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１．論文・著作活動 

【診療局】 

【整形外科】  

「イラストと写真でわかる武道のスポーツ医学 少林寺拳法」 

ベースボールマガジン社（2017） 

整形外科：原納明博 

 

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

JOSKAS（日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌）第 42巻 1号（2017） 

整形外科：二階堂亮平 

 

「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例 」 

骨折 第 39 巻 3号（2017） 

整形外科：二階堂亮平 

 

「一時修復不能な広範囲腱板断裂に対する上腕二頭筋長頭腱による上方 

関節包再建術を併用した鏡視下腱板部分修復術」 

肩関節 第 41巻 3号：773-777（2017） 

整形外科：二階堂亮平 

 

【小児科】 

「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」 

小児科臨床 第 70巻：721-726（2017） 

小児科：清益功浩、田尻雄二朗、植西智雄、 池田 聡子、竹下佳弘 

 

「奈良県内の教育現場で実施した食物アレルギー講習会の効果と今後の 

課題」 

日本小児アレルギー学会雑誌 第 31巻：149-156（2017） 

小児科：清益功浩、他 

 

「当科における過去 7年間（2010年 1月から 2016 年 12月まで）に 

イソプロテレノール持続吸入療法を施行した症例の状況」 

小児科臨床 第 70巻：1267-1269（2017） 

小児科：清益功浩、田尻雄二朗、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄 

 

 



  

 
「法人化って何？ 法人化の意義と実際」 

日本小児臨床アレルギー学会 第 15巻：396-399（2017） 

小児科：清益功浩 

 

「急性蕁麻疹を呈した抗原検査陽性の肺炎マイコプラズマ（Mycoplasma  

pneumoniae）感染症例の検討」 

小児感染免疫 第 29巻：331-335（2018） 

小児科：清益功浩 

 

【産婦人科】  

「妊娠中に HbA1c の異常低値を契機にヘモグロビン E症の診断に至った 

1 例」 

日本産婦人科・新生児血液学会誌 第 27巻 1号：42-46(2017) 

産婦人科：西岡和弘、大井豪一、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、 

堀江清繁 

 

【泌尿器科・透析科】  

「上部尿路結石症の疫学調査－Nara Urological Research and Treatment  

Group, Section of Urolithiasis : NURTG-SU-」 

日尿結石誌 第 16巻 2号：169-172（2017） 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀、他 

 

「奈良県における慢性透析患者の現況 2016 年 12月末の統計的観察」 

奈透析会誌 第 23巻 1号：93-99（2018） 

泌尿器科：仲川嘉紀、他 

 

【放射線治療科】 

「【放射線治療装置「最新型こそ最良」説】検証 治療戦略視点からみた 

装置選択 放射線治療チームと最新型治療装置の同時導入」 

月刊新医療 第 44巻 12号：41-44（2017） 

放射線治療科：横川正樹 

 

「Dosimetry advantages of intraoperatively built custom-linked seeds  

compared with loose seeds in permanent prostate brachytherapy. 」 

Journal of Contemporary Brachytherapy 第 9巻 5号：410-417（2017） 

Yokokawa M，Other    

 



  

 

【看護局】 

「病院看護師と訪問看護師が連携して取り組む在宅療養支援」 

日本看護協会出版会 平成 29年版 看護白書：63-73（2017） 

看護局：飯尾美和 

 

「病棟看護師による地域における継続ケアへの参画」 

日総研出版 地域連携 入退院と在宅支援 第 10巻第 6 号：65-70（2018） 

看護局：飯尾美和 

 

２．学会発表 

【診療局】 

【内科】 

「内視鏡的静脈瘤結紮術の標準化に向けて Endscopic Extensive  

Ligation(EEL)」 

第 24回日本門脈圧亢進症学会総会    平成 29年 9月 14日 東京都 

内科：高幣和郎、笹岡宗史、中辻正人、生駒興平、濱戸教行 

        

【外科】 

「当院における食道胃接合部癌に対する術前化学療法の検討」 

第 117回日本外科学会定期学術集会  平成 29年 4月 27日 神奈川県 

外科：西村公男 

 

「地域連携としての緩和ケア外来」 

第 22回日本緩和医療学会学術大会   平成 29年 6月 21日 神奈川県 

外科：中村友哉、菊池厚 

看護局：桝本みさき、堀尾美砂 

薬剤部：植村大歌 

事務局：山本真由 

 

「当院におけるフルベストラント長期使用症例の検討」 

第 25回日本乳癌学会学術総会     平成 29年 7月 13日 福岡県 

外科：加藤達史、佐多律子、岡村隆仁 

 

 



  

 
「胃癌術後の早期栄養状態維持における六君子湯の効果 Rikkunshi-To  

contribute to the maintenance of nutritional status of patients  

after gastrectomy over half a year」 

第 72回日本消化器外科学会総会    平成 29年 7月 20日 石川県 

外科：中山裕行、中村友哉、西村公男、佐多律子、鬼頭祥悟、 

加藤達史、岡村隆仁 

 

「iPS細胞ノリプログラミング技術を応用した臓器再生医療-トランス 

レーショナルリサーチの最前線 ワークショップ 14 「臨床応用を目指 

した消化器外科領域の基礎研究・橋渡し研究」」 

第 72回日本消化器外科学会総会    平成 29年 7月 22日 石川県 

外科：山田高嗣、他 

 

「当院における周術期口腔ケアに対する医科歯科連携への取り組み」 

第 15回日本臨床腫瘍学会学術集会   平成 29年 7月 29日 兵庫県 

外科：加藤達史、佐多律子、鬼頭祥悟、中村友哉、中山裕行、 

岡村隆仁 

内科：金澤成紀、山口和之 

 

「十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡的・外科的治療戦略」 

日本消化器関連学科週間（JDDW）2017 平成 29年 10 月 13日 福岡県 

外科：山田高嗣、他 

 

「胃癌術後の食欲不振における六君子湯の効果－栄養状態維持を目指して」 

第 27回外科漢方フォーラム臨床外科学会  

平成 29年 11月 24日 東京都 

外科：中山裕行、中村友哉、西村公男、鬼頭祥悟、尾原伸作、 

加藤達史、山田高嗣、岡村隆仁 

 

「TAPPの再発予防に対する工夫－剥離範囲（Retzius の十分な剥離）の 

定型化とその部分への mesh 挿入について－」 

第 30回日本内視鏡外科学会総会      平成 29年 12月 7日 京都府 

外科：中山裕行、中村友哉、尾原伸作、西村公男、鬼頭祥悟、 

加藤達史、山田高嗣、岡村隆仁 

 

 

 



  

 
「TAPPの導入から定型化」 

第 30回日本内視鏡外科学会総会      平成 29年 12月 7日 京都府 

外科：西村公男、中山裕行、中村友哉、加藤達史、岡村隆仁 

 

「脾彎曲部授動を伴う横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の定型化」 

第 30回日本内視鏡外科学会総会      平成 29年 12月 7日 京都府 

外科：中村友哉 

 

【整形外科】 

「高齢者の運動器の痛みの実態と健康寿命～藤原京スタディより～」 

第 27回関西臨床スポーツ医・科学研究会  

平成 29年 6月 17日 大阪府 

整形外科：原納明博、他 

 

「膝に痛みを感じる高齢者の実態～藤原京スタディより～」 

第 9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会  

平成 29年 6月 22日 北海道 

整形外科：原納明博、二階堂亮平、他 

 

「腱板大断裂に対する鏡視下修復術の成績および再断裂症例の検討」 

第 9回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会  

平成 29年 6月 22日 北海道 

整形外科：二階堂亮平、原納明博、他 

 

「2part 上腕骨外科頚骨折に対する保存加療と髄内釘手術の治療成績の比較」 

第 43回日本骨折治療学会       平成 29年 7月 7日 福島県 

整形外科：二階堂亮平、他 

 

「上腕骨外科頚骨折に対する関節鏡補助下髄内釘固定術の治療経験」 

第 44回日本肩関節学会        平成 29年 10月 6日 東京都 

整形外科：二階堂亮平 

 

「鎖骨遠位端骨折に対するプレートを用いた手術の治療成績」 

第 44回日本肩関節学会         平成 29年 10月 6日 東京都 

整形外科：原納明博、二階堂亮平 

 

 



  

 

【小児科】 

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

入院した症例の状況」 

第 66回日本アレルギー学会学術大会   平成 29年 6月 16日 東京都 

小児科：清益功浩、池田聡子 

 

「多形滲出性紅斑における血清 TARC 値の検討」 

第 123日本小児科学会奈良地方会    平成 29年 7月 1日 奈良県 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄 

 

「法人って何？ 法人化の意義と実際」 

第 34回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会  

平成 29年 7月 23日 滋賀県 

小児科：清益功浩 

 

「当科における過去 4年間のアナフィラキシー症例の検討」 

第 54回日本小児アレルギー学会学術大会 

平成 29年 11月 18日 栃木県 

小児科：池田聡子、清益功浩 

 

「当科における過去 7年間(2010 年 1月から 2016 年 12月まで)に 

イソプロテレノール持続吸入療法を施行した症例の検討」 

第 54回日本小児アレルギー学会学術大会 

平成 29年 11月 19日 栃木県 

小児科：清益功浩、池田聡子 

 

「多形滲出性紅斑における血清ＴＲＡＣ値の検討」 

第 31回近畿小児科学会         平成 30年 3月 11日 大阪府 

小児科：清益功浩、池田聡子、植西智雄 

 

【産婦人科】 

「妊娠中に HbA1c の異常低値を契機にヘモグロビン E症の診断に至った 1 例」 

第 27回日本産婦人科・新生児血液学会  平成 29年 6月 3日 福島県 

産婦人科：西岡和弘、大井豪一、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、 

堀江清繁  

 

 

 



  

 
「妊娠中に HbA1c の異常低値を契機にヘモグロビン E症の診断に至った 1 例」 

奈良県産婦人科医会学術総会       平成 29年 6月 9日 奈良県 

産婦人科：西岡和弘、大井豪一、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、 

堀江清繁  

 

「Evaluation of risk factors for postpartum hemorrhage after vaginal  

delivery in uncomplicated pregnancy」 

International Society on Thrombosis and Haemostasis 

8th July, 2017 Berlin, Germany  

Gynecology：K.NISHIOKA、N.FURUKAWA、A.TSUJI、S.IMANAKA 

T.NOGUCHI、H.KAJIHARA、K.HORIE 

 

「術前に MRIにて漿膜下筋腫または左卵巣線維腫と診断したガーゼオーマの 

1 例」 

第 57回日本産婦人科内視鏡学会学術講演会 

平成 29年 9月 9日 岡山県 

産婦人科：西岡和弘、今中聖悟、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、 

堀江清繁 

 

【泌尿器科・透析科】 

「当院における人工血管内シャントの治療成績」 

第 62回日本透析医学会学術集会・総会  

平成 29年 6月 16日 神奈川県 

泌尿器科：飯田孝太、大森千尋、直井牧人、仲川嘉紀、 

吉川元清、永吉純一、他 

 

「上部尿路結石症の疫学調査 Nara Urological Research and Treatment  

Group, Section of Urolithiasis : NURTG-SU-」 

日本尿路結石症学会第 27回学術集会  平成 29年 8月 26日 大阪府 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀、他 

 

「fTULにおけるトレーニング方法の開発」 

第 82回日本泌尿器科学会東部総会   平成 29年 9月 16日 東京都 

泌尿器科：直井牧人、飯田孝太、辰巳佳弘、仲川嘉紀 

 

 

 



  

 
「2nd TURBT を容易に行うために針電極を用いた工夫」 

第 31回日本泌尿器内視鏡学会総会   平成 29年 11月 17日 徳島県 

泌尿器科：大森千尋、直井牧人、飯田孝太、仲川嘉紀 

 

「下部尿管結石に対する治療方針－NURTG-SU 疫学調査から－」 

第 31回日本泌尿器内視鏡学会総会   平成 29年 11月 17日 徳島県  

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀、他 

 

「TULにおける回転可バスケットカテーテルを用いた抽石方法の考察」 

第 31回日本泌尿器内視鏡学会総会   平成 29年 11月 17日 徳島県 

泌尿器科：飯田孝太、直井牧人、大森千尋、辰巳佳弘、仲川嘉紀 

 

「上部尿路結石症に対する初期治療方針の選択 －NURTG-SU 疫学調査から－」 

第 67回日本泌尿器科学会中部総会   平成 29年 11月 25日 大阪府 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀、他 

 

「TULのトレーニングのためのシリコン製腎盂モデルの作成」 

第 67回日本泌尿器科学会中部総会   平成 29年 11月 26日 大阪府 

泌尿器科：辰巳佳弘、飯田孝太、直井牧人、仲川嘉紀 

 

「当院における人工血管内シャントの治療成績」 

第 42回奈良透析学術総会       平成 30年 1月 28日 奈良県 

透析科：飯田孝太、辰巳佳弘、直井牧人、仲川嘉紀 

臨床技術科：森諭司、常本晋平、飯田剛士 

看護局：井上絵奈、山本憲秀 

 

【放射線治療科】 

「Multidisciplinary Treatment for Gastric Cancer. From a Radiation」 

第 30回日本放射線腫瘍学会      平成 29年 11月 18日 大阪府 

放射線治療科：横川正樹 

 

【在宅医療支援科】 

「当院における重症心身障害児・者在宅支援事業への取り組み（第１報）」 

第 19回日本在宅医学会大会       平成 29年 6月 18日 愛知県 

在宅医療支援科：高幣和郎 

看護局：中野八枝子、巽美澄子 

 



  

 

【栄養管理科】 

「他職種連携の重要性について（歯科連携に 2424 よる栄養改善の経験）」 

第 9回日本動脈結腸栄養学会近畿支部学術集会 

平成 29年 6月 24日 京都府 

栄養管理科：小泉明子 

外科：中山裕行 

 

 

【看護局】 

「肩腱板断裂手術後に関わる看護師の ADL 介入に対する指導者用パンフ 

レット活用に向けての実態調査」 

第 48回日本看護協会・看護教育学術集会 

平成 29年 8月 3日 香川県 

看護局：松吉愛、飯田佑三子 

 

「スペシャリストが協働で行なった口腔ケアの質向上への取り組み」 

第 48回日本看護協会・看護教育学術集会     

平成 29年 8月 3日 香川県 

看護局：里内正樹 

 

「A病院に入院している透析患者のストレス実態調査」 

第 48回日本看護協会・看護教育学術集会     

平成 29年 8月 31日 兵庫県 

看護局：山口美樹、杉田真帆 

 

「看護師を対象としたタッチングに関する実態調査」 

第 48回日本看護協会・看護教育学術集会     

平成 29年 8月 31日 兵庫県 

看護局：堀内さやか、染田遥 

 

「鎮静評価スケール導入前後の看護師の認識の変化と RASS 導入への取り 

組み」 

第 48回日本看護協会・急性期看護学術集会  

平成 29年 9月 7日 岐阜県 

看護局：高見奈央、藤原知子 

 

 



  

 
「乳がん患者を対象としたリハビリテーション指導の検討」 

第 49回日本看護協会・急性期看護学術集会  

平成 29年 9月 7日 岐阜県 

看護局：田中佳代、房川温子 

 

「立ち会い分娩をした夫・パートナーの意識調査から見えたこと」 

第 48回日本看護協会・ヘルスプロモーション学術集会  

平成 29年 9月 21日 山口県 

看護局：南和弥、谷車紗矢香 

 

「幼児期の患児を対象としたシーネ巻き直しのプレパレーションの効果」 

第 48回日本看護協会・ヘルスプロモーション学術集会  

平成 29年 9月 21日 山口県 

看護局：奥手佐弥子、宮西真子 

 

「外来看護師の精神的ストレス軽減に対するデブリーフィングの有効性」 

第 48回日本看護協会・ヘルスプロモーション学術集会  

平成 29年 9月 21日 山口県 

看護局：胡内由加・吉村牧子 

 

「ＰＮＳ導入に伴うインシデント発生率の動向調査について」 

第 48回日本看護協会・看護管理学術集会  

平成 29年 10月 12日 北海道 

看護局：新田法子、北川真弓 

 

「ＥＧＦＲ－ＴＫＩ導入時からの多職種連携の構築」 

第 58回日本肺癌学会学術集会    平成 29年 10月 14日 神奈川県 

看護局：一林三保子 

薬剤部：新森健太郎、植村大歌 

 

「安全な環境整備に対する認識の変化～転倒転落予防の環境整備チェック 

リストを導入して～」 

第 48回日本看護協会・看護管理学術集会 

 平成 29年 10 月 12日 北海道 

看護局：橋本敬史、長谷川知里 

 

 



  

 
「Ａ病院が取り組む医科歯科連携の現状と課題～地域の歯科医師会との 

協働から～」 

第 55回日本癌治療学会学術集会   平成 29年 10月 21日 神奈川県 

看護局：一林三保子、巽美澄子、他 

外科：岡村隆仁 

 

「有事しか行なわない感染対策 ～手指衛生から防護具着脱まで～」 

第 8回感染管理看護研究会総会    平成 29年 10月 28日 大阪府 

看護局：里内正樹 

 

「スキン-テア（皮膚裂傷）とスキンケア」 

第 11回日本褥瘡学会・奈良県在宅褥瘡セミナー  

平成 29年 11月 19日 奈良県 

看護局：堀井さゆり 

 

「終末期における退院支援を振り返る」 

奈良県看護学会           平成 29年 11月 28日 奈良県 

看護局：桝本みさき 

 

「下肢静脈瘤手術のクリニカルパスを改訂して」 

第 18回日本クリニカルパス学会学術集会  

平成 29年 12月 1日 大阪府 

看護局：細川喜美恵 

 

「電子クリニカルパス活用に定着に向けたパス委員会の活動報告３」 

第 18回日本クリニカルパス学会学術集会  

平成 29年 12月 1日 大阪府 

看護局：藤裏里美 

 

「シームレスなチーム医療 ～症例からの学び～」 

第 13回日本マネジメント学会奈良支部学術集会  

平成 30年 2月 3日 奈良県 

看護局：堀井さゆり 

 

 

 

 



  

 
「患者誤認予防への取り組み」 

第 13回日本マネジメント学会奈良支部学術集会  

平成 30年 2月 3日 奈良県 

看護局：辰己春香 

 

「ノンアルコール手指消毒剤導入による手指消毒剤使用量の変化」 

第 33回日本環境感染学会総会・学術集会  

平成 30年 2月 23日 東京都 

看護局：里内正樹 

 

【技術局】 

「セントラル ET フィルターについて」 

第 1回奈良県臨床工学技士会総会学術集会  

平成 29年 5月 28日 奈良県 

臨床技術科：門口豪志、山本千聖、常本晋平、飯田剛士、岡本勇貴、 

森諭司 

 

「当院の医療機器管理の改善 超音波ネブライザー管理方法の現状と課題」 

第 27回日本臨床工学会        平成 29年 5月 21日 青森県 

臨床技術科：常本晋平、森諭司、鈴木啓太郎 

 

「大規模地震を想定した透析患者受け入れ訓練を実施して」 

第 62回日本透析医学会        平成 29年 6月 16日 神奈川県 

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、熊本千津子 

 

「安全な透析業務への取り組み」 

第 62回日本透析医学会       平成 29年 6月 16日 神奈川県 

臨床技術科：森諭司 

透析科：仲川嘉紀  

看護局：治田美津子、熊本千津子 

薬剤部：鳥見好宏 

 

 



  

 
「抗癌剤の曝露対策の実際（CSTD導入後の評価）」 

第 55回日本癌治療学会       平成 29年 10月 21日 神奈川県 

薬剤部：新森健太郎、植村大歌 

外科：中山裕行 

看護局：一林三保子 

 

「直接変換型 FPD 搭載ディジタルマンモグラフィ導入における撮影条件の 

検討」 

奈良県放射線技師会学術大会         平成 29年 10月 29日 奈良県 

放射線技術科：宮路華奈、松山宜生、四俵敬、塚本絵伊子、 

辰己雅人、橋本泉、土井康平 

  

「内視鏡室の臨床工学技士による業務支援を開始して」 

第 24回近畿臨床工学会       平成 29年 11月 19日 和歌山県 

臨床技術科：飯田剛士、門口豪志、山本千聖、常本晋平、岡本勇貴、 

森諭司  

 

「ワークライフバランスについて」 

第 24回近畿臨床工学会       平成 29年 11月 19日 和歌山県 

臨床技術科：森諭司  

 

「バスキュラーアクセスが心機能に及ぼす影響」 

第 42回奈良県医師会透析部会         平成 30年 1月 28日 奈良県 

臨床技術科：常本晋平、森諭司  

透析科：仲川嘉紀  

 

「透析通信システムを使用した検査業務の改善」 

第 13回日本マネジメント学会奈良支部学術集会 

平成 30年 2月 3日 奈良県 

臨床技術科：山本千聖、門口豪志、常本晋平、飯田剛士、岡本勇貴、 

森諭司 

 

「シャント（バスキュラーアクセス）について」 

奈良県腎友会中和地区講習会      平成 30年 2月 25日 奈良県 

臨床技術科：森諭司 

 



  

３．研究会等の活動 

【診療局】 

第 28 回さくらの会 

 「乳癌の最新治療」 

   外科：岡村隆仁            平成 29月 4 月 15日 奈良県 

 

糖尿病教室 

 「食事と血糖値の気になる関係～お茶碗を持って集合～」 

   栄養管理科：山本友香         平成 29年 4 月 27日 奈良県 

 

第 3回京都大学外科関連施設ラパヘル教育セミナー 

「TAPPの導入から手技の定型化について」 

外科：西村公男           平成 29年 5 月 13日 京都府 

 

第 6回北和・喘息アレルギー研究会 

「当科でイソプロテレノール持続吸入療法を施行した症例の検討」 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄   

平成 29年 5月 13日 奈良県 

 

Colorectal Cancer Frontier  

「大腸癌 後方ラインの治療選択－ 大腸がん化学療法 Salvaga Line に 

おけるロンサーフ（TAS-102）の効果 新たな治療戦略」 

外科：中山裕行、中村友哉、加藤達史、岡村隆仁 

看護局：一林三保子         平成 29年 5 月 26日 大阪府 

 

第 9回医看薬連携がん薬物療法研修会 

 「医科歯科連携への取り組みについて」 

   外科：加藤達史            平成 29年 6 月 15日 奈良県 

 

第 27 回関西臨床スポーツ医・科学研究会 

 「高齢者の運動器の痛みの実態と健康寿命 ～藤原京スタディより～」 

   整形外科：原納明博、他       平成 29年 6 月 17日 大阪府 

 

第 39 回奈良小児アレルギーカンファレンス 

「マイコプラズマ抗原陽性の蕁麻疹例について」 

小児科：清益功浩、池田聡子、竹下佳弘、植西智雄 

  平成 29年 6月 24日 奈良県 



  

 
糖尿病教室 

 「知って得する糖尿病の最新治療～糖尿病治療の最近の流れ～」 

   総合内科：上田豊晴         平成 29年 6月 22日 奈良県 

 

第 40 回奈良県中和の病診連携の会 

 「鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の実際」 

   外科：西村公男           平成 29年 7月 15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 29年 8月 18日 奈良県 

 

奈良大腸癌診療フォーラム 

「腹腔鏡下大腸切除術 –技術認定医取得にむけて-」 

 外科：中山裕行、中村友哉、尾原伸作、西村公男、鬼頭祥悟、 

加藤達史、山田高嗣、岡村隆仁 

 平成 29年 9月 7日 奈良県 

 

奈良県教育委員会講演会 

「食物アレルギーとは何？食物アレルギー児にどう対応する？」 

     小児科：清益功浩          平成 29年 9月 12日 奈良県  

 

東京大学医学部付属病院 

「大学病院で後進を育てるには～H29 年度 国公私立大学病院 診療放 

射線技術者研修会～」 

臨床検査科：山下慶三        平成 29年 10月 3日 東京都 

 

第 10 回医看薬連携がん薬物療法研修会 

 「がん治療と緩和ケア」 

   外科：中村友哉          平成 29年 10月 24日 奈良県 

 

第 29 回さくらの会 

 「大和高田市立病院の歴史、遺伝性乳がんとは？、新しい治療法は？ 

  健康寿命を延ばそう」 

   外科：岡村隆仁          平成 29年 10月 28日 奈良県 

 

 



  

 
第 9回大和高田市癌と口腔ケア研修会 

 「栄養管理と口腔ケア」 

   外科：中山裕行          平成 29年 11 月 16日 奈良県 

 

第 9回大和高田市癌と口腔ケア研修会 

 「栄養管理と胃瘻」 

   消化器内科：高幣和郎       平成 29年 11 月 16日 奈良県 

 

第 39 回心筋生検研究会 

「心内膜炎心筋生検で診断された ATTR アミロイドーシスの臨床的検討」         

循環器内科：中野知哉、他     平成 29年 11 月 25日 福岡県 

 

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 11 月 25日 奈良県 

 

第 11 回 奈良小児救急医療研究会 

「抗 IgE 抗体治療を導入した食物アレルギーを有する重症気管支喘息例」 

小児科：清益功浩、植西智雄、池田聡子    

平成 30年 1月 27日 奈良県 

 

第 9回奈良県産婦人科手術手技研究会 

「TLH手術について」 

産婦人科：西岡和弘         平成 30年 2月 7日 奈良県   

 

第 2回長野県臨床検査技師会 

「技師長のチーム・ビジョンに辿り着く次にすべきこと～長野県技師長 

ミーティング～」 

臨床検査科：山下慶三        平成 30年 2 月 17日 長野県 

 

第 13 回中和のがん撲滅を目指す会 

 「大腸がん基礎知識・早期発見のための検診のすすめ」 

   外科：岡村隆仁           平成 30年 3月 3日 奈良県 

 

 

 

 



  

 
第 13 回中和のがん撲滅を目指す会 

 「大腸がんの最新治療・内視鏡的治療と外科的治療について」 

   外科：中山裕行 

内科：中辻正人 

                  平成 30年 3月 3日 奈良県 

 

第 9回奈良県婦人科腫瘍疾患研究会 

「不明熱を契機に発見された卵黄嚢腫瘍の 1例」 

産婦人科：西岡和弘、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繋  

平成 30年 3月 17日 奈良県   

 

アレルギー週間 市民公開講座 

「ぜん息っていわれた！子どものぜん息って何？治るの？」 

     小児科：清益功浩          平成 30年 3月 25日 奈良県 

 

 

【看護局】 

第 28 回さくらの会 

 「アピアランスケアとは？」 

   看護局：一林三保子          平成 29月 4月 15日 奈良県 

 

平成 29年度「助産と生命倫理」 

「臨床助産師の立場から考える生命倫理」 

看護局：西原八重美         平成 29年 5月 10日 奈良県 

 

第 15 回そよかぜサロン（オストメイトサロン） 

 「オストメイトの社会保障について」 

   看護局：吉川由紀          平成 29年 5月 13日 奈良県 

 

平成 29年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

「看護管理概論」 

看護局：田中早苗          平成 29年 5月 17日 奈良県 

 

第 30 回中南和乳腺勉強会 

「フェソロデックス 長期継続症例の検討」 

看護局：一林三保子         平成 29年 5月 18日 奈良県 



  

 
第 5回医療機器安全セミナー 

「輸液ポンプとシリンジポンプﾟについて」 

看護局：浅田淳           平成 29年 6月 4日 奈良県 

 

第 9回医看薬連携がん薬物療法研修会 

 「化学療法に伴う口腔粘膜炎とケアについて」 

   看護局：一林三保子         平成 29年 6 月 15日 奈良県 

 

関西ストーマケア講習会・関西 STOMA 研究会 

「ストーマケアに関する基礎知識について」 

看護局：吉川由紀          平成 29年 8月 4日 奈良県 

 

2017 年度認定看護管理者教育課程サードレベル 

「保健医療福祉政策論」 

看護局：田中早苗    

平成 29年 8月 21、25日、9月 16日、10 月 10日 大阪府 

 

地域医療構想実現に向けた意見交換会 

急性期から回復期への転換、回復期機能の強化に関する懇談会 

「大和高田市立病院における地域包括ケア病棟の効果的な運用への取組み」 

看護局：飯尾美和          平成 29年 8 月 23日 奈良県 

 

平成 29年度看護職復職支援者研修 

「病院における助産ケア 概念と実際」  

看護局：西原八重美         平成 29年 8 月 31日 奈良県 

 

第 16 回そよかぜサロン（オストメイトサロン） 

 「秋の行楽や旅行を楽しもう！!」 

   看護局：竹島未央、吉川由紀     平成 29年 9月 9日 奈良県 

 

奈良県看護協会平成 29 年度教育計画 

「がん看護 ～基礎知識と化学療法看護～」 

看護局：一林三保子         平成 29年 9 月 22日 奈良県 

 

平成 29年度実習指導者講習会 

「実習指導案作成（老年看護学実習指導案）」 

看護局：岡本恵美        平成 29年 10月 12、24日 奈良県 



  

 
老年看護方法論Ⅱ 

「高齢者の看護（うつ・せん妄）」 

看護局：吉見薫          平成 29年 10月 17日 奈良県 

 

第 2回ＩＮ Body 研究会【透析編】 

「運動/外来維持透析患者に対する運動療法とその効果」 

看護局：浅田淳          平成 29年 10月 21日 大阪府 

 

平成 29年度奈良県看護職員認知症対応力向上研修 

「対応力向上（演習支援等）看護計画立案を通じた事例検討」 

看護局：吉見薫     平成 29年 11月 10日、12月 7日 奈良県 

 

認定看護管理者 近畿ブロック研修会 

「地域包括ケアシステムへの参画 ～地域の急性期医療を担う立場での 

在宅支援を強化～」 

看護局：飯尾美和         平成 29年 11月 11日 大阪府 

 

平成 28年度認定看護管理者教育課程セカンドレベル修了生フォローアップ 

「看護管理実践報告会」 

看護局：飯尾美和         平成 29年 11月 17日 奈良県 

 

第 11 回日本褥瘡学会奈良県在宅褥瘡セミナー 

「スキンテアとスキンケア」 

看護局：堀井さゆり        平成 29年 11月 19日 奈良県

  

透析患者勉強会 

 「フットケアについて」 

   看護局：井上絵奈         平成 29年 11月 19日 奈良県 

 

職業講話（新喜多中学校） 

「看護師の仕事について」 

看護局：菊谷俊彦          平成 29年 12月 8日 大阪府 

 

第 2学年 生活科「人の誕生についての児童への講話」（小学校） 

「これまでの私、これからの私」 

看護局：細川喜美恵         平成 30年 1月 25日 奈良県 

 



  

 
第 6学年 学級活動（小学校） 

「人の誕生や生命の尊さについて」 

看護局：細川喜美恵         平成 30年 1 月 25日 奈良県 

 

2 年生生活単元学習 性教育出前講座（小学校） 

「これまでのわたし これからのわたし」 

看護局：長嶺美津子         平成 30年 2月 6日 奈良県 

 

職業講話（中学校） 

「キャリア教育「片塩わくワーク」」 

看護局：吉岡達也、渡邊智美     平成 30年 2月 6日 奈良県 

 

  職業講話 （中学校） 

「性教育」 

看護局：長嶺美津子、上田美沙子   平成 30年 2 月 16日 奈良県 

 

第 11 回医看薬連携がん薬物療法研修会 

 「がん薬物療法における曝露対策～院内での取り組み紹介～」 

   看護局：一林三保子         平成 30年 2 月 15日 奈良県 

 

第 4回外用療法研究会 

「スキン-テア（皮膚裂傷）」 

看護局：堀井さゆり         平成 30年 2 月 18日 奈良県 

 

第 41 回奈良県中和の病診連携の会 

 「事故報告の分析からみた転倒・転落防止対策～睡眠薬との関連も 

含めて～」 

   看護局：岡本千賀子         平成 30年 3 月 24日 奈良県 

 

【技術局】 

第１回奈良バリアンユーザーズミーティング 

「モニター線量校正(MU calibration)の実際」 

医学物理室：伊東宏之        平成 29年 6 月 10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：笠谷卓見           平成 29年 8月 24日 奈良県 

 

第 107回奈良県 MRconference 

「肩関節の見かた撮りかた（MRI）」 

放射線技術科：辰己英作       平成 29年 9月 8日 奈良県 

 

糖尿病教室 

 「糖尿病の運動療法～ウォーキング教室～」 

   機能訓練技術科：福村典男      平成 29年 10月 28日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

 「ABIについて」 

   臨床技術科：岡本勇貴       平成 29年 11月 19日 奈良県 

 

糖尿病教室 

 「目を大切に～糖尿病と目の関係～」 

   機能訓練技術科：土居佳子     平成 29年 12月 21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：藤江拓也       平成 29年 12月 21日 奈良県 

 

第 3回奈良バリアンユーザーズミーティング 

「リニアック照射野精度管理」 

放射線技術科：三宅俊輔       平成 30年 2月 10日 奈良県 

 

第 22 回関西がんチーム医療研究会 

「医学物理士の立場から見た放射線治療センター開設」 

平成 30年 3月 3日 大阪府 

医学物理室：伊東宏之 

放射線技術科：四俵敬、三宅俊輔、松山宜生 

医事課：伊藤巧二 

地域医療連携センター：巽美澄子 

看護局：村島明子、岡本清子 

放射線治療科：横川正樹 



  

 
近畿ブロック訓練（ロジスティクス研修） 

「ＥＭＩＳ①」 

機能訓練技術科：福村典男      平成 30年 3 月 10日 大阪府 

 

 

４．病診連携の会 

第４０回 病診連携の会     

放射線治療棟３Ｆ大会議室 平成 29年 7月 15日  

 

「当院におけるがん化学療法患者の看取りの場と連携先についての検討」 

  土庫病院 内科：大辻俊雄 

 

「腹腔鏡下胆摘後のクリップ迷入により胆管炎を来した１例」 

  中井記念病院 外科：河端悠介 

 

「鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の実際」 

外科：西村公男 

 

「非腎臓専門医に役立つ腎疾患診療のポイント」 

奈良県立医科大学 地域医療学講座 教授：赤井靖宏 

 

第４１回 病診連携の会  

放射線治療棟３Ｆ大会議室 平成 30年 3月 24日  

 

「事故報告分析からみた転倒・転落防止対策～睡眠薬との関連も含めて～」 

看護局 医療安全管理者：岡本千賀子 

 

「県医師会の在宅医療の取り組み～お助けメーリングリスト～」 

奈良県医師会 理事：春日宏友 

 

「2018年診療報酬改訂を踏まえた在宅医療と病診連携～連携の先にある 

ものは何か～」 

医療法人ゆうの森：永井康徳 



  

５．院内発表 

医療安全改善活動報告会          平成 30 年 3月 15日 

   「医療関連機器圧迫創傷予防に向けた整形外科病棟の取り組み」 

      看護局：褥瘡ワーキンググループ 

 

「ナーシングエイドに向けた KYTの取り組み」 

看護局：転倒・転落ワーキンググループ 1 

 

「４Ｂ病棟での転倒・転落事故防止活動への取り組み」 

看護局：転倒・転落ワーキンググループ 2 

 

「持参薬、中止薬取り扱いについて現状把握しインシデントの減少を 

目指す～薬剤調べの方法の統一化をはかって～」 

看護局：薬剤ワーキンググループ 

 

「採血運用見直し・病理検体提出に関する報告」 

医療安全対策室 医療技術部長：西岡 正彦 

 

「防犯対策の改善・強化」 

医療安全対策室 参与：鍵矢 公志 

 

 

「医療の質」発表会             平成 29 年 11月 24日 

   「病床稼働率、平均在院日数」 

   「救急医療：救急搬送患者数・救急患者数」 

      病院長：岡村隆仁 

 

   「手術部位感染（ＳＳＩ）発生率」 

   「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 

 

   「輸血製剤廃棄率」 

      臨床技術科：堀川憲子 

 

「栄養指導」 

      栄養管理科：山本友香 



  

 
「褥瘡有病率・推定発生率」 

      看護局：堀井さゆり 

 

「当院での抗菌薬使用状況」 

      薬剤部：安田知浩 

 

「本院の医療の質指標と活動状況」 

      事務局：伊藤巧二 

 

第 44 回クリニカルパス大会        平成 29年 11月 9日 

       

   「クリニカルパスとＤＰＣ」 

      泌尿器科：仲川嘉紀 

        

 

第 45回クリニカルパス大会         平成 30年 3月 8日 

       

   「平成 29 年度パス監査結果報告」 

      看護局：藤裏里美 

 

   「平成 29 年度活動報告： 

バリアンスの視点からＰＤＣＡサイクルを回すための取組み」 

      看護局：五十嵐万裕美 

   

   「ＤＰＣとクリニカルパス～パス作成時・改定時に意識してほしいこと」 

      事務局：伊藤巧二 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

平成 29年度看護研究発表           平成 30 年 1月 27日 

 

「新生児蘇生法における看護師の意識調査から見えた今後の課題」 

看護局：濱井美鈴、原理絵、菅原里衣、西原八重美 

 

「B病棟のインシデント発生状況からみた問題の抽出」 

看護局：山本幸子、奥田美幸、横田翔子、遊免麻美 

 

「ピクトグラムを活用し多職種間における情報共有から導き出された 

転倒転落予防の効果」 

看護局：西村大和、岡本弓子、桝本咲衣 

 

「終末期がん患者の退院を阻害する因子にアプローチした結果」 

看護局：池上幸恵、田中美咲、松村純子 

 

「術前訪問における業務改善への取り組み～電子カルテ・クリニカルパ 

スを活用して～」 

看護局：福井雅己、黒松大悟、細川喜美恵 

 

「透析開始直後に心肺停止状態となった患者への対応を振り返り、A病院 

における急変時の返血判断基準を多職種と検討した取り組みの報告～ 

アナフィラキシーショック時の返血についての EBMを考える」 

看護局：酒井啓子、熊本千津子、治田美津子 

透析科：仲川嘉紀、直井牧人、辰己佳弘、飯田孝太 

臨床技術科：森諭司 

 

「地域包括ケア病棟が取り組む退院支援における情報提供の検討」 

看護局：森本明見、久保陽子、長谷川真樹、瀬山由美子 

 

「肩腱板断裂患者の日常生活動作における不安とそれに関わる看護介入 

の現状について」 

看護局：瓦口礼佳、北畠実香、金原絵里奈、松尾愛、十河陽子、 

瀬山由美子 

 

「HCU看護師と手術目的で HCUに入室する患者に対して DVD を導入した 

入室前オリエンテーションによる効果の妥当性」 

看護局：伊丹幹人、菊谷俊彦、今岡慶実、藤田美優、岩下緑、他 

 



  

６．その他の活動 

二次救命処置講習会  

   二次救命処置講習会           平成 29年 4月 29日 奈良県 

 

インストラクター     看護局：元持美佐子、河俣成仁、 

竹島未央、菊谷俊彦 

 

 

第 20回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

        平成 29年 5月 14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     診療局：笹岡宗史 

看護局：元持美佐子、菊谷俊彦、勝谷直子、 

竹島未央、宮岡美幸、河俣成仁 

    チューター        看護局：今西智美 

 

 

二次救命処置講習会           平成 29年 6月 18日 奈良県 

インストラクター      看護局：河俣成仁、芦高靖子、菊谷俊彦 

 

 

第 1回大和高田市立病院・土庫病院共催 ICLSワークショップ 

平成 29年 8月 5日 奈良県 

    ファシリテーター    看護局：桝本みさき      

    タスク         看護局：元持美佐子、菊谷俊彦、河俣成仁 

    全体タスク        看護局：今西智美 

 

 

   第1回奈良県立医科大学循環器内科主催ICLSワークショップ 

「ICLSワークショップ」       平成 29年 8 月 11日 奈良県 

インストラクター     看護局：元持美佐子 

 

 

第4回大阪はびきの医療センター・第13回春秋会城山病院共同ICLSコース 

「大阪府医師会認定 ICLSコース」   平成 29年 12 月 2日 大阪府 

インストラクター     看護局：桝本みさき 



  

 
第 21回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

        平成 30年 2月 10日 奈良県 

    コース・ディレクター   内 科：中野知哉 

    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     診療局：笹岡宗史 

看護局：元持美佐子、今西智美、菊谷俊彦、 

河俣成仁、竹島未央、小西暁、 

網本貴文 

 

 

奈良県ＳＣＵ展開訓練         平成 29年 7月 5日 奈良県 

 ＤＭＡＴ隊  看護局：元持美佐子、吉岡達也、菊谷俊彦 

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 

 

奈良県防災総合訓練          平成 29年 9月 10日 奈良県 

 ＤＭＡＴ隊  内科 ：笹岡宗史 

看護局：元持美佐子、吉岡達也、菊谷俊彦 

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 

 


