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発表日時 発表場所 集会名・投稿する雑誌名

17-1 2017/3/27 関節リウマチ治療の実際 –分子標的治療薬を中心に−
神谷　正人
（整形外科） 2017/4/8 大阪市など 第8回KUOA特別講演

17-2 2017/3/27
実際の治療パターンからみた関節リウマチ患者に対する生物学
的製剤選択のヒント

神谷　正人
（整形外科） 2017/4/22 福岡市 第61回日本リウマチ学会総会・学術集会

17-3 2017/3/27
A case of early rheumatoid arthritis with rapid bilateral
destruction of the hip joints

神谷　正人
（整形外科） - （雑誌） Modern Rheumatology Case Reports

17-4 2017/3/27
オトガイ部及び下唇知覚異常を契機に発見されたびまん性
大細胞型B細胞性リンパ腫（DLBCL)の1例

田中　里枝
（歯科口腔外科） 2017/4/27

ひめぎん
ホール（愛
媛県） 第71回NPO法人日本口腔科学会学術集会

17-5 2017/3/29

Ruptured small gastrointestinal stromal tumor in the small
intestine causing spontaneous hemoperitoneum: A case
report

福田　周一
（消化器外科） 審査中 （雑誌） International Journal of Surgery Case Reports

17-6 2017/4/11 悪性腫瘍に対する気道インターベンション
塩野　裕之
（呼吸器外科） 2017/10/14.15横浜市 第58回日本肺癌学会学術集会

17-7 2017/4/14

TIPS ON SELECTION OF BIOLOGICS FOR PATIENTS
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS BASED ON TREATMENT
PATTERNS

神谷　正人
（整形外科） 2017/6/14

マドリード
（スペイン）

�Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2017

17-8 2017/4/21 当院で経験した月経随伴性気胸13例の病理組織学的検討
若狭　朋子
（病理診断科） 2017/4/28

東京都新
宿区 第106回日本病理学会総会

17-9 2017/4/17 エテルカルセチドのi-PTHに対する効果
美馬　晶
（腎臓内科） 2017/8/2 バンコク International Society of Hemodialysis

17-10 2017/4/25 ARONJと口腔ケア
山口　万枝
（歯科口腔外科） 2017/5/11

奈良市（奈
良県歯科
医師会館） 生駒郡山地区歯科医師会　講演

17-11 2017/5/1
睡眠時無呼吸症候群におけるエプワース睡眠尺度（ESS）
の有用性について

高比良　直也
（臨床検査部） 2017/5/21

奈良県立
医科大学 第34回　奈良県医学検査学会

17-12 2017/3/31 前縦靭帯骨化症による無呼吸症候群を呈した1例
中西　欣弥
（脳神経外科） 2017/4/8 豊中市 第75回近畿脊髄外科研究会

17-13 2017/5/9 膵悪性リンパ腫の１例
千葉 輝明
（放射線科） 2017/6/3

大阪市北
区堂島 第316回 日本医学放射線学会関西地方会

17-14 2017/5/9
肺Large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC)の甲状腺
転移の1例

福森　恭代
（臨床検査部） 2017/5/28

大阪市北
区 第58回日本臨床細胞学会総会

17-15 2017/5/12
ビスホスホネート製剤内服患者の含歯性のう胞症例に対し
て低侵襲な外科治療を行った1例

田中　里枝
（歯科口腔外科） 2017/7/1

大阪府（大
阪医療セン
ター） 第48回日本口腔外科学会近畿地方会学術集会

17-16 2017/5/9 乳癌手術と画像診断

湯川　真生
（がんセンター外
科） 2017/5/13 大和なでしこ第5回特別講演

17-17 2017/5/12
臨床工学技士における医療機器感染対策について・集中
治療室・手術室

植田　隆介
（ME部） 2017/6/4

ウェル大阪
（大阪市西
成区） 大阪府臨床工学技士会 第6回医療機器安全管理セミナー

17-18 2017/5/30 発見が遅れた高齢者の下顎骨骨折の1例
岩本　展子
（歯科口腔外科） 2017/7/29 札幌市 第19回日本口腔顎顔面外傷学会・総会・学術大会



17-19 2017/6/12 ハートバンド導入による皮膚トラブル予防方法の一考察
田邊　麻緒
（看護部） 2017/6/22 未定 第18回　京橋循環器メディカルスタッフ勉強会

17-20 2017/6/19
PCI後のプロタミンによる抗凝固能の適切な中和をめざして
－止血時ACT現象に関わる影響因子の研究

玉田　博之
（循環器内科） 2017/7/6 京都市 CVIT 2017

17-21 2017/6/20
Collision tumor of choriocarcinoma and small cell
carcinoma of the stomach: A case report

福田　周一
（消化器外科） （雑誌） International Journal of Surgery Case Reports

17-22 2017/6/22
折損した気管チューブスタイレットを気管支鏡下に摘出した
一例

栗崎　基
（麻酔科） 2017/11/3～5ザ・プリンスタワー東京日本臨床麻酔科学会第37回大会

17-23 2017/7/11
近畿大学医学部奈良病院口腔外科における口腔粘膜炎に
対する半夏しゃ心湯の使用経験

田中　里枝
（歯科口腔外科） 2017/9/9 北海道大学 第27回日本口腔内科学会、第30回日本口腔診断学会

17-24 2017/7/13 Terrisporobacter glycolicus　による菌血症の1例
寺口　皓
（臨床検査部） 2018/2/9～2/11岐阜市 日本臨床微生物学会総会・学術集会

17-25 2017/7/21 当院におけるリンパ浮腫ケアの現状

久保　孝子
（看護部外科外
来） 2017/7/20 南生駒 生駒緩和医療研究会

17-26 2017/7/24 上顎顎義歯製作に苦慮した上顎左側歯肉癌の1例
神戸　美輝
（歯科口腔外科） 2017/9/2 近畿大学東大阪キャンパス第19回日本口腔顎顔面技工研究会学術大会

17-27 2017/7/24 針生検が有用であった子宮原発悪性リンパ腫の1例
中村　雅子
（産婦人科） 2017/7/27 熊本 第59回日本婦人科腫瘍学会学術講演会

17-28 2017/8/9 病診連携のために歯科口腔外科ができること
山口　万枝
（歯科口腔外科） 2017/9/16 浜松市 浜松医科大学医学部歯科口腔外科同窓会、平成29年度総会

17-29 2017/8/22
ベバシズマブ、ラムシルマブ投与患者における蛋白尿発現
についての実態調査

汐見　紘明
（薬剤部） 2018/2/3～4 京都府左京区日本病院薬剤師会近畿学術大会

17-30 2017/8/25
高拍出性心不全から判明したOsler病の1例

今村　修三
（臨床研修セン
ター） 2017/9/16 大阪市 第217回日本内科学会近畿地方会

17-31 2017/8/30 ボリコナゾールによる肝障害発現の要因解析
清水　俊希
（薬剤部） 2018/2/3～4 京都府 近畿薬剤師合同学術大会

17-32 2017/9/16
エプワース睡眠尺度高値群と睡眠時無呼吸症候群との関
係性について

高比良　直也
（臨床検査部） 2017/10/28 京都市  第60回　日本臨床検査医学会近畿支部総会

17-33 2017/9/20 関節拘縮を伴うリンパ浮腫ケアの一例
久保　孝子
（看護部外来） 2017/9/24 大阪市 日本リンパ浮腫治療学会

17-34 2017/9/25 術中リンパ節サンプリングによる選択的郭清に関する検討
櫻井　禎子
（呼吸器外科） 2017/10/14 横浜市 第58回日本肺癌学会学術集会

17-35 2017/10/11

Simultaneous Chemoradiotherapy for Synchronous
Esophageal and Hypopharyngeal Tumors: A Phase One
Study at a Single Institution

岡嶋　馨
（放射線科） 2018/4/20～24バルセロナ【スペイン）

The 37th ESTRO meeting (European Society for Therapeutic
Radiation Oncology)

17-36 2017/10/12
心房細動に対する抗凝固療法～薬剤師が知っておくべき
基礎知識

横田　良司
（循環器内科） 2017/11/9 奈良市 第118回奈良県病院薬剤師会 学術講演会

17-37 2017/10/16 ARDS患者の緩和ケア介入
中田　翔子
（看護部） 2017/10/21 奈良春日野国際フォーラム第2６回　奈良県呼吸ケア研究会

17-38 2017/10/13

血流不良壊死によりスキンレベルまで陥没した空腸ストー
マに対
する当院でのストーマ管理の工夫

池本　志保
（看護部） 2017/11/25 大阪府 近畿小児ストーマ・排泄・創傷研究会

17-39 2017/10/20
PNS導入による業務上の危険に対するスタッフの意識の変
化

森崎　裕也
（看護部） 2017/11/28 奈良県看護研修センター平成29年度奈良県看護学会

http://member.naika.or.jp/member/content/endai/view_endai.aspx?Target=7&Kaisu=217&AbstNo=5&ID=1CA


17-40 2017/11/1 胆道閉鎖症に合併した先天性間葉芽腎腫の1例
石井　智浩
（小児外科） 2017/11/9 愛媛市 日本小児血液・がん学会

17-41 2017/11/1
胸腔鏡下横隔膜修復術を施行した右先天性横隔膜ヘルニ
アの1例

石井　智浩
（小児外科） 2017/10/26 川崎市 日本小児内視鏡外科・手術手技研究会

17-42 2017/11/1 肺原発大細胞型神経内分泌癌が甲状腺に転移した1例
河合　邦恵
（臨床検査部） 2017/11/17 京都市 第64回日本臨床検査医学会学術集会

17-43 2017/11/13 下顎骨エナメル上皮腫に開窓術を行った1例
鈴木　晴也
（歯科口腔科） 2017/12/9 高槻市 第29回NPO法人日本口腔科学会近畿地方部会

17-44 2017/12/19
口腔粘膜擦過細胞診で診断が可能であった尋常性天疱瘡
の1例

浦　雅彦
(臨床検査部） 2017/12/23 橿原市 第32回奈良県臨床細胞学会総会・学術集会

17-45 2017/12/27 クライオアブレーションによる発作性心房細動の治療
横田　良司
（循環器内科） 2017/12/5 奈良市など

日本AF患者の抗凝固療法を考えるリクシアナ座談会「高齢者の心
房細動治療」

18-1 2018/1/22 せん妄時の希死念慮・自殺企図

大山　覚照
（メンタルヘルス
科） 2018/2/3 大阪市 大阪総合病院精神医学研究会　第4回学術総会 

18-2 2018/1/29
抗菌薬の適正使用ならびに手指衛生と耐性菌発生の関連
性に関する検討

太田　涼介
（薬剤部） 該当せず 該当せず 該当せず

18-3 2018/2/2

Radiation-induced bronchiolitis obliterans organizing
pneumonia after breast-conservation
therapy:Heterogeneity in the histologic appearance

岡嶋　馨
（放射線科） 2018/10/21-24San Antonio

The 2018 ASTRO meeting(American Society for Therapeutic
Radiation Oncology)

18-4 2018/2/9
NO非小細胞肺癌に対する寡分割放射線治療後の肺炎に
関する研究

大熊　康央
（放射線科） 2018/10/21-24San Antonio ASTRO annual meeting 2018

18-5 巨大肺動脈瘤手術の一例
杉浦　順子
（麻酔科） 2018/2/22 幕張メッセ 第45回日本集中治療医学会学術集会

18-6 2018/3/23 造血幹細胞移植後腎症の危険因子を探る
美馬　晶
（腎臓内科） 2018/9/28 徳島 日本腎臓学会西部学術集会

18-7 子宮頚がん検診による異常所見が先行した腹膜癌の一例
福森　恭代
（臨床検査部） 2018/6/3 札幌市 第59回日本臨床細胞学会総会

18-8 2018/4/11 当科におけるICG蛍光発色によるnavigation surgeryの経験
山内　勝治
（小児外科） 2018/5/30 新潟市 日本小外科学会学術集会

18-9 2018/5/9

冠動脈CTにおける上行大動脈と冠動脈末梢のX線減弱係
数比を指標とした機能的有意冠動脈狭窄の予測に関する
検討

三阪　知史
（放射線部） - （雑誌） European Radiology(journal)

18-10 2018/4/26 当院における貯血式自己血輸液の現状
菅野　智恵美
（臨床検査部） 2018/5/25 栃木県宇都宮市第66回日本輸血・細胞治療学会総会

18-11 2018/4/26
Study　on Factors related to Hepatotoxicity Expression in
Patients Treated with Voriconazole

平田　敦士
（薬剤部） - （雑誌） International journal of clinical pharmacology and therapeutics

18-12 2018/5/9
人工心肺のトラブル対処時の状況認識にクライシスチェック
リストが及ぼす効果

小山　和彦
（ＭＥ部）

18-13 2018/5/11
人工心肺の構造が人工心肺ガス出口側モニターに与える
影響

小山　和彦
（ＭＥ部） 2018/11/10 金沢市など 第44回日本体外循環技術医学会大会

18-14 2018/5/11 当院におけるアバスチンによる蛋白尿発現に関する調査
村上　綾
（薬剤部） 2018/6/26 近畿大学医学部奈良病院大和免疫アレルギー

18-15 2018/5/11
submandibular approachにより摘出した含歯性のう胞の一
例

豊留　宗一郎
（歯科口腔外科） 2018/6/23 大阪など 日本口腔外科学会近畿地方会

18-16 2018/5/12
Serious hypokalemia associated with abiraterone acetate
in patients with castration-resistant prostate cancer

山本　 豊
(泌尿器科） - （雑誌） Case Reports in Urology



18-17 2018/5/17 ノイズ低減ソフトを用いたMRIにおける画質改善の検討
阪本　貴博
（放射線部） 2018/10/4～6仙台国際センター第46回日本放射線技術学会秋季学術大会

18-18 2018/5/17
救命救急センターにおける管理栄養士による経腸栄養実
践効果

平田　幸一郎
（栄養部） 2019/2/23 未定 日本経腸栄養学会

18-19 2018/5/17
当院における抗EGFR抗体薬による皮膚障害ケアへの取り
組み

庄司　紀子
（看護部） 2018/6/1 シェラトン都ホテル大阪中河内大腸癌研究会

18-20 2018/5/24
造血幹細胞移植後のタクロリムスとボリコナゾールによる薬
物相互作用に関する検討

太田　涼介
（薬剤部） 2018/11/28 第28回日本医療薬学会年会

18-21 2018/6/12
重症心身障がい者の胃食道逆流症に対するtotal
esophgogastric dissociation

石井　智浩
（小児外科） 2018/5/31 新潟市 日本小児外科学会学術集会

18-22 2018/6/28
加算1施設間での抗菌薬使用量の比較と抗MRSA薬の使
い分けの現状

横山　奈穂美
（感染制御部） 2018/6/28 宇陀市 第1回合同感染防止対策地域連携カンファレンス

18-23 2018/7/7 当院に20年間における悪性黒色腫の検討
細本
（皮膚科） 2018/7/28 近畿大学医学部奈良病院第9回北和皮膚疾患談話会

18-24 2018/7/7 デュピルマブの使用経験
磯貝　理恵子
（皮膚科） 2018/7/28 近畿大学医学部奈良病院第9回北和皮膚疾患談話会

18-25 2018/7/7 手術療法を行った顔面の基底細胞癌の5例
西崎　絵里奈
（皮膚科） 2018/7/28 近畿大学医学部奈良病院第9回北和皮膚疾患談話会

18-26 2018/7/7
糖尿病であるDPPP4阻害薬内服中に水疱性天疱瘡を発症
した症例

吉岡　希
（皮膚科） 2018/7/28 近畿大学医学部奈良病院第9回北和皮膚疾患談話会

18-27 2018/7/7 カルボシステインによる固定薬疹の2例
大原　裕士郎
（皮膚科） 2018/7/28 近畿大学医学部奈良病院第9回北和皮膚疾患談話会

18-28 2018/7/7
脳動脈瘤クリッピング術におけるEMG期間チューブの使用
経験

杉浦　順子
（麻酔科） 2018/7/7 ピアザ淡海・コラボしが21（大津市）日本集中治療医学会　第2回関西支部学術集会

18-29 2018/7/2 当院における手指衛生の現状
天野　智佳子
（感染制御部） 2018/7/26 成和医療センター感染対策チーム感染防止研修会

18-31 2018/9/21

Relationship between blood concentration of tacrolimus
and voriconazole in hematopoieticstem cell transplant
patients

太田　涼介
（薬剤部） - （雑誌） Int　Journal　of Clinical Pharmacology and Therapeutics

18-32 2018/9/26 当院における過去5年間のカンジダ菌血症症例の傾向
寺口　皓
（臨床検査部）

2018/12/1～
2 奈良市 第58回臨床衛生検査技師会近畿支部医学検査学会

18-33 2018/9/26
全自動細菌検査装置でShigella sonneiと誤同定された
inactive Escherichia coliの分離経験

寺口　皓
（臨床検査部） 2019/2/1～3 東京都 第30回日本臨床微生物学会総会・学術集会

18-34 2018/9/26 当科におけるICG蛍光発色によるnavigation surgeryの経験
山内　勝治
（小児外科） 2018/12/8 福岡市 日本内視鏡外科学会学術集会

18-35 2018/9/26
長期緩解を得られているDesmoplastic small round cell
tumorの1例と本邦報告例の検討

山内　勝治
（小児外科） 2018/11/14 京都府 第60回日本小児血液がん学会学術集会

18-36 2018/9/26 直腸肛門奇形に合併した泌尿生殖器疾患の検討
山内　勝治
（小児外科） 2018/10/26 東京都 第75回直腸肛門奇形研究会

18-37 2018/9/27

Vaginal switchによるPSARUVPを行った総排泄腔遺残症1
例：出生前から成人期までの診療経過からみた医学的・社
会的問題点について検討

石井　智浩
（小児外科） 2018/10/27 東京都 日本小児外科学会秋季シンポジウム
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右上中葉切除を施行し病理診断で診断されたpulmonary
interstitial emphysema

石井　智浩
（小児外科） 2018/10/26 東京都 日本小児呼吸器外科研究会
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