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№ 演 者 演 題

1

真名子英理 異所性子宮内膜症由来の原発性臍腺癌の1
例

2

山城尊靖 Comparison of TSE-DWI ad EPI-DWI
about ADC value and ADC map using the
phantom study of prostate tissue

3

山城尊靖 Fundamental study of new motion
correction algorithm

4

山本威久 初経年齢と閉経期女性の骨密度減少速度
との関係

5

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

全腹腔鏡下子宮全摘術中の膀胱鏡検査の
有用性についての検討

第72回日本放射線技術学会総
合学術大会
平成28年4月13日～16日
横浜市

学会発表　平成28年度（28.4.1～29.3.31）

学 会 名

第59回日本形成外科学会総
会・学術集会
平成28年4月13日～15日
福岡市

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会
平成28年4月21日～24日
東京都千代田区

第89回日本内分泌学会学術総
会
平成28年4月21日～23日
京都市

第72回日本放射線技術学会総
合学術大会
平成28年4月13日～16日
横浜市

6

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

当院における卵巣内膜症性嚢胞術後の妊
娠症例についての検討

7

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

当院における腹腔鏡手術療法、薬物療法
後の異所性妊娠（卵管妊娠）の妊娠予後

8

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

右鼠径ヘルニア嚢内転移をきたした未分
化子宮内膜肉腫の一例

9

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

リガシュア、ハーモニックACEを用いた
TLHにおける上部靭帯処理の比較検討

10

中道伊津子、佐々本尚子、
足立和繁、棟方　哲、
森井英一

鼠径ヘルニア嚢転移をきたした子宮未分
化肉腫の一例

11

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

γ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68回日本産科婦人科学会学
術講演会
平成28年4月21日～24日
東京都千代田区

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会
平成28年4月21日～24日
東京都千代田区

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会
平成28年4月21日～24日
東京都千代田区

第68回日本産科婦人科学会学
術講演会
平成28年4月21日～24日
東京都千代田区

第119回日本小児科学会学術
集会
平成28年5月13日～15日
札幌市

第105回日本病理学会総会
平成28年5月12日～14日
仙台市

哲



№ 演 者 演 題 学 会 名

12

古賀　実、木下竜弥、
高田　剛、菅尾英木

前立腺肥大症の最新の治療：薬物治療

13

成田登紀、井端　剛、
津川有里、横田依莉子、
新田洋介、小室竜太郎

当院で経験した劇症1型糖尿病6例の臨床
的検討

14

横田依莉子、井端　剛、
籠田芳夫、成田登紀、
津川有里、新田洋介、
小室竜太郎

摂食管理困難な2型糖尿病合併 Prader-
Willi 症候群2例の臨床像

15

津川有里、井端　剛、
横田依莉子、成田登紀、
新田洋介、飯田さよみ、
藤村晴俊、横江　勝、
小室竜太郎

兄弟間で異なる臓器病変を呈したミトコ
ンドリア脳筋症の1家系

16

東　典子、松本千穂、
清水有理

インスリン注射部位に生じた
lipohypertrophy の1例

四宮　聡、佐々木美幸、
西 知子

診療情報管理室と連携した尿道留置カ
テーテル関連尿路感染サーベイランスの

第455回日本皮膚科学会大阪
地方会
平成28年5月21日
大阪市

第69回大阪府泌尿器科臨床医
会学術総会
平成28年5月14日
大阪市

第59回日本糖尿病学会年次学
術集会
平成28年5月19日～21日
京都市

第59回日本糖尿病学会年次学
術集会
平成28年5月19日～21日
京都市

第5回日本感染管理ネット
ワーク学会学術集会

第59回日本糖尿病学会年次学
術集会
平成28年5月19日～21日
京都市

17
西　知子 テ テル関連尿路感染サ ベイランスの

取り組み

18

四宮　聡、林　紫、
山本久美子、鈴木徳洋、
小川順子、大見純代、
橋本　渚、印藤　望

北摂地域感染管理ネットワーク７年間の
活動報告～連携からスキルアップへ～

19

M. Yokoe, K. Hosomi,
T. Shimokawa, Y. Goto,
T. Shimizu, H. Mochizuki,
Y. Saitoh

Efticacy of deep rTMS for neuropathic
pain in the lower limbs : a
vandomized , double-blinded crossover
, H coil , figure-8 coil and sham
contvolled trial

20

白銀隆宏、田中有美、
江頭　誠、田中一成

大腿骨頚部骨折に対して人工骨頭置換術
を施行したHuntington病とパーキンソン
病でのリハビリテーションについて

21

江頭　誠、白銀隆宏、
田中一成

慢性硬膜外血腫患者へのリハビリテー
ションの必要性と問題点

22

星美奈子、池田公正、
東口公哉、小林照之、
小山太一、土井貴司、
谷口博一、村上雅一、
黒川英司

肺癌の小腸転移の2例

奥谷　剛、藤原康治、
吉永邦彦、出村和彦、

｢院内訪問リハ紹介システム｣の導入によ
る新規利用者の獲得とセラピスト間の相

EAN 2016 - The 2nd
Congress of the European
Academy of Neurology
平成28年5月28日～31日
コペンハーゲン

第38回日本癌局所療法研究会
平成28年6月10日
東京都新宿区

ワ ク学会学術集会
平成28年5月21日
別府市

第5回日本感染管理ネット
ワーク学会学術集会
平成28年5月21日
別府市

第53回日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会
平成28年6月9日～11日
京都市

第8回日本訪問リハビリテー
ション学術大会

第53回日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会
平成28年6月9日～11日
京都市

23 田中一成 互作用について 平成28年6月17日・18日
東京都江戸川区
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24

高石健司 消化器4　座長

25

中野智仁、三輪隆志、
秀嶋　信、横江　勝、
曽我文久

非特異的な神経症状を呈した高齢発症型
アミロイドポリニューロパチーの1例

26

矢田知大、三輪隆志、
中野智仁、横江　勝、
曽我文久

急性腎不全を伴ったアシクロビル脳症の1
例

*初期研修医最優秀賞

27

熊崎秀祐、小西永里子、
橋本光人、井端　剛、
金井秀行、曽我文久、
田村信司

ショックおよび遷延する低血圧を呈する
も、救命しえたアムロジピン等薬物大量
服用の1例

28

東祐喜子、畦西恭彦、
内田陽三、山口充洋、
中道伊津子、田村信司

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫ぼ完全寛
解後にマントル細胞型リンパ腫を発症し
た1例

森田祐史、高石健司、
武田美樹 谷奈緒子

1年10ヶ月後に再発したアメーバ性大腸炎
及び肝膿瘍の1例

第212回日本内科学会近畿地
方会

第212回日本内科学会近畿地
方会
平成28年6月25日
大阪市

第212回日本内科学会近畿地
方会
平成28年6月25日
大阪市

第212回日本内科学会近畿地
方会
平成28年6月25日
大阪市

第212回日本内科学会近畿地
方会
平成28年6月25日
大阪市

第212回日本内科学会近畿地
方会
平成28年6月25日
大阪市

29
武田美樹、谷奈緒子、
山﨑正美、山北剛史、
西原彰浩、由良　守、
田村信司

及び肝膿瘍の1例

30

神崎大樹、田平　梓 当院における感染対策リンクナースが行
う手術室の環境ラウンド

31

中野智仁、三輪隆志、
秀嶋　信、横江　勝、
曽我文久

完全房室ブロックを合併した非集積地高
齢発症型家族性アミロイドポソニューロ
パチーの一例

32

三輪隆志、中野智仁、
秀嶋　信、横江　勝、
曽我文久

右視神経症を呈した多発性骨髄腫の1例

33

木村紘也 家族性高コレステロール血症診断におけ
るアキレス腱CT撮影の有用性について

34

木村紘也 家族性高コレステロール血症診断におけ
るアキレス腱撮影方法の検討

村尾亮治、吉永邦彦、
田中一成

変形性股関節症による脚長差を有した右
皮殻出血患者の一症例（ポスター発表）

方会
平成28年6月25日
大阪市

第3回日本手術看護学会近畿
地区学会
平成28年6月25日
大阪市

第105回日本神経学会近畿地
方会
平成28年7月2日
京都市

第28回大阪府理学療法学術大
会

第105回日本神経学会近畿地
方会
平成28年7月2日
京都市

CVIT2016
平成28年7月9日
東京都千代田区

CVIT2016
平成28年7月9日
東京都千代田区

35 平成28年7月10日
大阪市
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36

小山太一、東口公哉、
小林照之、酒井健司、
土井貴司、星美奈子、
谷口博一、村上雅一、
池田公正、黒川英司

上部消化管穿孔に対する当院における腹
腔鏡下手術の成績

37

舟田里奈 分娩前と産褥期でのHELLP症候群の発症経
過について

38

山本威久、井端　剛、
吉村典子

閉経期女性の腰椎及び大腿骨近位部での
骨密度減少速度と初経年齢との関係：平
均共分散構造分析を用いた検討

39

橋本和久、武鑓真司、
山本威久、溝口好美、
山本勝輔、北岡太一、
窪田拓生、廣島和夫、
道上敏美、大薗恵一

ビタミンD欠乏性くる病における内反膝
（O脚）と血清Cr値との関係

40

榊　康晴 救命しえたアムロジピン等薬物大量服薬
の一例

第34回日本骨代謝学会学術集
会
第3回アジア太平洋骨代謝学
会会議
平成28年7月20日～23日
大阪市

第34回日本骨代謝学会学術集
会
第3回アジア太平洋骨代謝学
会会議
平成28年7月20日～23日
大阪市

第71回日本消化器外科学会総
会
平成28年7月14日～16日
徳島市

第52回日本周産期・新生児学
会
平成28年7月16日～18日
富山市

第38回日本中毒学会総会・学
術集会
平成28年7月23日
新潟市

41

田中江里子、鈴木敦子、
戸田有朱香、大武慧子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
舟田里奈、山本善光、
足立和繁

子宮摘出術後の膣断端離開に対し、腹腔
鏡観察下で修復術を行った3症例

42

戸田有朱香、鈴木敦子、
大武慧子、田中江里子、
佐々本尚子、三好ゆかり、
舟田里奈、山本善光、
足立和繁

子宮内膜症患者における経膣超音波を用
いたダグラス窩閉鎖の術前診断の後方視
的検討

43

塩路光徳、小川美祈、
行岡慶介、香山晋輔、
藤谷真弓、辻江智子、
脇本昭憲、山本善光、
足立和繁

地域周産期センターよりハイボリューム
センターへの腹腔鏡下手術研修：エクセ
ルシートを用いたTLHにおける手術時間
短縮と手技向上の試み

44

金本美紀子、石上佐恵、
福井美由紀、東山千鶴子、
青木真理、松本千穂

内視鏡手術支援ロボット手術の褥瘡予防
への取り組み

45

植野直子、山田義也、
石上佐恵、金本美紀子、
福井美由紀、東山千鶴子、
青木真理、松本千穂

回復期病棟における褥瘡発生予防の取り
組み

46

石上佐恵、山田義也、
植野直子、金本美紀子、
福井美由紀、東山千鶴子、
青木真理、松本千穂

褥瘡予防回診の効果

第18回日本褥瘡学会学術集会
平成28年9月2日
横浜市

第18回日本褥瘡学会学術集会
平成28年9月2日
横浜市

第18回日本褥瘡学会学術集会
平成28年9月3日
横浜市

第56回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会
平成28年9月1日～3日
長崎市

第56回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会
平成28年9月1日～3日
長崎市

第56回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会
平成28年9月1日～3日
長崎市
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47

井口貴文、有村佳修、
木内知子、大西佳恵、
数見健一郎、岡田俊樹

硬膜外麻酔併用全身麻酔下に施行した腹
式単純子宮全摘術後に下腿麻痺を生じた
一例

48

萬雲 正清、谷　香里、
志田　梓、池田真規子、
谷川信美、小西永里子、
井藤紀明、金井秀行

ホルター心電図における高度房室ブロッ
クの一例

49

長屋菜摘 功緻動作改善、注意機能低下への気づき
により安全な調理動作と趣味活動の再獲
得に至った心原性脳塞栓症の一例

50

村本　啓 脳梗塞により右上肢に麻痺を呈した症例
の箸操作と書字動作の獲得～段階的なADL
導入～

51

増田尊史 散乱線補正処理における選択中間物質が
グリッド性能に及ぼす影響

由良　守 大腸　座長

第65回日本医学検査学会
平成28年9月4日
神戸市

日本消化器病学会第105回例
会

大阪府作業療法士協会豊能ブ
ロック新人症例検討会
平成28年9月15日
豊中市

日本麻酔科学会第62回関西支
部学術集会
平成28年9月3日
大阪市

大阪府作業療法士協会豊能ブ
ロック新人症例検討会
平成28年9月15日
豊中市

第32回日本放射線技師会学術
大会
平成28年9月16日～18日
岐阜市

52

53

森田祐史、西原彰浩、
武田美樹、谷奈緒子、
山北剛史、山﨑正美、
由良　守、高石健司、
田村信司

実臨床におけるH.pylori一次除菌でのボ
ノプラザンの有効性に関する検討

54

熊崎秀祐、高石健司、
森田祐史、武田美樹、
谷奈緒子、山﨑正美、
山北剛史、西原彰浩、
由良　守、田村信司

桂皮によるアレルギー性肝障害の1例

55

Toda A, Adachi K,
Nakamura K, Otake A,
Sasamoto N, Miyoshi Y,
Shioji M, Yamamoto Y,
Wakimoto A, Kobayashi E,
Yoshimura A, Sawada K,
Kimura T

Dienogest is effective for
suppressing recurrence of ovarian
endometrioma and relieving pain after
laparoscopic surgery.

56

井端　剛、横田依莉子、
益原健太、津田隆之、
三好ゆかり、足立和繁、
吉住哲彦、和田眞利子、
山本威久

箕面市立病院骨粗鬆症外来での多職種連
携及び地域連携の取り組みについて

57

山本威久、井端　剛、
足立和繁、吉住哲彦、
吉村典子、横田依莉子、
三好ゆかり、津田隆之、
益原健太

初経年齢と閉経期女性の骨密度減少速度
との関係

第18回日本骨粗鬆症学会
平成28年10月6日～8日
仙台市

会
平成28年9月17日
大阪市

日本消化器病学会第105回例
会
平成28年9月17日
大阪市

日本消化器病学会第105回例
会
平成28年9月17日
大阪市

第18回日本骨粗鬆症学会
平成28年10月6日～8日
仙台市

第5回アジア子宮内膜症会議
（ＡＣＥ2016）
平成28年9月22日～24日
大阪市
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58

横江　勝 座長
アポカインの使い方

59

横田依莉子、井端　剛、
籠田芳夫、成田登紀、
津川有里、新田洋介、
後藤雄子、押野　悟、
斎藤洋一、小室竜太郎

下垂体前葉機能低下症を呈したトルコ鞍
部嚢胞性病変に対し補充療法で経過観察
した一例

60

塩冶友里恵、永田明子 中規模自治体病院におけるロボット支援
手術を担当する器械出し看護師への支援

61

石川あずさ、東山千鶴子、
梶原加代子

急変により呼吸器を装着した妻を持つ夫
への関わり

62

高田　剛、木下竜弥、
古賀　実、菅尾英木

Docetaxel導入去勢抵抗性前立腺癌におけ
る好中球・リンパ球比（NLR)変化率と予
後の相関

吉田八重、山中真粧美、
大里由紀枝

当院の手術看護記録の傾向と課題

第30回日本手術看護学会年次
大会
平成28年10月15日
仙台市

第54回日本癌治療学会学術集
会
平成28年10月20日～24日
横浜市

平成28年度固定チームナーシ
ング全国研究集会
平成28年10月16日
神戸市

第55回全国自治体病院学会
平成28年10月20日～21日

第10回パーキンソン病・運動
障害疾患学会コングレスハン
ズオンセミナー2
平成28年10月8日
京都市
第17回日本内分泌学会近畿支
部学術集会
平成28年10月15日
和歌山市

63
大里由紀枝

64

東　典子、松本千穂、
畦西恭彦

指趾壊疽を契機に診断に診断に至った成
人T細胞白血病/リンパ腫続発性寒冷凝集
素症の一例

65

高田　剛、木下竜弥、
古賀　実、菅尾英木

当科におけるロボット支援腹腔鏡下前立
腺全摘除術の治療成績

66

真名子英理 臀部多房性嚢胞の治療経験-第2報-

67

森田祐史、山北剛史、
武田美樹、谷奈緒子、
山﨑正美、西原彰浩、
由良　守、高石健司、
田村信司

ERCP後膵炎に対する直腸内NSAIDｓの予防
投与の有用性の検討

68

数見健一郎、大西佳恵、
有村佳修、石井　努、
西原留奈、人見一彰、
岡田俊樹

脊髄くも膜下麻酔後に重篤な神経障害を
きたした一症例

四宮　聡 感染管理担当者は手術部と中央材料部の
橋渡しになりえるか

第38回日本手術医学会総会
平成28年11月4日～5日

第45回大阪形成外科医会
平成28年10月29日
大阪市

第67回日本皮膚科学会中部支
部学術大会
平成28年10月22日～23日
大阪市

JDDW2016KOBE
平成28年11月3日～6日
神戸市

平成28年10月20日～21日
富山市

日本臨床麻酔学会第36回大会
平成28年11月3日～5日
高知市

日本泌尿器腫瘍学会第2回学
術集会
平成28年10月22日～23日
横浜市

69 宜野湾市



№ 演 者 演 題 学 会 名

70

井上直美、辻本教子、
金本美紀子

ロボット支援前立腺全摘に対する他部門
との取り組み

71

四宮　聡 南の島で「私たちの工夫、私たちの取り
組み」を語り合おう２
座長

72

大武慧子、鈴木敦子、
田中江里子、戸田有朱香、
佐々本尚子、三好ゆかり、
舟田里奈、山本善光、
足立和繁

乳児期、成人期、高齢期、さまざまなラ
イフステージで発症した陰唇癒合

73

信貴経夫 下垂足を呈した腰椎原発悪性リンパ腫の1
例

74

新田洋介、井端　剛、
籠田芳夫、横田依莉子、
成田登紀、津川有里、
小室竜太郎

インスリン頻回注射で、良好な経過を経
た超高齢高血糖高浸透圧症候群の1例

成田登紀 井端 剛 糖尿病性舞踏病2例の検討

第38回日本手術医学会総会
平成28年11月4日～5日
宜野湾市

第38回日本手術医学会総会
平成28年11月4日
宜野湾市

第53回日本糖尿病学会近畿地

第31回日本女性医学学会
平成28年11月5日～6日
京都市

第51回日本脊髄障害医学会
平成28年11月10日～11日
千葉市

第53回日本糖尿病学会近畿地
方会
第52回日本糖尿病協会近畿地
方会
平成28年11月12日
大阪市

75

成田登紀、井端　剛、
籠田芳夫、横田依莉子、
清水有里、新田洋介、
小室竜太郎

糖尿病性舞踏病2例の検討

76

横田依莉子、井端　剛、
籠田芳夫、成田登紀、
新田洋介、小室竜太郎

胃腸炎の診断で入院後、糖尿病性ケトア
シドーシスを呈した劇症１型糖尿病の１
例

77

籠田芳夫、井端　剛、
成田登紀、横田依莉子、
新田洋介、松本千穂、
小室竜太郎

ダパグリフロジン投与３週間後に急速に
皮膚障害が拡がった２型糖尿病の一例

78

M. Yokoe, K. Hosomi,
T. Shimokawa, Y. Goto,
T. Shimizu, H. Mochizuki,
Y. Saitoh

The effect and mechanism of high-
frequency repetitive transcranial
magnetic for depression and apathy in
Parkinson's disease.

79

橋本和久、土谷之紀、
天羽竜子、櫻井美帆子、
山田知絵子、東　純史、
木島衣里、溝口好美、
下辻常介、山本威久

低血糖を呈した小児気管支喘息患者の１
例

第50回日本小児内分泌学会学
術集会
第9回アジア太平洋小児内分
泌学会
平成28年11月16日～17日
東京都千代田区

第53回日本糖尿病学会近畿地
方会
第52回日本糖尿病協会近畿地
方会
平成28年11月12日
大阪市

第53回日本糖尿病学会近畿地
方会
第52回日本糖尿病協会近畿地
方会
平成28年11月12日
大阪市

第53回日本糖尿病学会近畿地
方会
第52回日本糖尿病協会近畿地
方会
平成28年11月12日
大阪市

Society for Neuroscience
2016 Annual Meeting
平成28年11月12日～16日
サンディエゴ
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80

高田　剛、木下竜弥、
古賀　実、菅尾英木

当科におけるロボット支援腹腔鏡下前立
腺全摘除術の切除断端陽性に関する検討

81

成田登紀、井端　剛、
新田洋介、横田依莉子、
籠田芳夫、飯田さよみ、
小室竜太郎

Subclinical Cushing症候群から顕性
Cushing症候群へ移行した1例

82

山本威久、佐野哲也、
石田秀和、原　純一、

川崎病の冠動脈病変のリスク因子：平均
共分散構造分析による検討

83

山本威久 マイコプラズマ1　座長

84

栗本久美子、菅尾英木、
曽我文久、福田将誉、
川岸英夫、仲下知佐子、
永田昌義、篠木敬二、
松浦　隆、竹内葉子、
有馬勝美、岩井明子、
大里由紀枝 西島律子

「患者誤認防止」を実践するための取り
組み－各職場の実態と実践可能な手順動
画の制作－

第48回日本小児感染症学会総
会・学術集会
平成28年11月19日～20日
岡山市

第48回日本小児感染症学会総
会・学術集会
平成28年11月19日～20日
岡山市

第26回臨床内分泌代謝Update
平成28年11月18日～19日
さいたま市

第30回日本泌尿器内視鏡学会
総会
平成28年11月17日～19日
大阪市

第11回医療の質･安全学会学
術集会
平成28年11月19日～20日
千葉市

大里由紀枝、西島律子、
國枝敦子、東山千鶴子、
青木真理、古里雅子、
徳岡美由紀、亀川祐子

85

福田将誉、山路雄太、
中尾美佐恵、栗本久美子、
菅尾英木、飛田伊都子、
武田　裕

作業指示STK訓練を参考に作成した業務KY
活動メモの活用性の評価

86

山寺みさき、津川有理、
横江　勝、中道伊津子、
森　千晃、井上貴美子、
豊岡圭子、藤村晴俊

急速に進行し死亡に至ったMELASの1症例

87

木村　豊、桝見清子、
徳岡美由紀、中村陽子、
三阪明美、嶽村貞治、
久本ちひろ

多職種連携の充実に向けた肺炎パスの改
訂

88

戸田有朱香、澤田健次郎、
板井昭子、木村　正

ＩＫＫβ阻害剤は羊膜細胞においてＩＬ-
6産生を阻害することで感染性早産を予防
する

89

田平　梓、神崎大樹、
四宮　聡、山本久美子、
小山太一、星美奈子、
池田公正

開腹結腸、直腸手術における器械、ド
レープ交換と創部洗浄導入の効果

新田洋介、井端　剛、
籠田芳夫、横田依莉子、
成田登紀 小室竜太郎

確定診断までに時間を要したACTH単独欠
損症の1例

第44回臨床神経病理懇話会、
第14回日本神経病理学会近畿
地方会
平成28年11月20日
吹田市
第17回日本クリニカルパス学
会学術集会
平成28年11月25日
金沢市

第214回日本内科学会近畿地
方会
平成28年12月3日

日本外科感染症学会
平成28年11月30日
東京都新宿区

第24回日本胎盤学会学術総会
平成28年11月25日～26日
和歌山市

第11回医療の質・安全学会
平成28年11月19日～20日
千葉市

90 成田登紀、小室竜太郎 平成28年12月3日
大阪市
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91

舟田里奈、鈴木敦子、
大武慧子、田中江里子、
戸田有朱香、三好ゆかり、
山本善光、足立和繁

40歳以上の卵巣子宮内膜症嚢胞に対する
腹腔鏡下手術後の閉経時期に関する検討

92

山本善光、鈴木敦子、
戸田有朱香、田中江里子、
大武慧子、三好ゆかり、
舟田里奈、足立和繁

悪性の可能性がある卵巣腫瘍に対して診
断的腹腔鏡下手術を施行した症例に関す
る検討

93

三好ゆかり、鈴木敦子、
大武慧子、田中江里子、
戸田有朱香、佐々本尚子、
舟田里奈、山本善光、
足立和繁

良性卵巣腫瘤を想定し腹腔鏡手術を行
い、術後、初発より30年以上経過した両
側卵巣乳癌転移と判明した症例

94

中井敬子、田中里美、
木村　豊

化学療法を受ける患者とともに行なう転
倒転落予防対策

95

美谷奈央子、下村奈央
永吉慶子、稲井晴美、
酒井佳津子、西島律子

30度側臥位に焦点をあてた勉強会前後の
体圧測定値の変化

足立和繁、鈴木敦子、
八木一暢 田中江里子

腹腔鏡下チョコレート嚢胞術後のジェノ
ゲスト投与中止後の再発についての検討

第29回日本内視鏡外科学会総
会
平成28年12月8日～10日
横浜市

第38回日本エンドメトリオー
シス学会学術講演会

第29回日本内視鏡外科学会総
会
平成28年12月8日～10日
横浜市

第29回日本内視鏡外科学会総
会
平成28年12月8日～10日
横浜市

第4回大阪府看護学会
平成28年12月17日
大阪市

第4回大阪府看護学会
平成28年12月17日
大阪市

96
八木 暢、田中江里子、
戸田有朱香、大武慧子、
三好ゆかり、舟田里奈、
山本善光

ゲスト投与中止後の再発についての検討

97

高田　剛、木下竜弥、
古賀　実、菅尾英木

ロボット支援前立腺全摘除術の術後尿禁
制に関する検討

98

藤川京子 オランザピン大量服薬の一症例

99

藤田美佐緒、原田晴基、
梶原加代子、畦西恭彦

オキサリプラチンを再投与した患者にお
ける過敏性反応について、後ろ向き調査
による早期発見のための観察方法の検討

100

朝倉誠子、田中一成、
出村和彦、遠近美和子、
平尾美津子

回復期病棟訓練スケジュール作成システ
ムの改良

101

上田竜士、日下祐貴、
出村和彦、田中一成

脛骨近位端粉砕骨折後に人工膝関節置換
術を施行し、関節可動域改善に難渋した
一症例

小谷　愛、遠近美和子、
出村和彦、田中一成

延髄外側症候群の既往があるTKA術後患者
のバランス機能が改善した一症例

第37回日本中毒学会西日本地
方会
平成29年2月4日
津市

第31回日本がん看護学会学術
集会
平成29年2月5日
高知市

回復期リハビリテーション協
会第29回研究大会in広島
平成29年2月10日～11日
広島市

シス学会学術講演会
平成29年1月21日～22日
東京都中央区

第9回日本ロボット外科学会
学術集会
平成29年1月28日
佐賀市

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29年2月12日
吹田市

大阪府理学療法士協会豊能ブ
ロック新人症例発表会

102 平成29年2月12日
吹田市
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103

Satoshi Shinomiya,
Kumiko Yamamoto,
Kayoko Kajiwara,
Mitsuhiro Yamaguchi

Comprehensive strategy to reduce MRSA
by dedicated CNIC involvement at a
community hospital in Japan

104

四宮　聡 中心ラインの管理

105

山路加奈 抗菌薬適正使用推進のための取り組みと
評価

106

澤田加奈 血液培養の最適量採取向上への取り組み

107

四宮　聡 手指衛生
座長

四宮 聡 山本久美子 長期療養施設への感染制御ラウンドの実

第32回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成29年2月25日
神戸市

The 8th International
Congress of the Asia
Pacific Society of
Infection Control
平成29年2月13日
バンコク

第32回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成29年2月25日
神戸市

第32回日本環境感染学会総会

第32回日本環境感染学会総会
平成29年2月24日
神戸市

第32回日本環境感染学会総会
平成29年2月25日
神戸市

108

四宮　聡、山本久美子、
山路加奈、酒井朱厘、
梶原加代子、小山太一、
山口充洋

長期療養施設への感染制御ラウンドの実
際とその評価

109

山本久美子、四宮　聡、
野瀬正樹、山路加奈、
梶原加代子、小山太一、
山口充洋

当院手術室看護師における血液・体液曝
露の現状と課題

110

藤川京子 オランザピン大量服薬の一症例

111

大谷拓史 高齢者の処方適正化スクリーニングツー
ルを用いた当院入院患者の常用薬調査

112

原田靖基 がん化学療法薬剤師外来開設への取り組
みと開始後の現状報告

113

M. Yokoe, K. Hosomi,
T. Shimokawa, Y. Goto,
T. Shimizu, H. Mochizuki,
Y. Saitoh

rTMS of the primary motor cortex for
treating intvactable pain

第38回日本病院薬剤師会近畿
学術大会
平成29年2月25日
大阪市

第38回日本病院薬剤師会近畿
学術大会
平成29年2月26日
神戸市

第38回日本病院薬剤師会近畿
学術大会
平成29年2月26日
神戸市

2ND INTERNATIONAL BRAIN
STIMULATION
平成29年3月5日～8日
バルセロナ

第32回日本環境感染学会総会
平成29年2月25日
神戸市

第32回日本環境感染学会総会
平成29年2月25日
神戸市
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114

山田知絵子、山本威久、
橋本和久、天羽竜子、
櫻井美帆子、東　純史、
木島衣里、溝口好美、
下辻常介

尿路感染症を合併した乳児パレコウイル
ス感染症の1例

115

櫻井美帆子、溝口好美、
天羽竜子、山田知絵子、
橋本和久、東　純史、
木島衣里、下辻常介、
山本威久

FDP高値を示したマイコプラズマ肺炎の一
例

116

天羽竜子、山本威久、
橋本和久、櫻井美帆子、
山田知絵子、東　純史、
木島衣里、溝口好美、
下辻常介、北岡太一

アセトアミノフェンが原因と考えられた
薬剤性間質性腎炎の1例

117

東祐喜子、山本威久、
橋本和久、天羽竜子、
櫻井美帆子、山田知絵子、
東　純史、木島衣里、
溝口好美、下辻常介

高ALP血症と高Ca尿症を同時に呈した乳児
の1例

118

村上あずさ、山本威久、
橋本和久、天羽竜子
櫻井美帆子、山田知絵子、
東　純史、木島衣里、
溝口好美、下辻常介

偶然発見された低コレステロール血症に
脂肪肝を合併した一例

森岡亜希子 音韻出力レキシコンと音韻操作の障害に
より喚語困難を呈した一症例
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より喚語困難を呈した 症例
～ロゴジェンモデルによる評価･訓練を
行った運動性失語～
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右顎下腺炎から敗血症性肺塞栓症、左胸
膜炎を来したLemierre症候群の一例
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吹田智子、加藤理香 リンパ浮腫外来のない当院でのリンパ浮
腫ケアの現状
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地域栄養指導外来開設による在宅患者へ
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嚥下調整食分類2013に合わせた当院嚥下
食の改定とその評価
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