
種別 発表日 発表者名 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 発表形式 査読有無 備考

1 学会 2019年4月13日

山本 暁生,中本 裕之,澤田 格,大澤 悟志,岩
田 優助,金子 正博,酒井 英樹,山口 卓巳,門
浄彦,西馬 照明,大西 伸悟,藤本 由香里,別所
侑亮,石川 朗

慢性閉塞性肺疾患における6分間歩行試験中の呼吸数に関する研究 第59回 日本呼吸器学会学術講演会 東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

2 学会 2019年4月14日
山本 賢,岩田 帆波,石田 貢一,矢谷 敦彦,藤
井 真央,徳永俊太郎,堀 朱矢,西馬 照明

肺炎球菌肺炎患者における血液培養陽性例と陰性例の臨床像の比較 第59回 日本呼吸器学会学術講演会 東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

3 学会 2019年6月16日
矢谷 敦彦,西馬 照明,山本 賢,石田 貢一,岩
田 帆波,藤井 真央,徳永俊太郎,堀 朱矢

当院で経験した喫煙に伴う急性好酸球性肺炎5例の解析 第68回 日本アレルギー学会学術大会 東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

4 学会 2019年7月6日
松本 夏鈴,藤井 真央,石田 貢一,矢谷 敦彦,
徳永俊太郎,堀 朱矢,西馬 照明

嚢胞穿刺で診断したMycobacterium fortuitumによる感染性肺嚢胞の一例 第93回 日本呼吸器学会 近畿地方会 メルパルク京都 日本 京都 oral 有

5 学会 2019年7月6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,前田 拓郎,山根
隆志,西馬 照明

デュルバルマブが原因と考えられた免疫性血小板減少性紫斑病を来した一
例

第93回 日本呼吸器学会 近畿地方会 メルパルク京都 日本 京都 oral 有

6 学会 2019年7月6日
矢谷 敦彦,石田 貢一,山本 賢,岩田 帆波,藤
井 真央,徳永俊太郎,堀 朱矢,西馬 照明

パニツムマブによる薬剤性肺障害が疑われた3例 第93回 日本呼吸器学会 近畿地方会 メルパルク京都 日本 京都 oral 有

7 学会 2019年7月27日
村岡 莉帆,西馬 照明,河口 明彦,高瀬 瑠美,
井澤 ありさ,大西 伸吾

在宅酸素導入となったが、放縦な性格により退院指導に難渋した1症例
第5回 日本呼吸ケア・リハビリテー
ション学会 近畿支部学術集会

兵庫医療大学 日本 神戸 oral 有

8 学会 2019年9月21日
松本 夏鈴,菅野 睦,大西 貴久,山根 隆志,堀
朱矢,西馬 照明,西澤 昭彦,寺尾 秀一,大西
祥男

ステロイド治療中に発症したニューモチスチス肺炎（PCP）を契機にGood
症候群の診断に至った１例

第225回 日本内科学会 近畿地方会 大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

9 学会 2019年11月8日 藤井 真央,西馬 照明 当院における抗インフルエンザ薬投与後に発症した細菌性肺炎の検討
第62回 日本感染症学会 中日本地方会
学術集会

アクトシティ浜松 日本 浜松 poster 有

10 学会 2019年11月12日
山本 暁生,中本 裕之,澤田 格,大澤 悟志,別
所 侑亮,金子 正博,酒井 英樹,西馬 照明,大
西 伸悟,石川 朗

6分間歩行試験におけるCOPD患者の呼吸循環応答と歩行距離の関連
第29回 日本呼吸ケア・リハビリテー
ション学会 学術集会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

11 学会 2019年11月23日
高原 夕,徳永俊太郎,石田 貢一,山本 賢,矢谷
敦彦,岩田 帆波,藤井 真央,堀 朱矢,大西 貴
久,山根 隆志,西馬 照明

抗TIF1-γ抗体陽性の皮膚筋炎を合併した進展型小細 胞肺癌に対してアム
ルビシン投与で症状の改善を得た 1例

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 日本 大阪 oral 有

12 学会 2019年11月23日
藤井 真央,矢谷 敦彦,岩田 帆波,徳永俊太郎,
堀 朱矢,西馬 照明

Sweet病による肺病変と鑑別を要した肺クリプトコッ クス症の1例 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 日本 大阪 oral 有

13 学会 2019年11月23日
矢谷 敦彦,石田 貢一,山本 賢,岩田 帆波,藤
井 真央,徳永俊太郎,堀 朱矢,西馬 照明

ムチン産生肺腺癌に対する化学療法後に,アスペルギ ルス膿胸を併発した
1例

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 日本 大阪 oral 有

14 学会 2020年2月27日
辰巳 真穂,大岩 優,中村 恭葉,窪田 容子,西
馬 照明

COPD急性増悪入院患者の特徴とNST介入の今後の課題 第35回 日本臨床栄養代謝学会学術集会 国立京都国際会館 日本 京都 oral 有

15 研究会 2019年5月8日 西馬 照明 当院におけるICI使用経験について 免疫療法セミナー in 加古川 きらりホール 日本 加古川 oral 無

16 研究会 2019年6月26日 石田 貢一 当院におけるオプジーボ使用経験 第6回 西播磨肺癌治療研究会 アルモニーアッシュ姫路 日本 姫路 oral 無

17 研究会 2019年7月19日 徳永俊太郎 肺炎入院時の血液ガスをみる 第12回 明石レジデントフォーラム ホテルキャッスルプラザ 日本 明石 oral 無

18 研究会 2019年7月24日 徳永俊太郎 免疫チェックポイント阻害薬併用療法をプラクティスから考える NSCLCプラクティスセミナー2019
日本イーライリリー本社
1階LLホール

日本 神戸 oral 無
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19 研究会 2019年10月3日 西馬 照明 新規COPD治療薬の位置付けと特徴について 第14回 吸入指導勉強会 加古川市総合福祉会館 日本 加古川 oral 無

20 研究会 2019年10月17日 堀 朱矢 医師、母、・・ときどき妻 Woman in Kakogawa ウェルネージかこがわ 日本 加古川 oral

21 研究会 2019年12月13日 西馬 照明 ABCP療法にて横紋筋融解をおこした一例 第51回 神戸肺癌カンファレンス
中外製薬株式会社 神戸
オフィス

日本 神戸 oral 無

22 講演会 2019年9月5日 西馬 照明 COPD診療における現状と課題 ～3成分配合COPD治療薬の位置付け～ 播磨Respiratory Seminar 加古川プラザホテル 日本 加古川 oral 無

23 講演会 2019年10月26日 西馬 照明 肺がんについて 2019年度健康教育講演会 いきがい創造センター 日本 稲美町 oral 無

24 講演会 2019年11月21日 西馬 照明 呼吸器感染症における抗菌薬の使い方 播磨薬剤師会研修会 ウェルネージかこがわ 日本 加古川 oral 無

25 講演会 2019年12月3日 西馬 照明 COPDを重症化させないためのポイント
Non Communicable Diseases
Conference in Kakogawa

加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無


