
項目 学会 演題等 演者 発表年月日

国際学会発表
American Thoracic Society 2012
international meeting, San Francisco, USA

A Longitudinal study of glycopeptidolipid core IgA
antibody levels in MAC pulmonary disease patients
treated with CAM containing regimen.

Kitada S, Yoshimura K, Miki K, Miki M, Fujikawa T,
Kuroyama M, Hashimoto H, Mori M, Maekura R.

2012年5月

国際学会発表
European Respiratory Society 2012 Annual
Congress, Vienna, Austria

Effectiveness of pulmonary rehabilitation including
occupational therapy (OT) on the prognosis of
patients with COPD

Maekura R., Hiraga T, Miki K, Kitada S, Yoshimura K,
Miki M, Mori M.

2012年9月

国際学会発表
European Respiratory Society 2012 Annual
Congress, Vienna, Austria

Acidotic responses in patients with idiopathic
pulmonary fibrosis: The mechanisms of exertional
dyspnea

Miki K, Maekura R, Miki M, Kitada S, Yoshimura K,
Kuroyama M, Hashimoto H, Mori M. 2012年9月

国際学会発表
17th Congress of the Asian Pacific Society
of the Respirology, Hong Kong, China

Differences between the treatment regimens for
Mycobacterium Kansasii lung disease : a
retrospective study of 38 cases.

Yano Y, Nakazawa Y, Kitada S, Kuroyama M, Kagawa H,
Satomi A, Mori M, Yokota S, Maekura R.

2012年12月

国内学会発表 第109回日本内科学会学術講演会
著しく運動耐応能が低下したCOPD患者の動的病態
の特徴

前倉亮治、三木啓資、北田清悟、好村研二、森　雅秀 2012年4月

国内学会発表 第52回日本呼吸器学会総会
COPD患者における最大運動時の呼吸困難感と下
肢筋内酸素化障害との関係

好村 研二, 三木 真理, 三木 啓資, 北田 清悟, 前倉 亮
治

2012年4月

国内学会発表 第52回日本呼吸器学会総会
COPD患者の労作時息切れに関連する運動誘発性
アシドーシス

三木 啓資、玄山宗到、藤川健弥、好村研二、北田清
悟、三木真理、橋本尚子、森　雅秀、前倉亮治

2012年4月

国内学会発表 第52回日本呼吸器学会総会
肺MAC症患者に対するエリスロマイシン単剤投与の
安全性と有効性

北田清悟、玄山宗到、好村研二、三木 啓資、三木真
理、橋本尚子、森　雅秀、前倉亮治

2012年4月

国内学会発表 第52回日本呼吸器学会総会 当院における新規同定抗酸菌菌種の推移
玄山宗到、北田清悟、好村研二、三木 啓資、三木真
理、森　雅秀、前倉亮治

2012年4月

国内学会発表 第52回日本呼吸器学会総会
当院における稀な非結核性抗酸菌（遅発育菌）の菌
検出状況及びその臨床的検討

矢野幸洋、北田清悟、玄山宗到、米田 勉、森 雅秀、
横田総一郎、前倉亮治

2012年4月

国内学会発表 第87回日本結核病学会総会 当院における結核患者の死亡例についての検討 北田 清悟,, 前倉 亮治 2012年5月



国内学会発表 第79回日本呼吸器学会近畿地方会
結核性髄膜脳炎・縦隔リンパ節炎の治療2年後に脳
病変が再発した1例

香川浩之、森 雅秀、松井秀記、里見明俊、玄山宗到、
藤川健弥、好村研二、三木啓資、三木真理、北田清
悟、橋本尚子、前倉亮治

2012年6月

国内学会発表 第79回日本呼吸器学会近畿地方会
非結核性抗酸菌症の経過中に血気胸を発症し緊急
手術を行った1例

森 雅秀、香川浩之、里見明俊、松井秀記、玄山宗到、
藤川健弥、好村研二、三木啓資、三木真理、北田清
悟、橋本尚子、前倉亮治、竹内幸康

2012年6月

国内学会発表 第79回日本呼吸器学会近畿地方会 ごま油の鼻うがいによるリポイド肺炎の1例
玄山宗到、北田清悟、香川浩之、松井秀記、里見明
俊、立石善隆、藤川健弥、好村研二、三木啓資、三木
真理、橋本尚子、森　雅秀、前倉亮治

2012年6月

国内学会発表 第86回日本結核病総会
ミニシンポジウム5　抗酸菌検査の進歩 結核血清診
断の進歩

立石善隆、北田清悟、前倉亮治 2012年6月

国内学会発表 第86回日本結核病学会 環境から分離した　M. avium のバイオフィルム形成
西内由紀子　松本壮吉、立石善隆　北田清悟　前倉亮
治

2012年6月

国内学会発表
第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会

低負荷運動で低酸素血症をきたすCOPD患者に対
する理学療法の介入

宗重 絵美, 山本 洋史, 井上 貴美子,前倉 亮治 2012年10月

国内学会発表
第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会

COPD患者におけるグレリンと呼吸理学療法併用に
よる換気指標の改善と栄養指標の関係

宗重 絵美、山本 洋史、三木啓資、前倉亮治 2012年10月

国内学会発表
第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会

運動負荷心肺機能検査を用いたCOPDの予後因子
の検討

前倉 亮治, 三木 啓資, 北田 清悟, 好村 研二 2012年10月

国内学会発表
第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会

超重症COPD患者の生命予後に対するOTを含めた
呼吸リハビリテーションの効果

前倉 亮治, 三木 啓資, 北田 清悟, 好村 研二, 山本 洋
史, 川邉 利子

2012年10月

国内学会発表
第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会

高度運動耐応能低下のあるCOPD患者の動的病態 前倉 亮治, 三木 啓資, 北田 清悟, 好村 研二 2012年10月

国内学会発表 第80回日本呼吸器学会近畿地方会
インフルエンザ肺炎を契機に発見された肺動静脈瘤
の1例

玄山宗到、松井秀記、里見明俊、藤川健弥、橋本尚
子、好村研二、三木啓資、三木真理、北田清悟、森 雅
秀、前倉亮治

2012年10月

国内学会発表 第80回日本呼吸器学会近畿地方会
糖尿病を基礎疾患にもつリウマチ肺に肺結核と
ニューモシスチス肺炎を同時併発した1例

松井秀記、森 雅秀、里見明俊、玄山宗到、藤川健弥、
橋本尚子、好村研二、三木啓資、三木真理、北田清
悟、前倉亮治

2012年12月

国内学会発表 第88回日本結核病学会総会 当院における結核患者の特性の推移 藤川健弥　北田清悟　前倉亮治 2013年3月

国内学会発表 第88回日本結核病学会総会
肺MAC症診断におけるキャピリアMAC抗体ELISAの
臨床的検討

北田清悟　藤川健弥　前倉亮治 2013年3月



国内学会発表 第88回日本結核病学会総会 血清抗体から診た抗酸菌の感染と発病 前倉亮治 2013年3月


