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１．論文・著作活動 

【診療局】 

【整形外科】  

 「当科における VersaLok anchor を用いた suture bridge 法による 

腱板修復術と治療成績」 

日本肩関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌 第 40巻 1号：28-29 

（2015） 

整形外科：二階堂亮平 

 

「上腕骨近位端骨折内反変形治癒に対して鏡視下手術が有用であった 1例」 

骨折 37巻 3号：856-858（2015） 

整形外科：二階堂亮平 

 

【小児科】 

「血清 Thymus and activation-regulated chemokine(TARC)の高値と 

凝固第 XIII因子低値を示した腹痛を伴う多形滲出性紅斑の 1 例」 

小児科臨床 第 68巻 6号：1247-1251（2015） 

小児科：清益功浩、児玉暖、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 

 

「模擬症例を用いた小児気管支喘息管理についての調査結果」 

小児科臨床 第 68巻 8号：1507-1512（2015） 

小児科：清益功浩、砂川晶生、他 

 

「【小児感染症 2015】 MR（麻疹・風疹）ワクチン～古くて新しい update～ 

MR(Measles・Rubella) vaccin」 

小児科臨床 第 68巻 12号：2665-2670（2015） 

小児科：清益功浩 

 

「抗菌薬不応で免疫グロブリン療法(IVIG)が著効した川崎病不全型の 

生後 3 ヵ月の男児例」 

小児科臨床 第 69巻 1号：98-102（2016） 

小児科：清益功浩、児玉暖、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 
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「下痢と低蛋白血症を呈した牛乳による消化管アレルギーの幼児例」 

小児科臨床 第 69巻 3号：399-404（2016） 

小児科：清益功浩、児玉暖、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 

 

「【子どもの免疫力を高める】 免疫力を高めるために知っておきたいこと 

(解説/特集)」 

教育と臨床 第 63巻 6号：500-508（2015） 

小児科：清益功浩 

 

「熱傷」 

小児内科 第 47巻：1027-1031（2015） 

小児科：清益功浩 

 

「環境刺激に過敏に反応する子どもの身体-花粉症、食物アレルギー、化学 

物質アレルギー」 

児童心理 第 1017巻 2号：26-27（2016） 

小児科：清益功浩 

 

「両側顔面神経麻痺を呈した GD1b 抗体陽性の小児 Guillain-Barré 症候群」 

日本小児科学会雑誌 第 120巻 3号：629-634（2016） 

小児科：竹下佳弘、池田聡子、植西智雄、清益功浩、砂川晶生 

 

【産婦人科】 

「妊娠 20 週に急性胆嚢炎にて腹腔鏡下手術後に遺伝性球状赤血球症（HS) 

が判明した一例」 

日本産婦人科・新生児血液学会誌 第 25巻 1号：6-7（2015） 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁 

 

【泌尿器科・透析科】  

「超音波画像診断装置と日機装社製 DCG-03の再循環率測定を用いた 

バスキュラーアクセス管理」 

奈透析会誌 21巻 1号：13-16（2016） 

透析科：仲川嘉紀、他 
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「奈良県における慢性透析患者の現況 2014 年 12月末の統計的観察」 

奈透析会誌 21巻 1号：21-27（2016） 

透析科：仲川嘉紀、他 

 

 

【看護局】 

「看護問題の可視化によるアセスメント能力向上」 

看護きろくと看護過程 ケアの根拠が見える記録を効率的に書く！ 

日総研出版 第 6・8月号：41-50（2015） 

看護局：山本幸子、北飯ふみ、飯尾美和 

 

「大和高田市立病院 放射線治療棟新設～放射線治療棟の新設に伴い、 

地域における役割の変化と看護師として目指すもの～」  

奈良県看護協会情報誌「看護なら」 奈良県看護協会出版委員会  

第 78号：5（2016) 

看護局：飯尾美和 

 

 

【技術局】 

「超音波画像診断装置と日機装社製 DCG-03の再循環率測定を用いた 

バスキュラーアクセス管理」 

NDM奈良県医師会透析部会誌 第 21巻 1号：13-16（2016） 

臨床技術科：常本晋平、森諭司 

透析科：仲川嘉紀 

看護局：治田美津子 
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２．講演活動 

【診療局】 

第 24 回さくらの会 

「集学的治療について」   

外科：岡村隆仁            平成 27年 4 月 18日 奈良県 

 

第 26 回奈良乳腺疾患研究会 

「当院における Luminal A 乳癌の維持療法について」 

外科：加藤達史            平成 27年 4 月 25日 奈良県 

 

奈良県総合リハビリテーションセンター 院内医療安全研修 

「ホスピタリティーマインド」   

臨床検査科（教育研修センター）：山下慶三 

  平成 27年 6 月 18日 奈良県 

 

第 3回がん患者サロン（ひだまり） 

「がんとともに生きる」   

外科：岡村隆仁            平成 27年 7 月 13日 奈良県 

 

第 75 回臨床アレルギー研究会 

「下痢と低蛋白血症を呈した牛乳による消化管アレルギーの幼児例」 

小児科：清益功浩、児玉暖、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 

           平成 27年 7 月 18日 大阪府 

 

第 34 回病診連携の会 

「呼吸器内科の紹介」 

内科：山口和之           平成 27年 7 月 25日 奈良県 

 

第 70 回京滋乳癌研究会 

「ER 陽性 HER2陽性転移再発乳癌に対する抗 HER2 療法と内分泌療法併用 

による長期 SD症例についての検討」 

外科：加藤達史            平成 27年 9 月 12日 京都府 
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第 10 回奈良小児喘息治療セミナー 

「市販薬でアナフィラキシーを起こした気管支喘息と食物アレルギーの 

1 例」 

小児科：清益功浩、児玉暖、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 

           平成 27年 9月 12日 奈良県 

 

橋本市民病院 院内勉強会 

「在宅医療支援科の立ち上げと取り組み～メディカルショートステイを 

中心に～」 

在宅医療支援科：高幣和郎     平成 27年 9月 27 日 和歌山県 

 

第 4回北和喘息アレルギー研究会 

「ヒトメタニューモウイルス迅速検査陽性者と喘鳴の関係」 

小児科：清益功浩、植西智雄、竹下佳弘、池田聡子、砂川晶生 

           平成 27年 10月 3日 奈良県 

 

第 25 回さくらの会 

「乳がんの個別化治療について」   

外科：岡村隆仁           平成 27年 10月 10日 奈良県 

 

第 25 回さくらの会 

「抗がん剤治療中の副作用に対する食事」   

栄養管理科：山本友香        平成 27年 10月 10日 奈良県 

 

平成 27年度国公私立大学病院 医療技術関係職員研修会 

「人材育成 大学病院に必要な人材とは」   

臨床検査科（教育研修センター）：山下慶三 

      平成 27年 10月 20日 東京都 

 

第 10 回奈良県ワクチン研究会 

「当科におけるロタウイルスの状況」 

小児科：清益功浩         平成 27年 11月 12日 奈良県 

 

第 35 回病診連携の会 

「巨大肝嚢胞に対する腹腔鏡下開窓術の実際」 

研修医：清水宏一         平成 27年 11月 14日 奈良県 

- 5 -



  

 
第 35 回病診連携の会 

「外来診療におけるパーキンソン病の診断と治療のこつ」 

内科：形岡博史           平成 27年 11 月 14日 奈良県 

 

第 23 回放射線技師長研修会 

「人材育成 技師長の皆さんに御願いしたいこと」   

臨床検査科（教育研修センター）：山下慶三 

      平成 27年 11 月 14日 香川県 

 

小児救急医療啓発事業 

「子供の病気！どんな点に注意したらいいの？」 

小児科：清益功浩       平成 27年 11月 18、19日 奈良県 

 平成 27年 12 月 11日 奈良県 

平成 28年 2月 19、25日 奈良県 

 

第 11 回そよかぜサロン（オストメイトサロン） 

「食事についてのいろいろな話」 

栄養管理科：小泉明子       平成 27年 11 月 21日 奈良県 

 

医看薬連携がん薬物療法勉強会 

「泌尿器科で扱う腫瘍について」 

泌尿器科：仲川嘉紀        平成 27年 11 月 25日 奈良県 

 

大和高田市癌と口腔ケア研究会 

「乳がん治療における口腔ケアの重要性について」 

外科：岡村隆仁          平成 27年 11 月 26日 奈良県 

 

横大路の会 

「敗血症を来したＥＳＢＬ産生大腸菌による急性腎盂腎炎の１例」 

研修医：中村有輝         平成 27年 11 月 30日 奈良県 

 

横大路の会 

「溶連菌感染後糸球体腎炎の 1例」 

研修医：寺面浩武         平成 27年 11 月 30日 奈良県 
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奈良皮膚小児アレルギー講演会 

「水痘ワクチンの最近の話題」 

小児科：清益功浩          平成 27年 12月 3日 奈良県 

 

第 44 回まほろば PEACE 緩和ケア研修会 

「緩和ケア」 

外科：中村友哉         平成 27年 12月 5、6日 奈良県 

 

感染症セミナー奈良会場 母子衛生研究会 

「感染症の知識 集団生活への影響と対応」 

小児科：清益功浩          平成 28年 1月 15日 奈良県 

 

奈良県アレルギーについての講演会  

「アレルギー対応について 食物アレルギー児への関わり方」 

小児科：清益功浩          平成 28年 1月 28日 奈良県 

 

大和高田市癌と口腔ケア研究会 

「放射線治療後の口腔ケアの重要性について」 

放射線治療科：横川正樹       平成 28年 1月 28日 奈良県 

 

第 4回滋賀消化器癌治療勉強会 

「進行再発大腸がんに対する治療戦略 -いかに多くのレジメンを 

効果的に使い切るか-」 

外科：中山裕行            平成 28年 2月 19日 京都府 

 

万葉衆 

「総合診療と心の水準」   

臨床検査科（教育研修センター）：山下慶三 

      平成 28年 2月 27日 奈良県 

 

医看薬連携がん薬物療法勉強会 

「胃癌治療について」 

外科：中山裕行           平成 28年 3月 8日 奈良県 

 

第 36 回病診連携の会 

「溶連菌感染後急性糸球体腎炎の一例」 

研修医：寺面浩武           平成 28年 3月 19日 奈良県 
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第 36 回病診連携の会 

「敗血症を来した ESBL 産生菌による急性腎盂腎炎の 1 例」 

研修医：中村有輝           平成 28年 3 月 19日 奈良県 

 

Colorectal Cancer Forum in Osaka 

「当院における Stage IV 大腸がん治療における TAS-102 投与の位置 

づけとその効果」 

外科：中山裕行            平成 28年 3 月 26日 大阪府 

 

 

【看護局】 

第 8回奈良県 TCS研究会セミナー 

「体圧分散とスキンケア」 

看護局：吉川由紀          平成 27年 4月 8日 奈良県 

 

Ａlcare ストーマケアセミナー 

「皮膚障害の原因と対策事例検討」 

看護局：吉川由紀          平成 27年 5 月 17日 奈良県 

 

奈良県感染管理ネットワーク研修会 

「血液曝露の現状と曝露対策」 

看護局：里内正樹          平成 27年 6 月 27日 奈良県 

 

新人看護職員研修 

「自部署の新人看護職員教育の現状と課題把握」 

看護局：北飯ふみ          平成 27年 7月 8日 奈良県 

 

平成 27年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

「グループマネジメント」 

看護局：飯尾美和          平成 27年 7 月 23日 奈良県 

 

関西ストーマケア講習会 

「ストーマケア実技とグループワーク」 

看護局：吉川由紀         平成 27年 8月 7～9日 大阪府 
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奈良県看護協会研修 

「がん化学療法とがん看護」 

看護局：一林三保子、他       平成 27年 8月 12日 奈良県 

 

ソフトウェアサービスユーザー会看護部会 

「中心ライン関連血流感染サーベランスシステムについて」 

看護局：里内正樹          平成 27年 8月 22日 大阪府 

 

透析患者勉強会 

「下剤と排便コントロールついて」 

看護局：酒井啓子          平成 27年 8月 23日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

「透析患者さんにおける運動・リハビリ療法」 

「タンパク質摂取量の確保と血清リン値の管理」 

看護局：浅田淳           平成 27年 8月 23日 奈良県 

 

第 1回関西ケア環境改善フォーラム 

「職員の働きやすい環境づくりに取り組んで～幸せな働き方の実現に 

ついて～」 

看護局：飯尾美和         平成 27年 11月 14日 大阪府 

 

看護師職能Ⅰ・Ⅱ集会・研修会 

「暮らしを意識した退院支援への取り組み～訪問看護に同行による経験 

より～」 

看護局：巽美澄子         平成 27年 11月 14日 奈良県 

 

大和高田市癌と口腔ケア研究会 

「大和高田市立病院の口腔機能管理の現状」 

看護局：巽美澄子         平成 27年 11月 26日 奈良県 

 

出前授業（中学校） 

「命の大切さ」 

看護局：吉川純子、長嶺美津子    平成 27年 12月 9日 奈良県 
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出前授業（小学校） 

「みんな大きくなったね」 

看護局：吉川純子、長嶺美津子    平成 28年 1 月 22日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「ひろがれ わたし」「みんな成長したんだね」 

看護局：長嶺美津子         平成 28年 2 月 10日 奈良県 

 

出前授業（中学校） 

「『片塩わくワーク』ゲストティチャー 命の大切さと職業について」 

看護局：長嶺美津子、里内正樹    平成 28年 2 月 18日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「ヒトの誕生 11歳のハローワーク」 

看護局：吉川純子          平成 28年 3 月 19日 奈良県 

 

第 13 回日本褥瘡学会近畿地方会学術集会 

「診療報酬改定に現場はどう対応したらいいか?～現状と課題～」 

看護局：吉川由紀          平成 28年 3 月 13日 奈良県 

 

菅原校区健康づくり推進協議会 

「認知症の予防について」 

看護局：吉見薫           平成 28年 3 月 13日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

「痒みについて」 

看護局：酒井啓子          平成 27年 3 月 13日 奈良県 

 

 

【技術局】 

第 11 回そよかぜサロン（オストメイトサロン） 

「下剤にまつわるいろんな話」 

薬剤部：川村伸治          平成 27年 6 月 13日 奈良県 
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医看薬連携がん薬物療法勉強会 

「乳がん化学療法～術前化学療法レジメンと支持療法について～」 

薬剤部：新森健太郎           平成 27年 7月 9日 奈良県 

 

第 34 回病診連携の会 

「当院における嚥下リハビリの現状と課題」 

機能訓練技術科：北村康治      平成 27年 7月 25日 奈良県 

 

第 34 回病診連携の会 

「最新の放射線治療装置で可能なこと」 

放射線技術科：伊東宏之       平成 27年 7月 25日 奈良県 

 

健康いきいきフェスタ 

「歩いてみましょう！！～ウォーキング教室～」 

機能訓練技術科：福村典男       平成 27年 11月 7日 奈良県 

 

医看薬連携がん薬物療法勉強会 

「みんなで支える安全安心の外来化学療法」 

薬剤部：植村大歌         平成 27年 11月 25日 奈良県 

 

第 8回がん患者サロン（ひだまり） 

「ＭＲＩについて」「ＣＴについて」   

放射線技術科：松山宜生        平成 28年 2月 8日 奈良県 

 

平成２７年度なら DMAT 研修（ロジスティクス研修） 

「EMIS研修」 

機能訓練技術科：福村典男       平成 28年 2月 12日 奈良県 

 

大和高田市生涯教育講座 浮孔地区高齢者学級 

「放射線治療について」 

放射線技術科：伊東宏之        平成 28年 2月 19日 奈良県 

 

第 11 回 中和のがん撲滅を目指す会 

「最新の放射線治療を大和高田で ～大和高田市立病院の放射線治療 

とは～」 

放射線技術科：四俵敬          平成 28年 3月 5日 奈良県 
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医看薬連携がん薬物療法勉強会 

「化学療法をうけられる患者さんに対する『自己管理ノート』の導入」 

薬剤部：植村大歌          平成 28年 3月 8日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

「痒みについて」 

臨床技術科：山本千聖        平成 27年 3 月 13日 奈良県 

 

第 36 回病診連携の会 

「大和高田市立の放射線治療とは～当院の放射線治療の案内と申し込み 

方～」 

放射線技術科：四俵敬          平成 28年 3 月 19日 奈良県 

 

人工呼吸管理安全セミナー 

「人工呼吸器安全セミナー 実習」 

臨床技術科：森諭司 

看護局：浅田淳、黒松大悟        平成 28年 3 月 27日 奈良県 
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３．学会発表 

【診療局】 

【内科】 

「左乳癌の術前に左房内腫瘤が発見された１例」 

第 120回日本循環器学会近畿地方会   平成 27年 11月 28日 大阪府 

内科：菅原裕  

      

【外科】 

「一般市中病院でのオピオイド回診から同定された、がん治療医の 

オピオイド使用における問題点の検討」 

第 20回緩和医療学術学会    平成 27年 6月 18～20日 神奈川県 

外科：中村友哉、岡村隆仁 

看護局：堀尾美砂、出口紀代美 

薬剤部：植村大歌、島谷枝里香 

 

「当院における乳癌術後腹膜転移症例に対する診断と治療」 

第 23回日本乳癌学会総会       平成 27年 7月 2日 東京都 

外科：加藤達史 

 

「ロンサーフの使用状況とその有効例（レジメンチェンジのタイミングを 

考える）Report of usage of drug Lonsurf and the effective case. (Think  

about the timing of replacing the chemotherapy regimen to advanced  

colon cancer)」 

第 53回日本癌治療学会        平成 27年 10月 31日 京都府 

外科：中山裕行 

 

「急性気腫性胆嚢炎の１例」 

第 77回日本臨床外科学会総会     平成 27年 11月 27日 福岡県 

外科：加藤達史 

 

【整形外科】 

「広範囲腱板断裂に対する上腕二頭筋長頭腱移行固定術併用鏡視下腱板 

部分修復術の治療経験」 

第 7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会  

平成 27年 6月 19日 北海道 

整形外科：二階堂亮平、衣川和良 
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「当院における上腕骨大結節骨折に対する鏡視下骨接合術の治療経験」 

第 41回日本骨折治療学会       平成 27年 6月 26日 奈良県 

整形外科：二階堂亮平 

 

「肩甲下筋腱断裂を合併した腱板断裂に対する鏡視下腱板修復術の検討」 

第 42回日本肩関節学会         平成 27年 10月 9日 宮城県 

整形外科：二階堂亮平 

 

【小児科】 

「模擬症例を用いた小児気管支喘息管理についての調査結果」 

第 64回日本アレルギー学会      平成 27年 5月 28日 東京都 

小児科：清益功浩、他  

 

「血清 TARC 高値と凝固第 XIII因子の低下を認めた腹痛を伴う多型滲出性 

紅斑の 1例」 

第 117回日本小児科学会奈良地方会   平成 27年 7月 11日 奈良県 

小児科：清益功浩、児玉暖、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 

 

「抗菌薬不応で免疫グロブリン療法（IVIG）に著効した生後 3 ヵ月男児の 

発熱例」 

第 118回日本小児科学会奈良地方会  平成 27年 10月 11日 奈良県 

小児科：清益功浩、児玉暖、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 

 

【産婦人科】 

「妊娠 20 週に急性胆嚢炎にて腹腔鏡下手術後に遺伝性球状赤血球症（HS) 

が判明した一例」 

第 25回日本産婦人科・新生児血液学会 平成 27年 6月 5日 東京都 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁 

 

「広範囲に手術痕があり顕著な腸管癒着があるも腸管損傷を免れた１例」 

第 55回日本産婦人科内視鏡学会学術講演会   

平成 27年 9月 10日 神奈川県 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁 
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「産褥１ヶ月感に急速に増大した dysgerminoma の１例」 

第 53回日本癌治療学会学術集会   平成 27年 10月 29日 神奈川県 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁 

 

【泌尿器科・透析科】 

「大和高田市立病院における腎結石手術の臨床的検討」 

第 103回日本泌尿器科学会総会     平成 27年 4月 18日 石川県 

泌尿器科：仲川嘉紀、大塚憲司、直井牧人、谷満、森澤洋介、 

堀俊太、吉川元清、冨岡厚志、永吉純一、吉田宏二郎  

 

「新規携帯式尿流計の在宅連続使用に係る評価」 

第 103回日本泌尿器科学会総会     平成 27年 4月 18日 石川県 

泌尿器科：仲川嘉紀、他 

 

「限局性前立腺癌の初期治療選択における併存症の影響の検討」 

第 103回日本泌尿器科学会総会     平成 27年 4月 18日 石川県 

泌尿器科：仲川嘉紀、他 

 

「当院における人工血管内シャント造設術の治療成績」 

第 60回日本透析医学会学術集会   平成 27年 6月 28日 神奈川県 

透析科：大塚憲司、直井牧人、谷満、仲川嘉紀 

 

「当院の TUL術後感染対策」 

第 29回日本泌尿器内視鏡学会総会   平成 27年 11月 21日 東京都 

泌尿器科：堀俊太、大塚憲司、直井牧人、谷満、森澤洋介、 

吉川元清、冨岡厚志、仲川嘉紀 

 

「日常診療における前立腺至適生検本数の検討 NURTG前向きコホート 

研究」 

第 53回日本癌治療学会学術集会    平成 27年 10月 29日 京都府 

泌尿器科：堀俊太、仲川嘉紀、他 

 

「CRPCに対するドセタキセル、デキサメタゾン併用療法における 

安全性の検討 JMTOPCa-01」 

第 53回日本癌治療学会学術集会    平成 27年 10月 29日 京都府 

泌尿器科：仲川嘉紀、他 
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「限局性前立腺癌の初期治療選択における併存症の影響の検討」 

第 53回日本癌治療学会学術集会    平成 27年 10月 29日 京都府 

泌尿器科：仲川嘉紀、他 

 

【耳鼻咽喉科】 

「当院補聴器外来における補聴器貸出期間に関する検討」 

第 333回日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 

 平成 27年 6 月 6日 大阪府 

耳鼻咽喉科：小山真司 

 

「当院補聴器外来の現況」 

第 77回耳鼻咽喉科臨床学会      平成 27年 6月 26日 静岡県 

耳鼻咽喉科：小山真司 

 

【在宅医療支援科】 

「大和高田市立病院における在宅医療支援科の取り組み」 

第 37回奈良県公衆衛生学会      平成 27年 11月 10日 奈良県 

在宅医療支援科：高幣和郎 

 

【臨床検査科（教育研修センター）】 

「職員の人格の水準を 高める仕組み 自分の心から恐れを追い出す  

Drive out Fear」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

       平成 28年 1 月 30日 奈良県 

臨床検査科：山下慶三 

診療局：上田豊晴、仲川嘉紀 

看護局：飯尾美和 

技術局：松山宣生 

事務局：秋山直子、磯部昌淳、他 
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【看護局】 

「入職時から中堅を見据えたキャリア支援～クリニカルラダーによる 

人材育成とキャリア支援について～」 

第 46回日本看護学会・看護教育学術学会 

 平成 27年 8月 6日 奈良県 

看護局：治田美津子 

 

「チャイルドビジョンに着目した看護師の意識改善の取り組み」 

第 46回日本看護学会・看護教育学術学会 

 平成 27年 8月 6日 奈良県 

看護局：岡田智恵子、西村由美、岡田理沙 

 

「放射線検査に携わる看護師の放射線被曝と防護の知識の向上」 

第 46回日本看護学会・看護教育学術学会 

 平成 27年 8月 6日 奈良県 

看護局：中島敬太郎、勝山泰子、佐藤政宏 

 

「弾性ストッキング装着中の皮膚トラブル回避に向けての取り組みの 

検証」 

第 46回日本看護学会・慢性期看護学術集会 

 平成 27年 9月 2日 福島県 

看護局：水上由紀子、吉岡美貴、山下真貴子 

 

「病棟看護師における弾性ストッキング装着パンフレットの有用性の 

検討」 

第 46回日本看護学会・慢性期看護学術集会 

 平成 27年 9月 2日 福島県 

看護局：北側麻耶、吉岡香、佐々木修吾、浅田淳、他 

 

「医療安全の観点からみた時間短縮勤務者退勤後のインシデント調査」 

第 46回日本看護学会・看護管理学術学会 

 平成 27年 9月 8日 福岡県 

看護局：西北千恵、河本昌美、野間田紗安佳、中谷亜輝子、他 

 

「病棟看護師と近隣葬祭業者を対象とした死後の処置に対する実態調査」 

第 46回日本看護学会・看護管理学術学会 

 平成 27年 9月 9日 福岡県 

看護局：溝端公美、宇原則子、徳田有夏、早川千明、吉岡達也、他 
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「HCUに対するアンケート調査から効果的な HCU入室前訪問のあり方を 

検討する」 

第 46回日本看護学会・急性期看護学術学会 

 平成 27年 9 月 29日 愛媛県 

看護局：後田聖子、岡本恵美、網本貴文 

 

「術前高齢者患者を対象をした術後せん妄予防パンフレット使用前後の 

術後せん妄発症の比較」 

第 46回日本看護学会・急性期看護学術学会 

 平成 27年 9 月 30日 愛媛県 

看護局：高見奈央、田中和子、中村沙織、中野磨未、谷口寛、 

福本沙織 

 

「脊椎後方手術における顔面皮膚表皮剥離予防への取り組み」 

第 29回日本手術看護学会       平成 27年 10月 9日 北海道 

看護局：大隅由季子、菊池朱美 

 

「電子カルテ導入による転倒転落アセスメントの可視化がもたらした効果 

～転倒転落件数の減少～」 

第 54回全国自治体病院学会     平成 27年 10月 8～9日 北海道 

看護局：田中早苗、藪中優子 

診療局：滋野長平 

技術局：西岡正彦 

 

「外来化学療法における医看薬連携に向けた取り組みと今後の課題」 

第 53回日本癌治療学会学術集会    平成 27年 10月 30日 京都府 

看護局：一林三保子 

外科：中山裕行 

 

「BOMを導入した電子パス改訂への取り組み」 

第 16回日本クリニカルパス学会    平成 27年 11月 13日 千葉県 

看護局：細川喜美恵 

 

「新人看護師を対象とした出来た子ノート導入前後の自己効力感の変化の 

比較」 

平成 27年度奈良県看護研究学会     平成 27年 12月 1日 奈良県 

看護局：横井理沙、大西奈桜 
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「保険調剤薬局との連携に向けた取り組み～外来化学療法をより安全に 

継続するために～」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 28年 1月 30日 奈良県 

看護局：一林三保子 

外科：中山裕行 

 

「オカレンスの減少をめざした PNS導入～経過を振り返り今後の課題を 

検証する～」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 28年 1月 30日 奈良県 

看護局：桝本みさき、北川真弓、澤井千絵 

 

「訪問看護ステーション院内留学への取り組みについて」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 28年 1月 30日 奈良県 

看護局：巽美澄子 

 

「体圧分散寝具（ウレタンフォームマット）の必要台数の見直し」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 28年 1月 30日 奈良県 

看護局：堀井さゆり、寺尻洋一 

     機能訓練技術科：清原正康 

 

「感染リンクナースによるラウンド参加開始とその効果」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 28年 1月 30日 奈良県 

看護局：里内正樹、永原美由紀、池上幸恵、村島明子 

 

「褥瘡のある認知症の利用者への訪問看護を通して学んだこと～支援の 

ポイントを考える～」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 28年 1月 30日 奈良県 

看護局：中尾みどり、古川彰子、楠瀬美薫、中島有紀、中川富美、 

奥田裕子 
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「インフルエンザのアウトブレイクを経験して」 

第 31回日本環境感染学会総会・学術集会 

 平成 28年 2 月 19日 京都府 

看護局：里内正樹 

 

「急性期外来病棟におけるストーマケアチームの歩み」 

第 13回日本褥瘡学会近畿地方会学術集会 

 平成 28年 3 月 13日 奈良県 

看護局：房川温子、森本香里、土井美咲、竹島未央、谷口寛、 

吉川由紀 

 

 

【技術局】 

「自治体病院における理工系医学物理士の在り方」 

日本放射線腫瘍学会 第 28回日本高精度放射線外部照射研究会 

              平成 27年 5月 30日 京都府 

放射線技術科：伊東宏之 

 

「尿流動態検査における臨床工学技士の関わり」 

             平成 27年 11月 8日 大阪府 

臨床技術科：山本千聖、森諭司 

泌尿器科：仲川嘉紀、大塚憲司、堀俊太 

 

「モンテカルロシミュレーションの概要 線源データの取扱い」 

日本放射線技術学会 近畿支部 実践セミナー 

            平成 27年 11月 29日 大阪府 

放射線技術科：伊東宏之 

 

「当院の医療機器管理の改善」 

第 11回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 28年 1 月 30日 奈良県 

臨床技術科：岡本勇貴、森諭司、常本晋平、飯田剛士、山本千聖、 

門口豪志 

看護局：浅田淳、黒松大悟 
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４．病診連携の会 

第３４回 病診連携の会    さざんかホール 平成 27年 7月 25日  

「糖尿病治療における地域連携の重要性」 

  奈良県医科大学糖尿病講座：中島拓紀 

 

「当院における嚥下リハビリの現状と課題」 

  機能訓練技術科：北村康治 

 

「最新の放射線治療装置で可能なこと」 

放射治療科：伊東宏之 

 

「呼吸器内科の紹介」 

呼吸器内科：山口和之  

 

 

第３５回 病診連携の会  

教育研修センター大会議室  平成 26 年 11月 29日  

 

「巨大肝嚢胞に対する腹腔鏡下開窓術の実際」 

研修医：清水宏一  

 

「外来診療におけるパーキンソン病の診断と治療のこつ」 

中谷医院 院長：中谷晃 

 

「放射線治療の進歩：がん診療における役割とその有用性」 

奈良県立医科大学附属病院 放射線腫瘍医学講座 

放射線治療・核医学科 部長：長谷川正俊 
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第３６回 病診連携の会    

 教育研修センター大会議室  平成 26年 11月 29日  

  

「溶連菌感染後急性糸球体腎炎の一例」 

研修医：寺面浩武  

 

「敗血症を来したＥＳＢＬ産生菌による急性腎盂腎炎の 1 例」 

研修医：中村有輝  

 

「大和高田市立病院の放射線治療とは 

～当院の放射線治療の案内と申し込み方～」 

放射線技術科：四俵敬  

 

「【特別講演】褥瘡治療はこうすれば上手くいく」 

天理よろづ相談所病院 在宅世話とりセンター長：中村義徳 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 22 -



  

５．院内発表 

「医療の質」発表会             平成 27 年 12月 10日 

   「総論 ～本院の医療の質改善活動について」 

      病院長：砂川晶生 

 

   「特定術式における術後２４時間以内の予防的抗菌薬投与停止率」 

「乳がん患者での乳房温存手術の割合」 

      看護局：里内正樹 

 

   「褥瘡有病率・推定発生率」 

      看護局：堀井さゆり 

 

「職員の検診受診率」 

      事務局：柿迫寛 

 

「栄養指導」 

      栄養管理科：山本友香 

 

「退院支援・入院医療・福祉相談」 

      事務局：水口憲治 

 

「緊急検体検査の結果報告に要した時間」 

      臨床技術科：勝山政彦 

 

「薬剤師指導のバンコマイシン注射液のＴＤＭ」 

      薬剤部：安田知浩 

 

「血液透析に関する指標」 

      泌尿器科：仲川嘉紀 
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第 40回クリニカルパス大会        平成 27年 9月 15日 

       

   「メディカルショートステイクリニカルパス運用の取り組み」 

      看護局：長谷川真樹 

 

   「クリニカルパスの監査について」 

      看護局：藤裏里美 

 

 

第 41回クリニカルパス大会        平成 28年 3月 10日 

       

   「ＢＯＭ導入後のパス利用の現状」 

      看護局：細川喜美恵 

 

   「監査ラウンドの結果と課題」 

      看護局：宮岡美幸 

   

   「バリアンスの評価分析について」 

      看護局：谷河まゆみ 
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６．その他の活動 

二次救命処置講習会  

   第 13回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

       平成 27年 6月 7日 奈良県 

    コース・ディレクター   外 科：中村友哉 

    コース・コーディネーター 看護局：桝本みさき      

    インストラクター     内 科：笹岡宗史 

研修医：中村有輝 

看護局：今西智美、芦高靖子、吉川由紀、 

宮岡美幸、元持美佐子 

    タスク          看護局：菊谷俊彦、網本貴文 

                    

 

第 14回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

       平成 27年 12月 20日 奈良県 

    コース・ディレクター   外 科：中村友哉 

    コース・コーディネーター 看護局：桝本みさき      

    インストラクター     内 科：笹岡宗史 

研修医：中村有輝、清水宏一、寺面浩武 

看護局：元持美佐子、竹島未央、芦高靖子、 

今西智美、宮岡美幸 

                 臨床技術科：木村孝志 

    タスク          看護局：網本貴文、菊谷俊彦、岩井大輔 

       薬剤部：竹内理恵 

 

 

 

奈良県防災総合訓練          平成 26年 8月 2日 奈良県 

 ＤＭＡＴ隊 看護局：吉岡達也、元持美佐子 

リハビリテーション科：福村典男 
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