
４. 学 会 

 

消化器センター 

１ 伊藤裕章 ガイドラインを活かしたクローン病の適切な治療 第２回炎症性腸疾患研究会 

2009/3/19（鳥取） 

２ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード  第２回三重県内科IBD勉強会 2009 

３ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード ～粘膜治癒を目指したクローン病治療の 前線～ 

南総レミケードミーティング 2009/3/14（千葉）      

４ 伊藤裕章 腹部症状を診る 炎症性腸疾患  港区・大正区医師会学術講演会 2009/3/13 （大阪） 

５  伊藤裕章 IBD治療のグローバル・スタンダード IBD conference in 相双 2009/3/11（福島） 

６ 伊藤裕章 ガイドラインを活かしたクローン病の適切な治療  クローン病カンファランス 2009/3/7

（北海道）      

７ 伊藤裕章 IBD治療のグローバル・スタンダード 飯塚地区レミケードミーティング 2009/2/27（福岡） 

８ 伊藤裕章 パネルディスカッション 生物学的製剤無効例や効果減弱例への対応  第13回関西腸疾患

セミナー 2009/2/24（大阪）       

９ 伊藤裕章 分子標的治療薬の新展開－クローン病－ TAKEDA GI FORUM 2009  2009/2/21（東京） 

１０ 伊藤裕章 栄養療法の威力を実感したことがありますか？  北野NST勉強会 2009/2/18 （大阪） 

１１ 伊藤裕章 日本における抗体療法の現状と展望 第 5 回日本消化管学会総会学術集会ワークショップ 10

「クローン病に対する抗体療法の進歩－現状と展望－」2009/2/13（東京）    

１２ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード  IBD conference in AIZU 2009/2/12（福島） 

１３ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 第186回日本消化器病学会 

東北支部例会ランチョンセミナー 2009/2/7（宮城）      

１４ 伊藤裕章 炎症性腸疾患治療のグローバルスタンダード  IBD市民公開講座 2009/1/31（埼玉） 

１５ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 栃木IBD治療ミーティング 2009/1/30（栃木） 

１６ 伊藤裕章 生物学的製剤レミケードの社会的意義・扱う責任 －特に難病指定のクローン病を中心に－

 田辺三菱製薬社員研修会 2009/1/21（三重） 

１７ 伊藤裕章 虚血性腎尿細管細胞における細胞間接着装置の変化 第19回田附興風会医学研究所セミナー

 2008/12/9（大阪） 

１８ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード Infliximab Meeting in Kyoto 2008/12/4（京都） 

１９ 伊藤裕章 NSTの活動意義と当院における現況 －貝原益軒から、アフリカ、そしてNST－ 

北野NST勉強会 2008/11/27（大阪） 

２０ 伊藤裕章 自然史を変えるクローン病治療 第2回関西消化器・肝疾患懇話会 2008/11/22（大阪） 

２１ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード Infliximab Meeting in 大曲 2008/11/20（秋田） 

２２ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 福島炎症性腸疾患研究会 2008/11/19（福島） 

２３ 伊藤裕章 田辺三菱製薬100回記念講演 2008/11/11（大阪） 

２４ 伊藤裕章 IBDでのInfliximab治療の新展開－再燃を抑える、QOLを高める－ 第2回大阪バイオロジッ

クスフォーラム ～抗サイトカイン療法で変貌した炎症性疾患治療～  2008/11/8（大阪） 

２５ 伊藤裕章 第4回IBD Young Academy  2008/11/5 （京都） 

２６ 伊藤裕章 Japan Round Table Discussion on IBD (JRT) 2008/11/1（東京） 

２７ 伊藤裕章 サイトカインをターゲットとした高いレベルの治療戦略～進化し続けるクローン病治療を中

心に～ 分子標的治療研究会 2008/10/30（愛知） 

２８ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 第3回IBDミーティング 2008/10/29（茨城） 

２９ 伊藤裕章 栄養療法の意義と課題 －アウトカムをいかに出すかの工夫を考える－ 北野 NST 勉強会

 2008/10/8（大阪） 

３０ 伊藤裕章 下痢を起こす腸の病気 MMC勉強会 2008/10/4（大阪） 

３１ 伊藤裕章 潰瘍性大腸炎1 第50回日本消化器病学会大会（JDDW 2008） 2008/10/1-4（東京） 

３２ 伊藤裕章 特別企画 消化器病学会ガイドライン 終報告－炎症性腸疾患－ 第 50 回日本消化器病学会

大会（JDDW 2008） 2008/10/1-4（東京） 

３３ 伊藤裕章 GI International Round Table 2008 2008/9/24-2008/9/26 （ハンガリー） 

３４ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 西胆振IBDカンファレンス 2008/9/19（北海道） 
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３５ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード Infliximab User’s Meeting on IBD 2008/9/12（岩手） 

３６ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 第 1 回 Infliximab Users Meeting/Crohn’s Disease

 2008/9/5 （鳥取） 

３７ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 南部地区クローン病研究会 2008/9/4 （青森） 

３８ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード Infliximab Meeting in Osaka 2008/9/3（大阪） 

３９ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード 今治クローンミーティング 2008/8/1（愛媛） 

４０ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード Infliximab Meeting in Tokyo 2008/7/18（東京） 

４１ 伊藤裕章 生物学的製剤レミケードの社会的意義・扱う責任 －特に難病指定のクローン病を中心に－

 田辺三菱製薬社員研修会 2008/7/17（三重） 

４２ 伊藤裕章 クローン病の抗サイトカイン療法 Digestive Disease Osaka Meeting 2008/7/5（大阪） 

４３ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード クローン病の治療を考える会 2008/7/4（東京） 

４４ 伊藤裕章 IBD治療のグローバルスタンダード  クローン病薬物療法セミナー 2008/6/21（愛媛） 

４５ 伊藤裕章 IBD治療のパラダイム・シフト クローン病薬物療法セミナー 2008/6/12（静岡） 

４６ 伊藤裕章 第21回大腸病態治療研究会  2008/6/5（大阪） 

４７ 伊藤裕章 Mucosal Healingとその先を目指したクローン病治療 IBD Expert Meeting 2008/5/17-22

 （アメリカ） 

４８ 伊藤裕章 第94回日本消化器病学会総会 2008/5/10（福岡） 

４９ 伊藤裕章 IBD治療のパラダイム・シフト 第3回筑後IBDを学ぶ会 2008/4/18（福岡） 

５０ 伊藤裕章 IBD Forum in Tokushima, Case Discussion 2008/4/6（徳島） 

５１ 伊藤裕章 IBD Seminar in Osaka, Keynote Lecture 2008/4/2（大阪） 

５２ 田口 法、八隅 秀二郎、浅田 全範、小田 弥生、山科 雅央、山内 淳嗣、杉浦 寧、上嶋 弾、 

高 忠之、大橋 真也、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、吉田 昌弘、橋田 裕毅、高林 有道 

膵癌との鑑別に難渋した胃ＧＩＳTを合併する非機能性膵内分泌腫瘍の1例 第 75 回日本消化器内視鏡

学会総会 2008/5/24-26（横浜） 

５３ 上嶋 弾 肝癌根治術後の核酸アナログによる再発抑制 第 10 回関西 B 型肝炎研究会  2008/6/28（大

阪） 

５４ 浅田 全範、八隅 秀二郎 縦隔リンパ節穿刺  第 1 回近畿超音波内視鏡研究会クリニカルカンファ

レンス 2008/6/28（大阪） 

５５ 八隅 秀二郎 膵嚢胞性腫瘍の一例、膵腫瘍の一例 第9回関西胆膵画像病理研究会 2008/7/4（京都） 

５６ 浅田 全範、八隅 秀二郎、多田 真輔 主膵管の屈曲のため尾側膵管へ深部挿管が困難であった膵断裂

の一例 第1回大阪胆膵内視鏡ワークショップ 2008/7/11（大阪） 

５７ 福永 豊和  Ｃ型慢性肝炎の 新の治療戦略について 肝疾患病診連携の会 2008/8/23（大阪） 

５８ 工藤 寧、浅田 全範、佐久間 洋二朗、渡辺 昌樹、田口 法、小田 弥生、山内 淳嗣、杉浦 寧、

上嶋 弾、高 忠之、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎、橋田 裕毅、坂下 裕美 

診断に苦慮した膵尾部腫瘤の一例 第49回日本消化器画像診断研究会 2008/8/29（大阪） 

５９ 福永 豊和  肝7 第89回日本消化器病学会近畿支部例会 2008/9/2（大阪） 

６０ 上嶋 弾 小腸2 第89回日本消化器病学会近畿支部例会 2008/9/2（大阪） 

６１ 浅田 全範、八隅 秀二郎、多田 真輔 主膵管の屈曲のため尾側膵管へ深部挿管が困難であった膵断裂

の一例 第81回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2008/9/20（大阪） 

６２ 渡辺 昌樹、八隅 秀二郎、佐久間 洋二朗、田口 法、工藤 寧、小田 弥生、山内 淳嗣、杉浦 寧、

上嶋 弾、高 忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、吉野 琢哉、仲瀬 裕志  診断

及び治療に苦慮した重症大腸炎の1例 第81回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2008/9/20（大阪） 

６３ 田口 法、浅田 全範、渡辺 昌樹、佐久間 洋二郎、工藤 寧、小田 弥生、山内 淳嗣、杉浦 寧、

上嶋 弾、高 忠之、福永 豊和、八隅 秀二郎、川口 清隆、伊藤 裕章、吉田 昌弘 、橋田 裕毅 、

金井 睦行 、高林 有道  NBI拡大観察が癌の範囲診断に有用であった胃癌2例 第 81 回日本消化

器内視鏡学会近畿地方会 2008/9/20（大阪） 

６４ 八隅 秀二郎 膵１ 第81回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2008/9/20（大阪） 

６５ 八隅 秀二郎 新の内視鏡のトピックス 和同会 2008/9/20（大阪） 

６６ 上嶋 弾、福永 豊和、川口 清隆 スリット付き透明フードを用いた食道静脈瘤治療 第 89 回日本

消化器病学会近畿支部例会 2008/9/27（大阪） 
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６７ 工藤 寧、福永 豊和、上嶋 弾、渡辺 昌樹、佐久間 洋二朗、小田 弥生、田口 法、山内 淳嗣、

杉浦 寧、高 忠之、淺田 全範、川口 清隆、八隅 秀二郎、伊藤 裕章  アデホビル単剤投与中に

break through hepatitis を起こした肝硬変の一例  第 89 回日本消化器病学会近畿支部例会

 2008/9/27（大阪） 

６８ 佐久間 洋二朗、上嶋 弾、渡辺 昌樹、工藤 寧、小田 弥生、田口 法、山内 淳嗣、杉浦 寧、高 

忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎 アルコール多飲者に認め

られた肝腫瘤 第89回日本消化器病学会近畿支部例会 2008/9/27（大阪） 

６９ 山内 淳嗣 、佐久間 洋二郎、渡辺 昌樹、工藤 寧、田口 法、小田 弥生、杉浦 寧、上嶋 弾、高 

忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、八隅 秀二郎、伊藤 裕章 ステロイド中止後3年で再

発した好酸球性胃腸炎の一例  第89回日本消化器病学会近畿支部例会 2008/9/27（大阪） 

７０ 小田 弥生、上嶋 弾、渡辺 昌樹、佐久間 洋二朗、工藤 寧、、田口 法、山内 淳嗣、杉浦 寧、高 

忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎 急性肝炎を合併しウイル

スが自然経過で陰性化したＣ型慢性肝炎の一例  第 89 回日本消化器病学会近畿支部例会 2008/9/27

（大阪） 

７１ 上嶋 弾 核酸アナログ投与による肝癌再発抑制効果 第 77 回日本消化器内視鏡学会総会

 2008/10/1-5 (東京) 

７２ 小田 弥生、杉浦 寧、工藤 寧、田口 法、山科雅夫、山内淳嗣、上嶋 弾、高 忠之、浅田全範、福

永豊和、八隅秀二郎、川口清隆、伊藤裕章  当院におけるカプセル内視鏡検査の現状 第76回日本消化

器内視鏡学会総会 2008/10/1-4 (東京) 

７３ 杉浦 寧、田口 法、工藤 寧、小田弥生、山内淳嗣、上嶋 弾、高 忠之、浅田全範、福永豊和、八隅

秀二郎、川口清隆、金井陸行、伊藤裕章 当院における早期大腸癌内視鏡診断及び治療成績の検討 

第78回日本消化器内視鏡学会総会 2008/10/1-6 (東京) 

７４ 八隅 秀二郎 救急医療における内視鏡診療 第76回日本消化器内視鏡学会総会 2008/10/4（東京） 

７５ 八隅 秀二郎、M. Kida, M. Shigbatoge, K. Matsumura, M. Tojo, A. Hamada, H. Kida, T. Nada, T. Inokuma, 

T. Chiba  USEFULNESS OF MEASUREMENT OF URINARY TRYPSINOGEN-2 FOR EARLY PREDICTING THE SEVERITY 

OF POST-ERCP PANCREATITIS  16th United European Gastroenterology Week  2008/10/18-22(ｵｰｽﾄﾘｱ) 

７６ 八隅 秀二郎、M. Kida, T. Yoshimoto, S. Tada, H. Ida, S. Shio, Y. Tsuji, T. Chiba"

 Usefulness of Pancreatic Juice Cytology Through Endoscopic Nasopancreatic Drainage Catheter for 

Diagnosing Pancreatic Malignancy  16th United European Gastroenterology Week 2008/10/18-22(ｵ

ｰｽﾄﾘｱ) 

７７ 八隅 秀二郎 近の内視鏡診断・治療について  第1回阪神消化器疾患懇話会 2008/11/26（大阪） 

７８ 河勝 千鶴、小田 弥生、山内 淳嗣、杉浦 寧、高 忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、八

隅 秀二郎、伊藤 裕章、福永 明子、金森 齋修、大崎 幸七 回盲部および縦隔リンパ節腫大を伴

い診断に苦慮した腸結核の１例  第187回日本内科学会近畿地方会例会 2008/11/29（京都） 

７９ 山内 淳嗣、浅田 全範、佐久間 洋二郎、渡辺 昌樹、田口 法、加藤 洋子、工藤 寧、小田 弥生、

杉浦 寧、高 忠之、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎 肺・縦隔疾患に対する

EUS-FNAの経験 第25回京大消化器症例検討会 2008/12/13（神戸） 

８０ 浅田 全範、山内淳嗣、八隅秀二郎 サルコイドーシスが疑われた 縦隔リンパ節に対する EUS-FNA の

経験  第2回近畿超音波内視鏡研究会 2009/2/7（大阪） 

８１ 佐久間 洋二朗、渡辺 昌樹、田口 法、加藤 洋子、工藤 寧、小田 弥生、山内 淳嗣、杉浦 寧、

高 忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎 内視鏡的食道静脈瘤硬化

療法後に発症した脾梗塞の1例  第90回日本消化器病学会近畿支部例会 2009/2/14（大阪） 

８２ 田口 法、杉浦 寧、佐久間 洋二朗、渡辺 昌樹、加藤 洋子、工藤 寧、小田 弥生、山内 淳嗣、

高 忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎 Trousseau's syndrome が

疑われた 進行膵癌の１例 第90回日本消化器病学会近畿支部例会 2009/2/14（大阪） 

８３ 渡辺 昌樹、高 忠之、佐久間 洋二朗、田口 法、加藤 洋子、工藤 寧、小田 弥生、山内 淳嗣、

杉浦 寧、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎 Free air の同定が困難で

直ちに消化管穿孔と診断しえなかった３症例 第90回日本消化器病学会近畿支部例会 2009/2/14（大阪） 

８４ 八隅 秀二郎  私がこだわる胆膵内視鏡検査 第4回岡山胆膵診療技術向上研究会 2009/2/28（岡山） 

８５ 浅田 全範、山内 淳嗣、八隅 秀二郎 腹水を伴う閉塞性黄疸に対して超音波内視鏡下胆道ドレナージ
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を行った一例 第82回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009/3/14（大阪） 

８６ 杉浦 寧、山内 淳嗣、八隅 秀二郎、佐久間 洋二朗、渡辺 昌樹、田口 法、加藤 洋子、工藤 寧、

小田 弥生、高 忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章 当院における大腸腫瘍に

対する内視鏡治療の検討 －ESD症例を中心に－ 第 82 回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009/3/14

（大阪） 

８７ 加藤 洋子、佐藤 正人、佐久間 洋二朗、渡辺 昌樹、田口 法、工藤 寧、小田 弥生、山内 淳嗣、

杉浦 寧、高 忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎 DIC-CT が診断に

有用であったcholedochoceleの一例 第82回日本消化器内視鏡学会近畿地方会2009/3/14（大阪） 

８８ 工藤 寧、渡辺 昌樹、佐久間 洋二郎、加藤 洋子、小田 弥生、田口 法、山内 淳嗣、杉浦 寧、

高 忠之、浅田 全範、福永 豊和、川口 清隆、伊藤 裕章、八隅 秀二郎、中西 保貴、上田 修吾 

早期胃癌に胃潰瘍穿孔と膵穿通を合併した1例 第 82 回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009/3/14

（大阪） 

８９ 八隅 秀二郎  胆・膵疾患の内視鏡的治療におけるコツと手技 第82回日本消化器内視鏡学会近畿地方

会 2009/3/14（大阪） 

９０ 八隅 秀二郎 近の内視鏡診断・治療のトピック 第 23 回地域医師会北野病院合同勉強会

 2009/3/28（大阪） 

９１ 土居幸司(福井赤十字病院 外科)，寺嶋宏明，広瀬由紀，奥田雄紀浩，青竹利治，川上義行，田中文恵，藤

井秀則，松下利雄 内視鏡的胆道ドレナージの長期経過中に難治性肝内結石を生じた高度炎症型慢性胆

嚢炎の一手術症例  第4回兵庫手術手技ビデオカンファレンス 2008/04/12（神戸） 

９２ Shugo Ueda, Masatoshi Aoki, Hiroyoshi Nishikawa, Michiko Hirayama, Shigehisa Kitano, Eriko Hayashi, 

Michiyuki Kanai, Arimichi Takabayashi, Hiroshi Shiku, Shinichi Kageyama   Combination cancer 

vaccine of CHP-NY-ESO-1 and CHP-HER2 with immuno-adjuvant, OK-432, for chemorefractory metastatic 

or recurrent esophageal cancer patients 99th AACR Annual Meeting 2008 2008/04/12-16

（San Diego, USA） 

９３ 奥野映子（島根県立中央病院 外来看護科）、福山美佐紀、大島留美子、狩野京子、高村通生、武田啓志、

橋本幸直、尾崎信弘 化学療法による脱毛から回復期への援助の実際  第 15 回島根乳腺疾患研究会

2008/04/19（島根）   

９４ 青木恵子,(島根県立中央病院 外科)、橋本幸直、武田啓志、高村通生、影山詔一、田邊和孝、中村公司郞、

杉本真一、徳家敦夫、尾崎信弘  乳頭部腺腫の1例 第15回島根乳腺疾患研究会 2008/04/19（島根） 

９５ 山科雅央, 浅田全範, 小田弥生, 田口法, 山内淳嗣, 杉浦寧, 上嶋弾, 高忠之, 大橋真也, 福永豊和, 川

口清隆, 八隅秀二郎, 伊藤裕章, 水上陽, 田中基文, 橋田裕毅, 高林有道 NBI-Cholangioscopy が切

除範囲の決定に有用であった胆管癌の一例 第94回日本消化器病学会総会 2008/05/08-10(福岡) 

９６ 川口道也(京都大学 肝胆膵外科), 猪飼伊和夫, 多田正晴, 上和弘, 中島研郎, 尾池文隆,上本伸二 巨大

肝血管腫切除の3例  第94回日本消化器病学会総会 2008/05/08-10(福岡)  

９７ 加茂直子(京都大学 肝胆膵外科), 高田泰次, 金澤寛之, 多田正晴, 尾池文隆, 猪飼伊和夫, 上本伸二

 原発性胆汁性肝硬変を背景として発生した肝細胞癌の外科治療 第 94 回日本消化器病学会総会

2008/05/08-10(福岡)  

９８ 小野芳人(愛媛大学 第1外科), 橋田裕毅, 小林展章, 本田和男, 串畑史樹, 児島洋 ヒト大腸癌細胞

の細胞運動と Leucine-rich PPR motif-containing protein との関連 第 94 回日本消化器病学会総会

2008/05/08-10(福岡) 

９９ 多田正晴(京都大学 肝胆膵外科), 猪飼伊和夫, 金澤寛之, 加茂直子, 川口道也, 新田隆士, 尾池文隆, 

波多野悦朗, 高田泰次, 上本伸二  単発肝細胞癌切除例の再発予測因子の検討  第 94 回日本消化器

病学会総会2008/05/08-10(福岡) 

１００ 玉置信行(京都大学 外科), 波多野悦朗, 多田正晴, 中島研郎, 新田隆士, 尾池文隆, 高田泰次, 土井

隆一郎, 猪飼伊和夫, 上本伸二 胆管癌における切除後予後因子としてのリンパ節転移とその郭清の重要

性 第94回日本消化器病学会総会 2008/05/08-10(福岡) 

１０１ 吉田昌弘, 金井陸行, 小山幸法, 郡司周太郎, 水上陽, 中西保貴, 田中基文, 上田修吾,橋田裕毅, 高

林有道 当院におけるGIST切除例の検討  第108回日本外科学会定期学術集会 

 2008/05/15-17(長崎) 

１０２ 小山幸法, 水本明良, 橋田裕毅, 中西保貴, 吉田昌弘, 水上陽, 郡司周太郎, 田中基文,上田修吾, 金
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井陸行, 高林有道 肝悪性腫瘍診断における拡散強調 MRI の有用性  第 108 回日本外科学会定期学術

集会2008/05/15-17(長崎) 

１０３ 田中基文, 水上陽, 小山幸法, 中西保貴, 吉田昌弘, 郡司周太郎, 上田修吾, 橋田裕毅,金井陸行, 高

林有道 胆嚢癌診断における拡散強調 MRI の有用性  第 108 回日本外科学会定期学術集会

2008/05/15-17(長崎) 

１０４ 橋田裕毅 水上陽, 小山幸法, 吉田昌弘, 中西保貴, 郡司周太郎, 田中基文, 上田修吾, 金井陸行, 高

林有道 進行直腸癌に対する術前放射線療法と MRI 拡散強調像によるリンパ節転移診断の有用性

 第108回日本外科学会定期学術集会2008/05/15-17(長崎) 

１０５ 上田修吾, 金井陸行, 高林有道 癌に対する分子標的治療の 先端 進行・再発食道癌に対するがんワク

チン療法の試み 第108回日本外科学会定期学術集会2008/05/15-17(長崎) 

１０６ 高林有道, 海道利実, 久保肇, 橋田裕毅  肝門部胆管癌治療における諸問題とブレイクスルー

 第108回日本外科学会定期学術集会2008/05/15-17(長崎)  

１０７ 寺嶋宏明(福井赤十字病院 外科), 高橋英雄, 田村亮, 晋山直樹, 遠藤耕介, 大嶋野歩, 小林裕之, 瓜

生原健嗣, 岡田憲幸, 廣瀬由紀, 細谷亮, 松下利雄 右側門脈臍部を伴った上部胆管癌に対する肝外胆管

切除の1例  第108回日本外科学会定期学術集会 2008/05/15-17(長崎) 

１０８ 金聲根(島根県立中央病院 腎臓科), 今井未知留, 野尻聡子, 園山智宏, 新田真紀, 奥野瑛子, 尾崎信

弘 左足壊疽疼痛コントロールへの緩和ケアチームの積極的介入を含めた終末期医療をおこなった血液透

析患者の1例 第53回日本透析医学会学術集会総会 2008/05/15-17(長崎) 

１０９ 田口法, 八隅秀二郎, 浅田全範, 小田弥生, 山科雅央, 山内淳嗣, 杉浦寧, 上嶋弾, 高忠之, 大橋真也, 

福永豊和, 川口清隆, 伊藤裕章, 吉田昌弘, 橋田裕毅, 高林有道 膵癌との鑑別に難渋した胃 GIST を

合併する非機能性膵内分泌腫瘍の1例 第75回日本消化器内視鏡学会総会 2008/05/24-26(横浜) 

１１０ 多田正晴(京都大学 肝胆膵外科) 他 他臓器浸潤との鑑別を要したStage IVa膵癌と胃癌の重複癌の1

切除例 第20回日本肝胆膵外科学会･学術集会 2008/05/28-30(山形)  

１１１ 寺嶋宏明(福井赤十字病院 外科), 土居幸司, 奥田雄紀浩, 廣瀬由紀 内視鏡的胆道ドレナージによる

長期経過観察中に難治性肝内結石症を発症した高度炎症型慢性胆嚢炎に対する手術 第 20 回日本肝胆

膵外科学会  2008/05/29-30(山形)  

１１２ 田雄紀浩(福井赤十字病院 外科), 寺嶋宏明, 土居幸司 廣瀬由紀 腹腔鏡下胆嚢摘出術後にクリップ迷

入により生じた総胆管結石症の2例 第20回日本肝胆膵外科学会  2008/05/29-30(山形) 

１１３ 中西保貴, 小山幸法, 吉田昌弘, 水上陽, 郡司周太郎, 田中基文,上田修吾, 橋田裕毅, 金井陸行, 高

林有道 周術期出血傾向を呈した肝血管腫の一例  第183回近畿外科学会2008/05/31（大阪） 

１１４ 小畑友里江(福井赤十字病院 外科)，寺嶋宏明，永吉直樹、池田篤志、白井久也、奥田雄紀浩，土居幸司、

青竹利治，川上義行，田中文恵、藤井秀則，廣瀬由紀、松下利雄 全身化学療法（mFOLFOX6）施行後に腸

重積をきたした切除不能多発肝転移を伴うS状結腸癌の1例  第106回日本消化器病学会北陸支部例会 

2008/06/15（福井） 

１１５ 池田篤志(福井赤十字病院 外科)，土居幸司、寺嶋宏明，永吉直樹、白井久也、奥田雄紀浩，青竹利治，

川上義行，田中文恵、藤井秀則，廣瀬由紀、松下利雄  3 年間の胆道ドレナージ中に難治性肝内結石症

を発症した高度炎症型慢性胆嚢炎の1例  第106回日本消化器病学会北陸支部例会2008/06/15（福井） 

１１６ 上田修吾, 金井陸行, 小山幸法, 郡司周太郎, 高林有道" 進行食道癌に対する 5-FU/CDDP 併用術前化学

療法の有効性に関する検討 第62回日本食道学会学術総会  2008/06/21-22(東京) 

１１７ 小山幸法, 橋田裕毅, 金井陸行, 伊藤裕章, 高林有道 クローン病治療におけるInfliximab投与と手

術加療の現状 第63回日本消化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌) 

１１８ 長田博光(京都大学 外科), 波多野悦朗, 多田正晴, 阿世知弘行, 成田匡大, 柳田敦子, 玉置信行, 猪

飼伊和夫, 松崎恒一, 上本伸二 ラット肝癌モデルにおけるJNK阻害剤による抗腫瘍効果 第63回日本消

化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌)  

１１９ 郡司周太郎, 上田修吾, 小山幸法, 金井陸行, 高林有道  食道癌の放射線療法、化学療法と外科療法

の関係 進行食道癌治療における術前化学療法の有効性の検討  第63回日本消化器外科学会定期学術総

会 2008/07/16-18(札幌)  

１２０ 吉田昌弘, 金井陸行, 小山幸法, 郡司周太郎, 水上陽, 中西保貴, 田中基文, 上田修吾,橋田裕毅, 高

林有道 GISTの治療戦略 胃  当院における巨大GIST症例の検討 第 63 回日本消化器外科学

会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌) 
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１２１ 武田啓志(島根県立中央病院 外科), 青木恵子, 影山詔一, 田邉和孝, 中村公治郎, 杉本真一, 高村通

夫, 橋本幸直, 徳家敦夫, 尾崎信弘 腹腔鏡下大腸癌手術における術後合併症の検討  第 63 回日本消

化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌) 

１２２ 徳家敦夫(島根県立中央病院 外科), 青木恵子, 影山詔一, 田邉和孝, 中村公治郎, 杉本真一, 高村通

生, 武田啓志, 橋本幸直, 尾崎信弘 Stage4胃癌に対する術前TS1/CDDP療法の有用性 第63回日本消

化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌)  

１２３ 藤井秀則(福井赤十字病院 外科), 奥田雄紀浩, 土居幸司, 青竹利治, 川上義行, 田中文恵, 寺嶋宏明, 

広瀬由紀, 松下利雄  自動縫合器を用いた胃切除後再建法の功罪 Billroth-I 再建における Modified 

hemi-double stapling techniqueによる器械吻合の評価 第63回日本消化器外科学会定期学術総会 

 2008/07/16-18(札幌)  

１２４ 土居幸司(福井赤十字病院 外科), 白井久也, 奥田雄紀浩, 青竹利治, 川上義行, 田中文恵, 寺嶋宏明, 

藤井秀則, 廣瀬由紀, 松下利雄  消化器外科と SSI 対策 当院における胃癌術後 SSI(surgical site 

infection)の検討 第63回日本消化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌) 

１２５ 中村公治郎(島根県立中央病院 外科), 杉本真一, 青木恵子, 影山詔一, 田邉和孝, 高村通生, 武田啓

志, 橋本幸直, 徳家敦夫, 尾崎信弘 肝内門脈ガスと小腸壁内ガスを伴った穿孔性虫垂炎の1手術例 

第63回日本消化器外科学会定期学術総会  2008/07/16-18(札幌)  

１２６ 青竹利治(福井赤十字病院 外科), 奥田雄紀浩, 土居孝司, 川上義行, 田中文恵, 寺嶋宏明, 藤井秀則, 

広瀬由紀, 松下利雄 上部胃癌に対する噴門側胃切除術症例の検討 第 63 回日本消化器外科学会定期学

術総会 2008/07/16-18(札幌) 

１２７ 杉本真一(島根県立中央病院 外科), 青木恵子, 影山詔一, 田邉和孝, 中村公治郎, 高村通夫, 武田啓

志, 橋本幸直, 徳家敦夫, 尾崎信弘" 高齢者(70 歳以上)切除不能・再発進行大腸癌症例に対する

mFOLFOX6療法の検討  第63回日本消化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌) 

１２８ 寺嶋宏明(福井赤十字病院 外科), 土居幸司, 奥田雄紀浩, 青竹利治, 川上義行, 田中文恵, 藤井秀則, 

廣瀬由紀, 細谷亮, 松下利雄 肝細胞癌に対するcentral hepatectomyの手技上のポイントと有用性や問

題点についての検討 第63回日本消化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌) 

１２９ 奥田雄紀浩(福井赤十字病院 外科), 寺嶋宏明, 白井久也, 土居幸司, 青竹利治, 川上義行, 田中文恵, 

藤井秀則, 廣瀬由紀, 松下利雄 FDG-PETにて集積を認めず術前診断に苦慮した肝内胆管癌の一例 

第63回日本消化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌) 

１３０ 小野芳人(愛媛大学 第1外科), 橋田裕毅, 小林展章, 本田和男, 串畑史樹, 児島洋 ヒト大腸癌細胞

の細胞運動とLeucine-rich PPR motief-containingproteinとの関連 第63回日本消化器外科学会定期学

術総会 2008/07/16-18(札幌)  

１３１ 遠藤耕介(神戸市立中央市民病院 外科), 寺嶋宏明, 大嶋野歩, 小林裕之, 瓜生原健嗣, 岡田憲幸, 貝

原聡, 正井良和, 宮原勅治 非典型的進展形式を呈した嚢胞状肝悪性腫瘍の1例(会議録) 第63回日本

消化器外科学会定期学術総会 2008/07/16-18(札幌)  

１３２ 安部奈穂美（福井赤十字病院）、落合保子、芳村照美、小阪真二、尾崎信弘 当院のがん登録の軌跡 

第34回日本診療録管理学会学術大会2008/08/21-22（東京）  

１３３ 土居幸司(福井赤十字病院 外科)，寺嶋宏明，池田篤志、永吉直樹、白井久也、奥田雄紀浩，青竹利治，

川上義行，藤井秀則，広瀬由紀 当院における浸潤性膵管癌切除手術症例の臨床病理学的検討 第35回

日本膵切研究会 2008/08/22-23（金沢）  

１３４ 川上義行(福井赤十字病院 外科)、奥田雄紀浩，土居幸司、青竹利治，田中文恵、寺嶋宏明，藤井秀則，

廣瀬由紀、松下利雄  術前診断により腹腔鏡下に摘除し得た胆嚢捻転の1例  第 21 回日本内視鏡外科

学会 2008/09/02-05（横浜）  

１３５ 土居幸司(福井赤十字病院 外科)，寺嶋宏明，池田篤志、永吉直樹、白井久也、奥田雄紀浩，青竹利治，

川上義行，藤井秀則，広瀬由紀 非切除療法後の再発肝癌に対する外科的切除例の検討  第 42 回福井肝

癌研究会 2008/09/05（福井） 

１３６ 橋本幸直(島根県立中央病院 外科), 武田啓志, 高村通生, 青木恵子, 影山詔一, 田邉和孝, 中村公治

郎, 杉本真一, 徳家敦夫, 尾崎信弘" PET-CT が有用であった皮膚筋炎に合併した潜在性乳癌の 1 例

 第16回日本乳癌学会総会 2008/09/26-27（大阪）  

１３７ 高村通生(島根県立中央病院 外科), 橋本幸直, 武田啓志, 青木恵子, 影山詔一, 田邉和孝, 中村公次

郎, 杉本真一, 徳家敦夫, 尾崎信弘" 腹膜播種によるイレウスにて発症した、乳腺浸潤性小葉癌の一例
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 第16回日本乳癌学会総会 2008/09/26-27（大阪）  

１３８ 青木恵子(島根県立中央病院 外科), 橋本幸直, 武田啓志, 高村通生, 影山詔一, 田邉和孝, 中村公治

郎, 杉本真一, 徳家敦夫, 尾崎信弘, 今岡誠  肺癌乳房転移の一例 第 16 回日本乳癌学会総会 

2008/09/26-27（大阪）  

１３９ 田中文恵(福井赤十字病院 外科), 白井久也, 土居幸司, 青竹利治, 川上義行, 寺嶋宏明, 藤井秀則, 

広瀬由紀, 松下利雄, 小西二三男  当院で経験した乳腺サルコイドーシスの一例 第 16 回日本乳癌学

会総会 2008/09/26-27（大阪） 

１４０ 武田啓志(島根県立中央病院 外科), 橋本幸直, 高村通生, 青木恵子, 影山詔一, 田邉和孝, 中村公治

郎, 杉本真一, 徳家敦夫, 尾崎信弘 当科で経験した乳腺葉状腫瘍の 5 例 第 16 回日本乳癌学会総会 

2008/09/26-27（大阪）  

１４１  田口法, 工藤寧, 小田弥生, 山内淳嗣, 上嶋弾, 高忠之, 浅田全範, 福永豊和,八隅秀二郎, 川口清隆, 

金井陸行, 伊藤裕章  当院における早期大腸癌内視鏡診断及び治療成績の検討 第76回 日本消化器内

視鏡学会総会（JDDW2008） 2008/10/01-04（東京）  

１４２ 青木雅俊, 上田修吾, 西川博嘉, 平川倫子, 北野滋久, 池田裕明, 金井陸行, 高林有道, 佐藤永一, 竹

井謙之, 片山直之, 珠玖 洋, 影山慎一 食道癌に対する混合ワクチンCHP-NY-ESO-1・CHP-HER2の安全性

と免疫反応  第67回日本癌学会学術総会 2008/10/28-30（名古屋）  

１４３ 橋田裕毅, 小山幸法, 吉田昌弘, 中西保貴, 郡司周太郎, 多田正晴, 上田修吾, 金井陸行, 高林有道 

切除不能進行膵癌に対する血行再建を用いた選択的動注化学療法の有用性 第 46 回日本癌治療学会総

会  2008/10/30-11/01（名古屋）  

１４４ 中西保貴、上田修吾、園田真理、吉田昌弘、小山幸法、郡司周太郎、多田正晴、橋田裕毅、寺嶋宏明、

尾崎信弘 S-1化学療法施行胃癌症例におけるsecond line化学療法についての検討 第 46 回日本癌治

療学会総会 2008/10/30-11/01（名古屋） 

１４５ 土居幸司(福井赤十字病院 外科)，寺嶋宏明，池田篤志、永吉直樹、白井久也、奥田雄紀浩，青竹利治，

川上義行，藤井秀則，広瀬由紀 膵体部癌と粘液産生肝内胆管癌の重複癌に対し膵体尾部切除＋肝拡大左

葉切除を施行した1例 第5回兵庫手術手技ビデオカンファレンス  2008/11/15（神戸）  

１４６ 藤井秀則(福井赤十字病院 外科)，青竹利治，川上義行，土居幸司、奥田雄紀浩，田中文恵、寺嶋宏明，

廣瀬由紀 当院（一般病院）での腹腔鏡補助下幽門側胃切除（LADG）導入の経験 第70回日本臨床外科

学会 2008/11/27-29（東京）  

１４７ 廣瀬由紀(福井赤十字病院 外科)、藤井秀則，寺嶋宏明，田中文恵、川上義行，青竹利治，土居幸司、奥

田雄紀浩，白井久也、永吉直樹、池田篤志、塚原健治、石田泰一 Cyclophosphamide による出血性膀

胱炎に対して高圧酸素療法が奏功した再発乳癌の1例 第70回日本臨床外科学会 2008/11/27-29

（東京）  

１４８ 田邉和孝(島根県立中央病院 外科), 徳家敦夫,久保田豊成、青木恵子, 影山詔一, 高村通生、杉本真一, 

武田啓志、橋本幸直, 尾崎信弘 大腸癌異時性孤立性脾転移の1例  第 70 回日本臨床外科学会総会

2008/11/27-29（東京）  

１４９ 影山詔一(島根県立中央病院 外科), 中村公治郎, 武田啓志、久保田豊成、青木恵子, 田邉和孝, 杉本真

一, 高村通生、橋本幸直, 徳家敦夫, 尾崎信弘  鼠径ヘルニアを呈した子宮腺筋症の1例 第70回日本

臨床外科学会総会2008/11/27-29（東京）  

１５０ 村上功、吉田昌弘、上田修吾、中西保貴、小山幸法 、郡司周太郎、多田正晴、橋田裕毅、寺嶋宏明、

尾崎信弘 GISTとの鑑別が困難であったMsesenteric fibromatosisの1例  第 184 回近畿外科学会

2008/12/06（奈良）   

１５１ 吉田昌弘、郡司周太郎、小山幸法、中西保貴、多田正晴、橋田裕毅、寺嶋宏明、尾崎信弘  当院におけ

る巨大GIST症例の検討 平成20年京都大学外科冬季研究会 2008/12/13（京都）  

１５２ 土居幸司(福井赤十字病院 外科)、多田正晴、寺嶋宏明 肝切除におけるテーピング操作の実際とその

コツ～グリソン一括処理とhanging maneuver～ 第 3 回 京 大 関 係 病 院 肝 臓 外 科 セ ミ ナ ー

 2009/01/31（京都）   

１５３ 多田正晴、寺嶋宏明、園田真理、中西保貴、吉田昌弘、小山幸法、郡司周太郎、上田修吾、橋田裕毅、

尾崎信弘 手術適応の判断ならびに術式の選択に苦慮した大腸癌同時肝転移の一例 第 37 回近畿肝臓

外科研究会2009/02/07（大阪）   

１５４ 上田修吾、園田真理、中西保貴、吉田昌弘、小山幸法、郡司周太郎、多田正晴、橋田裕毅、寺嶋宏明、
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尾崎信弘 Stage 4胃癌に対する術前化学療法の適応に関する検討 第81回日本胃癌学会総会  

2009/03/04-06（東京） 

 

 

呼吸器センター 呼吸器内科 

１  竹村昌也、福井基成、小林美満、三井克巳、木村清美、増井宏子、小山美鈴、石床学、糸谷涼、鈴木進子、

相原顕作、松本正孝、小熊毅、鍵岡均：喘息患者における吸入アドヒアランスと継続的な吸入指導との関

係．第48回日本呼吸器学会学術講演会（2008.6.17 神戸市） 

２  松本正孝，糸谷涼、石床学、鈴木進子、相原顕作、松本正孝、上田哲也、福井基成：胆管癌の経過中に両

側びまん性陰影を来した一例．第47回呼吸器疾患同好会（2008.06.25 大阪市北区） 

３  Takemura M, Niimi A, Matsumoto H, Ueda T, Matsuoka H, Yamaguchi M, Jinnai M, Mishima M. Antitussive 

and antiinflammatory effect of montelukast in patients with cough variant asthma. 5th International 

cough symposium (2008.6.26-28, London) 

４  糸谷涼、石床学、鈴木進子、相原顕作、松本正孝、上田哲也、福井基成：ブラ内感染治療中にアスペルギ

ルス膿胸を発症した一例． 第71回日本呼吸器学会近畿地方会（2008.7.5 神戸市） 

５  松本正孝，糸谷 涼，石床 学，鈴木進子，相原顕作，上田哲也，福井基成：両肺多発結節影を認めたイヌ

回虫症の一例．第71回日本呼吸器学会近畿地方会（2008.7.5 神戸市） 

６  石床学 糸谷涼 鈴木進子 相原顕作 松本正孝 上田哲也 福井基成 弓場吉哲：肺塞栓症を繰り返し

急速に進行した肺腺癌の一例． 第71回日本呼吸器学会近畿地方会（2008.7.5 神戸市） 

７  鈴木進子・石床学・糸谷涼・相原顕作・松本正孝・上田哲也・福井基成：乳癌術後放射線療法後に発症し

たBOOPの1例．第71回日本呼吸器学会近畿地方会（2008.7.5 神戸市） 

８  鈴木進子・高松和史・糸谷涼・福井基成：血痰とびまん性浸潤影を認めた拡張型心筋症の1例．第43回大

阪北肺疾患勉強会（2008.7.7 吹田市）                                                                    

９  鈴木雅雄，福井基成，室 繁郎，塩田哲広，遠藤和夫，平林正孝，大森 崇，三嶋理晃：慢性閉塞性肺疾

患に対する鍼治療の臨床的効果の検討．田附興風会医学研究所 第83回学術講演会・第7回医学研究所研

究発表会（2008.7.26 大阪市北区） 

１０ 鈴木雅雄，金尾顕郎，鈴木進子，福井基成： 重症期COPD患者に対して統合医療的治療（呼吸リハビリテ

ーション・鍼治療）を試みた1症例．第5回 呼吸リハビリテーション症例検討会（2008.9.26 大阪市中央

区） 

１１ 糸谷涼、家村瑠那、高松和史、石床学、鈴木進子、松本正孝、相原顕作、上田哲也、櫻本稔、福井基成：

Wegener’s granulomatosisの治療中に、傍椎体腫瘤を認めた一例．第44回大阪北肺疾患勉強会（2008.10.2 

大阪市北区） 

１２ 糸谷涼、高松和史、石床学、鈴木進子、相原顕作、松本正孝、上田哲也、福井基成：肺癌術後に肺炎を繰

り返すも、ミニトラック・長期留置で改善した一例．第12回地域包括呼吸ケアを考える会（2008.11.1 大

阪市北区） 

１３ 石床 学，高松和史，糸谷 涼，鈴木進子，相原顕作，松本正孝，上田哲也，櫻本 稔，福井基成、橋本

恵介：胃病変を合併したサルコイドーシスの二例．第187回日本内科学会近畿地方会（2008.11.29 京都市） 

１４ 鈴木雅雄，金尾顕郎，鈴木進子，糸谷 涼，石床 学，相原顕作，松本正孝，上田哲也，福井基成：鍼治

療と呼吸理学療法が有効であった 重症期COPDの1例．第72回日本呼吸器学会近畿地方会（2008.12.13 大

阪市北区） 

１５ 鈴木進子・高松和史・石床学・糸谷涼・相原顕作・松本正孝・上田哲也・福井基成：Adaptive 

Servo-Ventilation(ASV)で改善した肺高血圧症・肺胞出血の 1 例．第 72 回日本呼吸器学会近畿地方会

（2008.12.13 大阪市北区） 

１６ 髙松和史、相原顕作、石床 学、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、上田哲也、福井基成，弓場吉哲：大腸

癌を合併した抗KS抗体陽性の間質性肺炎の一例．第72回呼吸器学会近畿地方会（2008.12.13 大阪市北区） 

１７ 髙松和史、櫻本稔、石床 学、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、福井基成：大酒家、低栄養患者の空洞性

病変の一例．大阪北肺疾患勉強会（2009.3.9大阪市北区） 

１８ 福井基成：呼吸器感染症～臨床から学ぶ情報共有～．大阪府臨床検査技師会 学術部微生物検査部門 定期

講習会（2008.04.22 大阪市阿倍野区） 

１９ 松本正孝：キットを用いた経皮的気管切開法．第14回呼吸管理検討会（2008.4.30 北野病院きたのホール） 
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２０ 鈴木雅雄：統合医療としての鍼灸治療の役割．第57回全日本鍼灸学会（2008.6.1 京都市） 

２１ 福井基成：呼吸器感染症の診断と治療－市中肺炎を中心に－．若手医師のための臨床に役立つ呼吸器セミ

ナー（2008.05.31 大阪市北区） 

２２ 福井基成：たかが褥瘡、されど褥瘡～一枚の写真から多くの情報が得られます～．第11回関西感染症フォ

ーラム（2008.06.14 大阪市中央区） 

２３ 鍵岡均：喀血や血痰で発症し肺動脈狭窄を認めた３症例の検討．第26回大阪呼吸器医会講演会（2008.7.10 

大阪市北区） 

２４ 福井基成：褥瘡の基礎的知識と治療．第17回褥瘡なおそう会（2008.07.19 岡山県総社市） 

２５ 福井基成：OSAS患者の診察のポイント～地域連携クリティカルパスを使用して～．OSAS地域連携クリティ

カルパス勉強会（2008.08.02 大阪市北区） 

２６ 福井基成：褥瘡の評価と治療．医療法人稲門会 岩倉病院 褥瘡対策研修会（2008.09.01 京都市左京区） 

２７ 福井基成：しのびよる肺炎にご注意．大阪市北区北老人福祉センター 第１回健康講座（2008.10.22 大阪

市北区） 

２８ 福井基成：呼吸不全患者を地域で支えるために．旭区医師会 第11回地域ケアを考える会（2008.11.08 大

阪市旭区） 

２９ 松本正孝：肺癌におけるケモカインの関与についての検討．田附興風会医学研究所第18回研究所セミナー

（2008.11.25 北野病院第1会議室） 

３０ 福井基成：慢性呼吸不全におけるNPPV療法．日本理学療法士協会第1017回現職者講習会「呼吸理学療法

の実際－応用編－」（2009.2.14 枚方市） 

３１ 福井基成：病気は夜つくられる－睡眠時無呼吸症候群を中心に－．第403回大杏会（2009.02.15 大阪市中

央区） 

３２ 松本正孝：吸入療法総論．第3回吸入指導ネットワーク講習会（2009.3.7 北野病院きたのホール） 

 

 

呼吸器センター 呼吸器外科 

１  奥田雅人、豊洋次郎、 志熊啓、大政貢、瀧俊彦 悪性胸膜中皮腫を疑った胸膜炎の 1 例 北大阪呼吸器

疾患研究会（2008.3.3大阪） 

２  志熊啓、豊洋次郎、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦 胸水ADA値、白血球値からみた急性膿胸、胸膜炎手術例

の検討 第25回呼吸器外科学会総会（2008.5.29栃木） 

３  奥田雅人、豊洋次郎、 志熊啓、大政貢、瀧俊彦 当科における胸腺上皮性腫瘍切除症例の検討 第25回

呼吸器外科学会総会 （2008.5.29栃木） 

４  大政貢、志熊啓、豊洋次郎、 奥田雅人、瀧俊彦 大腸癌肺転移手術症例の臨床的検討 第 25 回呼吸器外

科学会総会（2008.5.29栃木） 

５  奥田雅人 マウスにおける腸間膜リンパ節とパイエル板の組織発生の違いについて 第 15 回北野病院

研究所セミナー（2008.6.17 大阪） 

６  志熊啓、豊洋次郎、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦  血清5-S-CD が有用であった肺原発悪性黒色腫の1切

除例  第51回関西胸部外科学会（2008.6.19-20 富山） 

７  豊洋次郎、志熊啓、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦 当院における局所麻酔下胸腔鏡手術の現況 第31回

呼吸器内視鏡学会総会（2008.6.13大阪） 

８  志熊啓、豊洋次郎、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦  膜様物形成による術後早期に気道狭窄をきたした２

症例  第31回呼吸器内視鏡学会総会 （2008.6.13大阪） 

９  飯田淳、志熊啓、豊洋次郎、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦 上縦隔に発生した小児Castleman病の一例 

第88回肺癌学会関西支部会（2008.7.12 大阪） 

１０ 山辺めぐみ、志熊啓、豊洋次郎、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦 左上大静脈遺残合併胸腺腫に対し拡

大胸腺胸腺腫切除を施行した1例  第88回肺癌学会関西支部会（2008.7.12 大阪） 

１１ 豊洋次郎、志熊啓、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦 縦隔鏡下に摘出した縦隔副甲状腺腫の一例  京都大

学呼吸器外科夏の研究会（2008.7.12兵庫） 

１２ 豊洋次郎、志熊啓、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦 当院における自然気胸術後再発部位の検討 第12回

気胸、嚢胞性肺疾患学会総会 （2008.9.5-6東京） 

１３ 大政 貢、志熊 啓、豊洋次郎、 奥田雅人、瀧 俊彦 予後及び術後肺再発より見た大腸癌肺転移症
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例の統計学的検討 第61回胸部外科学会総会 （2008.10.12-15 福岡） 

１４ 豊洋次郎、志熊 啓、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦 当院における肺癌悪性胸水T4の検討と洗浄胸

水陽性症例の臨床的意義について  第49回肺癌学会総会（2008.11.13-14 福岡） 

１５ 大政 貢、志熊 啓、豊洋次郎、 奥田雅人、瀧 俊彦  原発性肺癌に対する消極的縮小手術の妥当性に

ついての検討 第49回肺癌学会総会（2008.11.13-14 福岡） 

１６ 奥田雅人、豊洋次郎、 志熊 啓、大政 貢、瀧 俊彦 胸腺上皮性腫瘍切除術後の再発症例の検討

 第49回肺癌学会総会（2008.11.13-14 福岡） 

１７ 志熊 啓、豊洋次郎、 奥田雅人、大政貢、瀧俊彦  左上大静脈遺残を合併した胸腺腫2手術例  

第49回肺癌学会総会 （2008.11.13-14 福岡） 

１８ 奥田雅人、豊洋次郎、 志熊啓、大政貢、瀧俊彦  胸腔内Castleman病の２例  第 49回肺癌学会総会

（2008.11.13-14 福岡） 

１９ 垣田浩子、志熊啓、豊洋次郎、 大政貢、瀧俊彦 末梢肺の気腫肺化を認めたMAC症の一手術例 第72回

呼吸器学会地方会（2008.12.13大阪） 

２０ 河勝千鶴、志熊啓、豊洋次郎、 大政 貢、瀧 俊彦  気胸で発症し胸腔鏡下に診断した悪性胸膜中皮腫

の一例 第48回呼吸器疾患同好会 （2008.11.27大阪） 

２１ 上田雄一郎、志熊 啓、豊洋次郎、 大政 貢、瀧 俊彦 局所麻酔胸腔鏡下膿胸掻爬術が有用であった

肺全摘後膿胸の１治療例 第84回呼吸器内視鏡学会地方会（2008.12.6 大阪） 

２２ 志熊 啓、豊洋次郎、大政貢、瀧俊彦 放射線化学療法後の再燃に対し手術を施行した肺癌 3 症例

 京都大学呼吸器外科冬の研究会（2009.2.21 京都） 

 

 

 

心臓センター 

１  中根英策、田中希、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、永井邦彦、猪子森明、上原京勲、植山浩二、 

野原隆司  カルベジロールは、運動療法施行患者の運動耐容能をさらに改善させうる  第14回心臓リ

ハビリテーション学会 2008.07.18-19（大阪） 

２  中根英策、猪子森明、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、大庭宗夫、宮本昌一、春名徹也、 

永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司 アトピー性皮膚炎の増悪に伴い心機能が悪化し、アトピー性

皮膚炎の治療により心機能も改善した一症例 第187回内科学会近畿地方会 2008.11.29 

３  Ryuji Nohara  Novel Holter ECG for diabetes patients  6th Tawara-Aschoff-Meeting 2008/5/22    

 Germany (Heidelberg) 

４  野原隆司  特別講演： 循環器疾患と高血圧 ― 新の大規模試験を踏まえて―  Hypertension  

Seminar 2008/6/7（大阪） 

５  野原隆司  心疾患治療と降圧薬のエビデンス  Vascular Seminar 2008/6/28（大阪） 

６  野原隆司  ファイアサイドシンポジウム２：日本における突然死の現状と対策  第17回日本心血管イ

ンターベンション学会学術集会 2008/7/3 名古屋 

７  野原隆司 特別講演：虚血性心疾患と禁煙の 新の話題 北区薬剤師会生涯教育研修会 2008/7/5 大阪 

８  野原隆司 特別講演： 心臓リハビリテーション ―基礎から臨床まで―  第７回高松ハート・カンフ

ァレンス 2008/7/9 高松 

９  野原隆司 特別講演： 心臓突然死の予知，予防 ―基礎から臨床まで― 高槻市医師会内科部会共催学

術講演会 2008/7/26 大阪 

１０ 野原隆司 循環器医療における負荷試験の展望 第58回循環器負荷研究会 2008/8/2 東京 

 

 

１１ 野原隆司 特別講演：血管運動療法の基礎と臨床 第4回血管運動療法研究会・学術集会 2008/10/4 

豊中 

１２ 野原隆司 特別講演：循環器疾患と高血圧 － 新の大規模試験を踏まえて－  Hypertension Forum 

   2008/10/22 大阪 

１３ 野原隆司 特別講演：虚血性心疾患における心臓突然死 － 基礎と臨床  第5回東海心臓突然死研究

会 2008/10/24 名古屋 
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１４ 野原隆司 教育講演：動脈硬化イメージング 第48回日本核医学会・学術集会 2008/10/26 千葉 

１５ 野原隆司 特別講演： 冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み   生活習慣病フォーラム2008 

～姫路ARB・脂質異常症研究会 2008/10/30 姫路 

１６ 野原隆司 心臓リハビリテーションとは？ 厚生労働科学研究（循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事

業）研究成果発表会 市民公開講座 2008/11/1 大阪     

１７ 野原隆司 特別講演：動脈硬化破綻の予知・予防 第1回北区脂質と吸収を考える会 2008/11/6 大阪 

１８ 野原隆司 特別講演：心不全予防に必要な降圧治療 第7回県北アンジオテンシン研究会 2008/11/14 

佐世保 

１９ 野原隆司 日常診療における心臓病 第22回地域医師会北野病院合同勉強会 2008/11/15 大阪 

２０ 野原隆司 基調講演：運動療法の基礎医学；動脈硬化改善のメカニズム 予防のためのリスクマネージメ

ントセミナー 2008/11/24 京都 

２１ 野原隆司 特別講演：心不全治療に必要な降圧治療 ～悪循環を断ち切れ！～  和歌山心血管セミナー

   2008/11/27 和歌山 

２２ 野原隆司 特別講演：冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み 第361回高岡市内科医会学術講演会

   2008/11/28 高岡 

２３ 野原隆司 特別講演：心不全予防に必要な降圧治療 ～悪循環を断ち切れ！～ 第3回医療連携学術講演

会 2008/11/29 大津 

２４ 野原隆司 特別講演：心不全の運動療法 －運動療法とARBの類似性－  横浜Night Conference 2008

/12/5 横浜 

２５ 野原隆司 特別講演：心臓リハビリテーションの新しい潮流 ～治療・予防・撲滅～  第38回苫小牧リ

ハビリテーション研究会（北海道医師会認定障害教育講座）2008/12/11 苫小牧 

２６ 野原隆司 特別講演：心臓リハビリテーションのABC 第1回京滋心臓リハビリテーション研究会 2009/

2/7 京都 

２７ 野原隆司 特別講演：心臓運動療法 －科学として取り組む－  第2回兵庫心臓リハビリテーション研

究会 2009/2/13 神戸 

２８ 野原隆司 特別講演：運動療法を含めた包括的医療 －基礎と臨床－    第2回Diet and Exercise 

Meeting 2009/3/6 福岡 

２９ Ryuji Nohara  Meet the Expert 1(I) Keynote Lecture: Molecular Imaging for Arteriosclerosis  

The 73rd Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society 2009/3/20 大阪 

３０ 野原隆司 特別講演：心不全治療に必要な血圧管理 －悪循環を断ち切る降圧療法－  医知軸会学術講

演会 2009/3/27 函館 

３１ 猪子森明 シンポジウム２： コメディカルスタッフの新たな役割－医師の立場からー 第 14 回日本心

臓リハビリテーション学会 学術集会 2008/7/19 大阪 
３２ 永井邦彦・猪子森明・宮本昌一・中根英策・安部朋美・佐々木健一・野原隆司  経橈骨動脈アプローチ

（TRI）による冠動脈インターベンション（PCI）は、複雑病変に対しても適応拡大可能か  第 105 回

日本循環器学会近畿地方会 2008/6/28 大阪 
３３ Kunihiko Nagai, Moriaki Inoko, Shoichi Miyamoto, Eisaku Nakane, Kenichi Sasaki, Tomomi Abe, 

Ryuji Nohara  Trans-Radial coronary intervention reduces the incidence of delirium and  
infection in patients with acute myocardial infarction  第 17回日本心血管インターベンション学会学

術集会 2008/7/3 名古屋 
３４ 春名徹也、武田晋作、天谷直貴、張田 健志、石井 充、和田 嗣業、岡田正治、羽田龍彦、小菅邦彦、

池口 滋   カテーテル・アブレーションによる洞調律化は長期持続性心房細動例においても心房機能

を回復するか？  第 23 回日本不整脈学会総会，2008/5/31～6/2 横浜 
３５ 福田 旭伸、春名 徹也、伊藤 秀裕、安部 朋美、佐々木 健一、中根 英策、宮本 昌一、猪子 森明、 

永井 邦彦、上原 京勲、植山 浩二、野原 隆司  拡張した左上大静脈遺残があり、アプローチ法に苦

慮した心房頻拍の一例  第 20 回 日本カテーテルアブレーション委員会公開研究会 2008/10/15 仙台 
３６ 伊藤秀裕、春名徹也、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、中根英策、上原京勲、宮本昌一、植山浩二、 

猪子森明、永井邦彦、野原隆司  急性冠症候群に併発した VF ストームの管理に塩酸モルヒネも併用し

た鎮静が有効であった一例  第 8 回難治性臨床不整脈研究会 2008/06/14(大阪) 
３７ 安部朋美、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、佐々木健一、中根英策、大庭宗夫、上原京勲、宮本昌一、 
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永井邦彦、猪子森明、植山浩二、野原隆司   僧帽弁形成術後に発生した左心房中隔心房粗動に対して

カルトマージ下にアブレーションを施行した１例  第９回難治性臨床不整脈研究会 2008/12/20(大阪) 
３８ 伊藤 秀裕、春名徹也、福田 旭伸、安部 朋美、佐々木 健一、中根英策、宮本昌一、猪子森明、永井 邦彦、

上原京勲、植山浩二、野原隆司  急性冠動脈症候群に併発した Electrical storm の治療方針決定に苦慮

した症例  2nd VT university case conference 
３９ 伊藤秀裕、春名徹也、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、中根英策、上原京勲、宮本昌一、植山浩二、 

猪子森明、永井邦彦、野原隆司   硫酸キニジンがVF storm の管理に有効であったブルガダ症候群の

一例 第一回 天保山ハート・カンファレンス 
４０ 春名 徹也 新の三次元マッピングを使用した当院におけるカテーテル・アブレーションの紹介 

第 26 回北野ハートセミナー 2008/9/13 大阪 
４１ 春名 徹也 次世代カルトマッピング使用し、カテーテル・アブレーションを施行した持続性心房細動の

一例  第 3 回北野心臓血管疾患研究会 2008/11/8 大阪 
４２ 春名 徹也 北野病院における不整脈診療方針について  第 16 回 なにわ臨床懇話会 
４３ 伊藤秀裕・春名徹也・福田旭伸・安部朋美・佐々木健一・中根英策・宮本昌一・猪子森明・永井邦彦・ 

野原隆司  急性冠症候群に併発した Electrical Storm の管理に塩酸モルヒネを併用した鎮静治療が有

効であった１例  第 186 回日本内科学会近畿地方会 2008/9/6 京都 
４４ 伊藤秀裕・春名徹也・福田旭伸・松村拓朗・安部朋美・佐々木健一・中根英策・上原京勲・宮本昌一・ 

植山浩二・猪子森明・永井邦彦・野原隆司  急性冠症候群に併発し、治療方針決定に苦慮したElectrical 
Storm の一例  Osaka Heart Club 循環器学術セミナー 2008/11/27 大阪 

４５ 福田旭伸・中根英策・猪子森明・野原隆司 機能的左室流出路狭窄を呈した心筋梗塞の一例 第 7 回京都

心血管疾患フォーラム 2009/1/11 京都 
４６ 植山浩二  特別講演： 虚血性心疾患に対する外科治療の進歩    第 2 回北野心臓血管疾患研究会   

2008/5/31 大阪 
４７ 上原京勲  一般演題： 全身倦怠感が主訴の大動脈解離 ―胸部異常陰影を元に近医より救急搬送され

緊急手術となった 81 歳高齢者―  第 2 回北野心臓血管疾患研究会 2008/5/31 大阪 
４８ 大庭宗夫  次世代ガンマカメラ D-SPECT  第 3 回北野画像研究会 2008/10/18 大阪 
４９ 大庭宗夫  海外情報報告： 循環器医の視点から  第34回New Town Conference –Cardiovascular 

Nuclear Medicine- 2009/2/21 京都 
５０ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、田中希、中島準仁、 

中根英策、大庭宗夫、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊  中高年軽症～中等症高血

圧患者に対するオルメサルタン内服は前腕内皮機能を改善する Hypertension Today ~World 
Hypertension Day 記念~、2008.5.17、大阪 

５１ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、田中希、中島準仁、 
中根英策、大庭宗夫、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：中高年軽症～中等症高血圧

患者に対するオルメサルタン内服は前腕内皮機能を改善する なにわ循環器フォーラム、2008.5.27、大阪 
５２ 宮本昌一、猪子森明、永井邦彦、春名徹也、中根英策、安部朋美、佐々木健一、福田旭伸、伊藤秀裕、 

中島準仁、田中希、大庭宗夫、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊  当院での急性心筋梗塞発症

24 時間以内の再灌流後からのβ遮断薬内服は生命予後を改善する  第 28 回急性心筋梗塞研究会、

2008.7.12、東京 
５３ 宮本昌一、大庭宗夫、細川了平、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、 

田中 希、中島準仁、中根英策、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊： 運動ベッドを

使った治療により、充分な運動困難な虚血性心疾患患者において心筋虚血・左室拡大が改善する  第 14
回日本心臓リハビリテーション学会、2008.7.18－19、大阪 

 
５４ 宮本昌一、大庭宗夫、細川了平、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、     

田中 希、中島準仁、中根英策、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：ヘパリン前投与

下での運動ベッドを使った治療は運動困難な虚血性心疾患患者の心筋虚血・左室拡大を改善させる  第

７回心臓核医学ミッドサマーセミナー、2008.8.9、大阪 
５５ Miyamoto S, Fujita M, Nohara R, Hosokawa R, Nagai K, Nakane E, Oba M, Ueyama K, Uehara K: 

Novel treatment with periodic acceleration with a horizontal motion platform for anginal patients. 
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European Society of Cardiology Congress 2008, 8.30-9.3, Munich,Germany 
５６ 宮本昌一、大庭宗夫、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、田中希、 

中島準仁、中根英策、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊 ：加速ベッドを使った治療

は、虚血性心疾患患者の心筋虚血・左室拡大を改善する  第 56 回日本心臓病学会学術集会、2008.9.10-12、
東京 

５７ 宮本昌一、大庭宗夫、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、田中 希、 
中島準仁、中根英策、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：ヘパリン前投与下での加速

ベッドを使った治療は、虚血性心疾患患者の心筋虚血・左室拡大を改善する  第 28 回近畿循環器疾患

治療研究会、2008.9.20、大阪 
５８ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、田中希、中島準仁、 

中根英策、大庭宗夫、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：オルメサルタンはアムロジ

ピンと比較して、軽症～中等度高血圧患者の前腕内皮機能をより改善する  第 31 回日本高血圧学会総

会、2008.10.9-11、札幌 
５９ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、田中 希、中島準仁、 

中根英策、大庭宗夫、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：チエノピリジン系薬剤クロ

ピドグレル新規処方或いはチクロピジンからクロピドグレルへの変更による安全性の検討  ACS 効能

追加 1 周年記念セミナー、2008.10.24、大阪 
６０ 宮本昌一、大庭宗夫、猪子森明、春名徹也、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、田中 希、 

中島準仁、中根英策、永井邦彦、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：加速ベッドを使った治療は、

狭心症患者の心筋虚血・左室拡大を改善する～PCI、CABG に次ぐ第 3 の治療  第 6 回新 SONES 会、

2008.11.20、大阪 
６１ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、大庭宗夫、中根英策、安部朋美、佐々木健一、福田旭伸、伊藤秀裕、 

中島準仁、馬場隆行、宮崎晋一、田中希、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：当院での糖尿病患

者における急性心筋梗塞発症 24 時間以内の再灌流後からのスタチン内服は生命予後を改善する可能性が

ある  第７回糖尿病と心血管病カンファレンス、2009.1.24、大阪 
６２ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、大庭宗夫、中根英策、安部朋美、佐々木健一、福田旭伸、伊藤秀裕、 

中島準仁、馬場隆行、宮崎晋一、田中希、上原京勲、植山浩二、野原隆司、藤田正俊：鬱血性心不全患者

における睡眠姿勢による自律神経活性への影響  第 5 回高脂血症・高血圧談話会、2009.2.28、大阪 
６３ 福田 旭伸、春名 徹也、伊藤 秀裕、安部 朋美、佐々木 健一、中根 英策、宮本 昌一、猪子 森明、 

永井 邦彦、上原 京勲、植山 浩二、野原 隆司  急性心筋梗塞に合併した左室流出路狭窄の一例   
第3階枚方公済病院、北野病院合同症例検討会  2008/5/22（大阪） 

６４ 福田 旭伸、春名 徹也、伊藤 秀裕、安部 朋美、佐々木 健一、中根 英策、宮本 昌一、猪子 森明、 

永井 邦彦、上原 京勲、植山 浩二、野原 隆司  経管的動脈管開存閉鎖術を施行した2例  

第32回大阪循環器専門医フォーラム  2008/09/25(大阪) 
 

腎臓内科 

１  立石 悠、糟野健司、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：C型肝硬変に合併しステロイドが奏効したANCA陰性急速進行性糸球体腎炎の一症例 

第38回日本腎臓学会西部学術大会2008.9.26（愛知） 

２  武曾恵理：難治性腎疾患の発症機序とその対策 第17回くれじんの集い 2008.4.19（広島） 

３  武曾恵理：腎・心関連を見据えた全人医療のすすめ 第６回動脈硬化ケーススタディー・フォーラム 

2008.5.10(京都) 

４  武曾恵理：総合病院における男女共同参画支援のアクションプラン 倉敷中央病院講演 2008.5.16（岡山） 

５  佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、糟野健司、福内史子、米本智美、塚本達雄、武曾恵理；発症

1 ヶ月で急激な転機をたどったＳＬＥの一症例 第２３回京大・北野腎病理カンファレンス 2008.5.21

（京都） 

６  立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、糟野健司、福内史子、米本智美、塚本達雄、 

武曾恵理：尿所見なくＣr 上昇を来たした IgA 関連疾患の一症例 第２３回京大・北野腎病理カンファレ

ンス 2008.5.21（京都） 

７  武曾恵理：社団法人大学婦人協会京都支部例会 2008.5.24（京都） 
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８  武曾恵理、宇野賀津子、城謙輔、岩崎由加子、塚本達雄、古宮俊幸、糟野健司、鈴木和男：顕微鏡的多発

血管炎の腎病理所見と各種サイトカインの連動性の検討 第５１回日本腎臓学会学術総会 2008.5.30（福

岡）  

９  森田龍頼、近藤尚哉、立石悠、糟野健司、塚本達雄、福内史子、米本智美、古宮俊幸、藤川潤、武曾恵理：

当院外来受診患者のeGFRの現状と検討 第５１回日本腎臓学会学術総会 2008.5.30（福岡） 

１０ 立石 悠、塚本達雄、近藤尚哉、森田龍頼、糟野健司、福内史子、米本智美、武曾恵理：難知性ネフロー

ゼ症候群の早期寛解導入および長期予後への LDL アフェレシスの役割 第５１回日本腎臓学会学術総会 

2008.5.30（福岡） 

１１ 小野孝彦、下沢真木子、泊裕輝、大塚秀隆、劉寧、北村久代、上村和秀、野垣文昭、森典子、武曾恵理、

吉田治義：HIGAマウスはToll –like receptor 4を発現し、LPS投与により凝固系活性化を介して腎炎を

増悪する 第５１回日本腎臓学会学術総会 2008.5.30（福岡） 

１２ 上村和秀、三瓶祐貴、大塚秀隆、野垣文昭、武曾恵理、吉田治義、小野孝彦：IgA腎症モデルHIGAマウス

におけるvon Willebrand Factor の糸球体への沈着 第５１回日本腎臓学会学術総会 2008.5.30（福岡） 

１３ 城謙輔、小池健太郎、中里毅、杉山隆夫、武曾恵理、湯村和子：MPO-ANCA関連血管炎の腎病変パラメータ

ーと臨床情報との関連 第５１回日本腎臓学会学術総会 2008.5.30（福岡） 

１４ 糟野健司、糟野裕子、塚本達雄、Irani Kaikobad、武曾恵理：p66Shc抑制因子MIAの糖尿病性腎症治療へ

の応用についての研究 糖尿病性腎症・基礎Ⅱ 第５１回日本腎臓学会学術総会 2008.5.30（福岡）第５

１回日本腎臓学会学術総会 2008.5.30（福岡） 

１５ 古宮俊幸、辻井知美、米本智美、岩崎由加子、杉下岳詩、立石 悠、糟野健司、福内史子、塚本達雄、 

藤川 潤、武曾恵理：比重からみた、尿試験紙法による尿蛋白定性試験の実際の解釈 第５１回日本腎臓

学会学術総会 2008.5.30（福岡） 

１６ 武曾恵理： 難知性ネフローゼ症候群に対する治療の 前線 第５１回日本腎臓学会学術総会 2008.6.1

（福岡） 

１７ 米本智美、武曾恵理：基幹病院でのキャリア支援プロジェクトの実際 第５１回日本腎臓学会学術総会 

2008.6.1（福岡） 

１８ 近藤尚哉、糟野健司、森田頼龍、立石悠、古宮俊幸、福内史子、米本智美、塚本達雄、武曾恵理：血漿交

換を施行した血栓性血小板減少性紫斑病３例の比較検討 糸球体疾患Ⅱ－P 第５１回日本腎臓学会学術

総会 2008.6.1（福岡） 

１９ 武曾恵理：難治世ネフローゼ症候群に対するLDL－アフェレシス治療研究 －POLARIS調査の背景と実際－ 

第4回Nephrology Forum in TAMAGAWA 2008.6.12（神奈川） 

２０ 福内史子、立石 悠、近藤尚哉、佐藤有紀、米倉由利子、糟野健司、米本智美、塚本達雄、長濱寛二、 

金丸洋史、武曾恵理：偽膜性腸炎を合併した生体腎移植後1年目の腎生検 第２４回京大・北野腎病理カ

ンファレンス2008.6.18（京都） 

２１ 立石 悠、塚本達雄、近藤尚哉、森田頼龍、糟野健司、福内史子、米本智美、武曾恵理：腹腔内造影 CT

にて診断しえた交通性陰嚢水腫による腹膜透析困難の一例 第５３回日本透析医学会学術集会 

2008.6.20（神戸） 

２２ 塚本達雄、杉下岳詩、岩崎由加子、近藤尚哉、森田頼龍、立石 悠、糟野健司、米本智美、福内史子、 

武曾恵理：シナカルセット（C）による腫大副甲状腺縮小 第５３回日本透析医学会学術集会・総会 

2008.6.20（神戸） 

２３ 武曾恵理：難治性ネフローゼ症候群に対する LDL-アフェレシス治療の長期効果に関する前向き調査

（POLARIS調査）の進歩状況報告（1）第５３回日本透析医学会学術集会 2008.6.21（神戸） 

２４ 福内史子、近藤尚哉、森田頼龍、立石 悠、糟野健司、米本智美、塚本達雄、武曾恵理：糖尿病、非糖尿

病患者間における透析開始時血糖の影響の比較検討 第５３回日本透析医学会 2006.6.22（神戸） 

２５ 武曾恵理：病診連携を見据えたCKD対策 第１回京都西部CKDカンファレンス 2008.6.28（京都） 

２６ 武曾恵理：糖尿病性腎症の管理と診療 平成20年度大阪府女医会講演会 2008.6.29（大阪） 

２７ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：重症筋無力症、糖尿病に合併した蛋白尿の症例第25回京大・北野腎病理カンファレ

ンス2008.7.16（京都） 

２８ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：SLE出産後のネフローゼ症候群の一症例 第25回京大・北野腎病理カンファレンス
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2008.7.16（京都） 

２９ 武曾恵理：ＣＫＤの診断と対応－ステージに応じた対策の薦め－ 岡山県病院薬剤師会講演 2008.7.18

（岡山） 

３０ 武曾恵理：心腎関連の病態と治療戦略 第３回腎疾患セミナー 2008.8.8（奈良） 

３１ 近藤尚哉、佐藤有紀、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：多発単神経炎を伴った急速進行性糸球体腎炎の一例 第26回京大・北野腎病理カン

ファレンス 2008.8.13（京都） 

３２ 武曾恵理：CKDガイドを用いた糖尿病性腎症の管理と診療 なでしこconference 2008.9.6（大阪） 

３３ 武曾恵理：北野病院腎臓内科における治療方針のご紹介－地域連帯強化に向けて－ K2-NET 2008.9.10

（大阪） 

３４ 近藤尚哉、佐藤有紀、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、塚本達雄、 

武曾恵理：Ｃ型肝硬変に合併した急速進行性糸球体腎炎の一例 第27回京大・北野腎病理カンファレンス 

2008.9.17（京都） 

３５ 米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、塚本達雄、 

武曾恵理：第27回京大・北野腎病理カンファレンス 2008.9.17（京都） 

３６ 米倉由利子、福内史子、近藤尚哉、立石悠、糟野健司、塚本達雄、武曾恵理、長濱寛二＊、金丸洋史＊：

＊当院泌尿器科 バルガンシクロビル内服外来治療にて治癒した腎移植に合併した サイトメガロウィル

ス（CMV）感染 による胃潰瘍の一例 第44回日本移植学会総会 2008.9.19（大阪） 

３７ 立石 悠、糟野健司、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：C型肝硬変に合併しステロイドが奏功したANCA陰性急速進行性糸球体腎炎の一症例 

第２２回京都腎臓セミナー 2008.9.20（京都） 

３８ 武曾恵理：日本腎臓学会男女共同参画委員会の紹介・ご挨拶 第３８回日本腎臓学会東部学術大会 

2008.10.12（東京） 

３９ 米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、塚本達雄、 

武曾恵理：十二指腸腫瘍の治療後にネフローゼ症候群を発症した1例第28回京大・北野腎病理カンファレ

ンス 2008.10.15（京都） 

４０ 米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、塚本達雄、 

武曾恵理：移植後のサイトメガロ感染治療中に腎機能低下した1例 第28回京大・北野腎病理カンファレ

ンス 2008.10.15（京都） 

４１ 武曾恵理：難知性ネフローゼ症候群対策へのわが国からの発進－POLARIS 研究をふまえて－ 第 3 回鹿児

島CKD研究会学術講演会 2008.10.16（鹿児島） 

４２ HM Baldwin, T Ito-Ihara, JD Isaacs, CMU Hilkens：Anti-TNF-αtreatment enchances immune regulation 

through dendritic cells The 10th international symposium on Dendritic Cells  2008.10(Kobe) 

４３ 宇野賀津子、武曾恵理、猪原登志子、八木克己、藤田哲也、鈴木和男：MPO-ANCA腎炎、IgA腎症患者、健

常人の血漿中、サイトカイン・ケモカインとIFN-α産生能の比較 第14回ＭＰＯ研究会2008.10.24（東

京） 

４４ 武曾恵理、伊藤彰彦、奥崎大介、小林茂人、岩崎由加子、古宮俊幸、橋本博史、鈴木和男、野島博：MPO-ANCA

陽性顕微鏡的多発血管炎（MPA）の血液細胞でのM-ficolin転写誘導と腎での陽性細胞の局在 第14回Ｍ

ＰＯ研究会2008.10.24（東京） 

４５ 猪原登志子、武曾恵理、小林茂人、宇野賀津子、田村直人、山西裕司、深津敦司、Richard Watts、David Scott、

David Jayne、鈴木和男、橋本博史：日本・欧州におけるＡＮＣＡ測定法の違いに関する検討 第14回Ｍ

ＰＯ研究会2008.10.24（東京） 

４６ 武曾恵理：成人の腎炎・ネフローゼ症候群に対する治療の動向 第２５回中国四国小児腎臓病学会 

2008.10.26（倉敷） 

４７ 武曾恵理：「働きやすい病院」認証へのチャレンジと成果 旭川医科大学二輪草センター主催イブニングセ

ミナー 2008.10.29（旭川） 

４８ 古宮俊幸、米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、福内史子、米本智美、塚本達雄、 

武曾恵理：慢性的な腎機能低下を来たした間質性腎炎の一例  第２０回腎臨床病理検討会 2008.11.21

（大阪） 

４９ 武曾恵理：難知性ネフローゼ症候群に対するＬＤＬ－アフェレシス治療の長期効果に対する前向き調査
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（PORALIS調査）の概要及び中間報告 第２９回日本アフェレシス学会2008.11.22（広島） 

５０ 佐藤有紀、立石 悠、塚本達雄、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

深沢 晃、斎藤聡、松本禎行、武曾恵理：血漿交換で寛解を得た抗アクアポリン４抗体陽性の多発性硬化

症の一例 第２９回日本アフェレシス学会2008.11.23（広島） 

５１ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：MPO-ANCA 陽性の未成年男性の一例 第 29 回京大・北野腎病理カンファレンス 

2008.11.26（京都） 

５２ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理:慢性の経過で腎機能障害をきたした 1 例 第 29 回京大･北野腎病理カンファレンス 

2008.11.26（京都） 

５３ 武曾恵理：報告「働きやすい病院評価（ホスピレート）を受けて病院を変える」  第４回イージェーネ

ットシンポジウム  2008.12.7（東京） 

５４ 佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、糟野健司、福内史子、米本智美、塚本達雄、武曾恵理：ネフ

ローゼ症候群で発症したSLEの一例 第30回京大・北野腎病理カンファレンス 2008.12.17（京都） 

５５ 佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、飛野杏子、糟野健司、福内史子、米本智美、塚本達雄、武曾恵理：3 年前

からの血尿・蛋白尿の1例 第30回京大・北野腎病理カンファレンス 2008.12.17（京都） 

５６ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：感冒後に発症し、2ヶ月の経過で腎機能低下したネフローゼ症候群の一例 第31回

京大・北野腎病理カンファレンス2009.1.21（京都） 

５７ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：急速進行性腎炎の臨床像を呈し、一時透析となった一例 第31回京大・北野腎病理

カンファレンス2009.1.21（京都） 

５８ 武曾恵理： 難知性血管炎・ネフローゼ症候群の治療の動向 第13回岡山ネフローゼ研究会 2009.1.28

（岡山） 

５９ 武曾恵理：北野病院 腎臓内科における治療方針のご紹介―地域連携強化に向けて―Ｋ２－ＮＥＴ 

2009.2.25（大阪） 

６０ 武曾恵理：「腎炎・ネフローゼとは？」「連携パス紹介」北野病院腎臓デー講演会2009.3.3（大阪） 

６１ 武曾恵理：糖尿病・慢性腎臓病における脂質コントロールのメリット LIPID FORUM 2009.3.5（大阪） 

６２ 武曾恵理：難知性ネフローゼに対する血液浄化療法 第７２回大阪透析研究会ランチョウンセミナー 

2009.3.15（大阪） 

６３ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：ステロイド、シクロスポリンで治療中に尿蛋白出現したSLEの一例 第33回京大・

北野腎病理カンファレンス 2009.3.18（京都） 

６４ 立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理：血圧異常高値、MPO-ANCA陽性の25歳女性の一例 第33回京大・北野腎病理カンフ

ァレンス 2009.3.18（京都） 

６５ 武曾恵理：難知性ネフローゼ症候群に対するＬＤＬ-アフェレーシスの前向きコホート研究（ＰＯＬＡＲＩ

Ｓ調査）報告－2008年12月31日現在の進歩状況について－2009.3.28（仙台） 

６６ 武曾恵理：ＣＫＤステージに沿った医療連携システムを立ち上げ―看護師外来を組み入れた北野病院手作

り連携パス－Ｋ２ネットの運用 第３３回静岡県腎不全研究会 2009.3.29（静岡） 

 

 

 

糖尿病内分泌内科 
 １  Koshiyama K, Fujioka Y, Taniguchi A, Tanaka K, Kagimoto S, Hirata K, Nakamura Y, Iwakura A,  

Hara K, Yamammoto T, Kuroe A, Ohya M, FujimotoS, Hamamoto Y, Honjo S, Ikeda H, Nabe K, 
TsudaK, Inagaki N, Seino Y, Kume N.  Pitavastain improves lipid profiles and reduces 
high-sensitivity CRP(hs-CRP) in Japanese diabetic subjects with hypercholesterolemia (KISHIMEN 
multi-center prospetcive study)-subanalysis of diabetic subjects. 7th International Diabetes 
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Foundation Western Pacific Congress (IDF WPR)  2008.3.30-4.3  Wellington, New Zealand.  
２  Nabe K. Nomura K,  Ikeda H, Honjo S, Wada Y, Kimura T, Aoyama T, Hamamoto Y, Koshiyama H. 

Association of diabetes mellitus in Japanese subjects, especially effect of atypical antipsychotic agents. 
7th International Diabetes Foundation Western Pacific Congress (IDF WPR)  2008.3.30-4.3 
Wellington, New Zealand. 

３  Nakayama K, Ikeda H, Honjo S, Nabe K, Nomura K, Kimura T, Aoyama T, Wada S, Koshiyama H. 
Recognition of HbA 1C among Japanese patients with diabetes and effect of education using 
brochures. 7th International Diabetes Foundation Western Pacific Congress (IDF WPR)  
2008.3.30-4.3 Wellington, New Zealand.  

４  Nomura K, Kikuchi O, Hamamoto Y, Honjo S, Ikeda H, Nave K, Wada Y, Koshiyama H.  
Relationship between carotid ultrasonography and silent cerebral infarction in Japanese subjects with 
type 2 diabetes.  7th International Diabetes Foundation Western Pacific Congress (IDF WPR)  
2008.3.30-4.3 Wellington, New Zealand. 

５  玉田理恵 ジェントレット導入による満足度の変化〜アンケートより〜 第6回大阪糖尿病プラクティス 
2008.4.10（ホテルグランヴィア大阪、大阪） 

６  佐久間洋二朗、奈部浩一郎、本庶祥子、池田弘毅、青山倫久、木村哲也、野村和弘、和田良春、越山裕行 

多発性内分泌腺腫症１型(MEN1)に糖尿病を合併した症例  第 81 回日本内分泌学会総会 2008.5.16-18
（青森） 

７  池田弘毅、本庶祥子、奈部浩一郎、青山倫久、木村哲也、野村和弘、和田良春、金丸洋史、鷹巣晃昌、 
光野重根、笹野公伸、越山裕行 原発性アルドステロン症の病態の多様性の検討 第 81 回日本内分泌学

会総会 2008.5.16-18（青森） 
８  木村哲也、野村和弘、青山倫久、和田良春、奈部浩一郎、浜本芳之、本庶祥子、藤川潤、越山裕行 早期

糖尿病性腎症に対するマーカーとしての血清シスタチン C および血清 iPTH の有用性 第５１回日本糖

尿病学会年次学術総会 2008.5.22-24（東京） 
９  青山倫久、池田弘毅、本庶祥子、奈部浩一郎、和田良春、野村和弘、木村哲也、浜本芳之、藤川 潤、 

越山裕行 GAD 抗体弱陽性の糖尿病の臨床的特徴の検討 第５１回日本糖尿病学会年次学術総会 
2008.5.22-24（東京） 

１０ 奈部浩一郎、本庶祥子、池田弘毅、青山倫久、木村哲也、野村和弘、和田良春、浜本芳之、越山裕行  
ミグリトールの有効性・副作用について：ボグリボースからの切りかえによる検討 第５１回日本糖尿病

学会年次学術総会 2008.5.22-24（東京） 
１１ 和田良春、本庶祥子、浜本芳之、奈部浩一郎、池田弘毅、木村哲也、青山倫久、野村和弘、越山裕行  

脂肪肝の有無における腹囲の変化と負荷後血糖値の変化の関係の相違 第５１回日本糖尿病学会年次学術

総会 2008.5.22-24（東京） 
１２ 越井由佳子、渡邊加寿代、加藤千春、中村由佳、安藤ますみ、楠本美和、神代英子、中山法子、南口信恵、

本庶祥子、池田弘毅、奈部浩一郎、越山裕行 糖尿病患者の HbA1c 認知度・理解度とパンフレット配布

による教育効果の検討 第５１回日本糖尿病学会年次学術総会 2008.5.22-24（東京） 
１３ 野村和弘、池田弘毅、本庶祥子、奈部浩一郎、木村哲也、青山倫久、和田良春、浜本芳之、越山裕行  

糖尿病における睡眠時無呼吸症候群の頻度について 第５１回日本糖尿病学会年次学術総会 
2008.5.22-24（東京） 

１４ 池田弘毅、奈部浩一郎、本庶祥子、和田良春、青山倫久、木村哲也、野村和弘、越山裕行 糖尿病性早期

腎症におけるシスタチンCに対するオルメサルタンの効果に関する検討 第５１回日本糖尿病学会年次学

術総会 2008.5.22-24（東京） 
１５ 中山法子、南口信恵、安藤ますみ、神代英子、博多恵美、楠本美和、越井由佳子、中村由佳、加藤千春、

渡辺加寿代、奈部浩一郎、本庶祥子、池田弘毅、越山裕行 インスリン自己注射患者の療養支援外来—低

血糖・シックデイ・自己注射と SMBG に焦点をあててー 第５１回日本糖尿病学会年次学術総会 
2008.5.22-24（東京） 

１６ 久保麻友子、永原守、本庶祥子、池田弘毅、越山裕行 「上手な間食の摂り方」に関するレクチャーの必

要性についてー80kcal おやつバイキングのイベントを通じてー第５１回日本糖尿病学会年次学術総会 
2008.5.22-24（東京） 

１７ 越山裕行、谷口中、藤岡由夫、田中清、鍵本伸二、平田健一、中村嘉夫、岩倉あかね、原恭子、山本泰三、
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黒江彰、大屋道弘、藤本新平、浜本芳之、本庶祥子、池田弘毅、奈部浩一郎、津田謹輔、稲垣暢也、清野裕、

久米典昭 ピタバスタチンは日本人 2 型糖尿病患者の脂質異常を改善し高感度 CRP を減少させる

(KISHIMEN study)   第５１回日本糖尿病学会年次学術総会 2008.5.22-24（東京） 
１８ 浜本芳之、本庶祥子、浜崎暁洋、池田弘毅、奈部浩一郎、和田良春、越山裕行、稲垣暢也 テルミサルタ

ンの血糖に対する効果は投与前の HbA1c に相関する 第５１回日本糖尿病学会年次学術総会 2008.5.22-24
（東京） 

１９ Seino Y, Koshiyama H, Taniguchi A. Metablic syndrome as a clinical entity. 第５１回日本糖尿病学会年

次学術総会特別シンポジウム 2008.5.22-24（東京） 
２０ Aoyama T, Ikeda H, Honjo S, Nabe K, Nomura K, Kimura T, Hamamoto Y, Fujikawa J, Koshiyama H.  

GAD autoantibody level discriminates two subtypes of type 1 diabetes of Japanese adult patients.(PS) 
The 65th ADA Scientific meeting, 2008.6.6-10 (SanFrancisco, CA, USA)  

２１ Kimura T, Ikeda H, Fujikawa J, Nomura K, Aoyama T, Wada Y, Nabe K, Hamamoto Y, Honjo S, 
Koshiyama H.  Usefulness of serum  cystain C and parathyroid horumone as renal function 
markers in Japanese subjects with type 2 diabetes. (PS) The 65th ADA Scientific meeting, 2008.6.6-10 
(SanFrancisco, CA, USA)  

２２ Koshiyama K, Fujioka Y, Taniguchi A, Tanaka K, Kagimoto S, Hirata K, Nakamura Y, Iwakura A, 
Hara K, Yamammoto T, Kuroe A, Ohya M, FujimotoS, Hamamoto Y, Honjo S, Ikeda H, Nabe K, 
TsudaK, Inagaki N, Seino Y, Kume N.  Effects of pitavastatin on lipid profiles and high-sensitivity 
CRP and its safety in Japanese diabetic subjects with hypercholesterolemia: subanalysis of 
KISHIMEN Study (PO).  The 65th ADA Scientific meeting, 2008.6.6-10 (SanFrancisco, CA, USA) 

２３ Hamamoto Y, Honjo S, Hamasaki A, Ikeda H, Wada Y, Koshiyama H, Inagaki N. Pretreatment factors 
predicting the beneficial effect of telmisartan on glycemic control in Japanese subjects with type 2 
diabetes (PO). The 65th ADA Scientific meeting, 2008.6.6-10 (SanFrancisco, CA, USA) 

２４ 藤岡由夫、久米典昭、福田亨、石田達郎、谷口中、田中清、清野裕、越山裕行、平田健一 ピタバスタチ

ンによる血清脂質値と炎症指標の改善(KISHIMEN multi-center study).第４０回日本動脈硬化学会総

会・学術集会 2008.7.10-11（つくば） 
２５ 越山裕行 シンポジウム「糖尿病患者の心血管イベント予防をめざしてー生活習慣病管理の面からー」「血

清脂質, 血圧管理」 第１４回日本心臓リハビリテーション学会 2008.7.18 
２６ Kume N, Fujioka Y, Taniguchi A, Tanaka K, Kagimoto S, Hirata K, Nakamura Y, Iwakura A, Hara K, 

Yamammoto T, Kuroe A, Ohya M, FujimotoS, Hamamoto Y, Honjo S, Ikeda H, Nabe K, TsudaK, 
Inagaki N, Seino Y,, Koshiiyama H.  Pitavastatin improves lipid profiles and reduces high-sensitivity 
CRP in Japanese subjects with hypercholesterolemia-KISHIMEN multi-center prospective study 
European Society of Cardiology Congress 2008, 2008.9.1 (Munich, Germany) 

２７ Kimura T, Ikeda H, Fujikawa J, Nomura K, Aoyama T, Wada Y, Nabe K, Hamamoto Y, Honjo S, 
Koshiyama H. Usefulness of serum cystain C and parathyroid horumone as renal function markers in 
Japanese subjects with type 2 diabetes. The 44th Annual Meeting of the European Association for the 
Study of Diabetes (EASD) 2008.9.7-11 (Rome, Italy) 

２８ Wada Y, Hamamoto Y, Honjo S, Fujikawa J, Hosokawa R, Ikeda H, Nabe K, Kimura T, Aoyama T, 
Nomura K, LkoshiyamaH. The change of serum gamma-glutamyltransferase is associated with those 
of tryglycerides and blood pressure and with worsening of glucose tolerance in Japanese male subjects. 
The 44th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2008.9.7-11 
(Rome, Italy) 

２９ Aoyama T, Ikeda H, Honjo S, Nabe K, Nomura K, Kimura T, Hamamoto Y, Fujikawa J, Koshiyama H.  
Two subtypes of type 1 diabetes of Japaaese adult patients with low and high titers of GAD 
autoantibody. The 44th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 
2008.9.7-11 (Rome, Italy) 

３０ 野村和弘、池田弘毅、本庶祥子、河崎祐貴子、木村哲也、青山倫久、和田良春、浜本芳之、越山裕行  
糖尿病における睡眠時無呼吸症候群の頻度と臨床的特徴  第 23 回日本糖尿病合併症学会 
2008.10.3-4(東京) 

３１ 重田由美 糖尿病地域連携パスにおける問題点と今後の課題 第 7 回大阪糖尿病プラクティス 
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2008.10.9（ホテルグランヴィア大阪、大阪） 
３２ 牟田 優、野村和弘、河崎祐貴子、池田弘毅、青山倫久、本庶祥子、木村哲也、越山裕行 糖尿病の経過

中に原発性アルドステロン症を発見した１例 第 45 回日本糖尿病学会近畿地方会 2008.11.22（神戸） 
３３ 西澤明未、本庶祥子、木村哲也、野村和弘、河崎祐貴子、池田弘毅、越山裕行 2 型糖尿病と診断した２

年後に１型糖尿病を発症した１例 第 45 回日本糖尿病学会近畿地方会 2008.11.22(神戸) 
３４ 博多恵美、神代英子、楠本美和、安藤ますみ、南口信恵、中山法子、玉田理恵、越山裕行、本庶祥子、 

池田弘毅 ジェントレット導入による満足度の変化：アンケート調査より第 45 回日本糖尿病学会近畿地

方会 2008.11.22(神戸) 
３５ 山田 修、本庶祥子、和田良春、楠本美和、神代英子、越井由佳子、加藤千春、渡邊加寿代、越山裕行  

半年間に亘る月１回のDMウオークラリーの試み 第45回日本糖尿病学会近畿地方会 2008.11.22(神戸) 
３６ 池田弘毅 「糖尿病合併症に対する降圧薬の効果に関する検討」 （財）田附興風会医学研究所 北野病

院 第１９回研究所セミナー 2008.12.9（きたのホール, 大阪） 
３７ 久保麻友子、山田信子、池田弘毅、越山裕行 化学療法食喫食患者を対象とした満足度と嗜好の定期的調

査 第 12 回日本病態栄養学会年次学術集会 2009.1.10-11（京都） 
３８ 山田信子、池田弘毅、河崎祐貴子、山崎みどり、志水晃介、阿賀千賀子、アブダルハルマン佳子、 

森下久美子、伊藤裕章、越山裕行 当院におけるNST 活動と今後の課題 第 12 回日本病態栄養学会年次

学術集会 2009.1.10-11（京都） 
３９ 福内史子、立石 悠、武曽恵理、長濱寛二、金丸洋史、本庶祥子、越山裕行、伊藤哲之 術前に発見でき

なかった内分泌機能障害を伴う生体腎移植の一例 第４２回日本臨床腎移植学会 2009.1.28-30（東京） 
４０ 村上 功、本庶祥子、池田弘毅、和田良春、浜本芳之、木村哲也、青山倫久、野村和弘、越山裕行 当院

で経験した低血糖症例 第３回糖尿病臨床フォーラム 2009.3.7（大阪） 
４１ 岩崎順博、本庶祥子、池田弘毅、和田良春、浜本芳之、木村哲也、青山倫久、野村和弘、越山裕行 糖尿

病性ケトーシスをきたした症例の病型病態の多様性 第３回糖尿病臨床フォーラム 2009.3.7（大阪） 
４２ 石田祐一、青山倫久、本庶祥子、野村和弘、木村哲也、河崎祐貴子、池田弘毅、越山裕行 Cushing 病術

後２年でステロイド漸減したが副腎不全をきたした一例 第１９回臨床内分泌代謝Update 2009.3.13-14
（東京） 

４３ 稲野将二郎、本庶祥子、野村和弘、青山倫久、木村哲也、河崎祐貴子、池田弘毅、長濱寛二、金丸洋史、

笹野公伸、越山裕行 両側性アルドステロン産生腫瘍の１例 第１９回臨床内分泌代謝 Update 
2009.3.13-14（東京） 

 

 

リウマチ膠原病内科 

１  塩見 葵、大西 輝、藤田昌昭、籏智さおり、八木田正人。大動脈炎および中枢神経病変を合併した再発

性多発軟骨炎の一例。 第52回日本リウマチ学会総会 2008/04/20-23（札幌） 

２  塚中真佐子、籏智さおり、松田康孝、八木田正人。ステロイド投与中に見られた骨盤脆弱骨折の2例。  

第52回日本リウマチ学会総会 2008/04/20-23（札幌） 

 

血液内科 

１  Arima Nobuyoshi Nakamura Fumiaki Fukunaga Akiko Hirata Hirokazu Machida Hiroko Ohgushi Hajime 

Two cases of steroid-refractory acute GVHD treated with intra-arterial injection of mesenchymal 

stem cells derived from donor's bone marrow.  "The 30th Annual Meeting of JSHCT, Symposium"

 2008/2/29～3/１（大阪：国際会議場）    

２  福永明子、中村文明、平田大二、有馬靖佳 末梢血幹細胞採取の際のGCSF投与により高度感音性難聴をき

たした一例  第30回日本造血細胞移植学会総会 2008/2/29～3/１ （大阪：国際会議場）  

３  有馬靖佳 難治性急性GVHDに対する間葉系幹細胞細胞動注療法 日中血液疾患談話 2008/3/8 （中国 

温州）    

４  中村文明、福永明子、平田大二、有馬靖佳  臍帯血移植後の血球貪食症候群による生着不全に対して化

学療法が奏功した例  第 16 回近畿臍帯血幹細胞移植研究会 2008/5/10（大阪：ホテルグランヴィア大

阪）  

５  中村文明、福永明子、平田大二、有馬靖佳  AIDS 関連バーキットリンパ腫の一例  第 89 回近畿血液
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学地方会 2008/6/21 （大阪：大阪歯科大学 楠葉学舎）  

６  平田大二 他  斑状多発浸潤影を呈した汎血球減少症の一例  第 58 回大阪血液疾患談話会

2008/7/19（大阪：帝国ホテル大阪）  

７  中村文明 他 巨脾で発症し、半年後、顎下リンパ節が腫脹した一例 第58回大阪血液疾患談話会 

2008/7/19 （大阪：帝国ホテル大阪）   

８  吉永則良、中村文明、福永明子、平田大二、有馬靖佳  t(9;14)(p13;q32)転座を伴ったSplenic Marginal 

Zone Lymphomaの一例  第90回近畿血液学地方会  2008/11/22 （神戸：西山記念会館）  

９  有馬靖佳、中村文明、福永明子、平田大二  治療抵抗性のAIDS合併Burkittリンパ腫に対する自己末梢

血幹細胞移植を併用した救援療法  第22回日本エイズ学会総会 2008/11/26～28（大阪：国際交流セ

ンター）   

 

神経内科 
１  小松 研一、斎藤 聡、酒井 靖子、永田 理絵、長島 正人、山根木 美貴、小坂 理、高橋 牧郎、金子 鋭、

斎木 英資、松本 禎之、  数日の経過で両上肢の筋力低下を呈した66歳男性  第10４回大阪神経内    

科のつどい 2008/03/11 大阪 

２  高橋牧郎、Li-Wen Ko, Jayanarayan Kulathingal, Peizhou Ziang, Daniel Sevlever, Shu-Hui C. Yen、

パーキンソン病培養細胞モデルにおける酸化ストレスと・-synucleinリン酸化、凝集、分解機構の解明。 

第49回日本神経学会総  2008/05/15-17横浜 

３  斉藤 聡、永田理絵、酒井靖子、宮原淳一、山根木美貴、高橋牧郎、尾崎彰彦、金子 鋭、斎木英資、 

松本禎之．  発熱、意識障害を呈した一症例  第105回大阪神経内科の集い  2008/07/02大阪 

４  永田理絵、高橋牧郎、斉藤 聡、酒井靖子、宮原淳一、山根木美貴、尾崎彰彦、金子 鋭、斎木英資、 

松本禎之 右頬の異常感覚と複視を呈した33歳男性。第106回大阪神経内科の集い、2008/11/05 大阪 

５  尾崎彰彦、斉藤聡、山根木美貴、高橋牧郎、松本禎之  非AIDSのクリプトコッカス髄膜炎に併発した脳

梗塞の3例。 第34回日本脳卒中学会総会、2009/03/20 松江 

６  高橋牧郎、小松研一、太田剛史、藤田昌昭、旗智さおり、八木田正人、松本禎之  高安病の経過中に頭

痛、血圧上昇、痙攣重積発作をきたしたRPLSの一例。 第34回日本脳卒中学会総会、2009/03/20 松江 

７  高橋牧郎． パーキンソン病培養細胞モデルにおける a-synuclein リン酸化、凝集、分解機構の解明  

Mayo Neuroscience Forum, 2008/03/22 京都 

８  高橋牧郎．認知症の病態生理と治療の展望．北区認知症研究会、2009/01/28大阪 

９  高橋牧郎. パーキンソン病の病態と治療. ビデオでみる神経内科セミナー 2009/02/08大阪 

 

小児科 

１  本田有衣子, 羽田敦子, 西田仁, 塩田光隆, 浅田薫, 宇野将一, 藤川潤, 河原隆二, 秦大資  

Mycoplasma hominisによる新生児髄膜炎の1例  第82回日本感染症学会総会・学術集会 2008.4.17-18 
島根 

２  羽田敦子, 本田有衣子, 西田仁, 塩田光隆, 宇野将一, 堂後鈴子, 浅田 薫, 藤川 潤, 秦 大資 
小児科外来診療において問題となる感染症の現状と対策～平成 19 年夏に経験した腸管出血性大腸菌

O-157 感染症の集団感染と感染防止対策についての検討  第 82 回日本感染症学会総会・学術集会 

2008.4.17-18 島根 
３  吉岡耕平,塩田光隆,南方俊祐,中川権史,西田 仁,熊倉 啓,吉岡孝和,羽田敦子,秦 大資  肝炎と耳下腺

炎を伴い、明らかな筋症状出現前に診断された若年性皮膚筋炎の一例  第１１１回日本小児科学会学術

集会 2008/4/25-27 東京 
４  黒嵜健一, 北野正尚, 渡辺健, 大内秀雄, 山田修, 越後茂之, 南宏尚  インターネット動画転送によるリ

アルタイム心エコー遠隔診断  日本小児科学会学術集会（第 111 回）（2008/4/27 東京） 
５  渡辺健一, 黒嵜健一, 則武加奈恵, 平田拓也, 宮崎文, 北野正尚, 渡辺健, 大内秀雄, 越後茂之  乳児期早

期の上室性頻脈の治療にアプリンジンを用いた 4症例  日本小児科学会学術集会（第 111回）（2008/4/27
東京） 

６  松尾倫, 宮崎文, 黒嵜健一, 北野正尚, 渡辺健, 渡辺健一, 山田修  胎児水腫をきたした房室回帰性頻拍

にソタコールが有効であった間欠性WPW症候群の一例  日本小児科学会学術集会（第 111 回）

（2008/4/27 東京） 
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７  渡辺 健  学校心臓検診とその周辺  天満Night Meeting（第 4 回）（2008/5/14 大阪） 
８  渡辺 健  肺血流増加型心疾患に関する窒素ガスを用いた低酸素濃度ガス吸入療法の実際 

医学生・若手医師のための小児科診療 前線 ～新生児医療から高度先端医療・移植医療まで～（第 4 回）

（2008/6/7 大阪） 
９  寺岡由恵、下岡武史、藤田晃生、田中亮二郎  当院における膀胱尿管逆流症の長期予後の検討 

第 43 回日本小児腎臓病学会 2008/06/14（福岡） 
１０ 藤田晃生、寺岡由恵、下岡武史、田中亮二郎腹膜透析中に見られた二次性副甲状腺機能亢進症の管理に難

渋した先天性ネフローゼ症候群の１例  第 43 回日本小児腎臓病学会 2008/06/14（福岡） 
１１ 下岡武史、寺岡由恵、藤田晃生、田中亮二郎 肝移植後の免疫抑制剤による腎障害についての検討 

第 43 回日本小児腎臓病学会 2008/06/14（福岡） 
１２ 羽田敦子  小児科プライマリーケアー ～小児感染症を中心に～  守口市医師会講演会 2008/06/20

（大阪）   
１３ 羽田敦子  ミニ・シンポジウム「難治性夜尿症の病態と対応」症例提示１  第１９回日本夜尿症学会  

2008/06/21 仙台 
１４ 吉田葉子、小垣滋豊、岡田陽子、那須野明香、内川俊毅、成田淳、市森裕章、石田秀和、大薗恵一 
    胎児期から乳児期に発症した心房粗動、多源性心房頻拍の臨床像 日本小児循環器学会総会（第 44 回）

（2008/７/2/福島） 
１５ 小垣滋豊、吉川彰二、永井利三郎、那須野明香、岡田陽子、吉田葉子、内川俊毅、市川肇、福嶌教偉、 

澤 芳樹、大薗恵一 国際生活機能分類（ICF）を応用した先天性心疾患術後の心理的問題への取り組み 
日本小児循環器学会総会（第 44 回）（2008/７/2/福島） 

１６ 市森裕章、小垣滋豊、石田秀和、成田淳、内川俊毅、那須野明香、岡田陽子、吉田葉子、大薗恵一 
肺血管における性ステロイドの役割に対する基礎的検討  日本小児循環器学会総会（第 44 回） （2008/
７/2/福島） 

１７ 成田淳、小垣滋豊、内川俊毅、石田秀和、市森裕章、岡田陽子、吉田葉子、大薗恵一  機能喪失型SHP2
変異体における心筋肥大シグナルの解析―第４報変異体により発言誘導される心筋肥大関連遺伝子 
日本小児循環器学会総会（第 44 回）（2008/７/2/福島） 

１８ 石田秀和、成田淳、市森裕章、内川俊毅、岡田陽子、吉田葉子、小垣滋豊、大薗恵一  機能喪失型SHP2
変異体における心筋肥大シグナルの解析―第5報SHP構造部位によるシグナル特性  日本小児循環器学

会総会（第 44 回）（2008/７/2/福島） 
１９ 内川俊毅、小垣滋豊、石田秀和、成田淳、岡田陽子、吉田葉子、市森裕章、福嶌教偉、久保田香、澤芳樹、

大薗恵一 心臓移植後免疫抑制療法としてエベロリムスを導入した3例の経験  日本小児循環器学会総

会（第 44 回）（2008/７/2/福島） 
２０ 上仲永純、市川 肇、上野高義、前畠慶人、井出春樹、福嶌教偉、澤 芳樹、那須野明香、岡田陽子、 

吉田葉子、小垣滋豊 Rastelli型手術後IEに対するstentlee allograftを用いた右室流出路再建の２例  日

本小児循環器学会総会（第 44 回）（2008/７/2/福島） 
２１ 吉敷香菜子, 黒嵜健一, 平田拓也, 渡辺健, 越後茂之  本邦における肺血流増加型先天性心疾患に対する

低酸素濃度ガス吸入療法の実態 厚生労働省成育医療研究委託事業アンケート調査  日本小児循環器学

会総会（第 44 回）（2008/７/2/福島） 
２２ 齋藤正一, 田村知史, 西田公一, 黒嵜健一, 吉敷香菜子, 平田哲也, 渡辺健, 越後茂之  肺血流増加型の

単心室循環における肺循環と体循環の血流量関係 低濃度酸素吸入療法の効果に関する考察  日本小児

循環器学会総会（第 44 回）（2008/７/4/福島） 
２３ 平田拓也, 吉敷香菜子, 黒嵜健一, 渡辺健, 越後茂之  肺血流増加型先天性心疾患に対する低酸素濃度ガ

ス吸入療法の効果と安全性に関する検討  日本小児循環器学会総会（第 44 回）（2008/７/2/福島） 
２４ 黒嵜健一, 北野正尚, 渡辺健, 山田修, 越後茂之  シンポジウム「先天性心疾患の遠隔医療」リアルタイ

ム動画転送システムによる新生児心エコー遠隔診断 高速インターネット回線を用いて  日本小児循環

器学会総会（第 44 回）（2008/７/3/福島） 
２５ 寺岡由恵、下岡武史、藤田晃生、田中亮二郎  当院における、ネフローゼ症候群に対するミゾリビン治

療についての検討  第 51 回兵庫県小児腎臓懇話会 2008/7/12 神戸 
２６ 丹羽房子、松倉崇、水本洋、河井昌彦、中畑龍俊、本間桂子、長谷川奉延  尿ステロイドプロフィルに

よる晩期循環不全の予測  第 44 回日本周産期新生児医学会、2008/7/13-15（横浜） 
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２７ 河井昌彦、松倉崇、水本洋、丹羽房子、中畑龍俊  早産児の低サイロキシン血症について 補充療法の

是非を考える   第 44 回日本周産期新生児医学会 2008/7/13-15（横浜） 
２８ 中田昌利 宮内雄也 園田真理 佐藤正人 石森真吾 中川権史 塩田光隆 秦大資  突然の破裂を来

した腎盂尿管移行部狭窄症による水腎症の１例  第 39 回京大小児科関連懇話会 2008/07/19（大阪） 
２９ 西田仁、吉田葉子、平田拓也、渡辺健  ３D 心エコーによる新生児期の心臓の評価  第 39 回京大小

児科関連懇話会 2008/07/19（大阪） 
３０ Atsuko Hata, Mieko Matsuda, Yasushi Ohkusa  History of certain diseases poses higher risk for 

herpes zoster: a hospital-based study   The 33rd Annual International Herpesvirus 
Workshoporkshop, Estoril, Portugal July 27 - August 1, 2008 

３１ 中川権史、本田有衣子、羽田敦子、西田仁、熊倉啓、水本洋、吉田葉子、吉岡孝和、塩田光隆、渡辺健、

浅田薫、宇野将一、佐々木裕子、見理剛、秦大資 Mycoplasma hominis による新生児髄膜炎の一例    

第 14 回未熟児新生児医療研究会  2008/10/4（京都） 
３２ 寺岡由恵、奥野美佐子、細川悠紀、尾崎佳代、郷司克己  PHEX遺伝子異常による遺伝性低リン血症性

クル病に対する早期診断早期治療の試み  第 42 回日本小児内分泌学会（米子コンベンションセンター

Big Ship） 2008/10/4 
３３ 中川権史、本田有衣子、羽田敦子、西田仁、熊倉啓、水本洋、吉田葉子、吉岡孝和、塩田光隆、渡辺健、

浅田薫、宇野将一、佐々木裕子、見理剛、秦大資  Mycoplasma hominisによる新生児髄膜炎の一例  第

2642 回NMCS 例会 2008/10/17（大阪市立総合医療センター） 
３４ 羽田敦子、菅原民枝、大日康史  帯状疱疹発症における基礎疾患のリスク  第１２回日本ﾜｸﾁﾝ学会 

2008/11/8-9 熊本   
３５ 塩田光隆 ITP として加療中にSLE を発症したと思われる 18 歳女児  近畿小児ﾘｳﾏﾁ・膠原病研究会 
  2008/11/8（大阪） 

３６ 羽田敦子、 大日康史、 菅原民枝、吉岡孝和、秦大資 保健活動による積極的水痘予防接種勧奨の経済

的影響について 第 40 回 日本小児感染症学会 2008/11/15-16  名古屋市 
３７ 吉田葉子  潜在性房室副伝導路を合併した心房束枝間副伝導路（Ario-fascicular Mahaim）の一例）  

第 13 回日本小児心電図学研究会（つくば国際会議場）2008/11/15 
３８ 渡辺健  先天性心疾患のカテーテル治療  OSAKA-SOKs（第 1 回）（2008/12/3/，大阪） 
３９ 吉岡耕平、水本洋、吉岡孝和、秦大資  NCPR 受講者におけるセルフエフィカシーの変化に関する検討 

第 266 回NMCS 例会 2009/１/23（大阪） 
４０ 塩田光隆、匹田典克、吉岡耕平、秦大資  呼吸窮迫症状をきたした後縦隔原発 dumb-bell 型神経芽腫の

1 例 第４回 JNBSG 総会･研究会（ｷｬﾝﾊﾟｽ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ東京） 2009/1/24  
４１ 松村拓朗  宇野将一 堂後鈴子 丹羽尚子 羽田敦子  PEG造設時における抗MRSA薬予防投与の是

非   第 6 回北大阪感染症研究会 きたのホール 2009/2/6 大阪市  
４２ 齊藤景子、塩田光隆、匹田典克、水本洋、末永英世、山本景子、飯田ちひろ、石森真吾、吉岡耕平、 

中川権史、西田仁、熊倉啓、吉田葉子、吉岡孝和、羽田敦子、渡辺健、秦 大資、松阪正則、巽信二、 
安形則雄、岡本陽、太田美智雄家庭の炒飯による死亡例も認めたセレウス食中毒例   第５回小児消化

管感染症研究会（北浜ﾌｫｰﾗﾑ 大阪）2009/2/14 

４３ 吉田葉子 高周波アブレーション治療が有効であった特発性右室流入路（ヒス束近傍）起源心室頻拍の一

幼児例 第23回日本小児循環器学会近畿・中四国地方会2009/2/21（大阪市） 

４４ 石森真吾, 中川権史, 南方俊祐, 西田仁, 羽田敦子, 坂下裕美, 弓削吉哲, 渡辺健, 秦大資  長期の集

中治療管理を要した播種性カンジダ症の9歳女児例 第10回真菌症フォーラム 2009/2/21名古屋市 

４５ 渡辺 健  胎児の心臓超音波検査～お腹の中にいても分かる心臓病・助かる命～  市民医療講座

（2009/2/28，大阪） 

４６ 羽田 敦子, 大日 康史, 西田 仁, 熊倉 啓, 吉岡 孝和, 塩田 光隆, 渡辺 健, 秦 大資  

保育施設における積極的水痘予防接種の効果    第22回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮市) 

４７ 吉岡孝和、西田仁、渡辺 健、末永英世、匹田典克、山本景子、飯田ちひろ、石森真吾、齋藤景子、 

吉岡耕平、中川権史、熊倉啓、水本洋、塩田光隆、羽田敦子、秦大資  免疫グロブリンに抵抗性の川崎

病症例に対す るステロイドパルス併用療法に関する検討  第22回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮

市) 
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４８ 飯田ちひろ, 塩田光隆, 末永英世, 匹田典克, 山本景子, 石森真吾, 斉藤景子, 吉岡耕平,  

中川権史, 西田仁,  熊倉啓, 水本洋, 吉岡孝和, 羽田敦子, 渡辺健, 秦大資  Dying spell を

引き起こした血管輪の1例  第22回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮市) 

４９ 吉岡耕平, 塩田光隆, 末永英世, 匹田典克, 山本景子, 飯田 ちひろ, 石森真吾, 斉藤景子,  

中川権史, 西田 仁, 熊倉 啓,水本 洋, 吉田葉子,吉岡孝和, 羽田敦子,渡辺 健, 秦 大資  

筋症状出現前の診断にMRIが有用であった若年性皮膚筋炎の２例  

第22回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮市) 

５０ 齊藤景子，塩田光隆，匹田典克，水本 洋，末永英世，山本景子，飯田ちひろ，石森真吾，吉岡耕平， 

中川権史，西田 仁，熊倉 啓，吉田葉子，吉岡孝和，羽田敦子，渡辺 健，秦 大資, 松阪正則,  

巽 信二, 安形則雄, 岡本 陽，太田美智雄 セレウス菌食中毒により死亡例も認めた家族例    

第 22 回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮市) 
５１ 熊倉啓 末永英世 匹田典克 山本景子 飯田ちひろ 石森真吾 齊藤景子 吉岡耕平 中川権史  

西田仁 吉田葉子 吉岡孝和 塩田光隆 羽田敦子 渡辺健 秦 大資  乳児期の一過性高フェリチン

血症13症例と家族性血球貪食症候群3（FHL3）症例での血中サイトカインおよびリンパ球マーカーの比較

検討   第22回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮市) 

５２ 匹田典克、 田光隆、吉岡耕平、末永英世、山本景子、飯田ちひろ、石森真吾、齋藤景子、中川権史、 

西田仁、熊倉 啓、水本 洋、吉田洋子、吉岡孝和、羽田敦子、渡辺 健、秦 大資  気道圧迫症状で

発見された後縦隔原発のdumb-bell型神経芽腫の一例  第22回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮市) 

５３ 末永英世、塩田光隆、飯田ちひろ、匹田典克、山本景子、斉藤景子、石森真吾、吉岡耕平、中川権史、 

西田仁、熊倉啓、水本洋、吉岡孝和、羽田敦子、渡辺 健、秦 大資  下垂体炎と診断され、1 年後に

hCG異常高値のNGCCTを発症した1例   第22回近畿小児科学会 2009/03/15(西宮市) 

５４ 塩田 光隆，齊藤 景子，匹田 典克，水本 洋，羽田 敦子，秦 大資，松坂 正訓，安形 則雄，岡本 陽， 

太田 美智男  死亡例を含む異なる経過をたどったセレウス菌毒素による食中毒の3症例   

第８２回日本細菌学会総会2009/03/13-15（名古屋） 

 

神経精神科 

１  山岸洋：総合病院精神科のあり方をさぐる．日本総合病院精神医学会有床総合病院精神科委員会主催第11

回有床総合病院精神科フォーラム，シンポジウム「いま総合病院精神科に求められるもの」． 

2008.7.12. 大阪市． 

２  小林祐子，岡田俊：犯罪被害者に対する危機介入；PTSD の女性例を通して．第 103 回近畿精神神経学会．

2008.7.19. 大阪市． 

３  前田耕路，岡田俊：アリピプラゾールへの切り替えと修正型通電療法が奏功した重症トゥレット障害． 

第104回近畿精神神経学会．2009.2.14. 大阪 

４  宮田暢子：精神疾患を有しながら子育てをする患者への援助．第28回日本医療社会事業学会．2008.5.24. 

沖縄 

 

形成外科 

１  川端梨乃、齊藤 晋、福家顕宏、山本暢、鈴木義久  乳房異物注入患者に発生した転移性乳癌の1例  

第34回形成外科臨床会 H20/3/7 

２  齊藤 晋、川端梨乃、福家顕宏、山本暢、鈴木義久  色素性基底細胞癌に対するダーモスコピー  

第51 回日本形成外科学会総会 H20/4/12 

３  川端梨乃、齊藤晋、福家顕宏、山本暢、鈴木義久  転移性基底細胞癌の2例 

第51 回日本形成外科学会総会 H20/4/12 

４  福家顕宏、齊藤 晋、川端梨乃、山本暢、鈴木義久  閉塞性動脈硬化症に伴う下肢高度疼痛に対する塩

酸ロピバカインを用いた神経ブロック  第51 回日本形成外科学会総会  H20/4/12 

５  齊藤晋, 鈴木義久  指尖部切断に対するVY前進皮弁の治療経験  第51回日本手の外科学会学術集会 

H20/4/18 

６  齊藤 晋, 川端梨乃, 鈴木義久  Duplex 法における逆流関連測定値と下肢静脈瘤の重症度の関係につ

いて 第28回日本静脈学会総会 H20/6/12 

７  山本 暢、齊藤晋、川端梨乃、鈴木義久  右上肢に多発した神経鞘腫の１例  第 90 回日本形成外科
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学会関西支部学術集会  H20/6/21 

８  武田孝輔、齊藤晋、川端梨乃、山本暢、鈴木義久  ペグインターフェロンα‐2bによる皮膚潰瘍の1例  

第35回形成外科臨床会 H20/9/19 

９  武田孝輔、齊藤晋、川端梨乃、山本暢、鈴木義久  屈筋腱断裂と診断されたPIP関節ロッキングの2例 

第91 回日本形成外科学会関西支部学術集会 H20/11/29 

１０ 武田孝輔、齊藤晋、川端梨乃、鈴木義久  MRI で壊死性筋膜炎と類似する像を呈したインターフェロン

皮膚潰瘍の2例  第38 回日本創傷治癒学会 H20/12/6 

 

 

乳腺外科 

１  Wakako tsuji1,2, Takashi Inamoto2, Hiroyasu Yamashiro1,2, Takayuki Ueno1, Yu Kimura3, Yasuhiko Tabata3, 

Masakazu Toi1 (1Department of Surgery, Division of Breast Surgery, Graduate School of Medicine, 

Kyoto University, Kyoto, Japan, 2Department of Breast Surgery, Kitano Hospital, The Tazuke Kofukai 

Medical Research Institute, Osaka, Japan, 3Institute for Frontier Medical Sciences, Kyoto 

University, Kyoto, Japan) Adipose tissue engineering for breast reconstruction. 26th IABCR 

2008.9.22-24（倉敷） 

２  辻和香子１、２，稲本俊２，山城大泰１、２、上野貴之１、木村祐３、田畑泰彦３、戸井雅和１（１京都大学大学

院医学研究科、乳腺外科、２田附興風会北野病院・医学研究所・乳腺外科、３京都大学再生医科学研究所・

生体組織工学部門） 乳房温存術後乳房再建を目的とした脂肪組織由来幹細胞を用いた脂肪組織再生  

第16回日本乳癌学会学術総会 2008/9/26-27（大阪） 

３  鳥井雅恵１、萩原里香１、加賀野井純一１、辻和香子２、山城大泰２、稲本俊１（1）北野病院乳腺外科、2）

京都大学乳腺外科）  ステレオガイド下マンモトーム生検の適応基準の検討  第16回日本乳癌学会学

術総会 2008/9/26-27（大阪） 

４  萩原里香 1）、鳥井雅恵 1）、加賀野井純一 1）、辻和香子 1）2）、山城大泰 1）2）、稲本俊 1）（1）北野病院 乳腺外

科、2）京都大学 乳腺外科） DCIS に対する乳房部分切除の切除範囲の決定方法についての検討：第 16

回日本乳癌学会学術総会 2008/9/26-27（大阪） 

５  加藤大典（１）、戸井雅和（２）、稲本俊（３）、杉江知治（２）、石黒洋（４）、岡村隆仁（５）、諏訪裕文（６）、鍛利幸（７）、

山内智香子（８）、光森通英（８）、三上芳喜（９）（（１）呉医療センター・中国がんセンター外科、（２）京都大

学医学部附属病院 乳腺外科、（３）田附興風会北野病院乳腺外科、（４）京都大学医学部附属病院外来化

学療法部、（５）大和高田市立病院外科、（６）兵庫県立塚口病院外科、（７）奈良社会保険病院外科、（８）

京都大学医学部附属病院放射線治療部、（９）京都大学医学部附属病院病理診断部） 乳房部分切除後の断

端陽性に対する取り扱いの比較検討（多施設へのアンケートによる調査結果から） 第16回日本乳癌学会

学術総会 2008/9/26-27（大阪） 

６  萩原里香１）、加賀野井純一１）、鳥井 雅恵１）、高木雄久２）、稲本俊１）（北野病院 １）乳腺外科、２）同放射

線科）当科で経験した乳癌脳転移13症例の検討  第６回日本乳癌学会近畿地方会 2008/12/6（京都） 

７  鳥井雅恵、萩原里香、加賀野井純一、辻和香子、山城大泰、稲本俊（北野病院乳腺外科） 非浸潤癌と微

小浸潤癌におけるER,PgR,HER2の発現頻度の検討： 第６回日本乳癌学会近畿地方会 2008/12/6（京都） 

８  Wakako Tsuji1, Takayuki Ueno1, Takashi Inamoto2, Masakazu Toi1（1Department of Surgery, Division of 

Breast Surgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan, 2Department of Breast 

Surgery, Kitano Hospital, The Trazuke Kofukai medical Research Institute, Osaka, Japan） Effusion 

Collected in The Cavity After Axillary Lymph Node Dissection Contains Cytokines for Wound Healing 

and Stimulates Proliferation of Autologous Adipose Tissue-Derived Stem Cells. 2008 Annual 

Conference of Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society-Asian Pacific 

Region (TERMIS-AP) (Taipei) November 6-8, 2008 

 

 

脳神経外科 

１  西田南海子、青木友和、永野忠義、中平理恵、加賀野井純一、石川正恒 脳正中部に多発転移巣を示した

妊娠中期乳癌の1症例 第５５回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 2008/4/5（大阪） 

３  高橋 潤  神経膠腫（神経膠芽腫）の治療（シンポジウム） 第 17 回脳神経外科手術と機器学会 

-  - 70 



2008/04/11（長崎） 

４  戸田弘紀 機能外科医から神経内科医への要望（講演） パーキンソン病DBS治療懇話会 2008/04/19（大

阪） 

５  高橋 潤 Diffuse astrocytoma の長期成績と悪性転化関連因子の検討（プレナリーセッション）第28回

日本脳神経外科コングレス 2008/05/09（横浜） 

６  戸田弘紀 パーキンソン病に対する脳深部刺激療法（講演） 第 28 回日本脳神経外科コングレス 

2008/05/11（横浜） 

７  戸田弘紀 Composite Targeting Method using High-Field Magnetic Resonance Imaging for Subthalamic 

Nucleus Deep Brain Stimulation  American Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery 

2008/06/05（バンクーバー） 

８  戸田弘紀 脳深部刺激療法 合併症を避ける工夫（講演） 第2回順天堂DBS懇話会 2008/06/06（東京） 

９  Tomokazu Aoki , Tomohiko Mizutani, Kuniharu Nojima, Takehisa Takagi, Ryosuke Okumura, Yoshiaki Yuba, 

Tetsuya Ueba, Jun A Takahashi, Shin-Ichi Miyatake ,Kazuhiko Nozaki, Waro Taki, Masao Matsutani  

Phase II study of Ifosfamide, carboplatin and etoposide (ICE) in patients with recurrent 

glioblastoma.  The 17th International Conference on Brain Tumor  Research and Therapy Meeting  

2008/06/11（バルセロナ） 

１０ 戸田弘紀 Composite Targeting Method using High-Field Magnetic Resonance Imaging for Subthalamic 

Nucleus Deep Brain Stimulation  12th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement 

Disorders 2008/06/22（シカゴ） 

１１ Namiko Nishida, Hiroki Toda, Hidemoto Saiki, Keita Ueda, Sadayuki Matsumoto, Masatsune Ishikawa  

Effect of STN micro-lesioning on nocturnal disabilities of   Parkinson’s disease   12th 

International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2008/06/22（シカゴ） 

１２ 高橋由紀、高橋 潤  小脳腫瘍の一例  第253回荒木千里記念脳外科症例検討研究会 2008/08（大阪） 

１３ 野々口直助、宮武伸一、松下葉子、R.S.Coffin、黒岩敏彦  Cytosine deaminase遺伝子を導入した腫瘍

選択的複製不能型ヘルペス   ウイルスベクターを用いた悪性グリオーマに対する治療研究 第９回日

本分子脳神経外科学会 208/08/30（京都） 

１４ 青木友和 悪性グリオーマのスタンダードケア（教育講演） 第2回奈良脳腫瘍研究会2008/09/05（奈良） 

１５ N.Nonoguchi, S.Kawabata, S.Miyatake, K.Iida, S.Miyata, K.Yokoyama, T.Kuroiwa,  

Y.Imahori, K.OnoSurvival benefit from bron neutron capture therapy for newly  

 diagnosed lioblastoma patients ” EANO 2008(8th meeting of European Association for NeuroOncology) 

(バルセロナ) 

１６ 藤本浩一、林英樹、戸田弘紀、高橋潤  頸椎椎弓形成術により間歇性跛行が改善した１例  第56回日

本脳神経外科学会近畿支部学術集会2008/09/13（大阪） 

１７ 戸田弘紀、斎木英資、松本禎之、高橋潤  進行期パーキンソン病に対する視床下核手術における外科的

合併症の予防  第56回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 2008/09/13（大阪） 

１８ 池堂太一、西田南海子、高橋 潤   海綿静脈洞症候群を呈した転移性脳腫瘍の一例   第56回日本

脳神経外科学会近畿支部学術集会 2008/09/13（大阪） 

１９ 大村知久、西田南海子、戸田弘紀、高橋潤  傍中心小葉悪性神経膠腫に対する機能温存手術  第 68

回近畿脳腫瘍研究会 2008/09/13（大阪） 

 

２０ 藤本浩一、林 英樹、西田南海子、太田剛史、戸田弘紀、青木友和、高橋 潤  頚椎椎弓形成術により間

歇性跛行が改善した頚部脊柱管狭窄症の1例  第68回近畿脳腫瘍研究会 2008/09/13（大阪） 

２１ 大村知久、高橋 潤  皮質マッピングと術中覚醒を手術支援に用いた傍中心小葉悪性神経膠腫の一例  

第68回近畿脳腫瘍研究会 2008/09/13（大阪） 

２２ 高橋 潤  GH 下垂体腺腫の経蝶形骨洞法-再手術の工夫と術後早期寛解基準の効用-   第 67 回日本脳

神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 

２３ 戸田弘紀、斎木英資、奥村 亮介, 西田 南海子, 林 英樹, 松本禎之、高橋潤  視床下核脳深部刺激療法

手術における高磁場MRIの有用性 第67回日本脳神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 

２４ 藤本浩一、太田剛史、古瀬元雅、戸田弘紀、青木友和、高橋 潤 椎骨脳底動脈系頭蓋内解離性動脈瘤の

病型による分類(主に無症候性について)  第67回日本脳神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 
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２５ Kelly D. Foote (座長)戸田弘紀 パーキンソン病に対する脳深部刺激療法：Complication prevention and 

troubleshooting.  第67回日本脳神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 

２６ 大村知久、高橋 潤 回転DSAを利用した頸動脈ステント留置術 -血管内エコーとの比較- 第67回日本

脳神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 

２７ 太田剛史、高橋 潤, 青木 友和, 戸田 弘紀, 古瀬 元雅  微小血管減圧術での外側後頭下開頭術 第 67

回日本脳神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 

２８ 林 英樹 Wnt シグナルを利用した ES 細胞からの神経誘導法の開発 第 67 回日本脳神経外科総会 

2008/10/1-3（盛岡） 

２９ 野々口直助、宮武伸一、池田直廉、宮田至朗、山下太郎、R.S.Coffin、 黒岩敏彦   腫瘍選択的

oncolytic HSVベクターを用いた悪性グリオーマに対する局所 化学療法および腫瘍溶解療法  第67回

日本脳神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 

３０ 池堂太一、高橋潤、大村知久、河鰭憲幸、西田南海子、古瀬元雅、戸田弘紀 三叉神経周囲腫瘍に対する

開頭術選択  第67回日本脳神経外科総会 2008/10/1-3（盛岡） 

３１ 高橋由紀、高橋 潤  急速に増大を来したDysembryoplastic neuroepithelial tumorの一例  第254

回荒木千里記念脳外科症例検討研究会2008/10/4（大阪） 

３２ 太田剛史、大村知久、大脇久敬、林英樹、高橋潤  三次元データを用いた頚動脈ステント留置術-血管内

エコーとの比較-  第24回日本脳神経血管内治療学会総会 2008/11（名古屋） 

３３ 西田南海子、戸田弘紀、斎木英資、村上登喜子、加堂邦裕、上田敬太、松本禎之、高橋 潤  パーキンソ

ン病睡眠障害に対する深部脳刺激療法の影響  第３８回日本臨床神経生理学会・学術大会 

2008/11/12-14 （神戸） 

３４ 高橋由紀、高橋 潤   右心房血管肉腫原発と考えられた転移性小脳腫瘍の一例  脳神経外科学会 

近畿地方会(第60回 近畿脳腫瘍研 会) 2008/11/13 

３５ 戸田弘紀  パーキンソン病治療ー薬物治療・外科治療それぞれのできること（講演）  パーキンソン

病治療におけるDBS症例検討会 2008/11/15（東京） 

３６ 青木友和、水谷朋彦、野島邦彦、上羽哲也、高橋潤  神経膠芽腫の効果判定について RECIST vs. WHO  

第26回日本脳腫瘍学会2008/12/1（松山） 

３７ 西田南海子、河鰭憲幸、熊倉 啓 、木崎善郎、光藤伸人、 秦 大資、高橋 潤  特発性中枢性思春期早発

症の加療中全身痙攣発作を併発し診断・加療に至った視床下部過誤腫の一例  第32回日本てんかん外科

学会2009/1/22-23（東京） 

３８ 戸田弘紀  進行期パーキンソン病に対する視床下核刺激療法:片側手術と両側手術の 比較  第48回

日本定位・機能神経外科学会（2009/1/23-24東京） 

３９ 西田南海子、戸田弘紀、斎木英資、村上登喜子、加堂邦裕、上田敬太、松本禎之、高橋 潤 パーキンソン

病睡眠障害に対する視床下核深部脳刺激治療の影響－特にREMスイッチへの作用の可能性－  第48回日

本定位・機能神経外科学会2009/1/23-24（東京） 

４０ 西田南海子、河鰭憲幸、熊倉 啓 、木崎善郎、光藤伸人、秦 大資、高橋 潤  特発性中枢性思春期早発

症の加療中全身痙攣発作を併発し診断・加療に至った視床下部過誤腫の一例  第19回間脳下垂体腫瘍学

会2009/02/27-28（東京） 

４１ 樋口直司、高橋 潤  開頭術に伴う予期せぬ出血  第15回臨床脳神経外科研究会 2009/02/27-03/01 

４２ 高橋由紀、高橋 潤  予期せぬ出血の検討 第15回臨床脳神経外科研究会 2009/02/27-03/01 

 

４３ 戸田弘紀  進行期パーキンソン病に対する脳深部刺激療法ー合併症を避ける工夫ー（教育講演） 

第26回山梨脳神経外科懇話会 2009/06/13（山梨） 

４４ 大村知久、西田南海子、林英樹、戸田弘紀、高橋潤   馬尾神経鞘腫に正常圧水頭症を合併した 1 例 

第59回近畿脊髄外科研究会 2009/03/28（大阪） 

４５ Tomokazu Aoki , Tomohiko Mizutani, Kuniharu Nojima, Takehisa Takagi, Ryosuke Okumura, Yoshiaki Yuba, 

Tetsuya Ueba, Jun A Takahashi,    Shin-Ichi Miyatake ,Kazuhiko Nozaki, Waro Taki, Masao 

Matsutani   Phase II study of Ifosfamide, carboplatin and etoposide ( ICE ) in  patients with 

recurrent glioblastoma.  EORTC-EANO Conference  2009 2009/03/26 （Budapest） 

 

整形外科 
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１  田村治郎、石川裕志、西田晴彦、岡本 健、川井康嗣、杉浦洋、塚中真佐子、松田康孝  界面バイオア

クティブセメント手技および通常セメント手技を用いたJMM人工股関節置換術の短期成績の比較検討 第

38回日本人工関節学会 2008/02/29 

２  田村治郎、西田晴彦、岡本 健、川井康嗣、杉浦洋、塚中真佐子、松田康孝  セメント固定K-MAX HS-3

ステムの2種類の先端形状による短期臨床成績の比較検討  第111回中部日本整形外科災害外科学術集

会 2008/10/17 

３  田村治郎、麻田義之、西田晴彦、岡本 健、杉浦 洋、塚中真佐子、松田康孝  骨欠損再建を伴う人工

股関節置換術に対するケルブール型プレートの使用経験  第 35 回日本股関節学会学術集会 

2008/12/05 

４  西田晴彦、岡本 健、松田康孝  胸髄腫瘍の腫瘍内出血により急速な馬尾症候群をきたした1症例  

第34回大阪整形外科症例検討会 北浜フォーラム 2008/02/16 

５  岡本 健、麻田義之、田村治郎、杉浦 洋、塚中真佐子、松田康孝  腰椎instrumentation術後感染予

防対策 -クリーンルーム及びジェットイリゲーションシステム使用の有効性-  第110回中部日本整形

外科災害外科学会、学術集会 2008/04/11 

６  岡本 健、麻田義之、田村治郎、杉浦 洋、塚中真佐子、松田康孝  環軸椎不安定症に対する治療経験 

-RA、先天異常、腫瘍、外傷例を除いた症例の検討-  第110回中部日本整形外科災害外科学会、学術集

会2008/04/11 

７  岡本 健、麻田義之、田村治郎、杉浦 洋、塚中真佐子、松田康孝  全身性エリテマトーデス(SLE)に併

発した環軸椎不安定症の2症例  第52回日本リウマチ学会総会、学術集会 2008/04/20 

８  岡本 健、麻田義之、田村治郎、杉浦 洋、塚中真佐子、松田康孝  パーキンソン病患者に対する脊椎

手術の成績の検討  第37回日本脊椎脊髄病学会  2008/04/26 

９  岡本 健、麻田義之、田村治郎、杉浦 洋、塚中真佐子、松田康孝  新しいTLIF用ケージ（CRESCENT）

の開発と使用経験  第15回日本脊椎、脊髄神経手術手技学会、学術集会 2008/09/19 

１０ 岡本 健、麻田義之、田村治郎、杉浦 洋、塚中真佐子、松田康孝  脊髄円錐部の上衣腫により急速な

下肢麻痺、膀胱直腸障害をきたした 1 例  第 111 回中部日本整形外科災害外科学会、学術集会 

2008/10/17 

１１ 塚中 真佐子 杉浦 洋 岡本 健 田村 治郎 松田 康孝  臼蓋骨移植時のK-wireが術後11年経

過して骨盤内に突出し、腹腔鏡下に摘出した1例 第111回中部整形外科災害外科学会 2008/10/17 

１２ 塚中 真佐子・岡本 健・杉浦 洋・田村 治郎・松田 康孝  術後4年目に急速に増大する多発骨転

移を来たした子宮原発の「悪性度不明な平滑筋腫瘍」（STUMP）の1例  第111回中部整形外科災害外科

学会 2008/10/17 

１３ 塚中 真佐子・松田 康孝・旗智 さおり・八木田 正人  ステロイド投与中に見られた骨盤脆弱骨折

の2例  第52回日本リウマチ学会総会学術集会ＪＣＲ2008 2008/04/20 

１４ 塚中真佐子 杉浦洋 岡本健 西田晴彦 田村治郎 麻田義之 松田康孝  受傷3ヶ月後に受診した中

指PIP関節脱臼の1例  第34回大阪症例検討会 2008/02/28 

１５ 塚中真佐子 杉浦洋 岡本健 西田晴彦 田村治郎 麻田義之 松田康孝  感染を機に急速に麻痺の進

行を来たした頚椎OPLLの1例 第 34 回大阪症例検討会 2008/02/28 
 

小児外科 
１  佐藤正人，小松優治，小倉徳裕，三木博和、畑埜武彦 漏斗胸に対するNuss法 第７回関西医科

大学附属男山病院勉強会 2008/02/16（京都） 

２  佐藤正人、園田真理、高田晃平、濵田吉則  パネルディスカッション：胸腔鏡下横隔膜縫縮術ー患児の

ＱＯＬを考慮して  第１０８回日本外科学会総会  2008/05/15-17 （長崎）  

３  高田晃平，渡邊健太郎，徳原克治、佐藤正人、濱田吉則 胆道拡張症の至適再建術式ー術後胃内胆汁逆

流と胃粘膜細胞回転からー 第１０８回日本外科学会総会  2008/05/15-17 （長崎） 

４  佐藤正人、園田真理  急性虫垂炎に緊急手術は必要かー腹腔鏡下虫垂切除術についての検討  

第４５回日本小児医外科学会総会  2008/05/28-30(茨城) 

５  園田真理、佐藤正人、新谷 裕、箱田 滋、木内俊一郎  当院における小児消化管異物症例の検討ー初

期研修医教育の観点からー  第４５回日本小児医外科学会総会 2008/05/28-30(茨城) 

６  佐藤正人  座長：ポスター虫垂炎１ 第４５回日本小児医外科学会総会 2008/05/28-30(茨城) 
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７  佐藤正人、園田真理  発熱を契機に発見された腸間膜リンパ管腫の１例 第１８３回近畿外科学会

2008/05/31（大阪） 

８  佐藤正人 座長：小児 第１８３回近畿外科学会 2008/05/31（大阪） 

９  園田真理、佐藤正人 初期研修医教育の観点からみた小児消化管異物症例の検討  第２２回日本小児救

急医学会 2008/06/20-21(奈良) 

１０ 大谷一弘、久徳茂雄、川島正裕、佐藤正人、笠井千尋、奥野涼子，仙田典子  成人漏斗胸について 

第８回Ｎｕｓｓ漏斗胸手術手技研究会 2008/07/12(大阪) 

１１ 中田昌利、佐藤正人、園田真理  特発性破裂をきたした先天性水腎症の１例   第３９回京大小児科

関連懇話会  2008/07/19（大阪） 

１２ 佐藤正人  胃瘻の話 第３９回京大小児科関連懇話会 2008/07/19（大阪） 

１３ 園田真理、佐藤正人、宮内雄也  腸回転異常症に合併した消化管重複症の１例 第４４回日本小児外科

学会近畿地方会 2008/08/30(奈良) 

１４ 中田昌利、佐藤正人、園田真理  ESBL産生大腸菌のため治療に難渋した急性虫垂炎の１例 第４４

回日本小児外科学会近畿地方会 2008/08/30（奈良） 

１５ 佐藤正人、園田真理、高田晃平、濵田吉則  腹腔鏡下幽門筋線愛術とって開腹症例での経験は必

須かーlearning curve の面からの検討   第２１回日本内視鏡外科学会総会 

 2008/09/02-04(横浜) 

１６  "Sato M, Sonoda M, Takada K, Hamada Y"  The learning curve for laparoscopic pyloromyotomy: 

effect of resident training in pediatric surgery 11th World Congress of Endoscopic Surgery 

2008/09/03-04  Yokohama   

１７ 佐藤正人、園田真理、高田晃平、濵田吉則  シンポジウム：腹腔鏡下幽門筋切開術ーその指導法につい

て 第２４回日本小児外科学会秋期シンポジウム  2008/11/01-02（沖縄） 

１８ 佐藤正人、園田真理、宮内雄也、高田晃平  食道アカラシアの再手術後に食道狭窄症の診断がなされた

１例 第２８回日本内視鏡外科手術手技研究会 2008/11/21-22(大阪) 

１９ 佐藤正人 胃瘻について 第２１回北野小児科学術講演会 2008/11/22(大阪) 

２０ 佐藤正人 医療的ケア入門「安全に楽しく食べる」 医療的ケアー実践セミナー2008in KYOTO 

2008/12/13-14（京都） 

 

産婦人科  

１  古山将康  骨盤底臓器脱の発症メカニズム 第 60 回日本産科婦人科学会総会・学術講演会 

2008/04/12-15(横浜) 

２  錢 鴻武、古山将康、高井由紀、濱田啓義、榊原敦子、西岡良泰、松下克子、寺川耕市、永野忠義  McCall

改良法による上部腟管の固定およびポリプロピレンメッシュを用いた前腟壁 形成術の短期予後について

第60回日本産科婦人科学会総会・学術講演会 2008/04/12-15(横浜) 

３  古山将康  「女性骨盤底臓器の解剖学的支持機構」（シンポジウム）第 96 回日本泌尿器科学会総会 

2008/04/26(横浜) 

４  古山将康 子宮全摘後の腟断端脱の修復と腟閉鎖手術 第 10 回日本女性骨盤底医学会学術集会 シンポ

ジウム 2008/06/07-08(岡山) 

５  錢 鴻武、古山将康、辻なつき、中平理恵、宇治田麻里、熊倉英利香、榊原敦子、寺川耕市、永野忠義   

膣閉鎖術は合併症を有する高齢者にはいまだ選択されるべき術式である 第 10 回日本女性骨盤底医学会

学術集会 2008/06/07-08(岡山) 

６  古山将康 骨盤底のゆるみと下部尿路障害 平成20年度堺産婦人科医会学術講演会 2008/06/14(大阪) 

７  辻なつき、中平理恵、錢 鴻武、高井由紀、熊倉英利香、榊原敦子、寺川耕市、古山将康、永野忠義、 

高木雄久1  放射線科1 再発上皮性卵巣癌に対する salvage therapy としての放射線治療の検討  

第118回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会 2008/06/14-15(大阪) 

８  古山将康  かかりつけ医にも必要な周産期医療の知識～ここまで進んだ周産期医療の技術と問題点(受

け入れ問題も含めて)  生野区医師会学術講演会 2008/07/17(大阪) 

９  古山将康  女性骨盤底医学と再建外科（特別講演） 第14回女性医学研究会 2008/08/21(徳島) 

１０ 辻なつき、榊原敦子、永野忠義  子宮底部から発生した Adenosarcoma の 1 例  JSAWI 2008 

2008/09/05-06（淡路市） 
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１１ 古山将康  「骨盤臓器脱と下部尿路障害（尿失禁・尿意切迫）」（特別講演） 平成20年度広島西部地区

産婦人科医会 2008/09/24(広島) 

１２ 辻なつき  妊娠中に発症したSLEの一例 第12回きたの産婦人科セミナー 2008/09/27(大阪) 

１３ 榊原敦子、永野忠義、竹田雅司 1、真能正幸 1   大阪医療センター 産婦人科臨床検査科病理 1  悪性

腺腫における免疫・粘液染色の診断的有用性についての検討   第 17 回研究所セミナー 

2008/10/28(大阪) 

１４ 辻なつき、永野忠義、榊原敦子  Abdominal Radical Trachelectomy を施行した子宮頸部内頸部型粘液

性腺癌の１例  第46回日本癌治療学会総会  2008/10/30-11/01(名古屋) 

１５ 松元隆1、日浦昌道1、野河孝充1、白山裕子1 、ウロブレスキ順子1、横山隆、永野忠義、榊原敦子、辻な

つき  四国がんセンター 婦人科 1   再発卵巣癌に対する治療戦略 ～組織型別化学療法としての卵巣

粘液性腺癌に対するFOLFOX療法の有効性および安全性についての検討～  第46回日本癌治療学会総会  

2008/10/30-11/01(名古屋) 

１６ 榊原敦子、寺川耕市、永野忠義  チョコレート嚢胞に対するディナゲストの効果  第2回子宮内膜症

セミナー 2008/11/08(大阪) 

１７ 古山将康  骨盤臓器脱と尿失禁－その診断と治療－（特別講演）  日本産科婦人科学会・三重地方部

会臨時総会 特別研修会  2008/11/20(大阪) 

１８ 古山将康  クリニカルワークショップⅡ－骨盤底修復手術－  上部腟管固定術に併用するメッシュを

用いた前腟壁支持強化法  第31回日本産婦人科手術学会 2008/11/24(金沢) 

１９ 古山将康  POPの手術と尿失禁  第3回大阪女性排尿障害研究会 2008/11/29(大阪) 

２０ 榊原敦子、宇治田麻里、永野忠義、坂下裕美1、弓場吉哲1  臨床病理部1   骨転移を来たしたuterine 

smooth muscle tumors of uncertain malignant potential (STUMP)の一例  第29回婦人科病理研究会 

2008/12/19-20(熊本) 

２１ 永野忠義、吉川博子、中平理恵、辻なつき、錢 鴻武、宇治田麻里、熊倉英利香、榊原敦子、寺川耕市、 

古山将康  当院における全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）  第9回化学療法研究会 2009/01/10(京都) 

２２ 古山将康  女性尿失禁と子宮脱の手術療法について（特別講演） 平成20年度日本産科婦人科学会富山

地方部会 第5回例会・特別講演会  2009/01/30(冨山) 

２３ 宇治田麻里  HELLP症候群  第13回きたの産婦人科セミナー  2009/02/07(大阪) 

２４ 吉川博子、榊原敦子、中平理恵、辻なつき、錢 鴻武、宇治田麻里、熊倉英利香、寺川耕市、古山将康、 

永野忠義  原発不明の骨盤内漿液性乳頭状腺癌の一例  大阪温知会総会 2009/02/28(大阪) 

２５ 辻なつき、吉川博子、中平理恵、宇治田麻里、錢 鴻武、熊倉英利香、榊原敦子、寺川耕市、古山将康、 

永野忠義   心拡大で発見されたSLE合併妊娠の一例 平成20年度集談会 2009/03/07(大阪) 

２６ 古山将康 性器脱に対する骨盤底再建手術の進歩（特別講演） 北海道産婦人科医会学術研修会 

2009/03/08(札幌) 

 

眼科 

１  長松俊次：失明した僚眼からの結膜弁移植が奏効した濾過胞感染の1例 第107回北大阪眼科セミナー 

    2008/6/12 

２  山池紀翔：スペクトラルドメインOCTによる網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫の三次元観察 第107回北

大阪眼科セミナー 2008/6/12 

３  松宮 亘   HTLV-①関連武道膜炎の1例  第108回北大阪眼科セミナー  2008/11/20 

４  長松俊次   眼底白点症に合併した錐体ジストロフィーの 1 例  第 108 回北大阪眼科セミナー  

2008/11/20 

５  山田洋史、田辺晶代、斉藤伊三雄   トラベクレクトミー後に発生した遅発性上脈絡膜出血の 1 例  

第108回北大阪眼科セミナー  2008/11/20 

６  宇治彰人   βサラセミア患者に認めた網膜血管閉塞症の 1 例  第 108 回北大阪眼科セミナー  

2008/11/20 

７  山池紀翔   黄斑剥離を伴う裂孔原性網膜剥離の硝子体手術後の視細胞内節外節接合部の変化  第

108回北大阪眼科セミナー  2008/11/20 

８  小池伸子   家族性ドルーゼンの母娘例  第108回北大阪眼科セミナー  2008/11/20 

９  田辺晶代   当科における選択的レーザー線維柱帯形成術（SLT）の成績   第108回北大阪眼科セ 
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ミナー  2008/11/20 

１０ 松宮 亘、齋藤伊三雄  自然閉鎖を認めたstage3 の特発性黄斑円孔の1例  第 109 回北大阪眼科セ

ミナー  2009/3/26 

１１ 長松俊次、田辺晶代  当院における視神経疾患の検討  第109回北大阪眼科セミナー  2009/3/26 

１２ 宇治彰人、田辺晶代、山池紀翔、小池伸子、齋藤伊三雄  特発性黄斑円孔の視細胞内節外節接合部の部 

位別変化  第62回日本臨床眼科学会(東京)  2008/10/23-26 

１３ 田辺晶代、山池紀翔、山田洋史、長松俊次、松宮 亘、小池伸子、齋藤伊三雄  特発性黄斑円孔におけ 

るIS/OS lineの変化～術前後での比較  第59回京大眼科同窓会学会（京都） 2008/11/16 

１４ 宇治彰人、山池紀翔、小池伸子、田辺晶代、齋藤伊三雄  Sickle retinopathyを発症したβサラセミア 

の1例  第59回京大眼科同窓会学会（京都） 2008/11/16 

１５ 宇治彰人 山池紀翔 小池伸子 田辺晶代 齋藤伊三雄  Sickle retinopathyを発症したβサラセミア

の1例  第47回日本網膜硝子体学会（京都）  2008/11/28-30 

１６ 小池伸子 田辺晶代 齋藤伊三雄  家族性ドルーゼンの母娘例  第47回日本網膜硝子体学会（京都） 

2008/11/28-30 

 

 

皮膚科 

１  本田えり子、横田日高、松島佐都子、斎藤 晋、塚本達雄、戸田憲一、黒柳能光：同種培養真皮と3倍自

家メッシュ植皮を併用した calciphylaxis の１例；第107回 日本皮膚科学会総会、2008/04/19（京都） 

２  赤木愛 谷岡未樹 高橋健造 荒木絵里、宮地良樹、宇谷厚志：点状掌蹠角化症の母子例；第107回日本

皮膚科学会総会 2008/04/19（京都） 

３  赤木 愛、松島佐都子、本田えり子、戸田憲一：指尖に多発する色素沈着によりビタミンＢ12低値が判明

した悪性貧血の1例；第407回 日本皮膚科学会大阪地方会、2008/05/31（大阪） 

４  赤木愛、高橋健造、荒木絵里、谷岡未樹 、宮地良樹、宇谷厚志：巣状末端角質増殖症の 1 家族例；第 23

回角化症研究会、2008/08/02（東京）  

５  赤木 愛、松島佐都子、本田えり子、戸田憲一：子宮頸癌を合併した外陰部の好酸球性膿疱性毛包炎の 1

例；第409回 日本皮膚科学会大阪地方会 2008/09/20（大阪） 

６  赤木 愛、中島利栄子、松島佐都子、本田えり子、戸田憲一：角質内巻毛症の母子例；第411回 日本皮

膚科学会大阪地方会 2009/02/14（大阪） 

７  秋野 愛、中島利栄子、松島佐都子、本田えり子、戸田憲一：滴状強皮症が疑われた三姉妹例；第412回 

日本皮膚科学会大阪地方会 2009/03/21（大阪） 

 

泌尿器科 

１  長濱寛二、岩村浩志、山本雅一、金丸洋史  前立腺癌に対する根治的前立腺全摘除術の長期予後の検討 

第96回日本泌尿器科学会総会（横浜） 2008.4.25-27 

２  長濱寛二、岩村浩志、山本雅一、金丸洋史  腎移植後尿崩症があきらかとなった１例  第24回腎移植

血管外科(兵庫) 2008.7.10-11 

３  長濱寛二、岩村浩志、山本雅一、金丸洋史  前立腺全摘術の長期予後の検討  第46回日本癌治療学会

(名古屋) 2008.10.30-11.1 

４  長濱寛二、岩村浩志、加藤敬司、山本雅一、金丸洋史  後腹膜鏡下腎生検の手技  第22回日本

Endourology ESWL学会（大阪） 2008.11.11-13 

５  加藤敬司、長濱寛二、岩村浩志、山本雅一、金丸洋史  前立腺全摘除術後から5年後に膀胱全摘を施行

した四重癌の1例  第206回日本泌尿器科学会関西地方会（京都）2009.2.14 

 

耳鼻咽喉科 

１  S. Kanemaru.  Regeneration of the mastoid air cells for the treatment of the intractable otitis 

media. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. Antalya, Turkey June 19 2008. 

２  Kanemaru.  Bone destructive mechanisms of the cholesteatma. 8th International Conference on 

Cholesteatoma and Ear Surgery. Antalya, Turkey June 18 2008. 

３   Kanemaru, J. Ito. Cortex plasty for tissue-engineered mastoid air cell regeneration. The12th 
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Japan-Korea Joint Meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery Nara, Japan Apr. 4 2008. 

４  Kanemaru S, Nakamura T, Yamashita M, Umeda H, Oono T, Hirano S, Ito J, Omori K. The investigation 

of the potentiality of the cell culture medium with autologous blood serum for cell transplantation 

therapy for injured vocal fold. 88th annual meeting of American Broncho-Esophagological Association, 

Orland, Florida, USA. May 2, 2008.  

５  Hirano S, Kishimoto Y, Suehiro A, Kanemaru S. Regeneration of aged vocal fold: first human case 

treated with fibroblast growth factor. 129th annual meeting of American Laryngological Association, 

Orland, Florida, USA. May 2, 2008. 

６  Kanemaru S, Yamashita M, Umeda H, Hiraumi H, Sakamoto T, Omori K, Ito J. Functional reeneration 

of the mastoid air cells by in situ tissue engineering for intractable otitis media. 141st annual 

meeting of American Otological Society, Orland, Florida, USA. May 2, 2008. 

７  Kanemaru S, Omori K, Ito J. 5-fluorouracil ointment therapy for otitis media with effusion in 

clinical study. 111th annual meeting of Triological Society, Orland, Florida, USA. May 1-4, 2008 

８  Umeda H, Kanemaru S, Yamashita M, Suehiro A, Ito J. Novel therapeutic device for otitis media with 

effusion. 111th annual meeting of Triological Society, Orland, Florida, USA. May 1-4, 2008 

９  Kitani Y, Kanemaru S, Umeda H, Suehiro A, Kishimoto Y, Ito J. Regeneration of canine larynx using 

tissue engineering composite scaffold with fascia lata. 111th annual meeting of Triological Society, 

Orland, Florida, USA. May 1-4, 2008 

１０ Suehiro A, Kanemru S, Kishimoto Y, Kitani Y, Umeda H, Ito J. Mucosal regeneration of trachea using 

cell-sheeted bacterial cellulose scaffold. 111th annual meeting of Triological Society, Orland, 

Florida, USA. May 1-4, 2008 

１１ Kishimoto Y, Hirano S, Kanemaru S, Umeda H, Suehiro A, Kitani Y, Nakamura T, Ito J. Endoscopic 

photocoagulation therapy for pharingolaryngeal hemangiomas using KTP laser. 88th annual meeting 

of American Broncho-Esophagological Association, Orland, Florida, USA. May 1-2, 2008 

１２ 金丸眞一．頭頸部領域の再生医療 第33回日本外科系連合学会2008/6/12 千葉 

１３ 大森孝一、多田靖宏、野本幸男、鈴木輝久、岡野渉、中村達雄、金丸眞一．気道領域の再生医療 第 33

回日本外科系連合学会 2008/6/12/ 千葉  

１４ 金丸眞一、梅田裕生、末廣篤、木谷芳晴、岸本曜、田村芳寛、平野滋、大森孝一、伊藤壽一．自己間葉系

幹細胞細胞移植による声帯再生のための足場の検討．第20回日本喉頭科学会総会 佐賀 2008/3/14/ 

１５ 木谷芳晴、金丸眞一、平野滋、梅田裕生、末廣篤、岸本曜、田村芳寛、伊藤壽一．組織工学的手法を用い

た犬喉頭再生の試み 第20回日本喉頭科学会総会 佐賀 2008/3/14/ 

１６ 岸本曜、平野滋、末廣篤、金丸眞一、伊藤壽一．ヒト瘢痕声帯の組織変化．第20回 日本喉頭科学会総会 

佐賀 2008/3/13 

１７ 金丸眞一、伊藤壽一．5FU軟膏による中耳・外耳疾患の治療 第109回日本耳鼻咽喉科総会 大阪2008/5/15 

１８ 平海晴一、金丸眞一、三浦誠、坂本達則、伊藤壽一．くも膜を保存した経迷路聴神経腫瘍摘出術における

脳神経の観察 第109回日本耳鼻咽喉科総会 大阪 2008/5/15 

１９ 三浦誠、坂本達則、平海晴一、金丸眞一、伊藤壽一． 小児人工内耳症例における不具合例の検討 第109

回日本耳鼻咽喉科総会 大阪 2008/5/15 

２０ 木谷芳晴、金丸眞一、平野滋、梅田裕生、末廣篤、岸本曜、田村芳寛、伊藤壽一． 組織工学的手法を犬

喉頭の再生－喉頭垂直半切に準じた欠損モデルの検討－ 第 109 回日本耳鼻咽喉科総会 大阪 

2008/5/15 

２１ 田村芳寛、金丸眞一、平野滋、山下勝、梅田裕生、末廣篤、木谷芳晴、岸本曜、安里亮、伊藤壽一． 

 組織工学的アプローチによる犬口蓋の骨再生 第109回日本耳鼻咽喉科総会 大阪 2008/5/15  

２２ 末廣篤、金丸眞一、岸本曜、木谷芳晴、梅田裕生、田村芳寛、平野滋、伊藤壽一．頭頸部臓器再建に応用

可能なバイオマテリアルの開発 －バクテリアルセルロースとアテロコラーゲンの複合化－ 第109回日

本耳鼻咽喉科総会 大阪 2008/5/16 

２３ 金丸眞一、梅田裕生、平野滋、大森孝一、伊藤壽一．組織工学的手法を用いた外耳道組織欠損部の再生 第

70回耳鼻咽喉科臨床学会 長崎 2008/6/28 

２４ 岸本曜、平野滋、末廣篤、金丸眞一、伊藤壽一． アテロコラーゲンシート移植による瘢痕声帯治療例 第

70回耳鼻咽喉科臨床学会 長崎 2008/6/28  
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２５ 平野滋、岸本曜、末廣篤、金丸眞一、伊藤壽一．線維芽細胞増殖因子による加齢声帯の治療例 第70回耳

鼻咽喉科臨床学会 長崎 2008/6/28 

２６ 岸本曜、平野滋、末廣篤、金丸眞一、伊藤壽一． アテロコラーゲンシート移植による瘢痕声帯治療例 第

70回耳鼻咽喉科臨床学会 長崎 2008/6/28  

２７ 瘘平海晴一、三浦誠、金丸眞一、坂本達則、伊藤壽一．蝸牛 孔を認めた真珠腫の２例 第18回日本耳科学

会総会 神戸 2008/10/16 

２８ 梅田裕生、金丸眞一、伊藤壽一．新しい閉塞しにくい（耳用）吸引管と吸引システム 第18回日本耳科学

会総会 神戸 2008/10/17 

２９ 金丸眞一、平野滋、安里亮、田村芳寛、末廣篤、梅田裕生、藤本保志、大森孝一、伊藤壽一．組織工学的

手法による気道狭窄に対する治療 第60回日本気管食道科学会総会 熊本 2008/11/7 

３０ 岸本曜、平野滋、末廣篤、金丸眞一、伊藤壽一．瘢痕声帯に対する治療 第60回日本気管食道科学会総会 

熊本 2008/11/7 

３１ 平海晴一、三浦誠、金丸眞一、坂本達則、伊藤壽一．既往疾患の突発難聴に対する影響 第70回耳鼻咽喉

科臨床学会 長崎 2008/6/27 

 

麻酔科 

１  Takehiko Adachi; Management of the Awake Craniotomy. Singapore-Duke Anaesthesia and Critical Care 

Update 2008, 2008/4/5-6 （Singapore） 

２  齊藤公紹 足立健彦 柚木圭子；扁桃摘出後に術後出血を繰り返した血友病Aキャリアー症例.(社)日本麻

酔科学会第55回学術集会, 2008/6/12－14 （横浜） 

 

３  齊藤公紹 鈴木寛子 柚木圭子 宮崎嘉也 足立健彦； 挿管後気管狭窄を合併した3症例．第53回日本

集中治療医学会近畿地方会, 2008/6/28 （京都） 

４  服部桂 原朋子 宮崎嘉也 足立健彦；術中徐脈に経皮ペーシングが有効であった一例. 第54回日本麻酔

科学会関西地方会, 2008/9/6 （大阪） 

５  Takehiko Adachi, Seiko Oda,  Satoshi Takabuchi , Kenichiro Nishi, Kiichi Hirota； 

The calcium channel blocker cilnidipine selectively suppresses hypoxia-inducible factor 1 activity 

in vascular endothelial and smooth muscle cells. 2008Annual Meeting, American Society of 

Anesthesiologists, 2008/10/18－22 （Orland） 

 

 

救急部 

１  Shigeru Hakoda Yorihiro Iwasaki Hiroshi Shinya Shun-ichiro Kiuchi A pregnant woman with 

influenza a encephalopathy in whom influenza A/Hong Kong virus(H3) was isolated from cerebrospinal 

fluid:case report. International Congress on Infectious Diseases 2008/6  

２  Shigeru Hakoda Nobuaki Matsuo Hiroshi Shinya Shun-ichiro Kiuchi  

"Study of severe community-acquired pneumonia in adults-etiology, prognosis, and antibiotic 

terapy." International Congress on Infectious Diseases 2008/6   

３  Shigeru Hakoda Hiroshi Shinya Shun-ichiro Kiuchi AIDS patient who was hard to diagnose from 

an initial symptom of interstitial pneumonitis:report of an autopsy case. International 

Congress on Infectious Diseases 2008/6   

４  新谷 裕、箱田 滋、木内俊一郎  小児の急性中毒に対する救急外来での対応 日本中毒学会総会 

2008/7  

５  新谷 裕、箱田 滋、木内俊一郎 都市型救急病院における後期高齢者の動向  日本救急医学会総会

2008/10 

６  箱田 滋、新谷 裕、木内俊一郎 皮下埋め込み型中心静脈ポート留置中に血痰を初発症状とした

肺動脈血栓塞栓症の1例 日本救急医学会総会  2008/10     

７  野々村瑞穂、西澤信、山岸喬、杉本達芳 山田信子 木内俊一郎  コンブ仮根（ガニアシ）による育毛・

発毛効果及び体調改善効果に関する検討   日本未病システム学会 学術総会  2008/11  

 

-  - 78 



 

放射線科 

１  早川延幸、樋本祐紀、堤ゆり江、飯間麻美、小倉健吾、久保滋人、上野 誠、高木雄久、奥村亮介、 

光野重根  急性腹症で発症した7歳児先天性水腎症の一例  第291回日本医学放射線学会関西地方会 

2009/2/28（大阪）  
２  奥村亮介  アルツハイマー型認知症のMRI診断 VSRAD解析について  東医師会(大阪)  2008/10/8 

 

 

健診部 

１  Nakamura H:  Functions of extracellular thioredoxin and its clinical application  College for 

Summer School Program in Beijing, College of Life Sciences,  Graduate University of Chinese Academy 

of Sciences, Beijing, China, June 23, 2008 

２  Nakamura H: Extracellular functions of thioredoxin and its clinical application  Beijing 

Hospital of the Ministry of Health of China, Beijing, China, June 24, 2008 

３  中村 肇、Md Kaimul Ahsan、増谷 弘、淀井淳司:  チオレドキシン関連遺伝子改変マウスでのメタボ

リックシンドローム抑制 第61回日本酸化ストレス学会学術集会 2008.6.20 京都 

４  中村 肇、Md Kaimul Ahsan、奥山裕照、増谷 弘、淀井淳司:  チオレドキシン結合蛋白２ノックアウ

トマウスでの非アルコール性脂肪性肝炎抑制  第45回日本消化器免疫学会総会 日2008.7.3 京都 

５  中村 肇: 環境化学物質の毒性軽減因子としてのチオレドキシン  第 81 回日本生化学会大会 

2008.12.9 神戸 

６  中村 肇、猪俣泰也、谷原秀信、淀井淳司  チオレドキシンと相互作用する血漿蛋白のプロテオーム解

析；complement factor Hとチオレドキシンによる血管新生・加齢性黄斑変性症抑制  第12回京都免疫

ワークショップ 2009.3.7 京都 

７  小﨑真規子、尾藤誠司、松村真司. 病院で死亡した患者遺族のケアに対する主観的評価と診療方針決定プ

ロセスの質との関連. 第17回総合診療医学会（福岡）、2009.2.28 

８  林野泰明、福本陽平, 村上不二夫, 早野順一郎, 兼松孝好, 福井博, 井野晶夫, 相馬正義, 進藤敦史, 

郡義明, 石丸裕康, 渋谷克彦, 井村洋, 山口徹, 竹内靖博, 松井邦彦, 野口善令, 小崎真規子, 島田利彦, 

岡村真太郎, 有村保次, 宮下淳, 福原俊一. 新臨床研修制度施行前後の研修医の医療の質の経時的変化. 

第17回総合診療医学会（福岡）、2009.2.28 

 

臨床病理部 

１  石原美佐, 三上芳喜, 坂下裕美, 弓場吉哲, 沢田真治, 真鍋俊明  子宮脂肪平滑筋肉腫の形態的多彩

性 第97回日本病理学会総会 金沢 2008.5.16  

２  平野耕一，多賀恵理，今村大輔，脇由子，仲村佳世子，向野晶，坂下裕美，弓場吉哲，鷹巣晃昌  乳腺

穿刺吸引細胞診の再検討  第49回日本臨床胞学会総会 東京 2008.6.7  

３  弓場吉哲  間質性肺炎が疑われた悪性リンパ腫の一例  第33回呼吸器病理研究会 宝塚 2008.7.19  

４  有馬靖佳, 中村文明, 弓場吉哲  巨脾で発症し、半年後、顎下リンパ節が腫脹した一例  第58回大阪

血液疾患談話会 大阪 2008.7.19  

５  仲村佳世子，坂下裕美, 橋本和明, 萩原葉子, 多賀恵理, 脇 由子, 今村大輔, 平野耕一, 向野 晶， 

弓場吉哲  第3脳室に発生したchordoid gliomaの1例  第47回日本臨床細胞学会秋期大会 東京 

2008.11.15  

６  今村大輔, 仲村佳世子，平野耕一，脇 由子，多賀恵理，萩原葉子,向野晶，弓場吉哲，坂下裕美  尿道

原発clear cell adenocarcinomaの1例  第47回日本臨床細胞学会秋期大会 東京 2008.11.15  

７  脇 由子，平野耕一, 仲村佳世子，今村大輔, 向野 晶，多賀恵理，鷹巣晃昌, 坂下裕美, 弓場吉哲   

子宮体部癌肉腫4例の細胞学的検討  第47回日本臨床細胞学会秋期大会 東京 2008.11.15  

８  髙松和史, 相原顕作, 石床学, 糸谷涼, 鈴木進子, 松本正孝, 上田哲也, 福井基成, 弓場吉哲 

大腸癌を合併した抗KS抗体陽性の間質性肺炎の一例  第72回日本呼吸器学会近畿地方会 大阪 

2008.12.13  

９  大西 輝, 塩見 葵, 藤田昌昭, 古形芳則, 旗智さおり, 八木田正人, 坂下裕美, 弓場吉哲  SLE加療

中に腸管穿孔をきたした一例  第139回阪神合同臨床病理討議会 大阪 2009.2.19 
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臨床検査部 

１  山之内すみか、宇野将一、清水真希子、中塚由香利、江島文恵、萩原葉子  悪性リンパ腫加療中に血液

培養からMalassezia furfurを検出した1例  第４８回 近畿医学検査学会 （兵庫）2008/10/18-19 

２  前田記代子  生化学自動分析装置におけるドライ法とウェット法での測定値の互換性について  日本

臨床検査自動化学会第４０回大会 パシフィコ横浜 2008/10/9-11 

３  宇野 将一・山之内 すみか・三浦 真希子・中塚 由香利・萩原 葉子・江島 文恵・田畑 宏道   

細菌検査業務へのシステム導入に向けての検討と手順  日本臨床検査自動化学会 パシフィコ横浜 

2008/10/9-11 

４  村上登喜子、藤川 潤、加堂邦裕、伴 洋子、宮原佳子、井上美砂、河関恵理子、 松本禎之、金子 鋭、

酒井靖子、永田理絵、山根木美貴、斉藤聡  正中神経SEPにおけるpeak CCTとonset CCTおよびspinal 

N13電位振幅の検討  第38回日本臨床神経生理学会（神戸）2008/11/12-14 

５  西田南海子、戸田弘紀、斎木英資、上田敬太、村上登喜子、加堂邦裕、松本禎之、高橋潤 パーキンソン

病睡眠障害に対する深部脳刺激療法の影響  第38回日本臨床神経生理学会（神戸）2008/11/12-14 

６  今村 大輔  尿道原発Ｃｌｅａｒ ｃｅｌｌ ａｄｅｎｏｃａｒｃｉｎｏｍａの１例  第４７回日本

臨床細胞学会秋期大会（東京）2008/11/14～11/15 

７  仲村佳世子  第3脳室に発生したchordoid gliomaの1例  第４７回日本臨床細胞学会秋期大会 
（東京）2008/11/14～11/15 

８  山田信子、志水晃介、阿賀千賀子 、山崎みどり、アブダルラハマン佳子、森下久美子、佐藤正人、 

伊藤裕章、池田弘毅、河崎祐貴子、越山裕行   当院におけるNST活動と今後の課題  第12回日本病

態栄養学会年次学術集会 （京都）2009.1.10-11 

９  前田記代子 ドライケミストリーでのデータの信頼性は？ ビトロス（ドライ）vsウェットのデータの 

検証 第2回近畿ビトロスフェアー(大阪)  2008/6/14 

   

看護部   

１  松月みどり  集中ケアの中での看護師の役割 看護師がどこまで担うのか  第 36 回日本集中治療医

学会学術集会 2009/02/26 （大阪）       

２  松月みどり  看護師の専門性と看護職の可能性 第８回日本看護・社会・政策学会学術集会 2008/02/22 

（大阪）     

３  松月みどり 活力ある看護の現場をめざして 第 10 回日本医療マネジメント学会学術集会      

2008/6/20（名古屋）       

４  松月みどり  医療におけるリスクマネージメント 第64回全国重症心身障害児(者)施設 看護師

セミナー2008/6/27（東京）       

５  松月みどり  人材育成 日本手術看護学会地方会 講演会 2009/2/14（大阪）  

６  松月みどり  救急医療で困っていること 平成20年救急医療業務ワークショップ 2008/8/22（東京） 

７  松月みどり  優れたリスクマネージャーになるために 山口県看護協会 講演会  2008/9/27（山口） 

８  松月みどり  ワーク･ライフ･バランスを実現するためのマネジメント 大阪府看護協会 2008/12/23

（大阪） 

９  松月みどり  ワークライフバランス 平成20年度女性医療人支援フォーラム 2009/2/6（和歌山） 

１０ 松月みどり  看護師確保及び離職防止対策ー働きやすい病院づくり 岐阜県病院看護セミナー      

2008/7/29（岐阜）      

１１ 松月みどり シンポジウム 大災害・地震が発生 予測される中 子育てをしつつ 働く看護師をどう支

えるか大阪府看護連盟 2009/03/18（大阪）       

１２ 紙野 雪香  ナラティヴ論からみる看護学実習現場におけるがん患者・学生・教員の関係性のプロセス

と構造 第34回日本看護研究学会学術集会 2008/8/1 神戸     

１３ 紙野 雪香  がん看護臨床研究におけるナラティヴアプローチの有用性：その１ ―看護学実習現場を

生きる個人の生を記述することに関する検討― 第23回日本がん看護学会学術集会 2009/02/06  

（沖縄）  

１４ 紙野 雪香  がん看護臨床研究におけるナラティヴアプローチの有用性：その２ ―治療の限界に直面

するがん患者・家族の苦悩と専門看護師の実践― 第23回日本がん看護学会学術集会 2009/02/07 （沖
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縄）  

１５ 紙野 雪香  がん看護臨床研究におけるナラティヴアプローチの有用性：その３ ―外来がん化学療法を

受ける患者との面接場面の捉え直しを試みてー 第23回日本がん看護学会学術集会 2009/02/07 （沖

縄 ） 

１６ 中山 法子 インスリン自己注射自己注射の療養支援外来  第 51 回日本糖尿病学会年次学術集会

 2008/5/22（東京）      

１７ 中山 法子 糖尿病患者のフットケアの為のアセスメント  平成20年度 糖尿病教育・看護学会主催研

修会 糖尿病重症化予防(フットケア)研修 2009/11/29（京都）    

１８ 中山 法子 糖尿病患者のフットケア 日本看護協会 2008/05/29（神戸）    

１９ 中山 法子 コミュニケーションスキルについて 山口県老人保健施設協議 2008/06/25（山口） 

２０ 中山 法子  フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価 大阪府看護協会             

2008/07/01（大阪）      

２１ 中山 法子 糖尿病患者教育のABC 第7回広島県糖尿病療養指導:看護研究会 2008/07/06（広島） 

２２ 中山 法子 フットケアの向上を目指して  福岡県看護協会  2008/07/09（北九州市）  

２３ 中山 法子 フットケア・患者のQOL向上のために ナースプラザ福岡 2008/09/17研修会  

２４ 中山 法子 フットケア  小倉南北訪問看護事業者連絡会議  2008/11/14（小倉）   

２５ 中山 法子 フットケア実践の為のQ&A アークレイフットケア講習会 2008/11/27（下関）  

２６ 中山 法子 爪のケアの重要性を考える 島根県看護協会 2009/2/7 島根    

２７ 倉持 裕子 精神科看護師のためのメンタルヘルス 日本精神科看護技術協会 2009/01/16（大阪） 

２８ 倉持 裕子  医療事故やニアミス後の医療者への精神的支援－外傷後ストレス反応への対応  日本

看護学会精神看護分科会 2008/08/07  （神戸） 

２９ 清水 里香  看護管理実践報告  日本手術学会第22回年次大会2008/10/11（徳島） 

     

３０ 杉元 佐知子 看護師職員研修制度の現状と課題 大阪府看護協会  2009/2/11（大阪）  

３１ 中神 雅美、岩永 真美、大西 弥生、福間 智美 大阪府下災害協力病院の｢備え｣の現状報告～

102施設に調査を実施して～ 第99回近畿救急医学会 2009/3/21（大阪）   

３２ 中村 みどり 75 歳以上重度要介護高齢者の在宅における排尿様式の状況  第 15 回日本排尿機

能学会2008/9/11（東京）   

３３ 中村 みどり 清潔間欠導尿の普及を目指して～医師や看護師が求めるサポート～  第２６回日

本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 2009/02/27（青森）   

３４ 小田さちこ 鎗野りか 終末期看護において必要な要素について ‐終末期患者の自律性を尊重し

た関わりについて」 第３２回死の臨床研究会年次大会 2008/10/4（札幌）   

３５ 佐藤さやか 鎗野りか 家族の言葉から気付いた終末期患者の意思を尊重するためにできること 

第３２回死の臨床研究会年次大会 2008/10/4（札幌）   

３６ 前田美里 鎗野りか  デスケースカンファレンスの有効性～普遍的なファシリテートの確立に向けて～ 

第23回日本がん看護学会学術集会 2009/2/7 （沖縄）   

３７ 鎗野 りか  時代に求められる緩和ケア認定看護師の役割 －緩和ケア病棟・がん相談支援センター・

リンパ浮腫外来の設立に携わって- 第 23 回日本がん看護学会学術集会  教育セミナー 講演

2009/2/7(沖縄)  

３８ 鎗野 りか  がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の運営  日本緩和医療学会2009/2/15(大阪) 

３９ 鎗野 りか チームアプローチにおける対人援助とは/緩和ケアチームにおける緩和ケア認定看護師の役割

日本看護協会 2008/12/11(神戸)  

４０ 鎗野 りか  終末期がん看護における家族ケア 2008/09/27-28 東京   

４１ 越井由佳子、中山法子、中村由佳、安藤ますみ、楠本美和、神代英子、池田弘毅、本庶祥子、和田良春、 

浜本芳之、越山裕行  糖尿病患者のHbA1c認知度・理解度とパンフレット配布による教育効果に

関する検討 第51回日本糖尿病学会年次学術集会 2008/05/22 京都   

４２ 中村あづさ、岡田梨佐、横山美穂子、田中登紀子 ICU における身体拘束実施の意識統一身体拘束につい

ての意識調査 身体拘束判断基準統一にむけて 第53回日本集中治療医学会近畿地方会2008/06/28京都 

４３ 守本倫子、北出順子、田中登紀子 閉鎖式輸液システム(クレープロックコネクタ)が患者に与える

影響 第53回日本集中治療医学会近畿地方会 2008/06/28静岡 
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４４ 松本 明子  がん診療連携相談支援センターの現状と課題－相談支援の活動を通して－ 第13回

日本緩和医療学会学術大会 2008/07/04 大阪 

４５ 松本 明子 がん性疼痛コントロールと実際 大阪府看護協会 7月25日 大阪 

４６ 重田 由美 連携のコーディネート 日本医療マネジメント学会大阪支部第２回学術集会  

2009/02/14石川 

４７ 安藤 ますみ 病棟・外来の連携を通した継続 日本糖尿病教育・看護学会2008/09/07大阪 

４８ 阪上佳誉子 井藤宣子 森静子 旗手瑞子 レミケード投与の実際と現状報告  レミケードセミナー

2008/09/26 山形 

４９ 二上 志帆子  カテーテルケアの実際と指導 第12回アクセス研究会 2008/10/25 大阪 

５０ 阪上佳誉子 井藤宣子 森静子 旗手瑞子 クローン病患者へのレミケード投与の実際 大阪バ

イオロジックフォーラム 2008/11/08 大阪 

５１ 博多 恵美  ジェントレット導入による満足度の変化 日本糖尿病学会近畿地方会2008/11/22大阪 

 

 

眼科(追加分) 

１７ 田辺晶代  病診連携～勤務医の立場から  近畿眼科オープンフォーラム（2008.7.大阪） 

１８ 田辺晶代 宇治彰人 山田洋史 長松俊次 松宮亘 山池紀翔 小池伸子 斉藤伊三雄    近視緑内

障眼におけるRTVue-100を用いた視神経乳頭周囲網膜神経線維層厚解析  緑内障学会 （2008.9.大阪） 

１９ 田辺晶代  インストラクションコース“原発閉塞隅角緑内障の新しい分類” 臨床眼科学会 （2008.10.

東京） 

２０ 田辺晶代  教育講演“瞳孔ブロックの解除－ レーザー虹彩切開術、周辺虹彩切除術” 手術学会 

(2009.1.25.神戸) 

２１ 田辺晶代  大耐用量薬物投与眼に対する選択的レーザー線維柱帯形成術（ＳＬＴ）の 

眼圧下降効果  Focus on Glaucoma (2009.2.20.京都) 

２２ 田辺晶代  薬物療法の現状  緑内障講演会講演会（2008.11.15.大阪） 

２３ 田辺晶代  緑内障治療～薬物療法の基本と手術療法へのターニングポイント 加古川、高砂眼科医会

（2009.2.28.加古川）講演 

 


