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１．論文・著作活動 

【診療局】 

【内科】  

「Left atrium mass in a patient with breast cancer: a case report」 

J Med Case Rep 2016 Oct.19：10:285 

cardiology：Sugawara Y,Other 

surgery：Okamura Ryuji 

 

「Computed tomography anomalies associated with isolated  

hypoparathyroidism」 

Clinical Case Reports 2016：4 (12):1205-1206 

cardiology：Yu Sugawara 

 

「Gallbladder Torsion ： A Rare Cause of Acute Abdomen」 

Journal of Clinical and Medical Case Studies 2017：2 (1):3-5 

cardiology：Yu Sugawara 

surgery：Yoshiaki Hirohata 

 

【整形外科】  

「広範囲腱板断裂に対する鏡視下上腕二頭筋長頭腱後方移行および 

腱板部分修復術の治療経験」 

日本肩関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌 第 41巻 1号：24-25（2016） 

整形外科：二階堂亮平 

 

「上腕骨大結節骨折に対する鏡視下骨接合術の治療経験」 

骨折 38巻 2号：287-290（2016） 

整形外科：二階堂亮平 

 

「肩甲下筋腱断裂を伴った腱板断裂に対する鏡視下修復術の検討」 

肩関節 40巻 3号：983-986（2016） 

整形外科：二階堂亮平 

 

【小児科】 

「小児のトラベラーズワクチン」 

小児科臨床 第 69巻 5号：900-906（2016） 

小児科：清益功浩、他 
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「一般用医薬品である総合感冒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」 

小児科臨床 第 69巻 5号：893-897（2016） 

小児科：池田聡子、清益功浩、児玉暖、竹下佳弘、植西智雄、 

砂川晶生 

 

「当科における Mycoplasma pneumoniae 抗原迅速検査陽性例の臨床的検討」 

小児科臨床 第 70巻 1号：101-105（2017） 

小児科：植西智雄、清益功浩、池田聡子、竹下佳弘 

 

【産婦人科】  

「分娩後のコルポスコピー下生検時に明らかになった出血性後天性凝固第 

13因子欠乏症の 1例」 

日本産婦人科・新生児血液学会誌 第 26巻 1号：4-5(2016) 

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】  

「奈良県における慢性透析患者の現況 2015 年 12月末の統計的観察」 

奈透析会誌 第 22巻 1号：65-71（2017） 

透析科：仲川嘉紀、他 

 

【耳鼻咽喉科】 

「補聴器外来の現況」 

耳鼻咽喉科臨床 第 109巻 11号：765-770（2016） 

耳鼻咽喉科：小山真司、横田尚弘、北原糺 

 

 

【看護局】 

「大和高田市立病院の取り組み  地域の急性期医療を担う立場で 

在宅療養支援を強化」 

医学書院出版「看護管理」第 26巻第 7号：586-591（2016） 

看護局：飯尾美和 

 

「訪問看護との連携で医療依存度の高い患者の退院を支援」 

医学書院出版「看護管理」第 27巻第 2号：115-120（2017） 

看護局：飯尾美和 
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「目標管理とクリニカルラダーを連動させた師長の面接・キャリア支援 

のポイント」  

日総研出版「ナースマネジャー」 奈良県看護協会出版委員会  

第 18巻第 2月号：33-39（2017) 

看護局：飯尾美和、治田美津子 
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２．学会発表 

【診療局】 

【内科】 

「食道癌 ESD 後の食道完全閉塞に対し開腹下にて経口および経胃的に 

内視鏡を挿入し再開通しえた１例」 

第 212回日本内科学会近畿地方会     平成 28年 6月 25日 大阪府 

研修医：清水宏一 

内科：笹岡宗史、高幣和郎、濱戸教行 

  

「高血圧症精査で発見された腎動脈繊維筋症性異形成の 1男性例」 

第 121回日本循環器学会近畿地方大会  平成 28年 7月 16日 京都府 

内科：菅原裕 

      

【外科】 

「非定型大腿骨骨折を生じた乳癌転移症例」 

第 49回奈良外科学会学術大会      平成 28年 5月 21日 奈良県 

外科：佐多律子 

 

「当院における男性乳癌の検討」 

第 24回日本乳癌学会総会       平成 28年 6月 17日 東京都 

外科：加藤達史 

 

「他施設緩和ケアチーム見学・交流を通して学んだこと」 

第 21回日本緩和医療学会学術大会    平成 28年 6月 17日 京都府 

外科：中村友哉 

 

「大腸癌治療における最適な Salvage Line Treatment を考える TAS-102の 

位置づけと効果」 

第 116回日本癌治療学会学術集会  平成 28年 10月 22日 神奈川県 

外科：中山裕行 

 

「当院における腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術の変遷」 

第 116回日本内視鏡外科学会総会   平成 28年 12月 9日 神奈川県 

外科：中村友哉 
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【整形外科】 

「肩甲骨関節窩骨折 IdebergV 型に対して鏡視下骨接合術を施行した２症例」 

第 42回日本骨折治療学会       平成 28年 7月 1日 東京都 

整形外科：二階堂亮平 

 

「肩甲下筋腱完全断裂(永澤分類 Type3,4)に対のする鏡視下修復術の治療成績」 

第 8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会  

平成 28年 7月 29日 奈良県 

整形外科：二階堂亮平、原納明博、他 

 

「LHBによる上方関節包再建術併用鏡視下広範囲腱板断裂修復術」 

第 43回日本肩関節学会        平成 28年 10月 21日 広島県 

整形外科：二階堂亮平、原納明博、他 

 

【小児科】 

「抗原検査が陰性でアジスロマイシン内服後でも陽性になったマイコプラ 

ズマ肺炎例」 

第 120回日本小児科学会奈良地方会   平成 28年 7月 2日 奈良県 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳宏、植西智雄、砂川晶生 

 

「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」 

第 33回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会  

平成 28年 7月 16日 宮城県 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳宏、植西智雄、砂川晶生 

 

「当科における過去 2年間（2014年 4月から 2016 年 3 月まで）のマイコプ 

ラズマ抗原検査の状況」 

第 48回日本小児感染症学会      平成 28年 11月 19日 岡山県 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄 

 

「医師・看護師間連携が作り上げた病棟マネジメントの記録  

～大和高田市立病院「3A小児科病棟運営会議」活動報告～」 

第 12回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                      平成 29年 1月 21日 奈良県 

小児科：竹下佳弘 

看護局：松山優、西村由美、樋口孝子、杉田直子、水本由香、辻本利恵 
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「診療科の垣根を越えた医師間連携の記録 ～大和高田市立病院『中堅医師 

の会』活動報告～」 

第 12回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

          平成 29年 1 月 21日 奈良県 

小児科：竹下佳弘 

内科：菅原裕、笹岡宗史、中辻正人 

外科：鬼頭祥悟、中村友哉 

耳鼻咽喉科：横田尚弘 

 

【産婦人科】 

「分娩後のコルポスコピー下生検時に明らかになった出血性後天性凝固第 

13因子欠乏症の 1例」 

奈良県産婦人科医会学術総会      平成 28年 5月 14日 奈良県 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁 

 

「分娩後のコルポスコピー下生検時に明らかになった出血性後天性凝固第 

13因子欠乏症の 1例」 

第 26回日本産婦人科・新生児血液学会  平成 28年 7月 1日 長崎県 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁 

 

「広範囲の手術痕に対する第 1トロッカ－穿刺部位の検討」 

第 56回日本産婦人科内視鏡学会学術講演会 

平成 28年 9月 1日 長崎県 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁 

 

「左下腹部痛のため緊急手術を施行し、卵巣がんと子宮体がんの重複がん 

であった１例」 

第 54回日本癌治療学会学術集会    平成 28年 10月 20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】 

「TUL術後有熱性尿路感染症の発生状況と予防への取り組み」 

第 66回日本泌尿器科学会中部総会   平成 28年 10月 28日 三重県 

泌尿器科：大森千尋、飯田孝太、直井牧人、仲川嘉紀、他 
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【麻酔科】 

「中心静脈カテーテル留置後に胸骨圧迫を必要とする対側の巨大血胸を 

合併した小児の１例」 

第 62回日本麻酔科学会         平成 28年 9月 4日 奈良県 

麻酔科：西本浩太 

 

【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 339回日本耳鼻咽喉科学会大阪地方連合会 

  平成 28年 12月 3日 大阪府 

耳鼻咽喉科：横田尚弘、小山真司、他 

 

 

【看護局】 

「外来維持透析患者の対する運動療法とその効果」 

第 61回日本透析医学会        平成 28年 6月 11日 奈良県 

看護局：浅田淳、井上絵奈、治田美津子 

機能訓練技術科：福村典男 

 

「認知症患者の身体拘束早期解除に向けての取り組み」 

第 29回日本看護福祉学会学術集会    平成 28年 6月 26日 奈良県 

看護局：吉見薫、他 

 

「病棟看護師の手指衛生の現状調査」 

第 47回日本看護協会・急性期看護学術集会 

  平成 28年 7月 15日 沖縄県 

看護局：岩見美奈、杉本美沙都 

 

「A病院における術前訪問の評価 ～術後の面接を通して～」 

第 47回日本看護協会・急性期看護学術集会 

 平成 28年 7月 16日 沖縄県 

看護局：岩本幸子、細川はるか、福井智美、細川喜美恵 
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「A病院の一般病棟で働く看護師を対象とした PNS導入後の実態調査」 

第 47回日本看護学会・看護教育学術学会 

 平成 28年 8月 5日 滋賀県 

看護局：竹島未央、成富真穂 

 

「肩腱板断裂手術後の装具装着中のケアに対するパンフレットを用いた 

勉強会の効果」 

第 47回日本看護学会・看護教育学術学会 

 平成 28年 8月 6日 奈良県 

看護局：網本貴文、木納瞳、嶋矢絵璃果 

 

「在宅復帰の促進と病棟看護師の退院支援について～平成 28 年度 

診療報酬改定を受けて～」 

第 20回日本看護管理学会学術集会   平成 28年 8月 20日 神奈川県 

看護局：飯尾美和 

 

「がん患者への退院支援と今後の課題」 

第 47回日本看護学会・慢性期看護学術集会 

   平成 28年 9月 8日 鳥取県 

看護局：堀尾美砂、野中美智、森川恵美子 

 

「看護師長が目標管理とラダーの連動に取り組んだ成果」 

第 47回日本看護協会看護管理学術集会  平成 28年 9月 28日 石川県 

看護局：治田美津子、飯尾美和、田中早苗、岡本千賀子 

 

「外来化学療法における医看薬連携に向けた取り組み 第２報 

～便利手帳の作成～」 

第 54回日本癌治療学会学術集会    平成 28年 10月 22日 神奈川県 

看護局：一林三保子 

 外科：中山裕行 

 薬剤部：植村大歌 

 

「地域包括ケア病棟において患者・家族の望む退院支援のための新しい 

スクリーニングシート作成の試み」 

第 47回日本看護学会・慢性期看護学術集会 

  平成 28年 11 月 11日 鳥取県 

看護局：山下恵、飯田昌子、渡邉由香、濱井美鈴 
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「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 28年 11月 13日 千葉県 

看護局：細川喜美恵 

 

「臨床工学技士における麻酔機点検業務新規参入への試み」 

第 23回近畿臨床工学会        平成 28年 11月 13日 兵庫県 

看護局：黒松大悟、浅田淳 

臨床技術科：森諭司、岡本勇貴、常本晋平、山本千聖、門口豪志 

 

「退院 1週間後健診における褥婦への育児支援の現状把握と課題」 

第 47回日本看護協会ヘルスケアプロモーション学術集会 

  平成 28年 11月 17日 三重県 

看護局：軽本彰子、吉川紀子、岩本和子 

 

「整形外科のパス使用率 0％からの出発」 

第 17回日本クリニカルパス学会    平成 28年 11月 25日 石川県 

看護局：細川喜美恵 

 

「院内クリニカルパス委員会の活動評価」 

第 17回日本クリニカルパス学会    平成 28年 11月 26日 石川県 

看護局：治田美津子 

 

「バリアンス集計からみえてきたもの」 

第 17回日本クリニカルパス学会    平成 28年 11月 25日 石川県 

看護局：谷河まゆみ 

 

「下肢静脈瘤手術のクリニカルパス作成と改訂の取組み」 

第 12回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

  平成 29年 1月 21日 奈良県 

看護局：細川喜美恵 

 

「電子クリニカルパス活用の定着に向けたパス委員会の活動報告」 

第 12回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

 平成 29年 1月 21日 奈良県 

看護局：藤裏里美、治田美津子、宮岡美幸、辰巳春香、長谷川真樹、 

黒松彰子、植田麻結子、熊本千津子 
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「中心静脈カテーテル関連血流感染低下にむけたケアバンドルの効果」 

第 12 回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

   平成 29 年 1 月 21日 奈良県 

看護局：永原美由紀、里内正樹、高見奈央、竹島未央 

 

「人工透析センターにおける薬剤管理の検討～多職種で取り組む医療安全」 

第 12 回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

   平成 29 年 1 月 21日 奈良県 

看護局：熊本千津子、治田美津子、岡本千賀子 

     透析科：仲川嘉紀 

薬剤部：鳥見好宏 

臨床技術科：森諭司 

 

「重症心身障害児（者）在宅支援事業への取り組みについての報告 

～急性期病院におけるレスパイト入院受け入れの試みとして～」 

第 12回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

  平成 29年 1 月 21日 奈良県 

看護局：中野八枝子、巽美澄子 

在宅医療支援科：高幣和郎 

 

「マインド＆マネジメントを中心とした PNS導入への取り組みと課題」 

第 12回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

  平成 29年 1 月 21日 奈良県 

看護局：山本幸子、澤井千絵、河俣成仁、治田美津子 

 

 

【技術局】 

「医療機器安全研修の取り組み」 

第 26回日本臨床工学会        平成 28年 5月 14日 京都府 

臨床技術科：森諭司 

 

「臨床工学技士として災害派遣チームで初出動を経験して」 

第 23回近畿臨床工学会        平成 28年 11月 12日 兵庫県 

臨床技術科：常本晋平 
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３．研究会等の活動 

【診療局】 

第 26 回さくらの会 

「乳がんの個別化治療２」   

外科：岡村隆仁            平成 28年 4月 9日 奈良県 

 

第 26 回さくらの会 

「骨粗鬆症対策について」   

栄養管理科：山本友香         平成 28年 4月 9日 奈良県 

 

奈良県 TCS研究会 第 9回セミナー 

「周術期栄養管理」   

外科：中山裕行            平成 28年 4月 16日 奈良県 

 

第 34 回臨床研修研究会 

「研修医の『対話を導く心』を育む」 

臨床検査科：山下慶三        平成 28年 4月 23日 奈良県 

 

糖尿病教室 

「実際に計って覚えましょう！！～お茶碗を持って集合～」   

栄養管理科：山本友香         平成 28年 4月 28日 奈良県 

 

第 6回医看薬連携がん薬物療法研修会 

「大腸癌化学療法における分子標的治療薬について」 

外科：中山裕行             平成 28年 6月 21日 奈良県 

 

糖尿病教室 

「糖尿病の治療の進歩を中心に」   

総合内科：上田豊晴          平成 28年 6月 23日 奈良県 

 

第 37 回奈良小児アレルギーカンファレンス 

「溶連菌感染後反応性関節炎（PSRA）と思われる 1 例」 

   小児科：清益功浩          平成 28年 6月 25日 奈良県 

  

第 37 回奈良県中和の病診連携の会 

「ペットボトル症候群を契機とした糖尿病性ケトアシドーシスの１例」 

消化器内科：中辻正人        平成 28年 7月 9日 奈良県 

- 11 -



  

 
第 37 回奈良県中和の病診連携の会 

「巨大仮性膵嚢胞により消化管閉塞を来した１例」 

研修医：清水宏一          平成 28年 7月 9日 奈良県 

 

横大路の会 

「消化管閉塞を来した巨大仮性膵嚢胞の１例」 

研修医：清水宏一          平成 28年 7 月 12日 奈良県 

 

横大路の会 

「歩行困難で来院した 75 歳男性」 

内科：菅原裕            平成 28年 7 月 12日 奈良県 

 

横大路の会 

「小球性低色素性貧血から関節リウマチの診断に至った一例」 

研修医：喜多桃子          平成 28年 7 月 12日 奈良県 

 

横大路の会 

「おまけ演題 研修レクチャー：小児救急の１例」 

小児科：竹下佳弘          平成 28年 7 月 12日 奈良県 

 

大和高田市幼稚園教育研究会夏期研修 

「子供の健康と感染症対応について」 

小児科：清益功浩          平成 28年 8月 3日 奈良県

  

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 28年 10 月 5日 奈良県 

 

平成 28年度国公私立大学病院 医療技術関係職員研修会 

「人が育つ大学病院とは」   

臨床検査科（教育研修センター）：山下慶三 

 平成 28年 10 月 18日 東京都 

 

第 27 回さくらの会 

「乳がん治療のアラカルト」   

外科：岡村隆仁           平成 28年 10 月 22日 奈良県 
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第 14 回奈良小児呼吸器疾患研究会 

「当科における過去 2年間（2014年 4月から 2016 年 3 月まで）の 

マイコプラズマ抗原検査の状況」 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄 

平成 28年 10月 29日 奈良県 

 

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 28年 11月 4日 奈良県 

 

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 28年 11月 11日 奈良県 

 

横大路の会 

「左肝内結石による球生胆管炎から敗血症をきたした一例」 

研修医：喜多桃子         平成 28年 11月 14日 奈良県 

 

横大路の会 

「統合失調症の一例」 

研修医：清水宏一         平成 28年 11月 14日 奈良県 

 

第 38 回奈良県中和の病診連携の会 

「自己免疫性膵炎の２例」 

消化器内科：高幣和郎        平成 28年 11月 19日 奈良県 

 

第 38 回奈良県中和の病診連携の会 

「高齢認知症患者の診療についてのワンポイント」 

神経内科：形岡博史          平成 28年 11月 19日 奈良県 

 

第 38 回奈良県中和の病診連携の会 

「大和高田市立病院に放射線治療ができて現状、今後」 

放射線治療科：横川正樹       平成 28年 11月 19日 奈良県 

  

KANSAI 六君子湯フォーラム 2016 

「胃癌手術における六君子湯使用経験について」 

外科：中山裕行           平成 28年 12月 10日 大阪府 

- 13 -



  

 
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 28年 12 月 12日 奈良県 

  

平成 28年度日本放射線技術学会第 2回関東支部学術講演会 

「人材育成・個人と組織の成長のすすめ：貴方の自己実現を助ける 

組織になる」   

臨床検査科（教育研修センター）：山下慶三 

平成 28年 12月 17日 群馬県 

 

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 29年 1 月 12日 奈良県 

 

平成 28年度臨床検査技師長ミーティング（管理者研修会）  

「『大人が育つ』ってどういうこと？」   

臨床検査科（教育研修センター）：山下慶三 

平成 29年 1月 22日 長野県 

 

第 8回大和高田市癌と口腔ケア研修会 

「ウィルス性肝炎について」 

消化器内科：高幣和郎        平成 29年 1 月 26日 奈良県 

 

第 8回大和高田市癌と口腔ケア研修会 

「大和高田市立病院の口腔機能管理の現状」 

耳鼻咽喉科：横田尚弘        平成 29年 1 月 26日 奈良県 

 

奈良小児救急医療研究会 

「当科における過去 2年間（2014 年 4月から 2016 年 3 月まで）に 

喘鳴・喘息で入院した症例の状況」 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄 

平成 29年 1 月 28日 奈良県 

 

難病と障害を持つ子供とその家族への支援を考える市民交流セミナー  

ともに笑顔で豊かなくらしを 

「レスパイトモデルケース報告(奈良県委託事業)」 

在宅医療支援科：高幣和郎       平成 29年 2 月 18日 奈良県 
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第 8回医看薬連携がん薬物療法研修会 

「肺がんと治療について」 

呼吸器内科：山口和之          平成 29年 2月 16日 奈良県 

 

第 12 回中和のがん撲滅を目指す会 

「乳がんの最新治療について」 

外科：岡村隆仁             平成 29年 3月 4日 奈良県 

 

第 39 回奈良県中和の病診連携の会 

「中堅医師からみた当院の現状」 

循環器内科：菅原裕          平成 29年 3月 11日 奈良県 

 

 

【看護局】 

第 13 回そよかぜサロン（オストメイトサロン） 

「日頃からやっておきたいオストメイトのための災害対策」 

看護局：谷口寛            平成 28年 6月 11日 奈良県 

 

奈良県看護協会中堅スキルアップ研修「がん看護」 

「がん看護１基礎」 

看護局：一林三保子         平成 28年 6月 13日 奈良県 

 

第 58 回関西 STOM 研究会 

「大腸がん化学療法によって生じた皮膚障害への対処法とセルフケア 

支援の在り方を考える～ストーマ管理困難に陥った患者一事例～」 

看護局：一林三保子、吉川由紀    平成 28年 6月 25日 奈良県 

   外科：中山裕行、加藤達史 

 

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 28年 7月 4日 奈良県 

 

奈良県看護職認知対応力向上研修 

「マネジメント」 

看護局：吉見薫            平成 28年 7月 4日 奈良県 
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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 28年 7月 8日 奈良県 

 

第 37 回奈良県中和の病診連携の会 

「熊本地震救援報告」 

看護局：橋本知幸          平成 28年 7月 9日 奈良県 

 

出前授業（中学校） 

「いのちの始まりと命の大切さ 第２次性徴の心と体」 

看護局：長嶺美津子         平成 28年 7 月 11日 奈良県 

 

出前授業（中学校） 

「いのちの始まりと命の大切さ 第２次性徴の心と体」 

看護局：長嶺美津子         平成 28年 7 月 12日 奈良県 

 

2016 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 看護チームのマネジメント･チーム医療と連携」 

看護局：飯尾美和          平成 28年 7 月 15日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「学校で行う性に関する指導(命の学習)について 

-子どもたちと一緒に命の学習を体験してみましょう-」 

看護局：長嶺美津子         平成 28年 8 月 26日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「① 命の始まりと命の大切さ②第２次性徴の心と体の変化③道徳教育」 

看護局：細川喜美恵         平成 28年 10 月 17日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「大切な命（自分を大切に、まわりの人を大切に）」 

看護局：吉川純子         平成 28年 10 月 21日 奈良県 

 

看護職のワーク・ライフ・バランス推進フォーラム 

「『看護職の WLB推進のための取り組み』についての報告」 

看護局：飯尾美和         平成 28年 10 月 21日 奈良県 
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透析患者勉強会 

「災害対策について～伝言ダイヤルと災害時の生活について」 

看護局：酒井啓子          平成 28年 10月 30日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

「災害対策について～災害時の透析について」 

看護局：熊本千津子         平成 28年 10月 30日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「① 命の始まりと命の大切さ②第２次性徴の心と体の変化③道徳教育」 

看護局：西原八恵美        平成 28年 11月 10日 奈良県 

 

第 14 回そよかぜサロン（オストメイトサロン） 

「ストーマ装具・アクセサリー類の使用の実際」 

看護局：吉川由紀          平成 28年 11月 12日 奈良県 

 

第 7回医看薬連携がん薬物療法研修会 

「院外薬局との連携の重要性～便利手帳の活用方法の検討～」 

看護局：一林三保子           平成 28年 11月 15日 奈良県 

 

出前授業（中学校） 

「命の始まりと命の大切さ 第二次性徴での心と体の変化」 

看護局：吉川純子         平成 28年 11月 18日 奈良県 

 

第 38 回奈良県中和の病診連携の会 

「災害訓練を実施した振り返りと今後の展望について」 

看護局：治田美津子        平成 28年 11月 19日 奈良県 

 

第 7回大和高田市癌と口腔ケア研修会 

「大和高田市立病院の口腔機能管理の現状」 

看護局：上中直美         平成 28年 11月 24日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「命の始まりと命の大切さ 第二次性徴での心と体の変化」 

看護局：吉川純子         平成 28年 11月 24日 奈良県 
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第 9回奈良感染管理ネットワーク研修会 

「こんなときどうする？環境整備」 

看護局：里内正樹         平成 28年 11 月 26日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「命の始まりと命の大切さ 第二次性徴での心と体の変化」 

看護局：長嶺美津子        平成 28年 11 月 29日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「① 命の始まりと命の大切さ②第２次性徴の心と体の変化③道徳教育」 

看護局：細川喜美恵          平成 28年 12 月 5日 奈良県 

 

出前授業（中学校） 

「人の命の始まり 胎児の成長 出産を通して命の大切さを学ぶ」 

看護局：吉川純子、西原八重美    平成 28年 12 月 7日 奈良県 

 

難病と障害を持つ子供とその家族への支援を考える市民交流セミナー 

「快適な在宅生活の実現のために」 

看護局：巽美澄子         平成 28年 12 月 28日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「『これまでのわたし、これからのわたし』における人の誕生についての 

児童への講話」 

看護局：長嶺美津子         平成 29年 1 月 27日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「人の誕生や生命の尊さについての児童への講話」 

看護局：細川喜美恵         平成 29年 1 月 27日 奈良県 

 

出前授業（中学校） 

「１年生ゲストティーチャー『片塩わくワーク』」 

看護局：世利恵梨菜、西村大和    平成 29年 2 月 10日 奈良県 
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平成 28年度奈良県重症心身障害児・者在宅医療支援研修会 

「レスパイトモデルケース報告(メディカルショートステイ)」 

 平成 29年 2 月 18日 奈良県 

看護局：巽美澄子 

在宅医療支援科：高幣和郎 

 

看護職のワーク・ライフ・バランス推進フォーラム 

「『看護職の WLB推進のための取り組み』についての報告」 

看護局：飯尾美和          平成 29年 2月 22日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「いのちの始まりと命の大切さ 第２次性徴の心と体」 

看護局：西原八恵美         平成 29年 3月 2日 奈良県 

 

出前授業（小学校） 

「いのちの始まりと命の大切さ 第２次性徴の心と体」 

看護局：吉川純子          平成 29年 3月 23日 奈良県 

 

 

【技術局】 

第 37 回奈良県中和の病診連携の会 

「熊本地震救援報告」 

臨床技術科：常本晋平        平成 28年 7月 9日 奈良県 

 

糖尿病教室 

「知って安心お薬の話～自分の薬を知っていますか～」 

薬剤部：竹内理恵           平成 28年 8月 25日 奈良県 

 

第 7回医看薬連携がん薬物療法研修会 

「院外薬局との連携の重要性～便利手帳の活用方法の検討～」 

薬剤部：新森健太郎           平成 28年 11月 15日 奈良県 

 

第 4回 TrueBeam Leading Forum VMAT センセーション 

「TrueBEAM の VMATコミショニング」 

医学物理室：伊東宏之       平成 28年 12月 17日 大阪府 
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糖尿病教室 

「糖尿病と目の関係」 

機能訓練技術科：土居佳子      平成 28年 12 月 22日 奈良県 

 

糖尿病教室 

「知っておいてほしい免疫低下と感染症」 

臨床技術科：藤江択也         平成 28年 12 月 22日 奈良県 

 

第 4回奈良県放射線技師会乳腺研究会 

「『乳がんを知ろう』炎症性乳癌」  

放射線技術科：宮路華奈       平成 29年 2 月 10日 奈良県 

 

第 4回奈良県放射線技師会乳腺研究会 

「乳がんの放射線治療」  

放射線技術科：四俵敬        平成 29年 2 月 10日 奈良県 

 

 

【事務局】 

がんと就労研修会 

「がん患者の就労や就労相談に関する現状」 

地域医療連携センター：山本真由  平成 28年 12 月 22日 奈良県 
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４．病診連携の会 

第３７回 病診連携の会     

放射線治療棟３Ｆ大会議室 平成 28年 7月 9日  

 

「巨大仮性膵嚢胞により消化管閉塞を来した１例」 

  研修医：清水宏一 

 

「熊本地震救護報告」 

  臨床技術科、ＤＭＡＴ：常本晋平 

  看護局、災害支援ナース：橋本知幸 

 

「ペットボトル症候群を契機とした糖尿病性ケトアシドーシスの１例」 

消化器内科：中辻正人 

 

「Ｃ型肝炎治療の進歩：病診連携のタイミング」 

奈良県立医科大学 内科学第三講座 消化器・内分泌代謝内科  

教授：吉治仁志 

 

第３８回 病診連携の会  

放射線治療棟３Ｆ大会議室 平成 28 年 11月 19日  

 

「自己免疫性膵炎の２例」 

消化器内科：高幣和郎 

 

「災害訓練を実施した振り返りと今後の展望について」 

看護局：治田美津子 

 

「高齢認知症患者の診療についてのワンポイント」 

奈良県立医科大学 神経内科 講師：形岡博史 

 

「奈良県中和の病診連携の会 事務局報告」 

地域医療連携センター長：高幣和郎 

 

「大和高田市立病院に放射線治療科ができて現状、今後」 

放射線治療科：横川正樹 
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第３９回 病診連携の会    

放射線治療棟３Ｆ大会議室 平成 29年 3月 11日  

  

「中堅医師からみた当院の現状」 

循環器内科：菅原裕  

 

「診療所から病院連携に望むこと」 

山本医院 院長：山本忠彦  

 

「心不全医療の現状と課題」 

奈良県立医科大学 第１内科学教室 教授：斎藤能彦  

 

 

 

５．院内発表 

「医療の質」発表会             平成 28年 11月 11日 

   「救急医療・救急車搬送患者数・救急患者数」 

      病院長：岡村隆仁 

 

「入院患者の転倒・転落発生率」 

      看護局：岡本千賀子 

 

   「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」 

看護局：里内正樹 

 

「中心静脈カテーテル関連血流感染発生率」 

      看護局：里内正樹 

 

   「生理検査の待ち時間」 

      臨床技術科：西岡正彦 

 

「褥瘡有病率・推定発生率」 

      看護局：堀井さゆり 
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「血液培養が複数回提出された患者の割合」 

      臨床技術科：鈴木啓太郎 

 

「DiNQLデータで臨床の場の現状を可視化する」 

      看護局：田中早苗 

 

 

第 42回クリニカルパス大会        平成 28年 10月 13日 

       

   「婦人科のパスはなぜ使用率が高いのか」 

      産婦人科：西岡和弘 

      看護局：細川喜美恵 

 

   「血液透析導入クリニカルパス」 

      泌尿器科：大森千尋 

看護局：熊本千津子 

 

 

第 43回クリニカルパス大会        平成 29年 3月 9日 

       

   「監査チームの活動」 

      看護局：辰巳春香 

 

   「婦人科の看護ケアパス（化学療法）」 

      看護局：細川喜美恵 

   

   「一年間のバリアンス集計結果」 

      看護局：杉本美沙都 
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６．その他の活動 

二次救命処置講習会  

   第 17回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

       平成 28年 7 月 17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     研修医：清水宏一 

看護局：元持美佐子、菊谷俊彦、今西智美、 

宮岡美幸、 

    チューター        看護局：竹島未央、舟橋利佳 

 

 

第 18回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

       平成 28年 10 月 9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、生駒興平 

研修医：清水宏一、喜多桃子 

看護局：元持美佐子、今西智美、菊谷俊彦、 

河俣成仁、勝谷直子 

    チューター        看護局：竹島未央 

 

 

第 19回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

       平成 29年 2 月 25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：喜多桃子 

看護局：元持美佐子、菊谷俊彦、河俣成仁、 

竹島未央、勝谷直子 

    チューター        内 科：生駒興平 
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奈良県防災総合訓練        平成 28年 10月 23日 奈良県 

 ＤＭＡＴ隊  内科 ：笹岡宗史 

看護局：吉岡達也、元持美佐子、中島敬太郎、遊免大輔 

薬剤部：涌田泰行 

機能訓練技術科：福村典男 

       臨床技術科：常本晋平 

 

熊本地震のためＤＭＡＴ隊派遣     平成 28年 4月 15～18日  

ＤＭＡＴ隊  外科 ：中村友哉 

看護局：元持美佐子、吉岡達也 

薬剤部：涌田泰行 

       臨床技術科：常本晋平 

奈良県調整本部 機能訓練技術科：福村典男 

 

 

熊本地震のため災害支援ナース派遣   平成 28年 5月 14～17日 

         看護局：橋本知幸  
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