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№ 演 者 演 題

1

高田剛、木下竜弥、
古賀実、菅尾英木

当科における腹腔鏡下膀胱全摘の初期経験

2

後藤泰、上田譲、
芝野康司、後藤晃、
信貴経夫、李勝博

股関節に生じた滑膜性骨軟骨腫症の1例

3

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

早期乳児のエンテロ、パレコウイルス感染
症における尿中β2microglobrin測定の意
義

4

東純史、石見壮史、
新田統昭、櫻井美帆子、
山田知絵子、天羽竜子、
木島衣里、溝口好美、
下辻常介、山本威久、
杉辺英世、桂聡哉、
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

5

山本善光、蓬莱愛実、
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

4㎝未満の卵巣子宮内膜症性嚢胞（チョコ
レート嚢胞）から発生した卵巣癌３症例に
ついての検討；１０年以上の長期経過観察
中に発症した２症例とジェノゲスト使用中
の１症例

6

山本善光、蓬莱愛実、
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、佐々本尚子、
塩路光徳（市立豊中）、
雨宮京夏（市立伊丹）

BMIが全腹腔鏡下子宮全摘術に与える影響

7

山本善光、蓬莱愛実、
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

子宮内膜症性卵巣嚢胞術後の再発抑制薬物
療法効果に関する検討

8

山本善光、蓬莱愛実、
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

子宮筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術の術
後に両側卵巣静脈血栓症を発症した1例

9

山本仁、中道伊津子 肺小細胞癌の乳房転移の一例

10

徳永俊照 当院の胸腺腫手術症例におけるTNM分類の
評価

11

小来田佑哉 IgG4関連肺疾患が疑われた肺炎症性偽腫瘍
の２手術例

12

中野依莉子、河田慶太郎、
籠田芳夫、新田洋介、
井端剛、小室竜太郎

コントロール不良の糖尿病精査を契機に膵腫
瘍を指摘された4例の臨床像

13

中野依莉子、河田慶太郎、
籠田芳夫、新田洋介、
井端剛、牧尾登紀、
小室竜太郎

糖尿病合併Prader-Willi症候群（PWS)2例
に対するSGLT2阻害薬の使用経験

第35回日本呼吸器外科学会
総会・学術集会
平成30年5月17日～18日
千葉市

第106回日本泌尿器科学会
総会
平成30年4月19日～22日
京都市

学会発表　平成30年度（30.4.1～31.3.31）

学 会 名

第61回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成30年5月24日～26日
東京都千代田区
第61回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成30年5月24日～26日
東京都千代田区

第121回日本小児科学会学
術集会
平成30年4月20日～22日
福岡市

第121回日本小児科学会学
術集会
平成30年4月20日～22日
福岡市

第70回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成30年5月10日～13日
仙台市

第70回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成30年5月10日～13日
仙台市

第70回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成30年5月10日～13日
仙台市

第70回日本産科婦人科学会
学術講演会
平成30年5月10日～13日
仙台市

第35回日本呼吸器外科学会
総会・学術集会
平成30年5月17日～18日
千葉市

第130回中部日本整形外科
災害外科学会・学術集会
平成30年4月20日～21日
松山市

第26回日本乳癌学会学術総
会
平成30年5月16日～18日
京都市
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14

中野依莉子、河田慶太郎、
籠田芳夫、新田洋介、
井端剛、小室竜太郎

後期高齢糖尿病患者に対する糖尿病教育入
院前後の治療内容の変化

15

四宮聡、生地あゆみ 保健所と加算取得病院合同で行う感染制御
ラウンド

16
福田将誉、山路雄太、
井口基、菅尾英木

テルモ社製輸液ポンプTE-161SとTE-281Aの
長時間流量試験に対する検討

17

萬雲正清、谷香里、
久島梓、森真規子、
小西永里子、井藤紀明、
北尾隆、金井秀行

ミトコンドリア心筋症の兄弟例

18

萬雲正清 循環器4題座長

19

榊康晴 当院での新規浅鎮静プロトコール変更後の
調査

20
阪本隆希、穀内洋介、
曽我文久

発熱、嚥下困難を呈した23歳女性

21

蓬莱愛実、大武慧子、
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

マイクロ波子宮内膜アブレーション後の子
宮頚管狭窄にたいしマレコカテーテルにて
対処した1例

22

鈴木敦子、味村和哉、
三宅達也、中塚えりか、
柿ヶ野藍子、松崎慎哉、
熊澤恵一、遠藤誠之、
木村正

妊娠後期のＮＩＰＴにてＴｒｉｓｏｍｙ１
３陽性となり、診断確定前の管理方針に苦
慮した１例

23

清水康太郎 Posturographic pattern of patients
with periheral vestibular dysfunction
at vertigo interval period
末梢性めまい疾患の非発作期における重心
動揺検査のパターンに関する検討

24

甲斐優吾、疋田隼人、
土居哲、田畑優貴、
森下直紀、山田涼子、
小玉尚宏、阪森亮太郎、
平松直樹、三田英治、
萩原秀紀、田村信司、
今井康陽、巽智秀、
竹原徹郎

DAA治療におけるHCVゲノム多様性の変化と
その意義

25

疋田隼人、田畑優貴、
山田涼子、小玉尚宏、
阪森亮太郎、三田英治、
萩原秀紀、田村信司、
今井康陽、巽智秀、
竹原徹郎、卜部彩子、
土井喜宣、飯尾禎元、
小川弘之、金子晃、
伊藤敏文

Genotype1型C型慢性肝疾患に対する
Elbasvir/Grazoprevir療法の安全性および
治療効果について　多施設共同研究

26
森下直紀 C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・

アスナプレビル療法におけるNS5A2重変異
測定の意義

27

吹田智子、加藤理香、
西原彰浩、前田一石、
森一郎、石垣和美、
白坂昌子、中祐次

「地域緩和ケアモデル『箕面モデル』によ
り当地域に生じた変化」

第54回日本肝臓学会総会
平成30年6月14日～15日
大阪市

第7回日本感染管理ネット
ワーク学術集会
平成30年5月25日～26日
仙台市
日本臨床工学技士会
平成30年5月26-27日
横浜市
第43回日本超音波検査学会
平成30年6月2日
大阪市

第54回日本肝臓学会総会
平成30年6月14日～15日
大阪市

第23回緩和医療学会学術大
会
平成30年6月15日
神戸市

第54回日本肝臓学会総会
平成30年6月14日～15日
大阪市

XXXBarany Society
Meeting
平成30年6月10日～13日
スウェーデン

第138回近畿産科婦人科学
会総会学術集会
平成30年6月9日～10日
大阪市

第21回臨床救急医学会学術
集会
平成30年6月2日
名古屋市

北大阪内科研究会
平成30年6月9日
吹田市

第138回近畿産科婦人科学
会総会学術集会
平成30年6月9日～10日
大阪市

第61回日本糖尿病学会年次
学術集会
平成30年5月24日～26日
東京都千代田区

第43回日本超音波検査学会
平成30年6月2日
大阪市
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28

岡山友佳 リンクナース育成への取り組み
～コミュニケーション方法をフィードバッ
クする～

29

田中一成 大腿骨近位部骨折りはリハビリテーション
過程におけるＤＶＴの発生状況と経過

30

舟田里奈、山本善光 ５０gGCT陽性症例から妊娠糖尿病（GDM)の
予測に関する検討

31

岡義雄、岡田かおる、
吉岡慎一、上島成幸、
根津理一郎

手術侵襲評価法E-PASSスコアは術後生体反
応を反映し、短期アウトカム評価に有用

32

團野克樹、池田公正、
竹山廣志、星美奈子、
西垣貴彦、山下雅史、
谷口博一、黒川英司

当院における大腸癌イレウスに対する緊急
手術の治療成績

33

須藤貴人 完全内臓逆位を伴う胆石性胆嚢炎に対して
PTGBD後腹腔鏡下胆嚢摘出術施行した一例

34

高橋健太 単孔式腹腔鏡下に切除しえた成人小腸重複
腸管の一例

35

大幡泰久、武鑓真司、
中野由佳子、山本賢一、
中山尋文、北岡太一、
窪田拓生、道上敏美、
山本威久、大薗恵一

ターゲットエクソーム解析を用いた日本人
骨形成不全患者47名の網羅的遺伝子解析と
表現型解析

36

田中江里子、蓬莱愛実、
臼井淳子、鈴木敦子、
佐藤紀子、大武慧子、
戸田有朱香、舟田里奈、
山本善光、足立和繁

腹腔鏡手術後に肝胆道系酵素上昇を認めた
２症例

37

田中江里子、蓬莱愛実、
臼井淳子、鈴木敦子、
佐藤紀子、大武慧子、
戸田有朱香、舟田里奈、
山本善光、足立和繁

全腹腔鏡子宮窩全摘術（ＴＬＨ）のＭＲＩ
における術前評価の後方視的検討

38

北尾隆 Case of left axillary artery stenosis

39

芝野康司 肩の脱臼に関するメカニズムの解析

40

吹田智子、加藤理香 当院におけるリンパ浮腫ケアの現状と課題

41

十河千愛、向井すなえ、
西垣内裕江、加藤理香、
藤田美佐緒、池田公正、
岡義雄

「働きながらがん治療が受けられる！箕面
市立病院の取り組み第一報」

日本リハビリテーション医
学会第55回学術集会
平成30年6月28日～7月1日
福岡市

第23回関西がんチーム医療
研究会
平成30年9月22日
大阪市

第58回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成30年8月2日～4日
松江市

第23回関西チーム医療研究
会
平成30年9月15日
大阪市

第27回日本心血管インター
ベンション治療学会学術集
会
平成30年8月3日
神戸市
The role of
AIGHL(anterior band of
the inferior
glenohumeral
ligament)during the
motion of shoulder
joint.
平成30年9月1日～4日
台湾

第54回日本周産期・新生児
医学会学術集会
平成30年7月8日～10日
東京都千代田区

第19回日本認知症ケア学会
大会
平成30年6月17日
新潟市

第73回日本消化器外科学会
総会
平成30年7月11日～13日
鹿児島市

第73回日本消化器外科学会
総会
平成30年7月11日～13日
鹿児島市

第73回日本消化器外科学会
総会
平成30年7月11日～13日
鹿児島市

第73回日本消化器外科学会
総会
平成30年7月11日～13日
鹿児島市

第58回日本産科婦人科内視
鏡学会学術講演会
平成30年8月2日～4日
松江市

第36回日本骨代謝学会学術
集会
平成30年7月26日～28日
長崎市
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42

田平梓 当院におけるロボット支援手術導入に向け
た取り組み

43

竹山廣志、團野克樹、
木谷光太郎、辻江正徳、
若狭朋子、西垣貴彦、
山下雅史、谷口博一、
池田公正、岡義雄

大腸癌原発巣におけるThymidylate
synthase 発現は肝転移巣に対する化学療
法の効果判定予測因子となる

44

加藤栄、井上香、
千葉礼子、福井美由紀、
荒賀美幸、石上佐恵、
出村和彦、東山千鶴子、
松本千穂

H29年度の褥瘡推定発生率上昇の
原因分析、考察と今後の課題

45

出村和彦、石上佐恵、
荒賀美幸、千葉礼子、
金本美紀子、福井美由紀、
加藤栄、東山千鶴子
松本千穂

理学療法士及び作業療法士によるポジショ
ニング相談体制変更後の結果

46

坂本達哉、森下直紀、
水谷昌代、西原彰浩、
山北剛史、山﨑正美、
谷奈緒子、平野美樹、
由良守、田村信司、
竹山廣志

十二指腸憩室との関連が疑われた真性腸石
イレウスの再発例

47

島田菜津子、﨑元和子、
松本千穂

当科で経験したマムシ咬傷22例の検討

48

出村和彦、石上佐恵、
荒賀美幸、千葉礼子、
金本美紀子、福井美由紀、
加藤栄、東山千鶴子、
松本千穂

理学療法士及び作業療法士によるポジショ
ニング相談体制変更後の結果

49

大幡泰久、山本威久 他 ターゲットエクソーム解析を用いた日本人
骨形成不全患者52名の網羅的遺伝子解析と
表現型解析

50
齋藤俊寬、橋本まり子、
桑江克樹

鼻瘤を伴う酒さの一例　第2報

51
桑江克樹 一般演題　第2群　座長

52
四宮聡、田平梓、永田明子 10年間の脊椎・人工関節SSIサーベイラン

スの評価

53
四宮聡 本邦の医療器具関連感染サーベイランスの

現況

54
吉留さつき、工藤日向子、
柏木睦美

コスト削減を目指した手術室での取り組み

55
山路雄太、福田将誉、
井口基

各社ペースメーカ放射線識別符号一覧シー
トの作成によるメーカ判別方法の評価

56
佐々木美幸、関真美、
粟倉康之、渡部周作、
木村理恵、岩渕勝好

「医療の質の評価・公表等推進事業」にお
けるDPCデータ活用による考察
～誤嚥性肺炎の2指標について～

57
戸祭　庸子 地域のかかりつけ薬剤師・薬局機能のため

のモデル事業に協力して

58

高田剛、木下竜弥、
古賀実、菅尾英木

ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術におけ
るTrifecta・Pentafectaの達成率に関する
検討

第57回全国自治体病院学会
平成30年10月18日
郡山市

第469回日本皮膚科学会・
大阪地方会
平成30年9月29日
大阪市

第52回日本小児内分泌学会
学術集会
平成30年10月4日～6日
東京都江東区

第23回関西がんチーム医療
研究会
平成30年9月22日
大阪市

第57回全国自治体病院学会
平成30年10月18～19日
郡山市

第40回日本手術医学会総会
平成30年10月12日
東京都江東区

日本消化器病学会近畿支部
第109回例会
平成30年9月29日
大阪市

第20回日本褥瘡学会学術集
会
平成30年9月28日
横浜市

第47回大阪形成外科医会
平成30年10月6日
大阪市
第47回大阪形成外科医会
平成30年10月6日
大阪市

第77回日本癌学会学術総会
平成30年9月27日～29日
大阪市

第20回日本褥瘡学会学術集
会
平成30年9月29日
横浜市

第40回日本手術医学会総会
平成30年10月13日
東京都江東区

第56回日本癌治療学会学術
集会
平成30年10月18日～20日
横浜市

第20回日本褥瘡学会学術集
会
平成30年9月28日
横浜市

第57回全国自治体病院学会
平成30年10月19日
郡山市

第40回日本手術医学会総会
平成30年10月13日
東京都江東区
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59
芝野康司 化膿性方関節炎と初期診断したRS3PE症候

群の一例

60

北尾隆 NIRS-IVUSによりプラーク内脂質を評価す
るPCI

61

賀須井悠莉、石見壮史、
長谷川泰浩、向井昌史、
新田統昭、榊原杏美、
東純史、溝口好美、
下辻常介、山本威久

ネフローゼ症候群を呈したIgA腎症の経過
中に慢性再発性多発性骨髄炎を発症した13
歳男児例

62

井端剛、新田洋介、
田中江里子、舟田里奈、
足立和繁、芝野康司、
李勝博、吉住哲彦、
山本威久

ビスホスホネート治療後に両側大腿骨頚部
骨折を受傷した低ホスファターゼ症保因者
の１例

63

籠田芳夫、井端剛、
牧尾登紀、河田慶太郎、
新田洋介、平田歩、
小室竜太郎

デュラグルチド導入にて高用量のインスリ
ン療法（180単位/日）を中止できた1例

64

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

SGLT２阻害薬とインスリン併用中に見られ
た正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスの1
例

65

中野依莉子、井端剛、
小木田佑哉、河田慶太郎、
籠田芳夫、新田洋介、
平田歩、小室竜太郎

ペムブロリズマブ投与後に下垂体前葉機能
低下症を発症した１例

66

福岡智哉、山本威久 他 男性化徴候を契機に診断された非古典型21
水酸化酵素欠損症の一例

67

田中江里子 子宮筋腫赤血球増多症候群の2症例

68

團野克樹 開腹大腸手術における器機・ドレープ交換
と創部洗浄のＳＳＩ予防効果

69

竹山廣志 下部消化管穿孔における術前注腸検査の有
用性に関する検討

70

中田惠子、山本威久、
木島衣理、榊原杏美 他

新生児におけるコクサッキーウイルスB群
感染の危険性

71

向井昌史、山本威久、
石見壮史、新田統昭、
賀須井悠莉、櫻井美帆子、
榊原杏美、東純史、
長谷川泰浩、溝口好美、
下辻常介

インフルエンザＡ型罹患時にインスリン分
泌低下と高血糖を認めた男児の1例

72

新田統昭 Prediction for the CAL and recurrences
in Kawasaki Disease

第20回日本骨粗鬆症学会
平成30年10月26日～28日
長崎市

第73回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成30年11月9日～10日
東京都新宿区
第50回日本小児感染症学会
総会・学術集会
平成30年11月10日～11日
福岡市

Complex Cardiovascular
Therapeutics 2018
平成30年10月25日～27日
神戸市

第73回日本大腸肛門病学会
学術集会
平成30年11月9日～10日
東京都新宿区

第28回臨床内分泌代謝
Update
平成30年11月2日～3日
福岡市

第33回日本女性医学学会学
術集会
平成30年11月3日～4日
岐阜市

第50回日本小児感染症学会
総会・第9回アジア小児感
染症学会
平成30年11月10日～11日
福岡市

The 9th asian congress
of pediatric infectious
diseases
平成30年11月10日～11日
福岡市

第55回日本糖尿病学会近畿
地方会
第54回日本糖尿病協会近畿
地方会
平成30年10月27日
神戸市
第55回日本糖尿病学会近畿
地方会
第54回日本糖尿病協会近畿
地方会
平成30年10月27日
神戸市
第28回臨床内分泌代謝
Update
平成30年11月2日～3日
福岡市

第45回日本肩関節学会
平成30年10月19日～20日
大阪市

第28回日本小児リウマチ学
会総会・学術集会
平成30年10月26日～28日
東京都千代田区
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73

西垣貴彦、團野克樹、
小来田佑哉、山下雅史、
竹山廣志、徳永俊照、
谷口博一、山本仁、
池田公正、岡義雄

虫垂炎の波及による鼠径ヘルニア術後の
メッシュ感染の一例

74

西垣貴彦、團野克樹、
小来田佑哉、山下雅史、
竹山廣志、徳永俊照、
谷口博一、山本仁、
池田公正、岡義雄、
中島聡美

単孔式腹腔鏡下に解除しえた子宮広間膜裂
     孔ヘルニア嵌頓の一例

75
信貴経夫 腰椎疾患由来の坐骨神経痛が疑われていた

骨盤腫瘍の2例

76
福田ゆりか、神移真理子、
井上香

外科手術中に発生したスキンテアの要因分
析

77
福田将誉、山路雄太、
井口基

ペースメーカー等放射線識別符号一覧の作
成によるメーカ判別に関する取り組み

78

高田剛、木下竜弥、
菅尾英木、古賀実

TURP術後前立腺癌症例に対するロボット支
援前立腺全摘における膀胱頸部処理の工夫

79

清水康太郎、今井貴夫、
岡崎鈴代、大崎康弘、
佐藤崇、太田有美、
奥村朋子、猪原秀典

メニエール病患者非発作時の自宅眼振検査
の有用性について

80

吹田智子、加藤理香、
西原彰浩、前田一石、
森一郎、石垣和美、
白坂昌子、中祐次

「地域緩和ケアモデル『箕面モデル』によ
り当地域に生じた変化」

81

團野克樹 下行結腸癌に対する腹腔鏡下手術手技、オ
プションとしての体腔内機能的端々吻合

82
西原彰浩、山北剛史 座長、指導者

83

中島聡美、坂本達哉、
穀内洋介、山路加奈、
四宮聡、高群美和、
曽我文久

牛レバーの生食を契機として発症した
C.Fetus髄膜炎の一例

84

阪本隆希、穀内洋介、
高群美和、曽我文久、
田村信司

嚥下性肺炎を契機に発見された筋無力症の
1例

85

髙田剛、木下竜弥、
菅尾英木、古賀実

ロボット支援腎部分切除術における
R.E.N.A.L. nephrometry scoreと手術成績
の検討

86

永田明子 ロボット支援手術導入に向けた看護師教育
について

87

井端剛、小西永里子、
李杏菜、嶽村貞治、
浅野なつ美、小島敦子、
畑亜希子、田路さやか、
仲下知佐子、飯田由貴代、
四宮聡、見戸佐織、
有馬勝美、徳岡美由紀、
古里雅子、金井秀行

SGLT2阻害薬投与により体重減少や血糖管
理改善を認めた糖尿病合併Prader-Willi症
候群（PWS）の３症例

北摂内視鏡治療研究会
平成30年12月8日
豊中市
日本神経学会第112回近畿
地方会
平成30年12月8日
豊中市

第11回日本ロボット外科学
会学術集会
平成31年1月26日
名古屋市
第34回日本静脈経腸栄養学
会学術集会
平成31年2月14日～15日
東京都港区

第80回日本臨床外科学会総
会
平成30年11月22日～24日
東京都港区

大阪緩和ケア研究会第23回
緩和医療学会
平成30年12月1日
大阪市

第77回日本めまい平衡医学
会総会・学術講演会
平成30年11月28日～30日
山口市

第31回日本内視鏡外科学会
総会
平成30年12月6日～8日
福岡市

日本内科学会第222回近畿
地方会
平成30年12月15日
京都市

医療の質・安全学会
平成30年11月24～25日
名古屋市
第32回日本泌尿器内視鏡学
会総会
平成30年11月27日～29日
仙台市

第80回日本臨床外科学会総
会
平成30年11月22日～24日
東京都港区

第53回日本脊椎障害医学会
平成30年11月22日～23日
名古屋市
日本手術看護学会年次大会
平成30年11月23日
横浜市

第11回日本ロボット外科学
会学術集会
平成31年1月26日
名古屋市
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88

金井秀行、小西永里子 誤嚥性肺炎の主治医においてもやはり呼吸
器内科がより適切か？ー当院高齢者肺炎に
おける検討ー

89

Satoshi Shinomiya,
KanaYamaji,
Atsuko Kokushi,
Mitsuhiro Yamaguchi

Effects of community-based leadership
rounds to reduce healthcare associated
infection.

90

南澤純一、田中一成、
吉永邦彦、宮田卓也

頚椎症性脊髄症術後患者に求められる回復
期リハ病棟の役割

91

四宮聡 病院清掃のエビデンスとプラクティス

92

山路加奈、四宮聡、
大谷拓史、澤田加奈、
野瀬正樹、谷奈緒子、
國枝敦子、山口充洋

整形外科における抗菌薬適正化の取り組み

93

野瀬正樹、四宮聡、
山路加奈、國枝敦子、
山口充洋

人工関節SSI防止ゼロにむけた取り組み

94

山口充洋 複数演題　共同演者(他部署のため事務に
て確認してもらう）

95

四宮聡 座長

96

山口真美 手術室の特殊性を踏まえたアドヒアランス
向上の取り組み

97
岡義雄 The necessity of supportive care for

high risk gastric cancer patients
evaluated by E-PASS score

98

坂本達哉、由良守、
武田美樹、谷奈緒子、
森下直紀、山﨑正美、
山北剛史、西原彰浩、
水谷昌代、田村信司

PTP誤飲を契機に大腸がんを診断された腸
閉塞の1例

99

北尾隆 左腋窩動脈狭搾症の1例

100

瀬戸口映、新田洋介、
河田慶太郎、籠田芳夫、
平田歩、井端剛、
田村信司、曽我文久、
小室竜太郎

パーキンソニズム精査中に偶発的に診断さ
れた下垂体腫瘍に伴う汎下垂体機能低下症
の1例

101

島田菜津子、﨑元和子、
松本千穂

小児皮膚エリテマトーデスの2例

102

向井昌史、山本威久、
武鑓誌真司、大幡泰久、
長谷川泰浩、北岡太一、
窪田拓生、山本勝輔、
溝口好美、道上敏美、
大薗恵一

ビタミンＤ欠乏症くる病による内反膝（0
脚）の程度と関連する因子の検討

第34回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成31年2月22日
神戸市

日本内科学会第223回近畿
地方会
平成31年3月2日
京都市

日本内科学会第223回近畿
地方会
平成31年3月2日
京都市

第18回日本病院総合診療医
学会学術総会
平成31年2月15日～16日
沖縄県

第34回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成31年2月23日
神戸市

第91回日本胃癌学会総会
平成31年2月27日～3月1日
沼津市

第34回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成31年2月23日
神戸市

日本内科学会第223回近畿
地方会
平成31年3月2日
京都市

第34回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成31年2月22日～23日
神戸市

第32回近畿小児科学会
平成31年3月17日
京都市

第472回日本皮膚科学会・
大阪地方会
平成31年3月9日
大阪市

第34回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成31年2月22日
神戸市

回復期リハビリテーション
病棟協会第33回研究大会
平成31年2月21日～22日
浦安市

The 9th international
congress of the Aisa
Pacific Society of
Infection Control 2019
平成31年2月20日
ベトナム

第34回日本環境感染学会総
会・学術集会
平成31年2月22日
神戸市
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103

石見壮史、武鑓真司、
山本威久、溝口好美、
長谷川泰浩、東純史、
北岡太一、窪田拓生、
中島充、下辻常介

紫斑病性腎炎発症と関連する因子の検討

104

賀須井悠莉、長谷川泰浩、
向井昌史、石見壮史、
新田統昭、榊原杏美、
東純史、木島衣理、
溝口好美、山本威久

非特異的な症状から発見された頭蓋内占拠
性病変の5例

105

西澤日花里、穀内洋介、
高群美和、木下竜弥、
曽我文久

精巣癌化学療法中に失調・感覚障害をみと
めたＡＩＤＰの一例

106

Koji Shibano Comarison of two clavicle hook plates
for the treatment of distal clavicle
fracture

Korean Shoulder Elbow
Society 27th Spring
Congress
平成31年3月28日～30日
韓国

日本神経学会第113回近畿
地方会
平成31年3月17日
豊中市

第32回近畿小児科学会
平成31年3月17日
京都市

第32回近畿小児科学会
平成31年3月17日
京都市


