
項目 学会 演題等 演者 発表年月日

国内学会発表 第58回日本呼吸器学会学術講演会（大阪）
当院で心肺運動負荷試験(CPET)を行った
COPD患者の検討

香川浩之、枝廣龍也、暮部裕之、細野裕貴、小
原由子、押谷洋平、辻野和之、好村研二、三木
真理、三木啓資、北田清悟

平成30年4月27日

国内学会発表 第58回日本呼吸器学会学術講演会（大阪）
COPD患者において運動時の1回換気量増加
に影響を及ぼす因子

枝廣龍哉、暮部裕之、細野裕貴、小原由子、香
川浩之、押谷洋平、辻野和之、好村研二、三木
真理、三木啓資、北田清悟

平成30年4月27日

国内学会発表 第58回日本呼吸器学会学術講演会（大阪）
COPDに対する鍼治療で得られた運動時間
の延長と運動耐容能は、治療後３か月に
おいても維持された

三木啓資　前倉知典　枝廣龍哉　暮部裕之　細
野裕貴　小原由子　押谷洋平　香川浩之　辻野
和之　好村研二　三木真理　北田清悟　前倉亮
治

平成30年4月27日

国内学会発表 第58回日本呼吸器学会学術講演会（大阪）
肺胞2次隔壁形成においてFra-2発現が筋
線維芽細胞に与える影響

辻野和之、津久井 達哉、Sheppard Dean 平成30年4月27日

国内学会発表 第93回日本結核病学会総会(大阪）
孤立性のう胞／薄壁空洞を呈する肺MAC症
の臨床的検討

暮部裕之、北田清悟、押谷洋平、香川浩之、藤
川健弥、矢野幸洋、森　雅秀

平成30年6月23日

国内学会発表 第67回日本アレルギー学会学術大会（千葉）
強制オシレーション法での気道可逆性検
査を行う意義についての検討

三木真理　辻野和之　押谷洋平　香川浩之　三
木啓資　北田清悟

平成30年6月23日

国内学会発表
第93回日本結核病学会総会　共催セミナー
(大阪）

肺非結核性抗酸菌症の診断と重症度評価
の指標

北田清悟 平成30年6月23日

国内学会発表 第93回日本結核病学会総会(大阪）
肺MAC症増悪予測バイオマーカーの探索的
研究

北田清悟　押谷洋平　暮部裕之　香川浩之　藤
川健弥　矢野幸洋　森雅秀

平成30年6月24日

国内学会発表 第93回日本結核病学会総会(大阪）
TBGL抗体価は肺Mycobacterium avium
complex症における画像重症度を反映する

押谷洋平　北田清悟　暮部裕之　香川浩之　藤
川健弥　矢野幸洋　森雅秀　渡部聡　中石和成
村上和史　前倉亮治

平成30年6月24日

国内学会発表 第91回日本呼吸器学会近畿地方会（兵庫） 薄壁空洞を呈した肺野末梢陰影の2例

暮部裕之、枝廣龍哉、細野裕貴、小原由子、香
川浩之、押谷洋平、辻野和之、藤川健弥、橋本
尚子、好村研二、三木真理、三木啓資、北田清
悟

平成30年7月7日



国内学会発表 第91回日本呼吸器学会近畿地方会（兵庫）
結核性髄膜炎の治療中にparadoxical
reactionを呈した1 例

枝廣龍哉、暮部裕之、小原由子、押谷洋平、香
川浩之、辻野和之、好村研二、三木真理、三木
啓資、北田清悟

平成30年7月7日

国内学会発表 第91回日本呼吸器学会近畿地方会（兵庫）
インフルエンザワクチン接種により発症
したと考えられた血小板減少性紫斑病の1
例

小原由子 枝廣龍哉 暮部裕之 細野裕貴 押谷洋
平 香川浩之 辻野和之 好村研二 三木真理 三木
啓資 北田清悟

平成30年7月7日

国内学会発表
第２４回日本心臓リハビリテーション学会学
術集会(神奈川)

ＣＰＸを解釈するコツ 著明なやせを伴っ
たＣＯＰＤの息切れと換気制限

三木啓資 平成30年7月14日

国内学会発表
第28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会(千葉)

ＣＯＰＤにおける吸気・呼気のタイミン
グと呼吸筋力バランス

三木啓資、好村研二、永山ひろみ、山本洋史、
川邊利子

平成30年11月9日

国内学会発表
第28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会　ワークショップ(千葉)

COPDの息切れ改善に向けた呼吸パターン
を求めて

三木啓資 平成30年11月9日

国内学会発表 第92回日本呼吸器学会近畿地方会（奈良）
11年間の画像的経過観察後に剖検肺の石
綿小体濃度を計測し得たびまん性胸膜肥
厚の1 例

原　伶奈、矢野幸洋、岩井亜美、中坪彩恵子、
小原由子、押谷洋平、香川浩之、辻野和之、藤
川健弥、好村研二、三木真理、三木啓資、橋本
尚子、北田清悟

平成30年12月8日

国内学会発表 第92回日本呼吸器学会近畿地方会（奈良）
気管支サーモプラスティ後に静的及び動
的過膨張が改善し運動時間及び自覚症状
の改善に繋がった一例

中坪彩恵子、岩井亜美、原　伶奈、小原由子、
香川浩之、押谷洋平、辻野和之、好村研二、三
木真理、三木啓資、橋本尚子、北田清悟

平成30年12月8日

国内学会発表 第92回日本呼吸器学会近畿地方会（奈良）
MPO-ANCA 陽性かつPR3-ANCA 陰性の多発
血管炎性肉芽腫症治療中に肺アスペルギ
ルス症を合併した1 例

暮部裕之、枝廣龍哉、原　伶奈、岩井亜美、中
坪彩恵子、小原由子、押谷洋平、香川浩之、辻
野和之、好村研二、三木真理、三木啓資、北田
清悟

平成30年12月8日

国内学会発表
第４回日本心臓リハビリテーション学会　近
畿地方会（京都）

ＣＯＰＤにおける呼気延長と動的肺過膨
張を改善させる治療法とはーＣＰＸをみ
ながらー

三木啓資 平成31年2月24日

国際学会発表
ATS International conference（San
Diego）

The breathing pattern during exercise
according to the severity of COPD.

Edahiro R, et al. 平成31年5月21日



国際学会発表 ERS International Congress（Paris）

Human airway trypsin-like protease
stimulates differentiation of
fibroblasts to myofibroblasts in
human bronchial fibroblasts in vitro.

Mari Miki, Keisuke Miki, Seigo Kitada,
Yukiyasu Takeuchi, Rie Tsutsumi, Susumu
Yasuoka.

平成31年9月16日

国際学会発表 ERS International Congress（Paris）

Exercise tolerance and balance of
inspiratory-to-expiratory muscle
strength in relation to breathing
timing in patients with chronic
obstructive pulmonary disease .

Keisuke Miki1, Kazuyuki Tsujino1, Tatsuya
Edahiro1, Seigo Kitada1, Mari Miki1, Kenji
Yoshimura1, Hiroyuki Kagawa1, Yohei
Oshitani1, Yuko Ohara1, Yuki Hosono1,
Hiroyuki Kurebe1, Ryoji Maekura2

平成31年9月16日

研究会発表 第7回刀根山呼吸器疾患勉強会（大阪） 胸部画像シリーズ―間質性陰影 森雅秀 平成30年4月1日

研究会発表 第7回刀根山呼吸器疾患勉強会（大阪）
プライマリケア医における肺NTM症の診断
と管理

北田清悟 平成30年4月1日

研究会発表
第３４回 呼吸リハビリテーション症例検討
会（大阪）

ＣＯＰＤの吸気・呼気筋バランスと運動
耐容能は、運動中の吸気・呼気のタイミ
ングに影響される

三木啓資 平成30年5月11日

研究会発表 北摂　喘息・ＣＯＰＤフォーラム（大阪）
COPDの診断と治療 “ 動いていて楽なタ
イミングがある

三木啓資 平成30年5月19日

研究会発表
第３５回 呼吸リハビリテーション症例検討
会（大阪）

鍼治療と呼吸リハビリの併用療法が奏功
したCOPDの1例

市原佳奈、前倉知典、三木啓資 平成30年10月26日

研究会発表 協和会協立病院院内研修会（兵庫） 肺結核の臨床 森雅秀 平成30年6月25日

研究会発表

平成30年度日本医療研究開発機構委託研究
新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開
発推進研究事業 「非結核性抗酸菌症の疫
学・診断・治療に関する研究」(東京)

肺MAC症の病型病勢を評価できるマーカー
の検討

北田清悟 平成30年6月29日

研究会発表 喘息治療の最前線（大阪）
喘息治療の最前線～吸入指導から内視鏡
治療まで～

三木真理 平成30年7月12日



研究会発表 喘息治療の最前線（大阪） 呼吸困難感の解釈～発生機序・鑑別～ 好村研二 平成30年7月12日

研究会発表
第14回呼吸リハビリテーション講習会（大
阪）

運動負荷心肺機能　実技講習 三木啓資 平成30年7月21日

研究会発表
第14回呼吸リハビリテーション講習会（大
阪）

運動負荷心肺機能　実技講習 好村研二 平成30年7月21日

研究会発表 第65回北摂呼吸器疾患臨床研究会（大阪）
頻脈性不整脈経過観察中に発症した肺炎
の一例

岩井亜美 平成30年9月12日

研究会発表 第8回尼崎呼吸器疾患の会（兵庫）
診療所での喘息・COPD等の呼吸困難の管
理・対処法“ 動いていて楽なタイミング
がある”

三木啓資 平成30年10月13日

研究会発表 第27回　OCU chest Forum（大阪） 骨粗鬆症について 好村研二 平成30年10月18日

研究会発表 第8回刀根山呼吸器疾患勉強会（大阪）
COPDの治療ってどうする-2018年版ガイド
ラインも踏まえて

三木啓資 平成30年10月20日

研究会発表 第8回刀根山呼吸器疾患勉強会（大阪）
プライマリケア医における肺NTM症の診断
と管理(後編)

北田清悟 平成30年10月20日

研究会発表
第35回呼吸リハビリテーション症例検討会
（大阪）

呼気が延長する最重症のCOPDに行った呼
気筋トレーニング

原伶奈 平成30年10月26日

研究会発表

平成30年度日本医療研究開発機構委託研究
新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開
発推進研究事業 「非結核性抗酸菌症の疫
学・診断・治療に関する研究」(東京)

肺非結核性抗酸菌症の臨床診断法の開発.
肺MAC症の予後を予測する菌側因子の探索
分析予定株の臨床情報.

北田清悟. 三木真理. 平成30年11月21日



研究会発表
呼吸器内科レジデント・若手医師懇話会（大
阪）

肺非結核性抗酸菌症の診断における胃液
検査の意義

原伶奈 平成30年11月22日

研究会発表 第3回抗酸菌研究会（東京）
基礎研究者に知ってもらいたい肺非結核
性抗酸菌症臨床の現状と課題

北田清悟 平成30年11月24日

研究会発表 第27回大阪シンポジウム（大阪）
増加する肺非結核性抗酸菌症の診断と治
療

北田清悟 平成30年12月1日

研究会発表
第３６回 呼吸リハビリテーション症例検討
会（大阪）

重症喘息、２症例に行った気管支サーモ
プラスティ後の静的・動的過膨張-ＣＰＥ
Ｔからみた効果予測因子

中坪彩恵子 平成31年1月25日

研究会発表 第１回北摂吸入指導勉強会（大阪） 気管支喘息を理解しよう！ 三木真理 平成31年2月9日

研究会発表 ULTIMATE Forum in Osaka（大阪）
COPDと運動負荷試験と呼吸リハビリテー
ション

辻野和之 平成31年2月15日

研究会発表 第66回北摂呼吸器疾患臨床研究会（大阪） 多発結節陰影と心嚢液を呈した一症例 中坪彩恵子 平成31年2月27日

研究会発表
Idiopathic Pulmonary Fibrosis Seminar
（大阪）

当院におけるオフェブの使用経験 原伶奈 平成31年3月1日

研究会発表
地域連携リハビリテーション技術研修会（大
阪）

呼吸不全と酸素療法 好村研二 平成31年3月2日

研究会発表
平成３０年度近畿グループ内院内感染対策研
修（大阪）

結核の院内感染対策 森雅秀 平成31年3月8日
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