
国内学会発表 第278回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 肺癌術後、徐々に増悪した間質性肺炎の一例 杉本親寿 2019/4/1

国内学会発表 TAIHO Web Lecture for Lung Cancer 肺癌の治療戦略におけるPD-1/PD-L1阻害剤とnab-PTX 田宮朗裕 2019/4/5

国内学会発表 第93回日本感染症学会学術講演会
Mycolicibacterium fortuitumと同定された非発色性迅速発
育抗酸菌のクラリスロマイシンに対する誘導耐性能とerm遺
伝子との関連性

吉田志緖美、露口一
成、鈴木克洋

2019/4/6

国内学会発表 臨床研究センターセミナー 肺ランゲルハンス細胞組織球症：成人を中心に 井上義一 2019/4/8

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
IPF患者に対するオフェブカプセル特定使用成績調査（全例
調査）―中間報告（第2報）

井上義一 2019/4/12

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
プレドニゾロン（PSL）投与は特発性肺線維症（IPF）
/possible UIPパターンの特発性間質性肺炎（IIPs）の急性増
悪を増加させるか？

新井徹 2019/4/12

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
新しい多剤耐性結核治療ワクチンの開発・第I相医師主導
治験研究

岡田全司 2019/4/12

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
特発性肺線維症（IPF）の診断：改訂国際ガイドライン（GL）
の課題とその周辺

井上義一 2019/4/12

国内学会発表 第59回日本呼吸器総会（東京） 呼吸器疾患に合併した肺高血圧症の予後因子

蓑毛祥次郎、松井秀
夫、香川智子、小林岳
彦、龍華美咲、杉本親
寿、新井徹、林清二

2019/4/12

国際学会発表
The 59th Annual Meeting of the Japanese 
Respiratory Society 2019, Tokyo, Japan

What kind of palliative care support for interstitial 
pneumonia patients is expected by respiratory physician?

YoshinobuMatsuda 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
Efficacy and tolerability of pirfenidone for idiopathic 
pulmonary fibrosis in a real-world

C.Sugimoto 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
Fatal cases of pulmonary alveolar proteinosis：Japanese 
nationwide surveillance

Y.Inoue 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会 IPF国際診療ガイドラインの変遷と臨床診断 井上義一 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
特発性間質性肺炎（IIPs)の急性増悪（AE）（AE-IIPs）の重症
度分類作成と高容量ステロイドの有用性の検証

新井徹 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
サルコイドーシス症例における肺の画像パターン分類によ
る臨床的特徴の検討

片山加奈子 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
間質性肺疾患（ILD）の「急性増悪」に関する前向き観察と診
断基準作成の試み　NHOネットワーク研究第一報：発症急
性期の予後規定因子

新井徹 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
プレドニゾロン（PSL）投与は特発性肺線維症（IPF）
/possible UIPパターンの特発性間質性肺炎（IIPs）の急性増
悪を増加させるか？

新井徹 2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会 気管支肺胞洗浄液中の石綿小体定量に関する解析 稲垣雄士 2019/4/13
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国内学会発表 第59回日本呼吸器総会（東京）
クラリスロマイシンの耐性化は肺Mycobacterium　
abscessus subsp. massiliense症の持続排菌に影響を与える
かもしれない

小林岳彦、露口一成、
吉田志緒美、安部祐
子、 倉原優、 富田元
久、片山加奈子、蓑毛
祥次郎、 林清二、 井
上義一、鈴木克洋

2019/4/13

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会 CHPにおける血清沈降抗体スクリーニングの有用性の検討 菅原玲子 2019/4/14

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会 IPF診療最前線と今後の展望：IPFを超えて 井上義一 2019/4/14

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
エクソソームのプロテオミクスによるリンパ脈管筋腫症の血
液バイオマーカーの同定

滝本宜之 2019/4/14

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会 リンパ脈管筋腫症における血清VEGF-D値の意義
広瀬雅樹、新井徹、杉
本親寿、滝本宜之、井
上義一

2019/4/14

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会 呼吸器疾患に合併した肺高血圧症の予後因子 蓑毛祥次郎 2019/4/14

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
呼吸器疾患患者におけるパルスオキシカプノメータ「カプノ
アイⓇ」で測定されたEtCO2とPaCO2の相関に関する後ろ
向き研究

榎本貴俊 2019/4/14

国内学会発表 第59回日本呼吸器学会
肺結節性リンパ過形成が疑われたリンパ増殖性肺疾患の2
例

竹内奈緒子 2019/4/14

国内学会発表 第279回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
検診発見後、約3年の経過で悪化傾向をきたす75歳の間質
性肺炎例

滝本宜之 2019/4/15

国内学会発表 第63回日本リウマチ学会総会・学術集会 進行性線維化を伴う間質性肺疾患 井上義一 2019/4/16

国内学会発表 臨床研究センターセミナー 論文投稿のプロセスについて 安宅信二 2019/4/22

国内学会発表 第92回日本細菌学会総会
動物園飼育アジアゾウの結核事例から明らかとなった結核
菌の遺伝系統

吉田志緖美、露口一
成、鈴木克洋

2019/4/23

国内学会発表 第67回日本化学療法学会総会
シンポジウム６　抗酸菌感染症診療の新たな展開　新規抗
結核薬（デラマニド、ベダキリン）の使用状況と新規レジメの
可能性

露口一成 2019/5/9

国内学会発表 臨床研究センターセミナー 新規抗結核薬（デラマンド、ベダキリン）の使用状況 露口一成 2019/5/13

国内学会発表 第280回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
COPD の経過中に間質性肺炎を疑う肺野陰影と縦隔・肺門
リンパ節腫大、胸膜肥厚像を認めた60 歳男性例

滝本宜之 2019/5/13

国内学会発表 第280回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
鳥接触歴があり、TBLB でFOP 様の所見を認めた、57 歳男
性の間質性肺炎の一例

新井徹 2019/5/13

国際学会発表 American Thoracic Society Conference 2019, Dallas, USA
Diagnostic Role of Measurement of Asbestos Bodies in 
Bronchoalveolar Lavage Fluid in Patients with Interstitial 
Lung Diseases

Y.Inagaki 2019/5/19

国際学会発表 American Thoracic Society Conference 2019, Dallas, USA
Prognostic Impacts of Comorbidities in Pulmonary Alveolar 
Proteinosis: A Nationwide Surveillance in Japan

Y.Inoue 2019/5/19
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国際学会発表 American Thoracic Society Conference 2019, Dallas, USA
Proteomic Profiling of Serum Exosomes to Identify Novel 
Biomarkers for Lymphangioleiomyomatosis

T.Takimoto 2019/5/19

国際学会発表 American Thoracic Society Conference 2019, Dallas, USA
Serum VEGF-D level in the periods of not taking mTOR 
inhibitors in the patients with lymphangioleiomyomatosis

MasakiHirose、
ToruArai、
ChikatoshiSugimoto、
TakayukiTakimoto、
YoshikazuInoue

2019/5/19

国際学会発表 American Thoracic Society Conference 2019, Dallas, USA
Before-After Study of Efficacy of Morphine for Dyspnea in 
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: 
JORTC-PAL 07

Y.Matsuda 2019/5/20

国際学会発表 American Thoracic Society Conference 2019, Dallas, USA
Prognostic Score of Acute Exacerbation (AE) in Idiopathic
Interstitial Pneumonias (IIPs) (AE-IIPs) to Evaluate
Treatment for AE-IIPs

T.Arai 2019/5/20

国内学会発表 臨床研究センターセミナー
Prognostic Score of Acute Exacerbation (AE) in Idiopathic 
Interstitial Pneumonias (IIPs) (AE-IIPs) to Evaluate 
Treatment for AE-IIPs

新井徹 2019/5/27

国内学会発表 第281回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
SLE・ループス腎炎加療中に胸部異常陰影が出現し緩徐に
悪化傾向を認めた一例

片山加奈子 2019/5/27

国内学会発表 第281回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
転移性肺腫瘍術後より、緩徐に増悪を呈した間質性肺炎の
１例

足立雄一 2019/5/27

国内学会発表 免疫チェックポイント阻害剤の副作用マネジメント 化学療法＋免疫療法にベバシズマブは必要か 田宮朗裕 2019/5/30

国際学会発表 2019 ASCO Annual Meeting 

Prospective observational study for treatment resistance-
related gene screening using plasma circulating tumor DNA 
in the third generation EGFR TKI osimertinib therapy 
elucidator.

AkihiroTamiya 2019/6/1

国内学会発表 第89回実験結核研究会
各種薬剤感受性検査キット間で異なるリファンピシン感受性
を示した肺結核の1例

吉田志緒美、露口一
成、富田元久、木原実
香、小林岳彦、井上義
一、鈴木克洋

2019/6/6

国内学会発表 第89回実験結核研究会
新しい多剤耐性結核治療DNAワクチンの開発・第1相医師
主導治験に向けた研究

喜多洋子、橋元里実、
仲谷均、西松志保、木
岡由美子、西田泰子、
井上義一、露口一成、
林清二、岡田全司

2019/6/6

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会
Mycobacteroides abscessus complex症のおける 菌コロ
ニー形態の臨床的意義 について

小林岳彦、露口一成、
吉田志緒美、安部祐
子、 倉原優、 富田元
久、片山加奈子、蓑毛
祥次郎、 林清二、 井
上義一、鈴木克洋

2019/6/7

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会
pYTプラスミドの非結核性抗酸菌における応用の可能性の
検討

吉田志緒美 2019/6/7

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会
RFP を除く化学療法中に異なる RFP 耐性遺伝子変異を持
つ臨床分離株が誘導された耐性結核の 1 例

吉田志緒美、露口一
成、井上義一、鈴木克
洋

2019/6/7

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会 抗酸菌の検査～現在、未来 吉田志緒美 2019/6/7

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会 臨床現場で使える抗酸菌検査 吉田志緒美 2019/6/7

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会
新しい多剤耐性肺結核治療DNAワクチンの開発・第1相医
師主導治験研究

岡田全司・橋元里実・
井上義一・露口一成・
林清二・喜多洋子

2019/6/7
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国内学会発表 第94回日本結核病学会総会 肺MAC症患者における喀血のリスクファクター

蓑毛祥次郎 小林岳彦 
露口一成 片山加奈子 
林清二 井上義一鈴木
克洋

2019/6/7

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会 非結核性抗酸菌症と肺がんについて 小林岳彦 2019/6/7

国内学会発表 第51回非結核性抗酸菌症研究協議会
Mycobacteroides abscessus complex におけるマクロライド
耐性の調節メカニズムに関する検討

吉田志緒美、露口一
成、小林岳彦、井上義
一、鈴木克洋

2019/6/8

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会
シンポジウム８　結核低蔓延に向けた医療体制の課題と展
望　結核低蔓延に向けた高度専門医療施設の役割

露口一成 2019/6/8

国内学会発表 第60回　日本臨床細胞学会総会(春期大会)
原発性肺癌に対するLBC検体を用いたPD-L1(22C3)発現に
関する検討

不動　陽介 2019/6/8

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会
肺 Mycobacterium abscessus complex 症における細菌学
的予後と菌コロニー形態の関連性について

小林岳彦、露口一成、
吉田志緒美、安部祐
子、倉原優、富田元
久、蓑毛祥次郎、林清
二、井上義一、鈴木克
洋

2019/6/8

国内学会発表 第94回日本結核病学会総会
肺MAC症患者における喀血のリスクファクター

蓑毛祥次郎、小林岳
彦、片山加奈子、香川
智子、龍華美咲、露口
一成、松井秀夫、井上
義一、林清二、鈴木克
洋

2019/6/8

国内学会発表 臨床研究センターセミナー ICIによる副腎機能不全のマネジメント 沖塩協一 2019/6/10

国内学会発表 第8回みやこ呼吸器カンファランス 「忘れてはならない呼吸器感染症：結核」 倉原優 2019/6/13

国内学会発表 びまん性肺疾患に関する調査研究班 令和元年度第1回班会議 疾病の普及・啓発・患者会支援部会 井上義一 2019/6/15

国内学会発表 肺胞蛋白症診療に直結するエビデンス創出研究：重症難治例の診断治療管理班 令和元年度第1回班会議
肺胞蛋白症診療に直結するエビデンス創出研究：重症難治
例の診断治療管理班研究の概要とまとめに向けて

井上義一 2019/6/15

国内学会発表 第282回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
2010年に他院で指摘され緩徐に進行する間質性肺炎の１
例

片山加奈子 2019/6/17

国内学会発表 間質性肺疾患研究会
心エコーにて肺高血圧所見を認めたHermansky-Pudlak症
候群の一例

新井徹 2019/6/18

国内学会発表 Chugai Lung Cancer Symposium in Ishikawa 非小細胞肺癌におけるVEGF阻害の意義 田宮朗裕 2019/6/21

国内学会発表 第118回神奈川呼吸器研究会 特発性肺線維症：早期診断と治療導入 新井徹 2019/6/21

国内学会発表 第２４回日本緩和医療学会学術総会

SY16「レスキューを頻回に使用する終末期がん患者の対
応」
緩和ケアチーム精神腫瘍医の立場より

所　昭宏 2019/6/21

国内学会発表 第24回日本緩和医療学会学術大会
がん患者の呼吸困難に対するベンゾジアゼピン治療の実
態-緩和医療専門医・認定医アンケート調査-

松田能宣 2019/6/21
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国内学会発表 第24回日本緩和医療学会学術大会
当院におけるがん患者の呼吸困難に対するヒドロモルフォ
ンの選択理由について

藤井大和 2019/6/21

国内学会発表 第24回日本緩和医療学会学術大会 呼吸困難と不安の評価と治療 松田能宣 2019/6/21

国内学会発表 第24回　日本緩和医療学会学術大会
当院における胸壁浸潤によるがん性神経障害性疼痛に対
するリドカイン使用例の検討

高野　峻一 2019/6/21

国内学会発表 第24回日本緩和医療学会学術大会
がん疼痛患者のオピオイド誘発性便秘症に関する観察研
究 (OIC-J 研究): PAC-SYM, PAC-QOLスコア変化量と便
秘症状発現の相関

原田敏之, 今井久雄, 
文田壮一, 則行敏生, 
蒲生真紀夫, 明石雄策, 
佐藤浩樹, 木澤義之, 
所昭宏

2019/6/21

国内学会発表 JORTC第56回臨床研究検討会 特定臨床研究との暗闘 松田能宣 2019/6/22

国内学会発表 第２４回日本緩和医療学会学術総会

男女共同参画推進と緩和医療従事者のワーク＆ライフバラ
ンス
〜日本緩和医療学会での取り組み〜

所　昭宏 2019/6/22

国内学会発表 第24回日本緩和医療学会学術大会
COPDの呼吸困難に対するモルヒネの有効性予測因子の
探索的検討：JORTC-PAL07副次的解析

松田能宣 2019/6/22

国内学会発表 OTOKOGI×PINK（緩和ケア研究会）
がん患者の呼吸困難に関連する因子の相互作用および因
果関係に関する前向き観察研究

松田能宣 2019/6/23

国内学会発表 臨床研究センターセミナー これまでの研究 今井咲 2019/6/24

国内学会発表 第26回東海呼吸器疾患研究会
特発性肺線維症を巡る診断と治療の現状と展望 
ATS/ERS/JRS/ALAT診療ガイドライン改訂を中心に

井上義一 2019/6/27

国内学会発表 第110回日本肺癌学会関西支部学術集会 80歳以上の超高齢者に対するニボルマブの後方視的検討 東浩志 2019/6/29

国内学会発表 第110回日本肺癌学会関西支部学術集会
CBDCA+PAC+BEV+Atezolizumab(ABCP)併用療法で重篤
な消化器毒した1例

松本錦之介 2019/6/29

国内学会発表 第110回日本肺癌学会関西支部学術集会
アファチニブ投与中にStevens-Johnson syndromeを発症し
たEGFR陽性非小細胞肺癌の1例

足立雄一 2019/6/29

国内学会発表 第110回日本肺癌学会関西支部学術集会（大阪）

アファチニブ投与中にStevens-Johnson syndromeを発症し
たEGFR陽性非小細胞肺癌の１例

足立　雄一、 東　浩
志、  榎本　貴俊、稲垣
雄士、高野　峻一、谷
口　善彦、西條　伸彦、
小林　岳彦、田宮　朗
裕、沖塩　協一、安宅　
信二　
　

2019/6/29

国内学会発表 第283回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 約半年前からの呼吸苦にて指摘された間質性肺炎の一例 中村行宏 2019/7/1

国内学会発表 第93回日本呼吸器学会近畿地方会（京都） M.avium症の母子例
中村行宏　倉原優　小
林岳彦　露口一成　橘
和延　井上義一

2019/7/3

国内学会発表 第93回日本呼吸器学会近畿地方会（京都）
ネオシーダーによって再燃した成人型肺ランゲルハンス細
胞組織球症の1例

高野　峻一 小林　岳彦　
竹内菜緒子　橘和延 2019/7/3

5 / 17 ページ



当該施設
演者名

項目
（国際学会発表・
国内学会発表）

発表学会 演題名 等 発表年月日

国内学会発表 第93回日本呼吸器学会近畿地方会（京都） 再燃した肺クリプトコッカス症の1例

竹内奈緒子　中村行宏　
倉原優　小林岳彦　露
口一成　橘和延　井上
義一

2019/7/3

国内学会発表 多摩西部Fibrosis Conference 特発性肺線維症を巡る診断と治療のガイドライン 井上義一 2019/7/4

国内学会発表 Lung Cancer Young Medical Oncologists' Meeting in NARA
変わりゆく肺癌治療２０１９　～ICI各薬剤適切な使い方を考
える～

田宮朗裕 2019/7/6

国内学会発表 第123回日本結核病学会近畿地方会
各種薬剤感受性検査キット間で異なるリファンピシン感受性
を示した肺結核の1例

吉田志緒美、露口一
成、木原実香、小林岳
彦、井上義一、鈴木克
洋

2019/7/6

国内学会発表 第123回日本呼吸器病学会 第93回日本呼吸器学会 近畿地方会

ジアフェニルスルホン酸が原因と考えられた薬剤性メトヘモ
グロビン（MetHb）
血症の一例

東浩志 2019/7/6

国内学会発表 第123回日本呼吸器病学会 第93回日本呼吸器学会 近畿地方会
ネオシーダーによって再燃したランゲルハンス細胞組織球
症の1例

高野峻一 2019/7/6

国内学会発表 第123回日本呼吸器病学会 第93回日本呼吸器学会 近畿地方会 当院におけるびまん性肺骨化症の2例 榎本貴俊 2019/7/6

国内学会発表 第93回日本呼吸器学会近畿地方会 再燃した肺クリプトコッカス症の1例 竹内奈緒子 2019/7/6

国内学会発表 第93回日本呼吸器学会近畿地方会・第123回日本結核病学会近畿地方会 当院におけるびまん性肺骨化症の２例 榎本貴俊 2019/7/6

国内学会発表 臨床研究センターセミナー
結核菌の薬剤耐性予測と分子疫学の精度向上に関する研
究

吉田志緒美 2019/7/8

国内学会発表 第１４回　長崎がん治療研究会
変わりゆく肺癌治療２０１９　～ICI各薬剤適切な使い方を考
える～

田宮朗裕 2019/7/12

国内学会発表 第9回間質性肺炎SUMMIT
IPF診断の標準化をめぐる話題：公式ATS/ERS/JRS/ALAT
診療ガイドラインを中心に

井上義一 2019/7/19

国内学会発表 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会

Real World effectiveness and safety of Nivolumab in elderly 
NSCLC pts in Japan: Multicenter Retrospective 
Observational Study in Japan
Makiko Yomota,  Ryo Morita,  Kyoichi Okishio,  Junichi 
Simizu,  Haruhiro Saito,  Hiroshi Sakai,  Young Hak Kim,  
Osamu Hataji, 
Makoto Nishio,  Keisuke Aoe,  Osamu Kanai,  Toru 
Kumagai,  Kayoko Kibata,  Hiroaki Tsukamoto,  Satoshi 
Oizumi,  Keisuke Tomii,  Hiroshi Tanaka,  Keiko Mizuno,  
Takeshi Masuda,  Toshiyuki Kozuki,  Takashi Haku,  
Hiroyuki Suzuki,  Isamu Okamoto, Hirotoshi Hoshiyama,  
Kenya Ochi,  Yuichiro Ohe

沖塩協一 2019/7/19

国内学会発表 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会

Real-World Effectiveness and Safety of Nivolumab in 
NSCLC patients in Japan: Multicenter - Retrospective 
Observational Study
Satoru Kitazono, Ryo Morita, Kyoichi Okishio, Junichi 
Shimizu,Haruhiro Saito, Hiroshi Sakai, Young Hak Kim, 
Osamu Hataji, Makiko Yomota, Makoto Nishio, Keisuke Aoe, 
Osamu Kanai, Toru Kumagai, Kayoko Kibata, Hiroaki 
Tsukamoto, Satoshi Oizumi, Keisuke Tomii, Hiroshi Tanaka, 
Keiko Mizuno, Takeshi Masuda, Toshiyuki Kozuki,  Takashi 
Haku, Hiroyuki Suzuki, Isamu Okamoto, Hirotoshi 
Hoshiyama, Kenya Ochi, Yuichiro Ohe

沖塩協一 2019/7/19
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国内学会発表 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会

Real-World Effectiveness and Safety of Nivolumab in 
NSCLC pts in Japan: Multicenter - Retrospective 
Observational Study
Haruhiro Saito, Ryo Morita, Kyoichi Okishio,Junichi Shimizu, 
Hiroshi Sakai, Young Hak Kim, Osamu Hataji, Osamu Hataji, 
Makiko Yomota, Makoto Nishio, Keisuke Aoe, Osamu Kanai, 
Toru Kumagai, Kayoko Kibata, Hiroaki Tsukamoto, Satoshi 
Oizumi, Keisuke Tomii, Hiroshi Tanaka, Keiko Mizuno, 
Takeshi Masuda, Toshiyuki Kozuki,  Takashi Haku, Hiroyuki 
Suzuki, Isamu Okamoto, Hirotoshi Hoshiyama, Kenya Ochi, 
Yuichiro Ohe

沖塩協一 2019/7/19

国内学会発表 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会
EGFR遺伝子検査におけるEGFR Uncommon Mutation検出
率の比較に関する検討

安宅信二 2019/7/20

国内学会発表 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会

Exploratory Analysis of Nivo Effectiveness with Clinical Lab 
Data in NSCLC pts in Japan: A Multicenter - 
Retrospective Observational Study
Keisuke Aoe, Ryo Morita, Kyoichi Okishio, Junichi Simizu, 
Haruhiro Saito, Hiroshi Sakai ,Young Hak Kim, Osamu 
Hataji,Makiko Yomota, Makoto Nishio, Osamu Kanai, Toru 
Kumagai, Kayoko Kibata, Hiroaki Tsukamoto, Satoshi 
Oizumi, Keisuke Tomii, Hiroshi Tanaka, Keiko Mizuno, 
Takeshi Masuda, Toshiyuki Kozuki, Takashi Haku, Hiroyuki 
Suzuki, Isamu Okamoto, Hirotoshi Hoshiyama, Kenya Ochi, 
Yuichiro Ohe

沖塩協一 2019/7/20

国内学会発表 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会

Real-World Effectiveness of Nivolumab by PD-L1 
Expression in NSCLC pts in Japan:A Multicenter-
Retrospective Study
Young Hak Kim, Ryo Morita, Kyoichi Okishio,Junichi 
Shimizu, Haruhiro  Saito, Hiroshi Sakai, Osamu Hataji, 
Makiko Yomota, Makoto Nishio, Keisuke Aoe, Osamu Kanai, 
Toru Kumagai, Kayoko Kibata, Hiroaki Tsukamoto, Satoshi 
Oizumi,Keisuke Tomii, Hiroshi Tanaka, Keiko Mizuno, 
Takeshi Masuda, Toshiyuki Kozuki, Takashi Haku, Hiroyuki 
Suzuki, Isamu Okamoto, Hirotoshi Hoshiyama, Kenya Ochi, 
Yuichiro Ohe

沖塩協一 2019/7/20

国内学会発表 臨床研究センターセミナー リンパ脈管筋腫症（LAMにおける血清VEGF-D値の意義 広瀬雅樹 2019/7/22

国内学会発表 第284回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
アルコール飲酒後嘔吐で救急外来受診し、ＣＴで間質性肺
疾患を疑われた1例

橘和延 2019/7/22

国内学会発表 第284回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
後腹膜腫瘍の手術歴があり、両肺多発のう胞・多発小結節
をみとめた60歳代女性の一例

蓑毛祥次郎 2019/7/22

国内学会発表 Yamaguchi Lung Cancer Strategy Meeting
変わりゆく肺癌治療２０１９　～ICI各薬剤適切な使い方を考
える～

田宮朗裕 2019/7/26

国内学会発表 がん患者のケアについて考える　～血栓症と緩和ケア～ 新規オピオイド時代における 緩和ケアとチーム医療 所　昭宏 2019/7/26

国内学会発表 K-net研究会 当院における外国人結核の検討 露口一成 2019/8/3

国内学会発表 第285回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
長年の鳥飼育暦のある60代女性に認めた間質性肺炎の1
例

杜倉紗代子 2019/8/5

国内学会発表 第286回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 健康診断にて胸部異常陰影を指摘された間質性肺炎の1例 松本錦之介 2019/8/19

国内学会発表 第286回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
非喫煙男性で約20年間慢性咳嗽を認めたびまん性肺疾患
の1例

竹内奈緒子 2019/8/19

国内学会発表 南大阪Lung Cancer Meeting 肺癌治療におけるケモコンボの位置づけ 田宮朗裕 2019/8/29
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国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 1 KCH 中村行宏 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 11 KCH 杉本親寿 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 12 KCH 東浩志 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 15 KCH 新井徹 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 16 KCH 中村行宏 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 17 KCH 東浩志 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 18 KCH 東浩志 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 19 KCH 中村行宏 2019/8/30

国内学会発表 第12回大阪呼吸器疾患シンポジウム FPAP 20 KCH 中村行宏 2019/8/30

国内学会発表 近畿地区国立病院　第61回　看護学会
結核病床を有する病院に従事する職員の結核に対する認
識の実態

向井孝仁 2019/9/1

国内学会発表 第61回近畿国立看護学会
酸素濃縮器２台を使用しての在宅酸素療法を必要とする患
者の退院支援

高濱澪 2019/9/1

国内学会発表 第287回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 急な経過で労作時呼吸苦を発症した間質性肺炎の1例 松本錦之介 2019/9/2

国内学会発表 第287回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 抗GM-CSF自己抗体陽性を示した間質性肺疾患の一例 新井徹 2019/9/2

国内学会発表 第61回近畿国立看護学会
在宅酸素療法導入に対して否定的な思いが強い患者への
看護介入
～受容過程に応じた関わり～

北山紗綺 2019/9/2

国内学会発表 第61回近畿国立看護学会
結核病棟を有する病院に勤務する職員の結核知識に関す
る調査

向井孝仁 2019/9/3

国内学会発表 第61回近畿国立看護学会 ワークライフバランス（シンポジスト） 與野木久美子 2019/9/4

国内学会発表 第4回日本がんサポーティブケア学会学術集会
がん疼痛患者のオピオイド誘発性便秘症に関する観察研
究(OIC-J 研究)：患者のOIC自覚状況，OICに対する患者背
景の違いによる影響

所　昭宏 2019/9/7
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国際学会発表 IASLC 2019 World Conference on Lung Cancer 
Opioid-induced Constipation in Patients with Cancer Pain 
in Japan (OIC-J study): A post-hoc analysis of lung cancer 
patients

Akihiro Tokoro 2019/9/7

国際学会発表 2019 World Conference on Lung Cancer
Analysis of prognostic factors according to performance 
status in non-small cell lung cancer patients treated with 
nivolumab

YuichiAdachi 2019/9/8

国際学会発表 2019 World Conference on Lung Cancer
Impact of oral drugs in patients harboring non-small-cell 
lung cancer treated with nivolumab

YoshihikoTaniguchi 2019/9/8

国際学会発表 2019 World Conference on Lung Cancer
The scour using pretreatment NLR, Liver metastasis, PD-
L1 status and PS as a marker of outcomes in nivolumab-
treated patients with advanced NSCLC

AkihiroTamiya 2019/9/8

国内学会発表 臨床研究センターセミナー 第12回大阪呼吸器シンポジウムの報告＆発表 井上義一 2019/9/9

国内学会発表 第288回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
右上葉の肺炎を契機に発見された両上肺野優位に胸膜下
の陰影を認めた57歳の1例

滝本宜之 2019/9/9

国内学会発表 第288回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
築炉工の職歴のある59才既喫煙男性に発症したcrazy 
paving patternのHRCT所見を呈するびまん性肺疾患の1例

新井徹 2019/9/9

国内学会発表 StageⅢ　NSCLC Expert Meeting デュルバルマブにつなげるⅢ期NSCLC化学放射線療法 田宮朗裕 2019/9/12

国内学会発表 京町家研究会
事例検討：
否認の強い家族と心理アセスメント

小杉孝子 2019/9/14

国際学会発表 13th Vaccine Congress
A novel therapeutic vaccine against multi-drug resistant 
tuberculosis in the preclinical study and phase 1 clinical 
trial.

Masaji Okada、 
Yoshikazu Inoue、 
Kazunari Tsuyuguchi

2019/9/15

国内学会発表 第19回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2019
治験管理薬は薬剤部で！～薬剤部への治験薬管理業務移
行の取り組み

関口知弘 2019/9/15

国内学会発表 第3回日本エンドオフライフ学会
日本初のエビデンス、COPD患者の呼吸困難に対するモル
ヒネの効果

松田能宣 2019/9/15

国内学会発表 第138回近畿肺移植検討会 特発性肺線維症（IPF）   57歳 男性 竹内奈緒子 2019/9/20

国内学会発表 第7回 日本放射線事故・災害医学会 年次学術集会
プルトニウム吸入と全肺洗浄法(肺胞蛋白症での経験の紹
介と文献レビュー)

井上義一 2019/9/21

国内学会発表 日本防菌防黴学会 第46回年次大会 
全国規模での健康者浴室サンプリングによる非結核性抗酸
菌の検出率と菌種多様性

吉田志緖美 2019/9/25

国際学会発表 ERS2019, Madrid, Spain
CT patterns of pulmonary sarcoidosis are associated with 
prognosis and complication of chronic pulmonary 
aspergillosis or non-tuberculous mycobacteria

K.Katayama 2019/9/29

国際学会発表 ERS2019, Madrid, Spain
Idiopathic Pulmonary Fibrosis based on disease behavior: 
Workshop summary of a Japanese multicenter study

Y.Inoue 2019/9/29
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国際学会発表 ERS2019, Madrid, Spain
Efficacy of recombinant thrombomodulin for poor
prognostic cases of acute exacerbation in IIPs: Secondary
analysis of SETUP trial

T.Arai 2019/9/30

国内学会発表 第28回国立病院近畿放射線技師会学術大会
胸部術前造影CTにおける至適造影剤注入方法の比較検
討

北澤祥生 2019/10/5

国内学会発表 第28回国立病院近畿放射線技師会学術大会 骨シンチグラフィSPECT収集の最適化 森下翔 2019/10/5

国内学会発表 第28回国立病院近畿放射線技師会学術大会
肺癌定位放射線治療におけるCINE撮影を利用したInternal 
Target Volume(ITV)の設定と治療計画の検討

橋本直人 2019/10/5

国内学会発表 第289回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
50年以上の鉄工所勤務歴のある慢性進行性間質性肺炎の
1例

菅原玲子 2019/10/7

国内学会発表 第289回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
様々な粉塵暴露歴を有し、肺癌が鑑別となったびまん性肺
疾患の1例

杉本親寿 2019/10/7

国内学会発表 第32回日本サイコオンコロジー学会総会多職種支援セミナー せん妄の治療・ケア 松田能宣 2019/10/10

国内学会発表 AstraZeneca Scientific Exchange Meeting in Osaka 肺癌のNewest Evidenceから見えてくる次の一手とは？ 田宮朗裕 2019/10/11

国際学会発表 Joint Conference of International Conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases 2019 (WASOG) and The 39th Annual Meeting of Japan Society of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders. Yokohama, Japan
Assessment of Serum Levels of anti-granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor Antibodies in 
Patients with Sarcoidosis

KanakoKatayama、
KazunobuTachibana、
KazuyoshiHatsuda、○
MasakiHirose、
ToruArai、
TakahikoKasai、
MasanoriAkira、
SeijiHayashi、
YoshikazuInoue

2019/10/11

国内学会発表 第32回日本サイコオンコロジー学会総会
NURSE-CST受講者のコミュニケーションに対する認識の変
化

武田ヒサ 2019/10/11

国内学会発表 第32回日本サイコオンコロジー学会総会
せん妄に対して薬物治療を受けたがん患者における主治
医の予後予測とせん妄改善との関連の検討：Phase-Rせん
妄研究副次解析

松田能宣 2019/10/11

国内学会発表 Pneumonitis Management Academy in 南大阪
EGFR陽性肺癌のイミフィンジ投与後G2肺臓炎発現症例の
検討

田宮朗裕 2019/10/17

国内学会発表 第8回近畿学術集会
(近畿国立病院管理栄養士協議会の学会） 支持・緩和療法チームへの栄養介入に関する検討について 内川厳志 2019/10/19

国内学会発表 第290回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 園芸業に従事する77歳男性に発症した間質性肺炎の一例 新井徹 2019/10/21

国内学会発表 第290回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 二次性の間質性肺炎も疑われた69歳女性の症例 滝本宜之 2019/10/21

国内学会発表 第57回日本癌治療学会学術集会

A post-hoc analysis of Opioid-induced Constipation in 
Patients with Cancer Pain in Japan (OIC-J study): The 
utility of Bowel Function Index, The impact of OIC on pain 
treatment

Soichi Fumita,Hisao 
Imai, Toshiyuki Harada, 
Toshio Noriyuki, Makio 
Gamoh, Yusaku Akashi, 
Masaharu Okamoto, 
Yoshiyuki Kizawa, 
Akihiro Tokoro

2019/10/24
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当該施設
演者名

項目
（国際学会発表・
国内学会発表）

発表学会 演題名 等 発表年月日

国内学会発表 臨床研究センターセミナー NGS解析 安宅信二 2019/10/28

国内学会発表 第291回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
咳で発症し、間質性肺炎の家族歴を有するびまん性陰影の
一例

橘和延 2019/10/28

国内学会発表 第43回日本死の臨床研究会年次大会
事例検討：
学童期から抱き続けた「死の恐怖を」連綿と語る男性の面
接を通して

小杉孝子 2019/11/3

国内学会発表 第6回IPF研究会 in 金沢 特発性肺線維症の急性増悪の診断と治療 新井徹 2019/11/6

国内学会発表 Pfizer Lung Cancer Internet symposium
EGFR陽性肺がん今後の薬物治療におけるダコミチニブの
役割

田宮朗裕 2019/11/7

国内学会発表 第62回日本感染症学会中日本地方会学術集会
シンポジウム７　臨床上問題となる肺非結核性抗酸菌症　
マクロライド耐性MAC症の対策

露口一成 2019/11/7

国内学会発表 第７回南大阪肺癌分子腫瘍研究会
EGFR遺伝子検査（PCR-Invader法とCobas法）における
uncommon mutation検出率比較の後ろ向き観察研究

今井咲 2019/11/7

国内学会発表 94回日本呼吸器学会近畿地方会・第124回日本結核病学会近畿地方会（奈良）
Mycobacterioides　abscessus complexにおけるマクロライド
耐性誘導に関する検討

吉田志緒美、露口一成　
木原実香　嶋谷泰明　
小林岳彦　井上義一　
鈴木克洋

2019/11/8

国内学会発表 第73 回　国立病院総合医学会
肺癌定位放射線治療におけるCINE撮影を利用したInternal 
Target Volume(ITV)の設定と治療計画の検討

木村篤史 2019/11/8

国内学会発表 第73回　国立病院総合医学会
VF結果に基づいた食事指導で安全な経口摂取が可能とな
りQOLが改善した頸髄損傷患者の一例

清水光子 2019/11/8

国内学会発表 第73回　国立病院総合医学会
胸部術前造影CTにおける至適造影剤注入方法の比較検
討

北澤祥生 2019/11/8

国内学会発表 第73回 国立病院機構総合医学会
プレドニゾロン（PSL）投与は特発性肺線維症（IPF）
/possible UIPパターンの特発性間質性肺炎（IIPs）の急性増
悪を増加させるか？

新井徹 2019/11/8

国内学会発表 第73回 国立病院機構総合医学会
間質性肺疾患（ILD）の「急性増悪」に関する前向き観察と診
断基準作成の試み　NHOネットワーク研究第一報：発症急
性期の予後規定因子

新井徹 2019/11/8

国内学会発表 第73回　国立病院総合医学会 教育研修部で接遇向上に取り組んだ効果 山田多加 2019/11/8

国内学会発表 第73回　国立病院総合医学会 在宅酸素療法患者の酸素外来受診の実態 乾由季 2019/11/8

国内学会発表 第89回 日本感染症学会西日本地方会学術集会、第62回 日本感染症学会中日本地方会学術集会、第67回 日本化学療法学会西日本支部総会
各種薬剤感受性検査キット間で異なるリファンピシン感受性
を示した肺結核の1例

吉田志緒美、露口一
成、鈴木克洋

2019/11/8

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会
結核病棟を有する施設に勤務する職員の結核知識に関す
る調査

桃坂弥夢 2019/11/9

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会
呼吸器専門病院の緩和ケア病棟における薬剤師のかかわ
りについて

藤井大和 2019/11/9
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当該施設
演者名

項目
（国際学会発表・
国内学会発表）

発表学会 演題名 等 発表年月日

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会 薬剤部主導による治験事務局業務支援体制の構築 中筋千佳 2019/11/9

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会 医療安全の向上を意図したパニック値の改訂の取り組み 玉舍学 2019/11/9

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会 呼吸器専門の緩和ケア病棟の現状と課題 内藤潤 2019/11/9

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会
指定難病：呼吸器系疾患 自己免疫性肺胞蛋白症検査血液
抗GM-CSF自己抗体測定について

初田和由 2019/11/9

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会
慢性線維化性特発性間質性肺炎の適正な診断治療法開発
のための調査研究(NHOネットワーク共同研究)

関口睦 2019/11/9

国内学会発表 第73回 国立病院機構総合医学会
B細胞活性化因子の自己免疫性肺胞蛋白症に対する治療
ターゲットとしての可能性

広瀬雅樹、新井徹、杉
本親寿、井上義一

2019/11/9

国内学会発表 第70回日本皮膚科学会西部支部学術集会
浴室での外傷後に生じた Mycobacterium massiliense 感染
症の 1 例

吉田志緒美 2019/11/10

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会 喫煙者、非喫煙者の肺癌病因に関する分子疫学的研究 田宮朗裕 2019/11/10

国内学会発表 第73回国立病院機構総合医学会
第三世代EGFR-TKIオシメルチニブ治療における血漿浮遊
腫瘍DNAを用いた遺伝子変異モニタリングおよびスクリーニ
ングの前向き観察研究

田宮朗裕 2019/11/10

国内学会発表 第29回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会
リンパ脈管筋腫症患者の当院における理学療法評価・治療
マニュアルの作成

光國若也 2019/11/11

国内学会発表 バウム研究会
事例検討：
40歳代男性　肺がん患者の初発時のバウムテストについて

小杉孝子 2019/11/11

国内学会発表 第29回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 肺癌患者の緩和ケアとアドバンス・ケア・プランニング 松田能宣 2019/11/12

国際学会発表
 Asian Pacific Society of Respirology  ベトナム(ハ
ノイ）, educational award

Short Presentation about NTM lung disease

Takehiko Kobayashi、
Kazunari Tsuyuguchi、
Yu Kurahara、Shojiro 
Minomo、Maiko 
Takeda、Takehiko 
Kasai、Kanako 
Katayama、Takayuki 
Takimoto、Seiji 
Hayashi、Yoshikazu 
Inoue、
Katsuhiro Suzuki

2019/11/14

国際学会発表 National Congress of Italian Polmonary - XLV AIPO Alveolar proteinosis: update on pathogenesis and treatment Y.Inoue 2019/11/14

国際学会発表 National Congress of Italian Polmonary - XLV AIPO
Update of pulmonary alveolar proteinosis: prognostic 
consequence of pulmonary fibrosis

Y.Inoue 2019/11/14
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当該施設
演者名
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（国際学会発表・
国内学会発表）

発表学会 演題名 等 発表年月日

国際学会発表
 Asian Pacific Society of Respirology  ベトナム(ハ
ノイ）, oral presentation

Expression of programmed death-ligand 1  in cavitary 
lesions of infectious granulomatous lung disease

Takehiko Kobayashi、
Kazunari Tsuyuguchi、
Yu Kurahara、Shojiro 
Minomo、Maiko 
Takeda、Takehiko 
Kasai、Kanako 
Katayama、Takayuki 
Takimoto、Seiji 
Hayashi、Yoshikazu 
Inoue、
Katsuhiro Suzuki

2019/11/15

国際学会発表 APSR
Retrospective study of pneumonitis developed after 
administration of durvalumab in clinical practice

松本錦之介 2019/11/15

国際学会発表
APSR Congress 2019 – Asian Pacific Society of 
Respirology

The correlation of End-tidal CO2 measured by pulse oxi-
capnometer ‘CapnoEye’ with PaCO2 in patients with 
respiratory diseases: A retrospective study in a chest 
medical center

稲垣　雄士 2019/11/15

国際学会発表
The 24th Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology, Hanoi, Vietnam.

Dose Serum VEGF-D level increase with clinical course in 
the patients with lymphangioleiomyomatosis?

MasakiHirose、
ToruArai、
ChikatoshiSugimoto、
TakayukiTakimoto、
YoshikazuInoue

2019/11/15

国内学会発表 第2回心身医学関連学会合同集会

ポスター発表：
学童期から抱き続けた「死の恐怖」を語る男性の面接を通し
て

小杉孝子 2019/11/15

国内学会発表 第2回心身医学関連学会合同集会

ポスター発表：
肺がん治療経過の中で“双極性障害”を併発した一事例
～多職種協働の中での心理的支援について～

小杉孝子 2019/11/15

国内学会発表 第48回薬剤耐性菌研究会
耐性結核患者生体内における結核菌の耐性population変
動の観察

吉田志緖美 2019/11/16

国内学会発表 第4回抗酸菌研究会
抗酸菌感染症由来臨床検体のメタゲノム解析によるフロー
ラ解析

吉田志緒美、露口一
成、井上義一、鈴木克
洋

2019/11/16

国内学会発表 第2 回日本心身医学関連学会合同集会 心療内科のサイコオンコロジー、緩和医療への貢献 所　昭宏 2019/11/16

国内学会発表 第2 回日本心身医学関連学会合同集会イブニングセミナー がんの心身医学としての サイコオンコロジー/緩和医療 所　昭宏 2019/11/16

国内学会発表 第2回日本心身医学関連学会合同集会
「医学生・若手医師のための心身医学合同セミナー」後の新
規学会員登録および入局者数の経過報告

松田能宣 2019/11/16

国内学会発表 日本緩和医療学会第2回関西支部学術大会 支持・緩和療法チームへの栄養介入に関する検討について 内川厳志 2019/11/20

国内学会発表 第124回日本結核病学会近畿地方会
Mycobacteroides abscessus complex におけるマクロライド
耐性誘導に関する微生物学的検討

吉田志緒美、露口一
成、木原実香、嶋谷泰
明、小林岳彦、井上義
一、鈴木克洋

2019/11/23

国内学会発表 第９４階日本呼吸器学会近畿地方会
ランチョンセミナー３
肺癌治療における免疫チェックポイント阻害剤と化学療法
併用の実際

田宮朗裕 2019/11/23

国内学会発表 第94回日本呼吸器学会近畿地方会アフタヌーンセミナー
特発性肺線維症に対する抗線維化薬の早期導入の意義と
問題点

新井徹 2019/11/23

国内学会発表 第 94回日本呼吸器学会近畿地方会 (大阪国際交流センター)


気管支動脈塞栓術(BAE)後にfungus ballの消退を認めた慢
性進行性肺アスペルギルス症の一例

蓑毛祥次郎、片山加奈
子、龍華美咲、露口一
成、松井秀夫、鈴木克
洋

2019/11/23
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当該施設
演者名
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（国際学会発表・
国内学会発表）

発表学会 演題名 等 発表年月日

国内学会発表 臨床研究センターセミナー 当院における外国人結核の検討 露口一成 2019/11/25

国内学会発表 第292回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 右側に再発を繰り返す肺結節に対し切除を行った１例 櫻井禎子 2019/11/25

国内学会発表 第292回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
無症状だが呼吸機能検査が経時的に悪化した気腫合併間
質性肺炎の一例

中村行宏 2019/11/25

国内学会発表 北勢 Lung Cancer Symposium StageⅢ 呼吸器内科医からみた化学放射線免疫療法の有用性 田宮朗裕 2019/11/26

国内学会発表 第50回結核、非定型抗酸菌症治療研究会
Mycobacteroides abscessus complex のマクロライド耐性誘
導に関する微生物学的検討

吉田志緒美、露口一
成、小林岳彦、井上義
一、鈴木克洋

2019/12/1

国内学会発表 第50回結核、非定型抗酸菌症治療研究会 当院における外国出生結核の検討
露口一成、吉田志緒
美、小林岳彦、井上義
一、鈴木克洋

2019/12/1

国内学会発表 第６０回日本肺癌学会学術集会 ニボルマブの効果予測スコアの後方視的検討 東浩志 2019/12/6

国内学会発表 第６０回日本肺癌学会学術集会
非小細胞肺癌に対するニボルマブのPS別に見た効果予測
因子に関する後方視的検討

足立雄一 2019/12/6

国内学会発表 第６０回日本肺癌学会学術集会
非小細胞肺癌患者のnivolumabによる治療効果に対する併
用薬剤の影響の検討

谷口善彦 2019/12/7

国内学会発表 第６０回日本肺癌学会学術集会
70 才以上高齢者進行非小細胞肺癌における化学
療法に対する脆弱性予測に関する検討

安宅信二 2019/12/8

国内学会発表 臨床研究センターセミナー
Efficacy of recombinant thrombomodulin for poor 
prognostic cases of acute exacerbation in IIPs: Secondary 
analysis of SETUP trial

新井徹 2019/12/9

国内学会発表 第294回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 外来による経過観察で進行した間質性肺炎の一例 高野峻一 2019/12/9

国内学会発表 第294回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 検診発見で家族歴のある間質性肺炎疑いの一例 橘和延 2019/12/9

国際学会発表 ESMO-immuno oncology
Analysis of predictive factors in non-small cell lung cancer 
patients treated with nivolumab

東浩志 2019/12/12

国際学会発表 ESMO-immuno oncology
Nivolumab treatment beyond progression disease in 
advanced non-small cell lung cancer

榎本貴俊 2019/12/12

国内学会発表 第２５回Osaka Cancer Care Forum ジーラスタ関連 安宅信二 2019/12/13

国内学会発表 第13回びまん性肺疾患フォーラム 繊維化性間知る正肺疾患の疾患進行性フェのタイプ：概論 井上義一 2019/12/14

国内学会発表 臨床研究センターセミナー 災害医療について 沖塩協一 2019/12/23
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国際学会発表 Keystone Symposia 
A Novel Therapeutic Vaccine against Multi-drug resistant 
Tuberculosis by T cell-Immunity in the Preclinical Study 
and Phase 1 Clinical Trial.

Masaji Okada、 
Yoshikazu Inoue、 
Kazunari Tsuyuguchi

2020/1/16

国内学会発表 なにわ緩和ケアカンファレンス
緩和ケアにおける
サイコオンコロジストの役割

所　昭宏 2020/1/16

国内学会発表 I-O Discussion Forum
変わりゆく肺癌治療２０１９　～ICI各薬剤適切な使い方を考
える～

田宮朗裕 2020/1/18

国内学会発表 第296回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
多発性 GGO を呈し、増大する GGO に対して肺がん疑いで
手術を行なった一例

新井徹 2020/1/20

国内学会発表 2019年度NHO近畿中央呼吸器センター学術講演会
嚥下造影検査の結果に基づいた食事指導で安全な経口摂
取が可能となりQOLが改善した頚髄損傷患者の一例

清水光子 2020/1/24

国内学会発表 2019年度NHO近畿中央呼吸器センター学術講演会 リンパ脈管筋腫症患者の当院における理学療法介入状況 光國若也 2020/1/24

国内学会発表 NHO近畿中央呼吸器センター学術講演会（堺） 感染性肉芽腫性疾患におけるPD-L1発現について 小林岳彦 2020/1/24

国内学会発表 令和1年度国立病院機構近畿中央呼吸器センター学術講演会
70歳以上高齢者進行肺癌における、化学療法に対する脆
弱性予測因子のスコア化に関する検討（PREDICT）

安宅信二 2020/1/24

国内学会発表 令和1年度国立病院機構近畿中央呼吸器センター学術講演会
EGFR遺伝子検査におけるuncommon mutation検出率比較
の後ろ向き観察研究

今井咲 2020/1/24

国内学会発表 令和1年度国立病院機構近畿中央呼吸器センター学術講演会
結核に罹患したボルネオゾウの原因菌はヒト結核菌ではな
くMycobacterium caprae (ヤギ結核菌)だった

吉田志緒美、露口一
成、小林岳彦、井上義
一、鈴木克洋

2020/1/24

国内学会発表 令和1年度国立病院機構近畿中央呼吸器センター学術講演会
多剤耐性結核患者における、治療中に生じたまれな薬剤耐
性遺伝子変異の相互作用と菌ゲノム集団の動態解析

吉田志緒美、露口一
成、小林岳彦、井上義
一、鈴木克洋

2020/1/24

国内学会発表 令和1年度国立病院機構近畿中央呼吸器センター学術講演会 喫煙者、非喫煙者の肺癌病因に関する分子疫学的研究 田宮朗裕 2020/1/24

国内学会発表 令和1年度国立病院機構近畿中央呼吸器センター学術講演会

第三世代EGFR-TKIオシメルチニブ治療における血漿浮遊
腫瘍DNAを用いた遺伝子変異モニタリングおよびスクリーニ
ングの前向き観察研究

田宮朗裕 2020/1/24

国内学会発表 第16回国立病院栄養研究学会 支持・緩和療法チームへの栄養介入に関する検討について 内川厳志 2020/1/25

国内学会発表 第14回呼吸器疾患を語る会
間質性肺病変（ILA）から間質性肺疾患（ILD）へ：早期病変
をめぐる最近の話題

井上義一 2020/1/25

国内学会発表 第38回　がん患者栄養管理研究会 がん患者の緩和ケアと栄養管理 所　昭宏 2020/1/25

国内学会発表 OFEV Meet The Expert in 三重
オフェブ開発のマイルストーン　特発性肺線維症そして全身
強皮症

井上義一 2020/1/30

国内学会発表 第７回Lung Cancer Chemotherapy Meeting 臨床背景から考える肺癌治療 田宮朗裕 2020/1/31
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国内学会発表
特発性造血障害に関する調査研究 令和元年度第
2回班会議

肺ランゲルハンス細胞組織球症について 井上義一 2020/1/31

国内学会発表 第31回日本臨床微生物学会総会 日本感染症学会合同シンポジウム　症例1　薬剤耐性結核 吉田志緒美 2020/2/1

国内学会発表 第31回日本臨床微生物学会総会 リファンピシン感受性検査の判定不一致を経験した1例
木原実香、嶋谷泰明、
吉田志緒美

2020/2/1

国内学会発表 第37回高知びまん性肺疾患研究会 IPFを越えて：線維化性間質性肺疾患の進行性フェノタイプ 井上義一 2020/2/1

国内学会発表 第31回日本臨床微生物学会総会
シンポジウム5　非結核性抗酸菌　非結核性抗酸菌の薬剤
感受性検査

吉田志緒美 2020/2/2

国内学会発表 第297回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 SSA 陽性を示した間質性肺炎の一例 新井徹 2020/2/3

国内学会発表 第297回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 検診で気腫合併間質性肺炎が疑われた現喫煙者の一例 蓑毛祥次郎 2020/2/3

国内学会発表 第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 当院でのアテゾリズマブにおける副作用発現状況につぃて 宮﨑美佳 2020/2/15

国内学会発表 第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 当院におけるベダキリンフマル酸塩錠の副作用発現 上柳汐果 2020/2/15

国内学会発表 第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会
薬剤部主導による治験薬管理業務と治験事務局業務にお
ける連携

関口知弘 2020/2/15

国内学会発表 第298回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 金属アルミニウムを長期間暴露した間質性肺炎の 1 例 松本錦之介 2020/2/17

国内学会発表 第93回日本細菌学会総会 河川水の非結核性抗酸菌と自由生活性アメーバとの関係 吉田志緒美 2020/2/20

国内学会発表 免疫チェックポイント阻害薬 Expert conference
変わりゆく肺癌治療２０１９　～ICI各薬剤適切な使い方を考
える～

田宮朗裕 2020/2/20

国内学会発表
第１１１回日本肺癌学会関西支部学術集会
学術セミナー４

２０１９年肺癌診療ガイドラインを踏まえての免疫チェックポ
イント阻害薬＋化学療法の併用

田宮朗裕 2020/2/22

国内学会発表 第34回日本がん看護学会学術集会
日本人を対象としたオピオイド誘発性便秘症疫学に基づい
たOICマネジメント～がん看護に活かすOICのマネジメント
～

武田ヒサ 2020/2/22

国内学会発表 第111回日本肺癌学会関西支部学術集会 進行非小細胞肺癌におけるニボルマブのbeyond PD治療 榎本貴俊 2020/2/22

国内学会発表 第34回日本がん看護学会学術集会
日本人を対象としたオピオイド誘発性便秘症（OIC）疫学に
基づいたOICマネジメント

所　昭宏 2020/2/22

国内学会発表 臨床研究センターセミナー
Increased concentration of B cell activating factors in the 
patients with Autoimmune Pulmonary Alveolar Proteinosis 

広瀬雅樹 2020/2/24
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国内学会発表 第299回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
レックリングハウゼン病に合併し、結節性病変の出現を契
機に診断に至ったびまん性肺疾患の1例

新井徹 2020/3/2

国内学会発表 第299回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 上葉優位に線維化病変が認められた間質性肺炎の 1 例 松本錦之介 2020/3/2

国内学会発表
第84回日本呼吸器学会・日本結核 非結核性抗酸
菌症病学会　九州支部 春期学術講演会

肺線維症の診断治療を巡る最新情報：早期病変と進行性
肺線維化性フェノタイプ

井上義一 2020/3/14

国内学会発表 第300回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
家族歴を有し上肺野優位の分布を呈する緩徐進行性の間
質性肺炎の 1 例

片山加奈子 2020/3/16

国内学会発表 第300回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会
肺癌手術加療で気腫合併間質性肺炎が疑われた現喫煙者
の一例

高野峻一 2020/3/16

国内学会発表 第300回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 気腫を合併した間質性肺炎の 1 例 竹内奈緒子 2020/3/30

国内学会発表 第300回びまん性肺疾患外科的肺生検検討会 複合的な要素を含んだ慢性進行性の間質性肺炎の1例 松本錦之介 2020/3/30
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