
2

№ 演 者 演 題

1
木村紘也 低管電圧撮影の基礎

2

上田譲 ビスフォスフォネート製剤使用中に発生し
た非定型骨折に対して手術加療を行った４
例

3

後藤泰 大腿骨インプラント周囲骨折に対する当院
での治療

4

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

腹腔鏡下卵巣手術における子宮マニピュ
レーター留置有無による手術成績の検討

5

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

当科での腹腔鏡下卵巣皮様嚢腫摘出術（嚢
胞核手術）の手術成績：トロカール配置の
違いによる手術成績の解析

6

舟田里奈、神谷千津子、
上田優輔、中西篤史、
堀内縁、三好剛一、
陌間亮一、釣谷充弘、
岩永直子、足立和繁、
吉松淳

抗凝固療法中の循環器疾患症例における卵
巣出血、月経異常に関する検討

7

田中江里子、戸田有朱香、
三好ゆかり、舟田里奈、
山本善光、足立和繁

抜去困難な子宮内避妊具に対する子宮鏡の
有用性についての検討

8

Asuka Toda,Kenjiro
Sawada,Akihiko Yoshimura
Hiromasa Kuroda,Erika
Nakatsuka,Katsumi Kozasa
Koji Nalamura,Kazushige
Adachi,TadashiKimura

Effect of switching anti-resorptive
agent during the treatment of
postmenopausal osteoporosis-
Minodronate is effective in patients
who have lost response to raloxifene
therapy

9

足立和繁、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、山本善光

卵巣チョコレート嚢胞における腹腔鏡下術
後のジェノゲスト投与の再発抑制効果につ
いての検討－投与中止後も再発予防効果は
持続するのか？

10

中江瑠璃子、上浦祥司、
横井猛、藤田征巳、
竹村昌彦、足立和繁、
脇本昭憲、西崎孝道、
志岐保彦、小林栄仁、
橋本香映、馬淵誠士、
上田豊、澤田健二郎、
富松拓治、吉野潔、
木村正

タキサン・プラチナ抵抗性卵巣癌・卵管
癌・腹膜癌に対するイリノテカン・ゲムシ
タビン併用療法-第Ⅰ-Ⅱ相臨床試験

11

山城尊靖 呼吸停止下3D-multishot-MRCPの有用性に
ついて

12

山本威久、石田秀和、
原純一、佐野哲也、

大阪スコアーでハイリスクと判定された川
崎病患者における冠動脈拡張の発症予測

13

山本威久 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

学会発表　平成29年度（29.4.1～30.3.31）

学 会 名
第3回大阪ハートカンファ
レンス
平成29年4月1日　大阪市
第128回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会
平成29年4月7日～8日
神戸市

第128回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会
平成29年4月7日～8日
神戸市

第69回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成29年4月13日～16日
広島市

第69回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成29年4月13日～16日
広島市

第69回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成29年4月13日～16日
広島市

第69回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成29年4月13日～16日
広島市

第69回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成29年4月13日～16日
広島市

第69回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成29年4月13日～16日
広島市

第69回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成29年4月13日～16日
広島市

第73回日本放射線技術学会
総会学術大会
平成29年4月14日
横浜市
日本小児感染症学会理事
会・評議員会
第120回日本小児科学会学
術集会
平成29年4月14日～4月16日
東京都港区

第90回日本内分泌学会学術
総会
平成29年4月20日～22日
京都市



№ 演 者 演 題 学 会 名

14

榊原杏美、川北理絵、
細川悠紀、依藤亨、
長原敬子、長谷川行洋、
星野伸

小児における高インスリン性低血糖症診断
時の臨床検査値についての検討

15

木下竜弥、高田剛、
古賀実、菅尾英木

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術術後
早期のbiochemical recurrence に関する
検討

16

木下竜弥、高田剛、
古賀実、菅尾英木

箕面市立病院におけるロボット支援腹腔鏡
下前立腺全摘除術の合併症に関する検討

17

小来田佑哉、松原　慧、
吉川武志、三竿貴彦、
青江基

肺切除後創感染にPICO創傷治療システムが
有効であった１例

18

大村彰勲、黒川英司、
土井貴司、山下雅史、
末田聖倫、竹山廣志、
小山太一、星美奈子、
谷口博一、池田公正、
山本仁、山口充洋、
西本真由美、中道伊津子

特異な病巣を呈した成人の嚢胞性肺疾患の
１例

19

阿部智子、江口恵美、
東山千鶴子、向井すなえ、
立花智美、森田紫、
樋口泉、筒井美紀、
小川理恵、成田登紀、
横田依莉子、籠田芳夫、
新田洋介、井端剛
小室竜太郎

独居高齢糖尿病患者の自宅退院支援への取
り組み　2症例について

20

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

SGLT2阻害薬でHbA1cの改善を認めたものの
体重変化に乏しい3症例

21

成田登紀、井端剛、
新田洋介、横田依莉子、
籠田芳夫、小室竜太郎

劇症1型糖尿病8例のMRI画像を含めた臨床
的検討

22

籠田芳夫、井端剛、
横田依莉子、成田登紀、
新田洋介、小室竜太郎

甲状腺クリーゼで顕在化したバセドウ病合
併劇症1型糖尿病-APS3型-の一例

23

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

SGLT2阻害薬でHbA1cの改善を認めたものの
体重変化に乏しい3症例

24

成田登紀、井端剛、
新田洋介、横田依莉子、
籠田芳夫、小室竜太郎

劇症1型糖尿病8例のMRI画像を含めた臨床
的検討

25

阿部智子、江口恵美、
東山千鶴子、向井すなえ、
立花智、森田紫、樋口泉、
筒井美紀、小川理恵、
成田登紀、横田依莉子、
籠田芳夫、新田洋、
井端剛、小室竜太郎

糖尿病療養指導事例検討

26

福田将誉、山路雄太、
菅尾英木、木下栄蔵

階層型意志決定法による人工呼吸器の機種
選定

第90回日本内分泌学会学術
総会
平成29年4月20日～22日
京都市

第105回日本泌尿器科学会
総会
平成29年4月21日～24日
新照院町

第105回日本泌尿器科学会
総会
平成29年4月21日～24日
新照院町

第34回日本呼吸器外科学会
総会 第23回呼吸器セミ
ナー
平成29年5月18日～19日
福岡市

第34回日本呼吸器外科学会
総会
平成29年5月18日～19日
福岡市

第60回日本糖尿病学会学術
集会
平成29年5月18日～20日
名古屋市

第60回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成29年5月18日～20日
名古屋市

第60回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成29年5月18日～20日
名古屋市

第60回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成29年5月18日～20日
名古屋市

第60回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成29年5月18日～20日
名古屋市

第60回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成29年5月18日～20日
名古屋市

第60回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成29年5月18日～20日
名古屋市

第27回日本臨床工学会
平成29年5月20～21日
青森市
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27

Kazushige Adachi, Aska
Toda, Koji Nakamura,
Yoshimitsu Yamamoto,
Mitsunori Shoji, Akinori
Wakimoto,
AkihikoYoshimura,
Kenjiro Sawada and
Tadashi Kimura

Postoperative Administration of
Dienogest for Suppressing Recurrence
of Disease and Relieving Pain in
Subjects with Ovarian Endometriomas.

28

山城尊靖 画像診断概論

29

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、
木島衣理、溝口好美、
下辻常介、中道伊津子、
井上豊、北岡太一、
窪田拓生、水井里之、
植田初江

腎生検でIgG4の沈着を認めた間質性腎炎の
１例

30

奥谷剛 訪問リハにおける介入期間の適正化に向け
た予備調査～大腿骨近位部骨折術後の利用
者に着目して～

31

足立和繁 子宮内膜症と腺筋症の診断と治療について

32

木村紘也 心臓CT撮影技術の基礎

33

西垣貴彦 右鎖骨下動脈起始異常を伴う食道癌手術の
7例

34

萬雲正清 患者様にやさしい検査室運営を目指して

35

萬雲正清、谷香里、
志田梓、森真規子、
谷川信美、谷口直行、
小西永里子 、橋本光人、
井藤紀明、金井秀行

診断に苦慮したミトコンドリア心筋症の1
例

36

竹内恒尋、小西永里子、
橋本光人、金井秀行、
中野智仁、曽我文久、
田村信司、丸山泰貴、
東典子、益原健太

突然の片側性下腿腫脹を呈し、診断に苦慮
したベーカー嚢腫破裂の1例

37

飯田由貴代、見戸佐織、
嶽村貞治、栗本久美子、
徳岡美由紀、有馬勝美、
林直毅、篠木敬二、
梶原華那子、井端剛

当院の摂食嚥下チームの取り組み―入院中
の誤嚥性肺炎予防のために―

38

金井秀行 座長

International Congress
of Gynaecology and
Obstetrics 2017
平成29年5月25日～27日
チェコ共和国

滋賀医療技術専門学校
非常勤講師
平成29年6月～7月
東近江郡

第52回日本小児腎臓病学会
学術集会
平成29年6月1日～3日
東京都新宿区

第10回日本訪問リハビリ
テーション協会学術大会in
北海道、
平成29年6月3～4日
札幌市

産婦人科疾患ファーマシー
セミナー
平成29年6月8日
大阪市

第46回CT画像研究会
平成29年6月10日
大阪市

第71回日本食道学会学術集
会
平成29年6月15日～16日
軽井沢市

第42回日本超音波検査学会
平成29年6月17日
福岡市

第42回日本超音波検査学会
平成29年6月18日
福岡市

第123回日本循環器学会近
畿地方会
平成29年6月23日
大阪市

第9回日本静脈経腸栄養学
会近畿支部学術集会
平成29年6月24日
京都市

第123回日本循環器学会近
畿地方会
平成29年6月24日
大阪市
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39

山崎正美、西原彰浩、
水谷昌代

当院における胃MALTリンパ腫のピロリ菌陰
性例での治療成績

40

金井秀行 座長

41

北尾隆 ヨード造影剤によるＣＰＡ既往患者に対し
ガドリニウム造影剤を冠動脈に注入し、Ｃ
ＴおよびＣＡＧを撮像することで冠動脈を
評価しえた一例

42

山本善光 婦人科がん治療の最前線～診断・手術・治
療などセラピストに知ってもらいたい婦人
科がん～

43

山本仁 当院における高齢者乳癌の治療

44

M. Yokoe, T. Maruo,
K. Hosomi, T.Shimokawa,
H. Kishima, S.Oshino,
S.Morris, Y.Kageyama,
Y.Goto, T.Shimizu,
H.Mochizuki,T.Yoshimine,
Y. Saitoh

Effect of Transcranial Brain
Stimulation for the Treatment of
Alzheimer Disease.

45

久島貴之 3D STIR 腕神経叢撮影を試してみました

46

藤岡大輔 基礎講演　３Ｄ

47

舟田里奈、八木一暢、
山本善光

後期流産の死児娩出直後に多量出血をきた
した子宮動静脈奇形と診断された一例

48

西垣貴彦 再発高リスクGISTにおける術後補助化学療
法の有用性

49

團野克樹 横行結腸癌に対する頭尾側から攻める腹腔
鏡下手術手技

50

西垣貴彦、高橋剛、
世良田聡、田中晃司、
宮﨑安弘、牧野知紀、
黒川幸典、山崎誠、
中島清一、瀧口修司、
森正樹、土岐祐一郎、
仲哲治

膵癌に対する抗G1ypican-1 抗体薬物複合
体による新規治療法の開発

51

横尾祐介、福田将誉、
亀川祐子、大城桂之、
山口充洋

在宅酸素療法患者に対する火気取扱いに関
する聞き取り調査

52

相川恵梨子、木内知子、
大西佳恵、数見健一郎、
有村佳修、岡田俊樹

直腸癌術後に重症腎不全に陥り、その回復
後に肝転移切除術を要した症例の周術期管
理経験

第23回日本ヘリコバクター
学会学術集会
平成29年6月30日～7月2日
函館市

第216回日本内科学会近畿
地方会
平成29年7月1日
大阪市

第26回日本心血管インター
ベンション治療学会
平成29年7月5日～8日
京都市

THAC医療従者研究会、
ブラッシュアップ講座、
リンパ浮腫治療の最前線
平成29年7月9日
大阪市

第25回日本乳癌学会学術総
会
平成29年7月13日～15日
福岡市

Alzheimer's Association
International Conference
2017
平成29年7月14日～20日
イギリス

関西Gyro basics
平成29年7月15日
豊中市

関西Gyro basics
平成29年7月15日
豊中市

第53回日本周産期・新生児
医学会学術集会
平成29年7月16日～18日
横浜市

第72回日本消化器外科学会
総会
平成29年7月20日～22日
金沢市

第72回日本消化器外科学会
総会
平成29年7月20日～22日
金沢市

第26回日本がん転移学会学
術集会・総会
平成29年7月27日～28日
大阪市

第48回日本看護学会 慢性
期看護
成29年8月31～9月1日、
神戸市

日本麻酔科学会第63回関西
支部学術集会
平成29年9月2日
大阪市
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53

加藤理香 がん相談室における家族からの継続相談～
壮年期群、老年期群での家族相談の検討～

54

八木一暢、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、山本善光、
足立和繁

腹腔鏡下子宮全摘術における術前、術後の
腹横筋膜面と腹直筋鞘ブロックの術後鎮痛
効果に関する比較検討

55

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

当科腹腔鏡下卵巣手術における子宮マニ
ピュレーター留置有無による手術成績の検
討

56

橋本まり子、真名子英理、
桑江克樹

治療に難渋している鼻痛を伴う酒さの一例

57

福井美由紀、石上佐恵、
荒賀美幸、金本美紀子、
加藤栄、東山千鶴子、
青木真理、松本千穗

褥瘡発生予防のためのリンクナース教育と
その効果

58

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

療法士によるポジショニング指導導入に向
けて

59

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

救急外来での褥瘡ケア向上への取り組み

60

Fujioka M, Muroi C,
Tsuboi A, Okuchi K,
Nakase H, Abe K,
Mishima K.

Neuroprotective Effects of ADAMTS13
against Delayed Brain Ischemia after
Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage

61

穀内洋介 A CASE OF PERIODIC PARALYSIS WITH HYPO
AND HYPERKALEMIC CHARACTERISTICS

62

佐々木美幸、木下玲子、
湊崎雄、崎山みく、
開かおり、遠藤真央、
河野愛美

ICD2013導入への準備について

63

山城尊靖 MRCP再考

64

西原彰浩 座長

65

辻俊佑、谷奈緒子、
武田美樹、森下直紀、
山北剛志、山崎正美、
西原彰浩、水谷昌代、
由良守、田村信司

クロストリジウム・ディフィシル腸炎治療
中にメトロニダゾール誘発性脳症を発症し
たＣ型肝硬変の一例

66

山田知絵子、山本威久、
櫻井美帆子、天羽竜子、
東純史、木島衣理、
溝口好美、東祐喜子、
窪田拓生、大薗恵一

高骨代謝回転を示した特発性高Ca尿症の乳
児に１例

第24回日本家族看護学会学
術集会
平成29年9月2日
千葉市

第57回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成29年9月7日～9日
岡山市

第57回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成29年9月7日～9日
岡山市

第46回大阪形成外科医会
平成29年9月9日
大阪市

第19回日本褥瘡学会学術集
会
平成29年9月14日
盛岡市

第19回日本褥瘡学会学術集
会
平成29年9月14日
盛岡市

第19回日本褥瘡学会学術集
会
平成29年9月14日
盛岡市

XXⅢ　World Congress of
Neurology
平成29年9月16日～21日
京都市

第58回日本神経学会学術大
会/第23回世界神経学会議
と合同開催（WCN2017）
平成29年9月16日～21日
京都市

第43回日本診療情報管理学
会学術大会
平成29年9月21日
札幌市

北河内画像研究会
平成29年9月23日
枚方市

第107回日本消化器病学会
近畿支部
平成29年9月23日
大阪市

第107回日本消化器病学会
近畿支部
平成29年9月23日
大阪市

第51回日本小児内分泌学会
学術集会
平成29年9月28日～30日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名

67

榊原杏美、川北理絵、
細川悠紀、依藤亨、
長原敬子、長谷川行洋、
星野伸

小児における高インスリン性低血糖症診断
時の臨床検査値についての検討

68

Muroi C, Fujioka M, Abe
K, Keller E, Fujimura Y,
Mishima K

ADAMTS 13 - Microthrombosis in
Subarachnoid Hemorrhage - an Update -

69

四宮聡、永田明子 手術部位感染サーベイランスを基にした周
術期感染対策を考える

70

四宮聡 超高齢者社会における手術部位感染対策を
考える
～ガイドラインを現場に取り入れる方法～

71

櫻井美帆子、東純史、
濱田悠介、木島衣理、
富永康仁、溝好美、
下辻常介、山本威久、
酒井規夫

軽微な聴覚過敏が診断の契機となった若年
型テイサックス病の一例

72

天羽竜子、山本威久、
木島衣理、下辻常介、
中道伊津子

腎生検でIgG4の沈着を認めた間質性腎炎の
１例

73

増田尊史 整形外科領域における低格子比グリッドを
併用した散乱線補正処理撮影の画質改善に
ついて

74

宮田卓也 誤嚥性肺炎患者における日常生活自立度と
入院日数との関係

75

吉永邦彦、六車亮太、
鈴木恵、高山俊也、
山田義也、畑原誠、
日下祐貴、湯浅綾子、
田中一成

生活期脳卒中患者に対するreconditioning
入院の取り組み

76

宮田卓也、出村和彦、
湯浅綾子、田中一成

誤嚥性肺炎患者における日常生活自立度と
入院日数との関係

77

湯浅綾子、田中一成 回復期リハビリテーション病棟における大
腿骨近位部骨折患者のDVT発生状況につい
て

78

六車亮太、吉永邦彦、
鈴木恵、出村和彦、
湯浅綾子、田中一成

回復期リハビリテーション病棟退院2年後
に脳卒中後遺症のリコンディショニング入
院で再度担当することができた１症例につ
いて

79

高田剛、木下竜弥、
古賀実、菅尾英木

高リスク前立腺癌に対するロボット支援前
立腺全摘除術の治療成績

80

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における術後
早期尿禁制獲得と術後膀胱頸部形態との相
関

第51回日本小児内分泌学会
学術集会
平成29年9月28日～30日
大阪市

Vasospasm 2017. The 14th
International Conference
on Neurovascular Events
after Subarachnoid
Hemorrhage.
平成29年10月1日
ロサンゼルス

第39回日本手術医学会総会
平成29年10月6日
東京都千代田区

第39回日本手術医学会総会
シンポジウム
平成29年10月6日
東京都千代田区
第59回日本先天代謝異常学
会総会・第15回アジア先天
代謝異常症シンポジウム
平成29年10月12日～14日
川越市

第47回日本腎臓学会西部学
術大会
平成29年10月13日～14日
岡山市

第45回日本放射線技術学会
秋季大会
平成29年10月19日
広島市

リハビリテーション・ケア
合同研究会
平成29年10月19日～21日
久留米市

リハビリテーション・ケア
合同研究会
平成29年10月19日～21日
久留米市

リハビリテーション・ケア
合同研究会
平成29年10月19日～21日
久留米市
リハビリテーション・ケア
合同研究会
平成29年10月19日～21日
久留米市

リハビリテーション・ケア
合同研究会
平成29年10月19日～21日
久留米市

第55回日本癌治療学会学術
集会
平成29年10月20日～22日
横浜市

日本泌尿器腫瘍学会第3回
学術集会
平成29年10月20日～22日
横浜市



№ 演 者 演 題 学 会 名

81

＜オキサリプラチン＞
大西直、亀井敬子、
中田健、團野克樹、
大川淳、三宅泰裕、
辻江正樹、藤江裕二郎、
福永睦、金澤旭宣
＜術前化学療法に切除＞
本告正明、藤谷和正、
中塚梨絵、小松久晃、
宮﨑進、團野克樹、
小森孝道、柏崎正樹、
岩瀬和裕

オキサリプラチンによる末梢神経障害の簡
便な新評価ツール開発

術前化学療法に切除を行った高度進行胃癌
症例についての検討

82

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、
木島衣理、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

83

山本威久 川崎病の冠動脈径に影響する因子に関する
研究：尿中Ｂ２ＭＧの効果

84

山田知絵子、東純史、
天羽竜子、櫻井美帆子、
木島衣理、溝口好美、
下辻常介、山本威久

早期より尿中Ｂ2-microgloblinが高値を示
したヒトパレコウイルス感染症の4例

85

丸山泰貴 CTの最適のマーカーは何か？
救急外来でのめまいに対する頭部ＣＴの有
効性の検討

86

北尾隆 講師

87

四宮聡 海外と比較する日本の手術部位感染の現状

88

後藤泰 The Breakage of Volar Locking Plate
System for distal Radius Fractures
～What is the cause?～

89

Nakamura Y, Nakano T,
Irie k, Sano K, Tanaka
J, Yamashita Y, Satho T,
Matsuo K, Fujioka M,
Ishikura H, Mishima K

 Recombinant human soluble
thrombomodulin ameliorates cerebral
ischemic injury through a high-
mobility group box 1 inhibitory
mechanism without hemorrhagic
complications in mice.

90

籠田芳夫、井端剛、
河田慶太郎、横田依莉子、
新田洋介、小室竜太郎

SGLT2阻害薬により良好な管理を得た心不
全合併Prader-Willi症候群の1例

91

河田慶太郎、井端剛、
籠田芳夫、横田依莉子、
新田洋介、小室竜太郎

DPP-4阻害薬2種類で皮疹出現もリナグリプ
チン使用可能であった2型糖尿病の1例

92

横田依莉子、井端剛、
河田慶太郎、籠田芳夫、
新田洋介、小室竜太郎、
山下雅史、山﨑正美、
由良守、中道伊津子

膵酵素低下を契機に診断された神経内分泌
腫瘍の1例

第55回日本癌治療学会学術
集会
平成29年10月20日～22日
横浜市

第49回日本小児感染症学会
総会・学術集会
平成29年10月21日～22日
金沢市

第49回日本小児感染症学会
総会・学術集会
平成29年10月21日～22日
金沢市

第49回日本小児感染症学会
総会・学術集会
平成29年10月21日～22日
金沢市

第45回日本救急医学会総
会・学術集会
平成29年10月24日～26日
大阪市

Complex Cardiovascular
Therapeut
平成29年10月26日～28日
神戸市

第31回日本手術看護学会年
次大会　座長
平成29年11月4日
大阪市

11thAPFSSH2017　第11回ア
ジア太平洋手外科学会
平成29年11月7日～10日
フィリピン

Neuroscience 2017
平成29年11月11日
ワシントン

第54回日本糖尿病学会近畿
地方会・第53回日本糖尿病
協会近畿地方会
平成29年11月11日
大阪市

第54回日本糖尿病学会近畿
地方会・第53回日本糖尿病
協会近畿地方会
平成29年11月11日
大阪市

第54回日本糖尿病学会近畿
地方会・第53回日本糖尿病
協会近畿地方会
平成29年11月11日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名

93

團野克樹 大腸癌肝転移症例に対するラジオ波焼灼療
法（ＲＦＡ）の適応

94

吹田智子 リンパ浮腫外来のない当院での多職種協働
によるリンパ浮腫ケアの現状

95

信貴経夫 （症例）神経根症状を呈した頚椎椎間関節
囊腫の1例

96

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術後尿禁制に
対する後壁再建の工夫-CORPUS変法-

97

上田譲 軽微な外傷で生じた脛骨粗面剥離骨折の1
例

98

小来田佑哉、黒川英司 後方、前方アプローチ併用手術を行った胸
椎Dumbbell型を呈した血管腫の１例

99

竹山廣志 近赤外線腹腔鏡装置と近赤外蛍光色素を用
いた新規可視化内視鏡用クリップの開発

100

横田依莉子、井端剛、
河田慶太郎、籠田芳夫、
新田洋介、小室竜太郎

連続ACTH負荷試験が診断に有用であった下
垂体機能低下症の1例

101

山田知絵子、山本威久、
櫻井美帆子、天羽竜子、
榊原杏美、東純史、
木島衣理、溝口好美、
下辻常介、東祐喜子、
北岡太一、窪田拓生、
大薗恵一

高骨代謝回転を示した特発性高Ca尿症の乳
児の1例

102

福田将誉、横尾祐介、
大城桂之、亀川祐子、
山口充洋、武田裕

在宅酸素療法患者に対する火気取り扱いに
関する取り組み

103

四宮聡 感染制御としての空調管理と物品管理

104

清水康太郎 末梢性目眩疾患非発作期における重心動揺
検査の検討

105

高田剛、木下竜弥、
古賀実、菅尾英木、
嶽村貞治

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術クリニ
カルパスの導入

106

山城尊靖 MRI騒音低減について

第72回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成29年11月10日～11日
福岡市

第2回関西緩和医療研究会
平成29年11月12日
京都市

第52回日本脊髄障害医学会
平成29年11月16日～17日
千葉市

第31回日本泌尿器内視鏡学
会総会
平成29年11月16日～18日
徳島市

第28回日本臨床スポーツ医
学会学術集会
平成29年11月18日～19日
東京都渋谷区

第79回日本臨床外科学会総
会
平成29年11月23日～25日
東京都千代田区

第79回日本臨床外科学会総
会
平成29年11月23日～25日
東京都千代田区

第27回日本臨床内分泌代謝
Update
平成29年11月24日～25日
神戸市

第27回日本臨床内分泌代謝
Update
平成29年11月24日～25日
神戸市

第12回医療の質・安全学会
学術集会、
平成29年11月25～26日
千葉市

第30回日本外科感染症学会
シンポジウム
平成29年11月29日
東京都新宿区

第76回日本めまい平衡医学
会総会・学術講演会
平成29年11月29日～
12月1日
軽井沢町

第18回日本クリニカルパス
学会学術集会
平成29年12月1日～2日
大阪市

関西Gyromeeting
平成29年12月2日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名

107

木村紘也 DoseWatch使用経験

108

團野克樹 中央部横行結腸癌に対する腹腔鏡下横行結
腸部分切除の手術手技

109

舟田里奈、大武慧子、
田中江里子、三好ゆかり、
山本善光、足立和繁

モルセーフの使用経験

110

後藤晃 座長

111

後藤泰、上田譲、
芝野康司、後藤晃、
信貴経夫、李勝博

再手術を要した鎖骨遠位端骨折の2例

112

吉住哲彦 骨粗鬆症診断におけるDXA検査

113

西原彰浩 指導者

114

永井尚子 乳房トモシンセシスにおける新しい画像再
構成処理の検討

115

橋本嵩史 人工股関節全置換術周術期における心理状
態と運動機能の関係

116

橋本嵩史、田中一成 人工股関節全置換術後の転倒恐怖感と運動
機能の推移

117

高山俊也、田中一成 ギラン・バレー症候群の予後予測について
～EGOSと入院日数、FIMとの関係について
の検討～

118

吹田智子 緩和ケア研修参加前後のリンクナースの認
識変化

119

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

術中膀胱鏡検査で判明したTLH時尿管損傷
の2症例

120

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腎部分
切除術の初期経験

第22回関西GECT研究会
平成29年12月2日
大阪市

第30回日本内視鏡外科学会
総会
平成29年12月7日～9日
京都市

第30回日本内視鏡外科学会
総会
平成29年12月7日～9日
京都市

第56回大阪骨折研究会
平成29年12月9日
大阪市

第56回大阪骨折研究会
平成29年12月9日
大阪市

骨粗鬆症マネージャー会議
平成29年12月16日
豊中市

北摂内視鏡治療研究会
ESD Hands on Seminar
平成29年12月16日
豊中市

第61回日本放射線技術学会
近畿支部学術大会
平成30年1月20日
和歌山市

回復期リハビリテーション
病棟研究大会
平成30年2月2日
盛岡市

第31回回復期リハビリテー
ション病棟協会研究大会
平成30年2月2日～3日
盛岡市

第31回回復期リハビリテー
ション病棟協会研究大会
平成30年2月2日～3日
盛岡市

第32回日本がん看護学会学
術集会
平成30年2月3日
千葉市

第18回近畿産婦人科内視鏡
手術研究会
平成30年2月4日
大阪市

第10回日本ロボット外科学
会学術集会
平成30年2月10日
東京都港区
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121

奥村将之 人工骨頭置換術、観血的骨整復固定術によ
り関節可動域を制限された症例に対する動
作指導の経験

122

畑亜希子、篠木敬二、
梶原華那子、小島敦子、
浅野なつ美、見戸佐織、
飯田由貴代、徳岡美由紀、
内海司、仲下知佐子、
小西永里子、井端剛

当院での胃瘻造設患者の嚥下機能評価結果
と経口摂取への移行状況

123

山路加奈、山口充洋、
四宮聡

一般演題（口演）
地域支援ラウンドにおける薬剤師の役割

124

三坂明美、藤井啓嗣、
山路加奈、野瀬正樹、
国枝敦子、四宮聡、
山口充洋

ベストプラクティスを活用した輸液更新の
標準化

125

澤田加奈、藤井啓嗣、
酒井朱厘、四宮聡、
山路加奈、山口充洋

休日での血液培養陽性報告による感染症診
療への影響と効果

126

山路加奈、四宮聡、
山口充洋

地域支援ラウンドにおける薬剤師の役割

127

内田美織 脳梗塞の基礎

128

四宮聡 一般演題（口演）組織、活動-2

129

澤田加奈、藤井啓嗣、
酒井朱厘、四宮聡、
山路加奈、山口充洋

休日での血液培養陽性報告による感染症診
療への影響と効果

130

羽賀大貴、穀内洋介、
新田洋介、野口夏衣、
高群美和、小室竜太郎、
曽我文久、田村信司

悪性外耳道炎に続発した緑膿菌性髄膜炎・
可能性脳室炎の一例

131

坂本剛、内田陽三、
畦西恭彦、高群美和、
曽我文久、田村信司

辺縁系脳炎で発症した急性型成人Ｔ細胞白
血病の1例

132

河田慶太郎、井端剛、
籠田芳夫、中野依莉子、
新田洋介、田村信司、
小室竜太郎

夜間盗汗の原因が重症睡眠時無呼吸症候群
であった１型糖尿病症例

133

小室竜太郎 座長

134

真名子英理、橋本まり子、
桑江克樹

辺縁不明瞭な無色素性基底細胞癌の切除範
囲決定にダーモスコピーが有用であった一
例

大阪府理学療法士会豊能ブ
ロック新人症例発表会
平成30年2月11日
吹田市

第33回日本静脈経腸栄養学
会学術集会
平成30年2月22～23日
横浜市

第33回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成30年2月23日～24日
東京都港区
第33回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成30年2月23日～24日
東京都港区

第33回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成30年2月23日～24日
東京都港区

第33回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成30年2月23日～24日
東京都港区

関西Gyro basics
平成30年2月24日
堺市

第33回日本環境感染学会学
術集会　座長
平成30年2月24日
東京都港区

第33回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成30年2月24日
東京都港区

第219回日本内科学会近畿
地方会
平成30年3月3日
大阪市

第219回日本内科学会近畿
地方会
平成30年3月3日
大阪市

第219回日本内科学会近畿
地方会
平成30年3月3日
大阪市

第219回日本内科学会近畿
地方会
平成30年3月3日
大阪市

第118回関西形成外科学会
学術集会
平成30年3月4日
大阪市



№ 演 者 演 題 学 会 名

135

溝口好美、山本威久、
新田統昭、石見壮史、
天羽竜子、櫻井美帆子、
山田知絵子、榊原杏美、
東純史、橋本和久

川崎病患者における冠動脈病変及び再発予
測に関する検討

136

櫻井美帆子、溝口好美、
天羽竜子、山田知絵子、
東典子、松本千穂、
高田洋子、壽順久、
下辻常介、山本威久

川崎病治療中にアスピリンによる薬剤過敏
性症候群(DIHS)を合併した一例

137

石見壮史、山本威久、
天羽竜子、新田統昭、
櫻井美帆子、山田知絵子、
榊原杏美、東純史、
溝口好美、下辻常介

サルモネラ０８感染症により副腎クリーゼ
をきたした下垂体前葉機能低下症の1例

138

K Shibano,K Sugamoto Scapulohumeral rhythm during
horizontal flexion and extension in
shoulder abduction and external
rotation

139

六車亮太、吉永邦彦、
鈴木恵、出村和彦、
湯浅綾子、田中一成

回復期リハビリテーション病棟退院2年後
に脳卒中後遺症のリコンディショニング入
院で再度担当することができた１症例につ
いて

140

斉藤恵美、小川千尋、
青木千花

嚥下機能向上に向けた嚥下体操への取り組
み

141

荒賀美幸 当院の排尿ケアチームの取り組みと今後の
課題

142

森久乃、野崎里美、
田崎知恵、大村由美、
関口由華

A病院の特定妊婦支援の地域連携における
情報提供内容の検討

143

神崎大樹、村瀬麻衣 ICT手術室リンクナースが行う手術室の環
境ラウンド

144

永田明子 チームワークを促進する取り組み第１報
-WHO手術安全チェックリストの導入-

145

白石清乃、草薙久美子、
向居亜希

日常生活自立度を判定を正確にするための
ワードパレットを使用した褥瘡推定発生率
低下に対する取り組み

146

上和田真未、西みさき、
阿部智子

離床センサー選択基準フローチャートの有
用性の検証

147

安達友栄、藤島由美、
岩崎久子

下肢骨折術前の鎮痛剤の使用がせん妄発症
期間を短縮する効果

148

三上太郎、金山由美、
笹山光代

抑制解除手順を用いた抑制解除方法の検討

第31回近畿小児科学会
平成30年3月11日
大阪市

第31回近畿小児科学会
平成30年3月11日
大阪市

第31回近畿小児科学会
平成30年3月11日
大阪市

The 26th Congress of
Korean Shoulder and
Elbow Society
平成30年3月30日～31日
韓国

関西医科大学合同リハビリ
テーション勉強会発表
平成30年3月31日
枚方市

平成29年固定チームナーシ
ング全国研究集会
平成29年10月9日
神戸市

第56回全国自治体病院学会
平成29年10月19.20日
千葉市

第56回全国自治体病院学会
平成29年10月19.20日
千葉市

第56回全国自治体病院学会
平成29年10月19.20日
千葉市

第12回医療の質・安全学会
学術集会
平成29年11月25日.26日
千葉市

第5回大阪府看護研究学会
平成29年12月9日
大阪市

第5回大阪府看護研究学会
平成29年12月9日
大阪市

第5回大阪府看護研究学会
平成29年12月9日
大阪市

第5回大阪府看護研究学会
平成29年12月9日
大阪市


