
種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

1 学会 2018年4月28日
岩田 帆波, 矢谷 敦彦, 藤井 真央, 堀 朱矢,
竹中 かおり, 植田 史朗, 西馬 照明

当院呼吸器内科・循環器内科管理下におけるCPAP療法継続率の差について 第58回 日本呼吸器学会学術講演会 大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

2 学会 2018年4月28日
西馬 照明, 矢谷 敦彦, 岩田 帆波, 藤井 真央,
竹中 かおり, 植田 史朗

呼吸器症状の鑑別におけるモストグラフの有用性についての検討 第58回 日本呼吸器学会学術講演会 大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

3 学会 2018年4月29日

吉崎 飛鳥, 永野 達也, 船田 泰弘, 中田 恭介,
西馬 照明, 高月 清宣, 大西 尚, 櫨木 暢子,
堂國 良太, 桂田 直子, 立原 素子, 上領 博,
小林 和幸, 西村 善博

連続パルスオキシメトリーによる在宅酸素療法患者の夜間低酸素血症の調
査

第58回 日本呼吸器学会学術講演会 大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

4 学会 2018年7月7日
石田 貢一, 堀 朱矢, 山本 賢, 矢谷 敦彦, 岩
田 帆波, 藤井 真央, 徳永 俊太郎, 西馬 照明

慢性膀胱炎・水腎症を契機に診断された肺結核・尿路結核の一例 第91回 日本呼吸器学会近畿地方会 舞子ビラ神戸 日本 大阪 oral 有

5 学会 2018年7月7日
岩田 帆波, 石田 貢一, 山本 賢, 矢谷 敦彦,
藤 真央, 徳永 俊太郎, 堀 朱矢, 西馬 照明

S状結腸癌に対するFOLFOX+Cetuximab療法が原因と考えられた間質性肺炎の一例第91回 日本呼吸器学会近畿地方会 舞子ビラ神戸 日本 大阪 oral 有

6 学会 2018年7月7日
矢谷 敦彦, 堀 朱矢, 石田 貢一, 山本 賢, 岩
田 帆波, 藤井 真央, 徳永 俊太郎, 西馬 照明

ホルネル症候群を契機に肺癌診断に至った一例 第91回 日本呼吸器学会近畿地方会 舞子ビラ神戸 日本 大阪 oral 有

7 学会 2018年7月7日
山本 賢, 堀 朱矢, 石田 貢一, 矢谷 敦彦, 岩
田 帆波, 藤井 真央, 徳永 俊太郎, 西馬 照明,
石原広之

トルーソー症候群と意識障害を来した肺腺癌にタルセバが有効であった一
例

第91回 日本呼吸器学会近畿地方会 舞子ビラ神戸 日本 大阪 oral 有

8 学会 2018年11月9日
大西 伸悟, 西馬 照明, 岩田 帆波, 大里 拓海,
下田 将司, 高瀬 瑠美

当地域での呼吸リハビリテーションプログラムの実施状況について
第28回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会

幕張メッセ 日本 千葉 poster 有

9 学会 2018年11月16日
井上 綾華, 山根 隆志, 葉 乃彰, 岩田 帆波,
西馬 照明

単純ヘルペスウイルス(HSV)-IgM抗体の偽陽性が疑われた全身性エリテマ
トーデス(SLE)の1例

第61回 日本感染症学会中日本地方会学術集会
第88回 日本感染症学会西日本地方会学術集会

かごしま県民交流センター 日本 鹿児島 oral 有

10 学会 2018年11月17日 岩田 帆波, 西馬 照明, 山根 隆志, 葉 乃彰 当院における侵襲性肺炎球菌感染症の臨床像についての検討
第61回 日本感染症学会中日本地方会学術集会
第88回 日本感染症学会西日本地方会学術集会

かごしま県民交流センター 日本 鹿児島 oral 有

11 学会 2018年12月2日
山本 賢, 堀 朱矢, 石田 貢一, 矢谷 敦彦, 岩
田 帆波, 藤井 真央, 徳永 俊太郎, 西馬 照明,
田中 千尋

肝機能障害が出現し治療に苦慮した抗EJ抗体陽性間質性肺炎 第92回 日本呼吸器学会近畿地方会
奈良春日野国際フォーラム 甍
～I・RA・KA～

日本 奈良 oral 有

12 学会 2018年12月2日
矢谷 敦彦, 徳永 俊太郎, 中川大章, 石田 貢
一, 山本 賢, 岩田 帆波, 藤井 真央, 堀 朱矢,
西馬 照明

間質性肺炎の経過観察中に胸膜炎を合併し、高齢発症SLEの診断に至った
一例

第92回 日本呼吸器学会近畿地方会
奈良春日野国際フォーラム 甍
～I・RA・KA～

日本 奈良 oral 有

13 学会 2018年12月2日
石田 貢一, 山本 賢, 矢谷 敦彦, 岩田 帆波,
藤井 真央, 徳永 俊太郎, 堀 朱矢, 西馬 照明,
松本 高典, 岩永 幸一郎

急激な胸膜外への進展・増大を呈した胸囲結核・結核性膿瘍の一例 第92回 日本呼吸器学会近畿地方会
奈良春日野国際フォーラム 甍
～I・RA・KA～

日本 奈良 oral 有

14 学会 2019年2月14日 辰巳 真穂, 窪田 容子, 中村 恭葉, 西馬 照明 当院呼吸器内科病棟における化学療法施行患者へのNST介入の実態 第34回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 グランドプリンスホテル新高輪 日本 東京 poster 有

15 学会 2019年2月15日
中村恭葉, 高山 舞奈, 窪田 容子, 辰巳 真穂,
西馬 照明

催吐性リスクのある抗がん剤を投与している肺がん患者に対する栄養介入 第34回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 グランドプリンスホテル新高輪 日本 東京 poster 有

16 学会 2019年3月2日
菅野 睦, 徳永 俊太郎, 山本 賢, 北山 翠, 矢
谷 敦彦, 岩田 帆波, 藤井 真央, 堀 朱矢, 山
根 隆志, 西馬 照明

絞扼性イレウスが契機で診断しえた両側多発肺結節を伴う多発血管炎性肉
芽腫症の1例

第223回 日本内科学会近畿地方会 京都テルサ 日本 京都 oral 有

17 研究会 2018年5月26日
矢谷 敦彦, 堀 朱矢, 石田 貢一, 山本 賢, 岩
田 帆波, 藤井 真央, 徳永 俊太郎, 西馬 照明

ホルネル症候群を契機として肺癌診断に至った一例 第5回 神戸呼吸器内科勉強会
神戸メリケンパークオリエンタ
ルホテル

日本 神戸 oral 無

18 研究会 2018年5月26日
石田 貢一, 堀 朱矢, 山本 賢, 矢谷 敦彦, 岩
田 帆波, 藤井 真央, 徳永 俊太郎, 西馬 照明

慢性膀胱炎・水腎症を契機に診断された肺結核・尿路結核の一例 第5回 神戸呼吸器内科勉強会
神戸メリケンパークオリエンタ
ルホテル

日本 神戸 oral 無

19 研究会 2018年7月20日 石田 貢一 気管支肺炎治療中に嚥下障害・構音障害をきたした一例 第11回 明石レジデントフォーラム ホテルキャッスルプラザ西明石 日本 明石 oral 無

20 研究会 2018年9月6日 西馬 照明 喘息予防・管理ガイドライン2018の変更点について 第12回 吸入指導勉強会 加古川中央市民病院光ホール 日本 加古川 oral 無

21 研究会 2018年11月3日 徳永俊太郎 COPD・気管支喘息の吸入療法ブラッシュアップ 第42回 KCDC ラッセホール 日本 神戸 oral 無

22 研究会 2019年2月3日 徳永俊太郎 急性呼吸不全の病態と治療
日本救急看護学会主催 基礎病態セミナー（神
戸会場）

神戸大学医学部附属病院 日本 神戸 oral 無

23 研究会 2019年3月9日 徳永俊太郎 喘鳴・嗄声の診かた 第4回 神戸内科塾 スペースアルファ三宮 日本 神戸 oral 無

24 研究会 2019年3月19日 矢谷 敦彦
胸水貯留を有するEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌に対しオシメルチニブ初回導
入した4例

第7回 Lung Cancer Seminar in Himeji ホテル日航姫路 日本 姫路 oral 無

25 研究会 2019年3月28日 西馬 照明 COPD治療における吸入薬の選択について 第13回 吸入指導勉強会 加古川中央市民病院光ホール 日本 加古川 oral 無
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