
2

№ 演 者 演 題

1

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

亜急性甲状腺炎にバセドウ病を合併した１
例

2

上田章人、稲田陽、
藤村政樹

脳卒中後胃ろう患者における胃排出能と肺
炎関連死亡との関連

3

小西永里子、飯島正平、
四宮　聡、鹿野博亀、
信貴経夫、金井秀行、
田村信司

チーム医療により救命しえた敗血症性
ショックを呈した整形外科領域術後創部
MRSA感染症の一例

4

小西永里子、飯島正平、
四宮　聡、畦西恭彦、
日野淋央、金井秀行、
山口充洋、田村信司

AML化学療法のショックに対する初期治療
が奏功するも最終的には救命しえなかった
MDRP敗血症ショックの一例

5

飯田さよみ、西河　潤、
北井宏美、西井稚尋、
正田英雄、井端　剛、
豊島博行、小室竜太郎

大阪府箕面市における糖尿病地域連携パス
導入後の評価

6

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

疾患感受性HLA遺伝子型を呈した高齢発症
１型糖尿病の２例の検討

7
谷奈緒子、高石健司、
山崎正美、大島　聡、
井上　豊、田村信司

当院においてTACE/RFA後にドレナージを必
要とする肝膿瘍を合併した9例の臨床的検
討

8

西河　潤、正田英雄、
井手盛子、菅尾英木、
宮川　康、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行、
飯田さよみ、田村信司

副腎静脈サンプリングにて局在診断した右
副腎小腺腫による原発性アルドステロン症
の１例

9
小西永里子,金井秀行、
中田敦之、高島重和

側頭動脈炎の診断にFDG-PET/CTが有用であ
り、大動脈炎症候群と鑑別を要した一例

10

井端　剛、日高久美、
篠木敬二、松岡美緒、
畑亜希子、仲下知佐子、
見戸佐織、土井聖子、
小室隆太郎、飯島正平

栄養管理における地域連携とNSTネット
ワーク構築への10年間の取り組み

11

永井泰紀、正田英雄、
古賀　実、西河　潤、
北井宏美、西井稚尋、
井端　剛、小室竜太郎、
飯田さよみ、田村信司

副腎偶発腫瘍にて発見された高齢褐色細胞
腫の１例

12

飯田さよみ、西河　潤、
北井宏美、西井稚尋、
井端　剛、豊島博行、
小室竜太郎

大阪府箕面市における糖尿病地域連携パス
運用２年間の評価

13

飯田さよみ 一般演題座長

第27回日本shock学会総
会・学術集会
平成24年5月12日
東京都
第27回日本shock学会総
会・学術集会
平成24年5月12日
東京都

第113回日本循環器学会近
畿地方会
第23回日本在宅医療学会学
術集会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市

第198回日本内科学会近畿
地方会
平成24年9月8日
京都市

第14回日本医療マネジメン
ト学会学術総会
平成24年10月11日～14日
佐世保市
第14回日本医療マネジメン
ト学会学術総会
平成24年10月11日～14日
佐世保市

第48回日本肝臓学会総会
平成24年6月7日～8日
金沢市

第55回日本糖尿病学会学術
総会
平成24年5月17日～19日
横浜市
第55回日本糖尿病学会学術
総会
平成24年5月17日～19日
横浜市

第197回日本内科学会近畿
地方会
平成24年6月9日
神戸市

学会発表　平成24年度（24.4.1～25.3.31）

学 会 名

第85回日本内分泌学会学術
総会
平成24年4月19日～21日
名古屋市
第52回日本呼吸器学会学術
講演会
平成24年4月20日～22日
神戸市



№ 演 者 演 題 学 会 名

14

西井稚尋、正田英雄、
北井宏美、清水健史、
橋本典子、永井泰紀、
西河　潤、井端　剛、
小室竜太郎、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

特発性中枢性尿崩症３例（完全型１例と部
分型２例）の比較検討

15

飯田さよみ 一般演題(教育）座長

16

早川友朗、上田章人、
西本真由美、山口充洋、
金井秀行、田村信司、
土井貴司、黒川英司

肺膿瘍に続発した末梢性肺動脈仮性動脈瘤
の１例

17

東口公哉、西河　潤、
井端　剛、橋本典子、
北井宏美、西井稚尋、
小室竜太郎、金井秀行、
飯田さよみ、田村信司

白血球増多がみられた亜急性甲状腺炎の１
例

18

清水健史、由良　守、
山崎正美、山北剛史、
西原彰浩、高石健司、
金井秀行、田村信司、
堺　竜介、曽我文久

Guillain-Barre症候群発症を契機に潰瘍性
大腸炎が再燃した症例に対してタクロリム
スを使用し潰瘍性大腸炎が副作用なく改善
した１例

19

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

高度脂肪肝および著明な高K血症を示した
劇症１型糖尿病の１例

20

西井稚尋、西河　潤、
北井宏美、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

バセドウ病を合併した抗GAD後体著明高値
の高齢１型糖尿病の１例

21

西河　潤、正田英雄、
中尾佳奈子、臼井　健、
島津　章、北井宏美、
西井稚尋、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

遺伝子解析により確定診断したGitelman症
候群の１例

22

西井千尋 抗GAO抗体著明高値を示した、高齢I型糖尿
病の1例

23

飯田さよみ、西河　潤、
北井宏美、西井稚尋、
高橋造志、井端　剛、
小室竜太郎

パネルディスカッション　地域連携の現状
と問題点
箕面市における糖尿病地域連携パスの運用
効果

24

井端　剛、小西永里子、
小室竜太郎、金井秀行、
松岡美緒、梶原華那子、
見戸佐織、土井聖子、
徳岡美由紀、大里由紀枝、
仲下知佐子、檜山裕美、
畑亜希子、篠木敬二、
飯島正平

肥満2型糖尿病に対する リラグルチド使用
症例での体重減少の効果の違いについての
検討

25
谷奈緒子、高石健司、
山崎正美、大島　聡、
井上　豊、田村信司

当院においてTACE/RFA後にドレナージを必
要とする肝膿瘍を合併した9例の臨床検討

日本内分泌学会近畿支部学
術集会
平成24年10月20日
豊中市

第13回日本クリニカルパス
学会
平成24年12月7日～8日
岡山市
第199回日本内科学会近畿
地方会
平成24年12月8日
大阪市

第22回臨床内分泌代謝
Update
平成25年1月18日～19日
大宮市

第22回臨床内分泌代謝
Update
平成25年1月18日～19日
大宮市
第6回日本医療マネジメン
ト学会大阪支部学術集会
平成24年2月16日
大阪市

第48回日本肝臓学会総会
平成24年6月7日～8日
金沢市

第28回日本静脈経腸栄養学
会学術集会
平成24年2月20日～22日
金沢市

第199回日本内科学会近畿
地方会
平成24年12月8日
大阪市

第199回日本内科学会近畿
地方会
平成24年12月8日
大阪市

第22回臨床内分泌代謝
Update
平成25年1月18日～19日
大宮市
第22回臨床内分泌代謝
Update
平成25年1月18日～19日
大宮市
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26

原田直毅、平松直樹、
小瀬嗣子、山田涼子、
宮崎昌典、薬師神崇行、
飯尾禎元、山田　晃、
伊藤敏文、肘岡泰三、
鈴木都男、福井弘幸、
萩原秀紀、金子　晃、
山田　晃、土井喜宣、
飯尾禎元、木曽真一、
考藤達哉、笠原彰紀、
林　紀夫、竹原徹郎

C型肝炎臨床　肝癌治癒後症例にに対する
PegIFN/RBV併用療法の発癌抑制効果につて
多施設（OLF)共同研究

27

山田涼子、平松直樹、
小瀬嗣子、原田直毅、
宮崎昌典、薬師神崇行、
加藤道夫、林英二朗、
田村信司、肘岡泰三、
鈴木邦男、福井弘幸、
荻原秀紀、金子　晃、
山田　晃、土井喜宣、
飯尾禎元、木曽喜一、
考藤達哉、竹原哲郎

B型肝炎　B型慢性肝疾患に対するエンテカ
ビルの抗ウイルス効果と発癌抑制効果につ
いて　多施設共同研究

28

小瀬嗣子、山田涼子、
平松直樹、竹原徹郎、
薬師神崇行、宮崎昌典、
尾下正秀、萩原秀紀、
三田英治、田村信司、
吉原治正、今井康陽、
宮城琢也、吉田雄一、
巽　智秀、木曽喜一、
考藤達哉、笠原彰紀、
林　紀夫

C型肝硬変患者に対する治療の現状と展開
肝線維化進展C型肝炎に対するPegIFN/RBV
併用療法の短期治療効果および発癌抑制効
果につて　多施設（OLF)共同研究

29

奥山直美、由良　守、
渡邊由佳、谷奈緒子、
山崎正美、山北剛史、
西原彰浩、高石健司、
池田純一郎

赤芽球癆の経過中にCMV腸炎を合併し剖検
にて全身性アミロイイドーシスを認めた高
齢者の一例

30

原田直毅、平松直樹、
小瀬嗣子、山田涼子、
宮崎昌典、薬師神崇行、
土井喜宣、小川弘之、
金子　晃、福井弘幸、
永瀬義彦、乾　由明、
田村信司、井上敦雄、
巽　智秀、木曽真一、
考藤達哉、笠原彰紀、
林　紀夫、竹原徹郎

C型肝炎に対するPeg- IFN/Ribavirin併用
療法の治療後再燃時期と効果判定について

31

山北剛史、西原彰浩、
由良　守

安全な大腸EMRを施行するための当院での
工夫

32

渡邊由佳、西原彰浩、
山崎正美、山北剛史、
由良守、高石健司、
田村信司

胆道出血による閉塞性黄疸を繰り返し、最
終的に傾向胆道鏡検査により胆管癌と診断
し得た1例

33

山崎正美、平野美樹、
渡邊由佳、谷奈緒子、
山北剛史、西原彰浩、
由良　守、高石健司、
田村信司

当院における超高齢者（90歳以上）に対す
るERCPの検討

第48回日本肝臓学会総会
平成24年6月7日～8日
金沢市

日本消化器内視鏡学会近畿
支部第89回支部例会
平成24年22月10日～10日
大阪市
第99回日本消化器病学会総
会
平成25年3月21日～23日
鹿児島市

第48回日本肝臓学会総会
平成24年6月7日～8日
金沢市

第48回日本肝臓学会総会
平成24年6月7日～8日
金沢市

第97回日本消化器病学会近
畿支部例会
平成24年9月1日～1日
京都市

第16回日本肝臓学会大会
平成24年20月10日～13日
神戸市

日本消化器内視鏡学会近畿
支部第89回支部例会
平成24年22月10日～10日
大阪市
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谷奈緒子、高石健司、
平野美樹、渡邊由佳、
山崎正美、山北剛史、
西原彰浩、由良　守、
大島　聡、田村信司

肝嚢胞に対して経皮経肝ドレナージ/開窓
術を施行した29例の臨床的検討

35

渡辺由佳 胃ESD後の潰瘍治療に対するPPI併用療法薬
としてのSucralfateとbanipldeの効果の比
較

36

武鑓真司、北岡太一、
山本威久、下辻常介、
窪田拓生、大薗恵一

ビタミンD欠乏あるいは不足について精査
した小児における骨病変関連因子の検討

37

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

インフルエンザA:H1N1,2009感染における
肺炎および無気肺関連因子

38

山本勝輔 小児ネフローゼ症候群

39

杉辺英世、山本勝輔、
武鑓慎司、中山尋文、
木島衣里、金野　浩、
溝口好美、山本威久、
下辻常介

頻回再発型ネフローゼ症候群の一例

40

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

初回寛解後早期に再発したネフローゼ症候
群の1例

41

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

パラリフス感染症男児例

42

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

腎盂腎炎で受診した萎縮腎の一例

43

山本威久 閉経後女性の骨密度減少速度に関する因子
についての検討：身体測定値の影響

44

杉辺英世 頭部腫瘤を主訴とした2例

45

武鑓真司、山本威久、
中山尋文、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
窪田拓生、大薗恵一

ビタミンD欠乏性くる病におけるO脚の程度と血
中Cr値との関係：骨変形と骨格筋量

第99回日本消化器病学会総
会
平成25年3月21日～23日
鹿児島市

第46回大阪小児研究会
平成24年7月12日
吹田市

第30回日本骨代謝学会学術
集会
平成24年7月19日～21日
東京都
豊能広域こども急病センター
救急医療研究会
平成24年9月1日
箕面市

北摂小児科カンファレンス
（水曜会
平成24年5月9日
豊中市

北摂小児科カンファレンス
（水曜会）
平成24年5月9日
豊中市

北摂小児科カンファレンス
（水曜会）
平成24年5月9日
豊中市

第99回日本消化器病学会総
会
平成25年3月21日～23日
鹿児島市
第85回日本内分泌学会学術
総会
平成24年4月19日～21日
名古屋市
第115回日本小児科学会学
術集会
平成24年4月20日～22日
福岡市

第72回北摂小児科医会
平成24年7月7日
尼崎市

第46回日本小児内分泌学会
学術集会
平成24年9月27日～29日
大阪市
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木島衣理、山本威久、
杉辺英世、武鑓真司、
中山尋文、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
難波範行、大薗恵一

1型糖尿病患者におけるインスリン治療と骨代
謝調節ホルモンとの関係

47

中山尋文、山本威久、
武鑓真司、木島衣里、
下辻常介

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

48

中山尋文、山本威久、
山本勝輔、下辻常介、
福本誠二、長谷川高誠、
中田弘之

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

49
山本威久、三宅浩之、
森川貴之、黒川英司、
田村信司、重松　剛

地域医療ネットワークシステムの構築と利用実
績

50

山本威久、山本勝輔、
下辻常介、井上　豊、
加瀬哲男

外来でのニューラミニダーゼ阻害剤の早期投
与は、小児でのインフルエンザA(H1N1)ｐｄｍ２
００９による肺炎、気管支炎入院患者の臨床的
重症度を低下させる。

51

武鑓真司 RSウイルス感染症におけるRS中和抗体の役割

52

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

ESWLを施行した小児腎結石症の一例

53

山本威久、井端　剛、
北井宏美、西井雅尋、
西河　潤、武鑓真司、
足立和繁、津田隆之、
小室竜太郎、飯田さよみ、
道上敏美、大薗恵一

ビスホスホネートによる骨粗鬆症治療を受けた
低ALP血症の１例

54

武鑓真司、山本威久、
北岡太一、道上敏美、
長谷川高誠、田中弘之、
今西康雄、木下祐加、
福本誠二、窪田拓生、
大薗恵一

遺伝子変異を特定できなかったOPLLを伴う低
リンくる病の1例

55

神原正宜 、杉辺英世,
山本威久

クッシング症候群を疑った高度肥満の一例

56

山本威久 特別講演『臨床統計セミナー～日常臨床デー
タの統計解析～』

57

武鑓真司 予防接種後に発症した特発性血小板減少性
紫斑病の3ケ月児例

58

金野　浩 当院での食物アレルギーに対する対応につい
て

第51回全国自治体病院学会
平成24年11月8日～9日
高松市

第44回日本小児科感染症学
会総会・学術集会
平成24年11月21日～25日
北九州市

第32回医療情報学連合大会
平成24年11月14日～17日
新潟市

第73回北摂小児科医会
平成24年12月8日
川西市

第46回日本小児内分泌学会
学術集会
平成24年9月27日～29日
大阪市

第46回日本小児内分泌学会
学術集会
平成24年9月27日～29日
大阪市
第42回日本腎臓学会西部学
術大会
平成24年10月26日～27日
宜野湾市

第22回臨床内分泌代謝
Update
平成25年1月18日～19日
大宮市

第22回臨床内分泌代謝
Update
平成25年1月18日～19日
大宮市

第二回大阪小児　web
Seminar
平成25年1月29日
大阪市
The 109th Progress Meeting
of Advanced Pediatric
Research
平成25年2月1日
大阪市
第11回箕面市小児疾患研究
会
平成25年2月9日
箕面市
第11回箕面市小児疾患研究
会
平成25年2月9日
箕面市
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神原正宜、杉辺英世、
山本威久、武鑓真司、
中山尋文、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介

Cushing症が疑われた重症肥満の1例

60

北岡太一、難波範行、
三善陽子、山本景子、
大幡泰久、藤原　誠、
三浦弘司、窪田拓生、
大薗恵一、山本威久

髙ALP血症を伴い、高身長、精神運動発達遅
滞、てんかんを認める2例

61

山本威久 新型インフルエンザに関する最近の話題

62

武鑓真司、杉辺英世、
中山尋文、木島衣里、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
山本威久、中山人美、
中島和広、井上　豊

上部UTI急性期におけるMRI拡散強調画像の
検討

63

山本勝輔 特別講演・小児虐待―小児科の立場から―

64

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

当院における食物経口負荷試験の実際～アレ
ルギー専門病院と協力して～

65

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

川崎病における免疫賦活状態に対するステロ
イドパルス治療の効果

66

中山尋文、杉辺英世、
武鑓真司、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、山本威久、
虫明聡太郎、佐藤正人

急性膵炎の2症例

67

武鑓真司、杉延英世、
中山尋史、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
山本威久、野口貴明、
中山人美、中島和広、
井上　豊

MRIで診断した急性骨髄炎の1例

68

木村武司、三善陽子、
中尾紀恵、池田佳予、
長谷川泰浩、橘真紀子、
近藤宏樹、香川尚己、
杉辺英世、山本威久、
大薗恵一

バセドウ病と鞍上腫瘍を合併した１例

69

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

短期滞在鼠径ヘルニア手術における膨潤麻
酔下リヒテンシュタイン法の検討

第13回大阪北部精神科症例
検討会
平成25年3月21日
豊中市

北摂小児科カンファレンス
（水曜会）
平成25年3月13日
豊中市

第26回近畿小児科学会
平成25年3月24日
大阪市

第11回箕面市小児疾患研究
会
平成25年2月9日
箕面市

第17回大阪小児骨系統疾患
研究会
平成25年2月16日
大阪市

北摂小児科カンファレンス
（水曜会）
平成25年3月13日
豊中市

第26回近畿小児科学会
平成25年3月24日
大阪市

第26回近畿小児科学会
平成25年3月24日
大阪市

第26回近畿小児科学会
平成25年3月24日
大阪市

第26回近畿小児科学会
平成25年3月24日
大阪市

第112回日本外科学会定期
学術集会
平成24年4月14日～14日
千葉県



№ 演 者 演 題 学 会 名

70

飯島正平 胃瘻栄養を想定した人工胃液による胃内環境
下半固形化英用剤の物性変化の検討

71

小堀優子、土井貴司、
黒川英司

3回の再発巣切除後、新たな再発を認めたが
無治療で10年生存している浸潤性胸腺腫の1
例

72

大島　聡、坂本卓也 腹腔鏡下胆嚢摘出術中に行った胆道造影検
査で確認された総胆管結石に対する治療法の
検討

73

間狩洋一 Torousseau症候群、肺塞栓症を発症した進行
胃癌の1例

74

三宅泰裕 大腸癌術後L-OHP併用化学療法による補助
化学療法の現状

75

長瀬博次 化学療法により腫瘍の縮小を維持している
Stage４　胃小細胞癌の1例の発表を行うと共
に、最新の治療情報の収集に勉める

76
大島　聡、坂本卓也 当院における胆石症、特に急性胆のう炎の治

療の現状

77

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

集学的治療により転移巣がCRとなり局所療法
のみで長期生存中の手術不能進行食道癌例

78

三宅泰裕、加藤理香、
中谷裕子、池田公正

がん告知時からの緩和ケアの実践

79

飯島正平 IT活用とチーム医療による外科医QOL向上へ
の取り組み

80

飯島正平 TS-1に全く不応の進行再発胃癌にCPT-11＋
CDDP併用療法で長期CRの3例

81

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

大阪府箕面市における大腸がんスクリーニング
の現況

82

土井聖子、見戸沙織、
飯田由貴代、四宮　聡、
篠木敬二、仲下知佐子、
松岡美緒、畑　亜希子、
小室竜太郎、金井秀行、
飯島正平

皮膚疾患により課題であった刺入部管理対策
としてブロビアックカテーテルを留置し在宅退
院となった症例

北摂臨床医療研究会
平成24年6月9日
豊中市

第98回日本消化器病学会総
会
平成24年4月19日～21日
東京都
第29回日本呼吸器外科学会
総会
平成24年5月17日～19日
秋田市
第24回日本肝胆膵外科学会
学術集会
平成24年5月30日～6月1日
大阪市
第34回日本癌局所療法研究
会
平成24年6月7日～8日
福島市
第34回日本癌局所療法研究
会
平成24年6月7日～8日
福島市

第66回日本食道学会学術集
会
平成24年6月21日～22日
長野県

第17回日本緩和医療学会学
術大会
平成24年6月22日～23日
神戸市
第37回日本外科系連合学会
学術集会
平成24年6月28日～29日
福岡市
第37回日本外科系連合学会
学術集会
平成24年6月28日～29日
福岡市

第34回日本癌局所療法研究
会
平成24年6月7日～8日
福島市

第23回日本在宅医療学会学
術集会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市

第23回日本在宅医療学会学
術集会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市
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和口秀子、日高久美、
篠木敬二、松岡美緒、
見戸沙織、土井聖子、
畑亜希子、井端　剛、
小室竜太郎、飯島正平

胃ろう増設患者の急性期病院退院調査にみる
栄養管理の動向

84

三宅泰裕 大腸癌術後補助療法に対するL-OHP併用化
学療法

85

長瀬博次 直腸脱による直腸穿孔への小腸陥頓の1例

86

三宅泰裕、他 日常診療でのがん告知からの緩和ケア

87
間狩洋一 進行再発胃癌に対する4次治療でのゼローダ

＋CDDP療法の使用経験

88

土井貴司、三宅泰裕、
池田公正、吉川宣輝

当院で経験した痔廔癌3例の臨床病理学的検
討

89

三宅泰裕、池田公正、
土井貴司、吉川宣輝

直腸癌術後吻合部狭窄に対しる内視鏡下にIT
ナイフを用いた切開治療

90

飯島正平、池田公正、
大島　聡、三宅泰裕、
間狩洋一、大澤日出樹、
長瀬博次、黒川英司

NST加算算定要件である回診時栄養評価の為
の血液検査主治医オーダー実施状況

91

三宅泰裕、池田公正、
大澤日出樹、長瀬博次、
間狩洋一、大島　聡、
飯島正平、黒川英司

切除不能進行・再発大腸癌に対し
Bevacizumsb beyond PDを施行した症例検討

92

三宅泰裕、池田公正、
黒川英司、吉川宣輝

Bevacizumab beyond PDを施行した切除不能
進行・再発大腸癌症例の検討

93

飯島正平 緩和医療と栄養管理

94
間狩洋一 膵浸潤、横行結腸ロウを有する高度進行胃癌

の一例

95

藤島弘顕、岡本泰典、
信貴経夫、津田隆之

鎖骨遠位端骨折に対してスコーピオンプレート
を用いた手術性咳

96

岡本恭典 大腿骨頸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

97
信貴経夫 発熱、腰痛でERを受診した腰椎硬膜内腫瘍の

1例

第74回日本臨床外科学会総
会
平成24年11月30日～30日
東京都

第50回日本癌治療学会
平成24年10月25日～26日
横浜市
第67回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成24年11月16日～18日
福岡市

第67回日本消化器外科学会
総会
平成24年7月18日～19日
富山市
第20回日本消化器関連学会
週間―JDDW 2012 KOBE
平成24年10月12日～13日
神戸市

第67回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成24年11月16日～18日
福岡市
第74回日本臨床外科学会総
会
平成24年11月29日～12月1日
東京都

第23回日本在宅医療学会学
術集会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市

第67回日本消化器外科学会
総会
平成24年7月18日～19日
富山市

第47回日本脊髄障害医学会
平成24年10月25日～26日
静岡市

第9回日本消化管学会総会
学術集会
平成25年1月25日～25日
東京都
第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第118回中部日本整形外科
災害外科学会学術集会
平成24年4月6日～7日
大阪市
第85回日本整形外科学会学
術総会
平成24年5月17日～20日
京都市

第85回日本胃癌学会総会
平成25年2月27日～1日
大阪市
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野口貴明、岩崎幹季、
柏井将文、長本行隆、
藤森孝人

整復固定術後に下垂足をきたした高度L5すべ
り症の1例

99

岡本恭典、野口貴明、
藤島弘顕、信貴経夫、
津田隆之

大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折と鑑別を要した大
腿骨頭病的骨折の1例

100

角村由紀子、小泉佳奈、
水野麻衣、大畑千佳、
吉良正浩(市立池田病院)

左上腕に生じた proliferative fasciitis

101

角村由紀子、崎元和子、
松本千穂

ダーモスコピーが診断に有用であったLentigo
Maligna Melanomaの２例

102

角村由紀子、崎元和子、
松本千穂

エタネルセプト投与中の関節リウマチ患者に生
じた水痘の１例

103

橋本典子、角村由紀子、
崎元和子、松本千穂

Acquired lymphangiomaの１例

104

湊　のり子、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

当科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―

105

高田　剛、菅尾英木、
古賀　実、湊　のり子

当科における前立腺癌症例の臨床的検討

106

湊　のり子、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

当科における病期C前立腺癌の治療～初期治
療別治療成績を中心に～

107

高田　剛、湊　のり子、
古賀　実、菅尾英木

進行性精巣腫瘍の治療戦略

108
高田　剛、湊　のり子、
古賀　実、菅尾英木

当科における前立腺癌症例の臨床的検討―
国内大規模臨床統計との比較―

109
佐々本尚子 、宮本　梓、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

自然月経発来を認めたターナー症候群患者で
若年子宮体癌を発症した1例

110

足立和繁、佐々本尚子、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

卵巣腫瘍茎捻転症例の術前造影骨盤MRI検
査の有用性に関する検討

111

山本善光、宮本　梓、
佐々本尚子、雨宮京夏、
足立和繁

肥満患者に対して施行した腹腔鏡下症例につ
いての検討

112

山本善光 、山口侑里子、
佐々本尚子、三好ゆかり、雨
宮京夏、足立和繁

中期中絶後に発症したseptic pelvic
thrombophelbitisの1例

第119回中部日本整形外科
災害外科学会学術集会
平成24年10月5日～6日
福井市

第100回日本泌尿器科学会
総会
平成24年4月20日～22日
横浜市
第50回日本癌治療学会
平成24年10月25日～26日
横浜市

第126回近畿産婦人科学会
総会・学術集会
平成24年6月16日～17日
大阪市

第39回日本股関節学会学術
集会
平成24年12月7日～8日
新潟市
第111回日本皮膚科学会総
会
平成24年6月1日～3日
京都市
第132回豊中医師会皮膚科
定例会
平成24年10月16日
豊中市
第434回日本皮膚科学会大
阪地方会
平成24年12月15日
大阪市

第64回日本産婦人科学会
平成24年4月13日～15日
神戸市

第435回日本皮膚科学会大
阪地方会
平成25年2月9日
大阪市
第100回日本泌尿器科学会
総会
平成24年4月20日～22日
横浜市
第100回日本泌尿器科学会
総会
平成24年4月20日～22日
横浜市
第100回日本泌尿器科学会
総会
平成24年4月20日～22日
横浜市

第126回近畿産婦人科学会
総会・学術集会
平成24年6月16日～17日
大阪市
第48回日本周産期・新生児
医学会学術集会
平成24年7月8日～10日
さいたま市
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香山晋輔、冨松拓治、
金川武司、佐々本尚子、
上田　豊、澤田健二郎、
筒井建紀、榎本隆之、
木村　正

妊娠中に発見された両側卵巣腫瘍を伴った横
行結腸癌由来の腹膜偽粘液腫の1例

114

佐々本尚子 、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

卵巣腫瘍茎捻転に対し緊急腹腔鏡下付属器
摘出術を行い、術後境界悪性腫瘍と判明した2
例の検討

115

山本善光 、山口侑里子、
宮本　梓、佐々本尚子、
三好ゆかり、雨宮京夏、
足立和繁

当院での肥満症例に対する腹腔鏡手術につ
いての検討

116

三好ゆかり 、山口侑里子、
佐々本尚子、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

腹腔鏡下術後に腹腔内出血をきたした2症例

117

佐々本尚子 、山口侑里子、
三好ゆかり、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

術前画像診断にて良性卵巣腫瘍茎捻転と診
断し緊急腹腔鏡手術を行い術後境界悪性腫
瘍であると判明した２症例について

118

佐々本尚子、三好ゆかり、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

急性腹症で腹腔鏡下右付属器摘出術および
虫垂切除を行い、偶発的に診断された虫垂子
宮内膜症の一例

119

佐々本尚子、三好ゆかり、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

右ヌック管水腫内に発生した希少部位内膜症
と診断した一例

120

足立和繁、山口有里子、
佐々本尚子、三好ゆかり、山
本善光、雨宮京夏

当科における子宮腺筋症に対するジェノゲスト
長期投与の報告

121

田中一成 大腿神経麻痺の3例-完全麻痺と不完全麻痺
の比較検討

122

田中一成 シズプラチンを用いた動脈内抗がん剤投与後
に下垂足を生じた2例

123

田中一成 関節リウマチのリハビリテーション

124

中山人美、井上豊 腸炎におけるCTでの大腸壁肥厚の意義：便
培養および内視鏡所見との検討

125

中山人美、井上 豊 細菌性腸炎のCT像と症例の検討：113例の
検討

126

中山人美、井上 豊 急性腎盂腎炎における3テスラMRI拡散強調
像の有用性：dynamicCTとの比較

第52回日本婦人科腫瘍学会
学術講演会
平成24年7月19日～21日
東京都

第52回日本婦人科腫瘍学会
学術講演会
平成24年7月19日～21日
東京都
第52回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成24年9月13日～15日
札幌市
第52回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成24年9月13日～15日
札幌市
第52回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成24年9月13日～15日
札幌市
第25回日本内視鏡外科学会
総会
平成24年12月6日～8日
横浜市
第34回日本エンドメトリオー
シス学会
平成25年1月18日～19日
宇都宮市
第34回日本エンドメトリオー
シス学会
平成25年1月18日～19日
宇都宮市
第42回日本臨床神経生理学
会学術大会
平成24年11月8日～10日
東京都
第49回日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会
平成24年5月31日～6月1日
福岡市
第56回日本リウマチ学会総
会・学術集会
平成24年4月26日～28日
東京都
第71回日本医学放射線学会
総会
平成24年4月12日～15日
横浜市
第71回日本医学放射線学会
総会
平成24年4月12日～15日
横浜市
第71回日本医学放射線学会
総会
平成24年4月12日～15日
横浜市
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127

中山人美、金井秀行、
山口芳洋、森　浩志、
井上　豊

喀血を伴い急性の経過をたどった心臓血管
肉腫の一例

128

山下和哉、中山人美、
森　浩志、山北剛史、
井上　豊

腹痛・下痢・嘔吐を主訴に来院された
Weber-Christian diseaseｎ一例

129

中山人美、清水健史、
中島和広、井上　豊

小児多発性筋炎の一例

130

清水健史、井上　豊、
中島和広、中山人美

Ａ型インフルエンザ感染を契機に横紋筋融
解症を来した一例

131
山下和哉、中山人美、
森　浩志、山北剛史、
井上　豊

PET-CTにて脂肪織に著明な集積を認めた
Weber-Christian diseaseｎ一例

132

徳岡美沙、中山人美、
井上　豊、土井貴司、
黒川英司、森　浩志

FDG-PETで集積が見られた結節性肺アミロ
イドーシスの一例

133

中山人美、井上　豊、
金井秀行、菅尾英木、
黒川英司、山城尊靖

3テラスMRIにおける腎盂腎炎の拡散強調
像：造影CTとの比較検討

134
中山人美、井上　豊、
桑江克樹、乾　恭子

CEA高値、PET陽性を認めた右腋腫瘍の一例

135

中山人美、日野彬央、
井上　豊

当院における消化管アニサキス症9例の検
討

136

日野彬央、中山人美、
井上　豊、畦西恭彦

精嚢に浸潤を来した悪性リンパ腫の一例

137

橋本典夫、高瀬由莉、
熱田　淳、金　史信、
小野まゆ、橋本典夫

デスフルランとTCIプロポフォールにおけ
る覚醒時間の比較

138

滝本佳予、西島　薫、
森　梓、小野まゆ、
橋本典夫

ミルタザピンの術前内服はモルヒネによる
術後硬膜外鎮痛を行う外科開腹手術患者の
術後嘔気嘔吐を予防する

139

橋本典夫、小野まゆ、
西島　薫、金　史信、
滝本佳予

ソラフェニブ内服中患者に腕神経叢ブロッ
クを施行し頸部腫脹を来し気管切開に至っ
た1例

140

大西佳恵、西原瑠奈、
人見一彰、橋本典夫

90歳以上の超高齢者での悪性腫瘍に対する
根治術症例の検討

第301回日本医学放射線学
会関西地方会/第373回レン
トゲンアーベント
平成24年7月14日
大阪市

日本麻酔科学会第58回関西
支部学術集会
平成24年9月1日
大阪市

第299回日本医学放射線学
会関西地方会
平成24年11月15日
堺市
第116回核医学症例検討会
平成24年2月4日
尼崎市

第298回日本医学放射線学
会関西地方会
平成24年6月25日
堺市
第298回日本医学放射線学
会関西地方会
平成24年6月25日
堺市
第301回日本医学放射線学
会関西地方会/第373回レン
トゲンアーベント
平成24年7月14日
大阪市

第115回核医学症例検討会
平成24年8月6日
尼崎市
第299回日本医学放射線学
会関西地方会
平成24年11月15日
堺市

第300回日本医学放射線学
会関西地方会
平成24年3月3日
大阪市
第300回日本医学放射線学
会関西地方会
平成24年3月3日
大阪市
日本麻酔科学会第59回学術
集会
平成24年6月7日～7日
神戸市
日本麻酔科学会第59回学術
集会
平成24年6月7日～7日
神戸市
日本ペインクリニック第46
回大会
平成24年7月5日～7日
出雲市
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141

村木雄一、四宮　聡、
佐藤久美子、酒井朱厘、
藤井啓嗣、山口充洋、
飯島正平

中規模病院における抗菌薬適正使用のため
の取り組みと評価

142

檜山裕美、仲下知佐子、
内海 司、松岡美緒、
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

摂食嚥下障害Wilson病患者への経口摂取に
むけたNSTの1症例

143
今井秀樹、村木雄一、
名加真樹

抗菌薬モニタリング開始による抗菌薬使用
量の変化

144

波多野由里子、松濤麻依、
原田佳英子、大里由紀枝、
浅田裕美、中西晴香、
白川康文

看護師と薬剤師の協働による安全な内服薬
準備への取り組み

145
幸前朱厘 Salmonella Paratyphi Ａによる家族内感

染事例の疫学マーカー解析

146

木村紘也 高分解能CT撮影における逐次近似応用再構
成法の検討

147
浦　慎太朗 陳旧性大腿骨頚部骨折を呈した1症例

148
池永安弘 在宅復帰に向け理学療法士が自己吸引訓練

に関与した1症例

149

吉永邦彦 ギランバレー症候群に対するリハビリテー
ションの経験　～患者に対する評価・目標
伝達の再考～

150
出村和彦 多剤耐性緑膿菌に対する理学療法経験

151

橋本嵩史 高次脳機能障害を呈した症例の退院調整を
経験して

152
福田将誉 電気メステスタの比較

153

福田将誉 階層型意思決定法による超音波診断装置の
機種選定

154

佐々木美幸、小林美保、
木下怜子、峯崎美穂、
千葉佳恵、山本威久

外保連手術試案と手術時間の比較

155

小林美保、峯崎美穂、
木下怜子、千葉佳恵、
佐々木美幸、松本千穗

皮膚科蜂窩織炎パス改定における診療情報
管理室の取り組み

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日
金沢市

第38回日本診療情報管理学
会学術大会
平成24年9月6日～7日
名古屋市

リハビリテーションケア合
同研究大会
平成24年10月11日
リハビリテーションケア合
同研究大会
平成24年10月11日
札幌市
自治体病院学会
平成24年11月9日
高松市
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25年2月17日
箕面市立病院

大阪府理学療法士学会
平成24年7月7日
大阪市

第28回日本環境感染学会
平成25年3月2日
横浜市

第38回日本診療情報管理学
会学術大会
平成24年9月6日～7日
名古屋市

第51回全国自治体病院学会
平成24年11月8日
高松市

第87回日本医療機器学会
平成24年6月8日
札幌市
第50回日本医療･病院管理
学会
平成24年10月18日
東京都

第51回全国自治体病院学会
平成24年11月8日
高松市

第28回日本環境感染学会
平成25年3月2日
横浜市

日本放射線技術学会近畿部
会第５６回学術大会
平成25年1月27日
大阪市
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峯﨑美穂、小林美保、
木下怜子、千葉佳恵、
佐々木美幸

婦人科腹腔鏡下入院における 平均在院日
数短縮への取り組み

157

佐々木美幸 DPC分析による病院マネジメント ～分析を
担当する診療情報管理士の立場から～

158

小林美保、木下怜子、
千葉佳恵、佐々木美幸、
峯﨑美穂

診療報酬改定をうけた 前立腺生検パスの
短縮

159

四宮　聡、佐藤久美子、
田平　梓、飯島正平

結腸表層切開部位SSIの推移からみた手術
室での感染対策の評価

160

Satoshi Shinomiya
Hiroyoshi Kobayashi
Shohei Iijima Takayuki
Ohishi Ryo Fushimi
Takashi Okubo

Evaluation of environmental
disinfectant by adenosine triphophate
bioluminescence measurements

161

Takayuki Ohishi
Hiroyoshi Kobayashi
Takashi Okubo Yoshimitsu
Hiejima Ryo fushimi
Satoshi Shinomiya Eiko
Miura Hiroshi Matsumoto

A study on the Cleaning of Flexible
Endoscope by Adenosine Triphosphate
Measure

162

四宮　聡、佐藤久美子、
田平　梓、永田明子、
濱口千佳子、金本美紀子、
安藤市代

A病院における卵巣手術の手術部位感染リ
スク要因の検討と感染対策の評価

163
四宮　聡、飯島正平、
大石貴幸、伏見　了、
大久保　憲

環境消毒剤がATP測定法に与える影響につ
いて

164

四宮　聡 消毒薬がATP測定に与える影響

165

四宮　聡、佐藤久美子、
田平　梓、飯島正平

第34回　手術医学会総会（SSIサーベイラ
ンス研究会）
「緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるサーベ
イランスデータの質的管理」

166

佐藤久美子、四宮　聡、
酒井朱厘、藤井啓嗣、
村木雄一、山口充洋、
飯島正平

第28回　環境感染学会総会
「Clostridium difficile感染症の多発事
例に対する介入」

167

飯島正平、藤谷順子、
伊藤彰博、太田喜久夫、
白木　亮、重松　孝、
巨島文子、山中英治、
栢下　淳、合田文則、
蟹江治郎、西口幸雄

半固形化栄養材の離水測定に関する検討

168

飯島正平、合田文則、
蟹江治郎、西口幸雄

半固形化栄養剤の消化管環境下における栄
養成分の溶出性検討―人工胃液および人工
腸液を用いた溶出試験―

第38回日本診療情報管理学
会学術大会
平成24年9月6日～7日
名古屋市

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第20回SSIサーベイランス
研究会
平成24年10月20日
東京都
11th East Asian
conference of Infection
Control
平成24年11月16日
東京都
13th World Forum for
Hospital Sterile Supply
平成24年11月22日
大阪市

第26回日本手術看護学会
平成24年11月23日
横浜市

第28回日本環境感染学会
平成25年3月1日
横浜市
第1回医療分野における清
浄度検査研究会
平成25年2月23日
東京都
第20回SSIサーベイランス
研究会
平成24年10月20日
東京都

第13回日本クリニカルパス
学会　学術集会
平成24年12月7日～8日
岡山市

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第14回医療マネジメント学
会学術総会
平成24年10月12日～13日
佐世保市

第28回日本環境感染学会
平成25年3月2日
横浜市
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檜山裕美、仲下知佐子、
内海　司、松岡美緒、
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

摂食嚥下障害Wilson病患者への経口摂取に
向けたNSTの1症例

170

梶原華那子、松岡美緒、
篠木敬二、畑　亜希子、
徳岡美由紀、見戸佐織、
土井聖子、檜山裕美、
小西永里子、井端　剛、
小室竜太郎、飯島正平

NST加算算定要件の検査値確保の現状

171

井端剛、小西永里子、
小室竜太郎、金井秀行、
松岡美緒、梶原華那子、
見戸佐織、土井聖子、
徳岡美由紀、大里由紀枝、
仲下知佐子、檜山裕美、
畑亜希子、篠木敬二、
飯島正平

肥満2型糖尿病におけるリラグルチド使用
症例での体重減少効果の違いについての検
討

172

松岡美緒、梶原華那子、
畑亜希子、見戸佐織、
土井聖子、篠木敬二、
徳岡美由紀、大里由紀枝、
仲下知佐子、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

NST介入遅延例の実態

173

日高久美、松岡美緒、
梶原華那子、畑亜希子、
檜山裕美、土井聖子、
見戸佐織、大里由紀枝、
徳岡美由紀、小西永里子、
小室竜太郎、井端剛、
金井秀行、飯島正平

退院時栄養治療実施計画書兼報告書の添付
は退院時栄養管理サマリーの代用となって
いるか

174

日髙久美、和口秀子、
篠木敬二、松岡美緒、
見戸佐織、土井聖子、
畑　亜希子、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

175

和口秀子、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

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

176

飯島正平、篠木敬二、
井端　剛、仲下知佐子、
土井聖子、日高久美、
畑亜希子、松岡美緒、
和口秀子、見戸佐織、
小室竜太郎

電子カルテ稼動自治体急性期病院でにIT活
用による診療情報の地域共有化の試み

177

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

栄養管理における地域連携とNSTネット
ワーク構築への10年間の取り組み

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第23回日本在宅医療学会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市

第23回日本在宅医療学会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市

第23回日本在宅医療学会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第28回日本静脈経腸栄養学
会
平成25年2月21日～22日
金沢市

第23回日本在宅医療学会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市



№ 演 者 演 題 学 会 名

178

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

皮膚疾患により課題であった刺入部管理対
策としてブロビアックカテーテルを留置し
退院となった症例

179

松岡美緒、間狩洋一、
長瀬博次、梶原華那子、
畑　亜希子、篠木敬二、
飯島正平

癌性消化管狭窄例における 酵素処理軟化
摂食回復支援食 「あいーと」の使用経験

180

永田明子、濱口千佳子、
四宮　聡、安藤市代

学習教材としてのeラーニング導入とその
効果

181

木村由佳、千葉礼子、
佐々木美幸、飯島正平

チーム医療による内視鏡検査室の完全電子
化に向けた取り組み

182

吹田智子、加藤理香、
中谷裕子、十河千愛、
三宅泰裕、飯島正平

がん相談開始後の当院の緩和ケアチームに
おける地域移行の現状の変化

183

加藤理香、吹田智子、
中谷裕子、三宅泰裕、
辻尾一郎、飯島正平

初回がん患者カウンセリング 実施後の継
続相談内容の分析

第17回日本緩和医療学会学
術大会
平成24年6月22日～23日
神戸市
第17回日本緩和医療学会学
術大会
平成24年6月22日～23日
神戸市

第23回日本在宅医療学会
平成24年6月30日～7月1日
横浜市

第26回日本手術看護学会年
次大会
平成24年11月23日～24日
横浜市
第68回日本消化器内視鏡技
師会
平成24年5月12日
東京都

日本外科代謝栄養学会第49
回学術集会
平成24年7月5～6日
浦安市


