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№ 演 者 演 題 学 会 名

1
上田章人、西本真由美、
山口充洋、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

第53回日本呼吸器学会学術講演会
平成25年4月19日～21日
東京都

2

西井稚尋、西河　潤、
北井宏美、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

高齢者ステロイド糖尿病に対するDPP～
4阻害薬の使用経験

第56回日本糖尿病学会年次学術集
会
平成25年5月16日～18日
熊本市

3

北井宏美、小室竜太郎、
谷奈緒子、高石健司、
西河　潤、西井稚尋、
井端　剛、田村信司、
飯田さよみ

ビルダグリプチンで重篤な肝障害を来
した1例

第56回日本糖尿病学会年次学術集
会
平成25年5月16日～18日
熊本市

4

Ibata Takeshi, Yamamoto
Takehisa, Nishikawa Jun,
Kitai Hiromi, Nishii
Chihiro, Komuro Ryutaro,
Adachi Kazushige, Tsuda
Takayuki, Michigami
Toshimi, Ozone Keiichi

A Case of Postmenopausal
Osteoporosis Complicated by
Hypophosphatasia.

2013年国際骨代謝学会・日本骨代
謝学会　第2回合同国際会議
平成25年5月28日～6月2日
神戸市

5

宮里悠佑、金井秀行、
田村信司、西井稚尋、
早川友朗、西川 潤、
北井宏美、井端 剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

ダイエットサプリメント服用により甲
状腺中毒症および電解質異常を呈した
１例

第200回日本内科学会近畿地方会
平成25年6月8日
神戸市

6

飯田さよみ、早川友朗、
西河　潤、北井宏美、
西井稚尋、高橋浩志、
井端　剛、小室竜太郎

糖尿病地域連携パス患者（パス入院患
者と外来患者）のアウトカム評価

第15回日本医療マネジメント学会
平成25年6月14日～15日
盛岡市

7
井端　剛、西河　潤、
北井宏美、西井稚尋、
小室竜太郎、飯田さよみ

術後残存GH産生下垂体腫瘍に対しカベ
ルゴリンに酢酸オクトレチド併用療法
後耐糖能改善のみられた糖尿病の1例

第86回日本内分泌学会学術総会
平成25年7月25日～27日
仙台市

8

芦田宗広、西井稚尋、
井端　剛、古賀　実、
津川有理、西谷重紀、
小室竜太郎、金井秀行、
飯田さよみ、田村信司

尿路感染症にて受診時に示した低カリ
ウム血症を契機に診断した原発性アル
ドステロン症の1例

第201回日本内科学会近畿地方会
平成25年9月7日
京都市

9

清水健史、上田章人、
西本真由美、山口充洋、
金井秀行、田村信司、
前川千絵、嶽村貞治、
中島和広、井上　豊

扁桃周囲膿瘍から外経静脈血栓症、敗
血症性肺塞栓をきたしたLemierre症候
群の1例

第201回日本内科学会近畿地方会
平成25年9月7日
京都市

10

井端　剛、山本威久、
西井稚尋、藤島弘顕、
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
を受けた低ホスファターゼ症保因者の1
例

第15回日本骨粗鬆症学会
平成25年10月11日～13日
大阪市

11

西井稚尋、井端　剛、
小室竜太郎、津田隆之、
藤島弘顕、足立和繁、
住吉哲彦、和田眞理子、
首藤弘司、中本浩平、
山本威久

閉経後骨粗鬆症患者の腰椎及び大腿骨
骨密度測定値に関する検討

第15回日本骨粗鬆症学会
平成25年10月11日～13日
大阪市

12

西井稚尋、西河 潤、
井端  剛、津川有理、
西谷重紀、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を合併した2型糖尿
病の1例

第50回日本糖尿病学会近畿地方会
第49回日本糖尿病協会近畿地方会
平成25年11月23日
京都市

学会発表
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13

西谷重紀、小室竜太郎、
西原彰浩、清水健史、
山崎正美、津川有理、
西井稚尋、井端  剛、
金井秀行、田村信司、
飯田さよみ

自己免疫性膵炎に合併した糖尿病の1例 第50回日本糖尿病学会近畿地方会
第49回日本糖尿病協会近畿地方会
平成25年11月23日
京都市

14

津川有理、小室竜太郎、
内田陽三、畦西恭彦、
西谷重紀、西井稚尋、
井端  剛、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

高齢にて特発性血小板減少性紫斑病を
合併した2型糖尿病の1例

第50回日本糖尿病学会近畿地方会
第49回日本糖尿病協会近畿地方会
平成25年11月23日
京都市

15

津川有理、西井稚尋、
井端　剛、西谷重紀、
小室竜太郎、飯田さよみ、
金井秀行、田村信司

亜急性甲状腺炎を合併した2型糖尿病の
1例

第202回日本内科学会近畿地方会
平成25年12月14日
大阪市

16
飯田さよみ 内分泌･代謝1：［座長］ 第202回日本内科学会近畿地方会

平成25年12月14日
大阪市

17

早川友朗、井端　剛、
山崎正美、津川有理、
西谷重紀、西井稚尋、
小室竜太郎、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

自己免疫性膵炎合併郎尿病のステロイ
ド治療を観察した1例

第23回臨床内分泌代謝Update
平成26年1月24日～25日
名古屋市

18

井端　剛、山口百合子、
梶原華那子、篠木敬二、
中西晴香、福島裕美、
仲下知佐子、土井聖子、
日高久美、見戸佐織、
國枝敦子、徳岡美由紀、
小西永里子、飯島正平

胃瘻造設後早期の誤嚥性肺炎発症症例
の予後に関する検討

第29回日本静脈経腸栄養学会学術
集会
平成26年2月27日～28日
横浜市

19

小西永里子、金井秀行、
山口小百合、梶原華那子、
大里由紀枝、徳岡美由紀、
井端　剛、小室竜太郎、
飯島正平

高齢者慢性心不全患者におけるアルブ
ミン（Aｌｂ）およびトランスサイレチ
ン（TTR)値の推移

第29回日本静脈経腸栄養学会学術
集会
平成26年2月27日～28日
横浜市

20
東口公哉、星美奈子、
池田公正、堺　隆介、
曽我文久、金井秀行

術後創傷による血圧上昇を誘因にPRES
を発症した高齢女性の1例

第202回日本内科学会近畿地方会
平成26年3月1日
大阪市

21

原田直毅、平松直樹、
小瀬嗣子、森下直紀、
山田涼子、宮崎昌典、
薬師神崇行、山田　晃、
三田英治、尾下正秀、
金子晃、萩原秀紀、
井藤敏文、乾　由明、
田村信司、吉原治正、
今井康陽、加藤道夫、
疋田隼人、宮城琢也、
吉田雄一、木曽真一、
考藤達哉、笠原彰紀、
林　紀夫、竹原徹郞

C型慢性肝疾患に対するTVR/Peg～
IFN/RBV併用療法における早期治療効果
と副作用について

第49回日本肝臓学会総会
平成25年6月6日～7日
新宿区

22

西原彰浩、加藤理香、
中谷裕子、三宅泰裕、
山口充洋、辻尾一郎、
飯島正平

当院における悪性消化管狭窄に対する
ステント留置術の検討

第18回日本緩和医療学会学術大会
平成25年6月21日～22日
横浜市

23

山崎正美、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

便潜血陽性で発見された消化器原発マ
ントル細胞リンパ腫の一例

日本消化器病学会近畿支部第99回
例会
平成25年9月28日
大阪市
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24

高石健司 ［座長］ 日本消化器病学会近畿支部第99回
例会
平成25年9月28日
大阪市

25

小瀬嗣子、平松直樹、
森下直紀、原田直毅、
山田涼子、宮崎昌典、
薬師神崇行、尾下正秀、
田村信司、吉原治正、
今井康陽、宮城琢也、
吉田雄一、巽　智秀、
笠原彰紀、林　紀夫、
竹原徹郞

C型肝炎に対するTVR/Peg～IFN/RBV療法
におけるTVR減量投与の有用性について
他施設共同無作為化比較試験（中間発
表）

第17回日本肝臓学会大会
平成25年10月9日～10月10日
東京都港区

26
平野美樹、高石健司、
谷奈緒子、山崎正美、
田村 信司

右房内に疣贅形成を認めたアメーバ性
肝膿瘍の1例

第40回日本肝臓学会西部会
平成25年12月6日～7日
岐阜市

27
谷奈緒子、高石健司、
平野美樹、山崎正美、
田村信司

アジスロマイシンによる劇症肝炎の1例 第40回日本肝臓学会西部会
平成25年12月6日～7日
岐阜市

28

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

川崎病における免疫腑活状態に対する
ステロイドパルス治療の効果

第116回日本小児科学会学術集会
平成25年4月19日～21日
広島市

29

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

海外渡航歴のある父親より感染したパ
ラチフスの一例

第116回日本小児科学会学術集会
平成25年4月19日～21日
広島市

30

Hidehiro Suginobe,
Takehisa Yamamoto,
Yoshimi Mizoguchi,
Testuya Sano,
Junichi Hara,
Shigetoyo Kogaki,
Keiichi Ozono

A DOUBLE DOSE OF STEROID PULSE
THERAPY EFFECTIVELY NORMALIZED AN
ACTIVATED IMMUNOLOGICAL CONDITIONS
IN HIGH RISK KAWASAKI DISEASE

9thASPR CONGRESS & 20thPSM
ANNUAL CONGRESS(ASPR～PSM
2013　Joint Scientific
Meeting)
平成25年5月10日
マレーシア

31

山本威久 ［座長］ 2013年国際骨代謝学会・日本骨代
謝学会　第2回合同国際会議
平成25年5月28日～6月2日
神戸市

32

Takehisa Yamamoto,
Takeshi Ibata,
Takayuki Tsuda,
Kazushige Adachi,
Tetsuhiko Yoshizumi,
Ryutaro Komuro,
Sayomi Iida,
Mariko Wada,
Hiroshi Sudo

A simple statistical model for
evaluating the relationship between
the patients with fast bone loser
and low bone mass in postmenopausal
osteoporosis.

2013年国際骨代謝学会・日本骨代
謝学会　第2回合同国際会議
平成25年5月28日～6月2日
神戸市

33

Takeyari Shinji,
Yamamoto Takehisa,
Yamamoto Katsusuke,
Kubota Takuo, Kitaoka
Taichi, Santo Yoko,
Satomura Kenichi,
Hiroshima Kazuo,
Ozono Keiichi

Association of the presence of bone
deformity in the lower extremities
with the decreased serum creatinine
levels in infants with vitamin D
deficient rickets.

2013年国際骨代謝学会・日本骨代
謝学会　第2回合同国際会議
平成25年5月28日～6月2日
神戸市
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34

Takeyari Shinji,
Yamamoto Takehisa,
Michigami Toshimi,
Hasegawa Kosei,
Tanaka Hiroyuki,
Imanishi Yasuo,
Fukumoto Seiji,
Kitaoka Taichi,
Ozono Keiichi,

A patient with hypophosphatemic
osteomalacia complicated by the
ossification of posterior
longitudinal ligament.

2013年国際骨代謝学会・日本骨代
謝学会　第3回合同国際会議
平成25年5月28日～6月2日
神戸市

35

東 純史、山崎早苗、
中野さやか、岩谷祥子、
富永康仁、青天目信、
下野九理子、沖水剛志、
永井利三郎、大薗恵一

Bright tree appearance(BTA)を呈した
脳症における、てんかん発症群、非発
症群の血液検査所見の比較検討

第55回日本小児神経学会学術集会
平成25年5月29日～6月1日
大分市

36

山本威久 Poster Session I：［座長］ The Scientific Symposium on
Pediatric Bone Disease
平成25年6月2日
大阪市

37

奥山直美 A case of Wilson disease
complicatsd by osteoporosis. A
traial of the therapy using an
active vitamin D and vitamin K
followed by a bisphosphonate of
alendronate'

The Scientific Symposium on
Pediatric Bone Disease
平成25年6月2日
大阪市

38

山本威久 ［座長］ 9th Joint Meeting of
Paediatric Endocrinology 2013
in Milano
平成25年9月19日～22日
Italy

39

梶田聡美、武鑓真司、
山本威久、杉辺英世、
木島衣里、長谷川高誠、
北岡太一、窪田拓生、
大薗恵一、下辻常介

XLHにADPKDを合併した症例におけるリ
ン代謝異常に関する研究

第47回日本小児内分泌学会総会
平成25年10月10日～12日
東京都台東区

40

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、神原正宜、
山本威久、木島衣理、
武鑓真司、下辻常介

軽度の副腎機能低下を合併した肥満の
一例

第47回日本小児内分泌学会学術集
会
平成25年10月10日～12日
東京都台東区

41

窪田拓生、藤原 誠、
三浦弘司、北岡太一、
難波範行、武鑓真司、
山本威久、山藤陽子、
浅田　稔、大薗恵一

ビタミンＤ欠乏を合併した低リン血症
性くる病の診断における血清FGF２３値
の有用性

第47回日本小児内分泌学会学術集
会
平成25年10月10日～12日
東京台東区

42

山本威久、井端　剛、
西井稚尋、小室竜太郎、
飯田さよみ、藤島顕弘、
津田隆之、足立和繁、
和田眞理子、首藤弘史

統計モデルを用いた閉経後骨粗鬆症患
者の年間骨密度減少量の検討

第15回日本骨粗鬆症学会
平成25年10月11日～13日
大阪市

43

武鑓真司、杉辺英世、
溝口好美、山本威久、
下辻常介

βラクタム系抗菌薬による薬剤アレル
ギーの2例

第45回日本小児感染症学会総会・
学術集会
平成25年10月26日～27日
札幌市

44

神原正宜、杉辺英世、
山本威久、奥山直美、
武鑓真司、飯田さよみ、
大月道夫、隅清彰、
下辻常介

高度肥満と軽度の副腎皮質機能低下を
合併した小児の1例

第23回臨床内分泌代謝Update
平成26年1月24日～25日
名古屋市
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45
山本威久 呼吸器・感染症５：［座長］ 第27回近畿小児科学会

平成26年3月9日
奈良市

46

武鑓真司、奥山直美、
梶田聡実、杉辺英世、
東　純史、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、山本威久

βラクタム系抗菌薬による薬剤アレル
ギーが疑われた2例

第27回近畿小児科学会
平成26年3月9日
奈良市

47

武鑓真司、奥山直美、
梶田聡実、杉辺英世、
東　純史、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、山本威久

若年性特発関節炎に髙安動脈炎を合併
した男児例

第27回近畿小児科学会
平成26年3月9日
奈良市

48

梶田聡実、武鑓真司、
山本威久、溝口好美、
下辻常介、長谷川髙誠、
北岡太一、大幡泰久、
窪田拓生、大薗恵一

XLHにADPKDを合併した一例における血
中ビタミンＤおよびリン代謝異常

第27回近畿小児科学会
平成26年3月9日
奈良市

49

奥山直美、梶田聡実、
武鑓真司、杉辺英世、
金野　浩、溝口好美、
下辻常介、高原賢守、
中條　悟、山本威久

ガンマグロブリン、ステロイドパルス
療法、シクロスポリンに不応であった
川崎病の2例

第27回近畿小児科学会
平成26年3月9日
奈良市

50

杉辺英世、奥山直美、
梶田聡実、武鑓真司、
木島衣理、金野　浩、
溝口好美、山本威久、
下辻常介

抗菌薬投与後に下痢、紫斑および血便
を呈した8ヶ月女児例

第27回近畿小児科学会
平成26年3月9日
奈良市

51

松野裕旨、宮本敦史、
浅岡忠史、山本和義、
池上雅一、宮崎道彦、
池田正孝、平尾素宏、
藤谷和正、関本貢嗣、
中森正二

膵頭十二指腸切除例における周術期の
血糖値変動に関する検討

第113回日本外科学会定期学術集
会
平成25年4月11日
福岡市

52

間狩洋一、飯島正平、
長瀬博次、大澤日出樹、
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次元治療でのXP療法にてPRとなった、
再発胃癌の1例

第35回日本癌局所療法研究会
平成25年5月31日
神戸市

53

松野裕旨、浅岡忠史、
宮本敦史、山本和義、
池永雅一、宮崎道彦、
池田正孝、平尾素宏、
藤谷和正、中森正二、
関本貢嗣

肝細胞癌に対するRFA後の肝外進展に対
して外科切除を施行した1例

第35回日本癌局所療法研究会
平成25年5月31日
神戸市

54

大島　聡、高石健司、
谷奈緒子、平尾美樹、
井上　豊、中島和広、
池田公正、三宅泰裕、
間狩洋一、星美奈子、
土井貴司、長瀬博次、
大澤日出樹、小堀優子、
飯島正平、黒川英司、
田村信司

TACE施行後にClostridium肝膿瘍を併発
した肝細胞癌の症例検討

第35回日本癌局所療法研究会
平成25年5月31日
神戸市
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55

土井貴司、黒川英司、
小堀優子、大澤日出樹、
長瀬博次、星美奈子、
間狩洋一、三宅泰裕、
大島聡、池田公正、
飯島正平、吉川宣輝、
美馬正幸、出水祐介、
不破信和

肺尖部胸壁浸潤癌に対して粒子線治療
を施行した1例

第35回日本癌局所療法研究会
平成25年5月31日
神戸市

56

松野裕旨、平尾素宏、
山本和義、藤谷和正、
浅岡忠史、宮本敦史、
池永雅一、池田正孝、
中森正二、関本貢嗣

医原性食道穿孔に対して手術を施行し
た3例

第67回日本食道学会学術集会
平成25年6月13日
大阪市

57

Suzuki R., Kato K.,
Sakisaka H.,
Hashimoto T.,Kusama H.,
Mukai Y.,Kawashima H.,
Hamanaka M.,Takeno A.,
Nakahira S.,
Taniguchi H.,
Takeda Y.,Tamura S.

LAPAROSCOPIC SURGERY FOR
GASTROINTESTINAL EMERGENCIES

第21回欧州内視鏡外科学会(EAES
2013)
平成25年6月19日
プラハ

58

鈴木　玲、加藤健志、
向坂英樹、向井洋介、
革島洋志、竹野　淳、
中平　伸、谷口博一、
武田　裕、田村茂行

要望ビデオ演題　腹部救急疾患に対す
る腹腔鏡手術の現状

第68回日本消化器外科学会総会
平成25年7月17日
宮崎市

59

閒狩洋一 ハーセプチン+セローダ+シスプラチン
療法後、切除した得た肝転移を伴う進
行胃癌の一例

第51回日本がん治療学会学術集会
平成25年10月24日
京都市

60
吉川宣輝 ［司会］ 第75回日本臨床外科学会総会　平

成25年11月21日
名古屋市

61

松野裕旨、浅岡忠史、
宮本敦史、三田英治、
山本和義、池永雅一、
宮崎道彦、池田正孝、
平尾素宏、藤谷和正、
中森正二、関本貢嗣

肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法後
の肝外進展に対して腹腔鏡下腫瘍摘出
術を施行した1例

第26回日本内視鏡外科学会総会
平成25年11月28日
福岡市

62
間狩洋一 集学的治療によりCRとなったstagIVの

胃癌の1例
第86回日本胃癌学会総会
平成26年3月20日
横浜市

63

藤島弘顕 大腿骨転子部骨折術後偽関節にて髄内
釘の折損をきたした２例

第120回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会
平成25年4月3日～5日
和歌山市

64

杉野由希子、蛯名耕介、
二井数馬、津田隆之、
吉川秀樹

血清反応陰性であるがゆえに診断の遅
れた関節リウマチの一症例

第121回中部日本整形外科災害外
科学会･学術集会
平成25年10月3日～4日
名古屋市

65
信貴経夫 腰椎分離すべり症を合併し馬尾に発生

したependymomaの１例
第48回日本脊髄障害医学会
平成25年11月13日～14日
福岡市

66

角村由紀子、崎元和子、
松本千穂、由良　守、
上田章人、山口充洋

肺腫瘍を伴った壊疽性膿皮症の1例 第439回日本皮膚科学会大阪地方
会
平成25年10月12日
大阪市

67
高田　剛、湊のり子、
古賀　実、菅尾英木

80歳以上で診断された前立腺癌症例の
臨床的検討

第101回日本泌尿器科学会総会
平成25年4月25日～27日
札幌市
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68
湊のり子、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

当院における膀胱癌の臨床的・病理学
的検討

第101回日本泌尿器科学会総会
平成25年4月25日～27日
札幌市

69
高田　剛、湊のり子、
古賀　実、菅尾英木

 80歳以上で診断された前立腺癌症例に
おける治療介入の検討

第26回日本老年泌尿器学会
平成25年5月17日～18日
横浜市

70

湊のり子、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

腎盂尿路上皮癌と偶発微小腎細胞癌の
同側同時発生の１例

第225回日本泌尿器科学会関西地
方会
平成26年1月25日
西宮市

71

林裕次郎、石津谷祐、
武田　健、山口唯一朗、
中山雅志、新井康之、
垣本健一、西村和郎、
高田　剛、菅尾英木

膀胱尿路上皮癌治療経過中に前立腺腺
癌、前立腺小細胞癌を認めた１例

第225回日本泌尿器科学会関西地
方会
平成26年1月25日
西宮市

72
高田　剛、湊のり子、
古賀　実、菅尾英木

前立腺癌初回内分泌療法後の癌特異的
生存についての検討

第51回日本がん治療学会学術集会
平成25年10月24日
京都市

73
湊のり子、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

当院におけるCISに対するBCG膀胱内注
入治療症例の臨床的検討

第63回日本泌尿器科学会中部総会
平成25年11月28日
愛知県

74

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、
木村　正

片側付属器摘出後、自然妊娠し分娩に
至ったMcCub～Albright症候群の一例

第65回日本産科婦人科学会学術講
演会
平成25年5月10日～12日
札幌市

75
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

有茎性子宮筋腫捻転による続発性大網
捻転症の1例

第128回近畿産科婦人科学会総会
平成25年6月15日～16日
滋賀県

76

中川　慧、上田　豊、
松崎慎哉、小林栄仁、
木村敏啓、磯部　晶、
馬淵誠士、澤田健二郎、
吉野　潔、藤田征巳、
筒井建紀、木村　正、
西尾幸浩、山本敏也、
加藤宗寛、志紀保彦、
足立和繁、小川晴幾

タキサン製剤、プラチナ製剤抵抗性子
宮体癌に対するGLIF療法に関する第1相
臨床試験（GOGO～EM2)

第54回日本婦人科腫瘍学会学術講
演会
平成25年7月19日～21日
東京都港区

77
雨宮京夏 輸血を要した若年機能性出血の2例 第32回思春期学会総会・学術集会

平成25年8月31日～9月1日
和歌山市

78

雨宮京夏、山本善光、
佐々本尚子、三好ゆかり、
足立和繁

全腹腔鏡下子宮摘出術（TLH) 後8週間
目に膣壁離開した1例

第53回日本産婦人科内視鏡学会学
術講演会
平成25年9月5日～7日
名古屋市

79

佐々本尚子、三好ゆかり、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

単孔式腹腔鏡下付属器摘出術における
腹横筋膜面ブロックの術後鎮痛効果に
ついての検討 の

第53回日本産婦人科内視鏡学会学
術講演会
平成25年9月5日～7日
名古屋市

80

三好ゆかり、佐々本尚子、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

先天性腟欠損症に対して腹腔鏡補助下
造腟術を実施した２症例

第53回日本産婦人科内視鏡学会学
術講演会
平成25年9月5日～7日
名古屋市

81

山本善光、佐々本尚子、
三好ゆかり、雨宮京夏、
足立和繁

当科で施行している全腹腔鏡下子宮全
摘術中の膀胱鏡検査についての検討

第53回日本産婦人科内視鏡学会学
術講演会
平成25年9月5日～7日
名古屋市

82
佐々本尚子、三好ゆかり、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

当院における4孔式と2孔式腹腔鏡下子
宮筋腫核手術の手術費用得を含めた比
較検討

第26回日本内視鏡外科学会総会
平成25年11月28日～30日
福岡市



№ 演 者 演 題 学 会 名

83

岩橋利彦、望月隆一、
山下麻紀

声帯麻痺症例の臨床統計 第114回日本耳鼻咽喉科学会総
会・学術講演会
平成25年5月15日～18日
札幌市

84

田中一成 ［座長］ 第8回日本リハビリテーション医
学会専門医会学術集会
平成25年11月9日～10日
札幌市

85

白銀隆宏、野口貴明、
藤原貴之、土岐晃三、
田中有美、江頭　誠、
出村和彦、津田隆之、
田中一成

切断側大腿骨果上骨折術後に義足をPTB
からTSBに変更し、良好な歩行能力を得
る事ができた1例

第35回日本リハビリテーション医
学会近畿地方会学術集会
平成25年9月21日
大阪市

86

江頭　誠、白銀隆宏、
田中一成

慢性硬膜下血腫患者へのリハビリテー
ションの必要性

第36回日本リハビリテーション医
学会近畿地方会学術集会
平成26年3月8日
京都市

87
橋本典夫 一般演題ポスター：［座長］ 第18回日本緩和医療学会学術大会

平成25年6月21日～22日
横浜市

88
有村佳修、大西佳恵、
石井　努、西原留奈、
人見一彰、橋本典夫

LMA prosealのドレーンチューブより胃
管カテーテルを留置し、食道損傷を発
症した1例

日本臨床麻酔学会第33回大会
平成25年11月1日～3日
金沢市

89
石川明子、戸祭庸子、
三宅泰裕、加藤理香、
今井秀樹、名加真樹

切除不能進行再発大腸癌に対する化学
療法期間における緩和ケアのあり方

第18回日本緩和医療学会学術大会
平成25年6月21日～22日
横浜市

90
戸祭庸子、石川明子、
三宅泰裕、今井秀樹、
名加真樹

がん化学療法での緩和ケアにおける薬
剤師の役割

第7回日本緩和医療薬学会年会
平成25年9月15日～16日
千葉市

91

原田靖基、岡本克文、
藤井千賀、木村　豊、
川瀬朋乃、川端良平、
今井秀樹、仲下知佐子、
名加真樹、八野芳已

胃癌SP療法施行時のMgSO4補充による腎
機能障害抑制効果に関する後方視的検
討

第51回日本がん治療学会学術集会
平成25年10月24～26日
京都市

92
内田絵里花 婦人科腹腔鏡下手術における術前加温

の導入と評価
第27回日本手術看護学会年次大会
平成25年10月18日
大阪市

93
横山智美、田中未希子、
竹内葉子、山倉弘子

脊椎手術後における側臥位での食事形
態と用具の工夫

大阪府看護研究学会
平成25年12月14日
大阪市

94
見戸佐織 当院での10年にわたる輸液ライン管理

の取り組み
第29回日本静脈経腸栄養学会
平成26年2月28日
横浜市

95
島田和香子 病棟ICTメンバーが行う 手指衛生直接

観察法と 遵守改善の取り組み
第27回日本環境感染学会
平成26年3月2日
横浜市

96
土井　聖子 血液疾患の化学療法入院におけるNST導

入の試み
第29回日本静脈経腸栄養学会
平成26年2月28日
横浜市

97

萬雲正清、谷川信美、
志田　梓、森真規子、
谷口直行、小西永里子、
井藤紀明、金井秀行

Qp/Qs測定における基礎的検討 第62回日本医学検査学会
平成25年5月18日
高松市

98
大石　彩、政安直樹、
谷口直行、高石健司

ＢＮＰ院内導入についての取組みと成
果

第52回全国自治体病院学会
平成25年10月17日
京都市
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99

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

右房内浸潤が疑われたアメーバー性肝
膿瘍の一例

日本超音波医学会第30回関西地方
会学術集会
平成25年11月9日
大阪市

100

木村紘也 高分解能撮影CTの逐次近似を応用した
再構成法の検討

第69回日本放射線技術学会総会学
術大会
平成25年4月11日～14日
横浜市

101

木村紘也 逐次近似応用再構成法を使用したCT腹
部脂肪分布評価の検討

第57回日本放射線技術学会近畿部
会学術大会
平成26年1月26日
大津市

102

木村紘也 家族性高コレステロール血症診断のア
キレス腱軟線撮影方法の現状

第57回日本放射線技術学会近畿部
会学術大会
平成26年1月26日
大津市

103

梶原華那子、山口小百合、
篠木敬二、畑亜希子、
奥野瑠梨、見戸佐織、
土井聖子、井端剛、
小西永里子、小室竜太郎、
飯島正平

NST加算算定要件である血液検査値確保
に向けた取り組み（第２報）

第29回日本静脈経腸栄養学会
平成26年2月27日～28日
横浜市

104

土井聖子、見戸佐織、
飯田由貴代、徳岡美由紀、
大里由紀枝、井端　剛、
小西永里子、梶原華那子、
仲下知佐子、小室竜太郎、
飯島正平

血液疾患の化学療法入院におけるNST導
入の試み

第29回日本静脈経腸栄養学会
平成26年2月27日～28日
横浜市

105

畑亜希子、篠木敬二、
梶原華那子、山口小百合、
奥野瑠梨、徳岡美由紀、
國枝敦子、見戸佐織、
土井聖子、井端　剛、
小室竜太郎、飯島正平

大腸手術クリニカルパスの早期経口摂
取導入後の食事バリアンスの分析

第29回日本静脈経腸栄養学会
平成26年2月27日～28日
横浜市

106

日高久美、梶原華那子、
見戸佐織、土井聖子、
國枝敦子、飯島正平、
井端　剛、小室竜太郎

末梢点滴栄養方法の転帰調査　～看取
りについて～

第29回日本静脈経腸栄養学会
平成26年2月27日～28日
横浜市

107

福田将誉、菅尾英木、
伊佐田文彦、小野哲章、
武田　裕

包絡分析法を用いた臨床工学技士の医
療機器安全管理業務配分の最適化

第8回医療の質・安全学会学術集
会
平成25年11月23日～24日
江東区

108

福田将誉、菅尾英木、
伊佐田文彦、小野哲章、
武田　裕

心理的尺度による臨床工学技士の医療
機器安全管理業務に対する調査研究

第8回医療の質・安全学会学術集
会
平成25年11月23日～24日
江東区

109

森川　貴之 未収金対策の取り組み（督促業務フ
ロー策定から支払督促の実施まで）

第15回日本医療マネジメント学会
学術総会
平成25年6月14日
盛岡市

110
日髙久美 退院時栄養治療実施計画兼報告書の添

付は 　　退院時栄養管理サマリーの代
用になっているか

第24回在宅医療学会学術集会
平成25年5月18～19日
大阪市

111

日髙久美 退院調整時に末梢点滴栄養を予定した
症例の背景調査

第29回日本静脈経腸栄養学会学術
集会
平成26年2月27～28日
横浜市

112

木下怜子、佐々木美幸、
峯崎美保、千葉佳恵、
湊崎　雄、小林美保、
山本威久

腸炎の包括診断群設定の妥当性につい
て

第39回診療情報管理学会学術大会
平成25年9月5日～6日
つくば市



№ 演 者 演 題 学 会 名

113
佐々木美幸、千葉佳恵、
峯崎美穂、湊崎　雄、
木下怜子、小林美保

外来患者受診状況分析 第39回診療情報管理学会学術大会
平成25年9月5日～6日
つくば市

114

四宮　聡、佐藤久美子、
田中沙苗、阪田智尋、
久次米明子、梶原加代子

CAUTIサーベイランスの継続による感染
率低減への効果

第2回日本感染管理ネットワーク
学術集会
平成25年5月25日
高槻市

115

四宮聡、田平　梓、
永田明子、佐藤久美子、
内田絵里花、濱口千佳子、
金本美紀子、安藤市代

リユース用トラカールの清浄度評価と
その有効性

第27回日本手術看護学会年次大会
平成25年10月18日
大阪市

116
四宮　聡、佐藤久美子 外科病棟における感染制御策の評価 第26回日本外科感染症学会

平成25年11月25日
神戸市

117
四宮　聡 手術室と中央材料部/外部委託業者との

連携の実際
第35回日本手術医学会総会
平成25年11月8日
横浜市

118
飯島正平、四宮　聡　佐藤
久美子

電子カルテベンダーアプリケーション
によるSSIサーベイランスデータ抽出の
実際

第26回日本外科感染症学会
平成25年11月26日
神戸市

119
四宮　聡 手術室の感染制御 第37回日本手術眼科学会学術総会

平成26年1月18日
京都市

120
四宮　聡 手術部位感染対策を考える～ICNの手術

部位感染対策へのかかわり～
第29回日本環境感染学会総会
平成26年2月14日
品川区

121
谷野　守、永田篤史、
宮本　巌、四宮　聡

専任スタッフ不在の小規模施設におけ
る環境改善への取り組み

第29回日本環境感染学会総会
平成26年2月14日
品川区

122
石河千恵、永田篤史、
宮本　巌、四宮　聡

カテーテルケアの統一によるCLABSI低
減への取り組み

第29回日本環境感染学会総会
平成26年2月15日
品川区

123

夏川和香子、佐藤久美子、
酒井朱厘、藤井啓嗣、
村木雄一、四宮　聡、
梶原加代子、山口充洋

病棟ICTメンバーが行う直接観察法と遵
守改善の取り組み

第29回日本環境感染学会総会
平成26年2月15日
品川区

124

藤井啓嗣、山口充洋、
梶原加代子、四宮　聡、
佐藤久美子、酒井朱厘、
村木雄一

当院血液培養検査から見た感染症臨床
サポートに関する取組みの評価

第29回日本環境感染学会総会
平成26年2月14日
品川区

125

出村和彦、藤原康治、
吉永邦彦、石嵜　靖、
白銀隆宏、江頭　誠、
田中有美、津田隆之、
田中一成

リハビリテーション処方システム変更
によるリハビリテーション部職員の意
識変化について

第52回全国自治体病院学会
平成25年10月17日
京都市

126

浦慎太朗、出村和彦、
吉永邦彦、津田隆之、
田中一成

非定型大腿骨骨折を呈した一症例.ビス
フォスフォネート製剤長期投与に対す
るリスク管理

リハビリテーションケア合同研究
大会
平成25年11月22日
千葉市

127

吉永邦彦、出村和彦、
藤原康治、石嵜　靖、
白銀隆宏、江頭　誠、
田中有美、津田隆之、
田中一成

急性期病院におけるリハビリテーショ
ン処方システム変更に伴う患者動態の
変化

リハビリテーションケア合同研究
大会
平成25年11月22日
千葉市

128

浦慎太朗、出村和彦、
田中一成

両変形性股関節症を呈した大腿骨転子
部骨折の１床例

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26年2月16日
箕面市立病院


