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１．論文・著作活動 

【診療局】 

【内科】  

「薬物治療概論 ARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬) ARB の主要薬剤各論」 

日本臨床 心不全（第２版）中－最新の基礎・臨床研究の進歩－ 

第 77巻増刊 1(2019） 

内科：川田啓之 

 

【外科】  

「イマチニブ抵抗性小腸 Gastrointestinal Stromal Tumor に対して外科切除 

およびスニチニブ療法が有効であった 1 例」 

癌と化学療法 第 45巻 13号：2438-2440(2018） 

外科：尾原伸作、中山裕行、加藤達史、山田高嗣、中村友哉、 

西村公男、鬼頭祥悟、岡村隆仁 

 

【整形外科】  

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

骨折 第 40 巻 2号：337-339(2018） 

整形外科：二階堂亮平 

 

「腱板大断裂に対する鏡視下修復術の治療成績および再断裂症例の検討」 

JOSKAS（日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌）第 43巻 1号（2018） 

整形外科：二階堂亮平 

 

【小児科】 

「【アレルギーと環境の新しい考え方】アレルギー性鼻炎と環境」 

アレルギーの臨床 第 38巻 7号：639-642(2018） 

小児科：清益功浩 

 

「医師間連携とビジョン・マネジメントは病院を活性化させる 

大和高田市立病院「中堅医師の会」活動報告」 

日本病院会雑誌 第 63巻 5号：509-519(2018） 

小児科：竹下佳弘 

 

 

 

 



  

 
【産婦人科】  

「術前 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」 

日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 第 34巻 2号：222-228(2018) 

産婦人科：今中聖悟、西岡和弘、野口武俊、梶原宏貴 

 

「リトドリン塩酸塩使用にて溶血性貧血を認めた 1 例」 

日本産婦人科・新生児血液学会誌 第 28巻 1号：26-27(2018) 

産婦人科：西岡和弘、今中聖悟、野口武俊、梶原宏貴、堀江清繁、他 

 

【泌尿器科・透析科】  

「TUL術後有熱性尿路感染症のリスク因子の分析及び術前予防抗生剤 

投与の有効性」 

日本泌尿器科学会雑誌 第 109巻 2号：74-84(2018） 

泌尿器科：大森千尋、堀俊太、大塚憲司、飯田孝太、森澤洋介、 

直井牧人、谷満、仲川嘉紀 

 

「Gamma-Klotho exhibits multiple roles in tumor growth of human 

  bladder cancer」 

Oncotarget 第 9巻 28号：19508-19524(2018） 

泌尿器科：飯田孝太 

 

「Impact of Preoperative Abdominal Visceral Adipose Tissue Area and 

 Nutritional Status on Renal Function After Doner Nephrectomy in  

Japanese Living Donors for Renal Transplantation.」 

Ann Transplant 第 23巻：364-376(2018） 

泌尿器科：飯田孝太 

 

「奈良県における慢性透析患者の現状 2017 年 12月末の統計的観察」 

奈良医師会透析会誌 第 24巻 1号：79-84(2018） 

透析科：仲川嘉紀 

 

 

 

 

 

 



  

【看護局】 

「効果的な在宅療養の継続的支援につなげていくための看護記録の重要性」 

日総研出版 臨床看護記録 第 28巻 第 1号：2-9(2018） 

看護局：飯尾美和 

 

「病棟看護師と訪問看護師がともに医療と生活の視点で患者を見る」 

日本看護協会出版会 日本看護協会機関誌 看護  

Vol.71 No.10：71-75(2018） 

看護局：飯尾美和、巽美澄子、中尾みどり 

 

「化学療法を受ける入院患者に対する排便日誌を用いた排便セルフ 

マネジメントの効果」 

日本看護学会論文集 慢性期看護 第 49巻：51-54(2018） 

看護局：後藤知里、上西真奈海、中西菜月、宮島沙季、岩下緑、他 

 

「CDC ガイドライン 2017 年改訂部分噛み砕き解説」 

手術看護エキスパート 第 12巻 4号：24-28(2018） 

看護局：里内正樹 

 

「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 

-訪問看護師と介護支援専門員への質問紙調査より-」 

日本看護学会論文集ヘルスプロモーション 第 49巻：7-10(2018） 

看護局：森本明見、久保陽子、長谷川真樹、他 

 

「ピクトグラムを活用した多職種間での情報共有の効果 

-転倒転落予防の観点から-」 

日本看護学会論文集ヘルスプロモーション 第 49巻：174-177(2018） 

看護局：桝本咲衣、岡本弓子、西村大和 

 

「新生児蘇生法に関わる看護職の今後の課題 

-蘇生の初期処置、CPAP、人工呼吸についての実態調査から-」 

日本看護学会論文集ヘルスプロモーション 第 49巻：39-42(2018） 

看護局：原理絵、濱井美鈴 

 

 



  

２．学会発表 

【診療局】 

【外科】 

「肝門部胆管癌（Bismuth IV 型）に対する肝右三区域＋尾状葉切除術に 

よる根治切除の一例」 

第 51回奈良外科学会学術大会       2018年 5月 12日 奈良県 

外科：山田高嗣、尾原伸作、鬼頭祥悟、西村公男、中村友哉、 

加藤達史、岡村隆仁 

 

「ステレオガイド下マンモトーム困難症例に対し超高周波リニアプローブ 

による超音波診断で診断に至った症例の検討」 

第 26回日本乳癌学会学術総会       2018年 5月 18日 京都府 

外科：加藤達史、佐多律子、岡村隆仁 

病理診断科：堤雅弘 

看護局：一林三保子 

 

「イマチニブ抵抗性小腸 Gastrointestinal stromal tumor に対して外科切

除およびスニチニブ療法が有効であった 1例」 

第 40回日本局所療法研究会         2018年 6月 15日 東京都 

外科：尾原伸作、中山裕行、加藤達史、山田高嗣、中村友哉、 

西村公男、鬼頭祥悟、岡村隆仁 

 

「HER2陽性早期乳癌の治療戦略（HER2陽性の高リスク症例について）」 

Chugai Breast Cancer Symposium in KYOTO     

2018年 11月 15日 京都府 

外科：加藤達史、佐多律子、岡村隆仁 

 

「門脈内ガスを伴った壊死性虚血性腸炎の 1例」 

第 80回日本臨床外科学会総会        2018年 11月 23日 東京都 

外科：加藤達史、佐多律子、鬼頭祥悟、尾原伸作、西村公男、 

山田高嗣、中山裕行、岡村隆仁 

 

「術前化学療法著効例に対する HydroMARK 使用の検討」 

第 16回日本乳癌学会近畿地方会       2018年 12月 15日 大阪府 

外科：佐多律子、岡村隆仁、加藤達史 

 

 



  

 

【整形外科】 

「鏡視下腱板修復術に対する Bone Marrow Stimulation の有用性-Efficacy 

of Bone Marrow Stimulation in Arthroscopic Rotator Cuff Tear-」 

第 10回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会  

  2018年 6月 16日 福岡県 

整形外科：二階堂亮平、原納明博、他 

 

「上腕骨近位端骨折に対する関節鏡補助下髄内釘固定術の治療経験

-Clinical results of arthroscopy-assisted intramedullary nailing 

fixation for proximal humeral fracture-」 

第 44回日本骨折治療学会          2018年 7月 7日 岡山県 

整形外科：原納明博、二階堂亮平、他 

 

「髄内釘による高齢者上腕骨近位端骨折の治療成績」 

第 45回肩関節学会             2018年 10月 20日 大阪府 

整形外科：原納明博、二階堂亮平、他 

 

「LHBによる上方関節包再建術を併用した鏡視下大広範囲腱板修復術」 

第 45回肩関節学会             2018年 10月 20日 大阪府 

整形外科：二階堂亮平、原納明博、他 

 

【小児科】 

「肺炎マイコプラズマ抗原陽性例における蕁麻疹を呈した症例」 

第 67回日本アレルギー学会学術大会    2018年 6月 24日 千葉県 

小児科：清益功浩、池田聡子 

 

「多形滲出性紅斑における血清ＴＡＲＣ値の検討」 

第 55回日本小児アレルギー学会学術大会 2018年 10月 19日 岡山県 

小児科：清益功浩、池田聡子 

 

【産婦人科】 

「虫垂炎合併妊娠の６例」 

平成 30年度奈良県産婦人科医会総会学術講演会  

2018年 6月 16日 奈良県 

産婦人科：福井陽介、大西俊介、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、 

堀江清繁 

 



  

 
「吃逆と嘔気を呈した脊髄血管芽腫合併妊娠の１例」 

ＪＳＡＷＩ2018第 19回シンポジウム     2018年 9月 1日 兵庫県 

産婦人科：福井陽介、大西俊介、辻あゆみ、野口武俊、梶原宏貴、 

堀江清繁、他 

 

【泌尿器科・透析科】 

「限局性前立腺癌に対する放射線治療の初期成績」 

第 106回日本泌尿器科学会総会       2018年 4月 19日 京都府 

泌尿器科：仲川嘉紀 

 

「当院における小径腎細胞癌に対する無阻血腎部分切除術の検討」 

第 106回日本泌尿器科学会総会       2018年 4月 20日 京都府 

泌尿器科：飯田孝太 

 

「fTULにおけるトレーニング方法の開発」 

第 106回日本泌尿器科学会総会       2018年 4月 21日 京都府 

泌尿器科：直井牧人 

 

「VEGFr-TKI 未治療の進行腎細胞癌患者におけるエベロリムスの有効性お

よび安全性の検討」 

第 106回日本泌尿器科学会総会       2018年 4月 21日 京都府 

泌尿器科：安川元信 

 

「5mm以上 9mm未満の上部尿路結石に対する侵襲治療と保存療法の治療成績

-NURTG-SU 疫学調査から-」 

第 28回日本尿路結石症学会学術集会    2018年 8月 24日 大阪府 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀 

 

「U3 結石に対する治療成績と治療方針の検討-NURTG-SU疫学調査から-」 

第 28回日本尿路結石症学会学術集会    2018年 8月 24日 大阪府 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀 

 

「10mm 未満の結石に対する治療成績 -NURTG-SU 疫学調査から-」 

第 32回日本泌尿器科内視鏡学会総会     2018年 11月 29日 宮城県 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀、他 

 

 



  

 
「R2-3 10mm 以上の結石に対する侵襲治療の治療成績 -NURTG-SU 疫学調

査から-」 

第 32回日本泌尿器科内視鏡学会総会     2018年 11月 29日 宮城県 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀 

 

「R2-3 10mm 以上の結石に対して初期保存療法を選択した経過 

  -NURTG-SU 疫学調査から -」 

第 32回日本泌尿器科内視鏡学会総会     2018年 11月 29日 宮城県 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀 

 

 

【看護局】 

「窒素ガス配管圧力調整弁劣化による圧力異常の経験」 

第 28回日本臨床工学会         2018年 5月 27日 神奈川県 

看護局：黒松大悟 

 

「透析開始直後に心肺停止状態に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一報告」 

日本透析医学会学術集会          2018年 6月 29日 兵庫県 

看護局：熊本千津子 

 

「HCUに入室する患者に対する DVDを用いた入室前オリエンテーションの 

効果の検討」 

第 49回日本看護学会急性期看護学学術集会 2018年 9月 8日 大分県 

看護局：伊丹幹人 

 

「地域包括ケア病棟が取り組む退院支援情報提供の検討-訪問看護師と 

介護支援専門員への質問紙調査より-」 

第 49回看護学会学術集会ヘルスプロモーション  

2018年 9月 20日 岡山県 

看護局：久保陽子 

 

 

 

 



  

 
「新生児蘇生法における看護職の意識調査からみえた今後の課題」 

第 49回看護学会学術集会ヘルスプロモーション  

2018年 9 月 20日 岡山県 

看護局：原理絵 

 

「パスを正しく作成できる人材育成のための取り組み」 

第 19回日本クリニカルパス大会学術集会  2018年 10月 12日 北海道 

看護局：細川喜美恵 

 

「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」 

第 49回日本看護学会急性期看護学術集会   2018年 9月 8日 大分県 

看護局：北畠実香 

 

「ピトグラムを活用した多職種間での情報共有の効果－転倒転落の視点 

から－」 

第 49回日本看護学会急性期看護学術集会   2018年 9月 8日 大分県 

看護局：桝本咲衣 

 

「化学療法を受ける入院患者に対する排便日誌を用いたセルフマネジメン 

トの効果」 

第 49回日本看護学会－慢性期看護－学術集会  

2018年 9月 27日 静岡県 

看護局：後藤知里 

 

「終末期がん患者の退院を阻害する要因にアプローチした結果」 

第 49回日本看護学会－慢性期看護－学術集会  

2018年 9月 28日 静岡県 

看護局：池上幸恵 

 

「メディカルラリーを改編して救急・防災医療の教育計画とする取り組み」 

第 57回全国自治体病院学会         2018年 10月 18日 福島県 

看護局：治田美津子 

 

「災害看護委員会の活動報告－災害に強い看護師育成を目指して－」 

第 57回全国自治体病院学会         2018年 10月 19日 福島県 

看護局：谷河まゆみ 



  

 
「スペシャリストが協働で開催する研修会の取り組み～2 年間の活動評価 

と今後の課題～」 

第 57回全国自治体病院学会         2018年 10月 19日 福島県 

看護局：遊免大輔 

 

「内視鏡下手術における術中映像が録画できていなかったトラブル対応に 

ついて」 

第 25回近畿臨床工学会           2018年 11月 10日 奈良県 

看護局：黒松大悟 

 

「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－」 

第 32回日本手術看護学会年次大会     2018年 11月 23日 神奈川県 

看護局：黒松大悟 

 

「内服与薬インシデント発生状況からみた要因の抽出」 

奈良県看護学会              2018年 11月 27日 奈良県 

看護局：山本幸子 

 

「リハビリ強化プロジェクトへの取り組み～歩いて来た患者さんは、歩いて

帰す！～」 

第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会  

2019年 2月 2日 奈良県 

看護局：伊丹幹人 

 

「転倒・転落への取り組み」 

第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会  

2019年 2月 2日 奈良県 

看護局：河本昌美 

 

  「ピクトグラムの効果をインシデント・アクシデントレポートから分析して」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     看護局：渡邉由香 

 

 

 



  

 
  「キャリアラダー評価会の実際～評価者の人材育成～」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     看護局：治田美津子、谷河まゆみ、辻本利恵 

 

  「葛城地区二次救急輪番病院への挑戦～合い言葉は『協調』～」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     看護局：梅本由紀子、治田美津子、谷河まゆみ、猶原素子、藪中優子 

     外科：岡村隆仁 

     臨床検査科：山下慶三 

     内科：川田啓之 

 

  「意志決定を支える～在宅 ALS療養者が人工呼吸器装着を決意するまで～」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     訪問看護ステーション：楠瀬美薫、岡美由紀、中島有紀、中尾みどり 

     在宅医療支援科：高幣和郎 

 

  「小児科病棟における静脈内点滴の管理～インシデント減少に向けての取

り組み」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     看護局：福森智士、井之本和美、谷口彩那、伊丹理紗、永山真希 

 

  「当院での PNS の現状～PNS 主観的調査実施報告～」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     看護局：岩見美奈、河俣成仁、沖田一美、吉川紀子、治田美津子 

 

  「入院前からはじまる退院支援～退院後の支援に繋げる取り組み～」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                        2019年 2月 2日 奈良県 

     看護局：上中直美、巽美澄子 

 

 



  

【技術局】 

「慢性維持透析患者の心肥大の評価」 

    日本透析医学会            2018年 6月 29日 兵庫県 

     臨床技術科：常本晋平、森諭司、西岡正彦、木村孝志、菊池友和 

     透析科：仲川嘉紀 

 

「MLCエラーに対する様々な QA ツールの検出感度」 

    第 31回日本放射線腫瘍学会         2018年 10月 13日 京都府 

     医学物理室：伊東宏之 

放射線技術科：三宅俊輔、宮路華奈、辰己雅人、片見征生、 四俵敬 

     放射線治療科：松浦知弘、横川正樹 

 

「臨床工学技士による診療材料費削減への取り組み」 

    第 57回自治体病院学会         2018年 10月 18日 福島県 

     臨床技術科：岡本勇貴、森諭司、常本晋平、飯田剛士、門口豪志、 

           山本千聖 

     看護局：浅田淳、黒松大悟 

 

「転落検知機器と生体情報モニターの混信の事例報告」 

    第 25回近畿臨床工学会         2018年 11月 10日 奈良県 

     臨床技術科：岡本勇貴、森諭司、常本晋平、飯田剛士、門口豪志、 

           山本千聖 

     看護局：浅田淳、黒松大悟 

 

「簡易的呼気終末二酸化炭素分圧モニターと動脈血二酸化炭素分圧との比較」 

    第 25回近畿臨床工学会         2018年 11月 10日 奈良県 

     臨床技術科：常本晋平、森諭司、岡本勇貴、飯田剛士、門口豪志、 

           山本千聖 

     看護局：浅田淳、黒松大悟 

 

「EPID画像データを用いた患者体内線量検証システムによる治療前線量検証」 

    第 62回日本放射線技術学会近畿支部     2018年 11月 25日 奈良県 

     臨床技術科：宮路華奈、辰己雅人、三宅俊輔、片見征生、四俵敬 

     医学物理室：伊東宏之 

 

「教育セミナーⅣ『生理』：腹部超音波『意識して見るためのコツ』」 

    第 58回日臨技近畿支部医学検査学会     2018年 12月 1日 奈良県 

     臨床技術科：西岡正彦 



  

 
「R-CPC」 

    第 58回日臨技近畿支部医学検査学会     2018年 12月 2日 奈良県 

     臨床技術科：藤江拓也 

 

「『生活リハ』の取り組み」 

第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

2019年 2月 2日 奈良県 

     機能訓練技術科：福村典男 

 

  「リード線の故障による生体情報モニタの電波障害」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     臨床技術科：山本千聖、森諭司、岡本勇貴、常本晋平、飯田剛士 

           門口豪志 

     看護局：浅田淳、黒松大悟 

 

  「医療機器管理システムを利用した当院の ME 機器修理システムの運用に 

   ついて」 

    第 14回日本医療マネジメント学会 奈良支部学術集会 

                         2019年 2月 2日 奈良県 

     臨床技術科：岡本勇貴 

 

「一般撮影に被ばく線量低減に関する検討」 

近畿地域診療放射線技師会学術大会       2019年 2月 17日 大阪府 

     放射線技術科：土井康平、四俵敬、松山宜生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

３．研究会等の活動 

【診療局】 

第 30 回さくらの会 

 「さくらの会の変遷」 

   外科：岡村隆仁              2018月 4月 14日 奈良県 

 

第 32 回奈良乳腺疾患研究会 

   「微細石灰化症例における超高周波リニアプローブを用いた超音波診断 

の有用性についての検討」 

   外科：加藤達史、佐多律子、岡村隆仁   2018年 4月 26日 奈良県 

 

糖尿病教室 

 「食事で出来る、血糖コントロール！お茶碗を持って集合しましょう」 

   栄養管理科：山本友香           2018年 4月 26日 奈良県 

 

第 41 回奈良小児アレルギーカンファレンス 

 「1 歳未満の好酸球増多症の臨床的検討（2015 年 1月～2018 年 3 月）」 

   小児科：清益功浩             2018年 6月 9日 奈良県 

 

糖尿病教室 

「知って得する糖尿病の最新治療～糖尿病の治療の進歩を中心に～」 

総合内科：上田豊晴           2018年 6月 28日 奈良県 

 

第 40 回奈良県肝胆膵研究会 

「膵体尾部切除術における膵断端処理の工夫と有効性について」 

外科：山田高嗣、鬼頭祥悟、尾原伸作、西村公男、中村友哉、 

加藤達史、中山裕行、岡村隆仁            

2018年 7月 7日 奈良県 

 

第 42 回奈良県中和の病診連携の会 

「当院における肝胆膵疾患に対する外科治療の取り組みについて」 

外科：山田高嗣             2018年 7月 21日 奈良県 

     

 

 

 

 



  

 
第 23 回関西がんチーム医療研究会 

「院内メールを使用した骨（転移）キャンサーボードの初期経験」 

放射線治療科：横川正樹、松浦知弘 

放射線科：柿木崇秀 

整形外科：森下亨、重松英樹 

内科：山口和之 

泌尿器科：仲川嘉紀 

外科：岡村隆仁 

2018年 9 月 22日 大阪府 

 

第 40 回奈良胃腸研究会 

「高度の炎症を伴った空腸重複腸管症の 1例」 

外科：尾原伸作、中山裕行、加藤達史、山田高嗣、西村公男、 

鬼頭祥悟、佐多律子、土井駿介、岡村隆仁            

2018年 10月 6日 奈良県 

 

第 17 回奈良泌尿器疾患カンファランス 

「U3 結石に対する治療成績と治療方針の検討-NURTG-SU 疫学調査から-」 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀      2018年 10 月 13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             2018年 10月 15日 奈良県 

 

奈良泌尿器疾患カンファランス 

「U3 結石に対する治療成績と治療方針の検討-NURTG-SU 疫学調査から-」 

泌尿器科：飯田孝太、仲川嘉紀      2018年 10 月 13日 奈良県 

 

    第 13 回医看薬連携がん薬物療法研修会 

   「卵巣癌のおはなし」 

     産婦人科：梶原宏貴           2018年 11 月 1日 奈良県 

 

  第 31 回さくらの会 

   「健康寿命と平均寿命-女性ホルモンについての考察」 

     外科：岡村隆仁             2018年 11 月 3日 奈良県 

     

 



  

 
    第 31 回さくらの会 

   「食事で延ばそう！？健康寿命！！」 

          栄養管理科：山本友香          2018年 11月 3日 奈良県 

 

北葛城地区医師会公開市民講座 

 「最新の乳がん治療」 

     外科：岡村隆仁、佐多律子、加藤達史   2018年 11月 10日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

 「バスキュラーアクセスインターベンション治療」 

   泌尿器科：仲川嘉紀           2018年 11月 18日 奈良県 

 

生駒市医師会地域医療連携懇談会 

   「大和高田における「病診連携の会」の発展と展望」 

   外科：岡村隆仁             2018年 12月 1日 奈良県 

 

栄養教諭・学校栄養職員等研修会 

「食物アレルギー児にどう対応する？」 

小児科：清益功浩            2018年 12月 25日 奈良県 

 

奈良県医師会透析部会 

 「当院における人工血管内シャントの治療成績」 

   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     

        2019年 2月 3日 奈良県 

 

第 12 回大和高田市癌と口腔ケア研修会 

 「歯科医療における腎不全患者の特徴について」 

   泌尿器科：仲川嘉紀           2019年 2月 7日 奈良県 

 

第 14 回中和のがん撲滅を目指す会 

 「すい臓のやくわりや働きを知ろう」 

   外科：岡村隆仁             2019年 3月 2日 奈良県 

 

 



  

 
第 14 回中和のがん撲滅を目指す会 

 「すい臓がん・胆管がん・肝臓がんの最新治療 

～外科的治療と抗がん剤治療・放射線治療について～」 

   外科：山田高嗣             2019年 3月 2日 奈良県 

 

 

【看護局】 

第 30 回さくらの会 

 「みんなで支えるチーム医療」 

   看護局：一林三保子            2018月 4 月 14日 奈良県 

 

第 30 回さくらの会 

 「リンパ浮腫について」 

   看護局：松井文子             2018月 4 月 14日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

 「透析患者さんの食事について」 

   看護局：森本恵子            2018年 4 月 15日 奈良県 

 

大和なでしこ第 7 回特別講演会 

 「みんなで支えるチーム医療～術前化学療法における患者支援～」 

   看護局：一林三保子           2018年 5 月 12日 奈良県 

 

第 12 回医看薬連携がん薬物療法研修会 

 「CDK4/6 阻害剤の副作用とセルフケア支援」 

   看護局：一林三保子            2018年 5 月 29日 奈良県 

 

奈良県看護協会 看護師職能Ⅰ委員会研修会 

「看護師長が活き活き役割を発揮するために～看護師長職の楽しみ方～」 

看護局：飯尾美和              2018年 9月 1日 奈良県 

 

2018 年度看護職復職支援研修 

「エンゼルケア」 

看護局：一林三保子           2018年 9 月 27日 奈良県 

 

 



  

 
  2018 年度看護職復職支援研修 

   「看取りケア」 

看護局：堀尾美砂             2018年 9月 27日 奈良県 

 

片塩中学校わくワーク 

 「看護師の業務について」 

   看護局：濱井美鈴、大野夏穂       2018年 10月 5日 奈良県 

 

出前授業 

 「命の授業」 

   看護局：上田美佐子、南和弥       2018年 10月 11日 奈良県 

 

第 17 回オストメイトサロン“そよかぜ” 

 「災害時の対策について」 

   看護局：谷口寛、松山優          2018月 10月 20日 奈良県 

 

奈良県臨床検査協議会講演会 

 「防犯対策の改善・強化」 

   看護局：岡本千賀子           2018年 10月 31日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

 「透析における水分管理について」 

   看護局：西村由美            2018年 11月 18日 奈良県 

 

ナースセミナー 

 「前立腺がんの薬物療法と副作用対策」 

   看護局：岡本千賀子           2018年 12月 8日 奈良県 

 

看護協会看護師職能Ⅰ研修会 

 「看護師のクリニカルラダーの活用方法と実践報告」 

   看護局：治田美津子           2019年 2月 16日 奈良県 

 

【技術局】 

透析患者勉強会 

 「透析患者さんの検査データ」 

   臨床技術科：門口豪志          2018年 4月 15日 奈良県 



  

 
第 35 回奈良県臨床検査学会 

「ランチョンセミナー ：R-CPC」 

臨床技術科：髙嶋亜衣          2018年 5 月 20日 奈良県 

 

第 12 回医看薬連携がん薬物療法研修会 

「CDK4/6 阻害剤についての服薬指導」 

薬剤部：野口大歌            2018年 5 月 29日 奈良県 

 

奈良県臨床工学技士会総会 

「医療安全研修への取り組み」 

臨床技術科：飯田剛士、森諭司、岡本勇貴、常本晋平、門口豪志、 

山本千聖 

看護局：浅田淳、黒松大悟 

           2018年 5月 29日 奈良県 

 

奈良県感染症管理ネットワーク研修会 

 「結核診療のための検査～当院の実際を添えて～」 

   臨床技術科：鈴木啓太郎         2018年 6 月 19日 奈良県 

 

  第 4回奈良 VARIAN ユーザーズミーティング 

   「Profiler2 を用いた EDW角度の検証」 

     放射線技術科：宮路華奈         2018年 6 月 23日 奈良県 

 

糖尿病教室 

 「お薬の話～私の薬はどんな薬？糖尿病の薬あれこれ～」 

   薬剤部：笠谷卓見             2018年 8 月 23日 奈良県 

 

2018 年度度奈良県臨床検査技師会精度管理事業報告会 

 「2018 年度奈臨技サーベイ微生物分野 報告」 

臨床技術科：鈴木啓太郎         2018年 9 月 28日 奈良県 

 

奈良県放射線技師会学術大会 

 「一般撮影に被ばく線量低減に関する検討」 

   放射線技術科：土井康平、四俵敬、松山宜生 

    2018年 10月 28日 奈良県 

 

 



  

 
糖尿病教室 

 「ウォーキング教室」 

   機能訓練技術科：清原正康        2018年 10月 28日 奈良県 

 

第 5回奈良 VARIAN ユーザーズミーティング 

   「Morning Cheak」 

     放射線技術科：片見征生         2018年 11月 17日 奈良県 

 

透析患者勉強会 

 「バスキュラーアクセス管理について」 

   臨床技術科：常本晋平          2018年 11月 18日 奈良県 

 

奈良県臨床細胞学会 

 「尿細胞診における従来法と LBC導入後の比較検討」 

   臨床技術科：橘郁真           2018年 12月 15日 奈良県 

 

糖尿病教室 

 「糖尿病から目を守りましょう」 

   機能訓練技術科：土居佳子        2018年 12月 20日 奈良県 

 

糖尿病教室 

 「あなたの免疫力、大丈夫？」 

   臨床技術科：吉村葵           2018年 12月 20日 奈良県 

 

奈良県医師会透析部会学術集会 

 「レーザー血流計を用いたバッスキュラーアクセス管理」 

臨床技術科：常本晋平、森諭司、岡本勇貴、山本千聖、飯田剛士、 

      門口豪志 

     看護局：浅田淳、黒松大悟 

 2019年 2月 3日 奈良県 

 

第 6回奈良 VARIAN ユーザーズミーティング 

   「MLCの精度管理」 

     医学物理室：伊東宏之          2019年 2月 16日 奈良県 

 

 

 



  

４．奈良県中和病診連携の会 

第４２回 奈良県中和病診連携の会     

放射線治療棟３Ｆ大会議室 2018年 7月 21日  

 

「腎疾患の病病連携と病診連携について」 

  奈良県立医科大学 腎臓内科学 助教：鮫島謙一  

 

「当院における肝胆膵疾患に対する外科治療の取り組みについて」 

  外科：山田高嗣 

 

「糖尿病性腎臓病：最近の知見」 

奈良県立医科大学 腎臓内科学 教授：鶴屋和彦 

 

 

第４３回 奈良県中和病診連携の会  

放射線治療棟３Ｆ大会議室 2019年 2月 9日  

 

「睡眠時無呼吸症候群の病態と治療」 

奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 助教：藤田幸男 

 

「CPAP療法の実際～臨床検査技師の立場で～」 

天理市立メディカルセンター 臨床検査技師：千﨑香 

 

「全身性疾患としての COPD～日常診療に潜む under diagnosed disease～」 

奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 教授：室繁郎 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

５．院内発表 

医療安全改善活動報告会            2019年 3月 28日 

   「褥瘡予防活動への取り組み～ＫＹＴの視点で観察するために～」 

      看護局：辰己春香 

 

「褥瘡予防について～病棟スタッフへ観察の視点についての意識付け～」 

看護局：江場志織 

 

「『採血前安静指示』が遵守できなかった事例の検討報告」 

看護局：橋本知幸 

 

「開創前タイムアウト強化についての取り組み」 

看護局：黒松大悟 

 

「透析センターにおける抜針事故２０１７年の事例を通して」 

看護局：田中 玲子 

 

「インシデント１事例を通して『なぜなぜ分析シート』を使用した結果報告」 

看護局：吉川純子 

 

「放射線技術科におけるリスクマネジメント」 

放射線技術科：四俵敬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

「医療の質」発表会                2018 年 11月 16日 

   「病床利用率、平均在院日数」 

   「救急医療：救急車応需率・救急患者応需率」 

      病院長：岡村隆仁 

 

「ホットライン応需体制の見直し」 

      看護局：藪中優子 

 

   「手指衛生：手指衛生薬剤の使用率など」 

      看護局：里内正樹 

 

   「栄養指導件数増加への取り組み」 

      栄養管理科：山本友香 

 

「排尿自立指導の現状」 

      看護局：杉田直子 

 

「本院の医療の質指標と活動状況」 

      事務局：伊藤巧二 

 

第 46回クリニカルパス大会          2018 年 12月 20日 

       

   「当院のクリニカルパスの現状」 

      看護局：治田美津子 

 

   「肩関節腱板断裂手術ＣＰについて」 

      看護局：松吉愛 

 

   「新規作成パスについて」 

      看護局：細川喜美恵 

        

 

 

 

 



  

2018 年度看護研究発表            2019年 1月 26日 

 

「術後せん妄予防ケアに対する看護師の認識～アンケートを用いた実態調査～」 

看護局：藤山かな 

 

「術前申し送りシート使用による効果的な情報共有に向けて 

～安全な看護を提供するための申し送りの改善～」 

看護局：和田有加 

 

「妊娠教育に関わる助産師の性教育に対する認識と指導の実際 

 ～安全な妊婦生活に向けて～」 

看護局：小崎美智代 

 

「地域包括ケア病棟における退院調整サマリーの検討～アンケート調査 

結果を基に他職種連携を強化した看護サマリーの作成を目指して～」 

看護局：岡本結衣 

 

「看護師を対象とした患者家族への身体拘束に対する説明方法の検討」 

看護局：水澤亜以 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

６．その他の活動 
 

第 2回奈良県立医科大学循環器内科主催 ICLSワークショップ 

 2018年 4 月 30日 奈良県 

 インストラクター     看護局：元持美佐子 

 

 

第 22回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

        2018年 6 月 23日 奈良県 

    コース・ディレクター   奈良県立医科大学附属病院：中野知哉 

    サブコース・ディレクター 内科 ：笹岡宗史 

    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     看護局：元持美佐子、勝谷直子、網本理恵、

小西暁 

    チューター        看護局：巽彩那 

 

 

第 23回大和高田市立病院二次救命処置講習会 

         2018年 12月 22日 奈良県 

    コース・ディレクター   内科 ：笹岡宗史 

    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：山本皇之祐、鮑炳元 

看護局：元持美佐子、菊谷俊彦、竹島未央、 

小西暁、巽彩那、伊丹幹人、 

臨床技術科：木村孝志 

 

奈良県防災総合訓練             2018年 8月 5日 奈良県 

 ＤＭＡＴ隊  内科 ：笹岡宗史 

看護局：元持美佐子、吉岡達也、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 

 


