
№ 演 者 演 題 学会名

1

髙見晴奈、芝野康司、
李勝博

上腕骨外科頚骨折に烏口突起骨折を合併した１
例

第132回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会
平成31年4月5日～4月6日
津市

2

北尾隆 2種類のNIRS-IVUS systemによって検出される脂
質量の比較検討

近畿心血管治療ジョイントライブ
（KCJL)2019
平成31年4月11日～4月13日
大阪市

3

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

生検トレパンを用いた子宮頚部生検により子宮
頚部上皮内腫瘍３（ＣＩＮ３）と診断しえた円
錐切除術後外子宮口完全閉鎖の1例

第71回日本産科婦人科学会学術講
演会
平成31年4月11日～4月14日
名古屋市

4

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

虫垂炎の手術時に偶然発見された腹膜癌の一例 第71回日本産科婦人科学会学術講
演会
平成31年4月11日～4月14日
名古屋市

5

井口基、福田将誉、
山路雄太、北尾隆

NIRS-IVUSにおける冠動脈形成術前後の非責任病
変のMaxLCBI(4)の検証

KCJL
平成31年4月11日～4月13日
大阪市

6

岡義雄 消化器外科予定手術の術後合併症リスク評価に
おける術前握力測定の意義

第119回日本外科学会定期学術集
会
平成31年4月18日～4月20日
大阪市

7

團野克樹 結腸癌手術における、腹腔鏡下体腔内切離・吻
合の手術手技

第119回日本外科学会定期学術集
会
平成31年4月18日～4月20日
大阪市

8

吉永光宏 当院における外傷性尿道狭搾症に対する尿道形
成術の初期経験

第107回日本泌尿器科学会総会
平成31年4月18日～4月21日
名古屋市

9

髙田剛、木下竜弥、
菅尾英木、古賀実

ロボット支援前立腺全摘除術における術前内閉
鎖筋量と術後尿失禁制獲得の相関について

第107回日本泌尿器科学会総会
平成31年4月18日～4月21日
名古屋市

10

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、下辻常介、
山本威久

ネフローゼ症候群を呈したIgA腎症治療中に凍傷
様の皮疹と骨髄炎を発症した13歳男児例

第122回日本小児科学会学術集会
平成31年4月19日～4月21日
金沢市

11

向井昌史、山本威久、
武鑓真司、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欠乏性くる病による内反膝（O脚）の
程度と関連する因子の検討

第122回日本小児科学会学術集会
平成31年4月19日～4月21日
金沢市

12

萬雲正清 座長　循環器4題 第44回日本超音波検査学会
平成31年4月27日
横浜市

13

山﨑正美 当施設における非切除遠位悪性胆道狭狭窄にお
ける内視鏡ドレナージの推移

第105回日本消化器病学会総会
令和元年5月9日～5月11日
金沢市

２　学会発表
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14

向井昌史、山本威久、
武鑓真司、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欠乏性くる病による内反膝（O脚）の
程度と関連する因子の検討

第92回日本内分泌学会学術総会
令和元年5月9日～5月11日
仙台市

15

川岸紗千、神崎隆、
狩野孝、大瀬尚子、
舟木壮一郎、南正人、
木村賢二、井上匡美、
新谷康

繰り返す眼瞼脂腺癌肺転移に対しrepeat 
resectionを行い長期生存を得た1例

第36回日本呼吸器外科学術集会・
第15回医療安全講習会・第25回呼
吸器外科セミナー
令和元年5月16日～5月17日
大阪市

16

福田将誉、山路雄太、
井口基

フレキシブルビデオ腹腔鏡の修理費削減の取り
組み

第29回日本臨床工学技士会
令和元年5月18日～5月19日
盛岡市

17

Kokunai Y A case of Periodic Paralysis with Hypo and 
Hyperkalemic characteristics 

第60回日本神経学会学術大会
令和元年5月22日～5月25日
大阪市

18

畑亜希子、篠木敬二、
小島敦子、浅野なつ美、
平野愛佳、村松亜悠美、
平田歩、井端剛、
小室竜太郎

当院での糖尿病食の糖質エネルギー比率低下へ
の取り組み

第62回日本糖尿病学会年次学術集
会
令和元年5月23日～5月25日
仙台市

19

樋口泉、阿部智子、
江口恵美、森田紫、
立花智美、梅原妙子、
永吉慶子、東山千鶴子、
向井すなえ、畑亜希子、
篠木敬二、河田慶太郎、
籠田芳夫、新田洋介、
平田歩、井端剛、
小室竜太郎

糖尿病患者の行動変容が期待できる
糖尿病透析予防指導2
個々の健康行動開始のきっかけを見逃さない関
わり方

第62回日本糖尿病学会学術集会
令和元年5月23日～5月25日
仙台市

20

籠田芳夫、新田洋介、
井端剛、平田歩、
小室竜太郎

当院3年間で経験した糖尿病性外眼筋麻痺15例の
検討

第62回日本糖尿病学会年次学術集
会
令和元年5月23日～5月25日
仙台市

21

河田慶太郎、籠田芳夫、
新田洋介、井端剛、
平田歩、小室竜太郎

2型糖尿病患者への新規WeeklyＧＬＰ-1受容体作
動薬導入による血糖コントロール、体重変化の
検討

第62回日本糖尿病学会年次学術集
会
令和元年5月23日～5月25日
仙台市

22

鈴木秀和、北尾隆、
永井崇博、小西永里子、
井藤紀明

Neoatherosclerosisによる急性冠症候群の1例 日本内科学会第224回近畿地方会
令和元年6月1日
大阪市

23

戸祭庸子、西原彰浩 当院におけるヒドロモルフォンの使用経験 第13回日本緩和医療薬学会年会
令和元年6月1日
千葉市

24

奥谷剛、吉永邦彦、
出村和彦、糸井久幸、
田中一成

当院回復期リハ病棟退院患者における当事業所
の訪問リハを利用しなかった患者の要因に関す
る実態調査

第17回日本訪問リハビリテーショ
ン協会学術集会in 新潟
令和元年6月3日
新潟市

25

Kokunai Y, Kunimoto B, 
Salgues J, Chehere P, 
Soga F

Dance workshop for Parkinson's disease 
patients

第5回世界パーキンソン病学会
令和元年6月4日～6月7日
京都市

26

山本威久 (座長）ビタミンＤ欠乏に関するコンセンサスと
残された課題

第54回日本小児腎臓病学会学術集
会
令和元年6月7日～6月8日
大阪市



№ 演 者 演 題 学会名

27

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、
大薗恵一

紫斑病性腎炎の発症および重症度に関する因子
の検討

第54回日本小児腎臓病学会学術集
会
令和元年6月7日～6月8日
大阪市

28

小倉久幸 短下肢装具の立脚期膝関節制御に関する3次元歩
行分析の臨床的指標

第56回日本リハビリテーション医
学会学術集会
令和元年6月12日～6月16日
神戸市

29

川岸紗千、舟木壮一郎、
大瀬尚子、狩野孝、
神崎隆、名護章弘、
南正人、新谷康

PTH・血清Ca制御目的に副甲状腺癌胸膜播種巣切
除を行った1例

第62回関西胸部外科学会学術集会
令和元年6月13日～6月14日
徳島市

30

Yamashita M, Takahashi 
K, Nishigaki T, 
Takeyama H, Danno K, 
Taniguchi H, Tokunaga 
T, Yamamoto H, Ikeda K, 
Oka Y

Two cases of cholangiolocellular carcinoma 
found at pastoperative follow-up for other 
cancers

第31回日本肝胆膵外科学会・学術
集会
令和元年6月13日～6月15日
高松市

31

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
関する取り組み

第94回日本医療機器学会大会
令和元年6月13日～6月15日
大阪市

32

長谷川泰浩 座長 第222回大阪小児科学会「Dセッ
ション」
令和元年6月15日
大阪市

33

糸井久幸、田中一成 大腿骨骨折術後の貧血による影響 第45回日本骨折治療学会
令和元年6月28日～6月29日
福岡市

34

谷拡樹、出村和彦、
田中一成

悪性症候群の摂食嚥下リハビリテーション経験 第20回日本言語聴覚学会
令和元年6月28日
大分市

35

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

早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術の治療成績
の検討

第61回日本婦人科腫瘍学会学術講
演会
令和元年7月4日～7月6日
新潟市

36

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

マンチェスター手術を契機に診断された子宮頚
癌の1例

第61回日本婦人科腫瘍学会学術講
演会
令和元年7月4日～7月6日
新潟市

37

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

臍部子宮内膜症由来の類内膜腺癌の術後に両側
卵巣癌を発症した1例

第61回日本婦人科腫瘍学会学術講
演会
令和元年7月4日～7月6日
新潟市

38

山本仁 抗HER2療法中止後もCR維持のＨＥＲ2陽性局所再
発乳癌の2例

第27回日本乳癌学会学術総会
令和元年7月11日～7月13日
東京都新宿区

39

豊田泰弘、南有紀、
北條茂幸、吉岡節子

ペースメーカー植え込み側に発症した局所進行
乳癌の2例

第27回日本乳癌学会学術総会
令和元年7月11日～7月13日
東京都新宿区
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40

桑江克樹 会長 第122回関西形成外科学会学術集
会
令和元年7月14日
大阪市

41

日名香菜子、沖村愛、
齋藤俊寛、桑江克樹

急速な増大を示した顔面石灰化上皮腫の2例 第122回関西形成外科学会学術集
会
令和元年7月14日
大阪市

42

谷口博一 Phase Ⅱ study of capecitabine plus 
oxaliplatin in patients with gastric cancer 
resistant/intolerable to CDDP(OGSG1403)

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会
令和元年7月18日～7月20日
京都市

43

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

リハビリテーションにおける皮膚創傷発生状況 第21回日本褥瘡学会
令和元年8月23日
京都市

44

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

回復期リハビリテーション病棟における看護補
助者の褥瘡予防教育

第21回日本褥瘡学会
令和元年8月23日
京都市

45

谷拡樹、宮田卓也、
林直毅、鈴木恵、
出村和彦、田中一成

誤嚥性肺炎入院患者の性差に関する臨床的特徴 第25回日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会学術大会
令和元年9月6日
新潟市

46

田中江里子、鈴木敦子、
臼井淳子、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

腹腔鏡手術で判明した正常卵巣と連続性を認め
なかった莢膜細胞腫の１例

第59回日本産科婦人科内視鏡学会
学術講演会
令和元年9月12日～9月14日
京都市

47

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

外来内膜細胞診・組織診陰性の未閉経、内膜肥
厚症例に対し子宮鏡所見が有用であった初期子
宮体癌の3例

第59回日本産科婦人科内視鏡学会
学術講演会
令和元年9月12日～9月14日
京都市

48

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

正常卵巣から遊離され壁側腹膜に固定された卵
巣原発の成熟嚢胞奇形腫の1例

第59回日本産科婦人科内視鏡学会
学術講演会
令和元年9月12日～9月14日
京都市

49

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

臍ヘルニア創部をカメラポートとして使用し、
Meigs症候群を呈した卵巣線維腫に対して腹腔鏡
下手術を施行した症例

第59回日本産科婦人科内視鏡学会
学術講演会
令和元年9月12日～9月14日
京都市

50

北尾隆 NIRS-IVUSを用いた虚血性心疾患の責任病変の脂
質性状の検証

第28回日本心血管インターベン
ション治療学会学術集会：ＣＶＩ
Ｔ2019
令和元年9月19日～9月21日
名古屋市
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51

竹山廣志、團野克樹、
高橋健太、川岸紗千、
西垣貴彦、山下雅史、
豊田泰弘、徳永俊照、
谷口博一、山本仁、
池田公正、杉本圭司、
岡義雄

当院におけるロボット支援腹腔鏡下直腸癌手術
の縫合不全回避の工夫

第32回近畿内視鏡外科研究会
令和元年9月21日
豊中市

52

三木愛梨、畦西恭彦、
内田陽三

寒冷凝集素症を合併し、経過中にび慢性大細胞
型B細胞リンパ腫に形質転換した低悪性度B細胞
リンパ腫の1例

日本内科学会第225回近畿地方会
令和元年9月21日
大阪市

53

團野克樹 腹腔鏡大腸手術スペシャリストへの道のり 第202回近畿外科学会
令和元年9月28日
大阪市

54

高橋健太、谷口博一、
川岸紗千、西垣貴彦、
山下雅史、竹山廣志、
豊田泰弘、團野克樹、
德永俊照、山本仁、
池田公正、岡義雄

胃 GIST 切除後再発を疑われたデスモイド腫瘍
の一例

第202回近畿外科学会
令和元年9月28日
大阪市

55

川岸紗千、德永俊照、
小来田佑哉、高橋健太、
西垣貴彦、山下雅史、
竹山廣志、豊田泰弘、
團野克樹、谷口博一、
杉本圭司、池田公正、
山本仁、岡義雄、
中道伊津子

1年9ヶ月前に受傷した胸部外傷が起因と思われ
る肺内血腫の1切除例

第202回近畿外科学会
令和元年9月28日
大阪市

56

中島聡美、豊田泰弘、
山本仁、島田菜津子、
松本千穂、高橋健太、
川岸紗千、西垣貴彦、
山下雅史、竹山廣志、
團野克樹、德永俊照、
谷口博一、池田公正、
岡義雄

化学療法と局所処置で症状コントロールを得ら
れた巨大乳癌の1例

第202回近畿外科学会
令和元年9月28日
大阪市

57

四宮聡 SSIサーベイランスの判定事例集 第41回日本手術医学会総会
令和元年9月28日　
東京都文京区

58

團野克樹、松田宙、
竹山廣志、池田公正

直腸癌に対するロボット支援下手術の導入 日本消化器病学会近畿支部第111
回例会・第61回教育講演会
令和元年10月5日
大阪市

59

桑江克樹 座長　一般演題　第２群　 第48回大阪形成外科医会
令和元年10月5日
大阪市

60

齋藤俊寛、日名香菜子、
沖村愛、桑江克樹

上肢に生じたＡ群β溶連菌による壊死性筋膜炎
が疑われた2例

第48回大阪形成外科医会
令和元年10月5日
大阪市

61

團野克樹、太田博文、
太田勝也、松村多恵、
小森孝通、岡村修、
岡野美穂、小川淳宏、
玉川浩司、畑泰司、
松田宙、水島恒和、
山本浩文、根津理一郎、
森正樹、土岐祐一郎

下部消化管穿孔手術における創部に対する陰圧
閉鎖療法の有用性に関する前向き検討

第74回日本大腸肛門病学会学術集
会・評議員会
令和元年10月11日～10月12日
東京都港区
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62

竹山廣志、團野克樹、
池田公正、岡義雄

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

第74回日本大腸肛門病学会学術集
会
令和元年10月11日
東京都港区

63

向井昌史、山本威久、
武鑓真司、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欠乏性くる病による内反膝（O脚）の
程度と関連する因子の検討

第37回日本骨代謝学会学術集会
令和元年10月12日～10月14日
神戸市

64

山本威久 座長 第37回日本骨代謝学会学術集会
令和元年10月12日～10月14日
神戸市

65

岡田倫太郎、海渡貴司、
串岡純一、小玉城、
立岩大輔、右近裕一朗、
牧野孝洋、武中章太、
吉川秀樹

平行低磁場はラット骨髄間質細胞の配向性およ
び骨芽細胞分化に影響を与える

第34回日本整形外科学会基礎学術
集会
令和元年10月17日～10月18日
横浜市

66

増田尊史、青山毅 骨SPECTにおける低エネルギー高分解能高感度コ
リメータを用いた収集時間短縮についての検討

第47回日本放射線技術学会秋季学
術大会
令和元年10月19日
大阪市

67

前西広太 復職を目的に、高次脳機能障害に対し作業療法
を実施した症例

大阪府作業療法士会
豊能ブロック新人報告会
令和元年10月24日
豊中市

68

十河千愛、向井すなえ、
日髙久美、中井まゆみ、
高橋知明、中本浩平、
中塚充紀子、岡義雄、
山口充洋

箕面市立病院地域医療・福祉連絡会の立ち上げ
～入退院支援における地域医療室の取り組み～

第58回全国自治体病院学会in徳島
令和元年10月24日～25日
徳島市

69

山路雄太、福田将誉、
井口基

当院におけるフレキシブルビデオスコープの修
理費削減への取り組み

第58回全国自治体病院学会in徳島
令和元年10月24日～10月25日
徳島市

70

加藤晃士、李勝博 非定型骨折の特徴を有したステム周囲骨折に対
する保存加療の経験

第46回日本股関節学会学術集会
令和元年10月25日～10月26日
宮崎市

71

西澤日花里、東純史、
向井昌史、新田統昭、
石見壮史、甲良竜子、
長谷川泰浩、木島衣理、
溝口好美、四宮聡、
山本威久

麻疹患者と接触し、予防的にγグロブリンを投
与した早期乳児の3例

第51回日本小児感染症学会学術総
会・学術集会
令和元年10月26日
旭川市

72

萬雲正清、北尾隆、
久島 梓、谷香里、
西川千夏、渡邉美佳、
谷川信美、森真規子、
谷口直行

左室拡張障害における基礎的検討 第59回日臨技近畿支部医学検査学
会
令和元年10月26日
大津市

73

信貴経夫 治療に難渋した環軸椎回旋位固定の1例 第54回日本脊髄障害医学会
令和元年10月31日～11月1日
秋田市
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74

戸田有朱香、大武慧子、
田中江里子、足立和繁、
宮本真由子、澤田健二
郎、木村正、渡邊祐子、
高橋良子、辻江智子、
脇本昭憲、吉村明彦

子宮内膜症術後の再発抑制におけるジェノゲス
トとLEP製剤の有効性と安全性の検討・ランダム
化平行群間比較試験の中間報告

第34回日本女性医学学会
令和元年11月2日～11月3日
福岡市

75

河田慶太郎、沢田光一、
新田洋介、平田歩、
井端剛

同時期に糖尿病性ケトアシドーシスと甲状腺ク
リーゼを発症した1例

第56回日本糖尿病学会近畿地方
会・第55回日本糖尿病協会近畿地
方会
令和元年11月9日
大阪市

76

沢田光一、河田慶太郎、
籠田芳夫、新田洋介、
平田歩、井端剛

SGLT-2阻害薬の投与が有用であった心腎合併症
を有する高齢肥満糖尿病患者の1例

第56回日本糖尿病学会近畿地方
会・第55回日本糖尿病協会近畿地
方会
令和元年11月9日
大阪市

77

德永俊照 胸腔内結石の１例 第81回日本臨床外科学会総会
令和元年11月14日～11月16日
高知市

78

加藤晃士 成人に発症した脛骨粗面単独骨折の一例 第47回日本関節病学会
令和元年11月21日～11月22日
福岡市

79

髙田剛、野井拡、
吉永光宏、菅尾英木、
古賀実

高リスク前立腺癌に対するロボット支援前立腺
全摘除術の臨床的検討

第33回日本泌尿器内視鏡学会総会
令和元年11月21日～11月23日
京都市

80

吉永光宏 当院における経尿道的膀胱腫瘍一塊切除術
（TURBO）の臨床的検討

第33回日本泌尿器内視鏡学会総会
令和元年11月21日～11月23日
京都市

81

團野克樹 下部消化管穿孔に対する陰圧閉鎖療法
（Negative Pressure Wound Therapy:NPWT）の
SSI予防効果

第32回日本外科感染症学会総会学
術集会
令和元年11月29日～11月30日
岐阜市

82

阪本隆希、河田慶太郎、
平田歩、沢田光一、
籠田芳夫、新田洋介、
田中江里子、井端剛

巨大後腹膜腫瘍が原因と考えられた高カルシウ
ム血症の1例

第29回日本内分泌学会臨床内分泌
代謝　Update
令和元年11月29日～11月30日
高知市

83

福田将誉、山路雄太、
井口基、宮崎京子、
小松友、仲谷薫、
山口(中上)悦子

フレキシブルビデオ腹腔鏡の修理費削減の取り
組み

第14回医療の質・安全学会学術集
会
令和元年11月29日～11月30日
京都市

84

永井崇博 心不全入院を繰り返す治療抵抗性の孤立性左室
緻密化障害の１例

第128回日本循環器学会近畿地方
会
令和元年11月30日
大阪市

85

竹山廣志 ロボット支援腹腔鏡下直腸癌手術における当院
での縫合不全回避の工夫

第32回日本内視鏡外科学会総会
令和元年12月5日～12月7日
横浜市

86

團野克樹 市中病院におけるロボット支援下直腸癌手術の
導入と定型化

第32回日本内視鏡外科学会総会
令和元年12月5日～12月7日
横浜市
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87

山本善光、臼井淳子、
鈴木敦子、佐藤紀子、
田中江里子、戸田有朱
香、大武慧子、足立和繁

一般市民病院におけるLSC（腹腔鏡下仙骨膣固定
術）の導入経験：各手技の所要時間の変化につ
いて

第32回日本内視鏡外科学会総会
令和元年12月5日～12月7日
横浜市

88

島田菜津子、渡邊愛子、
松本千穂、豊田泰弘、
山本仁、日名香菜子、
桑江克樹

MohsペーストによりQOLが改善した乳癌の1例 第476回日本皮膚科学会大阪地方
会
令和元年12月7日
大阪市

89

林田崇史、沢田光一、
穀内洋介、内田陽三、
平田歩、高群美和、
曽我文久

Refeeding症候群による低血糖性脳症を来した
パーキンソン病の一例

日本神経学会第115回近畿地方会
令和元年12月7日
大阪市

90

増田尊史、青山毅 骨シンチグラフィのPlanar Imageingにおける低
エネルギー高分解能高感度コリメータと新画像
強調処理の有用性について

第63回日本放射線技術学会近畿支
部学術大会
令和元年12月8日
神戸市

91

雨宮優夏、内田陽三、
畦西恭彦、山口充洋

筋肉内出血で発症下後天性血友病Ａの1例 日本内科学会第226回近畿地方会　
令和元年12月21日
大阪市

92

山下裕代、穀内洋介、
高群美和、曽我文久、
李杏菜、丹家佐和子、
嶽村貞治

抗GM1　IgG抗体陽性であった水痘帯状疱疹ウイ
ルスによる舌咽・迷走神経障害の1例

日本内科学会第226回近畿地方会
令和元年12月21日
大阪市

93

荒尾悠介、森下直紀、
谷奈緒子、西原彰浩、
水谷昌代、由良守、
金子晃、田村信司、
中道伊津子、山本仁

びまん性肝転移による急性肝不全を来した乳癌
の1例

日本内科学会第226回近畿地方会
令和元年12月21日
大阪市

94

山田航、永井崇博、
小西永里子、井藤紀明、
北尾隆

心不全入院を繰り返す治療抵抗性の孤立性左室
緻密化障害の１例

日本内科学会第226回近畿地方会
令和元年12月21日
大阪市

95

北尾隆、小関正博、
白記達也、横井研介、
溝手勇、岡田健志、
彦惣俊吾、中谷大作、
角辻暁、坂田泰史

非高密度リポ蛋白コレステロールと経皮的冠動
脈形成術後の主要心血管事故の関連の検証

第54回日本成人病（生活習慣病）
学会学術集会
令和2年1月11日～1月12日
東京都千代田区

96

Okada R, Kaito T, 
Kodama J, Kushioka J, 
Tateiwa D,  Ukon Y, 
Zeynep B, Yamato K，
Kawakami M, Yoshikawa 
H.

Low magnetic field effects on osteoblastic 
differentiation and orientation of newly 
formed bone.

Orthopaedic Research Society 
2020 Annual Meeting
令和2年2月8日～2月11日
米国

97

澤田加奈、橋本寛子、
藤井啓嗣、山路加奈、
野瀬正樹、島田和香子、
四宮聡、山口充洋

中規模病院におけるClostridioides difficile
培養後トキシン検査の意義～費用対効果を含む
観点から～

第35回日本環境感染学会総会・学
術集会
令和2年2月14日～2月15日
横浜市

98

四宮聡 病室と医療器具の日常清掃～よりよいプラクティスを
目指して～

第35回日本環境感染学会総会・学
術集会シンポジウム2
令和2年2月14日　
横浜市
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99

四宮聡 サーベイランス・あなたの番です～事例判定演
習CLABSI～

第35回日本環境感染学会総会・学
術集会シンポジウム4
令和2年2月14日　
横浜市

100

澤田加奈、橋本寛子、
藤井啓嗣、山路加奈、
野瀬正樹、島田和香子、
四宮聡、山口充洋

中規模病院におけるClostridioides dificile培
養後トキシン検査の意義～費用対効果を含む観
点から～

第35回日本環境感染学会総会・学
術集会
令和2年2月14日　
横浜市

101

上田智哉、北尾隆、
永井崇博、小西絵永里
子、井藤紀明、
出村和彦、吉永邦彦、
宮田卓也、益尾洋児、
田中一成

心不全入院患者の退院後の外来心臓リハビリ
テーションの効果の検討

日本心臓リハビリテーション学会
第5回近畿地方会
令和2年2月15日
豊中市

102

Retsu Fujita、Yaoko 
Takano、Tokiko 
Watanabe、Haruyo 
Sakaki、Hitomi Kurosu、 
Yukari Nakamura、
Chikako Agata、Satoshi 
Shinomiya、Akiko 
Sasaki、Akihiro Sawa、 
Keita Morikane、Yasushi 
Harihara

Device-associated infection surveillance 
project by Japanese Society for Infection 
Prevention and Control, data summary for 10 
years.

第17回東アジア感染制御カンファ
レンス（EACIC2020）
令和2年2月15日
横浜市

103

大谷拓史、山路加奈、
四宮聡、澤田加奈、
酒井朱厘、橋本寛子、
藤井啓嗣、野瀬正樹、
島田和香子、三坂明美、
國枝敦子、谷奈緒子、
山口充洋

感染症モニタリングにおける de-escalationと
経口抗菌薬へのスイッチ療法の評価

第35回日本環境感染学会学術集
会・総会
令和2年2月15日　
横浜市

104

山路加奈、四宮聡、
山口充洋

感染症専門医不在の施設における専従薬剤師の
AST活動

第41回日本病院薬剤師会近畿学術
大会シンポジウム8
令和2年2月16日　
神戸市

105

加藤晃士、李勝博 大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭術後に亜脱臼
が生じた一例

第50回日本人工関節学会
令和2年2月21日～2月22日
福岡市

106

吹田智子 「通院中の成人患者のがん性疼痛セルフマネジ
メントを促進する看護介入プログラム開発」臨
床での実際

第32回日本がん看護学会学術集会
交流集会
令和2年2月23日
東京都千代田区

107

上田智哉、北尾隆 心不全入院患者の退院後の外来心臓リハビリ
テーションの効果の検討

第５回日本心臓リハビリテーショ
ン近畿地方学会
令和2年2月25日
豊中市

108

小西永里子、浅野なつ
美、小島敦子、畑亜希
子、飯田由貴代、
見戸佐織、田路さやか、
仲下知佐子、平田歩、
井端剛

高齢心不全患者における短期間での栄養評価が
可能な動的指標についての検討

第35回日本臨床栄養代謝学会学術
集会
令和2年2月27日～2月28日
京都市

109

井端剛 座長　一般口演　腎疾患・糖尿病　 第35回日本臨床栄養代謝学会学術
集会
令和2年2月27日～2月28日
京都市
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110

浅野なつ美、篠木敬二、
畑亜希子、小島敦子、
見戸佐織、飯田由貴代、
平田歩、小西永里子、
仲下知佐子、田路さや
か、井端剛

当院での摂食機能療法算定の取り組みについて 第35回日本臨床栄養代謝学会学術
集会
令和2年2月27日～2月28日
京都市

111

田路さやか、仲下知佐
子、福島裕美、河野楓、
浅野なつ美、篠木敬二、
見戸佐織、高田剛、
小西永里子、平田歩、
井端剛

ロボット支援腹腔鏡下根治的膀胱全摘術に対す
る栄養管理の現状と今後の課題

第35回日本臨床栄養代謝学会学術
集会
令和2年2月27日～2月28日
京都市

112

大久保遼平、由良守、
山崎正美、山北剛史、
西原彰浩、水谷昌代、
竹山廣志、池田公正、
金子晃、田村信司

魚骨による消化管穿孔に対して保存的治療で改
善を認めたが、根治目的に手術を行った1例

日本内科学会第227回近畿地方会
令和2年3月7日
京都市


