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№ 演 者 演 題 学 会 名

1

山本威久 豊能広域こども急病センターでのインフル
エンザ患者調査～投与薬剤を中心に～

第24回日本外来小児科学会
年次集会
平成26年4月6日
大阪市

2

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70回日本放射線技術学会
総会学術大会
平成26年4月10～13日
横浜市

3

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70回日本放射線技術学会
総会学術大会
平成26年4月10～13日
横浜市

4

岡本恭典 1%クロルヘキシジングルコン酸塩の手術部
位感染予防効果に関する検討

第122回中部日本整形外科災
害外科学会
平成26年4月11日～12日
岡山市

5

梶田聡実、武鑓真司、
山本威久、溝口好美、
下辻常介、長谷川高誠、
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ビタミ
ンD及びリン代謝異常

第117回日本小児科学会学術
集会
平成26年4月13日
名古屋市

6

後藤晃、村瀬剛、岡久仁洋 4次元CTを用いた母指手根中手骨関節の生
体4次元動態解析

第57回日本手外科学会学術
集会
平成26年4月17日～18日
沖縄市

7

塩路光徳、神田昌子、
小和貴雄、李亨相、
米田佳代、藤谷真弓、
辻江智子、高橋佳世子、
蒲池圭一、脇本昭憲、
徳平厚

地域周産期母子医療センターにおける全腹
腔鏡下子宮全摘術の検討

第66回日本産婦人科学会学
術講演会
平成26年4月18日～20日
東京都

8

大武慧子、吉野潔、
小林栄仁、木村敏啓、
磯部晶、馬淵誠士、
上田豊、澤田健二郎、
藤田征巳、筒井健紀、
木村正

パクリタキセル投与に伴う末梢神経障害床
状に対するデュロキセチンの効果

第66回日本産婦人科学会学
術講演会
平成26年4月18日～20日
東京都

9

西谷重紀、津川有理、
西井千尋、井端剛、
小室竜太郎、山本威久、
飯田さよみ

低カリウム血性四肢麻痺で救急受診し
Gitelman症候群と診断された１例

第87回日本内分泌学会学術
総会
平成26年4月24日～26日
福岡市

10

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

FAM20C遺伝子変異による低リン血症性骨軟
化症の１例

第87回日本内分泌学会学術
総会
平成26年4月24日～26日
福岡市

11

西井稚尋、井端剛、
小室竜太郎、飯田さよみ、
津田隆之、藤島弘顕、
足立和繁、吉住哲彦、
和田眞理子、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87回日本内分泌学会学術
総会
平成26年4月24日～26日
福岡市

12

高田剛、湊のり子、
古賀実、菅尾英木

当科における80歳以上のPSA高値症例に対
する前立腺生検・前立腺癌治療介入の検討

第102回日本泌尿器科学会総
会
平成26年4月24日～27日
神戸市

13

湊のり子、高田剛、
古賀実、菅尾英木

箕面市立病院における筋層浸潤性膀胱癌に
対する放射線併用化学療法の治療成績

第102回日本泌尿器科学会総
会
平成26年4月24日～27日
神戸市
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14

Satomi Kajita,
Shinji Takeyari,
Takehisa Yamamoto,
Yasuhisa Ohata,
Kosei Hasegawa,
Taichi Kitaoka,
Yoshimi Mizoguchi,
Tsunesuke Shimotsuji,
Takuo Kubota, and
Keiichi Ozono

The role of FGF23 for abnormal Vitamin
D metabolism implicated by an XLH
patient complicated by ADPKD

PAS/ASPR Joint Meeting
2014
平成26年5月3日～6日
カナダ　バンクーバー

15
福田将誉、山元祐宏、
菅尾英木、伊佐田文彦、
小野哲章、武田裕

手術室における臨床工学技士の医療機器ト
ラブル対応

第24回日本臨床工学会
平成26年5月10～11日
仙台市

16

四宮聡 感染制御と支えるリーダーシップを考える 第3回日本感染管理ネット
ワーク学術集会
平成26年5月10日
名古屋市

17

四宮聡 感染管理を支える！～ICNのリーダーシッ
プ力、どう発揮する？～

第３回日本感染管理ネット
ワーク学術集会
平成26年5月10日
名古屋市

18

四宮聡、佐藤久美子、
菅野紫、密井由美子

地域ネットワークを活用した環境改善 第３回日本感染管理ネット
ワーク学術集会
平成26年5月10日
名古屋市

19

鎌倉武史、石田雄介、
北原糺、滝本泰光、
堀井新、宇野敦彦、
今井貴夫、猪原秀典

ラット前庭神経節におけるTRPV1,TRPA1受
容体の機能的発現について

第115回日本耳鼻咽喉科学会
総会・学術講演会
平成26年5月15日～17日
福岡市

20

津川有理、西谷重紀、
西井稚尋、井端剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

甲状腺機能低下症を合併し発症後20年経過
した1型糖尿病の1例

第57回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成26年5月22日～24日
大阪市

21

飯田さよみ、津川有理、
西谷重紀、西井稚尋、
井端剛、小室竜太郎

箕面市における糖尿病地域連携パスのアウ
トカム評価

第57回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成26年5月22日～24日
大阪市

22

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25回在宅医療学会学術集
会
平成26年5月24.25日
倉敷市

23

吹田智子 がん患者カウンセリング導入による当院地
域医療室での緩和ケア地域移行支援の影響

第25回在宅医療学会学術集
会
平成26年5月24.25日
倉敷市

24

土井貴司 当院における急性胸膜炎/膿胸手術症例の
検討

第31回日本呼吸器外科学会
総会および第20回呼吸器外
科セミナー
平成26年5月29日～30日
東京都

25
吉岡華子、金田眞理、
片山一朗

無汗性外胚葉形成異常症におけるアトピー
的側面の検討

第113回日本皮膚科学会総会
平成26年5月30日～6月1日
京都市

26

橋本典子、藤森裕梨、
井上智子、吉岡華子、
永田尚子、山岡俊文、
小豆澤宏明、谷守、
片岡一朗、小林照明

乾癬の診断にて長期加療中発症した劇症型
Mucha-Habermann病（FUMHD)の2例

第113回日本皮膚科学会総会
平成26年5月30日～6月1日
京都市

27

白銀隆宏、田中有美、
江頭誠、津田隆之、
田中一成

切断側大腿骨顆上骨切除後に義足をPTBか
らTSBに変更し、良好な歩行能力を得る事
が出来た1例

第51回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
平成26年6月5日～7日
名古屋市

28

田中一成、白銀隆宏、
田中有美、江頭誠、
津田隆之

急性期におけるリハビリテーション処方シ
ステム変更に伴う、患者動態変化と職員の
意識変化

第51回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
平成26年6月5日～7日
名古屋市
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29

白銀隆宏、野口貴明、
江頭誠、田中有美、
津田隆之、田中一成

下腿切断後に生じた大腿骨顆上骨折の1症
例

第51回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
平成26年6月5日～7日
名古屋市

30

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51回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
平成26年6月5日～7日
名古屋市

31

萬雲正清、谷川信美、
志田梓、森真規子、
小西永里子、井藤紀明、
金井秀行

Qp/Qs計測における測定誤差の検討 第39回日本超音波検査学会
平成26年6月14日
名古屋市

32
四宮聡、幸前朱厘、
大石貴幸、伏見了

次亜塩素酸ナトリウムによるATP測定への影第89回日本医療機器学会
平成26年6月14日
新潟市

33

櫛村澄華、井端剛、
古賀実、津川有理、
西井稚尋、西谷重紀、
小室竜太郎、金井秀行、
飯田さよみ、田村信司

術前検査で判明した副腎偶発腫瘍を契機に
診断したサブクリニカルクッシング症候群
の1例

第204回日本内科学会近畿地
方会
平成26年6月14日
大阪市

34

西原彰浩 「緩和ケアってなあに？」で市民の認識は
変わったか？～市民医療講座のアンケート
調査より～

第19回日本緩和医療学会学
術大会
平成26年6月19日～21日
神戸市

35

吹田智子 当院における婦人科がん患者へのがん患者カ
ウンセリングの内容と支援の現状

第19回日本緩和医療学会学
術大会
平成26年6月22日
神戸市

36

加藤理香 初回がん患者カウンセリング後の家族から
の継続相談内容の分析

第19回日本緩和医療学会学
術大会
平成26年6月22日
神戸市

37

T.Aoki FIVE CASES OF GASTROINTESTINAL STROMAL
TUMOR(GIST) OPERATED BY SILS: HOW DO
WE USE 2 OPERATING TECHNIQUE
SEPARATELY?

14th world congress of
endoscopic  surgery
平成26年6月24日～29日
フランス

38
谷拡樹、池永安弘、
出村和彦、江頭誠、
白銀隆宏、田中一成

健常成人における足底接地の有無が随意的
な咳嗽力に与える影響

第15回日本言語聴覚学会
平成26年6月28日
大宮市

39

大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

子宮漿膜下筋腫茎捻転による急性腹症を腹
腔鏡下手術にて治療した2例

第130回近畿産婦人科学会総
会ならびに学術集会
平成26年6月28日～29日
大阪市

40

山本威久、武鑓真司、
福本誠二、道上敏美、
北岡太一、窪田拓生、
下辻常介、大薗恵一

FAM20C遺伝子変異による低リン血症性骨軟
化症患者における経口リン負荷試験

第57回日本腎臓学会学術総
会
平成26年7月4日～6日
横浜市

41

山本善光 妊娠12週にサイトメガロウイルス感染症
（肝炎、食道炎）を発症した1例

第50回日本周産期・新生児
医学会学術集会
平成26年7月13日～15日
浦安市

42

小山太一 消化器外科領域におけるSSIに対する局所
陰圧閉鎖療法の有用性の検討

第69回日本消化器外科学会
総会
平成26年7月16日～18日
郡山市

43

佐々本尚子、大武慧子、
三好ゆかり、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

複視症状より髄膜播種の診断に至った腹膜
癌の1例

第56回日本婦人科腫瘍学会
学術講演会
平成26年7月17日～19日
宇都宮市

44

畑原誠、遠近美和子、
増田利佳、内海司、
田中有美、出村和彦、
高群美和、江頭誠、
白銀隆宏、田中一成

神経型Wilson病に対するリハビリテーショ
ンアプローチの一症例

大阪府理学療法学会
平成26年7月20日
大阪市

45
浦慎太朗、出村和彦、
江頭誠、田中一成

特発性正常圧水頭症を呈した一症例 大阪府理学療法学会
平成26年7月20日
大阪市
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46

畑原誠、遠近美和子、
増田利佳、内海司、
田中有美、出村和彦、
高群美和、江頭誠、
白銀隆宏、田中一成

神経型Wilson病に対するリハビリテーショ
ンアプローチの一症例

第50回理学療法全国学術大
会プレコングレスミーティ
ング
平成26年7月26日
東京都

47

小林美保、千葉佳恵、
木下怜子、湊崎雄、
曽根翔、佐々木美幸、
池田公正

がん地域連携パス適用後の受診状況につい
て

第40回診療情報管理学会学
術大会
平成26年9月11日～12日
盛岡市

48

佐々木美幸 シンポジウム
医療の質向上に向けてのDPCデータ活用

第40回診療情報管理学会学
術大会
平成26年9月11日～12日
盛岡市

49
信貴経夫 受傷から診断までに時間を要した頚椎脱臼

の一例
第49回日本脊椎障害医学会
平成26年9月11日～12日
旭川市

50

雨宮京夏、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
足立和繁

腹腔鏡下筋腫核出術における術式および筋
腫搬出法の工夫：2孔式、3孔式による臍部
からの筋腫回収と4孔式によるモルセレー
タ使用との比較

第54回日本産婦人科内視鏡
学会学術講演会
平成26年9月11日～13日
鹿児島市

51

塩路光徳、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

当科における緊急腹腔鏡手術の検討 第54回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成26年9月11日～13日
鹿児島市

52

高橋佳世、笹瀨亜弥、
大武慧子、佐々本尚子、
三好ゆかり、塩路光徳、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

卵巣チョコレート嚢胞に対する術後薬物療
法の有用性についての検討

第54回日本産婦人科内視鏡
学会学術講演会
平成26年9月11日～13日
鹿児島市

53

足立和繁、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏

当院での腹腔鏡下子宮全摘術（TLH)の変遷
と現況

第54回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成26年9月11日～13日
鹿児島市

54

大武慧子、笹瀨亜弥、
高橋佳世、佐々本尚子、
三好ゆかり、塩路光徳、
山本善光、雨宮京夏、
足立和繁

超高齢者（105歳）の卵巣腫瘍破裂による
急性腹症に対し腹腔鏡下付属器摘出術で加
療した1例

第54回日本産婦人科内視鏡
学会学術講演会
平成26年9月11日～13日
鹿児島市

55

木村妙香、松井奈緒美、
加藤有紀、原田佳英子、
竹内葉子

回復期リハビリテーション病棟における看
護補助者との協働

第26回固定チームナーシン
グ全国研究集会
平成26年9月13日
神戸市

56

荒賀美幸、岩井明子、
有馬勝美

小児の持続点滴固定の工夫と観察強化への
取り組み

第26回固定チームナーシン
グ全国研究集会
平成26年9月13日
神戸市

57

志田梓、萬雲正清、
谷川信美、谷香里、
小西永里子、井藤紀明、
金井秀行

診断に苦慮した心尖部血栓の一例 第54回日臨技近畿支部医学
検査学会
平成26年9月20日
神戸市

58

成田登紀、井端剛、
井藤紀明、秀嶋絵理子、
津川有理、小室竜太郎、
金井秀行、飯田さよみ、
田村信司

術後残存GH産生下垂体腫瘍に対し薬物療法
で経過観察中の拡張型心筋症様心臓を呈し
た先端巨大症の1例

第205回日本内科学会近畿地
方会
平成26年9月20日
大阪市

59

吉田康幸、高田剛、
古賀実、菅尾英木、
湊のり子

自然破裂にて発見された類上皮型腎血管筋
脂肪腫の1例

第227回日本泌尿器科学会関
西地方会
平成26年9月20日
箕面市

60

白銀隆宏、吉永邦彦、
出村和彦、高群美和、
曽我文久、江頭誠、
田中有美、田中一成

当院にてリハ介入を行ったCIDPの2症例 第37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9月20日
大阪市
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江頭　誠、白銀隆宏、
田中有美、藤島弘顕、
田中一成

大腿切断者インテリジェント膝継手義足歩
行中に生じた脊椎圧迫骨折の一例

第37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9月20日
大阪市

62

萬雲正清、谷川信美、
志田梓、谷香里、
小西永里子、井藤紀明、
金井秀行

生理検査室における心電図の一元管理
～導入当初と10年後での比較～

第54回日臨技近畿支部医学
検査学会
平成26年9月21日
神戸市

63

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

FAM20C遺伝子のホモ接合性変異による低リ
ン血症性骨軟化症の１例

第４８回日本小児内分泌学
会学術集会
平成26年9月25日～27日
浜松市

64

三好ゆかり、笹瀨亜弥、高
橋佳世、大武慧子、佐々本
尚子、塩路光徳、山本善
光、雨宮京夏、足立和繁

術中腹腔内にロックプレートが脱落した1
症例

第27回日本内視鏡外科学会
総会
平成26年10月2日～4日
盛岡市

65

山本善光、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、雨宮京夏、
足立和繁

胎盤ポリープに対して子宮鏡下手術を施行
した8症例についての検討

第27回日本内視鏡外科学会
総会
平成26年10月2日～4日
盛岡市

66

足立和繁、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏

当院での腹腔鏡下子宮全摘術（TLH)の後方
視的検討

第27回日本内視鏡外科学会
総会
平成26年10月2日～4日
盛岡市

67

梶田聡実、武鑓真司、
山本威久、中山尋文、
下辻常介、北岡太一、
窪田拓生、道上敏美、
大薗恵一

ADPKDを合併したXLHの１例におけるビタミ
ンD代謝異常とFGF23，可溶性klothoとの関
係

第44回日本腎臓学会西部学
術大会
平成26年10月3日～4日
神戸市

68

中矢亮太 先天性内反足遺残変形に対し松下法を用い
て加療した一例

第123回中部日本整形外科災
害外科学会・学術集会
平成26年10月3日～4日
名古屋市

69

山城尊靖 傾斜磁場波形の制御によるMRI騒音低減技術
に関する基礎的検討

第42回日本放射線技術学会
秋季学術大会
平成26年10月9～11日
札幌市

70

藤岡大輔 テーブル埋め込み型コイルを併用した肩関
節MRI撮像に関する基礎的検討

第42回日本放射線技術学会
秋季学術大会
平成26年10月9～11日
札幌市

71

高田 剛、吉田康幸、
古賀　実、菅尾英木

D2期前立腺癌における予後規定因子の検討 第64回日本泌尿器科学会中
部総会
平成26年10月17日～19日
浜松市

72

森田祐史、西原彰浩、
清水健史、平野美樹、
谷奈緒子、山﨑正美、
山北剛史、由良守、
高石健司、田村信司

内視鏡的粘膜下層剥離術を契機に発見され
た虫垂癌の1例

第206回日本内科学会近畿地
方会
平成26年10月22日
京都市

73

井端　剛、秀嶋絵理子、
藤島弘顕、津田隆之、
塩路光徳、雨宮京夏、
足立和繁、吉住哲彦、
和田眞理子、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16回日本骨粗鬆症学会
平成26年10月23日～25日
東京都

74
山本威久 一般演題（講演）25 第16回日本骨粗鬆症学会

平成26年10月23日～25日
東京都

75

山本威久、吉村典子、
井端剛、秀嶋絵理子、
足立和繁、雨宮京夏、
津田隆之、藤島弘顕、
吉住哲彦、和田眞理子

閉経後女性の腰椎及び大腿骨近位部におけ
る骨密度減少量の推定

第16回日本骨粗鬆症学会
平成26年10月23日～25日
東京都
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76

秀嶋絵理子、東典子、
松本千穂、成田登紀、
津川有理、井端剛、
小室竜太郎、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

足病変を合併した未治療糖尿病の1例 第51回日本糖尿病学会近畿
地方会
平成26年10月25日
大阪市

77

成田登紀、小室竜太郎、
秀嶋絵理子、津川有理、
井端剛、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

食欲制御困難なPrader-Willi 症候群に合
併した糖尿病の1例

第51回日本糖尿病学会近畿
地方会
平成26年10月25日
大阪市

78

津川有理、小室竜太郎、
成田登紀、秀嶋絵理子、
井端剛、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

治療自己中断後発症した糖尿病性片側舞踏
病の1例

第51回日本糖尿病学会近畿
地方会
平成26年10月25日
大阪市

79

東　典子、崎元和子、
松本千穂、高群美和、
曽我文久、井端剛

ヒト免疫グロブリン大量静注療法が奏効し
た皮膚筋炎の一例

第65回日本皮膚科学会中部
支部学術大会
平成26年10月25日～26日
大阪市

80
田平梓 当院手術室における体温管理の現状 第53回全国自治体病院学会

平成26年10月30日～31日
宮崎市

81
野瀬正樹、松本ゆみ、
木村豊、向井すなえ

看護師・看護補助者間のカンファレンスの
定着　－チームリーダーとしての取組み－

第53回全国自治体病院学会
平成26年10月30日～31日
宮崎市

82

雨宮京夏、足立和繁、
塩路光徳、井端　剛、
津川有理、秀嶋絵理子、
津田隆之、藤島弘顕、
中本浩平、住吉哲彦、
和田眞理子、山本威久

50歳以上女性の腰椎、大腿骨の骨密度とこ
れに影響を与える因子の検討

第29回日本女性医学学会学
術集会
平成26年11月1日～2日
東京都

83

塩路光徳 、笹瀨亜弥、
高橋佳世、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
山本善光、雨宮京夏、
山本威久、足立和繁

小児期での牛乳摂取習慣が閉経後女性の骨
密度に及ぼす効果

第29回日本女性医学学会学
術集会
平成26年11月1日～2日
東京都

84

生田成美 学習会開催がリンクナースの達成感につな
がった要因～ハーズバーグの動機づけ・衛
生理論を用いた検討

第38回日本死の臨床研究会
年次大会
2014年11月2日
横浜市

85

鎌倉武史、北原糺、
滝本泰光、大薗芳之、
堀井新、今井貴夫、
奥村朋子、猪原秀典

前庭神経節におけるTRPV4受容体の発現 第73回日本めまい平衡医学
会総会・学術講演会
平成26年11月5日～7日
横浜市

86

滝本泰光、今井貴夫、
宇野敦彦、鎌倉武史、
北原糺、堀井新、
奥村朋子、猪原秀典

ハイスピードカメラを用いたマウス前庭動
眼反射検査装置開発

第73回日本めまい平衡医学
会総会・学術講演会
平成26年11月5日～7日
横浜市

87

吉永邦彦、鈴木恵、
津田隆之、白銀隆宏、
江頭誠、村田光謙、
田中一成

術後、誤嚥性肺炎を併発した大腿骨近位部
骨折患者の特徴

リハビリテーション・ケア
合同研究大会
平成26年11月6日
長崎市

88

池永安弘、出村和彦、
河原俊徳、上嶋知加、
田中一成

ICU患者の早期リハ介入の効果 リハビリテーション・ケア
合同研究大会
平成26年11月6日
長崎市

89

秀嶋絵理子、井端剛、
成田登紀、津川有理、
小室竜太郎、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

ラトケ嚢胞にともなう完全型尿崩症の1例 第15回日本内分泌学会近畿
支部学術集会
平成26年11月8日
西宮市

90

土井貴司、黒川英司、
小堀優子、山口充洋、
上田章人、西本真由美

蜂窩肺を背景に細気管支肺胞上皮癌とアス
ペルギローマが認められた1例

第55回日本肺癌学会学術集
会
平成26年11月14日～16日
京都市
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間狩洋一、藤谷和正、
田村茂行、松山　仁、
今村博司、藤田淳也、
飯島正平、上田修吾、
下川敏雄、黒川幸典、
佐藤太郎、辻仲利政、
古川　洋

病期3A/3B胃癌に対する術後補助化学療法
としてのドセタキセル+TS-1療法の6ヶ月間
継続投与のfeasibilityの検討（OGSG1002)

第76回日本臨床外科学会総
会
平成26年11月20日～22日
郡山市

92

小林照之、間狩洋一、
東口公哉、小堀優子、
土井貴司、小山太一、
星美奈子、青木太郎、
村上雅一、池田公正、
黒川英司

胃軸捻転、胃穿孔を来した完全内臓逆位の
1例

第76回日本臨床外科学会総
会
平成26年11月20日～22日
郡山市

93

村上雅一、東口公哉、
小林照之、小堀優子、
小山太一、土井貴司、
星美奈子、間狩洋一、
青木太郎、池田公正、
黒川英司

当院における外来化学療法室でのチーム医
療の構成

第76回日本臨床外科学会総
会
平成26年11月20日～22日
郡山市

94

栗本久美子、佐々木美幸、
菅尾英木

転倒転落アクシデントの低減への取り組み
～危険度評価の低い患者へのアプローチ～

第9回医療の質・安全学会学
術集会
平成26年11月22日
千葉市

95

福田将誉、栗本久美子、
山倉弘子、菅尾英木、
武田裕

危険予知トレーニング実践前後の安全意識 第9回医療の質・安全学会学
術集会
平成26年11月22～23日
千葉市

96

高田　剛、吉田康幸、
古賀　実、菅尾英木

尿管ステント留置を施行した結石性閉塞性
腎盂腎炎の臨床的検討

第28回日本泌尿器内視鏡学
会総会
平成26年11月26日～28日
福岡市

97
四宮聡、山本久美子、
小山太一、土井貴司

手術室の環境改善への取り組み 第27回外科感染症学会
平成26年12月4日
江東区

98
四宮聡 術後患者のCLABSIを予防する 第27回外科感染症学会

平成26年12月4日
江東区

99

竹本早希、井端剛、
津川有理、古賀実、
成田登紀、秀嶋絵理子、
小室竜太郎、金井秀行、
飯田さよみ、田村信司

右下副甲状腺腺腫による原発性副甲状腺機
能亢進症の１例

第206回日本内科学会近畿地
方会
平成26年12月6日
京都市

100

堺竜介、高群美和、
横江勝、曽我文久

前頭側頭葉型認知症をともなった flail
arm 型筋萎縮性側索硬化症の１例

日本神経学会第101回近畿地
方会
平成26年12月13日
神戸市

101

福田将誉、栗本久美子、
山倉弘子、菅尾英木、
武田裕

危険予知トレーニング実施の安全意識比較 第2回医療安全実践教育研究
会
平成26年12月16日
大阪市

102
鈴木恵 療法士が栄養管理に取り組むための課題～

療法士の意識調査から～
第18回日本病態栄養学会
平成27年1月10～11日
京都市

103

鈴木恵 シンポジウム
療法士が栄養管理に取組むための課題

第18回日本病態栄養学会年
次学術集会
平成27年1月11日
京都市

104

白川康文、金井秀行 DPC対象病院における後発医薬品切り替え
基準

第36回日本病院薬剤師会近
畿学術大会
平成27年1月24日～25日
和歌山市

105

榊康晴、仲下知佐子
今井秀樹、白川康文、
戸祭庸子

ICUでの病棟薬剤業務の取り組み 第36回日本病院薬剤師会近
畿学術大会
平成27年1月24日～25日
和歌山市
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足立和繁、中村幸司、
高橋佳世、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、藤谷真弓、
辻江智子、蒲池圭一、
脇本昭憲、小林栄仁、
澤田健二郎、徳平　厚、
木村　正

卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下術
後のジェノゲスト投与（多施設共同観察研
究)：シンポジウム

第36回日本エンドメトリ
オーシス学会
平成27年1月24日～25日
東京都

107

高橋佳世、笹瀬亜弥、
鈴木敦子、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
塩路光徳、山本善光、
雨宮京夏、足立和繁

卵巣チョコレート嚢胞の術後再発リスク因
子についての検討

第36回日本エンドメトリー
オーシス学会
平成27年1月24日～25日
東京都

108

木村紘也 CT撮影技術　座長 日本放射線技術学会近畿部
会第58回学術大会
平成27年1月25日
神戸市

109

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

当院におけるNST介入患者の改善度評価方
法についての検討とNST活動の今後の課題

第30回日本静脈経腸栄養学
会
平成27年2月12日～13日
神戸市

110

見戸佐織、飯田由貴代、
土井聖子、四宮聡、
福島裕美、仲下知佐子、
井端剛、小室竜太郎、
飯島正平

病棟における無菌調整の現状と課題 第30回日本静脈経腸栄養学
会
平成27年2月12日～13日
神戸市

111

日高久美、見戸佐織、
梶原華那子、畑亜希子、
篠木敬二、小室竜太郎、
飯島正平

経腸栄養で退院した患者の退院後調査結果
報告

第30回日本静脈経腸栄養学
会
平成27年2月12日～13日
神戸市

112

土井聖子、見戸佐織、
飯田由貴代、小室竜太郎、
飯島正平

胃瘻造設患者における病棟看護師の嚥下評
価の現状

第30回日本静脈経腸栄養学
会
平成27年2月12日～13日
神戸市

113

中西晴香、福島裕美、
仲下知佐子、井端剛、
小室竜太郎

薬剤部における無菌調整混合の現状につい
て

第30回日本静脈経腸栄養学
会
平成27年2月12日～13日
神戸市

114

福島裕美、中西晴香、
仲下知佐子、梶原華那子、
山口小百合、見戸佐織、
土井聖子、小西永里子、
井端剛、小室竜太郎

当院における脂肪乳剤投与速度の実態調査
について

第30回日本静脈経腸栄養学
会
平成27年2月12日～13日
神戸市

115
酒井朱厘、藤井啓嗣、
澤田加奈

カンジダ血症の後方視的検討とICTの介入 第30回日本環境感染学会
平成27年2月20日
神戸市

116

四宮聡、佐藤久美子
酒井朱厘、山路加奈、
梶原加代子、小山太一、
山口充洋

脊椎・人工関節手術のSSI低減へ向けた取
り組みと評価

第30回日本環境感染学会
平成27年2月20日
神戸市

117

酒井朱厘、藤井啓嗣、
澤田加奈、四宮聡、
山本久美子、梶原加代子
山路加奈、山口充洋

カンジダ血症の後方視的検討とICTの介入 第30回日本環境感染学会
平成27年2月20日
神戸市

118

飯田さよみ 一般演題「医療の質2」：座長 第8回日本医療マネジメント
学会大阪支部学術集会
平成27年2月21日
大阪市

119

鎌倉武史 【Poster only】Effect of brain-derived
neurotrophic factor, BDNF on TRPV1 and
TRPA1 channels in the cultured rat
vestibular ganglia.

38th Annual Midwinter
Meeting.
平成27年2月21日～25日
ＵＳＡ

120

日髙久美 経腸栄養で退院した患者の退院後調査結果
報告

第30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



№ 演 者 演 題 学 会 名

121

奥山直美、桂　聡哉、
梶田聡実、山本恭子、
東　純史、金野　浩、
溝口好美、下辻常介、
山本威久

中枢性尿崩症の経過中に下垂体後葉部分の
信号強度が変化したと考えられた一例

第28回近畿小児科学会
平成27年3月1日
大阪市

122

桂　聡哉、溝口好美、
西垣敏紀、尾崎由和、
松崎香士、三木和典、
高橋邦彦、山本威久、
原　純一、佐野哲也

Yグロブリン投与に併用するステロイドパ
ルス2回治療のハイリスク川崎病に対する
効果

第28回近畿小児科学会
平成27年3月1日
大阪市

123

樋口泉、東山千鶴子、
竹内葉子、向井すなえ、
立花智美、森田紫、
江口恵美、岩川真澄、
多島洋子、筒井美紀、
田中沙苗、出村和彦、
萬曇正清、谷川信美、
篠木敬二、川端由紀、
田路さやか、古里雅子、
五島華代、密山尚子、
井端剛、小室竜太郎、
小西永里子、飯田さよみ

箕面市立病院糖尿病外来における療養指導
介入の現状

第57回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成26年5月23日
大阪市
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