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消化器センター 

１ 八隅 秀二郎  胆道-治療 JDDW（2009） 2009/10/16(京都) 

２ 八隅 秀二郎  黄色肉芽腫性胆嚢炎（ＸＧＣ：xanthogranulomatous cholecystitis）の一例 Ｋ2-Ｎｅｔ 

2010/1/28(大阪) 

３ 八隅 秀二郎  今後の膵癌治療を考える 関西膵癌コンセンサスミーティング2009 2009/5/15(大阪)  

４ 八隅 秀二郎  京大病院内視鏡部の歴史と発展 先端内視鏡医療セミナー 2009/4/18(京都) 

５ 八隅 秀二郎  胆道癌治療について  第１回 膵・胆道がんセミナーin大阪 2009/12/5(大阪 ) 

６ 八隅 秀二郎  ＥＮＰＤを用いた膵液細胞診の検討  第27回研修所セミナー  2009/9/15(大阪)  

７ 八隅 秀二郎  第2回Ｏ．Ｋ．勉強会 2009/5/27(大阪) 

８ 八隅 秀二郎  膵胆道内視鏡診断および治療のトピックス  第33回阪神消化器病談話会 2010/2/18 

(兵庫) 

９ 八隅 秀二郎  ＮＢＩ拡大観察を駆使した大腸腫瘍の内視鏡診断とＥＳＤ治療の展開  第３回京都 

  消化器病フォーラム 2009/8/1(京都) 

１０ 八隅 秀二郎 第８回大阪消化器化学療法懇話会  2009/12/11(大阪) 

１１ 八隅 秀二郎 消化器内視鏡診断と治療の進歩 日本消化器病学会近畿支部 第30回教育講演会 

 2009/6/28(京都) 

１２ 八隅 秀二郎  臨床消化器懇話会 2010/3/15(大阪) 

１３ 八隅 秀二郎  ～腹痛の原因（消化器内科編）～ 連携に役立つ疾患の理解  2009/7/22(大阪)  

１４ 八隅 秀二郎  胆道2  第83回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009/9/19(京都 ) 

１５ 八隅 秀二郎  膵1  第91回日本消化器病学会近畿支部例会 2009/9/12(京都) 

１６ 川口 清隆   セッションⅡ  第26回京大消化器症例検討会 2009/6/27(大阪) 

１７ 福永 豊和  セッションⅢ  第26回京大消化器症例検討会 2009/6/27(大阪) 

１８ 浅田 全範、佐久間洋二朗、渡辺昌樹、小田弥生、加藤洋子、工藤 寧、山内淳嗣、杉浦 寧、高 忠之、

福永豊和、川口清隆、伊藤裕章、八隅秀二郎 当院における超音波内視鏡下穿刺吸引術の現状と問題

点 JDDW（2009） 2009/10/16 (京都) 

１９ 浅田 全範  重症急性膵炎へのPerfusion CTの使用経験 Perfusion CT を用いた重症急性膵炎予後予測

に関する検討会  2010/3/26(京都) 

２０ 浅田 全範 、西川義浩、渡辺昌樹、佐久間洋二朗、熊谷奈苗、加藤洋子、工藤 寧、小田弥生、山内淳嗣、

杉浦 寧、高 忠之、福永豊和、川口清隆、八隅秀二郎 EUS ガイド下胆道ドレナージ術と内視鏡的十

二指腸ステント留置術の併用が有用であった悪性胆道・十二指腸狭窄の1例 第 26 回京大消化器症例検

討会 2009/6/27(大阪) 

２１ 浅田 全範  重症急性膵炎へのPerfusion CTの使用経験 第２回急性膵炎におけるPerfusion CT検討会

2009/12/5(東京) 

２２ 浅田 全範  セッションⅤ 第26回京大消化器症例検討会 2009/6/27(大阪) 

２３ 浅田 全範、八隅秀二郎 EUS ガイド下胆道ドレナージ術と内視鏡的十二指腸ステント留置術の併用

が有用であった悪性胆道・十二指腸狭窄の1例 第3回大阪胆膵内視鏡ワークショップ 

 2009/7/17(大阪) 

２４ 浅田 全範、山内淳嗣、八隅秀二郎 当院における膵腫瘤に対するEUS-FNAの現状 第 83 回日本消化

器内視鏡学会近畿地方会 2009/9/19(京都) 

２５ 高 忠之 mFOLFOX6 療法による術前化学療法が著効し治癒切除可能となった多発肝転移を伴う高度進行

大腸癌の1例  第８回大阪消化器化学療法懇話会  2009/12/11（大阪） 

２６ 高 忠之 セッションⅣ 第26回京大消化器症例検討会  2009/6/27（大阪） 

２７ 杉浦 寧 当院における10mm以下の微小大腸癌に関する検討  JDDW（2009） 2009/10/17(京都)  

２８ 杉浦 寧 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- JDDW（2009）

2009/10/17(京都) 

２９ 杉浦 寧、工藤寧、上田修吾、三木明、八隅秀二郎、尾崎信弘 当院における腹腔鏡・内視鏡合同胃

局所切除術(Laparoscopy Endoscopy Cooperative Surgery:LECS)の経験 第 27 回京大消化器症例検

討会  2009/12/5(京都) 
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３０ 山内 淳嗣、佐久間洋二朗、渡辺昌樹、工藤 寧、田口 法、加藤洋子、小田弥生、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 当院における緊急内視鏡についての検討

 JDDW（2009） 200910/16(京都)  

３１ 山内 淳嗣 浅田 全範、渡辺 昌樹、佐久間 洋二朗、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 ＥＵＳ-ＦＮＡが有用であ

った肺・縦隔疾患の３例 第77回内視鏡学会総会 2009/5/23（名古屋） 

３２ 山内 淳嗣 、佐久間洋二朗、渡辺昌樹、工藤 寧、田口 法、加藤洋子、小田弥生、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  内視鏡的に切除しえた食道噴門腺癌の一例 

第84回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010/3/13（大阪） 

３３ 山内 淳嗣  セッションⅠ 第26回京大消化器症例検討会  2009/6/27（大阪） 

３４ 小田 弥生、渡辺 昌樹、佐久間 洋二朗、加藤 洋子、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、藤川 潤、伊藤 裕章、八隅 秀二郎  当院におけ

るHelicobacter pylori(HP)除菌療法の現状  第95回日本消化器病学会総会  2009/5/9(札幌)  

３５ 小田 弥生、松村拓朗、西川義浩、渡辺昌樹、佐久間洋二朗、熊谷奈苗、工藤 寧、加藤洋子、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  HCCに対するTACE後に胆道出血を

きたした一例  第91回日本消化器病学会近畿支部例会 2009/9/12（京都） 

３６ 小田 弥生、西川義浩、渡辺昌樹、佐久間洋二朗、加藤洋子、工藤 寧、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 当院におけるカプセル内視鏡検査の現状

 第92回日本消化器病学会近畿支部例会 2010/2/27(大阪) 

３７ 加藤 洋子  当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）における合併症の検討 JDDW(2009) 

2009/10/16（京都) 

３８ 加藤 洋子、杉浦寧、八隅秀二郎 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）における合併症の

検討  第84回日本消化器内視鏡学会近畿地方会  2010/3/13(大阪) 

３９ 工藤 寧  胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切除の一例  JDDW（2009） 

2009/10/17  （京都 ） 
４０ 工藤 寧、浅田全範、八隅秀二郎 Roux-en-Y 法再建症例の総胆管結石に対する EPLBD の経験

 第84回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2010/3/13(大阪） 

４１ 工藤 寧、浅田全範、八隅秀二郎  迷入した膵管ステントを内視鏡的に回収した1例  第83回日本消

化器内視鏡学会近畿地方会  2009/9/19(京都) 

４２ 熊谷 奈苗、浅田全範、工藤寧、西川義浩、渡辺昌樹、佐久間洋二朗、加藤洋子、小田弥生、山内淳嗣、

杉浦寧、高忠之、福永豊和、川口清隆、伊藤裕章、八隅秀二郎  超音波内視鏡下嚢胞ドレナージ術後に

free airと汎発性腹膜炎を来した一例  第83回日本消化器内視鏡学会近畿地方会 2009/9/19（京都） 

４３ 熊谷 奈苗  第92回日本消化器病学会近畿支部例会  2010/2/27（大阪） 

４４ 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 当院における B 型慢性肝疾患に対する

Entecavirの治療効果の検討 JDDW（2009） 2009/10/14 （京都） 

４５ 佐久間 洋二朗、山内淳嗣、八隅秀二郎、多田正晴、寺嶋宏明、尾崎信弘 pancreatic panniculitis 

を併発したXGCの一例  第103回 大阪胆道疾患研究会 2010/3/18（大阪） 

４６ 佐久間 洋二朗、山内淳嗣、西川義浩、渡辺昌樹、熊谷奈苗、加藤洋子、工藤 寧、小田弥生、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  黄色肉芽腫性胆嚢炎に膵炎と四肢

の皮膚病変を合併した一例  第91回日本消化器病学会近畿支部例会  2009/9/12（京都） 

４７ 渡辺 昌樹、福永豊和、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、

高 忠之、浅田全範、川口清隆、伊藤裕章、八隅秀二郎  当院におけるC型慢性肝炎に対するペグイン

ターフェロン+リバビリン併用療法の治療効果の検討  JDDW（2009）  2009/10/14（京都） 

４８ 渡辺 昌樹  腹膜炎の一例  第2回Ｏ．Ｋ．勉強会  2009/5/27（大阪） 

４９ 渡辺 昌樹、浅田全範、西川義浩、佐久間洋二朗、熊谷奈苗、加藤洋子、工藤 寧、小田弥生、山内淳嗣、

杉浦 寧、高 忠之、福永 豊和、川口 清隆、八隅 秀二郎、中西保貴、寺嶋宏明、尾﨑信弘、坂下裕美、

弓場吉哲  術前に病理学的診断が出来なかった膵癌の一例  第 51 回日本消化器画像診断研究会

 2009/9/12（京都） 
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５０ 渡辺 昌樹、杉浦寧、西川義浩、佐久間洋二朗、松村拓朗、熊谷奈苗、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、八隅秀二郎、伊藤裕章   保存的に加療し得た

魚骨による穿孔性腹膜炎の一例  第83回日本消化器内視鏡学会近畿地方会  2009/9/19（京都） 

５１ 渡辺 昌樹、浅田全範、西川義浩、佐久間洋二朗、熊谷奈苗、加藤洋子、工藤 寧、小田弥生、山内淳嗣、

杉浦 寧、高 忠之、福永 豊和、川口 清隆、八隅 秀二郎、中西保貴、寺嶋宏明、尾﨑信弘、坂下裕美、

弓場吉哲  術前に病理学的診断が出来なかった膵癌の一例  第 92 回日本消化器病学会近畿支部例会 

2010/2/27（大阪） 

５２ 西川 義浩   後腹膜腫瘤の一例  第4回Ｏ．Ｋ．勉強会  2009/11/25（大阪） 

５３ 西川 義浩、佐久間洋二朗、渡辺昌樹、熊谷奈苗、松村拓朗、小田弥生、加藤洋子、工藤寧、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、寺島宏明、尾崎信弘、猪子森

明、野原隆司  腹部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術後に SMA 症候群を発症した一例 第 91

回日本消化器病学会近畿支部例会 2009/9/12（京都） 

５４ 西川 義浩、佐久間洋二朗、渡辺昌樹、熊谷奈苗、小田弥生、工藤寧、加藤洋子、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  両側水腎症による急性腎不全を発症し

ステロイドが著効した後腹膜線維症の一例  第92回日本消化器病学会近畿支部例会 2010/2/27（大阪） 

５５ 田口 法、杉浦 寧、西川 義浩、渡辺 昌樹、佐久間 洋二郎、熊谷 奈苗、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、八隅 秀二郎、伊藤 裕章  

潰瘍性大腸炎に肝膿瘍、肝静脈血栓症を 併発し、カリニ肺炎のためHIVが判明した1例  JDDW（2009） 

2009/10/15（京都） 

５６ 岩本 芳浩、浅田全範、佐久間洋二朗、西川義浩、渡辺昌樹、熊谷奈苗、加藤洋子、工藤 寧、小田弥生、

山内淳嗣、杉浦 寧、高 忠之、福永豊和、川口清隆、八隅秀二郎  膵癌との鑑別にEUS-FNAが有用で

あった膵サルコイドーシスの一例  第91回日本消化器病学会近畿支部例会 2009/9/12(京都) 

５７ 村上 功、 廣瀬 紗也子, 小田 弥生, 山内 淳嗣, 八隅 秀二郎, 宮本 昌一,  植山 浩二, 野原 隆司 

血液培養陰性のため診断に苦慮した感染性大動脈瘤の 1 例  第 188 回日本内科学会近畿地方会例会

2009/6/13（大阪） 

５８ 橋田裕毅, 小山幸法, 伊藤裕章, 中西保貴, 吉田昌弘, 郡司周太郎, 多田正晴, 上田修吾 

クローン病に対する外科治療と術後インフリキシマブ投与の有用性  第109回日本外科学会定期学術総

会  2009/04/02-4(福岡) 

５９ 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、 

尾崎信弘 Stage 3胃癌に対する術前・術後補助化学療法の有効性に関する検討第109回日本外科学会定

期学術総会  2009/04/02-4(福岡) 

６０ 吉田昌弘、佐藤正人、園田真理、中西保貴、小山幸法、郡司周太郎、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、 

寺嶋宏明、尾崎信弘  骨盤内臓臓器脱を考慮した完全直腸脱に対する Ripstein 法直固定術  第 109

回日本外科学会定期学術総会  2009/04/02-4(福岡) 

６１ 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  切除不能・再発進行胃癌における二次化学療法の検討：paclitaxel と CPT-11 を比較して  

第109回日本外科学会定期学術総会  2009/04/02-4(福岡) 

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

尾崎信弘  当院での膨潤麻酔下Kugel法について  第7回日本ヘルニア学会  2009/04/10-11（東京） 

６３ 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 21 回日本肝

胆膵外科学会・学術集会 2009/06/10-12（名古屋） 

６４ 橋田裕毅、中西保貴、園田真理、吉田昌弘、吉村弥緒、高橋英雄 、吉冨摩美、 多田正晴、上田修吾、 

寺嶋宏明、尾崎信弘  胆管癌における Mcl-1 の発現の検討  第 21 回日本肝胆膵外科学会・学術集会

2009/06/10-12(名古屋） 

６５ 中西保貴、上田修吾、園田真理、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、橋田裕毅、 

寺嶋宏明、尾崎信弘  多発肝動静脈瘻に併発した急性胆のう炎の一例  第21回日本肝胆膵外科学会・

学術集会 2009/06/10-12(名古屋） 

６６ 上田和利、吉田昌弘、中西保貴、小山幸法、郡司周太郎、多田正晴、橋田裕毅、上田修吾、寺嶋宏明、 
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尾崎信弘  術前診断困難であった腸結核の一例   第185回近畿外科学会  2009/06/13（神戸） 

６７ 小林慎弥、小山幸法、中西保貴、吉田昌弘、郡司周太郎、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、寺嶋宏明、 

尾崎信弘  拡散強調MRI（DWIBS）で指摘しえた肝内胆管癌腹膜播種の一例  第 185 回近畿外科学会

2009/06/13（神戸） 

６８ 中西保貴、寺嶋宏明、園田真理、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、 

橋田裕毅、尾崎信弘  次世代に伝えたいヘルニア手術～当院ではKugel法をこのようにやっている～ 

第22回How I do it研究会  2009/06/13（神戸） 

６９ 多田正晴、寺嶋宏明、園田真理、中西保貴、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、上田修吾、 

橋田裕毅、尾崎信弘  進行胆嚢癌に対する治療～予定PVEが施行できなかった場合にどういう治療を選

択するか？ 第4回京大関連病院肝臓外科セミナー  2009/06/27（京都） 

７０ 寺嶋宏明、多田正晴、高橋英雄、中西保貴、園田真理、吉村弥緖、吉田昌弘、吉冨摩美、上田修吾、 

橋田裕毅、尾崎信弘  問題症例検討会6：病理診断困難症例3  第45回日本肝癌研究会 

2009/07/03-4（福岡） 

７１ 橋田裕毅、小山幸法、中西保貴、吉田昌弘、郡司周太郎、多田正晴、上田修吾、寺嶋宏明、尾崎信弘、 

伊藤裕章  クローン病に対する外科手術と術後インフリキシマブ投与の有用性の検討   第 63 回日本

消化器外科学会定期学術総会  2009/07/16-19(大阪） 

７２ 上田修吾、中西保貴、寺嶋宏明、尾崎信弘  癌ワクチンと抗癌剤治療により長期生存が得られた進行食

道癌症例  第63回日本消化器外科学会定期学術総会  2009/07/16-19(大阪） 

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

尾崎信弘  集学的治療で救命しえた肝被膜下血腫をともなう産褥HELLP症候群の一例   第 63 回日本

消化器外科学会定期学術総会  2009/07/16-19(大阪） 

７４ 高橋英雄、貝原 聡、三木 明、小林裕之、瓜生原健嗣、岡田憲幸、正井良和、宮原勅治、細谷 亮（神

戸中央市民病院 外科）  Low dose FP肝動注療法後に切除可能となったVP3門脈腫瘍栓を伴うびまん性

肝細胞癌の１例  第63回日本消化器外科学会定期学術総会  2009/07/16-19(大阪） 

７５ 吉田昌弘、佐藤正人、中西保貴、小山幸法、郡司周太郎、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、寺嶋宏明、 

尾崎信弘  完全直腸脱に対する腹腔鏡下Ripstein法直腸固定術の有用性の検討  第63回日本消化器

外科学会定期学術総会  2009/07/16-19(大阪） 

７６ 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  内視鏡的治療に抵抗性を示した胃軸捻転症の２例  第 63 回日本消化器外科学会定期学術

総会  2009/07/16-19(大阪） 

７７ 高橋英雄、寺嶋宏明、園田真理、中西保貴、吉村弥緖、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、 

橋田裕毅、尾崎信弘  当院における膵空腸吻合の検討  第36回日本膵切研究会 2009/08/28-29 

（和歌山） 

７８ H.Terajima, M.Tada, M.Sonoda, Y.Nakanishi, M.Yoshimura, M.Yoshida, H.Takahashi, M.Yoshitomi, 

S.Ueda, H.Hashida, N.Osaki  A case report of neoadjuvant chemotherapy and resection for initially 

unresectable synchronous colorectal liver metastasis: when and how we should operate?  The 4th 

Scientific Meeting of the International Forum of Liver Surgery & Transplantation  2009/09/04-05

（Aachen, Germany） 

７９ 平山倫子（三重大学がんワクチン治療学）、西川博嘉、堀 早穂子、井口晶子、青木雅俊、上田修吾、 

影山慎一、珠玖 洋  OK-432 を用いた CHP-NY-ESO-1 蛋白ワクチンにより誘導された CD4+T 細胞の解析  

第68回日本癌学会学術総会  2009/10/01-03（横浜） 

８０ 吉田昌弘、上田修吾、中西保貴、吉村弥緖、園田真理、高橋英雄、吉冨摩美、多田正晴、橋田裕毅、 

寺嶋宏明、尾崎信弘  腹膜播種による複数の狭窄に対して、サンドスタチンが有効であった１例   

大阪緩和医療セミナー  2009/10/03（大阪） 

８１ 多田正晴、寺嶋宏明、中西保貴、園田真理、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、上田修吾、 

橋田裕毅、尾崎信弘  急速な腫瘍増大と難治性低血糖を伴った大分子量IGF II産生肝細胞癌の一例 

第13回日本肝臓学会大会  2009/10/14-17（京都） 

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

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 、 

上田 修吾  胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切除の一例  第78回日本消化器内視鏡
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学会総会 2009/10/14-17（京都） 

８３ 上田修吾、園田真理、中西保貴、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、橋田裕毅、 

寺嶋宏明、尾崎信弘  Stage III胃癌に対する術前・術後化学療法の有効性に関する検討 第47回日本

癌治療学会総会  2009/10/22-24（横浜） 

８４ 吉田昌弘、寺嶋宏明、宮内雄也、吉村弥緖、高橋英雄、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、 

尾崎信弘 初めての肝切除  第9回関西若手外科フォーラム  2009/10/31（大阪）  

８５ 上田修吾、寺嶋宏明、尾崎信弘、杉浦 寧、八隅秀二郎  胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同 

胃局所切除術の試み  第14回北大阪外科懇話会  2009/11/06（大阪） 

８６ 川本浩史、高橋英雄、寺嶋宏明、園田真理、中西保貴、吉村弥緖、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、 

上田修吾、橋田裕毅、尾崎信弘  未破裂脾動脈瘤に対する一治療例  第 185 回近畿外科学会 

2009/11/07（大阪） 

８７ 出口幸一、橋田裕毅、園田真理、中西保貴、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、 

上田修吾、寺嶋宏明、尾崎信弘  外科的治療を要した高齢者クローン病の３例第 185 回近畿外科学会 

2009/11/07（大阪） 

８８ 野瀬真理、吉田昌弘、園田真理、中西保貴、吉村弥緖、高橋英雄、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、 

橋田裕毅、寺嶋宏明、尾崎信弘  主膵管型 IPMN 術後の異時性再発に対し残膵全摘術を施行した一例  

第185回近畿外科学会 2009/11/07（大阪） 

８９ 多田正晴、寺嶋宏明、園田真理、中西保貴、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、橋田裕毅、 

上田修吾、尾崎信弘  肝被膜下血腫を伴った産褥 HELLP 症候群の一例  第 185 回近畿外科学会 

2009/11/07（大阪） 

９０ 吉村弥緖、多田正晴、中西保貴、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、上田修吾、橋田裕毅、寺嶋宏明、 

尾崎信弘  結腸癌術後肝内胆管内発育を来たした一例  第71回日本臨床外科学会総会2009/11/19-21

（京都） 

９１ 中西保貴、寺嶋宏明、宮内雄也、吉村弥緖、高橋英雄、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、 

橋田裕毅、尾崎信弘  当院における鼠径ヘルニアの現状 ～局所麻酔下Kugel法の試み～  平成21年

京都大学外科冬季研究会  2009/12/12（京都） 

９２ 寺嶋宏明、宮内雄也、中西保貴、吉村弥緖、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、 

尾崎信弘  当院における単孔式腹腔鏡下手術の実際  第 1 回低侵襲外科手術手技を語る会 

2009/12/16（大阪） 

９３ 宮内雄也、寺嶋宏明、中西保貴、吉村弥緒、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、 

尾﨑信弘  膵切除後の乳麋腹水症例の治療経験  第 31 回京大外科関連施設癌研究会  2010/01/16

（京都） 

９４ 多田正晴、寺嶋宏明、中西保貴、吉村弥緒、吉田昌弘、吉冨摩美、上田修吾、橋田裕毅、尾崎信弘   

当科で経験した進行肝細胞癌に対するソラフェニブ投与例について 第1回日本肝癌分子標的治療研究会 

2010/01/16（神戸） 

９５ 多田正晴、寺嶋宏明、宮内雄也、中西保貴、吉村弥緒、吉田昌弘、吉冨摩美、橋田裕毅、上田修吾、 

尾崎信弘  転移性肝癌に対する後区域切除術～若手（？）外科医から見たコツと盲点  第５回京大 

関係病院肝臓外科セミナー  2010/01/30（京都） 

９６ 橋田裕毅、伊藤裕章、中西保貴、吉田昌弘、吉村弥緒、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、寺嶋宏明、 

尾崎信弘  クローン病手術症例におけるインフリキシマブ使用の有用性  第6回日本消化管学会総会

学術集会  2010/02/19（福岡） 

９７ 多田正晴、寺嶋宏明、宮内雄也、中西保貴、吉村弥緒、吉田昌弘、吉冨摩美、橋田裕毅、上田修吾、 

尾崎信弘  当院における肝内胆管癌治療の現状について  第 38 回近畿肝臓外科研究会 2010/02/20

（尼崎） 

９８ 中西保貴、寺嶋宏明、宮内雄也、吉村弥緒、吉田昌弘、吉冨摩美、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、 

尾崎信弘  十二指腸乳頭部癌に合併した、腫瘤形成性膵炎との鑑別が困難であった膵体部癌の一例  

第9回阪神膵臓外科研究会 2010/02/26（大阪） 

９９ 上田修吾、宮内雄也、中西保貴、吉田昌弘、吉村弥緒、吉冨摩美、多田正晴、橋田裕毅、寺嶋宏明、 

尾崎信弘  腹膜播種転移を有する進行胃癌における導入化学療法の有効性  第82回日本胃癌学会 

総会  2010/03/03-05（新潟） 
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１００ 吉田昌弘、上田修吾、宮内雄也、中西保貴、吉村弥緒、吉冨摩美、多田正晴、橋田裕毅、寺嶋宏明、 

尾崎信弘  胃癌Stage 4切除例についての検討  第82回日本胃癌学会総会  2010/03/03-05（新潟） 

１０１ 吉村弥緖、上田修吾、尾崎信弘、宮内雄也、中西保貴、吉田昌―弘、吉冨摩美、多田正晴、橋田裕毅、 

寺嶋宏明  術前胃粘膜病変を認めなかった胃癌の一例  第 82 回日本胃癌学会総会  

2010/03/03-05（新潟） 

１０２ 佐久間洋二朗、山内 淳嗣、八隅 秀二郎、多田正晴、寺嶋宏明、尾崎信弘 pancreatic panniculitis

を併発したXGCの一例  第103回大阪胆道疾患研究会  2010/03/18（大阪） 

１０３ 伊藤裕章  IBD治療のグローバルスタンダード  学術講演会～炎症性腸疾患を考える～（招聘講演） 

2009/4/24（郡山） 

１０４ 伊藤裕章  IBD研究に必要なこと－臨床研究  第13回IBD若手研究者の会（招聘講演） 2009/5/8

（札幌） 

１０５ 伊藤裕章 第95回日本消化器病学会総会（一般演題「大腸症例IBD-6」座長） 2009/5/9(札幌) 

１０６ 伊藤裕章  IBD 治療のグローバルスタンダード 県北ＩＢＤ治療ミーティング（招聘講演）

2009/6/27(栃木県) 

１０７ 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4回炎症性腸疾患勉強会（招聘講演）

2009/7/2(京都) 

１０８ 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  十勝ＩＢＤユーザーズミーティング（招

聘講演）2009/7/11(帯広) 

１０９ 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５回県北クローン病研究会（招聘講

演）2009/7/24(水戸) 

１１０ 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 3 回滋賀炎症性腸疾患治療研究会

（招聘講演）2009/8/22(草津) 

１１１ 伊藤裕章   生物学的製剤のリスクマネジメント   CRT（招聘講演）2009/8/29(東京) 

１１２ 伊藤裕章   大腸－症例9    第51回日本消化器病学会大会（JDDW 2009）（ポスターセッション座長）

2009/10/15(京都) 

１１３ 伊藤裕章   新規メサラジン製剤の潰瘍性大腸炎に対する治療効果   第64回日本大腸肛門病学会ラン

チョンセミナー「潰瘍性大腸炎の内科的治療 前線」（招聘講演）2009/11/7(福岡) 

１１４ 伊藤裕章  「 Certolizumab pegol is effective at inducing and maintaining response and remission 

in Japanese patients with Crohn’s disease: results from induction and maintenance studies-Ogata 

H, Ito H, Takazoe M, Suzuki Y, Matsumoto T, Hirata I, Matsui T, Hibi T」UEGW 2009（ポスター発

表）2009/11/23(ロンドン) 

１１５ 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  筑後消化器内科セミナー（招聘講演）

2009/12/18(久留米) 

１１６ 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  IBDフォーラムIN函館（招聘講演）

2009/1/29(函館) 

１１７ 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1回長崎IBD治療研究会（招聘講

演）2010/2/1(長崎) 

１１８ 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  Crohn’s Disease Seminar in 松山

（招聘講演）2010/2/5(松山) 

１１９ 伊藤裕章  抗サイトカイン療法で進化したクローン病治療  第 13 回京都免疫ワークショップ（講

演）2010/2/13（大阪） 

１２０ 伊藤裕章  クローン病に対する分子標的治療  第 6 回日本消化管学会ワークショップ 9（座長）
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2010/2/19（福岡） 

１２１ 伊藤裕章 特別講演 1  アサコール錠 400mg 国内第Ⅲ相臨床試験成績（寛解導入・寛解維持） アサ

コール発売記念講演会（招聘講演）2010/2/27（東京） 

１２２ 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 内房 IBD セミナー（招聘講演）

2010/3/3(千葉県) 

１２３ 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 Crohn’s Disease Infliximab Meeting

（招聘講演）2010/3/5（釧路） 

１２４ 伊藤裕章  レミケード治療の実際～他領域の経験より～  レミケード乾癬効能追加記念講演会～乾

癬治療における新時代の幕開け～（招聘講演）2010/3/27（東京） 

 

 

呼吸器センター 呼吸器内科 

１  竹村昌也、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、 上田哲也、櫻本 稔、福井基成：地域調剤薬局との連携による継続的な

吸入指導 －吸入指導ネットワークの試み－．第49回日本呼吸器学会学術講演．2009.6.13.東京 

２  松本正孝、高松和史、糸谷 涼、石床 学、鈴木進子、相原顕作、上田哲也、鍵岡 均、櫻本 稔、豊洋次郎、 

志熊 啓、大政 貢、瀧 俊彦、福井基成：80 歳以上の非小細胞肺癌患者におけるゲフィチニブ投与による

PS（Performance Status）改善効果の検討．第49回日本呼吸器学会学術講演会．2009.6.13.東京 

３  井上大生、櫻本 稔、高松和史、石床 学、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、福井基成：胸部異常陰影及び強

い炎症所見を呈し、診断に苦慮した高齢者の一例．第49回呼吸器疾患同好会．2009.6.23.大阪 

４  松本正孝、豊洋次郎、井上大生、高松和史、糸谷 涼、石床 学、鈴木進子、櫻本 稔、志熊 啓、大政 貢、

瀧 俊彦、福井基成：巨大肺腫瘍の一例．第46回大阪北肺疾患勉強会．2009.7.13.大阪 

５  鈴木進子、井上大生、高松和史、石床 学、糸谷 涼、松本正孝、櫻本 稔、福井基成：出産時に巨大空洞性

病変で発見された非結核性抗酸菌症の1例．第73回日本呼吸器学会近畿地方会．2009.7.18.奈良 

６  糸谷 涼、髙松和史、石床 学、鈴木進子、相原顕作、松本正孝、上田哲也、櫻本 稔、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 73 回日本呼吸器学会近畿地方

会.2009.7.18.奈良 

７  石床 学、高松和史、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、上田哲也、櫻本 稔、福井基成：急性膵炎で発見され

た小細胞肺癌の一例．第73回日本呼吸器学会近畿地方会．2009.7.18.奈良 

８  髙松和史、井上大生、石床 学、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、櫻本 稔、福井基成：呼吸不全患者に対す

るHighFO®ネブライザーの有用性の検討．第73回日本呼吸器学会近畿地方会．2009.7.18.奈良 

９  櫻本 稔、松本正孝、鈴木進子、糸谷 涼、石床 学、高松和史、井上大生、福井基成：開心術後に仰臥位で

低酸素血症を呈した一例．第73回日本呼吸器学会近畿地方会．2009.7.18.奈良 

１０ 櫻本 稔、松本正孝、鈴木進子、糸谷 涼、石床 学、高松和史、井上大生、福井基成：呼吸不全患者におけ

るハイホーネブライザー®の有用性の検討．NPO 法人西日本呼吸器内科医療推進機構 平成 21 年度夏季学

術集会．2009.7.25.倉敷 

１１ 木村昌弘、髙松和史、井上大生、石床 学、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、櫻本 稔、福井基成：両側胸水、

上下肢浮腫で来院しP-ANCA陽性であったyellow nail syndromeの一例．第189回日本内科学会近畿地方

会．2009.9.26.大阪 

１２ 糸谷 涼、井上大生、髙松和史、石床 学、鈴木進子、相原顕作、松本正孝、櫻本 稔、福井基成：ゲフィチ

ニブによる肝障害に対する肝水解物複合製剤（プロヘパール®錠）の有用性についての検討．第50回日本

肺癌学会総会．2009.11.12.東京 

１３ 松本正孝、豊洋次郎、福井基成、瀧 俊彦：両肺浸潤影を伴った原因不明両側胸水の1例．第47回大阪北

肺疾患勉強会発表．2009.11.16.大阪 

１４ 髙松和史、井上大生、石床 学、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、櫻本 稔、福井基成：再生不良性貧血の経

過中に発症した肺ノカルジア症の一例．第74回日本呼吸器学会近畿地方会．2009.12.12.大阪 

１５ 井上大生、石床 学、高松和史、糸谷 涼、鈴木進子、松本正孝、櫻本 稔、福井基成、坂下裕美、弓場吉哲：

禁煙によって改善したが、再増悪を来した喫煙関連間質性肺炎の２例．第74回日本呼吸器学会近畿地方会．
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2009.12.12.大阪 

１６ 井上大生、糸谷 涼、高松和史、石床 学、鈴木進子、松本正孝、櫻本 稔、福井基成：CNPA 経過中に、胸

部異常陰影の急激な増悪を来した一例．第48回大阪北肺疾患勉強会． 2010.03.08 大阪 

 

 

呼吸器センター 呼吸器外科 

１  上田雄一郎、志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦   空洞形成もしくは嚢胞壁に発生した子宮

頸癌肺転移の2例  関西胸部外科学会  2009.6.3 岡山 

２  大政 貢、豊 洋次郎、志熊 啓、瀧 俊彦  肺癌手術後の上室性不整脈の経過および危険因子の検討

第26回呼吸器外科学会総会  2009.5.14-15福岡 

３  豊 洋次郎、志熊 啓、大政 貢、瀧 俊彦  瀰漫性肺疾患（特に間質性肺炎）における外科的肺生検

の有用性について  第26回呼吸器外科学会総会  2009.5.14-15 福岡 

４  志熊 啓、豊 洋次郎、瀧 俊彦  原発性肺癌pN2症例における術前PET-CTの有用性と予後の検討  

第50回肺癌学会総会 2009.11.12-13 東京 

５  上田雄一郎、志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦  先行するlympoid hyperplasiaとの因果関

係が考えられたBALTomaの一例  第50回肺癌学会総会  2009.11.12-13 東京 

６  上田雄一郎、志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦 パクリタキセル化学療法中に周期性四肢麻痺

を認めた非小細胞肺癌の一例  第90回肺癌学会関西支部会  2009.7.25 大阪 

７  出口幸一、志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦  肺類上皮血管内皮腫の一例  第90回肺癌学

会関西支部会  2009.7.25 大阪 

８  大政 貢  座長 第90回肺癌学会関西支部会  2009.7.25  大阪 

９  豊 洋次郎、上田雄一郎、志熊 啓、大政 貢、瀧 俊彦  肺アスペルギローマに対する空洞切開菌球

除去術でストライカー社インターパルスシステムを用い腔内洗浄した一例  京都大学呼吸器外科夏の研

究会   2009.7.25島根 

１０ 志熊 啓、豊 洋次郎、 志熊 啓、瀧 俊彦   肺アスペルギローマに対する空洞切開菌球除去術

でストライカー社インターパルスシステムを用い腔内洗浄した一例  第13回日本気胸・嚢胞性肺疾患学

会総会 2009.9.11 大阪 

１１ 川本浩史、志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦  EBUSにて診断し得たリンパ節炎の一例  第

74回呼吸器学会地方会 2009.12.12 大阪 

１２ 古根川靖、 志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦 外科的切除を行った感染性縦隔嚢胞の一例  第

74回呼吸器学会地方会  2009.12.12 大阪 

１３ 大政 貢 座長 第74回呼吸器学会地方会  2009.12.12  大阪 

１４ 大政 貢  座長  第71回日本臨床外科学会総会 2009.11.19  大阪 

１５ 岩本芳浩、志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦  多発器質化肺炎を合併した肺癌の一例  第

91回日本肺癌学会関西支部会  2010.1.30 滋賀 

１６ 岩本芳浩 、志熊 啓、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦  多発器質化肺炎を合併した肺癌の一例  第

91回日本肺癌学会関西支部会  2010.1.30  滋賀 

１７ 志熊 啓、上田雄一郎、豊 洋次郎、大政 貢、瀧 俊彦  外科的切除を行った感染性縦隔嚢胞の一例  

京都大学呼吸器外科冬の研究会  2010.2.27  京都 

 

 

心臓センター 

１  野原隆司 Symposium： Fighting with rupture of coronary plaque by LDL reduction  第41回日本

動脈硬化学会総会・学術集会2009/7/17～18 下関 

２  野原隆司 ランチョンセミナー：勤労者の心臓突然死  第57回日本職業・災害医学会2009/11/21～22

   高槻 

３  野原隆司  心臓突然死・心肺蘇生：第3回「予知・予防の方法を知る」日本医療学会 公開市民シンポ

ジウム in 大阪 2009/11/28 大阪 

４  野原隆司 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～  コディオ学術講演会2009/

4/3 新浜 
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５  野原隆司 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～  第2回豊前のくに循環器フ

ォーラム2009/4/9 行橋 

６  野原隆司 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～ 筑紫医師会学術講演会 2009

/4/16 太宰府 

７  野原隆司 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～  第16回心疾患診療連携懇

談会2009/4/23 山口 

８  野原隆司 不安定プラークの診断と治療  第3回大阪市南部地区循環器懇話会2009/5/21 大阪 

９  野原隆司 心血管系イベント抑制を目指した動脈硬化退縮治療戦略  Atherosclerosis Symposium in 

   Kawagoe 2009/5/28 川越 

１０ 野原隆司 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～   Hypertension Leaders’ 

Meeting In 大阪 2009/5/23 大阪 

１１ 野原隆司 心臓リハビリテーションを科学する 第2回滋賀心臓リハビリテーションセミナー2009/6/11

   大津 

１２ 野原隆司 心臓リハビリテーションを科学する  北里大学学術講演会2009/6/21 相模大野 

１３ 野原隆司 心不全治療における高血圧 －合剤に何を期待する？－ 循環器フォーラム2009/6/24 大阪 

１４ 野原隆司 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～  阿波病院臨床研究会2009/

6/26 阿波 

１５ 野原隆司 冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み ～動脈硬化進展抑制から退縮の時代へ～  

 Primary Care Symposium 2009/6/27 大阪 

１６ 野原隆司 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～ 河内高血圧治療懇話会2009/

7/4 大阪 

１７ 野原隆司 運動中の突然死  平成21年度健康スポーツ医学再研修会2009/7/9 大阪 

１８ 野原隆司 心臓リハビリのＡＢＣ －基礎から臨床まで－  くすのき・さつき 循環器カンファレンス

2009/7/11 大阪 

１９ 野原隆司 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～  K.S.N セミナー2009/7/16

   大阪 

２０ 野原隆司 心血管系への運動療法 －基礎と臨床－  循環器塾2009/7/30 大阪 

２１ 野原隆司 心血管系への運動療法 －基礎と臨床－ 第8回糖尿病と心血管病カンファレンス2009/8/1 

大阪 

２２ 野原隆司 心血管系への運動療法 －基礎と臨床－  第1回岡山動脈硬化研究会2009/8/7 岡山 

２３ 野原隆司 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～  コディオ学術講演会2009/

9/10 大阪 

２４ 野原隆司 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～ 港区医師会学術講演会2009/

9/11 大阪 

２５ 野原隆司 脂質異常性における新しい治療戦略 －コレステロール吸収抑制の臨床的意義－  コレステ

ロールアドバイザリーパネル2009/9/12 大阪 

２６ 野原隆司 冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み ～動脈硬化進展抑制から退縮の時代へ～ 

 Atherosclerosis & Cardiovascular Scientific Symposium 2009/10/15 広島 

２７ 野原隆司 冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み ～動脈硬化進展抑制から退縮の時代へ～ 

  Primary Care Symposium in 長野 2009/10/17 長野 

２８ 野原隆司 冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み ～動脈硬化進展抑制から退縮の時代へ～   

関東労災病院医療連携講演会 2009/10/22 川崎 

２９ 野原隆司 冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み ～動脈硬化進展抑制から退縮の時代へ～ 

  Atherosclerosis & Cardiovascular Scientific Symposium 2009/10/28 名古屋 

３０ 野原隆司 心臓突然死の基礎と臨床 －虚血性心疾患を中心に－   ＦＯＲＵＭ－心血管病とβ遮断薬

2009（北海道医師会認定生涯教育講座）2009/11/13 札幌 

３１ 野原隆司 心不全における高血圧治療 －ANP，BNPのみかたを含めて－ 八幡内科医会学術講演会2009/

11/19 北九州 
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３２ 野原隆司 心臓リハビリテーションの未来を語る  第1回埼玉心臓血管リハビリテーション研究会2009

/11/27 埼玉 

３３ 野原隆司 生活習慣病における禁煙治療  第3回生活習慣病勉強会 in 淀川2009/11/28 大阪 

３４ 野原隆司 心血管イベント抑制の為の高血圧治療 ～ARB/利尿薬の合剤の意義～ 貝塚市循環器セミナー

2009/12/17 大阪 

３５ 野原隆司 狭心症の診断  京都循環器疾患研究会 2010/1/28 京都 

３６ 野原隆司 冠動脈硬化破綻層の発見と治療への取り組み ～動脈硬化進展抑制から退縮の時代へ～ 

 第4回松阪ＭＳ（メタボリック症候群）研究会 2010/3/11 松阪 

３７ 春名 徹也、福田 旭伸、伊藤 秀裕、安部 朋美、佐々木 健一、中根 英策、宮本 昌一、佐地 嘉章、 

猪子 森明、植山 浩二、野原 隆司    カテーテルアブレーションにより洞調律化が維持されている

長期持続性心房細動例における心房の構造的、機能的リバースリモデリング   第30回日本不整脈学会

総会、2009、京都 

３８ 春名 徹也、福田 旭伸、伊藤 秀裕、安部 朋美、佐々木 健一、中根 英策、宮本 昌一、佐地 嘉章、 

猪子 森明、植山 浩二、野原 隆司  薬剤負荷試験により著明な ST 上昇を来たしたが、対照的な経過

をたどった 2 例  第 30 回日本不整脈学会総会、2009、京都 

３９ 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、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 21 回 日本カテーテルア

ブレーション委員会公開研究会、2009、川口 

４０ 春名 徹也  カテーテルアブレーションに必要な基礎知識  2009 KCJL  2009/4/19 

４１ 春名 徹也、福田 旭伸、伊藤 秀裕、安部 朋美、佐々木 健一、中根 英策、宮本 昌一、佐地 嘉章、 

猪子 森明、植山 浩二、野原 隆司  鑑別診断が困難であったLong RP’頻拍の一例  第10回難治性

臨床不整脈研究会 2009/6/27 

４２ 春名 徹也 日常診療にて遭遇する不整脈に対する 近の考え方 第 17 回なにわ臨床懇話会 2009/7/24 
４３ 宮崎 晋一、春名 徹也、馬場 隆行、中島 準仁  植え込み型デバイスのペースメーカー外来におけ

る問題点  第2回天保山ハートカンファレンス 2009/8/7 

４４ 春名 徹也  不整脈診療に対する新しい考え方 北野病院市民講座 2009/9/5 
４５ Shoichi Miyamoto, Makiko Ueda, Masaki Ikemoto, Takahiko Naruko, Akira Itoh, Ryuji Nohara, 

Takashi Katashima, Fumio Terasaki, Masatoshi Fujita   Increased serum levels and expression of 

S100A8/A9 complex in infiltrated neutrophils in atherosclerotic plaque of unstable angina and 

infarcted myocardium of acute myocardial infarction.   Arteriosclerosis, Thrombosis and 

Vascular Biology Annual Conference 2009, 4.29-5.1, Washington, D.C.,USA 

４６ Miyamoto S, Fujita M, Inoko M, Nagai K, Haruna T, Oba M, Nakane E, Uehara K, Abe M, Sasaki K, 

Itoh H, Fukuda T, Nakashima J, Tanaka N, Ueyama K, Nohara R   : Novel treatment with periodic 

acceleration with a horizontal motion platform improves myocardial ischemia and left ventricular 

function in anginal patients.  17th Asian Pacific Congress of Cardiology, 5.20-5.23, Kyoto,Japan 

４７ Miyamoto S, Fujita M, Inoko M, Haruna T, Nakane E, Hosokawa R, Oba M, Ueyama K, Nohara R: Novel 

treatment with whole body periodic acceleration with a horizontal motion platform improves exercise 

capacity, myocardial ischemia and left ventricular function in intractable angina patients  

European Society of Cardiology Congress 2009, 8.30-9.3, Barcelona,Spain 

４８ 宮本昌一、大庭宗夫、猪子森明、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、上原京勲、植山浩二、藤田正俊、野原隆司  加速ベッドを使った治療法は、治療抵

抗性狭心症患者の運動耐容能・心筋虚血・左室機能を改善する  第 57 回日本心臓病学会学術集会、

2009/9/18-20、札幌 

４９ 宮本昌一、大庭宗夫、猪子森明、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、佐地嘉章、植山浩二、藤田正俊、野原隆司：加速ベッドを使った治療法は、治療抵抗

性狭心症患者の運動耐容能・心筋虚血・左室機能を改善する  第15回大阪府病院学会2009/10/4大阪 

５０ Miyamoto S, Fujita M, Inoko M, Haruna T, Oba M, Nakane E, Saji Y, Abe M, Sasaki K, Itoh H, 

 Fukuda T, Nakashima J, Tanaka N, Ueyama K, Nohara R: Treatment with whole body periodic acceleration 

with a horizontal motion platform reverses left ventricular remodeling in angina patients with old 
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myocardial infarction  American College of Cardiology 59th Annual Scientific Session 2010, 

3.14-3.16, Atlanta, Georgia, USA 

５１ 宮本昌一、春名徹也、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、上原京勲、植山浩二、不藤哲郎、野原隆司 ジェネレータ植替えにて対応したペー

スメーカートラブルの2症例  第42回ぺーシング治療研究会、2009/4/11小倉 

５２ 宮本昌一、大庭宗夫、猪子森明、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、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法は治療抵抗

性狭心症患者の運動耐容能・心筋虚血・左室機能を改善する  第29回急性心筋梗塞研究会特別セッショ

ン 優秀賞受賞 2009/7/11  東京 

５３ 宮本昌一  チエノピリジン系薬剤の変更あるいは新規処方による安全性の検討  冠動脈治療戦略に関

する座談会  2009/8/12 大阪 

５４ 宮本昌一、福田旭伸、伊藤秀裕、猪子森明、春名徹也、中根英策、安部朋美、佐々木健一、中島準仁、 

田中  希、佐地嘉章、植山浩二、野原隆司：北野病院心臓センターにおけるデクスメデトミジン塩酸塩の

使用経験  第2回循環器内科領域におけるプレセデックスの有用性と留意点座談会 2009/8/18 東京 

５５ 宮本昌一、猪子森明、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、佐地嘉章、植山浩二、野原隆司    当院での腹部大動脈ステントグラフト内挿術の立ち上げに

ついて   第28回北野ハートセミナー 2009/8/29 大阪 

５６ 宮本昌一   COPDと心不全：どう診断し、どう治療するか   COPD Communications心肺疾患ジョイントミ

ーティング  2009/10/9 大阪 

５７ 宮本昌一、猪子森明、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、佐地嘉章、植山浩二、藤田正俊、野原隆司     大動脈瘤におけるステントグラフト内挿術につ

いて第6回天満Night Meeting   2009/10/21  大阪 

５８ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、和泉俊明、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、佐地嘉章、植山浩二、藤田正俊、野原隆司  加速ベッドを使った治療は、治療抵抗

性狭心症患者の運動耐容能・心筋虚血・左心機能を改善する  第７回新SONES会  2009/11/19  大阪 

５９ 宮本昌一、猪子森明、春名徹也、和泉俊明、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、佐地嘉章、植山浩二、野原隆司   ジェネレータ植替えにて対応したペースメーカート

ラブルの2症例  第７回京都大学関西心不全と不整脈カンファレンス  2010/2/20  大阪 

６０ Miyamoto S, Fujita M, Inoko M, Haruna T, Oba M, Nakane E, Saji Y, Abe M, Sasaki K, Itoh H, 

 Fukuda T, Nakashima J, Tanaka N, Ueyama K, Nohara R: Treatment with whole body periodic acceleration 

with a horizontal motion platform reverses left ventricular remodeling in angina patients with old 

myocardial infarction   Invitation Lecture, Mount Sinai Medical Center, Harry Pearlman Research 

Building, Conference Room, 2010.3.17, Miami, Florida, USA 

６１ 宮本昌一、当麻正直、伊藤秀裕、猪子森明、春名徹也、和泉俊明、中根英策、安部朋美、佐々木健一、 

福田旭伸、中島準仁、田中  希、佐地嘉章、植山浩二、西川義浩、加藤洋子、吉村弥緒、尾崎信弘、 

野原隆司    腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後に十二指腸狭窄をきたした一例  第6回冠動脈カ

タストロフィー研究会－Coronary Plaque Imaging－  2010/3/27 大阪 

６２ 猪子森明  連携に役立つ疾患の理解 ～心臓の病気（循環器内科編）～ 北野K2 ネット 2009/10/22 

６３ 服部健吾、安部朋美、猪子森明、伊藤秀裕、福田旭伸、佐々木健一、春名徹也、永井邦彦、植山浩二、 

野原隆司  Valsalva洞動脈瘤破裂発見後６年間の経過を経て心不全を発症した一例  第188回日本内

科学会近畿地方会 2009/6/13 大阪 

６４ 安部朋美、福田旭伸、伊藤秀裕、佐々木健一、中根英策、宮本昌一、上原京勲、大庭宗夫、春名徹也、 

植山浩二、猪子森明、野原隆司   僧帽弁形成術後に発症した心房頻拍に対してカルトマージ下にカテ

ーテル・アブレーションを施行した一例  第107回日本循環器学会近畿地方会 2009/6/20 大阪 

６５ 安部朋美、伊藤秀裕、福田旭伸、佐々木健一、中根英策、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、有馬靖佳、 

野原隆司  重症転移性細菌性眼内炎、化膿性脊椎炎を併発した感染性心内膜炎の一例  第190回日本

内科学会近畿地方会 2009/12/19 大阪 

６６ 安部朋美、伊藤秀裕、福田旭伸、佐々木健一、中根英策、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、野原隆司 

片側性下肢浮腫の一例  第2回 OSAKA-SOKs 2009/6/10 大阪 

６７ 安部朋美、伊藤秀裕、福田旭伸、佐々木健一、中根英策、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、有馬靖佳、 
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野原隆司  重症転移性細菌性眼内炎、化膿性脊椎炎を併発した感染性心内膜炎の一例 第3回 OSAKA-

SOKs 2009/11/26 大阪 

６８ 安部朋美、伊藤秀裕、福田旭伸、佐々木健一、中根英策、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、有馬靖佳、 

野原隆司  重症転移性細菌性眼内炎、化膿性脊椎炎を併発した感染性心内膜炎の一例  第29回 ベイ

エリアハートカンファレンス 2009/2/6 大阪 

６９ 佐々木健一、福田旭伸、伊藤秀裕、安部朋美、中根英策、宮本昌一、春名徹也、植山浩二、猪子森明、野原隆司 

  周産期心筋症の一例   阪神心臓セミナー 2009/11/28 大阪 

７０ 福田旭伸、伊藤秀裕、安部朋美、佐々木健一、中根英策、宮本昌一、上原 京勲、大庭宗夫、春名徹也、

植山浩二、猪子森明、野原隆司  機能的左室流出路狭窄によりショックを呈した一例  第107回日本

循環器学会近畿地方会 2009/6/20 大阪 

７１ 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、佐治嘉章、春名徹也、

植山浩二、猪子森明、野原隆司  中位中隔にICDリードを留置した下壁梗塞の一例  第6回京都大学

関西心不全と不整脈カンファレンス 2009/8/22 大阪 

７２ 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、佐治嘉章、春名徹也、 

植山浩二、猪子森明、野原隆司  中位中隔にICDリードを留置した下壁梗塞の一例  第11回臨床難治

性不整脈研究会 2009/6/27 大阪ハートンホール 

７３ 福田旭伸  北野病院における心臓CTの有用性について 第4回北野心臓血管疾患研究会 2009/11/7 

大阪 

７４ 福田旭伸1、春名徹也1、伊藤秀裕1、安部朋美1、佐々木健一1、中根英策1、宮本昌一1、佐地嘉章1、 

和泉俊明1、植山浩二1、猪子森明1、野原隆司1、吉田葉子2、渡辺健3  1(財)田附興風会医学研究所北

野病院 心臓センター  2(財)田附興風会医学研究所北野病院 小児科  3近畿大学医学部奈良病院

小児科  成人期に肺動脈弁狭窄症を診断され、経皮的肺動脈弁拡張術を施行した一例 

（同門会若手顕彰 優秀賞 受賞） 第8回心血管疾患フォーラム 2010/1/10(京都)   

７５ 福田 旭伸 1、春名 徹也 1、伊藤 秀裕 1、安部 朋美 1、佐々木 健一1、中根 英策1、宮本 昌一1、 

佐地 嘉章1、和泉 俊明1、植山 浩二1、猪子 森明1、野原 隆司1、吉田 葉子2、渡辺 健 3   

1(財)田附興風会医学研究所北野病院 心臓センター  2(財)田附興風会医学研究所北野病院 小児科 

3近畿大学医学部奈良病院 小児科  成人期に肺動脈弁狭窄症を診断され、経皮的肺動脈弁拡張術を施

行した一例  木曜カンファレンス 2010/1/21 大阪 

７６ 中根英策、田中希、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

佐地嘉章、植山浩二、野原隆司  Patients with Decreased Systolic Function Accompanied with 

Preserved Exercise Capacity have good Prognosis as Patients with Normal Systolic function 

第74回日本循環器学会 2010/03/05-07 

７７ 中根英策、田中希、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

佐地嘉章、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  北野医学研究会 2009/07/25  大阪 

７８ 中根英策、田中希、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

佐地嘉章、植山浩二、野原隆司  Patients with Decreased Systolic Function Accompanied with 

Preserved Exercise Capacity have Good Prognosis as Patients with Normal Systolic Function   

第28回研究所セミナー 2009/10/20 大阪 

７９ 中根英策、田中希、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

佐地嘉章、植山浩二、野原隆司  心臓リハビリテーション～その必要性と地域連携の重要性～  天満

Night Meeting 2009/10/21 

８０ 中根英策、田中希、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

佐地嘉章、植山浩二、野原隆司  臨床現場におけるゼチーア錠使用経験の報告  Kitano Cholesterol 

Conference 2009/12/12  大阪 

８１ 田中 希、中根英策、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

上原京勲、植山浩二、野原隆司  EF低下患者でも運動耐容能(Peak VO2)が保たれていれば、EFが保たれ

ている患者と同等に心事故発生が少ない  第15回心臓リハビリテーション学会 2009/07/18-19 

８２ 田中 希、中根英策、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

上原京勲、植山浩二、野原隆司  オーダーメイドを目指して  第5回関西心臓リハビリテーションセ
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ミナー 2009/04/11 

８３ 田中 希  心筋梗塞など心大血管疾患について  北区医師会在宅医療推進委員会主催 第 10 回みん

なで学ぶ健康法 2009/06/01  大阪 

８４ 田中 希、中根英策、伊藤秀裕、福田旭伸、安部朋美、佐々木健一、宮本昌一、春名徹也、猪子森明、 

佐地嘉章、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28回臨床運動療法研究会 2009/08/01 

８５ 伊藤秀裕  Brugada症候群に併発したElectrical stormの管理に硫酸キニジンが有効であった一例  

第107回日本循環器学会近畿地方会  2009/6/20  大阪 

８６ 植山浩二  透析患者の心血管疾患に対する外科治療 - その有益性と限界点 -  末梢血管再生治療研

究会  2009/5/30(大阪) 

８７ 植山浩二  心臓弁膜症に対する標準的外科手術  第7回扇町研究会 2009/6/6(大阪) 

８８ 伊藤秀裕  冠動脈バイパス術後で重症心不全を来たした大動脈弁狭窄症に対し、Apico-aortic valved 

conduitが有用であった1症例  第9回比叡山ワークショップ 2009/6/27 京都 

８９ 伊藤秀裕  冠動脈バイパス術後で重症心不全を来たした大動脈弁狭窄症に対し、Apico-aortic valved 

conduitが有用であった1症例  第8回動脈硬化ケーススタディーフォーラム 2009/7/11(京都) 

９０ 伊藤秀裕  腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後に十二指腸狭窄をきたした1例  第6回５病院合同

循環器セミナー 2009/11/5(大阪) 

 

 

腎臓内科 

１  武曾惠理  ＣＫＤ（慢性腎臓病）と糖尿病治療 第１７回糖尿病クラブ2009/4/1（豊岡） 

２  武曾惠理  腎臓学会における女性医師の医療参画 座談会「腎炎対策に挑む女性医師の方向性」

2009/4/13（東京） 

３  武曾惠理  慢性腎臓病(CKD）の診断と対策－ＣＫＤガイドラインについて－ 大淀医師会学術講演会 

2009/4/18（大阪） 

４  近藤尚哉、草部牧子、佐藤有紀、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米倉智美、塚本達雄、 

武曾惠理  脳外科でのFollow中に腎機能低下を認めた一例 第34回京大・北野腎病理カンファレンス 

2009.4.22（京都） 

５  武曾惠理  脂質コントロールとＣＫＤ リピトール特別講演会 2009.4.25（大阪） 

６  宇野賀津子、武曾惠理、猪原登志子、鈴木和男  サイトカイン動態からみた、in vitro人工ガンマグロ

リン評価系の確立 厚生労働省科学研究創薬事業 人口ガンマグロリン平成 21 年度第１会班会議 

2009.5.15（千葉） 

７  武曾惠理  厚生労働省科学研究創薬事業 人口ガンマグロリン研究班 これまでの臨床研究のまとめと

今後のプロトコル提案 厚生労働省科学研究創薬事業 人口ガンマグロリン平成２１年度第１会班会議 

2009.5.15（千葉） 

８  武曾惠理、宇野賀津子、岩崎由加子、猪原登志子、立石 悠、古宮俊幸、鈴木和男  MPO-ANCA陽性MPA

への IVIg 療法前後での多様なサイトカイン・ケモカインの動向～bioplex 法による多種同時測定の検討 

厚生労働省科学研究創薬事業 人口ガンマグロリン平成２１年度第１回班会議 2009.5.15（千葉） 

９  米倉由利子、高島康利、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 

塚本達雄、武曾惠理  腎移植後サイトメガロウイルス感染症の治療中に腎不全を来した一例  第 35

回京大・北野腎病理カンファレンス 2009.5.20（京都） 

１０ 佐藤有紀、高島康利、草部牧子、近藤尚哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 

塚本達雄、武曾惠理 ステロイドで完全寛解後に再発したネフローゼ症候群の一例 第35回京大・北野腎

病理カンファレンス 2009.5.20（京都） 

１１ 武曾惠理、城 謙輔、宇野賀津子、猪原登志子、古宮俊幸、鈴木和男  顕微鏡的多発血管炎における血

中サイトカイン・ケモカインの特性－IgA腎症との対比－ 第52回日本腎臓学会学術総会 2009.6.3（横

浜） 

１２ 長濱寛二、金丸洋史、古宮俊幸、塚本達雄、武曾惠理  後腹膜鏡下腎生検の適応と手技（ポスター） 

第52回日本腎臓学会学術総会 2009.6.3（横浜） 

１３ 平野正太郎、上村和秀、北村久代、野垣文昭、武曾惠理、吉田治義、伊藤正樹、小野孝彦  HIGAマウス
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F1 における AT1a 受容体過剰発現による細胞増殖・基質増生刺激 第 52 回日本腎臓学会学術総会 

2009.6.4（横浜） 

１４ 古宮俊幸、岩崎由加子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、米本智美、福内史子、

塚本達雄、藤川潤、武曾惠理：ＣＫＤ患者における尿酸排泄に及ぼす因子の検討 第52回日本腎臓学会学

術総会 2009.6.4（横浜） 

１５ 立石 悠、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、 

武曾惠理  急速進行性糸球体腎炎の臨床像を呈しステロイドが奏効した管内増殖性腎炎の臨床病理学的

検証（ポスター）第52回日本腎臓学会学術総会 2009.6.4（横浜） 

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

武曾惠理  ステロイド治療を行い全身状態の安定を得た進行型抗ＧＢＭ抗体関連腎炎３症例についての

報告 第52回日本腎臓学会学術総会 2009.6.5（横浜） 

１７ 佐藤有紀、塚本達雄、草部牧子、近藤尚哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 
武曾恵理 当院担癌透析患者における悪性腫瘍化学療法の現状 第 54 回日本透析医学会学術集会 
2009.6.5-7（横浜） 

１８ 立石 悠、塚本達雄、古宮俊幸、米本智美、森下久美子、中村雅美、重田由美、武曾恵理  腎臓内科CKD

対策を通じて確立した地域連携クリティカルパス作成と運用について 弟１１回日本医療マネジメント学

会学術総会 2009.6.12（長崎） 

１９ 小野孝彦、下沢真木子、坂本興嗣、泊 裕輝、上門弘平、大塚秀隆、劉 寧、北村久代、上村秀和、 

野垣文昭、森 典子、武曾惠理、吉田治義  IgA腎症モデルマウスHIGAにおけるToll-like receptor4 の

発現増加とLPS投与による凝固系活性化・腎炎増悪 第３９回京都腎臓免疫研究会2009.6.13（京都） 

２０ 武曾惠理  慢性腎臓病（ＣＫＤ）のステージ別対応地域医療連携システムの立ち上げ～看護師外来を含

んだ北野病院 －かかりつけ医連絡網（Ｋ2ネット）のご紹介 第76回北区医師会学術講演会 2009.6.20

（大阪） 

２１ 武曾惠理  高血圧について 大阪市聴覚障害者女性学級 2009.6.23（大阪） 

２２ 武曾惠理  抗サイトカイン療法は血管炎症候群に臨床応用できるのか 第７４回日本インターフェロ

ン・サイトカイン学会学術集会 2009.6.26（京都） 

２３ 武曾惠理  働きやすい病院 大阪赤十字病院 2009.8.26（大阪） 

２４ 武曾惠理  慢性腎炎、ネフローゼの治療 病薬連携セミナー 2009.8.27（大阪） 

２５ 武曾惠理、今井圓裕、松尾清一、斉藤喬雄、腎と脂質研究会、POLARIS 調査班 第３０回日本アフェレシ

ス学会2009.9.11 （札幌） 

２６ 深澤 晃、西田仁、塩田光隆、秦 大資、塚本達雄、武曾惠理  小児科領域における体外循環を用いた

各種血液浄化療法 第３０回日本アフェレシス学会2009.9.12 （札幌） 

２７ 米倉由利子、塚本達雄、草部牧子、佐藤有紀、近藤直哉、立石 悠、飛野杏子、糟野健司、古宮俊幸、 

米本智美、深澤晃、武曾惠理  血漿交換療法とステロイド投与を併用した抗ＧＢＭ抗体関連腎炎３症例 

第３０回日本アフェレシス学会2009.9.12 （札幌） 

２８ 中村雅美、森下久美子、塚本達雄、武曾惠理  当院ＣＫＤ看護体制報告－充実への過渡期 第７３回大

阪透析研究会 2009.9.13（大阪） 

２９ 武曾惠理  ＲＰＧＮの治療 第５０回和歌山腎疾患勉強会特別講演 2009.9.17（和歌山） 

３０ 猪原登志子  新国際分類をめぐる話題と血管炎国際会議での臨床の話題-グローバル臨床試験情報  

厚労省難治性疾患克服研究事業：難治性血管炎に関する調査研究班・国際研究交流分科会主催「血管炎の

国際情報普及フォーラム」自治医科大学(栃木) 2009.9.20 

３１ 武曾惠理  難治性ネフローゼ症候群の治療戦略-ＬＤＬアフェレシス療法のエビデンスと世界に向けた

発信 第３９回日本腎臓学会東部学術大会 2009.10.3（東京） 

３２ 立石 悠、塚本達雄、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 

深澤 晃、武曾恵理  乳幼児のγグロブリン・ステロイドパルス療法不応性川崎病に血漿交換を行い奏

功した3症例 弟２０回日本急性血液浄化学会学術集会 2009.10.9（札幌） 

３３ 佐藤有紀、塚本達雄、牟田 優、草部牧子、近藤直哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、 

米本智美、武曾惠理  コレスレロール血栓症を併発したSjogren症候群の一例 第３９回日本腎臓学会

西部学術大会 2009.10.16（和歌山） 
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３４ 米倉由利子、草部牧子、佐藤有紀、近藤直哉、立石 悠、古宮俊幸、米本智美、塚本達雄、武曾惠理   

ＭＰＯ‐ＡＮＣＡ陽性を伴い腎・血管病変を呈した若年姉妹例の報告 第３９回日本腎臓学会西部学術大

会 2009.10.16（和歌山）  

３５ 草部牧子、古宮俊幸、遠藤知美、佐藤有紀、近藤直哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、米本智美、 

塚本達雄、武曾惠理  ＡＮＣＡ関連血管炎に膜性腎症を合併した２例 第３９回日本腎臓学会西部学術

大会 2009.10.16（和歌山） 

３６ 立石 悠、佐藤有紀、近藤直哉、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、 

武曾惠理  急激な腎機能低下をきたしたPateurella multocida菌血症への治療が奏効した管内増殖性腎

炎の一例 第３９回日本腎臓学会西部学術大会 2009.10.16（和歌山） 

３７ 武曾惠理  腎保護におけるＤＲＩ（直接的レニン阻害薬）への期待第３９回日本腎臓学会西部学術大会 

2009.10.17（和歌山） 

３８ 猪原登志子  関節リウマチにおける抗TNF-alpha製剤のmonocyte-derived dendritic cellに及ぼす影

響について  第15回ミエロペルオキシダーゼ（MPO）研究会 自治医科大学(栃木)2009.11.7 

３９ 武曾惠理、宇野賀津子、岩崎由加子、立石 悠、古宮俊幸、猪原登志子、鈴木和男  MPO-ANCA陽性MPA

へのIVIg療法の急性期の血中サイトカインケモカインに対する抑制効果 第15回ＭＰＯ研究会 

2009.11.7（栃木） 

４０ 宇野賀津子、武曾惠理、猪原登志子、鈴木和男  MPO-ANCA腎炎患者のインターフェロンシステムの特性：

健常人、IgA腎症との比較から第15回ＭＰＯ研究会 2009.11.8（栃木） 

４１ 武曾惠理  神戸発 医療従事者の素敵な育自 神戸大学医学部付属病院D＆Ｎブラッシュアップセンタ

ー 2009.11.28（神戸） 

４２ 立石 悠、中村雅美、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 

高濱恵枝、森下久美子、塚本達雄、武曾恵理：弟１５回日本腹膜透析研究会総会・学術集会 2009.11.28 

４３ 米本智美、立石 悠、米倉由利子、近藤尚哉、佐藤有紀、重田由美、塚本達雄、武曾恵理  CKD地域連

携クリニカルパス 第１０回日本クリニカルパス学会学術集 2009.12.4 

４４ 辻 宣樹、深澤 晃、片山亜希子、佐藤元彦、祖開裕子、武曾惠理、塚本達雄  小児における体外循環

治療 第２８回日本アフェレシス学会 関西地方会 2009/12/12（金沢） 

４５ 武曾惠理  第９回腎臓内科ミート・ザ・エキスパート・ミーティング 2009.12.16(東京) 

４６ 宇野賀津子、武曾惠理、猪原登志子、鈴木和男  MPO－ANCA 腎炎患者のインターフェロンシステム‐健

常人、IgA 腎症との比較から‐厚生労働省科学研究創薬事業 人口ガンマグロリン平成２１年度第２回班

会議 2010.1.16（千葉） 

４７ 武曾惠理、宇野賀津子、岩崎由加子、立石 悠、古宮俊幸、猪原登志子、鈴木和男  MPO－ANCA 陽性血

管炎へのＩＶＩg による急性期治療の可能性－新たなわが国における治療の動向とサイトカインストーム

抑制効果のエビデンス‐ 厚生労働省科学研究創薬事業 人口ガンマグロリン平成２１年度第２回班会議 

2010.1.16（千葉） 

４８ 武曾惠理  女性医師・医療職のワーク・ライフ・バランス実現に向けて～医療危機の中、課題と対応に

ついて～財団法人大阪市女性協会 2010.1.17（大阪） 

４９ 武曾惠理  血管炎とグロブリン療法 帝人ファーマ(株) 大阪支店 社内講演会 2010.2.16（大阪） 

５０ 武曾惠理  CKD医療を支える医療連携システムの勧め 名賀医師会内科医の集い 2010.2.24（三重） 

５１ 武曾惠理  難治性ネフローゼに対するLDL－アフェレシスの前向きコホート研究（POLARIS調査）報告－

治療終了直後の有効率の解析 第２２回腎と脂質研究会 2010.3.6（金沢） 

５２ 武曾惠理  ANCA 関連血管炎の病態診断と治療のUp-to date 献血ベニロン－Ⅰ 適応拡大記念講演会 

2010.3.6（京都） 

５３ 武曾惠理  プロフェッションたる医師が、男女を問わず、公私にわたり自己実現するために ＮＰＯ法

人イージェイネット 第1回キャリアイノベーションセミナー 2010.3.7（東京） 

５４ 武曾惠理  働きやすい病院に向けた実効性のある取り組みを目指す  平成２１年度女性医師の勤務環

境の整備に関する病院長、病院開設者等への講習会  香川県医師会 2010.3.11（高松） 

５５ 塚本達雄、草部牧子、佐藤有紀、近藤直哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、米本智美、武曾惠理 

  シナカルセトとマキサカルシトール併用による腫大副甲状腺退縮：多施設共同研究による結果報告  

第７４回大阪透析研究会 2010.3.14（大阪） 

５６ 武曾惠理  細小血管炎を考える 各課科の現状と今後 血管炎フォーラムin大阪2010.3.27（大阪） 
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５７ T Ito-Ihara, E Muso, S Kobayashi, K Uno, N Tamura, Y Yamanishi, A Fukatsu, RA Watts, DG Scott, DR 
Jayne, K Suzuki, H Hashimoto. A comparative study of the diagnostic accuracy of ELISA systems for the 
detection of anti-neutrophil cytoplasm antibodies available in Japan and Europe. [Poster No.T1] 14th 
International Vasculitis and ANCA Workshop. Lund, Sweden. June 2009.  

５８ Kazuko Uno,Eri Muso, Toshiko Ito-Ihara, Katsumi Yagi, Setsuya Fujita,Kazuo Suzuki: Comparison of 
plasma cytokine levels and IFNα Production capacity amongst healthy subject, MPO-ANCA positive 
MPA patients ,IgA nephritis.14th International Vasculitis ＆ANCA workshop June 6-9,2009
（Lund-Copenhagen） 

５９ Eri Muso : Clicical Evidence of LDL-apheresis Therapy for Drug Resistant Nephrotic[br] 
Syndrome Based on Interim Results of POLARIS Study   American Society of Nephorology Renal 
Week2009 October27-September1,2009（San Diego , CA） 

６０ 塚本達雄、 杉下岳詩、岩崎由加子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、

米本智美、福内史子、武曾惠理  シナカルセット(C)による腫大副甲状腺退縮とのう胞化  第54回日

本透析医学会学術集会2009/6/5-7横浜 

６１ 塚本達雄、 杉下岳詩、立石 悠、米倉由利子、武曾惠理  マキサカルシトールとシナカルセトによる腫

大副甲状腺退縮効果  第28回腎と骨代謝研究会学術集会 2009/10/10 東京 

６２ Tatsuo Tsukamoto, Takeshi Sugishita, Yuh Tateishi, and Eri Muso  Regression of Parathyroid 
Hyperplasia with Cystic Degeneration by Cinacalcet and Maxacalcitol in Dialysis Patients. 
Renal Week 2009   2009/10/27-11/1 San Diego 

６３ 塚本達雄  末梢血管再生治療の現況と課題  第３回末梢血管障害を考える会   2010/1/28 大阪 
６４ 塚本達雄  透析も含めた慢性腎不全の血圧とミネラル代謝  北野病院病薬連携セミナー2010/2/18 

大阪 
６５ 塚本達雄  CKDステージ毎での管理体制 -院内外の体制とシステム構築-  第12回Women’s Forum  

2010/3/13 大阪 

６６ 塚本達雄、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、米倉由利子、飛野杏子、米本智美、武曾惠理  
マキサカルシトールとシナカルセトによる副甲状腺退縮：多施設共同研究による結果報告  第74回大阪

透析研究会 2010/3/14  大阪 
６７ 塚本達雄  CKD診療医療連携システムの構築と運用  テレビフォーラム 2010/3/18 大阪 

６８ 塚本達雄  慢性腎臓病（CKD）診療を支える医療連携システムの構築と運用  第25回 地域医師会・北

野病院合同勉強会 2010/3/20 大阪 

 

 

糖尿病内分泌センター 
１  稲野将二郎、本庶祥子、岩崎順博、河崎祐貴子、浜本芳之、越山裕行 興味深い原発性アルドステロン

症の一例  第３回大阪ベイエリア内分泌代謝CPC(OBEC) 2009.4.18（隈病院, 神戸） 

２  本庶祥子、池田弘毅、河崎祐貴子、青山倫久、木村哲也、野村和弘、越山裕行 人間ドックにおける甲

状腺異常についての検討 第82回日本内分泌学会学術総会 2009.4.23-25（前橋市、群馬） 

３  Iwasaki Y, Honjo S, Hamamoto Y, Kawasaki Y, Ikeda H, Wada Y, Koshiyama H. A difficult case with 

primary aldosteronism.: #1 APA and cortisol-producing adenoma. The 2nd International Aldosterone 

Forum in Japan. 2009.5.16（東京） 

４  Inano S, Honjo S, Hamamoto Y, Kawasaki Y, Ikeda H, Wada Y, Koshiyama H.  A difficult case with 

primary aldosteronism:#2 bilateral triple APAs  and subcnlinial Cushing’s syndrome. The 2nd 

International Aldosterone Forum in Japan 2009.5.16（東京） 

５  Murakami I, Honjo S, Iwasaki Y, Hamamoto Y, Kawasaki Y, Ikeda H, Nomura K, Wada Y, Koshiyama H.  

A difficult case with primary aldosteronism: #3 primary aldosteronism and subclinical Cushing’s 

syndrome.   The 2nd International Aldosterone Forum in Japan. 2009.5.16（東京） 

６  廣瀬紗也子、本庶祥子、岩崎順博、河崎祐貴子、浜本芳之、和田良春、池田弘毅、野村和弘、越山裕行 

軽度の耐糖能異常、脂質代謝異常を契機に診断されたCushing病の一例 第188回日本内科学会地方会 

2009.6.13 （大阪国際交流センター、大阪） 

７  玉田理恵, 本庶祥子、池田弘毅、河崎祐貴子、國正淳一、越山裕行インスリン注射針変更に関するアン
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ケート調査 第51回日本糖尿病学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

８  佐藤真治、本庶祥子、池田弘毅、河崎祐貴子、越山裕行、大槻伸吾、田中史朗 医療健康連携による糖

尿病患者の下肢閉塞性動脈硬化症（PAD）早期発見早期介入プログラム（かくれPAD運動プログラム）の

開発  第51回日本糖尿病学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

９  重田由美、中山法子、河崎祐貴子、本庶祥子、和田良春、浜本芳之、越山裕行 病診連携の実際〜２人

主治医制の浸透〜 第51回日本糖尿病学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

１０ 永原守、久保麻友子、山田信子、河崎祐貴子、池田弘毅、本庶祥子、越山裕行 低カロリーフランス料

理の取り組み 第51回日本糖尿病学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

１１ 中村由佳、越井由佳子、大道朋子、桐山恵、田村米子、西田麻紀、西村晴香、中山法子、国光ハナエ、

河崎祐貴子、池田弘毅、本庶祥子、越山裕行 糖尿病患者への専門病棟集中型集合教育の取り組みにつ

いて 第51回日本糖尿病学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

１２ 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 

 睡眠時無呼吸を合併した糖尿病患者における自律神経障害の関与  第 51 回日本糖尿病学会年次学術

総会2009.5.21-24 （大阪） 

１３ 木村哲也、池田弘毅、藤川潤、野村和弘、青山倫久、和田良春、河崎祐貴子、本庶祥子、浜本芳之、 

越山裕行 糖尿病細小血管合併症の存在予測ツールとしての血清シスタチンCの有用性 第51回日本糖

尿病学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

１４ 本庶祥子、河崎祐貴子、池田弘毅、和田良春、青山倫久、木村哲也、野村和弘、越山裕行 糖尿病患者

の無症候性心筋虚血スクリーニング方法の検討 第 51 回日本糖尿病学会年次学術総会 2009.5.21-24 

（大阪） 

１５ 岩崎順博、野村和弘、青山倫久、木村哲也、河崎祐貴子、和田良春、池田弘毅、浜本芳之、本庶祥子、

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 51 回日本糖尿病学会年次学術

総会2009.5.21-24 （大阪） 

１６ 池田弘毅、本庶祥子、河崎祐貴子、浜本芳之、和田良春、青山倫久、木村哲也、野村和弘、越山裕行  

2 型糖尿病に伴う早期腎症に対するロサルタン＋少量利尿薬合剤とその他の ARB の腎保護作用の比較 

第51回日本糖尿病学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

１７ 南口信恵、安藤ますみ、神代英子、楠本美和、博多恵美、中村由佳、越井由佳子、中山法子、 

国光ハナエ、越山裕行 当院における糖尿病フットケア教育に対する看護師の認識 第51回日本糖尿病

学会年次学術総会2009.5.21-24 （大阪） 

１８ Wada Y, Yokoi T, Sanada F, Ikeuchi K, oshika M, Masuda M, Komiyama Y, Taniyama Y, Masaki H, 

Morishita R, Koshiyama H, Takahashi H.  Ursodeoxycholic acid inhibits endothelial cell 

plasminogen activator inhibitor-1 expression induced by high glucose depend on transforming 

growth factor signaling. The 66th ADA Scientific meeting, 2009. 6.5-9 (New Orleans, LO, USA) 

１９ 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. The 

XV International Symposium on Atherosclerosis. 2009.6.14-18. (Boston, MA, USA) 

２０ 岩崎順博、浜本芳之、本庶祥子、池田弘毅、河崎祐貴子、和田良春、野村和弘、越山裕行 糖尿病性ケ

トーシスで発症した症例の多様性 第117回近畿糖尿病談話会 2009.6.20大阪） 

２１ 河崎祐貴子  糖尿病患者における無症候性冠動脈子癇のスクリーニング方法の検討 第84回（財）田

附興風会医学研究所学術講演会 第8回医学研究所研究発表会 2009.7.25（きたのホール、大阪） 

２２ 河崎祐貴子、本庶祥子、浜本芳之、岩崎順博、奈部浩一郎、越山裕行 無症候性心筋虚血の糖尿病患者

におけるスクリーニング 第８回糖尿病と心血管病カンファランス 200.9.8.1（帝国ホテル, 大阪） 

２３ S. Yamane1, Y. Hamamoto1, N. Harada1, K. Toyoda1, Y. Seino2, N. Inagaki. Evaluation of the effect 

of GLP-1 receptor activation on ER stress mediated beta cell damage in Akita miceThe 45th Annual 

Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2009.9.29-10.2 (Wien, 

Australia) 

２４ 金政佑典、岩崎順博、河崎祐貴子、浜本芳之、本庶祥子、池田弘毅、和田良春、越山裕行 糖尿病性ケ

トアシドーシスにギラン・バレー症候群を合併した１例  第189回日本内科学会近畿地方会  
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2009.9.26（大阪国際交流センター, 大阪） 

２５ Inano S, Honjo S, Iwasaki Y, Nomura K, Kawasaki Y, Hamamoto Y, Ikeda H, Koshiyama H, Sano H.  Two 

cases of male gonadotropin cell adenoma.  The 11th International Pitutiary Pathology Society 

(IPPS) Meeting,  200.9.10.16-20. (Awaji, Japan) 

２６ Iwasaki Y, Honjo S, Hamamoto Y, Ikeda H, Nomura K, Wada Y, Nohara R, Koshiyama H. Acute onset 

diabetic ketosis in Japanese patients: clinical course and prognosis. The 20th International 

Diabetes Congress 2009.  2009.10.18-10.22(Montreal, Canada) 

２７ Kawasaki K, Honjo S, Hamamoto Y, Ikeda H, Nomura K, Wada Y, Nohara R, Koshiyama H. Screening 

strategy for asymptomatic coronary heart disease in Japanese patients with diabetes mellitus. 

The 20th International Diabetes Foundation 2009.10.18-22(Montreal, Canada) 

２８ Nomura K, Hamamoto Y, Takahara S, Kikuchi O, Honjo S, Ikeda H, Wada Y, Kawasaki Y, Okumura R, 

Koshiyama H. Relationship between carotid intima-media thicknes and silent cerebral infarction 

in Japanese subjects with type 2 diabetes. The 20th International Diabetes Foundation 

2009.10.18-22(Montreal, Canada) 

２９ Wada Y, Hamamoto Y, Nomura K, Honjo S, Fujikawa J, Ikeda H, Kawasaki Y, Iwasaki Y, Koshiyama H. 

The change in plasma calcium is associated with those in lipid and glucose tolerance in Japanese 

subjects with fatty liver. The 20th International Diabetes Foundation 2009.10.18-22(Montreal, 

Canada) 

３０ 浜本芳之、浜崎暁洋、稲垣暢也 ピオグリタゾンのβ細胞機能に対する影響  第46回日本糖尿病学会

近畿地方会  2009.11.3（京都） 

３１ 友滝晴一、岩崎順博、河崎祐貴子、本庶祥子、浜本芳之、和田良春、池田弘毅、野村和弘、越山裕行  

両側眼窩峰窩織炎を合併した2型糖尿病の１例 第46回日本糖尿病学会近畿地方会 2009.11.3（京都） 

３２ 岩崎順博 高血糖性舞踏病で新規発症した高齢１型糖尿病の一例 第 46 回日本糖尿病学会近畿地方会  

2009.11.3（京都） 

３３ 金政佑典、岩崎順博、河崎祐貴子、浜本芳之、本庶祥子、池田弘毅、和田良春、越山裕行 糖尿病性ケ

トアシドーシスにギラン・バレー症候群を合併した１例 第 46 回日本糖尿病学会近畿地方会  

2009.11.3（京都） 

３４ 佐藤真治、中山法子、大槻伸吾、田中志朗、越山裕行、野原隆司 糖尿病患者を対象とした運動関連セ

ルフエフィカシー改善プログラムの開発 第４回生活習慣病認知行動療法研究会 2009.11.28（国立国際

医療センター、東京） 

３５ Hamamoto Y, Ikeda H, Honjo S, Kawasaki Y, Nomura K, Iwasaki Y, Wada Y, Koshiyama H.  Hypotensice 

and renoprotective effect and possible deteriorative effect on glycemic control of fixed 

combination of losartan and hydrochlorothiazide in Japanese type 2 diabetic patients with 

hypertension. The 2nd International Conference on Fixed Combination in the Treatment of 

Hypertension.  2009.12.9-14(Valencia, Spain) 

３６ 友滝晴一、岩崎順博、廣瀬紗也子、河崎祐貴子、本庶祥子、浜本芳之、和田良春、越山裕行 低マグネ

シウム血症の補正中に発症し、診断に難渋したCPPD結晶性関節炎の一例 第190回日本内科学会近畿地

方会 2009.12.19〔神戸〕 

３７ 久保麻友子、井上裕子、入口真紀子 退院支援に栄養士が参画できた１症例について 第13回日本病態

栄養学会年次学術集会2010.1.9-10（国際京都会館、京都） 

３８ 石野恵美、前澤有紀、久保麻友子 食物アレルギー患者への確実な食事提供を目指した取り組み 

 第13回日本病態栄養学会年次学術集会2010.1.9-10（国際京都会館、京都） 

３９ 野々口直助、高橋潤、本庶祥子、浜本芳之、青木友和、戸田弘紀、太田剛史、西田南海子、林英樹、 

河鰭憲幸、黒崎義隆、藤本浩一、池堂太一、樋口直司、高橋由紀、越山裕行 ゴナドトロピン産生非  

機能性下垂体腺腫の２例 第20回間脳下垂体腫瘍学会 2010.2.19-21(神戸) 

４０ 糀谷泰彦、本庶祥子、浜本芳之、河崎祐貴子、池田弘毅、和田良春、野村和弘、岩崎順博、越山裕行 

 急性膵炎として加療されていた劇症１型糖尿病の1例 第4回糖尿病臨床フォーラム 2009.3.13（大阪） 
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リウマチ膠原病内科 

１  藤田 昌昭、簱智さおり、八木田正人、熊谷俊一.  リウマチ性疾患とクラミジア感染症.  第53回日

本リウマチ学会総会 2009/4/23-26（東京）  

２  八木田正人、大西 輝、塩見 葵、簱智さおり、古形 芳則  強皮症の経過中にみられたacquired IgA 

deficiencyの一例  第53回日本リウマチ学会総会 2009/4/23-26（東京） 

３  大西 輝、塩見 葵、古形 芳則、八木田正人  インフリキマブが有効であった血球貪食症候群合併成

人スチル病の一例  第53回日本リウマチ学会総会 2009/4/23-26（東京） 

４  西田 美和、林 宏樹、辻 剛、三枝 淳、杉本 健、河野 誠司、森信 暁雄、熊谷 俊一  エタネ

ルセプト（Eta.）投与下にリステリア髄膜脳炎を発症した関節リウマチの一例  第53回日本リウマチ学

会総会 （東京） 2009年4月 

５  籏智さおり、笠木伸平、河野誠司、熊谷俊一.  全身性自己免疫疾患の腎組織におけるPD-1/PD-L分子の

発現  第37回日本臨床免疫学会総会 2009/11/13-15（東京）   
 

 

血液内科 

１  中村文明 福永明子 平田大二 有馬靖佳  高リスク群びまん性大細胞型リンパ腫に対するR-CHOP後の

upfront auto-stem cell transplantation（ASCT）の有効性の検討  第31回日本造血細胞移植学会総会

2009/2/5-6（北海道)    

２  福永明子 中村文明 平田大二 有馬靖佳  Management of serum creatinine levels in patients with 

deferasirox treatment Iron overload case study forum  2009/3/7（京都）   

３  Nakamura Fumiaki  Ohgushi Hajime Machida Hiroko Fukunaga Akiko Hirata Hirokazu Arima 

Nobuyoshi    A pilot study of intra-arterial infusion of a relatively small number of mesenchymal 

stem cells for treatment of steroid-refractory acute graft-versus-host disease  35th Annual 

Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation（ＥＢＭＴ） 2009/3/29-4/1 

 （teborg, Sweden） 

４  有馬靖佳 北野病院における慢性骨髄性白血病の治療経験  病薬連携セミナー2009/5/7（大阪）  

５  福永明子 デフェラシロクス投与における腎障害マネジメント  くすのき Iron Overload Forum関西 

2009/5/23 

６  福永明子 丸山 亙 吉永則良 平田大二 有馬靖佳  髄液中の菌数をモニタリングしながら髄液ドレナージ

を繰り返したAIDS関連クリプトコッカス髄膜炎の一例  第188回内科学会近畿地方会 2009/6/13（大阪） 

７  有馬靖佳  吉永則良  丸山 亙  福永明子  平田大二  内山 卓  当院で経験した十二指腸原発濾胞性リン

パ腫の3例   第49回日本リンパ網内系学会総会 2009/10/23-25（淡路）    

８  吉永則良 丸山 亙 福永明子  平田大二  有馬靖佳  内山 卓  当院で経験したバーキットリンパ腫４例に

おいてそのPET-CTの意義を考える  第71回日本血液学会学術集会 2009/10/23-25（パシフィコ横浜） 

９  福永明子  吉永則良  丸山 亙  平田大二  有馬靖佳  内山 卓   デフェラシロクス投与における腎障害

マネジメント  第71回日本血液学会学術集会  2009/10/23-25（パシフィコ横浜）  

１０ 福永明子  吉永則良  丸山 亙  平田大二  中村文明  有馬靖佳  内山 卓  難治性ろ胞性リンパ腫に対し

て臍帯血移植を施行した１例  Meet The Specialists 2009  2009/11/20（大阪） 

 

 

神経内科 
１  Saiki, H. Toda, M. Yamanegi, R. Nagata, A. Ozaki, M. Takahashi, H. Hayashi, N. Nishida, K. Ueda, 

J. Takahashi, S. Matsumoto Impulse control disorder in STN-DBS cases in PD patients The Movement 

Disorder Society's the 13th International Congress 2009/06/09 Paris, France 

２  Matsuya N, Komori M, Nomura K, Matsuo H, Kondo T. Increased T cell immunity against aquaporin-4 

in neuromyelitis optica. 25th Congress of the European Committee for Treatment and Research in 

Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Düsseldorf, Germany, ,  2009.  

３  Komori M, Matsuyama Y, Nirasawa T, Thiele H, Saida T, Tanaka M, Tomimoto H, Takahashi R,  

Tashiro K, Ikegawa M, Kondo T. Cerebrospinal fluid proteome profiles of patients with multiple 

sclerosis 25th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 
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(ECTRIMS) , Düsseldorf, Germany, 2009.  

４  Ikegawa M, Toshikazu M, Yamazaki Y, Ito N, Komori M, Kondo T and Fukazawa H. Multiprotein Complexes 

in Serum Proteomics by 2D BN/SDS Gel Electrophoresis. The 8th HUPO World Congress, Canada Toront, 

2009. 

５  Komori M, Matsuyama Y, Nirasawa T, Thiele H, Saida T, Tanaka M, Tomimoto H, Takahashji R, 

Tashiro K, Kondo T and  Ikegawa M. Diagnostic Cerebrospinal Fluid Proteome Profiling for Multiple 

Sclerosis. The 8th HUPO World Congress, Canada Toront, 2009. 

６  Komori M, Ikegawa M, Kondo T. Proteomics of MS and NMO. The 2nd Pan-Asian Committee on Treatment 

and Research in Multiple Sclerosis (PACTRIMS), Hong Kong, China, 2009. 

７  斎木 英資、永田 理絵、山根木 美貴、尾崎 彰彦、高橋 牧郎、西田 南海子、戸田 弘紀、高橋 潤、

上田 敬太、山岸 洋、松本禎之 視床下核脳深部刺激術における衝動制御障害の検討 第４８回日本定

位・機能神経外科学会 2009/01/24 

８  斎木 英資、戸田 弘記、永田 理絵、山根木 美貴、西田 南海子、林 英樹、上田 敬太、 

松本 禎之、高橋 潤 当院でのパーキンソン病に対する視床下核脳深部刺激療法における衝動制御障害

例に関する検討 第２１回北野病院研究所セミナー 2009/02/10 

９  斎木 英資 DBS治療update -内科的立場から- 脳深部刺激療法（DBS）座談会 2009/02/25 

１０ 斎木 英資 STN-DBSと精神症状 パーキンソン病シンポジウム高松2009 2009/03/07 

１１ 斎木 英資 パーキンソン病のDBS治療と認知・精神症状 徳島パーキンソン病エキスパートミーティン

グ 2009/04/08 

１２ 斎木 英資 脳深部刺激術（DBS）の可能性 -目からウロコのDBS講座- 全国パーキンソン病友の会大阪

府支部講演会 2009/04/29 

１３ 斎木 英資 脳深部刺激術（DBS）の可能性 パーキンソン病フォーラム 全国パーキンソン病友の会東京

都支部 2009/05/07 

１４ 斎木 英資、永田 理絵、山根木 美貴、林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀、高橋 潤、上田 敬太、

尾崎 彰彦、高橋 牧郎、松本禎之 パーキンソン病に対するSTN-DBSの適応判定手法に関する検討  

第５０回日本神経学会総会 2009/05/20 

１５ 永田 理絵、斎木 英資、山根木 美貴、林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀、高橋 潤、上田 敬太、

小松 研一、尾崎 彰彦、高橋 牧郎、松本禎之 パーキンソン病に対するSTN-DBS後の幻覚妄想に関す

る検討 第５０回日本神経学会総会 2009/05/20 

１６ 山根木 美貴、斎木 英資、永田 理絵、林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀、高橋 潤、上田 敬太、

尾崎 彰彦、高橋 牧郎、松本禎之 病的賭博を有するパーキンソン病患者に対するSTN-DBSの検討  

第５０回日本神経学会総会 2009/05/20 

１７ 斎木 英資 神経内科 ～ 近の治療と進歩・ 近の話題～ 守口市医師会学術講演会2009-06-17 

１８ 斎木 英資 今日のパーキンソン病治療 ～内服治療と外科治療～ 吹田市医師会臨床医学談話会 

2009/06/24 

１９ 斎木 英資 パーキンソン病に対する視床下核脳深部刺激術 第８回釧路ニューロサイエンスワークショ

ップ 2009/07/03 

２０ 斎木 英資 パーキンソン病の 近の知見と薬物療法 第１回滋賀県北部神経疾患アカデミー 

2009/07/17 

２１ 斎木 英資 病的賭博を有するパーキンソン病患者に対するSTN-DBSの検討 第２４回日本大脳基底核研

究会 2009/08/01 

２２ 斎木 英資、永田 理絵、山根木 美貴、戸田 弘紀、林 英樹、西田 南海子、藤本 心祐、高橋 潤、 

松本 禎之 STN-DBS 目的紹介パーキンソン病患者の適応評価結果に関する検討 第 3 回 Movement 

Disorder Society, Japan 学術集会 2009/10/09 

２３ 斎木 英資、横地 房子、藤本 健一、馬場 康彦 パーキンソン病に対するSTN-DBSの客観的評価手法

に関する多施設検討 第3回 Movement Disorder Society, Japan 学術集会 2009/10/09 

２４ 永田 理絵、斎木 英資、川村 眞弓、戸田 弘紀、山根木 美貴、林 英樹、西田 南海子、藤本 心祐、

高橋 潤、松本 禎之 病的賭博と病的過食を有するパーキンソン病患者に対するSTN-DBSの１例 第3回 

Movement Disorder Society, Japan 学術集会 2009/10/09 

２５ 斎木 英資 パーキンソン病治療の 前線 ～DBSと薬物治療～ GSK PD Expert Meeting 2009/10/14 
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２６ 斎木 英資 パーキンソン病治療の 前線 ～薬物治療と DBS～ パーキンソン病診療エキスパートミー

ティング 2009/10/21 

２７ 斎木 英資 パーキンソン病の精神症状とDBS 第二回東北ニューロモジュレーション研究会2009/10/30 

２８ 斎木 英資 パーキンソン病の外科治療における 新の取り組み 阪神パーキンソン病治療検討会 

2009/11/05 

２９ 斎木 英資 目からウロコのDBS講座 パーキンソン病を考えるシンポジウム2009/11/14 

３０ 斎木 英資 紹介元医師とDBSセンター医師間のコミュニケーション 第三回DBS治療検討会2009/11/28 

３１ 斎木 英資 視床下核脳深部刺激術適応基準の多施設共同検討 第３８回OSK 2009/12/12 

３２ 斎木 英資 パーキンソン病の長期治療 -DBS と薬剤を包含した治療戦略の試み- 第４９回日本定位・

機能神経外科学会 2010/1/23 

３３ 斎木 英資 パーキンソン病の診断・治療・病診連携 大阪府保険医協会講演2010/02/25 

３４ 松屋合歓、小森美華、野村恭一、松尾秀徳、近藤誉之：視神経脊髄炎におけるアクアポリン 4 に対する T

細胞性免疫応答. 第50回日本神経学会総会2009/5/20-22（仙台） 

３５ 小森美華，松山由美子，韮澤崇，斎田孝彦，田中正美，田代 啓，冨本秀和，高橋良輔，池川雅哉， 

近藤誉之： 長脊髄病変を持つMS/NMOは抗アクアポリン4抗体有無に関わらず病態を共有する. 第50回日

本神経学会総会2009/5/20-22（仙台） 

３６ 小森美華、高橋良輔、近藤誉之、池川雅哉、田代 啓： ClinProt システムを用いた多発性硬化症の脳脊

髄液中バイオマーカー探索. 第５回プロテオミクス・構造生物学講演会 2009/11/2-3 (東京) 

３６ 池川雅哉、小森美華、近藤誉之：多発性硬化症をはじめとする中枢神経性脱髄疾患の臨床プロテオーム解

析. 第34回日本医用マススペクトル学会年会シンポジウム 2009/9/10-11（大阪） 

３７ 尾崎彰彦、永井之暢、雑賀玲子、朝山知子、宮原淳一、永田理絵、高橋牧郎、斎木英資、近藤誉之、 

里井斉、松本禎之  葉酸低下を伴う認知症例の検討  第50回日本神経学会総会 2009/5/20 

 

 

小児科 

１  飯田ちひろ 他  乳幼児突発性危急事態を引きおこした血管輪の一例  第112回日本小児科学会学術集会   
2009/4/17-19（奈良市） 

２  吉田葉子、尾崎智康、芳本潤、福原仁雄、豊原啓子、中村好秀、渡辺 健、秦大資 潜在性房室副伝導路

を合併した心房束枝マハイム束のアブレーション治療  第 112 回日本小児科学会学術集会   
2009/4/17-19（奈良市） 

３  飯田ちひろ、水本洋 他  先天性小腸閉鎖に高インスリン血症を合併した１例  第 267 回ＮＭＣＳ例会 
2009/4/24(大阪) 

４  松村拓朗、 宇野将一、 堂後鈴子、 丹羽尚子、羽田敦子  MRSA 保菌者に対する経皮内視鏡的胃瘻造

設術(PEG)時の抗MRSA 剤の予防投与についての検討 第 83 回日本感染症学会 2009/4/23-24(東京) 
５  羽田敦子, 大日康史, 西田仁, 塩田光隆, 秦大資  保育施設における積極的水痘予防接種の効果  

第 83 回日本感染症学会 2009/4/23-24(東京) 
６  H. Ebijima et al.  Comparison of bidirectional Glenn procedure with and without CPB  

5th International conference: Pediatric circulatory support system and pediatric cardiopulmonary 
perfusion Dallas, USA. 2009/5/28-5/30 

７  M. Shiota, K. Saitou, H. Mizumoto, A. Hata, M. Matsusaka, S. Yamaguchi, Y. Okamoto, M. Ohta,  
D. Hata  Cereulide-proven Bacillus Cereus Food Poisoning in a Family including a Fatal Case and 
a Fluminant One Recovered Rapidly after Hemodialysis.  27th annual meeting of the European 
society for paediatric infectious diseases  2009/6/9-13  Brussels, Belgium 

８  匹田典克、水本洋 他  ホルモン補充療法後も低血糖が遷延する汎下垂体機能低下症の１例． 
第 268 回ＮＭＣＳ例会 2009/6/19(大阪) 

９  羽田敦子 当院における夜尿症診療の実態と小児科開業医における治療体系 第 20 回日本夜尿症学会 

学術集会 シンポジウム「夜尿症治療の体系化」 2009/6/20 (宇都宮市) 
１０ Yoko Yoshida, Noriyasu Ozaki, Jun Yoshimoto, Hitoo Fukuhara, Keiko Toyohara, Yoshihide Nakamura  

Radiofrequency catheter ablation for the treatment of idiopathic ventricular arrhythmia in children : 
single center experience   5th world congress of pediatric cardiology and cardiac surgery  
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2009/6/21-26  Cairns convention centre, Cairns, Australia 
１１ Keiko Toyohara, Yoko Yoshida, Noriyasu Ozaki, Hitoo Fukuhara, Jun Yoshimoto,  

Yoshihide Nakamura   Electrophysiological studies and radiofrequency catheter ablation in 
patients with asplenia syndrome  5th world congress of pediatric cardiology and cardiac surgery 
2009/6/21-26   Cairns convention centre, Cairns, Australia 

１２ H. Ebijima et al.   New hybrid strategy for hypoplastic left heart syndrome with intact or highly 
restrictive atrial septum   5th world congress of pediatric cardiology and cardiac surgery 
2009/6/21-26  Cairns convention centre, Cairns, Australia 

１３ 蓮井正史, 磯崎夕佳, 今井雄一郎, 田中幸代, 金子一成, 羽田敦子, 野津寛大  巣状糸球体硬化症として

治療されたDent 病(Dent 2)の 1 例  第 44 回日本小児腎臓病学会 2009/6/26-27(東京) 
１４ 吉田葉子、西田仁、尾崎智康、芳本潤、福原仁雄、豊原啓子、渡辺健、中村好秀  小児特発性心室性不

整脈患者のカテーテルアブレーション治療—単施設での治療経験—  第 45 回日本小児循環器学会総

会・学術集会 2009/7/15-17(神戸) 
１５ 海老島宏典 他  Norwood+VSD creation MS/AA を伴った HLHS に対する新術式  第 45 回 日 

小児循環器学会総会・学術集会  2009/7/15-17(神戸) 
１６ 匹田典克、水本洋 他   ホルモン補充療法後も低血糖が遷延する汎下垂体機能低下症の１例． 

第 16 回未熟児新生児医療研究会  2009/9/5(京都) 
１７ 明石良子、水本洋 他  出生直後より筋緊張低下とけいれんを反復する１例  第 269 回ＮＭＣＳ例会  

2009/9/18(大阪) 
１８ 水本洋 他  重症の新生児一過性高インスリン血症の４症例～その病態と管理方針に関する考察～ 

第３回日本新生児内分泌研究会学術集会  2009/9/26(大阪) 
１９ 熊倉啓 秦大資 高橋幸利  病初期に基底核病変が先行した、けいれん重積型脳症の 1 男児例 

 第 46 回日本小児神経学会近畿地方会 2009/10/3 
２０ 末永英世、水本洋 他  新生児仮死後に中枢性尿崩症を合併した１例  第 270 回ＮＭＣＳ例会 

2009/10/16(大阪) 
２１ 吉岡耕平  シェーグレン症候群と抗リン脂質抗体症候群を合併した混合性結合組織病の一例 

第 22 回北野小児科学術講演会 2009/10/17(大阪) 
２２ 小田紘嗣 他  好酸球性胃腸炎の一例  第 64 回 南大阪小児疾患研究会 2009/10/17 (大阪) 
２３ 水本洋 他   当科における新生児一過性高インスリン血症の臨床経験  第 24 回小児栄養消化器懇

話会 2009/11/7(大阪) 
２４ 羽田敦子  シンポジウム『麻疹排除に向けて』  大阪府における麻疹対策の現状と問題点 

第 41 回日本小児感染症学会 2009/11/14-15 (福井市) 
２５ 小田紘嗣 他  高 CK 血症と心嚢水貯留を伴ったロタウイルス腸炎の一例  第 41 回日本小児感染症

学会  2009/11/14-15 (福井市) 
２６ 羽田敦子  大阪における実態と対策への提言 ～小児医療の 前線から～  日本小児科学会緊急フォ

ーラムⅡ 『新型インフルエンザを迎え撃つ』  2009/11/18 (東京) 
２７ 濱端隆行、塩田光隆、末永英世、西田仁、吉田葉子、渡辺健、河鰭憲幸、戸田弘紀、坂下裕美、弓場吉哲 
   平戸純子、中里洋一、澤村豊、原純一、高橋潤、秦大資   左下肢跛行を契機に発見され、IVH 挿入と腫

瘍摘出術後に右房内多発血栓を認めたWHO分類不能の右視床腫瘍の一幼児例   第 25回小児がん学会 
2009/11/27-29 （東京）  

２８ 塩田光隆 西田 仁 秦 大資 西田明子 渥美達也 柴田 優 嶋緑倫  アデノイド・扁桃腺摘出後

の出血傾向の精査から、抗リン脂質抗体症候群を合併した血友病A 保因者と判明した 1 例  第 51 回日

本小児血液学会  2009/11/27-29（東京） 
２９ 匹田典克、水本 洋 他  ホルモン補充療法後も低血糖が遷延する汎下垂体機能低下症の１例   第 54回

日本未熟児新生児学会学術集会 2009/11/30-12/2(横浜) 
３０ 飯田ちひろ、水本洋 他  先天性小腸閉鎖術後に急激な血糖変動をきたした新生児一過性高インスリン

血症の一例   第 54 回日本未熟児新生児学会学術集会 2009/11/30-12/2(横浜) 
３１ 中田 昌利 末永英世 塩田光隆 秦 大資  食物アレルギーが関与した急性膵炎の１例  第 46 回小

児アレルギー学会 2009/12/5(福岡) 
３２ 匹田典克、水本洋 他  出生直後より筋緊張低下と痙攣を反復する１例  京大関連勉強会 
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2010/1/16(大阪) 
３３ 塩田光隆 寺岡由恵 西田仁 熊倉啓 水本洋 吉田葉子 吉岡孝和 羽田敦子 堀内久徳 秦大資 

乳児期一過性高フェリチン血症 13 例における血中サイトカイン及びリンパ球表面マーカーの検討―家族

性血球貪食症候性リンパ組織球症との比較―  第 9 回小児免疫アレルギー研究会 2010/2/6（大阪） 
３４ 明石良子、水本洋 他  出生直後より筋緊張低下と痙攣を反復する１例  第 17 回未熟児新生児医療 

研究会  2010/2/27(京都) 
３５ 吉岡耕平、吉岡孝和、明石良子、寺岡由恵、西田 仁、熊倉 啓、水本 洋、吉田葉子、塩田光隆、 

羽田敦子、秦 大資 シェーグレン症候群と抗リン脂質抗体症候群を合併した混合性結合組織病の一例 

第 23 回近畿小児科学会 2010/3/14（滋賀） 
３６ 飯田ちひろ、匹田典克、熊倉 啓、吉田葉子、松岡道生、山本景子、寺岡由恵、西田 仁、水本 洋、 

吉岡孝和、塩田光隆、羽田敦子、秦 大資  新型インフルエンザ（H1N1）による急性壊死性脳症で予

後良好であった一女児例  第 23 回近畿小児科学会 2010/3/14（滋賀） 
３７ 濱端隆行、塩田光隆、末永英世、西田仁、吉田葉子、渡辺健、河鰭憲幸、戸田弘紀、平戸純子、中里洋一、

原 純一、高橋潤、秦 大資  歩行障害を契機に発見された脳腫瘍の一例  第 23 回近畿小児科学会

2010/3/14 (滋賀) 
３８ 寺岡由恵、河勝千鶴、熊倉 啓、西田 仁、水本 洋、吉田葉子、吉岡孝和、塩田光隆、羽田敦子、 

秦 大資、石黒友也、小宮山雅樹  発熱、活気不良を主訴に来院した脊髄動静脈奇形の一症例 
第 23 回近畿小児科学会 2010/3/14（滋賀) 

３９ 匹田典克、水本 洋、吉田葉子、末永英世、山本景子、飯田ちひろ、吉岡耕平、西田 仁、熊倉 啓、 
塩田光隆、羽田敦子、秦 大資  ホルモン補充後も低血糖が遷延し、月齢とともに軽快した汎下垂体機

能低下症の１例  第 23 回近畿小児科学会 2010/3/14 (滋賀) 
４０ 末永英世、水本 洋、松岡道生、飯田ちひろ、寺岡由恵、西田 仁、熊倉 啓、吉田葉子、吉岡孝和、 

塩田光隆、羽田敦子、秦 大資 新生児仮死・MRSA 感染症後に中枢性尿崩症を合併した１例． 
第 23 回近畿小児科学会 2010/3/14 (滋賀) 

４１ 中田昌利、吉岡孝和、末永英世、塩田光隆、秦 大資  食物アレルギーが関与した急性膵炎の１例   
第 23 回近畿小児科学会  20010/3/14 （滋賀）  
 

 

神経精神科 

１  山岸洋 1800 年前後のドイツ哲学と精神医学:司法精神鑑定の問題における Kant と Hoffbauer． 第 13

回精神医学史学会 2009/10/31 東京． 

２  水田弘人  慢性の幻覚妄想状態に対する修正型通電療法の有効性  第105回近畿精神神経学会 

2009/7/18  大阪 

３  藤本心祐  統合失調症の診断における構造的脳画像データの有用性 について  第31回日本生物学的

精神医学会  2009/4/23-25  京都． 

４  藤本心祐  統合失調症における共感性と脳構造の関連について  第9回精神疾患と認知機能研究会 

2009/11/7 東京． 

 

 

形成外科 

１  岡田彩子、川端梨乃、武田孝輔、斉藤 晋、鈴木義久  静脈瘤の破裂を来したフォン・レックリングハ

ウゼン病の1例  第36回形成外科臨床会  2009//3/6 

２  齊藤 晋  Duplex 法超音波検査に基づく下肢静脈瘤の重症度決定とその治療について  北野病院研

究所セミナー 2009/3/11 

３  川端梨乃、齊藤 晋、武田孝輔、岡田彩子、鈴木義久  糖尿病患者に合併した指（趾）骨髄炎に対する

抗生剤含有セメントスペーサーを用いた再建治療の経験  第 52 回日本形成外科学会総会  

2009/4/24 

４  齊藤 晋, 武田孝輔, 鈴木義久  Dynamic ultrasound による PIP 関節掌側板の運動生理に関する研究   

第52 回日本手の外科学会学術集会  2009/4/16 
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５  齊藤 晋, 岡田彩子、田中麗奈、武田孝輔, 鈴木義久  Bernard変法による下口唇再建の経験  第92

回の本形成外科学会関西支部学術集会  2009/6/20 

６  岡田彩子、田中麗奈、武田孝輔, 齊藤 晋,鈴木義久  難治性皮膚潰瘍と診断したリンパ腫の１例  

 第37回形成外科臨床会  2009/8/28 

７  武田孝輔, 齊藤 晋, 岡田彩子, 田中麗奈, ,鈴木義久  糖尿病性足病変に対するminor amputationの

ジレンマ  第1回日本下肢救済・足病学会学術集会  2009/9/26 

８  齊藤 晋、田中麗沙、鈴木義久  糖尿病足における深部感染後の骨欠損に対するスペーサ及び血管柄付

腸骨移植を用いた骨格再建  第36回日本マイクロサージャリー学会  2009//10/23 

９  田中麗沙, 齊藤 晋, 岡田彩子, 武田孝輔, 鈴木義久  多数回の追加切除を要した右踵部の悪性黒色腫

の１例  第93回日本形成外科学会関西支部学術集会  2009/12/5 

１０ 武田孝輔, 齊藤 晋, 田中麗沙, 岡田彩子, 鈴木義久  抗生剤含有セメントスペーサーを用いたDIP関

節化膿性関節炎および骨髄炎の治療と再建   第 93 回日本形成外科学会関西支部学術集会  

2009/12/5 

１１ 齊藤 晋  足趾手術後に誘導される前足部変形に対する問題と治療  第 32 回北野病院研究所セミナ 

2010/2/2 

１２ 齊藤 晋, 川端梨乃, 石田泰久, 田中麗沙, 武田孝輔, 鈴木義久  長短橈側手根伸筋腱（ECRL or B）移

行術による多数指伸筋腱断裂の再建   第94回日本形成外科学会関西支部学術集会  2010/3/1 

１３ 武田孝輔, 齊藤 晋, 石田泰久、田中麗沙,鈴木義久  下肢血行再建術の既往のある患者の大切断の治療

経験   第94回日本形成外科学会関西支部学術集会  2010/3/1 

１４ 田中麗沙, 河原崎彩子, 武田孝輔, 齊藤 晋, 鈴木義久  所属リンパ節にコヒーシブシリコン粒子の転

移が疑われた豊胸術後患者の１例. 第94回日本形成外科学会関西支部学術集会  2010/3/1 

 

 

乳腺外科 

１  萩原理香、稲本俊他   当科で経験した乳癌脳転移１４症例の検討  第17回日本乳癌学会2009/7/3-4
（東京） 

２  多久和晴子、稲本俊他  ビスフォスフォネート製剤を用いて治療を行った転移性乳癌患者43例の検討 
第47回日本癌治療学会2009/10/22-24（横浜） 

３  鳥井雅恵、稲本俊他  非浸潤癌と微小浸潤癌におけるER、PGR、HER2発現の検討  第17回日本乳癌

学会2009/7/3-4（東京） 
４  鳥井雅恵、稲本俊他診断に苦慮した乳腺症の１例  第７回日本乳癌学会近畿地方会2009/12/5（神戸） 
５  Masae Torii, Takashi Inamoto, et al.  Clinicopathological and immunohistochemical features of 

microinvasive ductal carcinoma of the breast.  京都乳癌コンセンサス会議2009国際会議2009/4/16-18（京

都） 

 

脳神経外科 

１  大村知久  馬尾神経鞘腫に正常圧水頭症を合併した1例 第57回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会  

2009/4/4（大阪）     

２  高橋由紀  急速に増大を来したDysembryoplastic neuroepithelial tumorの一例  第27回日本脳腫

瘍病理学会2009/5/8-9（福岡） 

３  高橋 潤  成人脳腫瘍（公開講座） 第三回国際脳腫瘍学会2009/5/12-14（横浜） 

４  Hiroki Toda  Symposium S3 Correlation of STN Microelectrode Recording with Imaged based    

Target Selection The World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery 2009  

WSSFN Quadrennial Meeting 2009/5/23 (Toronto, Canada) 

５  Hiroki Toda  Comparison of Surgical Outcomes with Unilateral, Staged Bilateral, and  

Bilateral Subthalamic Stimulation for Advanced Parkinson’s Disease The World Society  

for Stereotactic and Functional Neurosurgery 2009 WSSFN Quadrennial Meeting 2009/5/24-27 

 (Toronto, Canada) 

６  林 英樹  馬尾神経鞘腫に正常圧水頭症を合併した1例  第24回日本脊髄外科学会2009/5/28（宮崎） 
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 ７  Hiroki Toda, Hidemoto Saiki, Keita Ueda, Sadayuki Matsumoto, Jun Takahashi 

Comparison of Surgical Outcomes with Unilateral, Staged Bilateral, and Bilateral  

Subthalamic Stimulation for Advanced Parkinson's Disease. 

The Movement Disorder Society's 13th International Congress of Parkinson's  Disease and Move

ment Disorders 2009/6/7-11 (Paris, France)  

８  河鰭憲幸  笑い発作を呈した視床下部過誤腫を直達手術にて加療した一例  第 37 回日本小児神経外

科学会 2009/6/11-12 

９  高橋由紀  急速なcystic enlargementを来たしたDysembryoplastic Neuroepithelial Tumorの一例 

 第37回日本小児神経外科学会 2009/6/11-12 

１０ 高橋 潤  グリオーマの治療（特別講演） 第39回兵庫県脳神経外科医懇話会2009/7/4（兵庫） 

１１ 林 英樹  松果体部胚細胞腫瘍摘出3年後に脊椎硬膜内に認めた3つの enterogenous cyst 第 60 回近

畿脊髄外科研究会2009/9/5（大阪） 

１２ 青木友和  悪性グリオーマのスタンダードケア(特別講演) 第2回三重脳腫瘍研究会2009/9/15（三重） 

１３ 西田南海子 他  パーキンソン病に対する視床下核深部脳刺激は脳幹REMスイッチに作用する 第32回

日本神経科学学会2009/9/16-18（名古屋） 

１４ 戸田弘紀 青木友和 高橋 潤  三叉神経減圧術における上錐体静脈とその流入静脈の取り扱い  

第12回脳神経減圧術研究会2009/10/13(東京) 

１５ 林 英樹  Wnt5aとsFRP1はES細胞から神経を誘導する：SDIAのメカニズム  第68回脳神経外科学会総会

2009/10/14（東京） 

１６ 高橋由紀  下垂体腺腫の治療成績  第68回脳神経外科学会総会2009/10/14（東京） 

１７ 青木友和  再発悪性神経膠腫に対するBevacizumab (抗VEGF抗体)の臨床経験（シンポジウム）  第68回

日本脳神経外科学会総会2009/10/15（東京） 

１８ 高橋 潤 他  diffuse astrocytomaの治療（ケースカンファランス・コメンテーター 脳腫瘍）  

     第68回日本脳神経外科学会総会2009/10/15（東京） 

１９ 高橋 潤 他  傍鞍部内頸動脈動脈瘤クリッピングの合併症とintradural en-bloc clinoidectomyの有用

性  第68回日本脳神経外科学会総会2009/10/14-16（東京）  

２０ 戸田弘紀 斎木英資 西田南海子 林英樹 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

刺激療法:片側手術と両側手術の比較  第68回日本脳神経外科学会総会2009/10/14-16 (東京)  

２１ 戸田弘紀 斎木英資 西田南海子 林 英樹 松本禎之 高橋 潤  進行期パーキンソン病に対する視床下

核刺激療法:片側手術と両側手術の比較  第68回日本脳神経外科学会学術総会 2009/10/14-16 (東京) 

２２ 太田剛史、林英樹、高橋潤   回転 DSA 装置を用いた 3 次元静脈造影   第 68 回日本脳神経外科学会総会

2009/10/14-16（東京） 

２３ 黒崎 義隆, 太田 剛史, 野々口 直助, 戸田 弘紀, 青木 友和, 高橋 潤   再発髄膜腫に対する手術療法 

第68回日本脳神経外科学会総会 2009/10/14-16 （東京） 

２４ 大村知久、西浦巌（日本橋病院 脳神経外科）  三叉神経痛、片側顔面痙攣症に対する微小血管減圧術の

治療成績  第68回日本脳神経外科学会総会2009/10/14-16（東京） 

２５ 樋口直司  微小血管減圧術後に合併したテント上急性硬膜下出血例の検討  第 68 回日本脳神経外科学会

総会2009/10/14-16（東京） 

２６ Hideki Hayashi   Wnt5a and sFRP1 induce neural cells from embryonic stem cells: The mechanism of 

stromal cell-derived inducing activity  米国神経科学学会第39回年次集会2009/10/19（シカゴ） 

２７ 青木友和  再発膠芽腫に対するICE化学療法 第２相試験  第27回日本脳腫瘍学会2009/11/17（大阪） 

２８ 太田剛史、林 英樹、高橋 潤   硬膜動静脈瘻の経静脈塞栓術後に他部位の静脈流出パターン悪化を認めた 

一例  第25回日本脳神経血管内治療学会総会2009/11/19-21（富山） 

２９ 太田剛史  動脈硬化性頭蓋内動脈狭窄病変の治療方針  第 12 回北野糖尿病合併症フォーラム 2009/11/28

（大阪） 

３０ 林 英樹  第4脳室病変に対する外科的到達法  第14回関西脳神経外科手術研究会2009/12/19（大阪） 

３１ 戸田弘紀 林 英樹 高橋 潤   神経因性疼痛に対するガバペンチンと脊髄刺激療法の効果   第 49 回日

本定位・機能神経外科学会 2010/1/22-23(大阪)  

３２ 西田南海子 他  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期アトニ

ア維持作用についてー    第49回日本定位・機能神経外科学会 2010/1/22-23(大阪)  
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３３ 高橋由紀   成長ホルモン産生下垂体腺腫の手術治療   第 20 回日本間脳下垂体腫瘍学会  2010/2/19-21

（兵庫） 

３４ 高橋由紀  海綿静脈洞伸展をきたした GH 産生下垂体腺腫の手術   第 16 回臨床脳神経外科研究会

2010/3/5-7（岩手） 

３５ 戸田弘紀 林 英樹 岡本 健 高橋 潤   嚢胞を有する頚髄偽腫瘍の一例  ASSS2010  2010/3/20-21 

(東京)  

３６ 林 英樹  Granulation を伴った頚胸椎移行部の Juxta-facet cyst の一例  第 61 回近畿脊髄外科研究会

2010/3/27（大阪） 

３７ 戸田弘紀、林  英樹、西浦 巖、高橋 潤   脊髄腹側に存在した脊髄髄膜腫2例の報告  第61回近畿脊

髄外科研究会 2010/3/27(大阪)   

 

 

整形外科 

１  田村治郎、麻田義之、西田晴彦、岡本 健、塚中真佐子、松田康孝   ケルブール型プレートを用いた

人工股関節置換術に対する骨欠損再建の治療成績  第 113 回中部日本整形外科災害外科学術集会 

2009/10/2-3 

２  田村治郎、麻田義之、西田晴彦、岡本 健、杉浦 洋、塚中真佐子、石井啓介、松田康孝、岩本 幹生 

クロスリンクポリエチレンおよび26mmCoCr骨頭を用いたK-MAX型HS-3セメントステム人工股関節の臨床

成績  第40回日本人工関節学会 2010/2/26-27 

３  西田晴彦、岡本 健、田村治郎、麻田義之、松田康孝  嚥下障害をきたした頚椎前縦靭帯骨化症の1例 

第112回中部日本整形災害学会  2009/04/09 京都 

４  石井啓介   頚椎前方固定術後に生じた食道穿孔の1例  第112回中部日本整形外科災害外科学会 

2009/04/09  京都  

５  杉浦 洋、岡本 健、塚中真佐子、西田晴彦、田村治郎、麻田義之、松田康孝   新しいTLIF用ケージ

(CRESCENT)の開発と使用経験  第24回日本脊髄外科学会  2009/05/28 宮崎 

６  岡本 健、松田 康孝  腰部脊柱管狭窄症に対する腰椎開窓術の治療成績－術後成績不良に関与する因

子の検討－  第38回日本脊椎脊髄病学会  2009/4/24 神戸 

７  松田康孝  腰椎変性疾患に対する治療  第8回芝蘭会北大阪支部講演  2009/11/7 大阪 

８  松田康孝、岡本 健  教育研修講演 スポーツ障害による腰椎疾患 第20回日本臨床スポーツ医学会 

2009/11/14  神戸 

９  岡本  健、松田 康孝  腰部脊柱管狭窄症に対する腰椎開窓術の治療成績－術後成績不良に関与する

因子の検討－  第38回日本脊椎脊髄病学会  2009/4/24  神戸 

１０ 石井啓介  腰椎椎間板嚢腫の一例  第112回中部日本整形外科災害外科学会 2009/4/9 京都 

 

 

小児外科 
１  園田真理、佐藤正人、宮内雄也  診断に難渋した反復性腹痛の１例  第 61 回小児外科わからん会  

2009/3/7  大阪 

２  園田真理、佐藤正人、宮内雄也、高田晃平、濵田吉則  小児腸重積に対する腹腔鏡下手術の検討   

第45回日本腹部救急医学会総会  ０９０３１２?１３  東京 

３  佐藤正人、園田真理、棚野晃秀、高田晃平、濵田吉則   腹腔鏡下脾臓摘出術ー年齢別に見た術式の相

違ー自験例からの検討  第１０９回日本外科学会総会  090402-04 福岡 

４  高田晃平，三木博和，矢内洋次、中竹利和、佐藤正人、濱田吉則  臍部人工肛門造設術の検討  第１

０９回日本外科学会総会  ０９０４０２?０４  福岡 

５  吉田昌弘、佐藤正人、園田真理、中西保貴、小山幸法、郡司周太郎、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅  骨

盤内臓臓器脱を考慮した完全直腸脱に対する Ripstein 法直腸固定術  第１０９回日本外科学会総会  

090402-04  福岡 

６  佐藤正人  安全に楽しく食べる  医療的ケアの会  90429 岩出（和歌山） 

７  佐藤正人、園田真理、宮内雄也  反復性腹痛に対する腹腔鏡手術の経験  第４６回日本小児外科学会

総会  ０９０６０１?０３  大阪 
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８  園田真理、佐藤正人、宮内雄也  診断に難渋したcholedochoceleの１例  第４６回日本小児外科学会

総会  ０９０６０１?０３  大阪 

９  宮内雄也、佐藤正人、園田真理  自然破裂をきたした腎盂尿管移行部狭窄症の１例  第４６回日本小

児外科学会総会  ０９０６０１?０３  大阪 

１０ 高田晃平、中竹利和、三木博和，矢内洋次、荒木吉朗、佐藤正人、濱田吉則  臍部人工肛門造設術の検

討  第４６回日本小児外科学会総会  ０９０６０１?０３  大阪 

１１ 佐藤正人  ポスターへそ２  第４６回日本小児外科学会総会  ０９０６０１?０３  大阪 

１２ 園田真理、宮内雄也、佐藤正人  特異な経過をたどったcholedochoceleの１例 第２３回大阪小

児栄養消化器病懇話会  90606 大阪 

１３ 宮内雄也、園田真理、佐藤正人  急性腹症にて発症した大網嚢腫の１例  第１８５回近畿外科学会

90613  神戸 

１４ 園田真理、佐藤正人、宮内雄也  臍ヘルニア嵌頓の１例  第２３回日本小児救急医学会  ０９０６

１９?２０  熊本 

１５ 吉田昌弘、佐藤正人、中西保貴、小山幸法、郡司周太郎、多田正晴、上田修吾、橋田裕毅、寺嶋宏明、 

   尾崎信弘 完全直腸脱に対する腹腔鏡下Ripstein法直腸固定術の有用性の検討  第６４回日本消化器 

   外科学会総会  ０９０７１６?１８  大阪 

１６ 宮内雄也、園田真理、佐藤正人、飯田ちひろ、水本 洋、秦 大資  小腸閉鎖術後に増悪した一過性高

インスリン性低血糖の１例  第４５回日本小児外科学会近畿地方会  90829  神戸 

１７ 園田真理、佐藤正人、宮内雄也  当院におけるInterval appendectomyの検討  第４５回日本小児外

科学会近畿地方会  90829  神戸 

１８ 高田晃平、上山庸佑、宮内雄也、佐藤正人、濵田吉則  先天性横隔膜弛緩症の１例  第６２回小児外

科わからん会  91010  大阪 

１９ 宮内雄也、佐藤正人、園田真理  脳腫瘍治療中に中心静脈カテーテル周囲に血栓形成を起こした一例  

第６２回小児外科わからん会  91010  大阪 

２０ 宮内雄也、園田真理、佐藤正人  鎖肛を伴わない直腸膣瘻の１例  第２９回日本小児内視鏡外科・手

術手技研究会  091029-30  鹿児島 

２１ 高田晃平，佐藤正人、岩井愛子、中竹利和、上山庸佑、三木博和，矢内洋次、荒木吉朗、濱田吉則  先

天性横隔膜異常に対する治療戦略  第２９回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会 091029-30  鹿児

島 

２２ 園田真理、佐藤正人、宮内雄也  当院におけるInterval appendectomy症例の検討  第２９回日本小

児内視鏡外科・手術手技研究会  091029-30  鹿児島 

２３ 佐藤正人、園田真理、宮内雄也  腹腔鏡下癒着剥離術の経験  第２９回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会  091029-30  鹿児島 

２４ 佐藤正人、園田真理、宮内雄也、高田晃平、濵田吉則  高位鎖肛に対する腹腔鏡補助下鎖肛根治術  題

６６回直腸肛門奇形研究会  91030  鹿児島 

２５ 佐藤正人  当番世話人  第２４回大阪小児栄養消化器病懇話会  91107  大阪 

２６ 園田真理、佐藤正人  delayed appendectomy  第２４回大阪小児栄養消化器病懇話会  91107  大

阪 

２７ 佐藤正人、園田真理、宮内雄也  小児外科領域における腹腔鏡下癒着剥離術の経験   第２２回日本

内視鏡外科学会総会  ０９１２０３?０５  東京 

２８ 佐藤正人、園田真理、宮内雄也、濵田吉則  小児横隔膜疾患に対する鏡視下手術ー機能温存と低侵襲の

追求  第２２回日本内視鏡外科学会総会  ０９１２０３?０５  東京 

２９ 宮内雄也、佐藤正人、園田真理  腹腔鏡下虫垂切除術は赤字手術か？当院での診療報酬改定前後の比較

検討  第２２回日本内視鏡外科学会総会  ０９１２０３?０５  東京 

３０ 園田真理、佐藤正人、宮内雄也  重症心身障害児に対する腹腔鏡下噴門形成術におけるlearinhg curve

の検討  第２２回日本内視鏡外科学会総会  ０９１２０３?０５  東京 

３１ 中西保貴、橋田裕毅、佐藤正人、園田真理、吉村弥緒、高橋英雄、吉田昌弘、吉富摩美、多田正晴、上田

修吾、寺嶋宏明、尾崎信弘  腹腔鏡下に摘出し得た人工股関節置換術後Kirschner wire骨盤内迷入の１

例  第２２回日本内視鏡外科学会総会  ０９１２０３?０５  東京 

３２ 橋田裕毅、吉田昌弘、佐藤正人、中西保貴、園田真理、吉村弥緒、高橋英雄、吉富摩美、多田正晴、上田
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修吾、寺嶋宏明、尾崎信弘  完全直腸脱に対する腹腔鏡下Ripstein法直腸固定術の検討  第２２回日

本内視鏡外科学会総会  ０９１２０３?０５  東京 

 

 

産婦人科  

１  永野忠義、榊原敦子、辻なつき「進行頸癌に対する腹式広汎子宮頸部摘出術の問題点」 

第47回日本癌治療学会学術総会2009/10/22-24（横浜） 

２  永野忠義、寺川耕市、榊原敦子「進行頸癌に対する腹式広汎性子宮頸部摘出術の工夫」 

第32回日本産婦人科手術学会2009/11/23（東京） 

３  永野忠義 「婦人科悪性腫瘍における傍大動脈リンパ節郭清術」 

第46回香川婦人科腫瘍研究会2009/7/4（高松） 

４  永野忠義「子宮体癌における傍大動脈リンパ節の取り扱い」 

第2回温知会サマークリニカルフォーラム（第26回夏期研修会）2009/7/20（京都） 

５  宇治田麻里「骨転移をおこしたSTUMP（悪性度不明の子宮平滑筋腫瘍）の一例」 

第14回きたの産婦人科セミナー2009/9/19（大阪） 

６  錢鴻武、古山将康、吉川博子、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 「骨盤臓器脱に対するTension-free vaginal mesh法(TVM法)の予後について」 

第61回日本産科婦人科学会学術講演会2009/4/3-5（京都） 

７  古山将康 「骨盤臓器脱と下部尿路障害～その診断と治療～」第 270 回奇松会（浜松市産婦人科医会）

2009/5/15（静岡） 

８  古山将康「性器脱を包括的に修復するTension-free Vaginal Mesh (TVM)手術」（シンポジウム：産婦人科

領域における 新の手術） 日本産科婦人科学会東京地方部会第350回記念例会2009/5/16（東京） 

９  古山将康「骨盤臓器脱の診断と治療」 東京オペグループ実践セミナー in OSAKA（大阪）2009/5/31 

１０ 錢鴻武 「Tension free vaginal mesh法の光と影～予後と合併症」(シンポジウム) 

第11回女性骨盤底医学会学術総会2009/7/4-5（奈良） 

１１ 三津野圭子、柳瀬陽子、中村みどり、錢鴻武、古山将康 「骨盤臓器脱に対するペッサリーリングの使用

法に関する臨床検討～当院看護師外来で自己着脱指導を受けた患者の分析」 第11回女性骨盤底医学会学

術総会2009/7/4-5（奈良） 

１２ 古山将康 「性器脱の手術」 第49回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会2009/9/3-4（高知） 

１３ 錢鴻武、古山将康、西澤明未、佛原悠介、吉川博子、中平理恵、辻なつき、宇治田麻里、熊倉英利香、 

寺川耕市、榊原敦子、永野忠義 「TVM法のSurgical failureと合併症について」 

第32回日本産婦人科手術学会2009/11/23（東京） 

１４ 佛原悠介、古山将康、西澤明未、吉川博子、辻なつき、中平理恵、宇治田麻里、錢鴻武、熊倉英利香、 

上田創平、谷和光、寺川耕市、榊原敦子、永野忠義 「上部腟管固定術に併用する前腟壁ソフトメッシュ

挿入の工夫」 第32回日本産婦人科手術学会（2009/11/23東京） 

１５ 古山将康 「女性骨盤底医学と 新の骨盤底再建術」  平成21年度日産婦福島地方部会総会・春季学術

集会2009/4/26（福島） 

１６ 古山将康 「過活動膀胱～産婦人科医としてのアプローチ～」（ランチョン）  第61回日本産科婦人科

学会学術講演会2009/4/4（京都） 

１７ 古山将康 「骨盤臓器脱手術前後の尿失禁の取り扱い方」 大阪府産婦人科学術研修会2009/4/16（大阪） 

１８ 吉川博子、古山将康、辻なつき、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、 

永野忠義 「骨盤臓器脱患者の骨盤再建術前後における尿失禁症状の変化について」 

第11回女性骨盤底医学会学術総会2009/7/4-5（奈良） 

 

 

眼科 

１  松宮 亘1、齋藤伊三雄1、山田紫織2（1北野病院眼科 2橋本医院）  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 大阪 
２  長松俊次、田辺晶代（北野病院眼科）：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 大阪 
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３  杉田圭二郎 田辺晶代 齋藤伊三雄（北野病院眼科）  心内膜炎に起因したと考えられる細菌性眼内炎

の1例  第110回 北大阪眼科セミナー  2009/6/18 大阪 

４  森下清文 1 齋藤伊三雄 2（1医療法人森下眼科 2北野病院眼科）   緑内障術後の低眼圧黄斑症の1例  

第 110 回 北大阪眼科セミナー 2009/6/18 大阪 
５  木村忠貴 1 松宮亘 2 齋藤伊三雄 1（1北野病院眼科 2神戸大学眼科）  白内障術後に眼圧回復を得た

外傷性低眼圧黄斑症の一例  第 110 回 北大阪眼科セミナー 2009/6/18 大阪 
６  杉田圭二郎（北野病院眼科）  ケースカンファレンス 網膜虚血性疾患の自験例   第 111 回 北

大阪眼科セミナー 2009/11/26 大阪 

７  宇治彰人、小池伸子、山田洋史、齋藤伊三雄（北野病院眼科）  北野病院における極小切開硝子体手術

（MIVS）の経験  第111回 北大阪眼科セミナー 2009/11/26  大阪 

８  鵜木則之  トリアムシノロンテノン嚢下注射の、汎網膜光凝固術による黄斑浮腫悪化に対する抑制効果  

第111回 北大阪眼科セミナー 2009/11/26  大阪 

９   木村忠貴、齋藤伊三雄（北野病院眼科） インフリキシマブ投与を行ったベーチェット病の 1 例  第111回 

北大阪眼科セミナー 2009/11/26  大阪 

１０  小池伸子（北野病院眼科）  当院におけるラニビズマブの使用成績  第111回 北大阪眼科セミナー、 

   2009/11/26  大阪 

１１ 田辺晶代（北野病院眼科） 当科における急性緑内障発作に対する治療についての検討  第 111 回 

北大阪眼科セミナー 2009/11/26  大阪 

１２ 長松俊次、田辺晶代、齋藤伊三雄（北野病院眼科） 急性原発閉塞隅角症の早期治療における角膜圧

迫の検討  第111回 北大阪眼科セミナー 2009/11/26  大阪 

１３ 齋藤伊三雄（北野病院眼科）  2009 年の北野病院 アクアレースの使用経験   第 111 回北大阪

眼科セミナー 2009/11/26  大阪 

１４ 杉田圭二郎 鵜木則之 小池伸子 齋藤伊三雄（北野病院眼科）  ＡＩＤＳ患者の真菌性眼内炎の１例  

第112回 北大阪眼科セミナー  2010/3/25  大阪 

１５ 長松俊次 木村忠貴 田辺晶代 齋藤伊三雄（北野病院眼科）  眼窩内リンパ腫の一例  第112回北

大阪眼科セミナー 2010/3/25  大阪 

１６ 宇治彰人 田辺晶代 齋藤伊三雄（北野病院眼科）  角膜内皮細胞減少を伴った虹彩分離症の１例  第

112回 北大阪眼科セミナー 2010/3/25  大阪 

１７ 長松俊次、田辺晶代、齋藤伊三雄（北野病院眼科）  急性原発閉塞隅角症の初期治療としての角膜圧

迫法の有用性の検討  第 20 回 日本緑内障学会臨床眼科学会  2009/11/13-15 沖縄 

１８ 田邉晶代 斎藤伊三雄（北野病院眼科）  乳頭黄斑神経線維束領域における網膜神経線維層障害の検討

～RTvue とＲｅｄ ｆｒｅｅ眼底写真を用いた評価  第 20 回 日本緑内障学会臨床眼科学会  

2009/11/13-15  沖縄 

１９ 田辺晶代（北野病院眼科） インストラクションコース 原発閉塞隅角緑内障の治療戦略 “原発閉塞隅

角緑内障の国際分類”  第 63 回臨床眼科学会  2009/10/9-12  福岡 
２０ 木村忠貴 1、長松俊次 1、松宮亘 2、田辺晶代 1、齋藤伊三雄 1（1北野病院眼科 2神戸大学）  白内障術

後に眼圧回復を得た遷延性外傷性低眼圧黄斑症の一例  第 63 回臨床眼科学会  2009/10/9-12  福岡 
２１ 田邉晶代（北野病院眼科）  教育セミナー 原発閉塞隅角緑内障の治療戦略 (2) 瞳孔ブロックの解除

—レーザー虹彩切開術（LI）周辺虹彩切除術(ＰＩ）   第 32 回日本眼科手術学会  2009/1/23-25  神戸 
２２ 杉田圭二郎、田辺晶代、鵜木則之、齋藤伊三雄（北野病院眼科） 心内膜炎に起因したと考えられる細菌

性転移性眼内炎の1例  第 48 回日本網膜硝子体学会  2009/12/4-6  名古屋 

２３ 小池伸子、長松俊次、宇治彰人、木村忠貴、齋藤伊三雄（北野病院眼科） 黄斑円孔を合併した裂孔原性

網膜剥離の視力予後  第 48 回日本網膜硝子体学会  2009/12/4-6  名古屋 

２４ 田邉晶代（北野病院眼科）当科におけるSLT の術後成績の検討  Focus on Glaucoma  2009/2/26. 京都 
２５ 田邉晶代（北野病院眼科） 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  高砂加古

川眼科医会講演会  2009/2/28  大阪.  
２６ 田邉晶代（北野病院眼科） ニードリングの方法  緑内障手術の会  2009/7  大阪  
２７ 田辺晶代（北野病院眼科） 近視眼における眼底診断のポイントとコツ  近畿眼科オープンフォーラム 

2009/8/30.  大阪 
２８ 田辺晶代（北野病院眼科）OCT~緑内障診療にどう使う？  緑内障勉強会  2009/9/26. 大阪 
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２９ 田辺晶代（北野病院眼科）OCT~緑内障診療にどう使う？  西区眼科カンファレンス  2009/11/28.  神戸  
３０ 田邉晶代 教育セミナー 原発閉塞隅角緑内障の治療戦略 (1) 原発閉塞隅角緑内障の診断の進め方  

第 33 回日本眼科手術学会 2010/1/24. 東京  
３１ 田邉晶代  近視緑内障眼の乳頭黄斑神経線維束領域におけるＮＦＢＤの検討  Focus on Glaucoma  

2010/2/19. 京都 

 

 

皮膚科 

１  本田えり子, 戸田憲一, 黒柳能光  閉塞性動脈硬化症を合併した糖尿病患者の難治性左足皮膚潰瘍に

対する同種培養真皮移植治療の奏効例  第39回日本創傷治癒学会  2009/12/4-5  東京 

２  本田えり子  膠原病と皮膚  第7回リウマチ・膠原病教室  2009/10/24  大阪 

３   本田えり子  同種培養真皮を用いた難治性皮膚潰瘍の治療  第30回北野研究所セミナー 2009/12/9 

大阪 

４  藤井弓子、松島佐都子、本田えり子、吉永則良、有馬靖佳、大西輝、八木田正人、戸田憲一 

発熱と著明なリンパ節腫脹を契機に発症したベーチェット病の一例  第412回日本皮膚科学会大阪地

方会  2009/10/3  大阪 

５  田中博子 加藤真弓 是枝哲 宮地良樹 塩入有子 高折晃史  HAARTとイミキモド併用により著明

に縮小したHIV感染者に発症した尖圭コンジローマの一例  第410回京滋地方会 2009/6/6 京都 

６  田中博子 中嶋千紗 鬼頭昭彦 加藤真弓 是枝 哲 宮地良樹  福田俊平 橋本 隆 

胸腺腫摘出術後に発症した難治性口腔粘膜病変の1例～Ｐaraneoplastic Autoimmune Ｍultiorgan Ｓyn

drome（PAMS）～  第413回京滋地方会  2009/12/12  京都  

 

 

泌尿器科 

１  加藤敬司、長濱寛二、岩村浩志、山本雅一、金丸洋史  前立腺全摘から５年後に膀胱全摘を施行した 

四重癌の一例  第206回日本泌尿器科学会関西地方会  2009/2月/14（京都） 

２  長濱寛二、加藤敬司、岩村浩志、山本雅一、金丸洋史  後腹膜鏡下生検の検討  第97回日本泌尿器科

学会2009/4/16-19（岡山） 

３  長濱寛二、加藤敬司、山本雅一、金丸洋史  後腹膜鏡下腎生検の適応と手技  第52回日本腎臓学会学     

   術総会2009/6/3-5（横浜） 

４  長濱寛二、加藤敬司、八木橋亮、山本雅一、金丸洋史  制御性T細胞とエフェクターT細胞の相違を 

   利用したドナー特異的移植免疫寛容の誘導  第45回日本移植学会2009/9/16-18（東京） 

５   長濱寛二、加藤敬司、八木橋亮、山本雅一、金丸洋史  当科における腹腔鏡を利用したCAPDカテーテル 

留置術の検討  第23回日本Endourology ESWL学会2009/11/11-13（東京） 

６  加藤敬司、長濱寛二、八木橋亮、山本雅一、金丸洋史  骨シンチ陰性の髄内転移を生じた前立腺癌の１例 

第209回日本泌尿器科学会関西地方会2009/12/5（京都） 

 

 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

１  Kanemaru S.  Regeneration of Vocal Cord. International Drug Discovery Science and Technology. 

Shanghai, China. Oct. 22-25, 2009. 

２  Kanemaru S, Umeda H, Kitani Y, Nakamura T, Hirano S, Ito J. Innovative regenerative treatment for 

the tympanic membrane perforation. 27th Politzer Society Meeting, London UK. 3-5 Sep., 2009. 

３  Kanemaru S, Hirano S, Asato R, Yamashita M, Umeda H, Omori K, Suehiro A, Nakamura T. Tissue engineered 

approach for stenosis of the rachea and/or cricoid. The 89th Annual Meeting of The American 

Broncho-Esophagogical Association Phoenix, Arizona, USA. May 28-29, 2009. 

４  Ohno S, Hirano S, Tateya I, Kanemaru S, Ito J.Laryngeal regeneration using tissue engineering 

technique: In a canine model. The 89th Annual Meeting of The American Broncho-Esophagogical 

Association Phoenix, Arizona, USA. May 28-29, 2009. 
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５  Kitani Y, Umeda H, Suehiro A, Kishimoto Y, Ito J. Kanemaru S. The 89th Annual Meeting of The American 

Broncho-Esophagogical Association Phoenix, Arizona, USA. May 28-29, 2009. 

６  Kanemaru S, Umeda H, Kitani Y, Nakamura T, Hirano S, Ito J. Innovative regenerative treatment for 

the tympanic membrane perforation. 112th annual meeting of Triological Society, Phoenix, Arizona, 

USA. May 26-29, 2009. 

７  Umeda H, Kanemaru S, Kitani Y, Hirano S, Inoue H, Ito J. Determination of the best condition of 

scaffolds for tissue engineered canine skull regeneration 112th annual meeting of Triological 

Society, Phoenix, Arizona, USA. May 26-29, 2009. 

８  Kishimoto Y, Hirano S, Suehiro A, Tateya I, Kanemaru S, Ito J. The effects of exogenous hepatocyte 

growth factor on vocal gold fibroblast. The 89th Annual Meeting of The American Broncho-Esophagogical 

Association Phoenix, Arizona, USA. May 28-29, 2009. 

９  金丸眞一、梅田裕生、木谷芳晴、伊藤壽一  組織工学的アプローチによる鼓膜再生療法  

第19回 日本耳科学会総会 2009/10/8  東京 

１０ 平海晴一、山本典生、坂本達則、金丸眞一、伊藤壽一  人工内耳埋め込み術後耳に対する再手術症例の

検討  第19回 日本耳科学会総会 2009/10/8  東京 

１１ 西田明子、金丸眞一、田村芳寛、金井理絵  ３D-CTが有用であった耳小骨病変の2例 第19回 日本耳

科学会総会 2009/10/9  東京 

１２ 金井理絵、金丸眞一、西田明子、田村芳寛．自家キヌタ骨を用いたアブミ骨手術で聴力改善がみられたア

ブミ骨固着の1例．第19回 日本耳科学会総会 2009/10/9  東京 

１３ 金丸眞一、梅田裕生、木谷芳晴、伊藤壽一 組織工学的手法による鼓膜再生療法 第71回 耳鼻咽喉科臨

床学会 2009/7/2  北海道 

１４ 金丸眞一、梅田裕生、木谷芳晴、伊藤壽一  In situ tissue engineering による鼓膜再生療法  第110

回 日本耳鼻咽喉科学会総会 2009/5/14 東京 

１５ 平海晴一、金丸眞一、山本典生、坂本達則、伊藤壽一  蜂巣発育不良耳での経迷路法による聴神経腫瘍

摘出  第110回 日本耳鼻咽喉科学会総会 2009/5/14 東京 

１６ 大野覚、平野滋、楯谷一郎、金丸眞一、梅田裕生、末廣篤、木谷芳晴、児嶋剛、伊藤壽一  組織工学的

手法による声帯再生：足場材料としてのテルダーミスの有用性．第 110 回 日本耳鼻咽喉科学会総会 

2009/5/14 東京 

１７ 岸本曜、平野滋、楯谷一郎、金丸眞一、伊藤壽一  肝細胞増殖因子による声帯線維芽細胞の機能調節 

第110回 日本耳鼻咽喉科学会総会 2009/5/14 東京 

１８ 木谷芳晴、大野覚、金丸眞一、平野滋、梅田裕生、末廣篤、岸本曜、児嶋剛、伊藤壽一 組織工学的手法

を用いた犬喉頭再生－異なるコラーゲン濃度による比較－ 第 110 回 日本耳鼻咽喉科学会総会 

2009/5/14 東京 

１９ 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

的手法による気管欠損および気道狭窄に対する治療   第21回 日本喉頭科学会 2009/3/26 群馬． 

２０ 平野滋、岸本曜、楯谷一郎、金丸眞一、伊藤壽一 塩基性線維芽細胞増殖因子を用いた加齢声帯再生の試

み  第21回 日本喉頭科学会 2009/3/26 群馬． 

２１ 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

た犬喉頭の再生－コラーゲン濃度による比較－ 第21回 日本喉頭科学会 2009/3/26 群馬． 

 

 

麻酔科 

１  柚木圭子、柴田政彦、井上隆弥、松田陽一、阪上学、松村陽子、真下節； 頚髄損傷後の右上肢痛と左下

肢痛に脊髄硬膜外刺激電極埋め込み術を行った症例  第 39 回日本ペインクリニック学会関西地方会 

2009/6/6  大阪  

２  田中成和、山本泰史、宮崎嘉也、足立健彦； 産褥期に肝被膜下出血をきたしたHELLP症候群の1例 第

54回日本集中治療医学会近畿地方会  2009/6/27 和歌山  

３  中西理恵、田中成和、藤田尚子、安田麻里子、宮崎嘉也、足立健彦； レミフェンタニルとロクロニウム

を用いた覚醒下開頭術の麻酔経験  (社)日本麻酔科学会第56回学術集会  2009/8/16-18  神戸 

４  服部 桂、柚木圭子、原 朋子、佐々木由紀子、宮崎嘉也、足立健彦；当院における産科大量出血症例の
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検討 (社)日本麻酔科学会第56回学術集会  2009/8/16-18 神戸  

５  安田麻里子、中西理恵、藤田尚子、田中成和、宮崎嘉也 足立健彦；小児における覚醒下開頭手術の麻酔

経験 (社)日本麻酔科学会第56回学術集会   2009/8/16-18 神戸  

６  T Adachi,R Nakanishi, M Yasuda, K Hattori, N Fujita, M Noutomi, M Tanaka, H Yamamoto, K Yunoki, 

T Hara, Y Sasaki, Y Miyazaki；ANESTHESIA FOR AWAKE CRANIOTOMY USING REMIFENTANIL AND ROCURONIUM  

10th World Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine 

Florence 2009.8.28-9.1 

７  桒田ひろみ、足立健彦、宮崎嘉也、田中成和、白井直人、窪田理恵、原 朋子；心肺蘇生後に肝損傷によ

る腹腔内出血を認めた一例  第55回日本麻酔科学会関西支部学術集会  2009/9/5  大阪  

８  納富三津子、安田麻里子、服部 桂、山本泰史、柚木圭子、佐々木由紀子、足立健彦；甲状腺腫による気

管狭窄症の麻酔経験 第55回日本麻酔科学会関西支部学術集会  2009/9/5  大阪  

９  山本泰史、納富三津子、佐々木由紀子、足立健彦、田辺寛子、佐藤雅美、広田喜一、福田和彦；乳腺手術

における日帰り手術と入院手術の術後合併症、満足度およびコストの比較検討 日本臨床麻酔学会第 29

回大会  2009/10/29-31 浜松  

１０ 納富三津子、原 朋子、佐々木由紀子、宮崎嘉也、足立健彦；PCPS下で行った高度気管狭窄例の麻酔経験 

日本臨床麻酔学会第29回大会  2009/10/29-31 浜松  

１１ 足立健彦；手術時におけるデクスメデトミジンの使用 教育講演 日本臨床麻酔学会第 29 回大会  

2009/10/29-31 浜松  

 

救急部 

１  Shigeru Hakoda、Hiroshi Shinya、Shun-ichiro Kiuchi：Esophageal obstruction caused by medication 
bezoar after intentional overdose of chlorpromazine hydrochloride: A rare complication of most 
popular antipsychotic.、Asian Conference on Emergency Medicine、2009.5.16 

２  新谷 裕、箱田 滋、木内俊一郎：都市型救急部における小児の急性中毒の現況  日本小児救急医学会

2009.6.19（熊本） 
３  新谷 裕、木内俊一郎：当直医が有機リン中毒と誤認したコリン作動性クリーゼの 1 例  日本中毒学会

総会・学術集会  2009.7.25（東京） 
４  木内俊一郎：日本救急医学会近畿地方会セッションA-1、CPA・教育、座長、2009.7.11（大阪） 
５  木内俊一郎：プライマリケアの場でのショック  西淀川医師会学術講演会  2009.9.15（大阪） 
６  木内俊一郎：いざという時、小児救急のいろいろ  東住吉区学校保健協議会大会  2009.11.20（大阪） 
７  木内俊一郎：広域大規模災害の発生に備えて～徳島県阿南市の場合  徳島県歯科医師会阿南市那賀郡支

部オープンセミナー  2010.1.28（徳島） 
 

 

健診部 

１  林野泰明, 小崎真規子, 島田利彦, 岡村真太郎, 有村保次, 宮下淳, 野口善令, 松井邦彦, 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106回日本内科学会総会 2009/4/10-12 

(東京) 

 

 

臨床病理部 

１  坂下裕美, 弓場吉哲, 小橋陽一郎  肺原発T細胞性リンパ腫の二例  第98回日本病理学会総会  

2009/5/2 京都 

２  弓場吉哲, 大林千穂  多核巨細胞を伴う間質性肺炎の一例  第 35 回呼吸器病理研究会 2009/7/4 

富山 

３  井上大生，石床 学，高松和史，糸谷 涼，鈴木進子，松本正孝，櫻本 稔，福井基成，坂下裕美，弓場吉哲

禁煙によって改善したが、再増悪を来した喫煙関連間質性肺炎の２例  第74回日本呼吸器学会近畿地方

会 2009/12/12 大阪 

４  弓場吉哲, 坂下裕美, 藤本正数   LYGや血管炎が疑われた肺多発結節影の一例  第36回呼吸器病理

研究会  2010/2/20 東京 
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５  藤本正数, 坂下裕美, 弓場吉哲, 前谷俊樹, 金丸眞一  唾液腺腫瘍の１例  第 48 回日本病理学会近

畿支部学術集会 2010/2/27 大阪 

 

 

臨床検査部 

１  前田記代子、蕪木千春、石川淳子、山崎みどり、田畑宏道  甲状腺ホルモン関連項目TSH、FT3、FT4測定

値における試薬・機種間差の現状  第41回日本臨床検査自動化学会 2009/10（横浜） 

２  宇野 将一、山之内 すみか、三浦 真希子、中塚 由香利、江島 文恵、山中 美佳  細菌検査シス

テム導入の効果と課題  第41回 日本臨床検査自動化学会 2009/10（横浜） 

３  平野耕一  シンポジウム【私の考える尿細胞診における良悪性の鑑別点】  第23回日本臨床細胞学会

大阪府支部細胞検査士会学術研修会 2010/1（大阪） 

４  山田信子、山崎みどり、河崎祐貴子、園田真理、伊藤裕章、佐藤正人  胃食道逆流症におけるＮＳＴ介

入 －発達段階に合わせた食事形態の検討－  第13回日本病態栄養学会年次学術集会 2010/1（京都） 

 

薬剤部 

１  玉田理恵、本庶祥子、池田弘毅、河崎祐貴子、國正淳一、越山裕行 インスリン注射針変更に関するアン 
ケート調査 第 52 回日本糖尿病学会年次学術集会 2009.05.22-24（大阪） 

２  河原宏之、國正淳一 レジメンオーダを利用したリスクマネージメント対策 医療薬学フォーラム 2009

／第17回クリニカルファーマシーシンポジウム 2009.7.11-12（京都） 

３  奥井康文、三宅麻文、國正淳一、岡村昇 塩酸バンコマイシンの先発医薬品と後発医薬品投与患者におけ 
る臨床検査値の比較検討 医療薬学フォーラム2009／第17回クリニカルファーマシーシンポジウム 

2009.7.11-12（京都） 
４  安倍さつき、永井友梨、船江（冨島）智子、國正淳一、尾崎信弘 消化器センターにおける経口抗がん剤

（ＴＳ－１）、外来初回導入指導に関する取り組み 第19回日本医療薬学会年会 2009.10.24-10.25（長

崎） 

５  伊東祐喜子、冨島公介、國正淳一、有馬靖佳 HIV 陽性バーキットリンパ腫患者に対するコンピュータシ

ステムを使用した安全管理 第19回日本医療薬学会年会 2009.10.24-10.25（長崎） 

６  國正 淳一、冨島 公介、三宅 麻文、宮本 直治、清水 洋造 持参薬管理センター設置によるリスク回避と経

済効果  第19回日本医療薬学会年会 2009.10.24-10.25（長崎） 
 

   

看護部   

１  松月みどり：教育講演Ⅲ ｢若手医師、救急看護師、さらに救急隊員を対称に救急診療の面白みを伝える｣ 

第12回日本臨床救急医学会総会学術集会（2009/6/11大阪） 

２  松月みどり：座長 一般演題 ｢看護ケア・在宅介護｣ 第 18 回日本意識障害学会 （2009/7/24 埼玉県） 
３  松月みどり：シンポジスト シンポジウムⅡなぜ政治は複雑に見えるのか 第 13 回日本看護管理学会年

次大会（2009/8/21 浜松） 
４  松月みどり：シンポジスト シンポジウムⅠ「あなたならどうする！？ 看護管理者の意思決定」 第 40

回日本看護学会学術集会（2009/10/21 大阪）  
５  松月みどり：座長 特別講演｢途上国における人間の安全保障｣ 第 11 回日本救急看護学会学術集会

（2009/11/13 福岡） 
６  松月みどり：ランチョンセミナー「ＩＴを利用した実践的看護記録のすすめ」 第 29 回医療情報学連合

会（2009/11/22 広島） 
７  松月みどり：シンポジウム 1『ICU における看護の役割拡大への可能性』 第 37 回日本集中治療医学会

学術集会（2010/3/5 広島） 
８  中村みどり、三津野圭子：骨盤臓器脱に対するペッサリーリングの使用法に関する臨床検討～当院看護師

外来で自己着脱指導．第 11 回日本女性骨盤医学会（2009/7/4～5 奈良） 
９  梅地加奈子、安達美由紀、田中絵美、能勢友紀子：SCU 看護師における早期リハビリテーション病院への

転院にむけての関わり～家族との面接より～．第 5 回日本クリティカルケア看護学会学術集会（2009/7/12 
神戸） 
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１０ 中尻かおり：重症集中における緩和ケア～家族への予期悲嘆を促すことの意味～．第 5 会日本クリティカ

ルケア看護学会学術集会（2009/7/12 神戸） 
１１ 立川匡子、藤田城巳、北林良枝：脳神経外科患者に対するＤＶＴ予防への取り組みについて．第 18 回意

識障害学会（2009/7/23～25 埼玉） 
１２ 中山法子：精神看護におけるQOLの追求．第40回日本看護学会－精神看護－学術集会教育講演（2009/7/24

鳥取） 
１３ 鎗野りか、柏原知明：｢外来化学療法 治療期における患者への関わり｣～患者の苦しみに焦点をあてて～．

第 40 回日本看護学会学術集会-成人看護Ⅱ-（2009/7/24 鳥取） 
１４ 峰博子：家族支援を考える中堅看護職のための院内教育プログラムの素案．日本家族看護学会（2009/9/4

岐阜） 
１５ 中村みどり（北野病院）、田中純子（聖路加国際病院）、伊藤美香（聖路加国際病院）、杉村亨之（聖路加国

際病院）：自己導尿・尿道カテーテルケアにおける看護の現状と役割 ～講演会参加者への質問紙調査の分

析～．第 16 回日本排尿機能学会 2009/9/10-12（福岡） 
１６ 森下久美子、中村雅美、上川幸子、竹ノ内洋子：PD 外来のシステム構築と病棟との連携について．第 73

回大阪透析研究会（2009/9/23 大阪） 
１７ 三原由記子：第 8 回日本看護技術学会（2009/9/25～27 北海道） 
１８ 佐々木慶子、鎗野りか：進行性の悪性腫瘍患者から評価的なフィードバックの重要性を学ぶ．第 33 回日

本死の臨床研究会年次大会（2009/11/7～8 名古屋） 
１９ 鎗野りか、入口真紀子：患者がシームレスに地域の医療システムから生活空間へ移行できるためのシステ

ム構築の報告．第 14 回大阪病院学会（2009/11/11 大阪） 
２０ 中村雅美、森下久美子：ＰＤ看護体制整備、さらにはＣＫＤ看護充実のきっかけとなった腎代替療法説明

外来．第 15 回日本腹膜透析研究会総会・学術集会（2009/11/28～29 静岡） 
２１ 重田由美：パネルディスカッション 地域連携パスの光と影．日本クリニカルパス学会（2009/12/4 岐阜） 
２２ 入口真紀子、重田由美：新たな視点～医療マネジメントの変革にスイッチON!～．日本医療マネジメント

学会 大阪支部 第 3 回学術集会（2010/1/16 大阪） 
２３ 三津野圭子：第 8 回F-LUTS&Pelvicfloor Meeting（2010/1/23 東京） 
２４ 杉元佐知子：より確実に標準予防策を理解・実施するために～カテゴリー別キーワード回答による理解度

調査の効果に関する検討（第 1 報）～  第 25 回日本環境感染学会総会（2010/2/6 東京） 
２５ 紙野雪香、大野由美子：看護実践における生の営みを捉え直す研究方法論の開発① − 臨床看護研究に

おけるナラティヴアプローチの適用可能性の検討−、第 24 回日本がん看護学会学術集会、2010 年 2 月、

静岡 
２６ 福田敦子、紙野雪香：看護実践における生の営みを捉え直す研究方法論の開発② －外来がん化学療法患

者との面接場面の捉え直し－、第 24 回日本がん看護学会学術集会  2010 年 2 月、静岡 
２７ 立川匡子、河野美穂：実践報告Ⅲ．第 4 回看護技術セミナー実践報告会 （2010/2/20 滋賀） 
２８ 中山法子：循環器疾患患者の生活指導の実際．日本循環器学会学術集会 （2010/3/京都） 


