
山本威久

痙攣を契機にビタミンD欠乏性くる病が発見さ
れた1男児例

48

武鑓真司、中山尋文、
安西香織、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
山本威久

けいれんを契機にビタミンＤ欠乏症くる病が発
見された1男児例

49

山本威久、笠原　勝、
大薗恵一

北摂地区における小児旧病センターと後送病
院で勤務する医師のやりがいと報酬満足度に
関する多変量解析

50

山本威久、大薗恵一 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影響

51

中山尋文、山本威久、
山本勝輔、下辻常介

A soradic case of hypophosphatemic vitamine
D resistant rickets complicated by autosomal
dominant polycystic kidney disease

52

武鑓真司、中山尋文、
安西香織、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
山本威久

学校件尿を契機に発見された陽性増殖性糸球
体腎炎の女児例

53

中山尋文 書例発表3：最近経験した細菌性髄膜炎の2例

54

武鑓真司、山本威久、
山本勝輔、下辻常介

高ALP血症を呈し、ビタミンＤ欠乏あるいは低下
症と診断した小児の骨病変と関連する因子に
関する検討

55

山本威久、津田隆之 閉経後女性の骨代謝調節因子に関する研究

56

中山尋文、金野　浩、
山本勝輔、山本威久

箕面市立病院でのクループ症候群に対するデ
キサメサゾン内福単独療法の検討

57

中山尋文 最近経験した細菌性髄膜炎の2例

第44回発育異常研究会
平成23年6月11日
大阪市

第190回大阪小児科学会
平成23年6月25日
大阪市

第190回大阪小児科学会
平成23年6月25日
大阪市

第85回日本感染症学会総会
平成23年4月21～22日
東京都

第84回日本内分泌学会学術
総会
平成23年4月21～23日
神戸市

北摂小児科カンファレンス
平成23年5月9日
豊中市

第25回日本小児救急医療学
会
平成23年6月10～11日
東京都

第15回日本医療情報学会春
季学術大会
平成23年6月17～18日
千葉市

第11回アジア小児腎臓坊学
会学術集会
平成23年7月3日
福岡市

第44回大阪小児腎研究会
平成23年7月7日
吹田市

第7回豊能広域こども救急セ
ンター小児疾患研究会
平成23年7月25日
大阪市

第29回日本骨代謝学会学術
集会
平成23年7月28～30日
大阪市

第29回日本骨代謝学会学術
集会
平成23年7月28～30日
大阪市

北摂小児科カンファレンス
平成23年8月10日
豊中市

第7回豊能広域こども救急セ
ンター小児疾患研究会
平成23年8月20日
箕面市
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武鑓真司、山本威久、
山本勝輔、下辻常介、
北岡太一、大薗恵一

高ALP血症を呈し、ビタミンＤ欠乏あるいは低下
症と診断した小児の骨病変と関連する因子に
関する検討

59

木島衣理、山本勝輔、
下辻常介、山本威久

同時期に同一地域で発症した糖尿病の3症例

60

武鑓真司、山本威久、
中山尋文、安西香織、
木島衣理、金野　浩、
溝口好美、山本勝輔、
下辻常介

血中ＡＬＰ血症を呈し、ビタミンＤ欠乏あるいは
低下症の小児の骨病変と関連する因子に関す
る検討

61

武鑓真司、山本威久、
杉辺英世、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介

ＲＳウイルス感染症におけるＲｓ中和抗体価およ
び尿中β2MGを代用マーカーとした高サイトカ
イン血症の役割

62

杉辺英世、山本威久、
溝口好美、武鑓真司、
山本勝輔、加瀬哲男、
下辻常介

インフルエンザA(H1N1)pdm､2009感染におけ
る肺炎および無気肺のリスク因子

63

橋本典子 一般演題１：体重増加不良および多尿から虐待
を疑われた1例

64

安西香織、富永康仁、
山本勝輔、中山尋文、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、山本威久

一般演題2：10歳で発症した多発性筋炎の男児
例

65

杉辺英世、山本威久、
武鑓真司、溝口好美、
金野　浩、木島衣理、
安西香織、中山尋文、
山本勝輔、下辻常介

一般演題3：インフルエンザH1N12099における
肺炎および無気肺と関連する因子の検討

66

金野　浩 一般演題4：アレルギー疾患を有する児に対す
る箕面市立病院でのワクチン接種案

67

山本威久 シンポジウム5　思春期における骨代謝と閉経
後骨粗鬆症

68

山本威久、吉住哲彦、
井端　剛、正田英雄、
足立和繁、津田隆之

閉経後女性の骨代謝調節因子に関する研究

69

山本威久 大阪北部{豊能2次医療圏)における小児救急
医療体制について

70

安西香織 体重増加不良を主訴にした2例

71

奥山直美、木島衣理、
安西香織、中山尋文、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、山本勝輔、
山本威久

同日受信し下肢痛を主訴として異なる経過をた
どった2例

72

武鑓真司、山本威久、
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
容体拮抗薬の効果

73

山本威久 小児期の骨の諸問題―小児期の骨疾患

第12回日本内分泌学会近畿
支部学術集会
平成23年10月22日
神戸市

第45回日本小児内分泌学会
学術集会
平成23年10月6～7日
埼玉市

北摂小児科医会
平成23年12月10日
池田市

北摂小児科カンファレンス
平成23年12月14日
豊中市

第45回日本小児内分泌学会
学術集会
平成23年10月6～8日
埼玉市

第43回日本小児感染症学会
総会・学術集会
平成23年10月29～30日
岡山市

第43回日本小児感染症学会
総会・学術集会
平成23年10月29～30日
岡山市

第10回箕面市小児疾患研究
会
平成23年11月12日
箕面市

第10回箕面市小児疾患研究
会
平成23年11月12日
箕面市

第10回箕面市小児疾患研究
会
平成23年11月12日
箕面市

第10回箕面市小児疾患研究
会
平成23年11月12日
箕面市

第13回日本骨粗鬆学会
平成23年11月3～5日
神戸市

第13回日本骨粗鬆学会
平成23年11月3～5日
神戸市

第84回日本小児科学会岡山
地方会
平成23年12月4日
岡山市

第41回日本腎臓学会西部学
術集会
平成23年9月30～10月1日
徳島市

第18回近畿骨粗鬆症研究会
平成24年3月3日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名
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山本威久 小児期の骨疾患

75

安西香織、山本勝輔、
中山尋文、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、山本威久

体重増加不良を主訴とし、ネグレクトと診断した
2症例

76

神原正宜、杉辺英世、
山本威久、金野　浩、
溝口好美、木島衣理、
安西香織、中山尋文、
山本勝輔、下辻常介

インフルエンザA(H1N1)pdm,2009感染における
無気肺と関連する因子の検討

77

武鑓真司、山本威久、
山本勝輔、下辻常介、
北岡太一、大薗恵一

高ALP血症を契機にビタミンＤ欠乏あるいは低
下症と診断した小児の骨病変と関連する因子
の検討

78

三代雅明、飯島正平、
間狩洋一、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

胃空腸吻合術後化学療法により胃切除を施行
し得た進行胃癌の1例

79

間狩洋一、飯島正平、
阪本卓也、加藤　文、
三代雅明、阪本卓也、
土井貴司、星　美奈子、
三宅泰裕、大島　聡、
黒川英司、吉川宣輝、
土岐祐一郎

遠隔転移を有する食道癌に対し、集学的治療
によりCRとなった1例

80

三宅泰裕、加藤健志、
池田公正、三代雅明、
加藤　文、阪本卓也、
長瀬博次、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

鼠径リンパ節転移を初発症状として診断された
横行結腸の1例

81

小倉智志、由良　守、
阪本卓也、渡辺由佳、
谷　奈緒子、山北剛史、
山崎正美、西原彰浩、
高石健司、三宅泰裕、
森　浩志、田村信司

多発肝膿瘍を合併した小腸GISTの1切除例

82

林田文枝、千葉礼子、
羽田誠子、三宅泰裕、
佐々木美幸、山本武久、
飯島正平

内視鏡洗浄、消毒の履歴管理の電子化による
業務の効率化と質の向上の取り組み

83

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

市中病院における癌発診断時カウンセリングの
現状と課題

84

三宅泰裕、池田公正、
長瀬博次、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

化学療法施行中のストーマを保有する進行再
発大腸癌の患者の現状

85

飯島正平、黒川英司 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「栄養サポートチーム加算算定にむ
けたNSTの取り組みと周術期管理への影響」

第13回日本医療マネジメント
学会学術集会
平成23年6月24日
京都市

第16回日本緩和医療学会学
術集会
平成23年6月24日
京都市

第22回日本在宅医療学会総
会
平成23年6月26日
名古屋市

第36回日本外科系連合学会
平成23年6月16～17日
千葉市

第33回日本癌局所療法研究
会
平成23年6月10日
堺市

第33回日本癌局所療法研究
会
平成23年6月10日
堺市

第33回日本癌局所療法研究
会
平成23年6月10日
堺市

第33回日本癌局所療法研究
会
平成23年6月10日
堺市

第18回近畿骨粗鬆症研究会
平成24年3月3日
大阪市

第25回近畿小児科学会
平成24年3月11日
京都市

第25回近畿小児科学会
平成24年3月11日
京都市

第64回関西カルシウム懇話
会
平成24年3月31日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名

86

Ryohei Kawabata,
Hiroshi Imamura,
Tomono Kishimoto,
Yutaka Kimura,
Masahiro Goto,
Shohei Iijima,
Kazumasa Fujitani,
Masahide Oshita,
Shugo Ueda,
Toshio Shimokawa,
Hiroya Takiuchi,
Toshimasa Tujinaka,
Hiroshi Furukawa,

Multicenter phaseiistudy of combination
therapy with paclitaxel, cisplatin, and s-1 for
advanced gastric cancer(OGSG0703).

87

Tomono Kishimoto,
Hiroshi Imamura,
Noriya Ueda,
Kazumasa Fujitani,
Shohei Iijima,
Hiroya Takiuchi,
Motohiro Imano,
Toshio Shimokawa,
Yukinori Kurokawa,
Hiroshi Furukawa,

Randomized phase II traial of S-1 plus
irinotecan Versus S-1 plus paclitaxel as first-
line treatment for advanced gastric
cancer(OGSG0402):Final report.

88

三宅泰裕、黒川英司、
池田公正、土井貴司、
阪本卓也、三代雅明、
長瀬博次、星　美奈子、
間狩洋一、大島　聡、
飯島正平、黒川英司、
吉川宣輝

大腸癌肺転移に対する肺切除後の局所再発
予防の工夫

89

加藤健志、加藤理香、
中谷裕子、三宅泰裕、
飯島正平

切れ目のない緩和ケアを目指して（がん告知時
から開始する緩和ケアの試み）

90

池田桂子、加藤理香、
篠木敬二、三宅泰裕、
加藤健志、飯島正平

癌性腹膜炎による消化管狭窄症例への素処理
軟化食品「あいーと」の使用経験

91

土井貴司 抗血栓薬内服患者における鼠径ヘルニア症例
の検討

92

飯島正平、藤谷順子 健常人感応試験による咽頭通過時嚥下のずり
速度の評価

93

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

パネルディスカッション「当院における心房細動
を有する鼠径ヘルニア手術症例の検討」

94

飯島正平 厚生労働省医療技術評価のヒアリング

95

飯島正平 厚生労働省医療技術評価のヒアリング

日本緩和医療学会
平成23年9月12日
東京都

日本静脈経腸栄養学会
平成23年9月12日
東京都

第16回日本緩和医療学会学
術集会
平成23年7月29日
札幌市

第66回日本消化器外科学会
総会
平成23年7月13～15日
名古屋市

第66回日本消化器外科学会
総会
平成23年7月13～15日
名古屋市

第9回日本ヘルニア学会学術
集会
平成23年8月2日
福岡市

the 2011 ASCO Annual
Meeting
平成23年6月3～8日
シカゴ

the 2011 ASCO Annual
Meeting
平成23年6月3～8日
シカゴ

第75回大腸癌研究会
平成23年7月8日
福岡市

第16回日本緩和医療学会学
術集会
平成23年7月29日
札幌市



№ 演 者 演 題 学 会 名

96

三宅泰裕、池田公正、
土井貴司、阪本卓也、
三代雅明、長瀬博次、
星　美奈子、間狩洋一、
大島　聡、飯島正平、
黒川英司、吉川宣輝

上部消化管透視検査後に発生したバリウム貯
留による大腸穿孔の2例

97

飯島正平、蟹江治郎、
西口幸雄、合田文則

医廔からの半固形化栄養における栄養材物性
評価上の問題点

98

四宮　聡、佐藤久美子、
田平　梓、飯島正平

アデノシン三リン酸（ATF）測定法を用いた手術
時手洗いの技術習得確認

99

田平　梓、四宮　聡、
佐藤久美子、飯島正平

腹腔鏡手術における保温方法の検討

100

飯島正平、藤谷順子 咽頭通過時嚥下におけるずり速度の健常人官
能試験における評価[医学研究奨励助成研究
H22]

101

三代雅明、飯島正平、
土井貴司、阪本卓也、
長瀬博次、星　美奈子、
間狩洋一、三宅泰裕、
大島　聡、池田公正、
黒川英司、吉川宣輝

小腸の食道裂肛ヘルニアかんとんにより腸閉
塞を呈した1例

102

飯島正平、長瀬博次、
三代雅明、阪本卓也、
土井貴司、間狩洋一、
三宅泰裕、大島　聡、
池田公正、黒川英司、
吉川宣輝

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「10年間の栄養サポートチーム（NST)
活動と診療報酬制度改定ごとの取り組みと課
題」

103

飯島正平 チーム医療２

104

畑　亜希子、四宮啓司、
佐藤美幸、松岡奈緒、
梶原加代子、國枝敦子、
加藤　栄、長瀬博次、
間狩洋一、飯島正平

胃切除パスにおける無理なく完食を目指した術
後食への工夫

105

三宅泰裕 一般演題　虫垂（3）

106

Jin Matsuyama,
Shigeyuki Tamura,
Kazumasa Fujitani,
Yutaka Kimura,
Takeshi Tsujii,
Shohei Iijima,
Hiroshi Imamura,
Kentaro Inoue,
Kenji Kobayashi,
Yukinori Kurokawa,
Hiroshi Furukawa,

Phase II feasibility study of adjuvant S-1 plus
docetaxel for stage III gastric cancer patients
after curative D2 gastrectomy(OGSG0604).

107

Shohei Iijima,、Junko Fujitani, Evaluation of shear Rate for Thickened Liquid
Swallowing by A New Sensory Viscosity Test
Using Two Different Non-Newtonian Fluids

the 2012 Gastrointestinal
Cancers Symposium
平成24年1月19～21日
サンフランシスコ

Clinical Nutrition Week 2012
平成24年1月21～24日
フロリダ

第73回日本臨床外科学会総
会
平成23年11月17～19日
東京都

第12回日本クリニカルパス学
会学術集会
平成23年12月9日
東京都

第12回日本クリニカルパス学
会学術集会
平成23年12月9日
東京都

第24回日本内視鏡外科学会
総会
平成23年12月9日
大阪市

第33回日本手術医学会総会
平成23年10月7～8日
鹿児島市

第33回日本手術医学会総会
平成23年10月7～8日
鹿児島市

第35回大阪市府医師会医学
会総会
平成23年11月6日
大阪市

第73回日本臨床外科学会総
会
平成23年11月17～19日
東京都

JDDW2011第49回日本消化
器がん検診学会大会
平成23年10月20～23日
福岡市

JDDW2011第9回日本消化器
外科学会大会
平成23年10月20～23日
福岡市
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飯島正平 ＮＳＴ

109

飯島正平、篠木敬二、
佐藤美幸、松岡美樹、
梶原華那子、見戸佐織、
土井聖子、檜山宏美、
仲下知佐子、山下和哉、
小西永里子、井端　剛、
小室竜太郎

特別企画「疫学研究に関する論理指針に沿っ
た現実的なNutritionday実施の提案」

110

飯島正平、仲下知佐子、
見戸佐織、土井聖子、
畑　亜希子、佐藤美幸、
松岡美緒、内海　司、
四宮　聡、小西永里子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎

栄養サポートチーム（NST)加算対応の理想の
電子カルテアプリケーションに向けての問題点

111

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、見戸佐織、
土井聖子、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美樹、
四宮　聡、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行

NST加算時代の栄養治療関連情報の電子化と
管理のルネッサンス

112

飯島正平、合田文則、
蟹江治郎、西口幸雄

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「半固形化の定義に向けた物性評
価」

113

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、見戸佐織、
土井聖子、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美樹、
四宮　聡、小西永里子、
井端　剛、小室竜太郎、
金井秀行

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「栄養サポートチーム（NST)加算がも
たらした医療の質の向上とは」

114

梶原加代子、四宮　聡、
佐藤久美子、酒井朱厘、
山口充洋、飯島正平、

外来診療時に伝播下と考えられる疥癬発生事
例

115

四宮　聡、佐藤久美子、
田平　梓、飯島正平、

専用アプリケーションを用いたSSIサーベイラン
スの実際

116

四宮　聡、佐藤久美子、
梶原加代子、酒井朱厘、
木村雄一、山口充洋、
飯島正平、

全病棟的標準予防策徹底に向けたe-ラーニン
グシステムの活用とシステム上の課題

117

則岡香津、四宮　聡、
佐藤久美子、梶原加代子、
山口充洋、飯島正平、

輸液管理の質向上にむけて～NST・ICT共同ラ
イン回診の取り組み～

118

佐藤久美子、四宮　聡、
梶原加代子、木村雄一、
酒井朱厘、山口充洋、
飯島正平、

e-ラーニングシステムを活用した教育・啓発活
動の実際

119

飯島正平 術前術後栄養

120

飯島正平、間狩洋一、
長瀬博次、三代雅明、
土井貴司、大島　聡、
黒川英司

胃切除術後経口摂取の栄養素別摂取度と体
重減少からみた術後急性期投与熱量の検討

第27回日本環境感染学会総
会
平成24年2月3～4日
福岡市

第84回日本胃癌学会総会
平成24年2月8～10日
大阪市

第84回日本胃癌学会総会
平成24年2月8～10日
大阪市

第27回日本環境感染学会総
会
平成24年2月3～4日
福岡市

第27回日本環境感染学会総
会
平成24年2月3～4日
福岡市

第27回日本環境感染学会総
会
平成24年2月3～4日
福岡市

第27回日本環境感染学会総
会
平成24年2月3～4日
福岡市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市



№ 演 者 演 題 学 会 名
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上田修吾、藤谷和正、
木村　豊、今村博司、
五福淳二、田村茂行、
飯島正平、弓場健義、
黒川幸典、下川敏雄、
瀧内比呂也、辻仲利政、
古河　洋

Stage IIIA,IIIB胃癌に対するS-1+CPT-11併用
術後補助化学療法第II相臨床試験

122

間狩洋一、飯島正平、
木村　豊、今村博司、
藤谷和正、後藤昌弘、
今村元博、尾下正秀、
植田修吾、下川敏雄、
黒川幸典、瀧内比呂也、
辻仲利政、古河　洋

進行再発胃癌におけるTS-1+CDDP+PTX併用
化学療法の他施設共同第2相臨床試験
（OGSG0703)

123

長瀬博次、間狩洋一、
飯島正平、阪本卓也、
三代雅明、土井貴司、
星　美奈子、三宅泰裕、
大島　聡、池田公正、
黒川英司、吉川宣輝

４次療法でのゼローダ+CDDP+ハーセプチンに
より腫瘍縮小を得たHER2陽性進行胃癌の1例

124

間狩洋一、飯島正平、
三代雅明、長瀬博次、
阪本卓也、土井貴司、
星　美奈子、三宅泰裕、
大島　聡、池田公正、
黒川英司、吉川宣輝

TS-1+CDDP療法にアプレピタントとデキサメタ
ゾンを投与し、20000/dl以上の白血球増多を認
めた4例

125

三代雅明、飯島正平、
間狩洋一、長瀬博次、
土井貴司、三宅泰裕、
大島　聡、黒川英司、
吉川宣輝

S-1+CDDP+PTX療法が著効した多発リンパ節
転移を伴う進行胃癌の1例

126

金山完哲、鹿野博亀、
信貴経夫、上杉和弘、
岡本恭典、津田隆之

特発性硬膜内膿瘍の1例

127

岡本恭典、河崎敏弘、
上杉和弘、鹿野博亀、
信貴経夫、津田隆之

橈骨遠位端骨折術後に致死性肺血栓塞栓症
を生じた1例

128

上杉和弘、金山完哲、
坂井勇介、岡本恭典、
鹿野博亀、信貴経夫、
津田隆之

脊椎空洞症に生じた尺骨偽関節の１例

129

坂井勇介、岡本恭典、
鹿野博亀、信貴経夫、
津田隆之

大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術後
の深部感染症例の検討

130

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
験例8例の検討

131

乾　恭子、桑江克樹 CEA高値とPET陽性を認めたchondroid
syringomaの1例

132

乾　恭子、桑江克樹 ハエ蛆症を認めたeccrine poromaの1例

133

乾　恭子、桑江克樹 CEA高値とPET陽性を認めたchondroid
syringomaの1例

第84回日本胃癌学会総会
平成24年2月8～10日
大阪市

第84回日本胃癌学会総会
平成24年2月8～10日
大阪市

第84回日本胃癌学会総会
平成24年2月8～10日
大阪市

第84回日本胃癌学会総会
平成24年2月8～10日
大阪市

第84回日本胃癌学会総会
平成24年2月8～10日
大阪市

第116回中部日本整形外
科・災害外科学会
平成23年4月6日～8日
高知市

第116回中部日本整形外
科・災害外科学会
平成23年4月6日～8日
高知市

第43回大阪骨折研究会
平成23年6月4日
大阪市

第44回大阪骨折研究会
平成23年12月10日
大阪市

第98回日本形成外科学会近
畿支部学術集会
平成23年7月31日
大阪市

第35回大阪形成外科医会
平成23年10月1日
東大阪市

第36回大阪形成外科医会
平成24年3月20日
八尾市

第100回日本形成外科学会
関西支部学術集会
平成24年3月24日
大阪市
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134

松本千穂 分子標的薬による皮膚障害とその対処法

135

松本千穂 静脈性下腿潰瘍の1例

136

松本千穂 ここまでわかった蕁麻疹の診断と治療～蕁
麻疹診療ガイドラインより

137

松本千穂 血清TARC値を用いた小児アトピー性皮膚炎
診療の実際

138

井下哉恵、片山利枝、
松本千穂

パニツムマブによるざ瘡様皮疹から壊疸性
膿皮症様皮疹を呈した1例

139

片山利恵、井下哉恵、
松本千穂

診断例

140

川島厚成、中山雅志、
氏家　剛、武田　健、
嘉元章人、山口唯一郎、
小野　豊、高田　剛、
中井康友、高山仁志、
西村和郎、野々村祝夫

原発性上部尿路腫瘍ｐT3N0/xM0に対する術
後補助化学療法は予後を改善しうる～他施
設症例集積の解析～

141

高田　剛、石津谷祐、
岡田宣之、上田知博、
井上　均、原　恒男

去勢抵抗性前立腺癌に対する
Dexamethason・UFT・Cyclophosphamide併
用療法（DUC）の治療成績

142

井上　均、石津谷祐、
岡田宣之、植田知博、
原　恒男

系統的１２ヵ所生検で陽性生検本数が１本
のみであった前立腺癌の全症例の検討

143

石津谷祐、岡田宣之、
植田知博、井上　均、
高田　剛、原　恒男

当科における腸管膀胱瘻の臨床的検討

144

湊　のり子 当院におけるクリニカルT3ステージ前立腺
癌の治療～初期治療別治療成績を中心に～

145

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

前立腺肥大症に過活動膀胱を合併した患者
におけるナフトピジルの有用性～OABwetと
OABdryでの比較～

146

湊　のり子、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

DICを契機に発見された前立腺癌による骨
髄癌腫症の１例

第216回日本泌尿器科学会
関西地方会
平成23年9月24日
大阪市

第428回日本皮膚科学会大
阪地方会
平成23年12月3日
大阪市

第15回箕面皮膚科懇話会
平成23年4月21日
豊中市

第99回日本泌尿器科学会
平成23年4月21日
名古屋市

第99回日本泌尿器科学会
平成23年4月21日
名古屋市

第99回日本泌尿器科学会
平成23年4月21日
名古屋市

第99回日本泌尿器科学会
平成23年4月21日
名古屋市

第15回大阪泌尿器腫瘍
フォーラム
平成23年6月23日
大阪市

第128回豊中市医師会皮膚
科医会例会
平成23年7月9日
豊中市

平成23年度日本医師会生涯
教育講座
平成23年10月13日
箕面市

第5回関西P&Gアトピー性皮
膚炎治療フォーラム
平成23年11月26日
大阪市

第200回大阪皮膚科症例検
討会
平成24年3月22日
大阪市

第18回日本排尿機能学会
平成23年9月17日
福井市
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147

中井康友、嘉元章人、
花房隆範、新井浩樹、
岡　大三、鄭　則秀、
小野　豊、井上　均、
古賀　実、西村憲二、
安永　豊、細木　茂、
西村和郎、目黒則男、
野々村祝夫

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル
の分割投与は標準容量と同等の効果を有す
る

148

高田　剛、湊　のり子、
古賀　実、菅尾英木

尿管癌に対する経尿道的尿管腫瘍切除およ
び尿管ステント留理術後膀胱内注入併用療
法の経験

149

高尾徹也、奥田英伸、
山本圭介、福原慎一郎、
松岡庸洋、宮川　康、
辻村　晃、野々村祝夫、
原　恒男、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木、
木内　寛、市丸直嗣

過活動膀胱を合併した前立腺肥大症患者に
対するナフトピジルの有用性の検討

150

佐々本尚子、宮本　梓、
吉岡恵美、林　正美、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

傍臍ヘルニアを合併した卵巣腫瘍に対して
単孔式腹腔鏡下手術を施行した1例

151

吉岡恵美、渡辺正洋、
雨宮京夏、足立和繁

当院の産婦人科緊急手術の現況と今後につ
いて

152

渡辺正洋、吉岡恵美、
雨宮京夏、足立和繁

境界悪性粘液腺腫に合併した卵巣カルチノ
イド腫瘍の1例

153

山本善光、山下容子、
田中幹二、尾崎浩士、
水沼英樹

Acinetobacter baumanniiによる敗血症か
らDICに至った重症妊娠悪阻症例

154

松下容子、田中幹二、
山本善光、尾崎浩士、
水沼英樹

帝王切開後の循環動態管理に苦慮した
Fontan手術後妊娠の１例

155

森本晶子、横井　猛、
林　正美、馬淵誠士、
上田　豊、澤田健二郎、
吉野　潔、藤田征巳、
筒井建紀、榎本隆之、
木村　正

婦人科悪性腫瘍患者の周術期静脈血栓症に
関する検討

156

佐々本尚子、宮本　梓、
吉岡恵美、林　正美、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁、星　美奈子、
黒川英司

傍臍ヘルニアを合併した卵巣腫瘍に対して
単孔式腹腔鏡下手術を施行した1例

157

宮本　梓、佐々本尚子、
林　正美、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

高度肥満を合併した卵巣嚢腫患者に対して
単孔式腹腔鏡下手術を行った1例

158

雨宮京夏、宮本　梓、
佐々本尚子、林　正美、
山本善光、足立和繁

TLH術後6日目に尿管狭窄、水腎症を診断
し、DJカテーテル留置およびステロイド投
与を行った1例

159

渡辺正洋、吉岡恵美、
雨宮京夏、足立和繁、
渡邊由佳、高石健司

転移性卵巣がんの出血に対して、腹腔鏡下
に付属器摘出を行った1例

第49回日本癌治療学会学術
総会
平成23年10月27日～29日
名古屋市

第25回日本泌尿器内視鏡学
会
平成23年11月30日
京都市

第60回日本泌尿器科学会中
部総会
平成23年12月2日
名古屋市

第51回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成23年8月4日～6日
大阪市

第51回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成23年8月4日～6日
大阪市

第51回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成23年8月4日～6日
大阪市

第47回日本周産期･新生児
学会
平成23年7月10日～12日
札幌市

第50回日本婦人科腫瘍学会
平成23年7月22日～24日
札幌市

第51回日本産科婦人科内視
鏡学会
平成23年8月4日～6日
大阪市

第124回近畿産婦人科学会
平成23年6月18～19日
和歌山市

第124回近畿産婦人科学会
平成23年6月18～19日
和歌山市

第30回大阪大学婦人科オー
プンクリニカルカンファレ
ンス
平成23年5月28日
大阪市

第47回日本周産期･新生児
学会
平成23年7月10日～12日
札幌市
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160

熊坂諒太、平川八大、
山本善光、田中幹二、
尾崎浩士、水沼英樹

新しい妊娠糖尿病診断基準によって妊娠糖
尿病と診断された妊婦の周産期予後に関す
る後方視的検討

161

三好ゆかり、榎本隆之、
上田　豊、森本晶子、
横山拓平、松崎慎哉、
木村敏啓、吉野　潔、
藤田征巳、木村　正

進行卵巣癌におけるパクリタキセルによる
維持化学療法後の再発に対する化学療法の
検討

162

福山麻美、田中幹二、
山本善光、尾崎浩士、
水沼英樹

内科との診療方針の違いにより対応に苦慮
した糖尿病合併妊娠症例

163

山本善光、宮本　梓、
佐々本尚子、林　正美、
雨宮京夏、足立和繁

肥満患者に対して施行した単孔式腹腔鏡下
手術の1例

164

雨宮京夏、林　正美、
宮本　梓、佐々本尚子、
山本善光、足立和繁

経頸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

165

Sasamoto N,Amemiya K,
Ueda Y, Miyamoto A,
Hayashi M, , Yamamoto Y,
Adachi K,

A case of endometrial adenocarcinoma
in a patient having 45,X Turner
syndtome with spontaneous menarche.

166

金山智子、宮本　梓、
佐々本尚子、林　正美、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

20年以上留置したIUDの観察的目的で行っ
た子宮鏡検査後にDICを発症し、治療後TLH
を行った1例

167

佐々本尚子、宮本　梓、
林　正美、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

傍臍ヘルニアを合併した卵巣腫瘍に対して
単孔式腹腔鏡下を施行した1例

168

Sasamoto N,Miyamoto A,
Hayashi M Yamamoto Y,
Amemiya K, Adachi K,

Ovarian tumor complicated with para-
umbilical hermia treated by
laparoendscopic singlr-site surgery.

169

Kanayama T,Adachi K,
Amemiya K, Yamamoto Y,
Sasamoto N, Miyamoto A,
Kimura T,

The case of DIC occurring after
hysteroscopy to observe the IUD which
was inserted more than 20 years, TLH
was performed after treatment.

170

足立和繁、宮本　梓、
佐々本尚子、山本善光、
雨宮京夏

子宮内膜症に対する2回の手術後に膀胱に
内膜症病変の再発を認めた1例

171

佐々本尚子、上田　豊、
雨宮京夏、山本善光、
森井英一、甲村弘子、
足立和繁

月経不順に対し無治療であったターナー症
候群患者で若年子宮体癌を発症した1例

172

金山慎太郎 バンコマイシン眼軟膏塗布後に広範な角膜
びらんを認めた落葉状天疱瘡の1例

173

金山慎太郎 AlphaCor人工角膜移植術後に角膜実質融解
した症例の病理組織的解折

174

前川千絵、木澤　薫、
岡崎鈴代、鎌倉武史、
宇野敦彦、今井貴夫、
西池季隆、猪原秀典、
北原　糺、堀井　新

メニエール病患者の内リンパ嚢におけるV2
受容体およびAQP２水チャンネルの発現動
態と分子局在について

ターナー症候群西日本ネッ
トワーク第13回学術集会
平成24年2月25日
大阪市

日本糖尿病･妊娠学会
平成23年11月11日～12日
神戸市

第33回日本エンドメトリ
オーシス学会
平成24年1月21日～22日
長崎市

第34回日本産婦人科手術学
会
平成23年11月27日
久留米市

第24回日本内視鏡外科学会
平成23年12月7日～9日
大阪市

第112回日本耳鼻咽喉科学
会学術講演会
平成23年5月19日～21日
京都市

6th AAGL international
congress on minimally
invasive gynecology
平成23年12月9日～11日
大阪市

6th AAGL international
congress on minimally
invasive gynecology
平成23年12月9日～11日
大阪市

第15回北摂眼科倶楽部勉強
会
平成23年6月8日
豊中市

第34回日本産婦人科手術学
会
平成23年11月27日
久留米市

第63回日本産婦人科学会
平成23年8月29日
大阪市

第63回日本産婦人科学会
平成23年8月29日
大阪市

第16回北摂眼科倶楽部勉強
会
平成23年10月19日
豊中市

第24回日本内視鏡外科学会
平成23年12月7日～9日
大阪市

2nd Biennial meeting of
Asia society of
gynecologic oncology
平成23年11月3日～5日
ソウル
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175

大西佳恵、大谷奈津、
藤嵜江美子、西原瑠奈

麻酔覚醒過程中に発症した逆たこつぼ型心
筋症の1例

176

檜山裕美 現場が求める脂肪乳剤投与マニュアルの作
成と実践

177

石川あずさ、下平晶子、
桝見清子、向井すなえ

電子カルテ版ワークシート活用による応援
機能態勢の強化

178

金本美紀子、柏木睦美、
安藤市代

手術室での５S活動、整理としつけを強化
した取り組み

179

山倉弘子、中尾美佐恵、
四宮　聡、中谷裕子、
大畠正子

静脈注射認定制度の導入

180

中村実香、城崎紀子、
松田里美

ギラン・バレー症候群による四肢麻痺と
なった患者への車椅子移乗動作自立に向け
た援助

181

林田文枝、千葉礼子、
羽田誠子、飯島正平、
三宅浩之、佐々木美幸

内視鏡洗浄、消毒の履歴管理電子化による
業務の効率化と質の向上の取り組み

182

林田文枝、千葉礼子、
三宅浩之、佐々木美幸、
由良 守

電子カルテによる検査看護記録とコスト情
報入力の一元化への取り組み

183

藤井啓嗣 北摂５市立病院における 抗菌薬使用量と
緑膿菌薬剤耐性率の動向　　第四報

184

水戸武史 逐次近似再構成法を使用した頭部CT撮影条
件の検討

185

木村紘也 逐次近似を応用した再構成法を使用した骨
CT撮影条件の検討

186

水戸武史 NMSEを用いた逐次近似再構成法のCT画質評
価に関する検討

187

宇賀未佳 肺CTボリュームデータと生理機能検査デー
タの比較

188

木村紘也 64列MDCT広範囲４D撮影における寝台移動
速度に関する検討

189

畑　亜希子、篠木敬二、
佐藤美幸、松岡美緒、
梶原加代子、國枝敦子、
加藤　栄、長瀬博次、
間狩洋一、飯島正平

胃切除術パスにおける無理なく完食を目指
した術後食への工夫

第13回日本医療マネジメン
学会
H23年6月24日
京都市

第67回日本内視鏡消化器技
師学会
平成23年10月21日
熊本市

固定チームナーシング
全国研究集会
平成23年10月16日
神戸市

固定チームナーシング
全国研究集会
平成23年10月16日
神戸市

第50回全国自治体病院学会
平成23年10月19日
東京都

第50回全国自治体病院学会
平成23年10月19日
東京都

日本臨床麻酔学会第31回大
会
平成23年11月3日～5日
沖縄市

第12回日本クリニカルパス
学会学術集会
平成23年12月9～10日
東京都新宿区

日本環境感染学会
平成24年2月4日
福岡市

日本放射線技術学会
第39回秋季学術大会
平成23年10月29日
神戸市

日本放射線技術学会
第67回総会学術大会
平成23年5月9日～20日
※第67回総会は東日本大震
災によりWEB開催に変更

日本放射線技術学会
第67回総会学術大会
平成23年5月9日～20日
※第67回総会は東日本大震
災によりWEB開催に変更

日本放射線技術学会
第39回秋季学術大会
平成23年10月29日
神戸市

日本放射線技術学会
第39回秋季学術大会
平成23年10月29日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会薬剤師部会セミナー
平成24年2月22日
神戸市



№ 演 者 演 題 学 会 名

190

植野直子 転倒予防を目的に膝装具を使用した一症例

191

日高久美 1.胃瘻造設患者の急性期病院退院調査にみ
る胃瘻栄養から経口摂取実現のための課題
2.地域連携における栄養管理

192

佐々木美幸 シンポジウム
IT化時代に診療情報管理士は何を担うか：
チーム医療の中で拡大を続ける診療情報管
理
～ＤＰＣの立場から～

193

佐々木美幸、小林美保、
峯﨑美穂、千葉佳恵、
三宅浩之、森川貴之、
山本威久

標準病名マスター更新に対応した患者病名
管理

194

佐々木美幸 診療情報電子化（3）　（座長）

195

千葉佳恵、小林美保、
峯﨑美穂、佐々木美幸、

外来診療録点検の取り組み

196

梶原加代子、四宮　聡、
佐藤久美子、山口充洋、
飯島正平

外来診察時に伝播したと考えられる
疥癬発生事例

197

四宮　聡、佐藤久美子、
田平　梓、飯島正平

アデノシン三リン酸（ATP）測定法を用い
た手術時手洗いの技術習得確認

198

四宮　聡、佐藤久美子、
田平　梓、飯島正平

専用アプリケーションを用いたSSIサーベ
イランスの実際

199

四宮　聡、佐藤久美子、
梶原加代子、酒井朱厘、
村木雄一、山口充洋、
飯島正平

全病院的標準予防策徹底に向けたeｰラーニ
ングシステムの活用とシステム上の課題

200

藤井啓嗣、酒井朱厘 北摂５市立病院における 抗菌薬使用量と
緑膿菌薬剤耐性率の動向　　第四報

201

佐藤久美子 eラーニングシステムを活用した教育・啓
発の実際

202

佐藤久美子 ＳＳＩサーベイランス院内システム確立に
向けた取り組み

203

則岡香津、梶原加代子、
四宮　聡、佐藤久美子、
山口充洋、飯島正平

輸液管理の後上に向けて～NST・ICT共同回
診の取り組み～

204

飯島正平、篠木敬二、
畑　亜希子、佐藤美幸、
松岡美緒、梶原華那子、
見戸佐織、土井聖子、
檜山裕美、仲下知佐子、
山下和哉、小西永里子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎

疫学研究に関する倫理指針に沿った現実的
なNutritionDay実施の提案

第27回日本環境感染学会
平成24年2月4日
福岡市
第33回日本手術医学会総会
平成23年10月8日
鹿児島市

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24年2月5日
箕面市立病院

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23日～24日
神戸市

第37回診療情報管理学会学
術大会
平成23年9月29日
福岡市

第18回SSIサーベイランス
研究会
平成23年10月8日
鹿児島市

第27回日本環境感染学会
平成24年2月3日
福岡市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第19回SSIサーベイランス
研究会
平成24年2月3日
福岡市

第27回日本環境感染学会
平成24年2月4日
福岡市

第27回日本環境感染学会
平成24年2月4日
福岡市

第27回日本環境感染学会
平成24年2月3日
福岡市

第37回診療情報管理学会学
術大会
平成23年9月29日
福岡市

第37回診療情報管理学会学
術大会
平成23年9月30日
福岡市

第37回診療情報管理学会学
術大会
平成23年9月30日
福岡市



№ 演 者 演 題 学 会 名

205

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、見戸佐織、
土井聖子、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、
内海　司、四宮　聡、
小西永里子、井端　剛、
金井秀行、小室竜太郎

栄養サポートチーム（NST）加算対応の理
想の電子カルテアプリケーションにむけて
の問題点

206

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、見戸佐織、
土井聖子、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、
四宮　聡、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行

NST加算時代の栄養治療関連情報の電子化
と管理のルネッサンス

207

飯島正平、合田文則、
蟹江治郎、西口幸雄

半固形化の定義に向けた物性評価

208

飯島正平、篠木敬二、
仲下知佐子、見戸佐織、
土井聖子、畑　亜希子、
佐藤美幸、松岡美緒、
四宮　聡、小西永里子、
井端　剛、小室竜太郎、
金井秀行

栄養サポートチーム（NST）加算がもたら
した医療の質の向上とは？

209

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

10年間の栄養管理の地域連携とNSTネット
ワーク構築への取り組み

210

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

NST専門療法士実地修練認定教育施設にお
ける受講者へのアンケート報告

211

飯田由貴代、見戸佐織、
四宮　聡、土井聖子、
小西永里子、井端　剛、
金井秀行、小室竜太郎、
飯島正平

輸液ライン管理の標準化の功罪；個別性管
理が必要となったブロビアックカテーテル
留置の二例

212

日高久美、篠木敬二、
畑　亜希子、佐藤美幸、
松岡美緒、國枝敦子、
見戸佐織、土井聖子、
志貴さとみ、檜山裕美、
小西永里子、井端　剛、
金井秀行、小室竜太郎、
飯島正平

胃ろう造設患者の退院後調査に見る胃瘻栄
養から経口摂取実現のための課題

213

日高久美、篠木敬二、
佐藤美幸、松岡美緒、
見戸佐織、土井聖子、
畑　亜希子、小西永里子、
金井秀行、井端　剛、
小室竜太郎、飯島正平

退院・転院時紹介先医療機関向けに交付す
る栄養治療実施計画書兼報告書に関する調
査

214

松岡美緒、佐藤美幸、
畑　亜希子、篠木敬二、
内海　司、仲下知佐子、
檜山裕美、古里雅子、
徳岡美由紀、大里由紀恵、
井端　剛、小西永里子、
金井秀行、小室竜太郎、
飯島正平

栄養サポートチーム（NST）加算の評価項
目を用いたNST回診評価の検討

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市



№ 演 者 演 題 学 会 名

215

松岡美緒、篠木敬二、
佐藤美幸、畑　亜希子、
見戸佐織、土井聖子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

患者満足度と喫食率向上を目指した病院給
食と外来食堂の一体化における病院食改革
「寝食分離」の課題

216

松岡美緒、篠木敬二、
佐藤美幸、見戸佐織、
土井聖子、徳岡美由紀、
大里由紀枝、畑　亜希子、
仲下知佐子、小西永里子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

月間250例程度の栄養サポートチーム
（NST）加算算定施設での専従交代制と確
実な専任体制

217

佐藤美幸、篠木敬二、
松岡美緒、畑　亜希子、
見戸佐織、土井聖子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

癌性消化管狭窄症例に対する酵素処理によ
り軟化食品「あいーと」の使用経験

218

佐藤美幸、松岡美緒、
篠木敬二、畑　亜希子、
仲下知佐子、古里雅子、
大里由紀枝、徳岡美由紀、
見戸佐織、土井聖子、
内海　司、小室竜太郎、
井端　剛、飯島正平

栄養サポートチーム（NST）回診に向けた
NST加算専従業務（報告書作成を除く）の
効率化

219

佐藤美幸、松岡美緒、
篠木敬二、畑　亜希子、
見戸佐織、土井聖子、
井端　剛、金井秀行、
小室竜太郎、飯島正平

栄養管理実施計画書兼報告書の作成と説明
交付のプロセスとその問題点

220

篠木敬二、佐藤美幸、
松岡美緒、畑　亜希子、
仲下知佐子、土井聖子、
見戸佐織、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
の取り組みと実践

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第27回日本静脈経腸栄養学
会
平成24年2月23～24日
神戸市

第50回全国自治体病院学会
平成23年10月19～20日
東京都千代田区


