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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
内科 河中　正裕 Ｈ27.5

豊田　和寛
松井　可奈
竹口　トモ子 竹内　仁美 井上　清香
長野　倫子
中島　淳美 永業　由紀 谷本　幸子
櫻井　淳 澤﨑　美幸 金　鏞民 Ｈ27.6
岸　清彦 早川　勇二
相原　司 中島　隆善 吉江　秀範
生田　真一 張　宇浩 木村　文彦
栁　秀憲 山中　若樹
古川　一隆
髙田　恵広
覚野　綾子
北山　嘉隆 Ｈ27.7

岸　清彦 Ｈ27.7

河中　正裕 Ｈ27.11
松井　可奈
竹口　トモ子 竹内　仁美 井上　清香
井内　智子
中島　淳美 永業　由紀 谷本　幸子
西川　あゆみ
完山　美里
堀川　知紀 Ｈ27.12

総合診療科 髙屋　豊 Ｈ27.5
澤﨑　美幸 岸　清彦 早川　勇二
池田　雅彦
河中　正裕
久保田　稔
髙屋　豊 Ｈ27.5

循環器内科 松本　愛加 岡　克己 櫻井　登志彦 Ｈ27.6
中尾　伸二
東　晃平 岡　克己 中尾　伸二 Ｈ27.10
櫻井　登志彦
東　晃平 岡　克己 中尾　伸二 Ｈ27.10
櫻井　登志彦
櫻井　登志彦 Ｈ27.11

血液内科 林邦雄 一般演題 Ｈ28.3

河中　正裕 Ｈ27.11
松井　可奈
竹口　トモ子 竹内　仁美 井上　清香
井内　智子
中島　淳美 永業　由紀 谷本　幸子
西川　あゆみ
完山　美里

外科 栁　秀憲 木村　文彦 吉江　秀範 Ｈ27.4
別府　直仁 相原　司 生田　真一
中島　隆善 小野　朋二郎 友松　宗史
一瀬　規子 竹中　雄也 後野　礼
山中　若樹
岸本　昌浩
別府　直仁 小林　政義 濱中　美千子 Ｈ27.4
吉村　美衣 塚本　潔 山野　智基
野田　雅史 松原　長秀 冨田　尚裕
山中　若樹 栁　秀憲
生田　真一 相原　司 小野　朋二郎 Ｈ27.4
中島　隆善 後野　礼 吉江　秀範
友松　宗史 一瀬　規子 竹中　雄也
木村　文彦 栁　秀憲 山中　若樹
木村　文彦 栁　秀憲 竹中　雄也 Ｈ27.4
後野　礼 一瀬　規子 中島　隆善
小野　朋二郎 友松　宗史 吉江　秀範
張　宇浩 相原　司 山中　若樹
別府　直仁
岸本　昌浩 松塚　文夫
古川　一隆
相原　司 生田　真一 山中　若樹 Ｈ27.5

中島　隆善 相原　司 生田　真一 Ｈ27.5
後野　礼 竹中　雄也 一瀬　規子
小野　朋二郎 友松　宗史 吉江　秀範
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
古川　一隆
竹中　雄也 木村　文彦 後野　礼 Ｈ27.5
一瀬　規子 中島　隆善 小野　朋二郎
友松　宗史 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩

大腸⑤ micropapillary carcinoma（MPC）成分を伴ったS
状結腸癌の1例

第197回近畿外科学会（京都）

ミニワークショップ4
肝病態を反映する
新たなバイオマー
カーの探索

術前超音波検査による肝切除前術中門脈圧予
測

第51回日本肝臓学会総会（熊本）

一般演題口演　セッ
ション15　肝癌･臨
床3

術中門脈圧と肝切除後肝不全（ISGLS）発生と
の相関性の検討

第51回日本肝臓学会総会（熊本）

一般演題（155）　膵
集学的治療-2

多発肝転移を有する膵癌に対するadjuvant
surgeryを併用した集学的治療

第115回日本外科学会定期学術集会
（名古屋）

一般演題（290）　直
腸　化学放射線療
法

遠隔転移を伴う下部進行直腸癌に対する術前
化学放射線療法を用いた集学的治療戦略

第115回日本外科学会定期学術集会
（名古屋）

シンポジウム（22）
局所進行直腸癌に
対する集学的治療
戦略

進行下部直腸癌に対する局所進行度を考慮し
た集学的治療戦略

第115回日本外科学会定期学術集会
（名古屋）

パネルディスカッ
ション（13）　骨盤外
科における周術期
感染対策

術前化学放射線療法施行下部直腸癌手術に
おける骨盤内感染のリスク因子

第115回日本外科学会定期学術集会
（名古屋）

悪性リンパ腫MLの化学療法中に発症した播種
性Cyptococcus症の1例

第2回日本医真菌学会関西支部「深在
性真菌症研究会」(大阪)

糖尿病内
分泌科

SGLT2　阻害薬① 糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の使用経験 第52回日本糖尿病学会近畿地方会（京
都）

一般口演11
Peripheral Bailout

EVT後、対側approachのsheathが総腸骨分岐
部でtrapした症例

第25回日本心血管インターベンション治
療学会近畿地方会（豊中）

パネルディスカッ
ション　症例提示

日常診療で見逃しやすい循環器疾患－不明熱
と循環器疾患－

西宮市医師会･兵庫医科大学病院共催
学術講演会（西宮）

心筋症（1） 非典型的な左室壁運動を呈したたこつぼ型心
筋症の一例

第119回日本循環器学会近畿地方会
（大阪）

一般口演10
Peripheral CLI・ALI

亜急性に経過した血栓性閉塞病変に対して
EVT施行後、血栓溶解療法が著効した一例

第25回日本心血管インターベンション治
療学会近畿地方会（豊中）

一般演題 インスリン療法後、GLP-1製剤に変更し厳格な
血糖管理が維持出来た肥満2型糖尿病2例

第5回Research Brush Up Conference
（西宮）

Ⅲポスター　薬物療
法（GLP-1受容体作
動薬7）

インスリン療法後、GLP-1製剤に変更し厳格な
血糖管理が維持出来た肥満2型糖尿病2症例

第58回日本糖尿病学会年次学術集会
（下関）

SGLT2　阻害薬① 糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬の使用経験 第52回日本糖尿病学会近畿地方会（京
都）

一般演題① P-CABによるH.pylori除菌の実際 第17回鳴尾消化器疾患検討会（西宮）

一般演題 注意を要する胃過形成性ポリープ 第16回鳴尾消化器疾患検討会（西宮）

演題 当院の真菌検出状況と抗真菌薬について 阪神真菌感染症フォーラム（西宮）

Ⅱポスター　腎症7 進行糖尿病腎不全の降圧目標に関する検討 第58回日本糖尿病学会年次学術集会
（下関）

一般演題 診断が困難であったpeliotic changeを伴った肝
細胞癌の1切除例

第59回大阪肝穿刺生検治療研究会（大
阪）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
友松　宗史 後野　礼 竹中　雄也 Ｈ27.5
一瀬　規子 小野　朋二郎 中島　隆善
吉江　秀範 張　宇浩 木村　文彦
相原　司 栁　秀憲 山中　若樹
岸本　昌浩
Tomojiro Ono Hidenori Yanagi Hidenori Yoshie Ｈ27.5
Fumihiko Kimura Naoki Yamanaka

小野　朋二郎 後野　礼 中島　隆善 Ｈ27.6
生田　真一 相原　司 山中　若樹

中島　隆善 相原　司 生田　真一 Ｈ27.6
後野　礼 小野　朋二郎 山中　若樹

中島　隆善 相原　司 生田　真一 Ｈ27.6
後野　礼 小野　朋二郎 山中　若樹
生田　真一 相原　司 小野　朋二郎 Ｈ27.6
中島　隆善 山中　若樹
別府　直仁 竹中　雄也 一瀬　規子 Ｈ27.6
中島　隆善 友松　宗史 小野　朋二郎
吉江　秀範 生田　真一 張　宇浩
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
別府　直仁 竹中　雄也 一瀬　規子 Ｈ27.6
中島　隆善 友松　宗史 小野　朋二郎
吉江　秀範 生田　真一 張　宇浩
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
友松　宗史 後野　礼 Ｈ27.7
岸本　昌浩
田代　真優
増田　奈々子 上瀧　麻衣子
田代　真優 Ｈ27.7
友松　宗史 後野　礼
岸本　昌浩
友松　宗史 相原　司 Ｈ27.7
岡畑　暁子 矢吹　浩子
米田　知恵子
高津　洋子
木村　文彦 栁　秀憲 小野　朋二郎 Ｈ27.7
別府　直仁 友松　宗史 吉江　秀範
生田　真一 張　宇浩 相原　司
山中　若樹
栁　秀憲 木村　文彦 別府　直仁 Ｈ27.7
吉江　秀範 相原　司 生田　真一
中島　隆善 友松　宗史 張　宇浩
山中　若樹
吉江　秀範 中島　隆善 小野　朋二郎 Ｈ27.7
友松　宗史 生田　真一 張　宇浩
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
生田　真一 相原　司 吉江　秀範 Ｈ27.7
小野　朋二郎 中島　隆善 友松　宗史
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
別府　直仁 竹中　雄也 友松　宗史 Ｈ27.7
吉江　秀範 生田　真一 相原　司
木村　文彦 栁　秀憲 山中　若樹
冨田　尚裕
中島　隆善 相原　司 生田　真一 Ｈ27.7
後野　礼 竹中　雄也 一瀬　規子
小野　朋二郎 友松　宗史 栁　秀憲
山中　若樹
小野　朋二郎 後野　礼 竹中　雄也 Ｈ27.7
一瀬　規子 中島　隆善 友松　宗史
吉江　秀範 木村　文彦 栁　秀憲
北村　優 Ｈ27.7

相原　司 生田　真一 竹中　雄也 Ｈ27.7
小野　朋二郎 友松　宗史 吉江　秀範
木村　文彦 栁　秀憲 山中　若樹
岸本　昌浩
脇　英彦
生田　真一 相原　司 小野　朋二郎 Ｈ27.7
中島　隆善 友松　宗史 竹中　雄也
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
中島　隆善 相原　司 生田　真一 Ｈ27.7
赤塚　昌子 北村　優 光藤　傑
竹中　雄也 一瀬　規子 小野　朋二郎
友松　宗史 別府　直仁 吉江　秀範
栁　秀憲 山中　若樹
古川　一隆

一般演題（ポス
ター）　症例報告
（15）

約20年間長期追跡しえた肝類上皮性血管内皮
腫の1例

第51回日本肝癌研究会（神戸）

ワークショップ4　肝
癌治療選択におけ
る最新の肝機能評
価

超音波検査による肝切除術前門脈圧予測方式
について

第51回日本肝癌研究会（神戸）

ビデオセッション2
肝切除シミュレー
ション&ナビゲーショ
ン

横隔膜ドーム下の肝腫瘍に対する胸腔鏡補助
下経横隔膜アプローチの利点

第51回日本肝癌研究会（神戸）

一般演題（ミニオー
ラル）68：肛門2

下部直腸術後の結腸嚢膣瘻に対して薄筋弁を
用いて修復術を施行した1例

第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

医学生･研修医･メ
ディカルスタッフ5
症例報告：ヘルニア

腹腔鏡下に修復した腰ヘルニアの1例 第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

企画関連口演69：
集学的治療：直腸
癌2

T3直腸癌に対する、化学療法併用をした術前
短期放射線療法の妥当性

第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

一般演題（ミニオー
ラル）52：肝胆膵：基
礎1

術式別にみる術中門脈圧と肝切除後肝不全
（ISGLS）発生との相関性の検討

第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

要望演題41：腹腔
鏡下直腸切除術の
工夫（ビデオ）1

進行下部直腸癌に対する術前放射線化学療法
施行後の腹腔鏡下低位前方切除術の工夫

第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

要望演題74：PNET
に対する治療1

膵胆道神経内分泌腫瘍の肝転移に対する治療
戦略

第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

パネルディスカッ
ション4：局所進行直
腸癌に対する集学
的治療（症例検討）

進行下部直腸癌に対する深達度に応じた集学
的治療戦略

第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

要望演題2：家族性
大腸腫瘍に対する
治療戦略2

家族性大腸腺腫症に対する一期的腹腔鏡下大
腸全摘術、J型回腸嚢肛門吻合術の治療成績と
術後マネージメント

第70回日本消化器外科学会総会（浜
松）

e-Poster　症例報告
薬物療法①

HER2陽性StageⅣ乳癌に対し
trastuzumab+pertuzumab+w-PTXにて完全奏効
が得られた1例

第23回日本乳癌学会学術総会（東京）

一般口演2　栄養評
価・栄養教育

肝硬変による難治性腹水に対する腹腔静脈
シャント長期生存例の栄養面での評価

第7回日本静脈経腸栄養学会近畿支部
学術集会（京都）

一般演題②　肛門
直腸疾患

術前化学放射線療法施行、下部直腸癌に対す
る長期排便、排尿、性機能評価

第25回骨盤外科機能温存研究会（米
子）

ポスター掲示　薬物
療法①

当院における転移･再発乳癌に対するT-DM1
の使用経験

第23回日本乳癌学会学術総会（東京）

ポスター60　肝臓・
デバイス

肝腫瘍に対するバイポーラRFAシステムを用い
たラジオ波焼灼の利点

第27回日本肝胆膵外科学会･学術集会
（東京）

セッション2　ストー
マ手術・術後合併症

術前化学放射線療法施行、下部直腸癌に対す
る長期排便、排尿、性機能評価

第57回関西STOMA研究会（大阪）

要望演題（口演）11
大腸癌肝転移にお
ける肝予備能評価と
手術計画

大腸癌肝転移切除における術中門脈圧と術後
肝不全（ISGLS）発生との相関性の検討

第27回日本肝胆膵外科学会･学術集会
（東京）

ポスター18　肝臓・
肝内胆管癌1

6回の肝切除により長期生存が得られている肝
内胆管癌の1例

第27回日本肝胆膵外科学会･学術集会
（東京）

ePoster　#P1125 Gracilis muscle interposition repair for
complicated colonic pouch-vaginal fistula after
radical resection of low rectal cancer

2015 ASCRS Annual Scientific Meeting
（ボストン）

ミニシンポジウム2
大腸癌多発性肝転
移の治療方針

大腸癌同時性肝転移に対するLiver first
approach

第27回日本肝胆膵外科学会･学術集会
（東京）

横隔・ヘルニア・乳
腺②

乳癌骨転移症例に対する新治療戦略 第197回近畿外科学会（京都）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
別府　直仁 竹中　雄也 一瀬　規子 Ｈ27.7
中島　隆善 小野　朋二郎 友松　宗史
吉江　秀範 生田　真一 張　宇浩
相原　司 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
中島　隆善 相原　司 生田　真一 Ｈ27.7
赤塚　昌子 北村　優 光藤　傑
竹中　雄也 一瀬　規子 小野　朋二郎
友松　宗史 別府　直仁 吉江　秀範
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
古川　一隆
相原　司 生田　真一 中島　隆善 Ｈ27.7
山中　若樹
大掛　馨太
脇　英彦
生田　真一 Ｈ27.7

Naohito Beppu Hidenori Yoshie Fumihiko Kimura Ｈ27.9
Tsukasa Aihara Hidenori Yanagi Naoki Yamanaka

Hiroshi Doi Norihiko Kamikonya

Nagahide Matsubara Naohiro　Tomita

相原　司 中島　隆善 小野　朋二郎 Ｈ27.9
生田　真一 栁　秀憲 山中　若樹
大掛　馨太
脇　英彦
中島　隆善 生田　真一 相原　司 Ｈ27.9
栁　秀憲 山中　若樹
光藤　傑 友松　宗史 小野　朋二郎 Ｈ27.9
生田　真一 張　宇浩 木村　文彦
相原　司 栁　秀憲 山中　若樹
岸本　昌浩
生田　真一 相原　司 小野　朋二郎 Ｈ27.9
中島　隆善 栁　秀憲 山中　若樹
園田　隆
竹中　雄也 中島　隆善 生田　真一 Ｈ27.10
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
竹中　雄也 木村　文彦 後野　礼 Ｈ27.10
一瀬　規子 中島　隆善 小野　朋二郎
友松　宗史 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
別府　直仁 竹中　雄也 一瀬　規子 Ｈ27.10
友松　宗史 中島　隆善 小野　朋二郎
吉江　秀範 生田　真一 張　宇浩
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
後野　礼 相原　司 竹中　雄也 Ｈ27.10
一瀬　規子 友松　宗史 中島　隆善
小野　朋二郎 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
北村　優 生田　真一 Ｈ27.10

北村　優 中島　隆善 相原　司 Ｈ27.10
赤塚　昌子 光藤　傑 竹中　雄也
一瀬　規子 小野　朋二郎 友松　宗史
別府　直仁 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
古川　一隆
覚野　綾子
鍔本　浩志
中島　隆善 生田　真一 相原　司 Ｈ27.10
赤塚　昌子 北村　優 光藤　傑
竹中　雄也 一瀬　規子 小野　朋二郎
友松　宗史 別府　直仁 吉江　秀範
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
古川　一隆
覚野　綾子
北村　優 小野　朋二郎 赤塚　昌子 Ｈ27.10
光藤　傑 田代　恵太 田代　真優
竹中　雄也 一瀬　規子 友松　宗史
別府　直仁 中島　隆善 吉江　秀範
生田　真一 張　宇浩 木村　文彦
相原　司 栁　秀憲 山中　若樹
岸本　昌浩
古川　一隆
覚野　綾子

一般演題 膵癌肝転移に対する局所治療の検討 第18回阪神肝胆膵疾患研究会（西宮）

一般演題 術前化学療法及び短期化学放射線療法により
病理学的完全寛解が得られた進行下部直腸癌
の1例

第179回兵庫県外科医会学術集会（尼
崎）

症例発表 胆管癌を合併した原発性硬化性胆管炎の1例 第21回PB-Club（西宮）

一般演題 卵巣癌術後転移性肝腫瘍との鑑別が困難で
あった炎症性偽腫瘍の1切除例

第60回大阪肝穿刺生検治療研究会（大
阪）

デジタルポスター
セッション　大腸･そ
の他（臨床）など

術前化学放射線療法施行､下部直腸癌に対す
る長期排便､排尿､性機能評価

JDDW　第13回日本消化器外科学会大
会（東京）

デジタルポスター
セッション　肝臓･代
謝・栄養など

難治性胸腹水に対するシャントチュ－ブ留置の
適応と有用性について

JDDW　第13回日本消化器外科学会大
会（東京）

一般演題（P&PC）
｢胃･十二指腸」

十二指腸水平脚憩室後腹膜穿通の1例 第7回日本Acute Care Surgery学会学
術集会（福岡）

デジタルポスター
セッション　大腸（治
療（化学療法））

術前化学療法中に閉塞症状により緊急手術に
至った大腸直腸癌3例の検討

JDDW　第57回日本消化器病学会大会
（東京）

一般演題16　大腸
合併症工夫

腹腔鏡下に直腸間膜内腫瘍を核出し得た症例 第28回近畿内視鏡外科研究会（和歌
山）

要望演題1-2 化学療法後切除した膵癌遠隔転移例の検討 第10回膵癌術前治療研究会（大宮）

シンポジウム2
Ablationの手法の見
直し

バイポーラー型RFAのエンドポイントの見直し 第34回Microwave Surgery 研究会（東
京）

一般演題5　肝① 胸腔鏡補助下横隔膜経由肝切除の適応とその
有用性

第28回近畿内視鏡外科研究会（和歌
山）

演題 カンジダ感染症＝ACTIONs Bundleの多施設調
査＝

阪神真菌感染症フォーラム（西宮）

Poster MULTI-
MODALITY

Feasibility of modified short-course
radiotherapy combined with a chemo-
radiosensitizer for T3 rectal cancer

European Cancer Congress 18th
ECCO-40th ESMO（ウィーン）

Ⅰ.公募演題　3.肝
機能画像診断、及
び一般演題

門脈塞栓術後症例における肝アシアロシンチを
用いた機能的肝切除率の有用性

第15回関西肝血流動態･機能イメージ
研究会（大阪）

症例検討シンポジウ
ム　実施経験から見
るドジメトリーテーブ
ルの安全性の実際

Bipolar型RFA装置の焼灼エンドポイントについ
て～アプリケータ間焼灼不良を回避する通電方
法～

第3回バイポーラRFA研究会（神戸）

示説Ⅱ-13　主題Ⅱ
切除可能な遠隔転
移を有する大腸癌
における外科治療
の位置づけ

大腸癌同時性肝転移に対するliver first
approach

第83回大腸癌研究会（久留米）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
別府　直仁 竹中　雄也 中島　隆善 Ｈ27.11
小野　朋二郎 友松　宗史 吉江　秀範
木村　文彦 栁　秀憲
松原　長秀 冨田　尚裕
竹中　雄也 木村　文彦 小野　朋二郎 Ｈ27.11
友松　宗史 中島　隆善 別府　直仁
吉江　秀範 相原　司 栁　秀憲
吉江　秀範 竹中　雄也 中島　隆善 Ｈ27.11
小野　朋二郎 別府　直仁 友松　宗史
相原　司 木村　文彦 栁　秀憲
木村　文彦 竹中　雄也 小野　朋二郎 Ｈ27.11
友松　宗史 別府　直仁 吉江　秀範
相原　司 栁　秀憲
中島　隆善 吉江　秀範 竹中　雄也 Ｈ27.11
小野　朋二郎 友松　宗史 別府　直仁
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
小野　朋二郎 吉江　秀範 赤塚　昌子 Ｈ27.11
北村　優 竹中　雄也 一瀬　規子
友松　宗史 中島　隆善 別府　直仁
生田　真一 張　宇浩 木村　文彦
相原　司 栁　秀憲 山中　若樹
別府　直仁 竹中　雄也 一瀬　規子 Ｈ27.11
中島　隆善 小野　朋二郎 友松　宗史
吉江　秀範 生田　真一 張　宇浩
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
松原　長秀 冨田　尚裕
吉江　秀範 田代　恵太 竹中　雄也 Ｈ27.11
一瀬　規子 中島　隆善 小野　朋二郎
別府　直仁 友松　宗史 生田　真一
張　宇浩 木村　文彦 相原　司
栁　秀憲 山中　若樹
古川　一隆
木村　文彦 栁　秀憲 赤塚　昌子 Ｈ27.11
北村　優 竹中　雄也 一瀬　規子
別府　直仁 中島　隆善 友松　宗史
小野　朋二郎 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 相原　司 山中　若樹
光藤　傑 竹中　雄也 一瀬　規子 Ｈ27.11
別府　直仁 中島　隆善 友松　宗史
小野　朋二郎 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 木村　文彦 相原　司
栁　秀憲 山中　若樹
岸本　昌浩
一瀬　規子 中島　隆善 生田　真一 Ｈ27.11
吉江　秀範 木村　文彦 赤塚　昌子
北村　優 光藤　傑 竹中　雄也
小野　朋二郎 友松　宗史 相原　司
栁　秀憲 山中　若樹
覚野　綾子
赤塚　昌子 中島　隆善 生田　真一 Ｈ27.11
北村　優 光藤　傑 田代　恵太
田代　真優 竹中　雄也 一瀬　規子
吉江　秀範 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
覚野　綾子
中島　隆善 相原　司 赤塚　昌子 Ｈ27.11
北村　優 光藤　傑 竹中　雄也
一瀬　規子 小野　朋二郎 友松　宗史
別府　直仁 吉江　秀範 生田　真一
栁　秀憲 山中　若樹
古川　一隆
北村　優 別府　直仁 赤塚　昌子 Ｈ27.11
光藤　傑 田代　恵太 田代　真優
竹中　雄也 一瀬　規子 吉江　秀範
生田　真一 木村　文彦 相原　司
栁　秀憲 山中　若樹
覚野　綾子
生田　真一 相原　司 小野　朋二郎 Ｈ27.12
中島　隆善 栁　秀憲 山中　若樹
小野　朋二郎 光藤　傑 中島　隆善 Ｈ27.12
吉江　秀範 張　宇浩 木村　文彦
中島　隆善 生田　真一 竹中　雄也 Ｈ27.12
赤塚　昌子 北村　優 光藤　傑
一瀬　規子 友松　宗史 小野　朋二郎
別府　直仁 吉江　秀範 張　宇浩
木村　文彦 栁　秀憲 山中　若樹

一般演題229　大腸
腫瘍2

膵癌化学療法中に合併した結腸転移に対して
腹腔鏡下手術を施行した1例

第28回日本内視鏡外科学会総会（大
阪）

一般口演22　MRSA
スクリーニング他

当科における術前MRSAスクリーニングの変還と
課題

第28回日本外科感染症学会総会学術
集会（名古屋）

一般演題18　ヘル
ニア　手術手技2

再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア
修復術の経験

第28回日本内視鏡外科学会総会（大
阪）

一般演題（示説）
肝臓：悪性疾患5

Peliotic changeを伴った肝細胞癌の2切除例 第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

一般演題（示説）
直腸：悪性疾患（化
学療法あり）5

直腸癌術後に癌性リンパ管症をきたし急速に呼
吸不全が進行した1例

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

一般演題（示説）
結腸：悪性疾患（化
学療法あり）2

大腸癌術後膵頭部転移に対して亜全胃温存膵
頭十二指腸切除術を施行した2例

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

一般演題（示説）
膵臓：悪性疾患（化
学療法なし）4

肝細胞癌術後フォロー中に発見した膵癌の2例 第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

主題関連演題28
下部進行直腸癌治
療の展開1

下部進行直腸癌に対する局所進行度を考慮し
た集学的治療戦略と長期成績

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

一般示説　大腸：良
性疾患（腫瘍）2

家族性大腸ポリポーシスに合併した骨盤内デス
モイドに対して化学療法が奏効した1例

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

特別演題　パネル
ディスカッション07
下部進行直腸癌治
療の展開

進行T3直腸癌に対する、術前短期放射線療法
と長期化学放射線療法の短期、長期成績の比
較

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

特別演題　ワーク
ショップ30　縫合･吻
合不全の予防と治
療（小腸、結腸、直
腸）

術前放射線化学療法後の腹腔鏡下低位前方
切除術におけるcovering stomaの有用性

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

一般演題口演　症
例1

回腸盲腸移行部に発生したInflammatory
fibroid polypの1切除例

第70回日本大腸肛門病学会学術集会
（名古屋）

特別演題　ビデオシ
ンポジウム05-2　大
腸疾患に対する内
視鏡外科手術手技

進行下部直腸癌症例に対する術前化学放射線
療法後の腹腔鏡下ISR，側方郭清

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

ワークショップ5　ISR
の現状と展望

当院における腹腔鏡下ISR手術の現状と展望 第70回日本大腸肛門病学会学術集会
（名古屋）

主題関連25　大腸
癌に対する集学的
治療2

進行下部直腸癌における局所深達度に応じた
集学的治療戦略

第70回日本大腸肛門病学会学術集会
（名古屋）

ワークショップ1
cT3N1　下部直腸癌
に対する治療戦略

T3下部直腸癌に対する術前短期放射線療法
の短期，長期成績

第70回日本大腸肛門病学会学術集会
（名古屋）

ワークショップ2　直
腸癌局所再発の治
療戦略

直腸癌局所再発に対する経皮ラジオ波焼灼術
の有用性

第70回日本大腸肛門病学会学術集会
（名古屋）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
北村　優 中島　隆善 相原　司 Ｈ27.12
赤塚　昌子 光藤　傑 竹中　雄也
一瀬　規子 小野　朋二郎 友松　宗史
別府　直仁 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
古川　一隆
覚野　綾子
赤塚　昌子 中島　隆善 北村　優 Ｈ27.12
光藤　傑 竹中　雄也 一瀬　規子
小野　朋二郎 友松　宗史 別府　直仁
吉江　秀範 生田　真一 張　宇浩
木村　文彦 相原　司 栁　秀憲
山中　若樹
岸本　昌浩
古川　一隆
別府直仁 竹中雄也 Ｈ28.1
一瀬規子 中島隆善
小野朋二郎 友松宗史
吉江秀範 生田真一
張宇浩 木村文彦
相原司 栁秀憲
山中若樹
生田真一 相原司 要望演題 Ｈ28.2
木村文彦 張宇浩
吉江秀範 小野朋二郎
友松宗史 中島隆善
別府直仁 一瀬規子
竹中雄也 赤塚昌子
北村優 光藤傑
栁秀憲 山中若樹
赤塚昌子 中島隆善 演題 膵癌S状結腸転移の1例 日本消化器学会 第104回例会(大阪) Ｈ28.2
生田真一 北村優
光藤傑 竹中雄也
一瀬規子 友松宗史
小野朋二郎 別府直仁
吉江秀範 張宇浩
木村文彦 相原司
栁秀憲 山中若樹
岸本昌浩
古川一隆
覚野綾子
友松宗史 相原司 Ｈ28.2
岡畑暁子 矢吹浩子
米田知恵子
相原司 生田真一 赤塚昌子 一般演題 Ｈ28.3
北村優 光藤傑 一瀬規子
竹中雄也 別府直仁 中島隆善
友松宗史 小野朋二郎 吉江秀範
張宇浩 木村文彦 栁秀憲
山中若樹 岸本昌浩 大掛馨太
脇英彦 古川一隆
小野朋二郎 生田真一 相原司 Ｈ28.3
北村優 光藤傑 竹中雄也
一瀬規子 友松宗史 中島隆善
別府直仁 吉江秀範 張宇浩
木村文彦 栁秀憲 山中若樹
岸本　昌浩 Ｈ27.7
友松　宗史 後野　礼 小野　朋二郎
増田　奈々子
岸本　昌浩 Ｈ27.7

岸本昌浩 演題 選択的乳管腺葉切除術のポイント 第6回神戸乳癌手術手技懇話会(神戸) Ｈ28.3

学術講演　[第一部]
新規症例検討会
演題1

骨盤転移を伴ったLuminal type局所進行乳癌
の1例

第22回神戸進行再発乳癌治療検討会
（神戸）

Poster
Presentations

horacoscopic transdiaphragmatic approach for
tumors located in postero-superior segments

SAGES2016 Annual Meeting
Registration Confirmation(ボストン)

乳腺・内
分泌外科

e-Poster　症例報告
薬物療法②

FEC療法時のペグフィルグラスチム二次予防的
投与により高度血小板減少および好中球減少
をきたした1例

第23回日本乳癌学会学術総会（東京）

SessionⅣ 遠位胆管癌術後異時性に発生した
肝門部領域胆管癌の2切除例

第44回近畿肝臓外科研究会

一般演題(ポスター) 高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少症の
検討

第31回日本静脈経腸栄養学会学術集
会(福岡)

胆道再建術後肝転移症例に対するラジオ波治
療の経験

第18回関西肝癌局所療法研究会(大阪)

腹壁･腹膜･ヘルニ
ア

腹腔鏡補助下に修復したS状結腸間膜内ヘル
ニア陥頓の1例

第198回近畿外科学会（大阪）

示説Ⅲ-4 術前短期化学放射線療法施行後、肛門温存手
術症例の腫瘍学的成績と排便機能－器械吻合
と肛門吻合の比較－

第84回大腸癌研究会(熊本)

肝･胆道① 術前診断が困難であった肝の炎症性偽腫瘍の
1切除例

第198回近畿外科学会（大阪）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
整形外科 中林　ゆつき 麩谷　博之 吉矢　晋一 Ｈ27.4

中山　寛 井石　智也 神頭　諒 Ｈ27.5
柏　薫里 吉矢　晋一
大門　貴志
山口　基
井石　智也 中山　寛 柏　薫里 Ｈ27.5
神原　俊一郎 神頭　諒 吉矢　晋一
山口　基
松本　彰生 山口　基 佐々木　謙 Ｈ27.6
吉矢　晋一 神原　俊一郎
井石　智也 中山　寛 神原　俊一郎 Ｈ27.6
柏　薫里 吉矢　晋一
山口　基
佐々木　謙 山口　基 松本　彰生 Ｈ27.6
神頭　諒
井石　智也 中山　寛 柏　薫里 Ｈ27.6
神原　俊一郎 吉矢　晋一
山口　基
神頭　諒 佐々木　謙 松本　彰生 Ｈ27.6
山口　基
吉矢　晋一
神原　俊一郎 柏　薫里 中山　寛 Ｈ27.6
井石　智也 吉矢　晋一
山口　基 松本　彰生 佐々木　謙
神頭　諒 山口　基 佐々木　謙 Ｈ27.9
松本　彰生 下奥　靖
有田　親史
山口　基 Ｈ27.11

神頭　諒 山口　基 佐々木　謙 Ｈ27.11
松本　彰生
吉矢　晋一
井石　智也 中山　寛 柏　薫里 Ｈ27.11
諸岡　孝俊 吉矢　晋一
神頭　諒 山口　基
佐々木　謙 山口　基 松本　彰生 Ｈ27.11

松本　彰生 山口　基 佐々木　謙 Ｈ27.11
西川　哲夫
Kambara S Yamaguchi M Matsumoto A
Sasaki K Kashiwa K Nakayama H
Iseki T Yoshiya S

産婦人科 堀　理照 脇本　裕 衣田　隆俊 Ｈ27.4

カロンゴス・ジャンニーナ 荻野　舞 衣田　隆俊 Ｈ27.6
堀　理照
澤井　英明

耳鼻咽喉科 奥中　美恵子 Ｈ27.5
任　智美 阪上　雅史
北條　和歌
奥中　美恵子 Ｈ27.6
髙屋　豊

奥中　美恵子 Ｈ27.10
西口　道子 阪上　雅史

皮膚科 黒川　一郎 Ｈ27.5

黒川　一郎 Ｈ27.5

Kurokawa Ichiro Ｈ27.6
Yasuda Michinori Ueda Misato Shibaoka Yoshie

Kakuno Ayako
Tsubura Airo
黒川　一郎 Ｈ27.7

黒川　一郎 Ｈ27.10
覚野　綾子
螺良　愛郎

Ｈ28.3

共催シンポジウム3
ニキビ治療の進歩と
今後の展開

皮膚科の視点から見た今後のニキビ治療の展
望

第33回日本美容皮膚科学会総会・学術
大会（大阪）

一般演題14　｢腫瘍
5｣

ケラチン、フィラグリンの免疫組織学的検討を
行った稗粒腫の1例

第66回日本皮膚科学会中部支部学術
大会（神戸）

ポスター47　附属器
疾患(痤瘡､脱毛を
含む)

柴苓湯が有効であった嚢腫性ざ瘡の2例 第114回日本皮膚科学会総会（横浜）

Free
Communications

K19 POSITIVE CUTANEOUS SQUAMOUS
CELL CARCINOMA WITH ELEVATED
CYFRA21-1 IN SERUM

The 23rd World Congress of
Dermatology in 2015（バンクーバー）

一般演題　第12群
補聴器

当科における軽・中等度難聴児の補聴器装用
の現状

第60回日本音声言語医学会総会･学術
講演会（名古屋）

教育講演14　ざ瘡と
その関連病態
What's new？

化膿性汗腺炎の病態と治療の現状 第114回日本皮膚科学会総会（横浜）

第22群　補聴器 当科における兵庫県軽･中等度難聴児補聴器
購入費助成事業の現状

第10回日本小児耳鼻咽喉科学会総会
学術講演会（北佐久郡軽井沢町）

スポンサードセミ
ナー1　漢方エキス
製剤の上手な使い
方-困ったときのこの
一手-

メニエール病に対する五苓散の使用経験 第66回日本東洋医学会学術総会（富
山）

Group87　LEP/OC 低用量ピルの服用中に血栓症を発症した3症例 日本産科婦人科学会第67回学術講演
会（横浜）

一般講演　産科-2 胎児水腫が契機となり診断し得たタナトフォリッ
ク骨異形成症1型の1症例

第132回近畿産科婦人科学会学術集会
（神戸）

一般演題（ポス
ター）2:肩･野球1

肩甲骨関節窩に生じた外傷性骨軟骨損傷の1
例

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集
会（神戸）

一般演題（ポス
ター）32:股関節･大

ハムストリング腱陳旧性断裂の1例 第26回日本臨床スポーツ医学会学術集
会（神戸）

「Three-dimensional CT analysis of tunnel
aperture geometry in ACL reconstruction
comparing uses of rigid versus flexible drills in
transportal femoral drilling technique」

PSI Knee－Knee
Ligament
PosterNo.0951

WELCOME TO THE ORS 2016
ANNUAL MEETING（オーランド)

一般演題（口演）
4:ACL1

前十字靱帯損傷症例におけるcoper,non-coper
の調査

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集
会（神戸）

一般演題（口演）16:
膝半月板

スポーツ選手の膝半月板単独損傷に対する半
月板縫合術後のスポーツ復帰

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集
会（神戸）

一般演題 整復に難渋した大腿骨後顆骨折（Hoffa 骨折）
の1例

第52回兵庫県膝関節研究会（神戸）

コリジョンスポーツの
pitfall

コリジョンスポーツ選手に対する膝関節傷害診
断と治療のpitfall

第5回チームドクター＆トレーナーミー
ティング（神戸）

一般口演97　ACL+
半月板

前十字靱帯再建術時に行った半月板縫合術の
治療成績、再鏡視例の検討

第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外
科学会（札幌）

一般口演123　ACL
大腿骨孔4

経ポータル法二重束ACL再建膝の後外側線維
大腿骨骨孔に対する3DCTによる解折-Flexible
とRigidドリルの比較-

第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外
科学会（札幌）

一般口演21　腱板・
手術成績1

腱板損傷に対する鏡視下腱板修復の術後短期
成績

第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外
科学会（札幌）

一般口演36　半月
板縫合1

スポーツ選手における膝半月板単独損傷に対
する半月板縫合術の治療成績

第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外
科学会（札幌）

一般口演5　ACL二
重束3

解剖学的二重束ACL再建術におけるフレキシ
ブルドリルの使用経験

第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外
科学会（札幌）

一般口演13　膝蓋
大腿関節MPFL1

MPFL再建術後の膝蓋骨不安定性残存･再発
に関わる因子の検討-Tibial tubercle
midepicondylar distance計測の意義-

第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外
科学会（札幌）

一般演題ポスター
膝蓋骨脱臼

反復性膝蓋骨脱臼に対する内側膝蓋大腿靱帯
再建術後の予後検討

第88回日本整形外科学会学術総会（神
戸）

一般演題ポスター
膝:画像評価

MPFL再建術後の膝蓋骨不安定性残存･再発
に関わる因子の検討－Tibial tubercle-
midepicondylar distance計測の意義－

第88回日本整形外科学会学術総会（神
戸）

一般演題45「腫瘍
2」

軟部腫瘍の良性と悪性の鑑別における超音波
エラストグラフィの有用性

第124回中部日本整形外科災害外科学
会（金沢）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
形成外科 上田　美怜 芝岡　美枝 安田　路規 Ｈ27.7

寺師　浩人
黒川　一郎
覚野　綾子
上田　美怜 芝岡　美枝 安田　路規 Ｈ27.7
覚野　綾子
芝岡　美枝 Ｈ27.7

蔡　顯眞 堀　義康 前田　翔 Ｈ27.10
宮下　勝 瓜生　悦子
寺師　浩人
上田　美怜 安田　路規 蔡　顯眞 Ｈ27.10
岸本　昌浩
芝岡　美枝
安田　路規 芝岡　美枝 上田　美怜 Ｈ27.11

蔡　顯眞 Ｈ27.11

蔡顯真 一般演題 Ｈ28.3

蔡顯真 口演 Ｈ28.3

髙橋　元 松本　由香 末松　基生 Ｈ27.6

末松　基生 髙橋　元 松本　由香 Ｈ27.6
谷脇　菊栄 福田　陽子

松本　由香 髙橋　元 末松　基生 Ｈ27.10

髙橋　元 松本　由香 末松　基生 Ｈ27.10

髙橋　元 Ｈ27.10

松本　由香 Ｈ27.10

病理診断科 覚野　綾子 Ｈ27.4

覚野　綾子 Ｈ27.4
生田　真一 小野　朋二郎 相原　司
山中　若樹
林　邦雄
西上　隆之
岸　清彦
松原　昇
小笠原　利忠

臨床研修医 森下　大輔 Ｈ27.4
覚野　綾子
竹中　雄也 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
西上　隆之
岸　清彦
松原　昇
小笠原　利忠
中西　貴士 Ｈ27.7

田中　由希奈 Ｈ27.7

戎谷　信彦 Ｈ27.7

田中　由希奈 Ｈ27.9
櫻井　登志彦 東　晃平 岡　克己
中尾　伸二
政近　智子 深尾　亘 豊田　和寛
志村　雄飛 Ｈ27.11
相原　司 竹中　雄也 一瀬　規子
別府　直仁 小野　朋二郎 友松　宗史
中島　隆善 吉江　秀範 生田　真一
張　宇浩 木村　文彦 栁　秀憲
山中　若樹
覚野　綾子

循環器3 ARBや利尿剤が関与した高度の低ナトリウム血
症の1例

日本内科学会近畿支部第209回近畿地
方会（大阪）

研修医セッション
肝

当院における門脈ガス血症の予後についての
検討

第77回日本臨床外科学会総会（福岡）

症例検討 気分不良にて受診。心原性ショックとなった1例 第1回明和ERオープンカンファレンス
（西宮）

症例検討 左下腹部痛を呈した急性虫垂炎 第1回明和ERオープンカンファレンス
（西宮）

ポスター発表（一
般）15　人体病理
（下部消化管2）

S状結腸原発浸潤性微小乳頭癌の免疫組織化
学的検討

第104回日本病理学会総会（名古屋）

症例検討 両下肢脱力を主訴に救急搬送となり、食道静脈
瘤破裂と診断された1例

第1回明和ERオープンカンファレンス
（西宮）

特別企画1　徒然病
理医絵巻～女性病
理医の日常～

徒然病理医絵巻　ポスター発表 第104回日本病理学会総会（名古屋）

ポスター発表（一
般）75　人体病理
（肝臓5）

肝原発悪性リンパ腫に肝細胞癌を合併した2例 第104回日本病理学会総会（名古屋）

一般演題 乳癌骨転移症例のMRONJが頭蓋骨に及んだ2
例

平成27年10月度　関西歯科口腔外科
談話会（西宮）

一般演題 多発性骨髄腫に起因する下顎骨関節突起病的
骨折の1例

平成27年10月度　関西歯科口腔外科
談話会（西宮）

ポスター　外傷2 多発性骨髄腫に起因する下顎骨関節突起病的
骨折の1例

第60回日本口腔外科学会総会･学術大
会（名古屋）

一般ポスタ― BP1 乳癌骨転移症例のMRONJが頭蓋底に及んだ2
例

第60回日本口腔外科学会総会･学術大
会（名古屋）

歯科口腔
外科

一般演題7 薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）から波及した頸部
壊死性筋膜炎の1例

第46回日本口腔外科学会近畿支部学
術集会（西宮）

ワークショップ　口腔
ケアの感染症予防・
治療への有効性

市中病院における口腔ケアによる周術期感染
性合併症に関するアウトカム改善への試み

第85回日本感染症学会西日本地方会
学術集会（奈良）

一般演題Ⅳ　[爪] 患者背景に対応した巻き爪と陥入爪に対する3
段階法－マイルド･中間･シビア法－

第29回日本靴医学会学術集会（名古
屋）

私が福岡で経験した下肢重症虚血に対する心
臓血管外科医師たちとの連携手術

九州･沖縄形成外科学会 100回記念･
学術集会(太宰府)

術後頭皮欠損に対し、有茎皮弁による修正を
行った3例

JSAN2016 第9回日本整容脳神経外科
研究会(新潟)

症例検討 副乳癌の2例 第29回神戸形成外科集談会（神戸）

骨折3 眼窩底骨折術後に上眼窩裂症候群を生じた一
例

第33回日本頭蓋顎顔面外科学会学術
集会（宝塚）

一般演題　演題3 当院で行っている持続洗浄局所陰圧閉鎖療法 第15回兵庫褥瘡・皮膚潰瘍研究会（神
戸）

パネルディスカッ
ション1　乳房再建
における光三次元

当院における三次元画像データ解析を用いた
一次二期的乳房再建時の乳房インプラント選択
法について

第25回日本シミュレーション外科学会
（東京）

一般演題　[SCC1] CYFRA高値を示した巨大有棘細胞癌の一例 第31回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大
会（大阪）

第Ⅸ群　創傷､その
他

左手背難治性潰瘍を呈したProtothecosisの一
例

第110回関西形成外科学会学術集会
（大阪）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
中川　晃 Ｈ27.9

臨床工学室 大掛　馨太 Ｈ27.6
丸尾　教子 平石　幸子 石原　亜寿美
山口　祐里香 坂本　由香
大掛　馨太 Ｈ27.7
相原　司 生田　真一 中島　隆善
山中　若樹
脇　英彦

放射線部 樽岡　照知 Ｈ27.6

西田　友久 Ｈ27.6

増田　奈々子 藤本　麻衣子 Ｈ27.7
岸本　昌浩
友松　宗史 後野　礼
興津　茂行
藤本　麻衣子 増田　奈々子 Ｈ27.7
岸本　昌浩
友松　宗史 後野　礼
興津　茂行
尾﨑　佳弘 桜井　正 杉本　敦洋 Ｈ27.9
五月女　康作
加藤　義明
松本　浩史
長谷川　友行
土屋　洋貴
中村　あずさ Ｈ27.9

福田　陽子 谷脇　菊栄 瀬原　千織 Ｈ27.8
土井　美由紀
赤井　直子
藤堂　庫治 Ｈ27.5

松坂　達也 藤堂　庫治 Ｈ27.6
山口　基 松本　彰生 佐々木　謙
藤堂　庫治 松坂　達也 坂本　麻紀 Ｈ27.11
左座　正二郎
山口　基
松坂達也 藤堂庫治 山口基 一般演題 H28.1
佐々木謙 松本彰生

臨床検査部 脇　英彦 伊東　宏祐 Ｈ27.5
大掛　馨太
生田　真一 相原　司 山中　若樹
岸　清彦
脇　英彦 伊東　宏祐 Ｈ27.5
生田　真一 相原　司 山中　若樹
岸　清彦
鈴木　由紀 松林　謙治 澁谷　昌広 Ｈ27.6
檜山　弘道
覚野　綾子
脇本　裕
松塚　文夫
廣川　満良
小笠原　利忠
竹村　正
松林　謙治 鈴木　由紀 澁谷　昌広 Ｈ27.6
檜山　弘道
覚野　綾子
脇本　栄子

泌尿器4 尿中に出現した前立腺原発神経内分泌癌の1
例

第56回日本臨床細胞学会総会（春期大
会）（松江）

一般口演　門脈圧
亢進症

肝静脈到達時間とReal-time Tissue
Elastographyの指標を用いた門脈圧予測の検
討

日本超音波医学会第88回学術集会（東
京）

卵巣･卵管･その他7 卵巣甲状腺腫性カルチノイドの1例 第56回日本臨床細胞学会総会（春期大
会）（松江）

一般演題（ポス
ター）33:動作解析1

ドロップジャンプの安定した着地動作に必要な
接地姿勢の検討

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集
会（神戸）

女子バスケットボール選手における膝前十字靱
帯損傷の受傷調査－ポジション別による比較－

第21回スポーツ傷害フォーラム(大阪)

一般演題　消化器・
消化管　消化器4
（造影）

超音波造影剤を用いたバイポーラー電極先端
を認識する有用性

第40回日本超音波検査学会学術集会
（横浜）

リハビリ
テーション
部

一般演題4　運動器 下山をシミュレートした坂道歩行における荷物
重量と傾斜角度の影響

第35回日本登山医学会学術集会（高
松）

ポスター13　ACL 膝前十字靱帯再建術前後の等速性膝伸展筋
力の回復過程-手術時期による検討-

第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外
科学会（札幌）

一般演題 トモシンセシス搭載型乳房撮影装置の使用経
験

平成27年度 第2回阪神支部学術勉強
会（尼崎）

歯科診療
支援部

第14セッション　看
護7

術後性肺炎予防のため周術期口腔ケア依頼増
加への取組み

第11回研究発表会（神戸）

ポスター掲示　画像
診断①

マンモグラフィ画像における局所的非対称性陰
の2D画像と3Dトモシンセシス画像の比較検討

第23回日本乳癌学会学術総会（東京）

脳・その他3 感度補正マップがRadial Scan法の画質に与え
る影響

第43回日本磁気共鳴医学会大会（東
京）

施設紹介 明和キャンサークリニックの紹介 第39回兵庫県核医学技術検討会（神
戸）

ポスター掲示　画像
診断①

マンモグラフィ画像におけるスピキュラを伴う腫
瘤陰影の2D画像と3Dトモシンセシス画像の比
較検討

第23回日本乳癌学会学術総会（東京）

一般演題（ポス
ター）　RFA（1）

Bipolar型RFA装置の焼灼エンドポイントについ
て～アプリケータ間焼灼不良を回避する通電方
法～

第51回日本肝癌研究会（神戸）

発表 CTCとその周辺事情 平成27年度第1回阪神支部学術勉強会
（西宮）

診療情報
管理室

一般演題　安全管
理・情報保護（4）

診療記録等の開示における申請者適格性につ
いて

第41回日本診療情報管理学会学術大
会（岡山）

口演　医療安全 手術室医療機器のトラブルを減少させるキー
ワード

第65回日本病院学会（北佐久郡軽井沢
町）
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
内藤　子来
岸　清彦
小笠原　利忠
竹村　正
井上　弘子 Ｈ27.6

脇　英彦 Ｈ27.10

栄養科 米田　知恵子 山田　美里 半野　明子 Ｈ27.5
後藤　由香里
髙屋　豊
澤﨑　美幸
河中　正裕
久保田　稔
米田　知恵子 Ｈ27.7
宮本　純子
岡畑　暁子 矢吹　浩子
相原　司
半野　明子 米田　知恵子 Ｈ27.9
藤本　さおり

看護部 緩詰　由紀子 Ｈ27.6
中野　博子

土井　美由紀 山本　美香 Ｈ27.6
末松　基生
谷脇　菊栄 福田　陽子
岡畑　暁子 末武　千香 矢吹　浩子 Ｈ27.7
米田　知恵子
相原　司
秋吉　由利子 Ｈ27.8

矢田　恵美子 Ｈ27.8

矢吹　浩子 Ｈ27.9

田中　友子 矢田　恵美子 橋本　紀子 Ｈ27.10
森　麻里子 宮本　晶子 大住　麻樹
太田垣　真弓 市成　小百合
林　邦雄
米本　理恵 Ｈ27.10

森　真希 水田　麻里絵 上山　かおり Ｈ27.10
末武　千香
森　真希 水田　麻里絵 足立　晴香 Ｈ27.11
中田　翔 末武　千香
奥田　久美子 Ｈ27.12

竹末陽子 H28.1

二宮由起子 秋吉由起子 市成小百合 示説 Ｈ28.2
矢吹浩子
岡畑暁子 矢吹浩子 米田知恵子 Ｈ28.2
友松宗史 相原司 澤﨑美幸
岡畑暁子 Ｈ28.3

事務部 恩塚　修司 Ｈ27.9
松雪　玲子 鈴木　典子 矢野　さおり
高谷　伸治
高見　健一
中尾　伸二
山中　若樹

訪問看護 中島　淳美 Ｈ27.6

永業　由紀 Ｈ27.9

Hitomi Suzuki Yasue Niwa Yasuhiro Takada Ｈ27.11
Masayuki FujiwaraHiroshi Doi Souichi Odawara
Norihiko KamikonyaShouzou Hirota

症例検討 訪問看護に紹介された糖尿病患者の事例 第27回秋桜の会（西宮）

キャン
サークリ
ニック

Poster Sessions　示
説発表9 ｢前立腺2｣

The incidence of radiation toxicity in salvage
radiation therapy for the recurrent prostate
cancer after surgery

日本放射線腫瘍学会　第28回学術大
会（前橋）

一般演題Ⅱ 当院での禁煙活動について 日本タバコフリー学会第4回学術大会
（松山）

症例検討 訪問看護に紹介された糖尿病患者の事例 第26回秋桜の会（西宮）

緩和ケアリンクナースの活動評価から考察する
今後の課題

第30回日本がん看護学会学術集会(千
葉)

一般演題(口演) 後期高齢者とSGAとODAの観点からみた周術
期管理

第31回日本静脈経腸栄養学会学術集
会(福岡)

一般演題 後期高齢者のSGAとODAの観点からみた周術
期管

第15回Single Topic Seminar in 鳴尾(西
宮)

明和病院主催カン
ファレンス

届出感染症発生時における保健所との関わり 平成27年度第3回感染防止地域連携カ
ンファレンス（西宮）

講演 1）腹壁脂肪層が厚く、ストーマに高さのない症
例
2）腹壁のしわに装具が追従していなかった症
例
3）化学療法を受けるオストメイト

コロプラスト スキルアップセミナー 神戸
(神戸)

一般演題 環境整備を見直して～看護師が行う環境整備と
感染対策～

第31回東阪神院内感染症研究会（尼
崎）

セッションA『審査基
準A』　2.安全

安全な療養環境を整える 第17回フォーラム「医療の改善活動」全
国大会in伊勢(伊勢)

一般演題（ポス
ター）　看護､生命倫
理1

造血幹細胞移植後にgrade4のGVHDによる皮
膚障害と下痢を発症した患者への援助

第51回日本移植学会総会（熊本）

中堅者教育研修受
講者報告会

新人教育体制の見直し 第29回日本手術看護学会（札幌）

一般演題 移植後の皮膚障害、下痢症状に対する看護～
他職種との連携を通して～

第37回京阪血液研究会（枚方）

シンポジウム 未病とチーム医療 第7回日本未病システム学会近畿地方
会/第12回日本未病システム学会栄養
部会講演会（大阪）

一般口演6　周術期
の栄養管理

肝胃悪性疾患開腹全身麻酔手術を受ける後期
高齢患者の実態調査

第7回日本静脈経腸栄養学会近畿支部
学術集会（京都）

一般演題 外来化学療法室における病棟との連携 第37回京阪血液研究会（枚方）

一般演題（口頭発
表）　セッション01
精神と行動科学

看護師が仕事で承認をうけることと本人の認識
するやりがい、精神的健康の関連

第30回日本保健医療行動科学会学術
大会（京都）

一般演題　ポスター 看護師の口腔ケアへの意識の変化-口腔清掃
から病棟看護師が取り組むケアへ-

第12回日本口腔ケア学会総会・学術大
会（下関）

一般口演4　静脈栄
養･経腸栄養

経管的に異なる粘度の経腸栄養剤投与後の唾
液量変化に関する検討

第7回日本静脈経腸栄養学会近畿支部
学術集会（京都）

口頭発表　臨床栄
養 がん・その他（1）

化学療法食を喫食することで栄養状態は改善さ
れるのか

第62回日本栄養改善学会学術集会（福
岡）

シンポジウムⅠ　生
理

腹部超音波のパニック値とは？ 第55回日臨技近畿支部医学検査学会
（大阪）

Ⅱポスター 1型糖尿
病4

栄養管理を成しえた著名なるいそうを伴った未
治療1型糖尿病の1例～refeeding症候群の予防
～

第58回日本糖尿病学会年次学術集会
（下関）

泌尿器4 尿中に出現した前立腺原発神経内分泌癌の1
例

第56回日本臨床細胞学会総会（春期大
会）（松江）

症例提示　ペース
メーカー植え込み
後、心膜液貯留をき
たした一例　右胸骨
アプローチの有用
性

左室肥大の一例 第46回阪神心エコー図カンファレンス
（西宮）
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ 発行月

総合診療科 髙屋　豊 日本骨粗鬆症学会雑誌 7
vol.23(3)：p.8-12

血液内科 Kunio Hayashi Journal of Blood Medicine 3

ORIGINAL RESEARCH 2016:7 p1～p4

Kunio Hayashi Associations between endothelial cell
activation and

Current Trends Immunology 3
 acute GVHD after allogeneic hematopoietic
stem cell

Original Communication 
 transplantation Vol.16,2015 p17～p25

外科 Naohito Beppu Nagahide Matsubara Masashi Noda Surgery 4
Tomoki Yamano Naohiro Tomita vol.157(4):743-751

Ayako Kakuno

Hiroshi Doi Norihiko Kamikonya

Naoki Yamanaka Hidenori Yanagi

中島　隆善 塚本　忠司 金沢　景繁 日本外科感染症学会雑誌 4
清水　貞利 高台　真太郎 栄　政之 vol.12（2）：p.61-65

森　至弘

竹中　雄也 飯田　洋也 生田　真一 外科 5
相原　司 栁　秀憲 山中　若樹 vol.77(5)：p.568-571

Naohito Beppu Nagahide Matsubara Naohiro Tomita Diseases of the Colon & Rectum 5
Ayako Kakuno vol.58(5):p.479-487

Hiroshi Doi Norihiko Kamikonya

Naoki Yamanaka Hidenori Yanagi

Naohito Beppu Nagahide Matsubara Masashi Noda Surgery Today 5
Naohiro Tomita vol.45(5):p.600-605

Fumihiko Kimura Naoki Yamanaka Hidenori Yanagi

Naohito Beppu Nagahide Matsubara Masashi Noda Surgery Today 5
Naohiro Tomita vol.45(5):p.659-662

Fumihiko Kimura Naoki Yamanaka Hidenori Yanagi

Naohito Beppu Nagahide Matsubara Masashi Noda Surgery 7
Tomoki Yamano Naohiro Tomita vol.158(1):p.225-235

Ayako Kakuno

Hiroshi Doi Norihiko Kamikonya

Fumihiko Kimura Naoki Yamanaka Hidenori Yanagi

Naohito Beppu Hidenori Yoshie Fumihiko Kimura SURGERY TODAY 9
Tsukasa Aihara Hidenori Yanagi Naoki Yamanaka 2015 Sep 12

Hiroshi Doi Norihiko Kamikonya

Nagahide Matsubara Naohiro Tomita

Naohito Beppu Masayoshi Kobayashi Nagahide Matsubara 9
Masashi Noda Tomoki Yamano Naohiro Tomita

Hiroshi Doi Norihiko Kamikonya vol.30(10)：p.1339-1347

Ayako Kakuno

Fumihiko Kimura Naoki Yamanaka Hidenori Yanagi

Hiroya Iida Tsukasa Aihara Shinichi Ikuta Oncology Letters 10
Naoki Yamanaka vol.10(4)：p.2233-2238

Shinichi Ikuta Tsukasa Aihara Tomojiro Ono JOP.J Pancreas(Online) 11
Takayoshi Nakajima Naoki Yamanaka vol.16(6)：p.469-474

Takashi Sonoda

北村優 小野朋二郎 赤塚昌子 兵庫県外科医会会誌 3
光藤傑 竹中雄也 一瀬規子 Volume50 2016 p37～p41

友松宗史 中島隆善 別府直仁

生田真一 吉江秀範 木村文彦

張宇浩 相原司 栁秀憲

山中若樹 岸本昌浩 古川一隆

覚野綾子

生田真一 相原司 小野朋二郎 西宮市医師会医学雑誌 3

中島隆善 竹中雄也 一瀬規子 第21号 2016年　p1～p4

赤塚昌子 北村優 光藤傑

吉江秀範 栁秀憲 木村文彦

山中若樹 大掛馨太 脇英彦
岸本　昌浩 明和医学誌　第2巻 10
友松　宗史 一瀬　規子 2015年10月発行：p.21-25

児島　ゆかり

岸本　昌浩 Rad Fan 11
vol.13(13)：p.94-97

整形外科 神原　俊一郎 中山　寛 柏　薫里 臨床バイオメカニクス 10

乳腺・内分
泌外科

集学的治療により長期完全寛解が得られた局所
進行頚部リンパ節転移乳癌の一例

乳房診断におけるトモシンセシスの有用性

Outside-in法による二重束ACL再建膝の大腿骨
骨孔に対する3次元CTを用いた解析

International Journal of Colorectal
Disease

Clinicopathological characteristics of hepatitis B
surface antigen‑negative and hepatitis C
antibody‑negative hepatocellular carcinoma

Results of Adjuvant Surgery after Combination
Chemotherapy for Pancreatic Carcinoma with
Multiple Liver Metastases

肝腫瘍に対するバイポーラ型RFAシステムを用
いたラジオ波焼

Comparison of the pathological response of the
mesorectal positive nodes between short-course
chemoradiotherapy with delayed surgery and
long-course chemoradiotherapy in patients with
rectal cancer

術前化学療法及び短期化学放射線療法のより
病理的完全寛解が得られた進行下部直腸癌の
1例

Feasibility of Modified Short-Course
Radiotherapy
Combined With a Chemoradiosensitizer for T3
Rectal Cancer

A‘high tie’confers an increased risk of
anastomotic leakage for lower rectal cancer
surgery in patients treated with preoperative
radiotherapy

Laparoscopic intersphincteric resection and J‑
pouch reconstruction without laparotomy

Short-course radiotherapy with delayed surgery
versus conventional chemoradiotherapy: A
comparison of the short- and long-term
outcomes in patients with T3 rectal cancer

Clinicopathological outcomes of preoperative
chemoradiotherapy using S-1 plus Irinotecan for
T4 lower rectal cancer

手術手技　肝左葉外側区域の巨大腫瘍に対す
るliver hanging maneuverを用いた肝切除の工夫

発表者
胃食道逆流症を合併した骨粗鬆症患者へアレン
ドロネート点滴製剤を使用した症例の検討

Relationship between HMGBI and PAI-I
after allogeneic hematopoietic stem cell
transplantation

Pathologic evaluation of the response of
mesorectal positive nodes to preoperative
chemoradiotherapy in
patients with rectal cancer

当院過去16年間におけるアメーバ性肝膿瘍症
例の検討
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ 発行月発表者
井石　智也 吉矢　晋一 vol.36：p.95-98

山口　基

山口基 松本彰生 佐々木謙 JOSKAS 日本関節鏡･膝･スポーツ 3
整形外科学会雑誌

Vol.41 No.1 2016 p126～ｐ127

松本彰生 佐々木謙 山口基
JOSKAS 日本関節鏡･膝･スポーツ整
形外科学会雑誌 3
Vol.41 No.1 2016 p94～p95

産婦人科 衣田　隆俊 カロンゴス・ジャンニーナ 荻野　舞 明和医学誌　第2巻 10
堀　理照 2015年10月発行：p.69-72

産婦人科 脇本裕 衣田隆俊 堀理照 産婦の進歩 2
第68巻1号(2016年2月) p7～p12

Giannnina Calongos Mai Ogino Masateru Hori A Case of Thanatophoric Dysplasia Type I with Hindawi Publishing Corporation
Fetal Hydorops in the First Trimester Case Reports in Obstretrics and Gynecology

Volume 2016,Article ID 1821230,4 pages

小児科 川越　里佳 小野　淳一郎 明和医学誌　第2巻 10
2015年10月発行：p.35-40

眼科 田中　久子 市橋　朋子 明和医学誌　第2巻 10
2015年10月発行：p.50-53

皮膚科 I.Kurokawa British Journal of Dermatology 4
M.Ohyama vol.172：p.851

黒川　一郎 5

2015年5月15日発行：p.6-9

黒川　一郎 5

2015年5月15日発行：p.25-30

黒川　一郎 皮膚の感染症26 6
2015年6月発行

Ichiro KUROKAWA The Journal Of Dｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ 7
Nobukazu HAYASHI vol.42（7）：p.749-750

黒川　一郎 Science of Kampo Medicine 漢方医学 8
vol.39(3)：p.197-198

黒川　一郎 日本臨床皮膚科医会雑誌 9
vol.32(5)：p.586-588

黒川　一郎 FRAGRANCE JOURNAL 9
2015年9月号：p.26-30

黒川　一郎 Clinical Derma 9
vol.17(3)：p.7-8

黒川　一郎 明和医学誌　第2巻 10
2015年10月発行：p.5-12

黒川　一郎 phil漢方 10
No.57：p.24-25

黒川　一郎 FRAGRANCE JOURNAL KOREA 10
2015年10月号：p.56-60

黒川　一郎 DERMATOLOGY CLUB 10
vol.1：p.9-10

黒川　一郎 THE JOURNAL OF DERMATOLOGY 11
vol.42(11)：p.1120-1121

D.M.Saunte K.Zarchi G.B.E.Jemec British Journal of Dermatology 12
J.Boer vol.176(6)：p.1546-1549

A.Stratigos C.Antoniou

J.C.Szepietowski L.Matusiak

I.Hamzavi H.W.Lim M.Williams

K.H.Kim H.H.Kwon

M.A.Gürer F.Mammadova

痤瘡治療における外用抗菌剤の位置づけ

Case reports of adjuvant combination therapy in
severe acne vulgaris with chemical peeling using
glycolic acid and iontophoresis

Research letter Diagnostic delay in hidradenitis
suppurativa is a global problem

新規ビタミンC誘導体のにきびへの効果

スキルアップ！ニキビ治療実践マニュ
アル

≪ニキビと診断できれば≫③発症機序を理解す
る

スキルアップ！ニキビ治療実践マニュ
アル

コラム　本邦での耐性菌の現状

Lupus erythematosus profundus in a patient with
myasthenia gravis

桂枝茯苓丸加薏苡仁と西洋薬、ケミカルピーリン
グ、イオン導入の併用によって炎症後色素沈着
の改善がみとめられた尋常性痤瘡の1例

≪ニキビと診断するにあたって≫②ニキビ（尋常
性痤瘡）と鑑別すべき代表的な疾患　1）集簇性
痤瘡の臨床、診断と治療法

効果が実感できる痤瘡治療

新規ビタミンC誘導体のにきびへの効果

ざ瘡をどのように診るか

尋常性ざ瘡－病態と最近の話題

柴苓湯が有効であった嚢腫性痤瘡の2例

妊娠中に施行する子宮頸部細胞診の検討

低用量経口避妊薬/低用量エストロゲン･プロゲ
スチン内服中に血栓症を発症した3例

可逆性脳梁膨大部病変を伴ったマイコプラズマ
脳炎／脳症の一例

トリアムシノロンアセトニド球後注射が有効だった
視神経周囲炎の1例

Revisiting the dogma of acne pathogenesis

Outside-in法による二重束ACL再建膝の大腿骨
骨孔に対する3次元CTを用いた解析

解剖学的二重束ACL再建膝のPLB大腿骨骨孔
のCT解析－経ポータル法でのFlexibleとRigidドリ
ルの比較－

膝前十字靱帯再建術前後の等速性膝伸展筋力
の回復過程　－手術時期による検討－
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ 発行月発表者
A.Kaminsky

E.Prens H.H.van der Zee

V.Bettori S.Zauli

J.Hafner S.Lauchli L.E.French

H.Riad

M.El-Domyati H.Abdel-Wahab

B.Kirby G.Kelly

P.Calderon

V.del Marmol F.Benhadou

J.Revus

C.C.Zouboulis I.Karagianndis

K.Sartorius L.Hagströmer

E.McMeniman N.Ong

M.Dolenc-Voljc

Z.B.Mokos

L.Borradori R.E.Hunger

C.Sladden

N.Scheinfeld

N.Moftah

L.Emtestam J.Lapins

N.Doss

I.Kurokawa

黒川　一郎 Progress in Medicine 12
vol.35(12)：p.1837-1840

皮膚科 MICHIKO YUKI YUKO EMOTO TAKASHI YURI ANTICANCER RESEARCH 1
KATSUHIKO YOSHIZAWA AIRO TSUBURA YUICHI KINOSHITA 36 2016:p111～p120

ICHIRO KUROKAWA

黒川一郎
現在の抗菌外用薬は効くのか？ 皮膚科頻用薬のコツと落とし穴

2016年2月2日 第1版 第1刷 p51～
p53

2

黒川一郎

第4章 皮膚･軟部組織領域、創傷部、表皮囊
腫、皮様囊腫

ジェネラリストのための外来初療･処
理ガイド
2016年2月15日 第1版 第1刷  p69～
p70 2

黒川一郎 にきび治療の新常識 日経ドラッグインフォメーション Diファ
イル プレミアム版

3

高見美幸 2016.03　p56～p59

形成外科 安田　路規 芝岡　美枝 上田　美怜 明和医学誌　第2巻 10
2015年10月発行：p.62-68

泌尿器科 土井　裕 善本　哲郎 楊　東益 明和医学誌　第2巻 10
橋本　貴彦 2015年10月発行：p.41-43

放射線科 髙田　恵広 4

2015年4月1日発行：p.71-78

髙田　恵広 4

2015年4月1日発行：p.222-227

末松　基生 髙橋　元 松本　由香 明和医学誌　第2巻 10
岸本　昌浩 光信　正夫 2015年10月発行：p.26-34

麻酔科 野村　肇 南波　まき 木田　樹里 明和医学誌　第2巻 10
竹峰　和宏 2015年10月発行：p.76-79

腎・透析科 政近　智子 深尾　亘 豊田　和寛 明和医学誌　第2巻 10
2015年10月発行：p.73-75

病理診断科 覚野　綾子 明和医学誌　第2巻 10
小笠原　利忠 2015年10月発行：p.54-57

西上　隆之

澁谷　昌広 松林　謙治 鈴木　由紀

臨床研修医 三浦　昂 明和医学誌　第2巻 10
原　謙 櫻井　淳 金　鏞民 2015年10月発行：p.58-61

岸　清彦 早川　勇二

臨床工学室 Keita Ogake Advances in Medicine and Biology

Hiroya Iida Tsukasa Aihara Shin-ichi Ikuta 2015-4th Quartervol.89：Chapter 8
Takayoshi Nakajima Naoki Yamanaka

Hidehiko Waki

Keita Ogake Journal of Microwave Surgery 12
Shinichi Ikuta Tsukasa Aihara Takayoshi Nakajima vol.33(1)：p.1-6

Naoki Yamanaka

Hidehiko Waki

市木　育敏 中川　ふみよ 新田　佳央 明和医学誌　第2巻 10
砂原　正和 2015年10月発行：p.98-102

リハビリテー
ション部

呼吸補助筋の筋活動は無酸素性作業閾値を算
出するうえで有効か

チーム力Up　脳血管内治療　カテー
テルスタッフの必須知識

Ⅶ各疾患の特性を知って治療に活かす　脳腫瘍 チーム力Up　脳血管内治療　カテー
テルスタッフの必須知識

急性間欠性ポルフィリン症患者の人工関節置換
術の麻酔経験

バラシクロビル塩酸塩によりアシクロビル脳症お
よび急性腎障害をきたした一例

尿中に腫瘍細胞が出現した前立腺原発神経内
分泌腫瘍の1例

食道カンジダ症を契機に発見された後天性免疫
不全症候群（AIDS）の一例

Radiofrequency Ablation (RFA):Potential
Complications (Skin Burn)

Bipolar型RFA装置における焼灼のエンドポイント
に関する検討

歯科口腔外
科

頭蓋底骨髄炎を継発した乳癌骨転移における
薬剤関連顎骨壊死の2例

Research letter Diagnostic delay in hidradenitis
suppurativa is a global problem

2.従来から微生物と関連している皮膚疾患の最
新情報と治療　1）にきびとにきび桿菌

Cutaneous Epithelial Lesions Induced by N-
Methyl-N-nitrosourea in Male Sprague-Dawley
Rats: A Possible Animal Model for Human
Keratoacanthoma

眼窩底骨折術後に上眼窩裂症候群を呈した一
例

膀胱平滑筋肉腫の1例

Ⅲ治療で使用する機器とデバイスを知る　デバイ
ス（カテーテル，コイルなど）
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ 発行月発表者
有田　親史

藤堂庫治 3

放射線部 杉本　敦洋 桜井　正 尾﨑　佳弘 明和医学誌　第2巻 10

呼吸補助筋の筋活動は無酸素性作業閾値を算
出するうえで有効か

下り坂歩行での衝撃力に対する荷物重量の影
響

登山医学 Japnese Journal of
Mountain Medicine
Vol.35 2015 p102～p107

直腸MRI検査におけるVISTA（3D撮像）法の基
礎的検討
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ 発行月発表者
樽岡　照知 2015年10月発行：p.85-89

臨床検査部 井上　弘子 脇　英彦 明和医学誌　第2巻 10
岸　清彦 2015年10月発行：p.90-97

覚野　綾子

張　宇浩 木村　文彦

看護部 竹末　陽子 末武　千香 森　知佐子 明和医学誌　第2巻 10
矢吹　浩子 2015年10月発行：p.80-84

吉江　秀範

矢吹浩子 ココが知りたい 栄養ケア 2016年2月24日 第1版第1刷 2
山内敏美 矢吹浩子 主任看護師 管理 教育 業務 3

2016　3･4月号 p9～p13

冨士原　将之 小田原　聡一 安藤　新
肝腫瘍に対する体幹部定位放射線治療の初期
経験

明和医学誌　第2巻
10

春井　章吾 2015年10月発行：p.44-49

髙田　恵広

興津　茂行

小腸悪性リンパ腫の1例　超音波像と病理組織
学的特徴の比較検討

術後十二指腸瘻を併発し、創内持続洗浄陰圧
療法を行った一例

特集1 主任がスタッフ目線･意識を卒業するとき
主任となってまず身につけたい病棟数字を意識
した管理スキル

キャンサーク
リニック

直腸MRI検査におけるVISTA（3D撮像）法の基
礎的検討



 2015年度 講演 15/21

部門名 演者 演題名 学会名 月

内科 岸　清彦
特別講演　C型肝炎の最新治療－病診連携の重要性に
ついて－

鳴尾ウイルス肝炎セミナー（西宮） Ｈ27.5

岸　清彦 講演1　メタボリックシンドロームと消化器疾患 阪神生活習慣病フォーラム（西宮） Ｈ27.6

金　鏞民
特別講演①　当院における抗血栓薬服用患者の内視鏡
治療（EMR,ESD）の現況

第16回鳴尾消化器疾患検討会（西宮） Ｈ27.7

岸　清彦 メタボ健診を振り返って内臓脂肪面積と脂肪肝を中心に 第23回西宮市医師甲陽会（西宮） Ｈ27.10

早川　勇二
地域の中の総合診療と救急外来～これからの高齢者医
療のあり方～

ベネッセスタイルケア介護・医療セミナー（西宮） Ｈ27.10

金　鏞民 特別講演Ⅰ　ピロリ菌　あれこれ 第20回阪神異科セミナー（西宮） Ｈ27.10

岸　清彦 B型・C型肝炎の最新治療について 肝臓専門医による医療講演会（西宮） Ｈ27.10

岸　清彦
本当は怖い高齢者の肺炎～知っておきたい予防と治療
～

ベネッセスタイルケア介護・医療セミナー（西宮） Ｈ27.12

総合診療科 髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　ストレス社会を生き抜くには NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.4

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　高脂血症と漢方 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.5

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　動脈硬化と漢方 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ127.6

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　脳卒中、心筋梗塞と漢方 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.7

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　がんと漢方 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.8

髙屋　豊 糖尿病疾患について～高齢者にやさしい糖尿病治療～ 鳴尾公民館講座（西宮） Ｈ28.8

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　認知症に漢方のすすめ NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.9

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　不眠 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.10

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　冷え性 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.11

髙屋　豊 講演 DM and Kidney in Hanshin（西宮） Ｈ27.11

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　肺炎 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ27.12

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　花粉症 NHK文化センター講座（西宮） H28.1

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　関節痛 NHK文化センター講座（西宮） Ｈ28.2

髙屋　豊 医師に聞く　くらしと漢方　肩こり NHK文化センター講座（西宮） Ｈ28.3

髙屋　豊 インスリン製剤について ノボノバルディスク ファーマ㈱ 臨床講座(神戸) Ｈ28.3

循環器内科 岡　克己 『動悸』でお悩みですか？ 鳴尾公民館講座（西宮） Ｈ27.5

中尾　伸二
ミニレクチャー（心エコーを行う上で必要シリーズ第1回）
胸痛の症例に必要な心電図の見方 Cabrera 配列って何

第46回阪神心エコー図カンファレンス（西宮） Ｈ27.6

血液内科 林　邦雄
基調講演2　移植後血球貧食症候群におけるサイトカイ
ン・ケモカインの動き

第6回SIGHT研究会（大阪） Ｈ27.9

林　邦雄
基調講演　悪性リンパ腫の病態理解の為のMRIとPETの
比較検討

第6回Hematological PET Club総会（大阪） Ｈ27.10

河中　正裕 講演2　時間栄養学からみた糖尿病食事療法 阪神生活習慣病フォーラム（西宮） Ｈ27.6

河中　正裕 LECTUREⅠ　患者さんは最良の教師です 糖尿病療養指導の会（西宮） Ｈ27.6

腫瘍内科 園田　隆
特別講演2　肺腺がん化学療法における最新の革新的
進歩について

第12回Single Topic Seminar in 鳴尾（西宮） Ｈ27.7

園田　隆
特別講演　肺腺癌･膵癌に対するイトリゾール併用化学
療法の治療成績～イトリゾールはStem cell inhibitorにな
りうるか～

鳴尾消化器がんカンファランス（西宮） Ｈ27.7

外科 山中　若樹 特別発言　（肝臓）外科医師としてのスピリット 第10回関西肝臓外科医育成の会（大阪） Ｈ27.6

木村　文彦
特別講演②　大腸内視鏡治療における偶発症に対する
外科的サポート

第16回鳴尾消化器疾患検討会（西宮） Ｈ27.7

山中　若樹
Ⅲ.教育講演（TOPICS）　肝臓を扱うものに必要な肝血流
知識

第15回関西肝血流動態･機能イメージ研究会（大
阪）

Ｈ27.7

相原　司
ランチョンセミナー4　転移性肝癌に対する治療戦略-集
学的治療におけるラジオ波焼灼療法の位置づけ-

第51回日本肝癌研究会（神戸） Ｈ27.7

木村　文彦 急性腹症のエコー検査 第1回明和ERオープンカンファレンス（西宮） Ｈ27.7

山中　若樹 シニア世代を元気で生きる～転ばぬ先の杖～ 芦屋ロータリークラブ第2731回例会（芦屋） Ｈ27.7

栁　秀憲 がんにならないために　そしてがんになってしまったら 中央公民館講座（西宮） Ｈ27.9

山中　若樹
医療現場の実態から最新医療をさぐる～ガンにならない
ために、今あなたが出来ること～

平成27年度　大庄市民大学一般教養講座（尼
崎）

Ｈ27.10

張　宇浩
特別講演　胃がんの治療（内科･外科のすみわけ）　②胃
がんの治療:外科的治療（腹腔鏡･開腹手術）

第17回鳴尾消化器疾患検討会（西宮） Ｈ27.12

乳腺・内分泌外科 岸本　昌浩
一般講演　転移･再発乳癌に対するrationaleに基づいた
治療戦略

播磨乳癌薬物療法研究会特別講演会（姫路） Ｈ27.9

岸本　昌浩
教育講演　乳がんの悪性化と上皮間葉移行（EMT）-転
移再発乳癌の新治療戦略へ-

KBCOG　第1回兵庫乳がん患者の集い（神戸） Ｈ27.9

岸本　昌浩 その他の所見2
第13回兵庫県マンモグラフィ講習会（医師・読影
部門）（神戸）

Ｈ27.11

岸本　昌浩
Biologyに基づいた転移･再発乳癌治療における血管新
生阻害薬の効果的な使い方

神戸北乳癌Meet the Expert(三田) H28.1

整形外科 松本　彰生 中学生の外傷と障害～その予防と対処について～
平成27年度中学校保健体育担当者連絡協議会
兼学校体育安全講習会（神戸）

Ｈ27.5

山口　基
ランチョンセミナー7　膝スポーツ傷害のdecision making
－チームドクターの立場から－

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会（神
戸）

Ｈ27.11

松本　彰生 特別講演 スポーツ医の役割 第229回阪神整形外科談話会(西宮) Ｈ28.3

リハビリテーション科 有田　親史 高齢者の腰痛について 南甲子園公民館講座（西宮） Ｈ27.11

糖尿病・内
分泌内科
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部門名 演者 演題名 学会名 月

小児科 川越　里佳
こどもの食物アレルギー　～食べられないと思い込んで
いませんか？～

鳴尾東公民館講座（西宮） Ｈ27.7

小野　淳一郎 講演Ⅱ　腹痛を主訴に来院した2症例 西宮市小児科医会学術講演会（西宮） Ｈ27.9
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眼科 田中　久子
高齢者に発症しやすい眼の病気～白内障の早期発見と
治療法について～

ベネッセスタイルケア介護・医療セミナー（西宮） Ｈ27.10

耳鼻咽喉科 奥中　美恵子 特別講演　軽･中等度難聴児の補聴器と言語発達 阪神地区耳鼻咽喉科医会研修会（宝塚） Ｈ27.10
伏見　勝哉 講演　補聴器～最新の動向について～ 阪神地区耳鼻咽喉科医会研修会（宝塚） Ｈ27.10

皮膚科 黒川　一郎 特別講演　尋常性ざ瘡の薬剤治療-ようやく世界標準に 第30回島根皮膚疾患治療フォーラム（出雲） Ｈ27.4

黒川　一郎 ざ瘡治療の後進国からの脱出
日本臨床皮膚科医会北海道ブロック 第60回研修
講演会（札幌）

Ｈ27.4

黒川　一郎
Squamous cell carｃinoma arising from Hidradenitis
suppurativa Clinical and pathological characteristics

Pre World Congress of Dermatology Hidradenitis
Suppurativa Session（バンクーバー）

Ｈ27.6

黒川　一郎 2015 痤瘡治療の変革元年 GSKINセミナーin弘前2015（弘前） Ｈ27.6

黒川　一郎
イブニングセミナー1　Change!日本の痤瘡治療　演題2
『効果が実感できる痤瘡治療』

第31回日本臨床皮膚科医会総会･臨床学術大会
（網走）

Ｈ27.6

黒川　一郎 2015年　ざ瘡治療の産業革命 八幡臨床皮膚科医会（北九州） Ｈ27.6

黒川　一郎 特別講演　2015年 ざ瘡治療の潮目を読む 尾道三原地区皮膚科医会（尾道） Ｈ27.7

黒川　一郎
ポストコングレスミーティング3　講演3　化膿性汗腺炎の
疫学調査-二次調査の結果報告

第4回日本痤瘡研究会学術大会（大阪） Ｈ27.7

黒川　一郎 2015　今後の痤瘡治療の展望 杉並区・中野区皮膚科医会講演会（東京） Ｈ27.7

黒川　一郎 歴史に学ぶ　ざ瘡治療 姫路皮膚科泌尿器科医会講演会（姫路） Ｈ27.9

黒川　一郎 特別講演　2015変容する痤瘡治療 第10回世田谷皮膚科懇話会（東京） Ｈ27.10
黒川　一郎 特別講演　より美しい肌を目指したニキビ治療 大阪DCRC(Derma Case Report Conference)（大 Ｈ27.10

黒川　一郎 特別講演　2015　ざ瘡治療は鎖国から開国へ 佐世保皮膚科医会学術講演会（佐世保） Ｈ27.10

黒川　一郎 美しい肌にするにきび治療 北摂皮膚科女医会（豊中） Ｈ27.11

黒川　一郎 学術講演　2015－ざ瘡治療の開国元年 第6回びわこスキンケアフォーラム（草津） Ｈ27.11

黒川　一郎 2016尋常性ざ瘡治療ガイドラインの改訂について 神戸デルマフォーラム(神戸) H28.1

黒川　一郎 高齢者で気をつける皮膚病 学文公民館講座(西宮) H28.1

黒川　一郎
2016尋常性ざ瘡治療ガイドライン改訂～主な改訂点につ
いて

第79回尼崎臨床皮膚科勉強会(尼崎) Ｈ28.2

黒川　一郎
尋常性ざ瘡治療ガイドラインの改訂－ざ瘡治療の新しい
潮流

福岡地区皮膚科医会学術講演会(福岡) Ｈ28.2

黒川　一郎
イブニングセミナー 特別講演　尋常性ざ瘡治療ガイドラ
インの改訂－新しいざ瘡治療の戦略

日本皮膚科学会第217回熊本地方会 学術講演
会(熊本)

Ｈ28.2

黒川　一郎 デュアック配合ゲル　－治療のポイント－ ポーラファルマ ｢ざ瘡｣Webinar(大阪) Ｈ28.3

黒川　一郎 特別講演 2016 尋常性ざ瘡ガイドラインの改訂について 鳥取県臨床皮膚科医会(米子) Ｈ28.3

形成外科 芝岡　美枝 高齢者のための形成外科治療 鳴尾東公民館講座（西宮） Ｈ27.6

放射線科 髙田　恵広 頭部画像診断のhow to 頭部画像セミナー(西宮) H28.1

歯科口腔外科 末松　基生
もし病院歯科医がドラッカーの『マネジメント』を本気で読
んだら

大阪歯科大学兵庫県同窓会学術講演会（大阪） Ｈ27.6

末松　基生 歯科インプラントの治療 Q&A 高須公民館講座（西宮） Ｈ27.9

末松　基生
若手口腔外科医のための教育セミナー　医科の薬剤処
方から全身状態を読み解く

平成27年10月度　関西歯科口腔外科談話会（西
宮）

Ｈ27.10

末松　基生
医科歯科連携に必要な知識とケーススタディ:2025年の
業務シミュレーション

西宮市歯科医師会の先生方と明和病院歯科口
腔外科との定例懇親会（西宮）

Ｈ27.10

末松　基生 診療が変わるくすりの知識 兵庫県保険医協会歯科定例研究会（神戸） Ｈ27.11

末松　基生 『くすり』がわかれば全身がみえる 九州お茶の水会 研修会(福岡) Ｈ28.3

放射線部 樽岡　照知 明和キャンサークリニックの検査受け入れ体制 認知症検査ブラッシュアップ勉強会（大阪） Ｈ27.4

樽岡　照知 CT colonographyについて
兵庫県阪神南県民センター　平成27年度阪神ブ
ロック健康福祉事務所診療放射線技師研修会

Ｈ27.8

樽岡　照知 VSRAD advance 2 について 頭部画像セミナー(西宮) H28.1

尾崎佳弘 原理 アーチファクト 磁気共鳴(MR)専門技術者認定試験直前対策(大 H28.1
樽岡　照知 256スライスCTとハイブリッドIRが創るバーチャルリアリ 第17回島根64 CLUB(出雲) Ｈ28.2

リハビリテー
ション部

三宅　典子
LECTUREⅠ　いろいろな観点から糖尿病運動療法（実
習）

糖尿病療養指導の会（西宮） Ｈ27.10

感覚機能検査室 梅崎　麻子 視能障害 日本視能訓練士協会 基礎プログラムⅢ(大阪) Ｈ28.2

臨床工学室 大掛　馨太 平成27年度国家試験対策講義 神戸総合医療専門学校(神戸) H28.1

臨床検査部 脇　英彦
新人エコー技師のための初歩講座　頸動脈エコー検査
のABC

第46回阪神心エコー図カンファレンス（西宮） Ｈ27.6

澁谷　江里香 血液型検査、不規則抗体スクリーニング検査、他 平成27年度輸血研修会（第3回）（西宮） Ｈ27.10

井上　弘子
心エコー図診断の基礎～心エコー基礎の確認とピット
ホール～

兵庫県臨床検査技師会　生理検査研修会（西
宮）

Ｈ27.12

栄養科 完山　美里 寝たきりを防ぐために～食事で筋肉を育てよう～ 鳴尾公民館講座（西宮） Ｈ27.12
薬剤部 菊井　利伸 役に立つ薬の話 高須公民館講座（西宮） Ｈ27.4

看護部 森　知佐子 講演Ⅱ　オストメイトの災害対策
日本オストミー協会　平成27年度兵庫県支部第1
回中央研修会（神戸）

Ｈ27.6

矢吹　浩子
特別講演Ⅰ　栄養管理における職種連携～看護師との
協働とすみ分け～

第11回ぴくるすの会研究会（鹿児島） Ｈ27.6

矢吹　浩子
栄養管理における看護師の役割はコレ-看護の専門性を
見失わない!-

第15回岐阜南NST研究会（羽島郡笠松町） Ｈ27.7

片岡　尚実 看護師の仕事について
兵庫県立鳴尾高等学校　平成27年度「総合的な
学習の時間」（西宮）

Ｈ27.10



 2015年度 講演 18/21

部門名 演者 演題名 学会名 月

島田　麻美 看護師の仕事について
兵庫県立鳴尾高等学校　平成27年度「総合的な
学習の時間」（西宮）

Ｈ27.10

矢吹　浩子 栄養管理における他職種連携
医療法人財団済美会　尼崎新都心病院NST研修
（尼崎）

Ｈ27.10

森　知佐子
ストーマケア基礎知識についての講義と演習　管理困難
なストーマケア

関西ストーマケア講習会･関西STOMA研究会（神
戸）

Ｈ27.10

講演1　患者様の生活ステージに応じた装具選択～在院
中～

コロプラスト　スキルアップセミナー京阪神（尼崎） Ｈ27.12

講演2　患者様の生活ステージに応じた装具選択～退院
後～

コロプラスト　スキルアップセミナー京阪神（尼崎） Ｈ27.12

矢吹　浩子
特定行為に関する看護師の研修制度開始による臨床栄
養管理への影響

第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会(福岡) Ｈ28.2

下島さつき
レクチャー① 患者兼医療従事者から考える患者さんの
気持ち

第24回 関西行動医学研究会年次集会(神戸) Ｈ28.3

森知佐子 講義Ⅱ 凸面装具の使い分け～事例紹介～ ダンサック 学術セミナーin神戸(神戸) Ｈ28.3

訪問看護 中島　淳美 認知症サポーター養成講座
西宮市社会福祉協議会認知症サポーター養成
講座（西宮）

Ｈ27.5
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中島　淳美
『拘縮のある方へのポジショニング』『食事介助』『オムツを
1発であてる技術』

ニチイ学館　神戸ヘルスケア事業支店　職員研修
（西宮）

Ｈ27.6

中島　淳美 認知症予防と介護
西宮市社会福祉協議会認知症サポーター養成
講座（西宮）

Ｈ27.6

中島　淳美 高齢者の看護 市立芦屋病院 看護科全体研修（芦屋） Ｈ27.7

寺﨑　幸子 シンポジウム　在宅で看取りを経験されたご家族
兵庫県介護支援専門員協会　平成27年度県民
フォーラム（明石）

Ｈ27.7

西田　奈美 分科会①　地域包括ケアに向けての多職種連携 第18回近畿薬剤師学術大会（神戸） Ｈ27.8

中島　淳美 認知症のイロハとサポーターの実務
西宮市社会福祉協議会認知症サポーター養成
講座（西宮）

Ｈ27.9

中島　淳美 LECTUREⅠ　糖尿病認知症高齢者の在宅ケア 糖尿病療養指導の会（西宮） Ｈ27.10
中島　淳美 役立つ認知症ケア 医療法人芳恵会　三好病院講演会（西宮） Ｈ27.10
中島　淳美 褥瘡の基礎知識 第28回秋桜の会（西宮） Ｈ27.11

西田　奈美 テーマ4）訪問看護における基本的なリスクマネジメント
平成27年度訪問看護人材育成事業「訪問看護導
入研修（コアカリキュラム）」（神戸）

Ｈ27.12

中島　淳美 認知症講義(基本的知識や予防等) 西宮市福祉行政 みみより広場事業(西宮) Ｈ28.1

中島　淳美 認知症サポーター養成講座 武庫川女子大学付属高等学校 講義(西宮) Ｈ28.1

中島　淳美 認知症サポーター養成講座
平成27年度 社協鳴尾支部 高須分区 ボランティ
ア交流研修懇談会(西宮)

Ｈ28.3

中島　淳美
山形まゆ美

介護 もっと快適に　～介護保険の上手な使い方～
 ～訪問看護の現場から～

南甲子園公民館講座(西宮) Ｈ28.3

キャンサーク
リニック

冨士原　将之 画像誘導放射線治療IGRTの現状
兵庫県立粒子線医療センター　よりよい粒子線医
療を目指す勉強会（たつの）

Ｈ27.8

冨士原将之 放射線治療によるがん治療 根治治療から緩和医療まで 第16回西宮緩和医療研究会(西宮) Ｈ28.2
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内科 岸　清彦 症例検討 第1回明和ERオープンカンファレンス（西宮） Ｈ27.7

金　鏞民 特別講演Ⅰ 第20回阪神異科セミナー（西宮） Ｈ27.10

金　鏞民 一般演題 第17回鳴尾消化器疾患検討会（西宮） Ｈ27.12

金　鏞民 一般演題 第2回兵医消化器連携の会(大阪) Ｈ28.1

岸　清彦 特別演題 西宮消化管カンファレンス(西宮) Ｈ28.1

金　鏞民 ミニレクチャー・特別講演 第11回Keihanshin腹部救急研究会(大阪) Ｈ28.2

岸　清彦 特別講演 第33回南阪神肝疾患病診連携セミナー(大阪) Ｈ28.2

血液内科 林　邦雄 演題 阪神真菌感染症フォーラム（西宮） Ｈ27.7

林　邦雄 特別講演 阪神真菌感染症フォーラム（西宮） Ｈ27.7

林　邦雄 一般演題 第37回京阪血液研究会（枚方） Ｈ27.8

林　邦雄 一般演題 第18回北河内血液症例検討会（守口） Ｈ27.8

林　邦雄 特別講演 第6回Hematological PET Club総会（大阪） Ｈ27.9

林　邦雄 座長 第3回鳴尾血液勉強会（西宮） Ｈ27.11

林　邦雄 司会
第4回血液疾患患者さんを支えるチーム医療セミ
ナー(尼崎)

Ｈ28.2

河中　正裕 糖尿病　加齢に伴う2型糖尿病の病態･治療の変化 Collaboration Meeting（西宮） Ｈ27.9

河中　正裕 LECTUREⅠ 糖尿病療養指導の会（西宮） Ｈ27.10

河中　正裕 LECTUREⅡ 糖尿病療養指導の会（西宮） Ｈ27.10

外科 山中　若樹 要望演題（口演）5　高難度肝切除術の手術手技1 第27回日本肝胆膵外科学会・学術集会（東京） Ｈ27.6

山中　若樹 一般演題（口演）　看護業務5 第17回日本医療マネジメント学会学術総会（大 Ｈ27.6

一瀬　規子 テーマⅡ：①ビデオコンテスト 第10回関西肝臓外科医育成の会（大阪） Ｈ27.6

一瀬　規子 テーマⅡ：②高度技能専門医認定者の審査ビデオ供覧 第10回関西肝臓外科医育成の会（大阪） Ｈ27.6

相原　司 テーマⅢ：特別発言 第10回関西肝臓外科医育成の会（大阪） Ｈ27.6

山中　若樹 Ⅲ.教育講演（TOPICS）　肝癌診療の基礎と新しい流れ
第15回関西肝血流動態･機能イメージ研究会（大
阪）

Ｈ27.7

木村　文彦 一般講演 鳴尾消化器がんカンファランス（西宮） Ｈ27.7

栁　秀憲 一般演題 第6回進行消化器癌問題解決フォーラム（西宮） Ｈ27.9

山中　若樹 一般演題1　『外科治療-1』 第34回Microwave Surgery 研究会（東京） Ｈ27.9

栁　秀憲 特別講演 Expert Meeting（西宮） Ｈ27.10

相原　司 一般演題 第18回阪神肝胆膵疾患研究会（西宮） Ｈ27.10

栁　秀憲 一般口演　直腸癌　術後合併症2 第70回日本大腸肛門病学会学術集会（名古屋） Ｈ27.11

山中　若樹 主題関連演題　62.高齢化時代の手術･VTE･NST2 第77回日本臨床外科学会総会（福岡） Ｈ27.11

栁　秀憲 司会 第2回阪神エリア大腸癌治療カンファレンス(尼崎) Ｈ28.2
山中若樹 「ポスターセッション」司会 第25回アジア太平洋肝臓病学会議年次総会(東 Ｈ28.2

乳腺・内分
泌外科

岸本　昌浩 質問コーナー KBCOG　第1回兵庫乳がん患者の集い（神戸） Ｈ27.9

整形外科 山口　基 一般口演68　ACL解析4
第7回日本関節鏡･膝･スポーツ整形外科学会（札
幌）

Ｈ27.6

山口　基 「アフタヌーンセミナー3」司会 第46回日本人工関節学会(大阪) Ｈ28.2

リハビリテー
ション科

有田　親史 記念講演会　単顆置換型人工膝関節（UKA）の現況 西宮労災指定医協会総会・記念講演会（芦屋） Ｈ27.7

耳鼻咽喉科 奥中　美恵子 第22群　補聴器
第10回日本小児耳鼻咽喉科学会総会学術講演
会（北佐久郡軽井沢町）

Ｈ27.5

皮膚科 黒川　一郎 特別講演　にきび治療における薬剤の位置づけ アクネフォーラム in 阪神（芦屋） Ｈ27.2

黒川　一郎
ランチョンセミナー23　今、ガラパゴス的痤瘡治療から脱
却する

第114回日本皮膚科学会総会（横浜） Ｈ27.5

黒川　一郎 スイーツセミナー6　痤瘡治療のパラダイムシフト 第33回日本美容皮膚科学会総会・学術大会（大 Ｈ27.7
黒川　一郎 一般演題(ポスター)　保存的治療Ⅲ 第17回日本褥瘡学会学術集会（仙台） Ｈ27.8

黒川　一郎 イブニングセミナー2　改めて問う。ニキビの標準治療とは
第67回日本皮膚科学会西部支部学術大会（長
崎）

Ｈ27.10

黒川　一郎 演題 神戸デルマフォーラム(神戸) Ｈ28.1

歯科口腔外科 末松　基生 一般演題
平成27年10月度　関西歯科口腔外科談話会（西
宮）

Ｈ27.10

病理診断科 覚野　綾子 一般演題 第16回鳴尾消化器疾患検討会（西宮） Ｈ27.7

放射線部 樽岡　照知 特別講演 Brilliance Community 2015（金沢） Ｈ27.10

樽岡　照知 一般演題53《口述発表》　｢エックス線CT検査⑭ 第31回日本診療放射線技師学術学会（京都） Ｈ27.11

樽岡　照知 演題 頭部画像セミナー(西宮) Ｈ28.1

臨床検査部 脇　英彦 特別講演 第1回明和ERオープンカンファレンス（西宮） Ｈ27.7

脇　英彦 一般演題12　基礎・技術
日本超音波医学会第42回関西地方会学術集会
（大阪）

Ｈ27.9

脇　英彦 一般演題　生理　口演 第55回日臨技近畿支部医学検査学会（大阪） Ｈ27.10

糖尿病・内
分泌内科



 2015年度 座長・司会 21/21

部門名 座長・司会 担　当 学会名 月

看護部 矢吹　浩子 一般口演3　高齢者の栄養管理・地域連携
第7回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会
（京都）

Ｈ27.7

西　真由美 特別講演
神戸滋賀修了生　感染管理認定看護師会
（KSCN）第6回総会･第10回研修会（大阪）

Ｈ27.9

松雪　玲子 ＜Ⅱ群＞ 救命センター領域の取り組み
平成27年固定チームナーシング全国研究集会
（神戸）

Ｈ27.9

西　真由美 第1部司会
平成27年度第3回感染防止地域連携カンファレン
ス（西宮）

Ｈ27.12

矢吹　浩子 「看護師部会パネルディスカッション」司会 第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会(福岡) Ｈ28.2

キャンサーク
リニック

興津　茂行 Ⅰ.公募演題　1.ディーシービーズの使用経験
第15回関西肝血流動態･機能イメージ研究会（大
阪）

Ｈ27.7


