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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
内科 河中正裕 完山美里 古長真理子 時間栄養学を考慮した糖尿病食事指導 H29.5

竹口トモ子 三宅典子 太田さつき
長野倫子 中島淳美 山内敏美
大野スギエ 松井可奈
福永博之 早川勇二 澤﨑美幸 当院における門脈ガス血栓の臨床的検討 H29.9
芝俊成 古川一隆
河中正裕 太田さつき 竹口トモ子 H29.11
三宅典子 古長真理子 松井可奈
新山和樹 橋本久美 永業由紀
谷本幸子 西川あゆみ

血液内科 林邦雄 清水義文 池亀和博 第107回近畿血液学地方会(京都) H29.6

林邦雄 池亀和博 第79回日本血液学会学術集会(東京) H29.10

呼吸器内科 前田晃宏 　大塚晶子 芝俊成 呼吸器3 H29.12
澤崎美幸 髙屋豊 岸清彦
坂東憲司 早川勇二 覚野綾子
北市正則

外科 栁秀憲 別府直仁 木村文彦 H29.4
岡本亮 相原司 生田真一
中島隆善 仲本嘉彦 北村優
光藤傑 楠蔵人 山中若樹

中島隆善 相原司 生田真一 H29.4
楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 一瀬規子 別府直仁
吉江秀範 木村文彦 栁秀憲
山中若樹
別府直仁 楠蔵人 赤塚昌子 H29.4
北村優 光藤傑 一瀬規子
小野朊二郎 中島隆善 吉江秀範
生田真一 木村文彦 相原司
冨田尚裕 栁秀憲 山中若樹
北村優 楠蔵人 赤塚昌子 H29.4
光藤傑 一瀬規子 小野朊二郎
中島隆善 別府直仁 吉江秀範
木村文彦 栁秀憲 山中若樹
相原司
楠蔵人 別府直仁 赤塚昌子 H29.4
北村優 光藤傑 小野朊二郎
中島隆善 吉江秀範 木村文彦
栁秀憲 山中若樹
生田真一 相原司 中島隆善 H29.6
山中若樹

中島隆善 生田真一 相原司 Video 17  Liver 6 H29.6
山中若樹

仲本嘉彦 R.Mikami 相原司 O054 H29.6
栁秀憲 山中若樹

岡本亮 川島市郎 H29.7

北村優 岸本昌浩 赤塚昌子 第25回日本乳癌学会学術総会(福岡) H29.7
一瀬規子

栁秀憲 別府直仁 木村文彦 第72回日本消化器外科学会総会(金沢) H29.7
仲本嘉彦 岡本亮 相原司
生田真一 中島隆善 一瀬規子
山中若樹

中島隆善 相原司 生田真一 肝細胞癌腹膜播種に対する外科的切除の意義 第72回日本消化器外科学会総会(金沢) H29.7
楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 栁秀憲 山中若樹
覚野綾子
光藤傑 別府直仁 中島隆善 第72回日本消化器外科学会総会(金沢) H29.7
吉江秀範 仲本嘉彦 生田真一
木村文彦 相原司 栁秀憲
山中若樹
別府直仁 一瀬規子 中島隆善 第72回日本消化器外科学会総会(金沢) H29.7
吉江秀範 仲本嘉彦 生田真一
木村文彦 相原司 栁秀憲
山中若樹
岡本亮 川島市郎 第72回日本消化器外科学会総会(金沢) H29.7

浜野郁美 松本祐介 甲斐恭平 第72回日本消化器外科学会総会(金沢) H29.7
佐藤四三

相原司 生田真一 北村優 第52回近畿肝癌談話会(大阪) H29.8
赤塚昌子 光藤傑 一瀬規子
中島隆善 別府直仁 小野朊二郎
吉江秀範 木村文彦 岸本昌浩

第54回日本糖尿病学会近畿地方会第
53回日本糖尿病協会近畿地方会(大阪)

Poster 67
Pancreas 26

Risk factors for and management of
nonalcoholic fatty liver disease after
pancreatoduodenectomy

OUR PROCEDURES AND RESULTS OF
ROUX-EN-Y RECONSTRUCTION
AFTER LAPAROSCOPIC DISTAL
GASTRECTOMY

25th Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ
ＥＡＥＳ(ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ)

一般演題6　周術期
管理

日本外科代謝栄養学会第54回学術集
会(新潟)

術前短期化学放射線療法併用T3下部直腸癌
に対する腹腔鏡下超低位前方切除術・
内肛門括約筋切除術

第117回日本外科学会定期学術集会
(横浜)

第117回日本外科学会定期学術集会
(横浜)

第117回日本外科学会定期学術集会
(横浜)

第117回日本外科学会定期学術集会
(横浜)

日本内科学会 第218回近畿地方会(神
戸)

第117回日本外科学会定期学術集会
(横浜)

抗菌剤不応肺炎で紹介され、BAL・TBLAで診
断、ステロイド剤投与で軽快した慢性好酸球性
肺炎の1例

パネルディスカッ
ション(1)　下部直腸
癌に対する内括約
筋切除術後の肛門
機能と長期予後

術前短期化学放射線療法併用T3下部直腸癌
に対する内肛門括約筋切除後の肛門機能と長
期予後

ポスターセッション
(209)　肝臓-肝予備
能

術中測定した門脈圧により切除範囲を縮小す
る意義

要望演題6①　高齢
者・ハイリスク大腸
癌に対する個別化
治療1

大腸癌肝転移切除後残肝再発症例に対する治
療選択肢とその予後

第6回アジア太平洋肝胆膵学会・第29
回日本肝胆膵外科学会学術集会(横浜)

ポスター　MDS：臨
床研究1

高齢者総合的機能評価(CGA)を利用した高齢
消化器手術患者に対する周術期管理

ポスター掲示46　薬
物療法　HER2陽
性・転移・再発

HER2陽性転移性および再発乳癌に対するT-
DM1の一次治療の効果の検討

要望演題9①　消化
器癌腹膜播種に対
する治療戦略1

ワークショップ(8)
局所進行下部直腸
癌に対する術前療
法の意義

ポスターセッション
(123)　肝臓-転移性
肝癌-4

ポスターセッション
(194)　大腸-腹腔鏡
下手術-4

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、性機能評価について

シンポジウム11(ビ
デオ)　下部直腸癌
に対する肛門温存
手術(ISR､TAMIS（

一般演題　症例発
表16

MSDに対する低容量 AraC と Azacitidine の交
代療法

CGM・FGM・自己血
糖測定1

簡易連続血糖測定器の1型糖尿病患者の血糖
コントロール改善効果に関する検討

多発性骨髄腫・類
録疾患

KRd(carfilzomib.lenalidomide and
dexamethasone)が奏効したPlamacytomaの1例

第15回日本病院総合診療医学会学術
総会(浦安)

Surgical procedure for transdiaphragmatic
approach using thoracoscopy for tumors
located in postero-superior segments

パネルディスカッ
ション3　局所進行
直腸癌に対する集
学的治療戦略

腹腔鏡下胃切除術における胃所性左肝動脈節
理の可否

要望演題6②高齢
者・ハイリスク大腸
癌に対する個別化
治療2

高齢大腸癌患者に対する術前外来での高齢者
総合的機能評価(CGA)を
用いた術前評価・介入例の検討

一般演題　主題
『肝癌の病態・診
断・治療　up-to-
date 2017』

演題8　転移性肝腫瘍に対するラジオ波焼灼療
法

糖尿病療養指導(自
己管理行動9)

第60回日本糖尿病学会年次学術集会
(名古屋)

第6回アジア太平洋肝胆膵学会・第29
回日本肝胆膵外科学会学術集会(横浜)

局所進行下部直腸癌に対する術前短期化学放
射線療法を用いた個別化治療戦略

75歳以上、高齢者に対する直腸癌、術前短期
化学放射線療法の妥当性

局所進行下部直腸癌に対する術前短期化学放
射線療法を用いた個別化治療戦略

一般演題(ミニオー
ラル)　胃・十二指
腸：胃・悪性4
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
外科 奥田昌也 仲本嘉彦 大掛馨太

栁秀憲 山中若樹
中島隆善 相原司 光藤傑 H29.9
生田真一 栁秀憲 山中若樹

赤塚昌子 中島隆善 相原司 出血性十二指腸未分化癌の1切除例 H29.9
光藤傑 生田真一 楠蔵人
北村優 一瀬規子 浜野郁美
岡本亮 仲本嘉彦 木村文彦
栁秀憲 山中若樹 覚野綾子
生田真一 相原司 中島隆善 口演5　外科手術1 第53回日本胆道学会学術集会＇山形（ H29.9
仲本嘉彦 北村優 赤塚昌子
光藤傑 山中若樹
生田真一 相原司 中島隆善 胆管癌における検索リンパ節数の臨床的意義 H29.10
赤塚昌子 北村優 光藤傑
仲本嘉彦 栁秀憲 山中若樹
中島隆善 生田真一 相原司 H29.10
楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 一瀬規子 浜野郁美
別府直仁 仲本嘉彦 木村文彦
栁秀憲 山中若樹
赤塚昌子 中島隆善 生田真一 胆道系神経内分泌腫瘍5例の検討 H29.10
楠蔵人 北村優 光藤傑
別府直仁 木村文彦 相原司
栁秀憲 山中若樹 覚野綾子
赤塚昌子 別府直仁 楠蔵人 H29.11
光藤傑 岡本亮 栁秀憲
山中若樹
光藤傑 別府直仁 楠蔵人 H29.11
赤塚昌子 北村優 浜野郁美
中島隆善 岡本亮 仲本嘉彦
生田真一 木村文彦 相原司
栁秀憲 山中若樹
木村文彦 栁秀憲 別府直仁 要望演題20　ISR H29.11
岡本亮 中島隆善 相原司
赤塚昌子 北村優 光藤傑
楠蔵人
岡本亮 川島市郎 村澤哲也 H29.11
松田直樹 一瀬規子 別府直仁
中島隆善 木村文彦 栁秀憲
楠蔵人 別府直仁 赤塚昌子 H29.11
北村優 光藤傑 中島隆善
仲本嘉彦 木村文彦 栁秀憲
山中若樹
仲本嘉彦 R.Mikami M.Umeki Poster 17-19  ESMO Asia 2017(シンガポール)　 H29.11
Y.Tokunaga T.Okumoto T.Kawamura
H.Fujiwara S.Doi M.Noda
N.Tomita

木村文彦 楠蔵人 赤塚昌子 一般口演　小腸5 第79回日本臨床外科学会総会(東京) H29.11
光藤傑 北村優 一瀬規子
浜野郁美 中島隆善 別府直仁
岡本亮 生田真一 仲本嘉彦
相原司 栁秀憲 山中若樹
浜野郁美 中島隆善 北村優 第79回日本臨床外科学会総会(東京) H29.11
楠蔵人 光藤傑 赤塚昌子
別府直仁 岡本亮 仲本嘉彦
木村文彦 奥田昌也 生田真一
相原司 栁秀憲 山中若樹
生田真一 中島一彦 植田貴史 一般口演2　抗菌薬 H29.11
遠藤和夫 和泉雅章 奥田真珠美
大井利彦 小林敦子 紺野かよ子
二宮典久 竹末芳生 二宮典久
木村文彦 浜野郁美 中島隆善 第30回日本内視鏡外科学会総会(京都) H29.12
吉江秀範 仲本嘉彦 生田真一

仲本嘉彦 浜野郁美 中島隆善 第30回日本内視鏡外科学会総会(京都) H29.12
吉江秀範 生田真一 木村文彦
間宮俊太 仲本嘉彦 鈴木洋一 第30回日本内視鏡外科学会総会(京都) H29.12
三上隆一 松井郁一 泉對貴子
長田俊一 松葉芳郎
岡本亮 中島隆善 浜野郁美 第30回日本内視鏡外科学会総会(京都) H29.12
仲本嘉彦 木村文彦

中島隆善 生田真一 浜野郁美 ePoster20　肝臓11 第30回日本内視鏡外科学会総会(京都) H29.12
吉江秀範 仲本嘉彦
浜野郁美 中島隆善 岡本亮 ePoster72　肝臓5 第30回日本内視鏡外科学会総会(京都) H29.12
生田真一 仲本嘉彦
岡本亮 相原司 末松基生 H30.2
北村優 岡畑暁子 小島導へ
江戸優人 勝本良太 矢吹浩子

岡本亮 主題演題関連　ISR H30.2

浜野郁美 第90回日本胃癌学会総会(横浜) H30.3

術前化学放射線療法施行した進行下部直腸癌
に対する排便、排尿、性機能に対する長期的な
評価

S-1/oxaliplatin (SOX) plus bevacizumab (Bev)
as first line followed by S-1/irinotecan (IRIS)
plus cetuximab (Cmab) as second　line therapy
in metastatic colorectal cancer (mCRC)
(SOBIC trial)

ePoster24  大腸悪
性6

進行横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の標準
化
完全鏡視下手術で治療しえた endoscopic
submusal dissection (ESD) 後腹部食道癌の1
例

一般演題＇ポス
ター（71　摂食嚥下
障害の評価と栄養
療法1

一般演題(ポス
ター)4  イレウス　症
例報告1

脹閉塞症により発見された小腸アニサキス症
の1例

ワークショップ2　骨
盤臓器脱の診断と
治療

第33回日本静脈経腸栄養学会学術集
会(横浜)

術前化学放射線治療法施行下部直腸癌に対
するISR術後の排便機能の検討

第72回日本大腸肛門病学会学術集会
(福岡)

第72回日本大腸肛門病学会学術集会
(福岡)

第72回日本大腸肛門病学会学術集会
(福岡)

第72回日本大腸肛門病学会学術集会
(福岡)

第72回日本大腸肛門病学会学術集会
(福岡)

胆癌グリソン先行処理を意識した腹腔鏡下肝
部分切除

腹腔鏡下肝左側尾状葉切除術における簡便な
視野展開の工夫

一般演題(ポス
ター)52  術前・・術
後管理2

ポスター067　切除
不能・進行再発8

高齢者骨盤臓器脱診療導入時におけるピット
フォールと対策

阪神地区における周術期予防抗菌薬の使用実
態調査

Surgical Forum 32
大腸良性1　虫垂
炎・直腸脱・人工肛
門・その他

術前診断に苦慮し腹腔鏡下肝切除術を施行し
た肝炎症性偽腫瘍の2例
高齢手術患者に対する安全な経口摂取開始を
目指した周術期管理

出血性十二指腸未分化癌に対して緊急膵頭十
二指腸切除術を行った救命例

腹腔鏡下イレウス解除術における術前イレウス
チューブと造形後CTの有用性

特別講演　ビデオシ
ンポジウム14

肝細胞癌治療後の気管支胆管瘻に対する肝肺
同時切除の1例

一般演題(口演)11
ストーマ5

短期術前化学放射線療法を併用した腹腔鏡下
ISR手術の治療成績と肛門機能

ePoster193  食道悪
性8

日本消化器病学会近畿支部 第107回
例会＇大阪（

Young Investigator
Session 7　食道・
胃・十二指腸

胆管癌切除例におけるリンパ節転移個数およ
び転移比率と予後について

ＪＤＤＷ2017 第15回日本消化器外科学
会大会(福岡)

デジタルポスター
セッション189

ＪＤＤＷ2017 第15回日本消化器外科学
会大会(福岡)

デジタルポスター
セッション59

デジタルポスター
セッション191

第9回日本Acute Care Surgery学会学
術集会(札幌)

第35回日本ストーマ・排泄リハビリテー
ション学会総会(札幌)

Surgical Forum 4
小腸1　脹閉塞・小
腸腫瘍への手術

術後癒着性イレウスに対する腹腔鏡下イレウス
解除術の治療戦略

患者背景から選択した高齢認知症直腸脱患者
に対する鏡視下直腸固定術の治療成績

ＪＤＤＷ2017 第15回日本消化器外科学
会大会(福岡)

第30回日本外科感染症学会総会学術
集会＇東京（

ポスター18
Oncologic
Emergency②

回腸人工肛門造設後の high output stoma の
検討

当院における胃癌肝転移に対するラジオ波焼
灼術の検討
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
岸本昌浩 北村優 相原司 H29.4
中島隆善 小野朊二郎 生田真一
山中若樹 一瀬規子 赤塚昌子
別府直仁 吉江秀範 木村文彦
栁秀憲
岸本昌浩 北村優 赤塚昌子 第25回日本乳癌学会学術総会(福岡) H29.7

田中由希奈 岸本昌浩 北村優 第25回日本乳癌学会学術総会(福岡) H29.7
赤塚昌子

岸本昌浩 松之木愛香 北村優 第15回日本乳癌学会近畿地方会(京都) H29.12
赤塚昌子
松之木愛香 岸本昌浩 光藤傑 眼瞼浮腫で発症した乳癌眼窩転移の一例 第15回日本乳癌学会近畿地方会(京都) H29.12
赤塚昌子 北村優 一瀬規子
覚野綾子 梶本仙子
奥田昌也 第34回日本呼吸器外科学会総会(福岡) H29.5

奥田昌也 第58回日本肺癌学会学術集会(横浜) H29.10

整形外科 山口基 膝半月板損傷の病態と治療戦略 H29.4

岡田大志 新津早織 佐々木謙 H29.4
松本彰生 下奥靖 山口基
有田親史
新津早織 岡田大志 佐々木謙 H29.4
松本彰生 下奥靖 山口基
大西慎太郎 中山寛 神頭諒 Poster H29.4
吉矢晋一 山口基

大西慎太郎 中山寛 神頭諒 2017 APKASS SUMMIT(韓国) H29.4
吉矢晋一 山口基

大西慎太郎 山口基 松下雄彦 H29.5
吉矢晋一 黒田良祐 下奥靖
岡真也 松本彰生
大西慎太郎 武田悠 森本将太 H29.5
西尾祥史 福西成男 吉矢晋一
神頭諒 山口基 佐々木謙 H29.5
松本彰生 神原俊一郎 中山寛
吉矢晋一
松本彰生 山口基 H29.6

岡真也 松下雄彦 星野祐一 H29.6
石田一成 杜多昭彦 古田土雅都紀
柴沼均 黒田良祐 黒坂昌弘
大西慎太郎 中山寛 神頭諒 H29.6
吉矢晋一
神頭諒 佐々木謙 松本彰生 H29.6
山口基 神原俊一郎 中山寛
吉矢晋一
天井健太 大西慎太郎 岡真也 H29.10
松本彰生 下奥靖 山口基
松本彰生 村川大介 宮地伸晃 H29.11
松尾信之助 井上彰 富永修司

大西慎太郎 天井健太 岡真也 サッカー選手に生じた半月板単独損傷の検討 H29.11
松本彰生 山口基
天井健太 大西慎太郎 毛利早希 H29.11
岡真也 松本彰生 山口基

形成外科 蔡顯眞 森田未沙子 榎本格 Eポスター27　下腻・
足(外傷、その他)

53歳下肢虚血患者の左下腻開放骨折に対する
治療から学んだこと

第60回日本形成外科学会総会・学術集
会(大阪)

H29.4

神頭諒 岡田大志 高須啓之
寺師浩人
蔡顯眞 末松基生 田原真也 H29.6
松本由香 森田未沙子

蔡顯眞 岸本昌浩 森田未沙子 H29.7
大慈弥裕之
蔡顯眞 上田美怜 田中美奈 H30.2
岸本昌浩 寺師浩人
上田美怜 蔡顯眞 園田隆 H30.2
芝岡美枝 上田美怜
蔡顯眞 韓国関連 H30.2

耳鼻科 奥中美恵子 任智美 北條和歌 H29.6
阪上雅史

ポスターセッション
(PS)　乳腺-化学療
法

ポスター掲示19　薬
物療法　転移・再発
内分泌療法・その他

ER+転移性乳癌におけるbiologyに基づいた
bevacizumabとeribulinの使用法の検討

一般演題9　進行再
発1
一般演題10　進行
再発2

Clinical and radiographic outcomes of
combined high tibial osteotomy and anterior
cruciate ligament reconstruction
for anterior cruciate ligament-deficient knees
with varus osteoarthritis
Clinical Outcomes of Combined High Tibial
Osteotomy and Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction
for Anterior Cruciate Ligament-Deficient
Knees with varus Osteoarthritis

Salmonella paratyphi A による化膿性仙脹関節
炎の一例

第25回日本乳癌学会学術総会(福岡)

第23回日本形成外科手術手技学会(尼
崎)
第23回日本形成外科手術手技学会(尼
崎)

呼吸器外科

ポスター掲示14　乳
房再建

当院における乳頭乳輪再建について　-患者背
景に対応した工夫-

第18回 Kansai Interuniversity
Symposium on State-of-the-Art in
Plastic and Reconstructive Surgrey(別
府)

e-Poster  Head and
Neck  EP16
Mandible

ランチョンセミナー
10

第128回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会(神戸)
第128回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会(神戸)

乳腺内分
泌外科

第117回日本外科学会定期学術集会
(横浜)

一般演題ポスター
膝：ACL4

前十字靱帯建術後の大腻骨骨孔、骨孔出口に
おける骨孔拡大、移植腱-骨癒合の検討

一般演題＇徹底討
論したいこの一
つ！（

一般演題：口演　第
5群　言語・めまい

一般演題(口演)2
調査2

完全寛解が得られたER+局所進行多臓器転移
乳癌の一例

血管新生阻害薬を用いた局所進行転移性乳癌
に対する新治療戦略

スポーツ選手に発生した膝蓋骨疲労骨折10例
の治療成績について

一般演題5　熱傷・
難治性潰瘍

乳房インプラント患者に対し外来通院を主とし
た刺青と局所皮弁を用いた乳頭乳輪再建
肝動注リザーバー療法における合併症に対す
る当科での対応法について

80%以上の Solid part を呈した
Adenocarcinoma in situ の1例

第129回中部日本整形外科災害外科学
会・学術総会(富山)

一般演題12　症例
報告　感染3

Free Paper1：
Knee(HTO)

Kinematic analysis of Kick motion in relation to
anterior horn tear of the lateral meniscus

第12回日本小児耳鼻咽喉科学会総会
学術講演会(宇都宮)

FREE POSTER
PRESENTATIONS
BIOMECHANICS

9th Congress of World Society for
Reconstructive Microsurgery(ソウル)

一般演題1　乳房再
建1

第28回日本臨床スポーツ医学会学術集
会(東京)
第28回日本臨床スポーツ医学会学術集
会(東京)

eポスター3　膝関節
半月板　評価　術後
成績

アスリートの半月板単独損傷に対する手術加
療について

水泳選手に生じた上腕骨遠位部疲労骨折の2
例

一般演題(ポス
ター)11　メディカル
サポート1

第28回日本臨床スポーツ医学会学術集
会(東京)

兵庫県での陸上競技会における医事活動の現
状と今後の課題

第90回日本整形外科学会学術総会(仙
台)
第90回日本整形外科学会学術総会(仙
台)

一般演題(ポス
ター)7　肘・手

Reconstruction of the Mandibular Defect after
the Radical Excision for the Primary
Intraosseous Carcinoma Using
the Vascularized Free Fibula Flap

乳癌肺転移と鑑別を要した肺原発炎症性筋線
維芽細胞腫瘍の1例

一般演題ポスター：
股：THAステム

THA術前症例におけるTable Top Plane を基準
とした大腻骨前捻角の疾患特異性

一般演題47　大腻
骨近位部骨折2

大腻骨頚部前方から転子部後方にかけて縦割
れを伴う大腻骨近位部骨折の2例

一般演題3　スポー
ツ　膝　ACL

The Ｆｕｔｕｒｅ ｏｆ Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ(バ
ルセロナ)

第128回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会(神戸)

Bevacizumab+Paclitaxel→EribulinにてCRが得
られた内分泌療法抵抗性HR+頸部リンパ節転
移再発乳癌の1例

ポスター掲示26　症
例報告　ベバシズマ
ブ

一般示談18　肺癌
18

一般演題(ポス
ター)45

言語発達遅延を主訴に来院した未就学児の年
齢別検討

eポスター52　膝関
節　ACL　骨孔拡大

前十字靱帯再建術後の大腻骨骨孔、骨孔出口
における骨孔拡大、移植腱-骨融合の検討

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ 整形外
科学会(札幌)

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ 整形外
科学会(札幌)

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ 整形外
科学会(札幌)

一般口演34　膝関
節　骨切り7

当科における高位脛骨骨切り術後の深部静脈
血栓症発生頻度について

一般口演23　膝関
節　骨切り3

前十字靱帯機能不全に伴う内反変形膝に対す
るOWHTOとACL再建術の併用例の術後成績

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ 整形外
科学会(札幌)

4th Japan-Korea Knee Osteotomy
Symposium(富山)
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
皮膚科 黒川一郎 第116回日本皮膚科学会総会(仙台) H29.6

黒川一郎 H29.9

黒川一郎 納さつき 吉岡正人 H29.9
伊東忍 金澤秀子

黒川一郎 演題2　痤瘡瘢痕の最新に知見 H29.10

泌尿器科 嶋谷公宏 善本哲郎 土井裕 尿管結石嵌頓による腎破裂の1例 第236回関西地方会 H29.10
腎・透析科 深尾亘 蓮池由起子 山川朊 CKD-MBD　ポスター 第60回日本腎臓学会学術総会(仙台) H29.5

豊田和寛 守上祐樹 山本清子
木村知子 依藤壮史 水崎浩輔
中西健

麻酔科 大村昭宗 廣瀬宗孝 下出典子 循環器4 日本臨床麻酔学会第37回大会(東京) H29.11
竹峰和宏 植木隆介

病理診断科 覚野綾子 玉井正光 梶本仙子 第106回日本病理学会総会(東京) H29.4
西上隆之 奥田昌也 楠蔵人
松原昇 岸清彦 小笠原利忠
山中若樹
梶本仙子 覚野綾子 西山隆之 肝原発神経内分泌癌の1例 第106回日本病理学会総会(東京) H29.4
生田真一 田中由希奈 岸清彦
松原昇 小笠原利忠 全陽
山中若樹
覚野綾子 渥美亜紀子 狭間結衣 リンパ・血液4 形質細胞性白血病の1例 第58回日本臨床細胞学会総会(大阪) H29.5
松林謙治 檜山弘道 渥美鈴恵
林邦雄 川越道夫 圓井知江
小笠原利忠
覚野綾子 狭間結衣 澁谷昌広 H29.10
渥美亜紀子 松林謙治 檜山弘道
渥美鈴恵 梶本仙子 岸清彦
松原昇 小笠原利忠

健診 柴田信博 第117回定期学術集会(東京) H29.4
岸清彦 松原昇 柴田信博 当院人間ドック受験者の脂肪肝重症度の検討 H29.8
是枝ちづ
是枝ちづ 谷野朊子 村田美穂 第42回日本肝臓学会西部会(福岡) H29.11
津田莉那子 関寿人 岡崎和一
村田美樹 山口隆志 諏訪兼彦 第42回日本肝臓学会西部会(福岡) H29.11
吉田勝紀 津田莉那子 山科雅央
松崎恒一 是枝ちづ 西尾彰功
岡崎和一 関寿人

キャンサー 土井啓至 田ノ岡征雄 石田敏久 H29.4
一宮賢治 森寺邦康 樽谷和雄
冨士原将之 上野敬司 岸本裕允
上紺屋憲彦
河 相吉 倉光英明 岸本 悟 H29.7

臨床検査部 松林謙治 覚野綾子 狭間結衣 骨・軟部4 再発したSolitary fibrous tumor の1例 第58回日本臨床細胞学会総会(大阪) H29.5
渥美亜紀子 檜山弘道 渥美鈴恵
木村文彦 内藤子来 脇本栄子
小笠原利忠
狭間結衣 覚野綾子 渥美亜紀子 リンパ・血液3 乳腺原発悪性リンパ腫の1例 第58回日本臨床細胞学会総会(大阪) H29.5
松林謙治 檜山弘道 渥美鈴恵
岸本昌浩 中西貴士 林邦雄
小笠原忠利

放射線部 尾﨑佳弘 五月女康作 松本浩史 H29.4
加藤義明 長谷川友行 土屋洋貴
根本幸一

薬剤部 甲谷章 波多野友希 臼井麻郁子 プログラム　がん 当院におけるセヴァリン初症例の副作用の検討 近畿薬剤師合同学術大会2018(京都) H30.2
谷村紀代子 菊井利伸 林邦雄

看護部 西真由美 奥田久美子 松雪玲子 H29.5
市成小百合 窪浩子 矢吹浩子
矢吹浩子 瀧内弘江 大掛馨太 一般演題(口演) 医療サービス改善会議の効果 H29.7
大野スギエ 市成小百合 栁秀憲
山中若樹
矢吹浩子 小林つや子 瀧内弘江 第67回日本病院学会(神戸) H29.7

外来 秋吉由利子 鬼石佳代子 大野スギエ H29.10
園田隆

東４ 大倉都 武村友紀子 三岡沙也加 一般ポスター5 H29.6
狩元悠花 矢吹浩子
梶村幹信 坂本由香 富尾あずさ 患者・訪問看護師からの声を活かした退院支援 第59回全日本病院学会in石川(金沢) H29.9
中田久美子 長野倫子 山内敏美

NASH進展・発癌における Smand3 リン酸化の
検討

第50回 日本核医学会近畿地方会(大阪)

一般演題　看護2

一般口演64　人材
育成

ポスター3　「教育・
指導1」

リンクナースと取り組む手指衛生　～直接観察
法を取り入れて～

口述　画像(MRI)脳：
撮像技術

3.Radiation
Oncology 1：Head

Usability of Intraoral Stent in
Radiotherapy:Reduction of Setup Errors in
Head and Neck Cancer Patients

明和キャンサークリニックにおけるオクトレオス
キャン-CT/MRI融合像の経験

第30回日本サイコオンコロジー学会総
会(東京)
第9回日本静脈経腸栄養学会近畿支部
学術集会(京都)

栄養アセスメント情報シートの活用による情報
収集内容標準化への取り組み

第19回日本医療マネジメント学会学術
総会(仙台)

一般演題・ポスター
ポスター発表

精神症状　統合失調症のあるがん患者が外来
化学療法を継続できた1例

第6回日本感染管理ネットワーク学会・
学術集会(函館)

第58回日本人間ドック学会学術大会(さ
いたま)

第26回欧州皮膚科性病学会(ジュネー
ブ)

乳癌転移と鑑別を要した肺原発炎症性筋線維
芽細胞性腫瘍の1例

ポスター発表(一
般)69　肝3

看護師の職場満足度におけるパブリックミー
ティングの効果

血液透析患者の鉄欠乏性貧血への鉄投与によ
る線維芽細胞増殖因子23への影響：
経口投与と経静脈投与の比較

紫苓湯、ミノサイクリンの内朋が皮下瘻孔、肥
厚性瘢痕に奏功した囊腫性ざ瘡の1例

Glyceryl-octyl-ascorbic acid (GOVC),a novel
stable amphiphilic ascorbic-acid derivative
is an alternative adjuvant available cosmetic
agent for acne  vulgaris

乳房再建手術中に torsades de pointes を発生
した1症例

口演　e-Poster
Inflammatory skin
diseases

第43回日本臨床細胞学会近畿連合会
学術集会(大津)

テーマ指定演題
ROSE(Rapid on-site
evaluation)

スポンサードシンポ
ジウム2
世界に並んだ日本
のにきび治療～最
新EBMを紐解く～

Successful adjuvant alternative treatment with
Saireito (Japanese herbal medicine) for
nedulocystic acne

第73回日本放射線技術学会総会学術
大会(横浜)

拡張型ラジアルスキャンと従来型ラジアルス
キャンの動き補正機能の比較

一般演題　肝・胆・
膵・脾 ④　(口頭発
一般演題33
NAFLD/NASH3

NAFLD線維化診断のための適応基準としての
FIB4 index 核医学的検査の有用性

一般演題33
NAFLD/NASH3

ポスター発表(一
般)58　呼吸器・胸

第68回皮膚科学会中部支部学術大会
(京都)

第76回日本医学放射線学会総会(横浜)

一般演題(口演・ポ
スター)
e-Poster  Case
Report

第26回欧州皮膚科性病学会(ジュネー
ブ)

当院のRapid on-site evaluation(cytology)の運
用について



 2017年 学術発表 5/21

部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
診療情報 中川晃 H29.9

栄養課 古長真理子 菊池真孝 米田知恵子 H30.1
立川友博 川越里佳

菊池真孝 岡本亮 北村優 H30.2
岡畑暁子 矢吹浩子 相原司

一般演題(ポス
ター)09　肝胆膵疾
患に対する栄養管
理

第43回日本診療情報管理学会学術大
会(札幌)
第21回日本病態栄養学会年次学術集
会(京都)

第33回日本静脈経腸栄養学会学術集
会(横浜)

膵頭十二指腸切除術施行症例における栄養状
態と術前化学療法の影響についての検討

一般演題(ポスター
24)　母子栄養・食
物アレルギー

当院における食物経口負荷試験実施時の対象
食物・体格指数についての検討

一般演題　情報活
用　医療の質(12)

診療記録監査(質的点検)による問題点の可視
化と改善策　【11】記録整備(記載)－診療記録
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部門名 演者 区分 演題名
研修会・研究会

名
月

内科 河中正裕 H29.5

河中正裕 話題提供 H29.9

林邦雄 一般演題 H30.2

外科 別府直仁 栁秀憲 吉江秀範 H29.6
木村文彦 仲本嘉彦 山中若樹

中島隆善 相原司 生田真一 一般演題 H29.6
楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 一瀬規子 浜野郁美
別府直仁 岡本亮 仲本嘉彦
木村文彦 栁秀憲 山中若樹
覚野綾子 中沼安二
中島隆善 相原司 生田真一 症例検討会2 症例 H29.7
楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 一瀬規子 浜野郁美
仲本嘉彦 栁秀憲 山中若樹
覚野綾子 中沼安二
相原司 生田真一 北村優 H29.7
赤塚昌子 光藤傑 一瀬規子
中島隆善 別府直仁 小野朊二郎
吉江秀範 木村文彦 岸本昌浩
奥田昌也 仲本嘉彦 大掛馨太
栁秀憲 山中若樹
生田真一 相原司 栁秀憲 H29.7
木村文彦 仲本嘉彦 中島隆善
山中若樹
北村優 相原司 楠蔵人 H29.7
赤塚昌子 光藤傑 小野朊二郎
中島隆善 別府直仁 吉江秀範
仲本嘉彦 木村文彦 栁秀憲
山中若樹
中西貴士 中島隆善 生田真一 肝細胞腺腫の一例 H29.7
木村文彦 相原司 髙田恵広
興津茂行 覚野綾子 中島収
山中若樹
木村文彦 栁秀憲 岡本亮 H29.7
別府直仁 浜野郁美 仲本嘉彦
中島隆善 生田真一 相原司
吉江秀範 山中若樹
別府直仁 楠蔵人 光藤傑 H29.7
北村優 赤塚昌子 浜野郁美
中島隆善 岡本亮 仲本嘉彦
生田真一 木村文彦 相原司
冨田尚裕 栁秀憲 山中若樹
生田真一 相原司 園田隆 H29.7
中島隆善 浜野郁美 赤塚昌子
北村優 山中若樹

浜野郁美 中島隆善 鳴尾消化器疾患研究 H29.7

相原司 生田真一 浜野郁美 H29.9
中島隆善 井上太 大掛馨太
栁秀憲 山中若樹

第87回大腸癌研究会
(四日市)

術前化学療法は大腸癌肝
転移術後感染症に影響を
与えるか
Vp3肝細胞癌の門脈腫瘍
栓に持続PEITと放射線治
療を含めた集学的治療によ
り長期生存が得られた1例

大腸ESD導入による当院の
大腸低侵襲治療の適法と
方向性

ポスター　画
像診断

示説Ⅲ-3　大
腸癌に対する
低侵襲治療の
適応と方向性

第53回日本肝癌研究
会(金沢)

第53回日本肝癌研究
会(金沢)

第53回日本肝癌研究
会(金沢)

第53回日本肝癌研究
会(金沢)

第87回大腸癌研究会
(四日市)

医師からみた療養指導のト
ピックス

第17回病棟糖尿病研
修会(西宮)

時間栄養学を考慮した糖尿
病食事療法

第22回Single Topic
Seminar in 鳴尾(西宮)

第27回骨盤外科機能
温存研究会(東京)

第63回大阪肝穿刺生
検治療研究会(大阪)

第53回日本肝癌研究
会(金沢)

再発難治性の
Myeloma/Plasma cell
leukemia 治療

第7回阪神
Hematology
Conference (尼崎)

術前短期化学放射線療法
を用いた進行直腸癌、
Intershiphincteric resection
(ISR) の妥当性

全員討論会
NACRT時代
の治療効果判
定と予後因子

切除不能膵癌に対する
Ajuvant surgery の成績と
予後因子

第44回日本膵切研究
会(横浜)

一般演題1
転移・再発症
例に対する
ablation 治療
の意義

転移性肝腫瘍に対する局
所コントロールからみた
ablationの適応

第36回Microwave
Surgery 研究会(和歌
山)

肝細胞癌に対する胸腔鏡
補助下横隔膜経由肝切除
の臨床経験

血液
内科

一般演題3
肛門機能

結節性病変を伴った肝囊
胞性腫瘍の1切除例

パネルディス
カッション3
局所療法の新
たな展開

転移性肝腫瘍に対するラジ
オ波焼灼療法の展開

ポスター　そ
の他(2)

ポスター　局
所療法(2)

口演Ⅲ-1　大
腸癌に対する
低侵襲治療の
適応と方向性

術前化学放射線療法施
行、進行下部直腸癌、転移
陽性間膜内リンパ節の
病理学的治療効果予測　-
低侵襲手術導入への試み-
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部門名 演者 区分 演題名
研修会・研究会

名
月

外科 北村優 仲本嘉彦 楠蔵人 H29.9
光藤傑 赤塚昌子 一瀬規子
浜野郁美 中島隆善 岡本亮
奥田　昌也 生田真一 木村文彦
相原司 栁秀憲 山中若樹
浜野郁美 生田真一 H29.9

赤塚昌子 一般演題 H29.10

生田真一 園田隆 相原司 H29.10
仲本嘉彦 中島隆善 浜野郁美
赤塚昌子 北村優 光藤傑
覚野綾子 山中若樹

生田真一 相原司 園田隆 H29.10
中島隆善 濱野郁美 仲本嘉彦
赤塚昌子 北村優 光藤傑
山中若樹

栁秀憲 基調講演 H29.11

仲本嘉彦 教育講演 H29.12

浜野郁美 中島隆善 H30.2

中島隆善 相原司 北村優 SectionⅡ H30.3
赤塚昌子 光藤傑 一瀬規子
浜野郁美 岡本亮 生田真一
木村文彦 岸本昌浩 奥田昌也
仲本嘉彦 大掛馨太 栁秀憲
山中若樹
中島隆善 赤塚昌子 相原司 一般演題 H30.3
生田真一 楠蔵人 北村優
光藤傑 一瀬規子 浜野郁美
岡本亮 仲本嘉彦 木村文彦
栁秀憲 山中若樹 覚野綾子
一瀬規子 仲本嘉彦 楠蔵人 一般演題 H30.3
北村優 赤塚昌子 光藤傑
浜野郁美 中島隆善 岡本亮
生田真一 木村文彦 相原司
栁秀憲 山中若樹

H30.3

呼吸
器外
科

奥田昌也 非小細胞肺癌のサルベー
ジ手術

第25回Single Topic
Seminar in 鳴尾(西宮)

H30.2

岸本昌浩 施設発表 H29.7

岸本昌浩 一般演題 H30.3

術前TS-1内朋によりｐCR
が得られた肝門部胆管癌
の1例

Evaluation of
radiofrequency ablation
therapy for liver
metastases in patients with
gastric cancer

完全寛解が得られた骨転
移症例の検討

第1回転移再発乳癌完
全寛解症例検討会
(ABCCR検討会)(西宮)

若手外科医からみた腹腔
鏡下胃切除術の問題点

第25回兵庫腹腔鏡外
科勉強会

乳腺
内分
泌外
科

潰瘍形成性局所進行乳癌
の出血・浸出液・異臭への
対処法

第48回兵庫乳腺疾患
研究会プログラム(神
戸)

Ikumi
hamano

Tukasa
Aihara

Shinichi
ikuta

Takayosi
Nakajima

Kurando
Kusunoki

大腸癌肝転移に対する局
所焼灼療法

第46回近畿肝臓外科
研究会(大阪)
第20回関西肝癌局所
療法研究会(大阪)

TAIHO Colorectal
Cancer Meeting in
Hanshin 2017 (西宮)

第110回大阪胆道疾患
研究会＇大阪（

Suguru
Mitufuji

Masako
Akatuka

Noriko
Ichise
Fumihio
Kimura

Yoshihiko
Nakamoto

Ryo
Okamoto
Hidenori
Yanagi

Naoki
Yamanaka

第66回近畿膵疾患談
話会(大阪)

胃領域疾患における内視
鏡外科手術

非B非C肝細胞癌切除例の
検討

主題演題Ⅱ
Convesion
surgery の現
況と問題点

切除不能膵癌に対する
Adjuvant surgery の意義と
適応について

当院での局所進行直腸癌
に対する Ta TME

第25回兵庫県腹腔鏡
外科勉強会(神戸)

Yu Kitamura

要望演題2-2
術前治療後ど
のような症例
に外科的切除
が有効か？

初診時切除不能膵癌に対
する Adjuvant surgery の至
適適応

第12回膵癌術前治療
研究会(広島)

第90回日本胃癌学会
＇横浜（

Gastric Cancer
Symposium in
Amagasaki (西宮)

肝内胆管がん遠隔再発を
切除し、無再発生存中の2
例

第20回阪神肝胆膵疾
患研究会(西宮)

限局性結節性過形成と鑑
別を要した肝内胆管癌の一
例

第200回近畿外科学会
＇京都（

Disease Control における
治療戦略
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部門名 演者 区分 演題名
研修会・研究会

名
月

大西慎太郎 山口基 松本彰生 H29.9
岡真也 天井健太 下奥靖
有田親史

産婦
人科

森　龍雄 骨盤臓器脱について 第21回西宮　芦屋産
婦人科研修会(西宮（

H29.6

森田未沙子 蔡顯眞 榎本格 一般演題 H29.5
田中美奈

蔡顯眞 H29.8

蔡顯眞 佐伯和彦 寺師浩人 H29.11

松宮由香 末松基生 中澤光博 一般演題 H29.9

多田晋也 一般演題 H29.10

山本汐里 末松基生 一般演題 H29.10

渡部舞子 H29.4

土井啓至 春井章吾 中島浩樹 H29.5
安藤新 上野敬司 冨士原将之
中島隆善 生田真一 相原司
山中若樹

河 相吉 倉光英明 岸本 悟 H29.8

河 相吉 倉光英明 岸本 悟 H30.2

西真由美 滝内弘江 奥田久美子 H29.12
窪浩子 岸清彦 生田真一

中４ 窪浩子 H29.5

東２ 川野実佳 前田千代 松田愛子 第10セッション　看護7 H29.8
居関智香 村井美鈴 平井桜子
辻本愛梨 柳多恵子
市成小百合 柳多恵子 小林つや子 H30.3
矢吹浩子
西田奈美 H29.5

西田奈美 遺族ケアの実践 H29.5

Poster2
Liver,Gynecol
ogy and
Genitourinary
System,Physi
cs

巨大な右側頬部静脈奇形
の経過報告

Clinical implications of a
novel iron-con5qining
fiducial marker in
radiotherapy for liver
tumors:
A report of intaial

第8回ケア学習会＇茨
木)

FDG-PET、オクトレオス
キャンで興味ある所見を見
た肺カルチノイド切除の１例

規約リンパ節改定がFDG-
PETの食道癌病期診断に
影響した１例

第128回 核医学症例
検討会

当院の中心動脈カテーテル
管理の現状

第6回血管内留置カ
テーテル管理研究会
(吹田)

第5回日本台湾放射線
腫瘍学シンポジウム
(神戸)

地域包括ケアシステムにお
ける訪問看護の役割

健康寿命延伸を目指し
た地域連携セミナー
(西宮)

第5回ＰＮＳ研究会(福
井)

健康寿命延伸を目指し
た地域連携セミナー
(西宮)
兵庫県全日本病院協
会 第13回研究発表会
(神戸)

第44回兵庫県形成外
科医会研究会(神戸)

第14回口腔外科栄養
フォーラム(大阪)

平成29年度 関西歯科
口腔外科談話会定例
会(西宮)
平成29年度 関西歯科
口腔外科談話会定例
会(西宮)

第23回救急整形外傷
シンポジウム(沖縄)

第43回阪神勤務医耳
鼻咽喉科講習会(尼崎)

当院における地域包括ケア
病棟の現状と課題

大腻骨外顆の離断性骨軟
骨炎に対して自家骨移植を
併用した培養軟骨移植術
行い、術後１年で移植軟骨
片が遊離した１例

The 17th KISS in
PRS(大阪)

形成外科女医との接し方
-私の主観から-

整形
外科

第54回兵庫県膝関節
研究会(神戸)

形成
外科

当科において術後便失禁
管理システム(フレキシシー
ル®)を使用した3例

明和病院　こども　きこえ・
ことばセンターの現状

軟部組織再建
-4

重症 ARONJ の一例・当科
における ARONJ 症例の検
討

第127回 核医学症例
検討会

キャ
ン
サー

訪問
看護

全部署がPNS定着に成功し
た要因

一般口演4群

感染
防止

看護師と助手の協働による
業務効率の改善

耳鼻
科

歯科
口腔

交通事故による挫滅開放
骨折後に骨髄炎を伴う右脛
骨難治性潰瘍治療経験
-抗生剤含有骨セメントと足
交叉皮弁を用いて-

頸部郭清後に発症した乳
糜胸の2例に対する栄養管
理の検討
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部門名 演者 区分 演題名
研修会・研究会

名
月

臨床 大掛馨太 相原司 生田真一 H29.9
脇英彦 松林謙治 覚野綾子
中島隆善 山中若樹

岩本周士 中川ふみよ 砂原正和 H30.3
有田親史

VIVA RF System ラジオ波
焼灼療法の通電プロトコー
ルが通電時間と凝固領域
に与える影響-Cool-tip  RF
Systemとの比較-

がん患者における自宅退
院に影響する要因の検討

第7回日本がんリハビ
リテーション研究会(神
戸)

第36回Microwave
Surgery 研究会(和歌
山)

一般演題(ポ
スター)9　退
院支援

主題2
ablation困難
領域に対する
創意工夫

リハ
ビリ
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部門名 演者 演題名 学会名 月
内科 河中正裕 時間栄養学を考慮した糖尿病食事療法 第三回糖尿病療養指導の会(西宮) H29.6

川添智太郎 EAファーマ㈱　社内勉強会(芦屋) H29.6

岸清彦 西宮市薬剤師会(西宮) H29.6

澤﨑美幸 胃がんについて 第109回ランチョンセミナー(西宮) H29.8

園田隆 膵癌化学療法 2017 NSCLC 全国講演会 in Tokyo(東京) H29.9

河中正裕 明和病院糖尿病の治療実績 ノボ ノルディスク ファーマ㈱ 外部講義研修(神戸) H29.12

河中正裕 糖尿病治療における現状 小野薬品工業㈱ 糖尿病に関する社内研修会(尼崎) H30.1

河中正裕 医師からみた療養指導のトピックス 第20回病棟糖尿病研修会(西宮) H30.2

河中正裕 協和発酵キリン㈱阪神営業所　社員研修会(尼崎) H30.3

河中正裕 第9回明和病院糖尿病教室(西宮) H30.3

岸清彦 第25回PB-Club(西宮) H30.3

血液内科 林邦雄 第108回ランチョンセミナー(西宮) H29.7

呼吸器内
科

坂東憲司 呼吸器疾患における病診連携の重要性 呼吸器疾患病診連携の会 H29.6

循環器内
科

中尾伸二 動脈硬化について 第7回明和病院糖尿病教室(西宮) H29.9

髙屋豊 高血圧と漢方 H29.4

髙屋豊 糖尿病と漢方 H29.5

髙屋豊 協和発酵キリン㈱阪神営業所　社員研修会(尼崎) H29.6

髙屋豊 慢性腎不全と漢方 H29.6

髙屋豊 大塚製薬㈱　神戸支店　社内招聘勉強会(神戸) H29.6

髙屋豊 総合診療科による糖尿病治療 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾊｲﾑ㈱社内研修会(西宮) H29.7

髙屋豊 熱中症、クーラー病と漢方 H29.7

髙屋豊 夏バテと漢方 H29.8

髙屋豊 通常のリポ蛋白では語れない脂質代謝異常 バイエル薬品㈱ 阪神営業所 社内勉強会(西宮) H29.12

髙屋豊 漢方とQ＆A H30.3

外科 仲本嘉彦 内視鏡外科手術について ランチョンセミナー(西宮) H29.4

浜野郁美 前橋臨床研修会＇群馬（ H29.5

山中若樹 平成29年度　武庫市民大学教養講座(西宮市) H29.6

木村文彦 大腸癌化学療法の治療戦略について 大鵬薬品工業㈱　社内研修会(神戸) H29.6

仲本嘉彦 内視鏡外科手術 第20回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H29.7

山中若樹 ベネッセの「地域医療セミナー」(西宮) H29.7

栁秀憲 サイラムザ®消化器癌学術講演会(福岡) H29.9

仲本嘉彦 消化管疾患に対する内視鏡外科手術 第23回阪神異科セミナー＇西宮（ H29.9

山中若樹 島根大学医学部総合医療学セミナー(大田) H29.10

仲本嘉彦 最新の大腸癌化学療法について 大鵬薬品工業㈱ 神戸支店 社内研修会(神戸) H29.12

仲本嘉彦 腹腔鏡下消化管手術の技術向上のために H30.2

栁秀憲 便秘薬についての知識向上 EAファーマ㈱ 社内研修会(神戸) H30.3

木村文彦 大鵬薬品工業㈱ 神戸支店 社内研修会(神戸) H30.3

岸本昌浩 SessionⅡ　総合カンファレンス　模擬画像診断 第4回Aduanced Breast Conference (大阪) H29.8

岸本昌浩 構築の乱れ① H29.8

岸本昌浩 HALAVEN Clinical conference seminar (長岡) H29.9

岸本昌浩 乳がんサブタイプと治療についての深い～話し KBCOG主催　第3回兵庫乳がんの輪(神戸) H29.9

岸本昌浩 その他の所見1 H29.9

岸本昌浩 Kagoshima Breast cancer Seminar (鹿児島) H30.1

乳腺内分
泌外科

総合診療
科

第15回兵庫県マンモグラフィ講習会(医師・読影部門)(神
戸)

新規薬剤がもたらす血液病治療のリノベーションにつ
いて

消化器外科医10年目～導いてくれた恩師たちの言葉
～

NHK文化ｾﾝﾀｰ　西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ教室　医師に聞く くらしと
漢方(西宮)
NHK文化ｾﾝﾀｰ　西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ教室　医師に聞く くらしと
漢方(西宮)

NHK文化ｾﾝﾀｰ　西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ教室　医師に聞く くらしと
漢方(西宮)

NHK文化ｾﾝﾀｰ　西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ教室　医師に聞く くらしと
漢方(西宮)

NHK文化ｾﾝﾀｰ　西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ教室　医師に聞く くらしと
漢方(西宮)

第4回 Hyogo Endoscopic Surgery Step Up Seminar (川
崎)

NHK文化ｾﾝﾀｰ　西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ教室　医師に聞く くらしと
漢方(西宮)

(健康づくり)高齢者のかかりやすい病気と高齢期を乗
り切るための覚悟

HER2陰性転移再発乳癌に対する臨床的完全寛解を
目指す意義と方法-Eribuliの果たす役割-

転移・再発乳癌の克朋を目指した新治療戦略　-特に
Luminal type において-

切除を軸とした肝癌集学的治療-工夫と挑戦-
35years experience

第15回兵庫県マンモグラフィ講習会(医師・読影部門)事
前講習会(神戸)
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部門名 演者 演題名 学会名 月
呼吸器外科 奥田昌也 第57回兵庫呼吸器外科研究会(神戸) H29.9

奥田昌也 転移性肺腫瘍の外科療法 第4回阪神エリア大腸癌治療カンファレンス(尼崎) H30.2

奥田昌也 肺癌と呼吸器外科 西宮市内科医会学術講演会(西宮) H30.3

皮膚科 黒川一郎 ざそう治療薬におけるポジショニング 第146回横浜市皮膚科医会例会(横浜（ H29.4

黒川一郎 ざ瘡と創傷 科研製薬株式会社 大阪支店 社外講師勉強会(神戸) H29.4

黒川一郎 にきび治療-update ざ瘡患者指導勉強会in神戸(神戸) H29.4

黒川一郎 痤瘡治療薬の適正使用について 第3回痤瘡治療薬CONSENSUS MEETING (神戸) H29.4

黒川一郎 デュアックによる急性炎症期のざ瘡治療戦略 第33回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会(神戸) H29.4

黒川一郎 漢方薬による囊腫性ざ瘡の治療 第34回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会(神戸) H29.4

黒川一郎 明和病院における乾癬の治療戦略 鳥居薬品㈱神戸支店　社外講師研修会(西宮) H29.6

黒川一郎 爪白癬の治療 H29.6

黒川一郎 尋常性ざ瘡の治療ーより美しい肌を目指して 第118回日本皮膚科学会静岡地方会(静岡) H29.6

黒川一郎 にきびと爪白癬 阪神地区皮膚疾患を語る会(神戸) H29.6

黒川一郎 痤瘡瘢痕に対する最新の治療法 第35回日本美容皮膚科学会総会・学術大会(大阪) H29.7

黒川一郎 乾癬の治療 セルジーン㈱社内勉強会(神戸) H29.7

黒川一郎 ざ瘡に対する治療 ～十味敗毒湯・紫苓湯～ クラシエ薬品㈱関西第二医薬支店　社内講演会(大阪) H29.7

黒川一郎 乾癬治療の病態と治療 ～最新治療薬の効果～ 協和発酵キリン㈱阪神営業所　社員研修会(尼崎) H29.8

黒川一郎 にきび治療と皮膚関連疾患について 鳥居薬品㈱　社内講師研修(神戸) H29.9

黒川一郎 ざ瘡・最近感染症 2017年度 医学科4年生 講義(三重大学) H29.9

黒川一郎 にきびの病態、治療と皮膚疾患の治療 -update H29.11

黒川一郎 にきびにおける耐性菌の現状とその対策 ざ瘡患者指導勉強会 in 広島 (広島) H29.11

黒川一郎 集学的治療 -たかがニキビ、されどニキビ- 第3回 さいたま ざ瘡・酒皶研究会(さいたま) H29.12

黒川一郎 抗ヒスタミン剤を必要とする皮膚疾患の治療 大鵬薬品工業㈱ 神戸支店 社内研修会(神戸) H29.12

黒川一郎 マルホ㈱ 社内研修会(神戸) H30.2

黒川一郎 難治性ざ瘡の治療　-漢方薬を用いた治療- クラシエ皮膚科臨床漢方セミナー(神戸) H30.3

耳鼻科 奥中美恵子 乳幼児難聴の検査と取扱 第31回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会(神戸) H29.11

末松基生 歯科開業医に必要な薬の基礎知識 H29.5

末松基生 医科歯科連携に必要な薬の知識 兵庫県保険医協会　歯科定例研究会(神戸) H29.6

末松基生 くすりがわかれば全身が見える 29年度丹波市歯科医師会学術講演会(丹波) H29.9

末松基生 くすり・検査値がわかれば全身が見える 京都府歯科保険医協会主催 学術講演会(京都) H29.10

末松基生 阪神異科セミナー H30.2

眼科 田中久子 緑内障について 第106回ランチョンセミナー(西宮) H29.5

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.10

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.11

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.11

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.11

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.11

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.12

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.12

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H29.12

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H30.1

梅崎麻子 国家試験対策 大阪医専　視能療法学科講義(大阪) H30.1

梅崎麻子 視能障害 日本視能訓練士協会 基礎教育プログラムⅢ(大阪) H30.2

腎・透析科 豊田和寛 糖尿病性腎症について 第6回明和病院　糖尿病教室(西宮) H29.6

泌尿器科 善本哲郎 尿失禁について 第107回ランチョンセミナー(西宮) H29.6

麻酔科 竹峰和宏 最近の麻酔についての見地について 第111回イブニングセミナー(西宮) H29.10

放射線科 髙田恵広 IVRについて 第112回ランチョンセミナー(西宮) H29.11

健診科 是枝ちづ ほっておけない脂肪肝/ＮＡＳＨについて 第116回ランチョンセミナー Ｈ30.3

キャンサー H29.11

河 相吉 平成29年度近畿地域診療放射線技師会 H30.2

河相吉 FDG-PET検査の保険適応と日常診療 王子クリニカルカンファレンス(講演会)(新居浜) H30.2

歯科口腔
外科

目からウロコの口腔粘膜疾患・誤解迷信とエビデンス

明和病院の乾癬症例と痒みをともなう皮膚疾患につ
いて

菱川良夫 中日前列腺癌质子治疗学术研讨会(日中前列腺癌陽子
治療学術検討会)(北京)

佐藤製薬㈱ ㈱メディセオ尼崎ビルMS対象社内勉強会
(尼崎)

がん専門クリニックにおけるPET/SPECT検査推進の
取り組み

ソマトスタチン受容体シンチが有用であったカルチノイ
ドの1例

京都薬科大学　微生物・感染制御学分野 研究室ｾﾐﾅｰ講
演会(京都)

大阪府歯科保健医協会 学術講演会(日本歯科医師会認
定生涯研修講座(大阪)

前列腺癌质子治疗学术报告(前立腺癌陽子治療学術
報告)
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部門名 演者 演題名 学会名 月
薬剤部 菊井利伸 臨床導入学習Ⅰ 大阪医科薬科大学　臨床導入学習１(高槻) H29.4

菊井利伸 臨床導入学習Ⅰ 大阪医科薬科大学　臨床導入学習１(高槻) H29.5

菊井利伸 臨床導入学習Ⅰ 大阪医科薬科大学　臨床導入学習１(高槻) H29.6

菊井利伸 臨床導入学習Ⅰ 大阪医科薬科大学　臨床導入学習１(高槻) H29.6

菊井利伸 実臨床におけるPPIの知識向上 EAファーマ㈱ MR実践研究会(芦屋) H29.11

医療安全 滝内弘江 看護力アップセミナー(姫路) H29.11

看護部 森知佐子 H29.6

森知佐子 第39回関西ストーマケア講習会(尼崎) H29.11

瀧内弘江 医療安全とリスクマネジメント H29.11

森知佐子 日本オストミー協会　ストーマ相談室(尼崎) H29.12

東３ 末武千香 平成29年度 下部尿路機能障害ケア研修(神戸) H30.3

東４ 太田さつき 第三回糖尿病療養指導の会(西宮) H29.6

ICU 竹末陽子 日本オストミー協会　平成29年度　ストーマ相談室(尼崎) H29.4

竹末陽子 アルケア㈱　ストーマケアセミナー(尼崎) H29.10

訪問看護 中島淳美 認知症ケアの実践 第36回在宅医療研究会(神戸) H29.11

中島淳美 介護保険と認知症の話 医療講座(南甲子園公民館)(西宮) H30.1

山形まゆ美 介護保険と認知症の話 医療講座(南甲子園公民館)(西宮) H30.1

中島淳美 認知症の基礎知識 H30.3

中島淳美 鳴尾東公民館医療講座(西宮) H30.3

栄養科 菊池真孝 臨床栄養学Ⅳ 神戸学院大学講義「臨床栄養学Ⅳ」(神戸) H29.6

菊池真孝 臨床栄養学Ⅳ 神戸学院大学講義「臨床栄養学Ⅳ」(神戸) H29.6
臨床検査部 井上太 H30.3

事務部 三宅典子 糖尿病と運動療法 第33回秋桜の会(西宮) H29.6

三宅典子 糖尿病患者の変化に対応した運動療法 第24回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H29.12

甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 ゲストスピー
カー(神戸)

西宮市社会福祉協議会 認知症サポーター養成講座(西
宮)

2017年度　阪神南支部研修　No.301褥瘡予防のケア管
理(西宮)

これからはじめる　心血管エコーライブハンズオンセッショ
ン2018

ストーマケア、創傷管理、失禁などの基礎知識につい
ての講義と演習

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～

1型糖尿病患者と病棟勤務看護師との両立。リブレの
使用経験もまじえて

①看護業務と事故発生要因　②「診療に関わる周辺
業務」の医療安全
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部門名 座長・司会 担　当 学会名 月
内科 早川勇二 症例報告 第11回阪神消化器・肝臓フォーラム(HGHF)(尼崎) H29.4

河中正裕 第17回病棟糖尿病研修会(西宮) H29.5

岸清彦 健康寿命延伸を目指した地域連携セミナー(西宮) H29.5

早川勇二 健康寿命延伸を目指した地域連携セミナー(西宮) H29.5

河中正裕 第三回糖尿病療養指導の会(西宮) 第三回糖尿病療養指導の会(西宮) H29.6

河中正裕 第6回明和病院　糖尿病教室(西宮) H29.6

岸清彦 特別講演Ⅰ 第15回阪神消化管フォーラム(西宮) H29.6

河中正裕 第7回明和病院糖尿病教室(西宮) H29.9

河中正裕 特別講演 第22回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H29.9

岸清彦 一般演題 第35回東阪神院内感染症研究会(尼崎) H29.11

園田隆 陽子線治療説明会(西宮) H29.12

河中正裕 H29.12

河中正裕 第24回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H29.12

岸清彦 不眠診療セミナー(西宮) H30.1

岸清彦 ここまで診て欲しい、専門医が望む膵臓の抽出法 H30.3

呼吸器内科 大塚晶子 講演２ 呼吸器疾患病診連携の会 H29.6

大塚晶子 第23回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H29.11

外科 山中若樹 西宮市医師会外科医会講演会(西宮) H29.4

山中若樹 Oral 38  Liver 18 H29.6

栁秀憲 特別講演 第20回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H29.7

栁秀憲 第87回大腸癌研究会(四日市) H29.7

山中若樹 第36回Microwave Surgery 研究会(和歌山) H29.9

相原司 一般演題5　ablation治療の合併症 第36回Microwave Surgery 研究会(和歌山) H29.9

山中若樹 特別講演 第23回阪神異科セミナー(西宮) H29.9

山中若樹 一般演題1 第12回肝癌治療ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研究会(大阪) H29.9

栁秀憲 機動力のある外来化学療法 H29.10

木村文彦 Disease Control 症例について考える H29.11

栁秀憲 これで実現！安全なCVポート留置 H29.11

生田真一 一般口演2　手術手技・ドレナージ4 第30回日本外科感染症学会総会学術集会＇東京（H29.11

山中若樹 陽子線治療説明会(西宮) H29.12

栁秀憲 示説11-14　大腸癌の占居部位による差異のすべて 第88回大腸癌研究会(東京) H30.1

山中若樹 特別講演 第25回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H30.2

山中若樹 教育講演 第24回阪神異科セミナー(大阪) H30.2

山中若樹 特別講演 第26回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H30.2

仲本嘉彦 第26回兵庫腹腔鏡外科勉強会(神戸) H30.3

岸本昌浩 施設発表 第48回兵庫乳腺疾患研究会プログラム(神戸) H29.7

岸本昌浩 第4回Aduanced Breast Conference (大阪) H29.8

岸本昌浩 特別講演 KBCOG主催　第3回兵庫乳がんの輪(神戸) H29.9

岸本昌浩 第1回転移再発乳癌完全寛解症例検討会(西宮) H30.3

呼吸器外科 大塚晶子 特別講演 第23回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H29.11

整形外科 山口基 eポスター83　膝関節　ACL　画像2 H29.6

皮膚科 黒川一郎 エピデュオ®ゲルの安全性　局所刺激対策 EPIDUO Conference(東京) H29.4

黒川一郎 尋常性痤瘡治療の最新情報 第116回日本皮膚科学会総会(仙台) H29.6

黒川一郎 Ⅱ教育講演 第117回兵庫県皮膚科医会学術講演会(神戸) H29.9

黒川一郎 ざ瘡　疫学と病態 第1回ATACフォーラム(東京) H29.9

黒川一郎 第68回皮膚科学会中部支部学術大会(京都) H29.10

黒川一郎 SessionⅡ H29.11

黒川一郎 1年間の使用経験に基づくエピデュオゲルの役割 Acne Treatment Symposium (東京) H30.1

座談会 「2型糖尿病の治療戦略」-早期介入/治
療強化の意義-(東京)

第6回アジア太平洋肝胆膵学会・第29回日本肝胆
膵外科学会学術集会(横浜)

TAIHO Colorectal Cancer Meeting in Hanshin
2017 (西宮)

第79回日本臨床外科学会総会 日本コヴィディエ
ン共催セミナー(東京)

阪神肝胆膵エコーハンズオンセミナー2018(西宮
市)

兵庫県保険医協会 第26回日常診療経験交流会
(神戸)

阪神ｱﾚﾙｷﾞｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ～ﾋﾞﾗﾉｱ錠発売一周年記
念講演会～ (宝塚)

乳腺内分泌
外科

示説I-4　Colitis associated cancer；予防・診断・治療の
現況と新たな展開

ランチョンセミナー5にきび治療をささえるスキンケア　－
Dremo-cosmeticsの可能性-

一般演題
特別講演

第9回日本関節鏡・膝・スポーツ 整形外科学会
(札幌)

SessionⅠ　診断フローに関する講演/パネルディスカッ
ション

主題1-1　鏡視下肝切除におけるエネルギーデバイスの
選択①
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部門名 座長・司会 担　当 学会名 月
耳鼻科 奥中美恵子 第43回阪神勤務医耳鼻咽喉科講習会(尼崎) H29.4
歯科口腔外科 末松基生 一般演題 H29.10

キャンサー 河 相吉 JCRランチョンセミナー H29.7

病理診断科 覚野綾子 リンパ・血液1 第58回日本臨床細胞学会総会(大阪) H29.5

覚野綾子 一般演題・示説　呼吸器・縦隔12 第56回日本臨床細胞学会秋期大会(福岡) H29.11

覚野綾子 子宮頸部腺系病変の細胞診 平成29年度 兵庫県臨床細胞研修会(神戸) H30.1

看護部 矢吹浩子 一般口演5　NST H29.6

矢吹浩子 第21回日本病態栄養学会年次学術集会(京都) H30.1

矢吹浩子 シンポジウム08　運動療法と栄養療法 第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会(横浜) H30.2

訪問看護 山形まゆみ 第8回阪神南圏域 地域医療連携セミナー(尼崎) H30.2病院から住まいへ：地域で安心した暮らしを支えるため
に、これから求められるケアマネージャーの役割

ランチョンセミナー１●CTで見落としやすい悪性所見の
事例紹介 〜後出しジャンケンであるPETを通して学ぶ
〜

平成29年度 関西歯科口腔外科談話会定例会(西
宮)

第9回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会
(京都)

シンポジウム12　栄養療法に看護師の専門性と他職種
との協調
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ
内科 河中正裕 Medical View Point

Vol.38  NO.8  2017年8月10日　(9)

谷田 憲俊 明和医学誌

4：30-35,2017

吉岡 大祐 中尾　伸二 櫻井　登志彦 十二指腸潰瘍を伴った腎梗塞の一例 明和医学誌

東　昇平 岸　清彦 早川　勇二 4：36-37,2017

腫瘍内科 澤﨑 美幸 園田 隆 覚野　綾子 明和医学誌

小野　朊二郎 鍔本　浩志 4：38-42,2017

外科 生田真一 相原司 中島隆善 Austin Journal of Surgery

山中若樹 Volume 4 Issue 2 2017 p1～ｐ4

竹中雄也 別府直仁 栁秀憲 日本大腸肛門病学会雑誌

小野朊二郎 友松宗史 吉江秀範

木村文彦 覚野綾子 西上隆之

木村文彦 楠蔵人 吉江秀範 兵庫県医師会医学雑誌

別府直仁 小野朊二郎 中島隆善

赤塚昌子 北村優 一瀬規子

光藤傑 生田真一 奥田昌也

相原司 栁秀憲 山中若樹

赤塚昌子 中島隆善 生田真一 症例報告　膵癌S状結腸転移の1例 日本消化器外科学会雑誌

竹中雄也 相原司 栁秀憲 2017.50(6) p492～p498

覚野綾子 山中若樹

竹中雄也 別府直仁 栁秀憲 日本大腸肛門病学会雑誌

小野朊二郎 友松宗史 吉江秀範 2017年5月 Vol.70 No.5 別刷

木村文彦 覚野綾子 西上隆之

山中若樹 健康寿命を延ばすその秘けつとは リビング阪神中央

2017年7月8日　3

仲本 嘉彦 楠　蔵人 赤塚 昌子 明和医学誌

北村　優 光藤 傑 加藤　透 4：43-45,2017

浜野　郁美 中島隆善 別府直仁

岡本　亮 生田　真一 奥田  昌也

木村　文彦 相原　司 栁　秀憲

山中　若樹

赤塚昌子 中島隆善 生田真一 日本消化器外科学会雑誌

楠蔵人 北村優 光藤傑 2018.51(3)  p196～p205

岡本亮 相原司 栁秀憲

覚野綾子 山中若樹

Y. Nakamoto R.Mikami T.Aihara Surg Endosc

H.Yanagi N.Yamanaka 31(S1-S59): S17, 2017

浜野郁美 松本祐介 橋本将志 日本消化器外科学会雑誌

森川達也 下島礼子 遠藤芳克 50(8):639-645

信久徹治 渡邊貴紀 甲斐恭平

佐藤四三

岸本昌浩 INNER VISION 

2017年11月　第32号　p48～p51

岸本 昌浩 明和医学誌

4：46-50,2017

呼吸器外科 Okuda M Go T Yokomise H Gen Thorac Cardiovasc Surg.

2017 Dec;65(12):679-685.

奥田 昌也 明和医学誌

4：51-54,2017

整形外科 神頭諒 佐々木謙 松本彰生

山口基 青山直樹 寺井彰三郎

吉矢晋一 Vol.42 No.2 2017 p428～p429

神頭諒 山口基 佐々木謙

松本彰生 神原俊一郎 中山寛

吉矢晋一 Vol.42  2017 p531～p537

第70巻5号　2017年5月　ｐ325～ｐ
329

症例報告　肝内胆管癌術後2度の肝外
再発を切除し長期生存がえられている
1例

アメリカンフットボール選手に生じた環
椎前弓骨折の2例

ソマトスタチン受容体シンチグラフィが
有効であった右中葉肺癌カルチノイド
の１例

第69回兵庫県医師会医学会　会員研
究発表抄録一般演題発表　魚骨穿通
を契機に発見されたS状結腸がんの一
例

腹腔鏡下幽門側胃切除により改善し
た非肝硬変性門脈大循環シャントによ
る肝性脳症の1例

腹腔鏡下右半結腸切除術における
Medial-to-Cranial approach

The Evolution of DR Systems 2017
Ⅲ　臨床報告：Digital Radiography を
極める　3.「MAMMOMAT　Inspiration」
でのトモシンセシスの有用性

第59巻　第2号　2017年3月31日発
行 p38～p39

JOSKAS　日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会雑誌

JOSKAS　日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会雑誌

乳腺内分泌
外科

発表者

Resection and/or Thermal Ablation for
Recurrent Biliary Tract Cancer

症例報告Ⅶ　再発を繰り返したTail gut
cyst から発生した腺癌の1例

成功する地域連携とは？インスリン離
脱をかのにするチーム医療

再発を繰り返したTail gut cyst から発
生した腺癌の1例

患者のプライバシー保護と医療情報の
活用について

イトリゾール併用術前化学療法が著効
した進行胃癌の2例

完全寛解が得られたER+局所進行多
発転移性乳癌の一例

Our Procedures and Results of Roux-
en-Y Reconstruction After
Laparoscopic Distal Gastrectomy

Risk factor of bronchopleural fistula
after general thoracic surgery: review
article. doi: 10.1007/s11748-017-0846-1.

Epub 2017 Oct 12.

2重束前十字靱帯再建術後の大腻骨
骨孔、骨孔出口における移植腱-骨癒
合と骨孔拡大の検討
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ発表者
整形外科 神頭諒 中山寛 吉矢晋一 中部日本整形外科・災害外科学

会雑誌山口基

Kambara S Nakayama H Yamaguchi M J Orthop Sci

Matsumoto A Sasaki K Kashiwa K 22(3):481-487.2017

Iseki T Yoshiya S

中山寛 神頭諒 神原俊一郎

黒坂健二 大西慎太郎 吉矢晋一

山口基

10(2017) 4～7.2017

松本彰生 山口基 佐々木謙

神頭諒

12(2018)17-21

皮膚科 黒川一郎 大磯直毅 川田暁 THE JOURNAL OF
DERMATOLOGY

黒川一郎 美容皮膚科ガイドブック

p147～p154

黒川一郎 美容皮膚科ガイドブック

p155～p162

黒川一郎 7スキンケア　7-4ニキビ用化粧品 美容皮膚科ガイドブック

p201～p205

林　伸和 赤松 浩彦 岩月 啓氏 尋常性痤瘡治療ガイドライン2017 日本皮膚科学会雑誌

大森 遼子 上中 智香子 黒川 一郎

幸野 健 小林 美和 谷岡 未樹

古川 福実 古村 南夫 山崎 修

山崎 研志 山本 有紀 宮地 良樹

川島 眞

黒川一郎

Shinichi Watanabe Takamitsu Ohnishi Akira Yuasa

Hiroshi Kiyota Satoshi Iwata Mitsuo Kaku

Akira Watanabe Junko Sato Hideaki Hanaki 23: 503～511, 2017

Motomu Manabe Tamio Suzuki Fujio Otsuka

Michiko Aihara Ken Iozumi Takeshi Tamaki

Yuichi Funada Mikio Shinozaki Motoko Kobayashi

Masaru Okuda Go Kikyo Kumi Kikuchi

Yoshitane Okuda Masanori TakeshimaOsamu Kaneko

Natsuki Ogawa Rie Ito Ryuhei Okuyama

Shinji Shimada Tadamichi ShimazuNaohito Hatta

Maeda Manabu Kiyohiro Tsutsui Toshihiro Tanaka

Yoshiki Miyachi Hideo Asada Fukumi Furukawa

Ichiro Kurokawa Keiji Iwatsuki Michihiro Hide

Masahiko Muto Osamu Yamamoto Hiroyuki Niihara

Kenji Takagaki Yasuo Kubota Koji Sayama

Shigetoshi Sano Masutaka Furue Takuro Kanekura

黒川一郎

黒川一郎 日本臨床皮膚科医会雑誌

黒川一郎 漢方薬による囊腫性痤瘡の治療 日本臨床皮膚科医会雑誌

ORIGINAL ARICLE
Adjuvant alternative treatment with
chemical peeling and subsequent
iontophoresis for postinflammatory
hyperpigmentation,erosion with
inflamed red papules and non-inflamed
atrophic scars in acne vulgaris

Prediction of graft length by body
height in anatomic double-bundle
anterior cruciate ligament
reconstruction

陳旧性膝前十字靱帯・後外側支持機
構合併損傷に対する同時再建術の成
績

平成29年5月1日発行　第60巻 第
3号 p285～ｐ286

Asia-Pacific Journal of Sports
Medicine,Arthroscopy,Rehabilitati
on and Technology

Journal of Infection and
Chemotherapy

6ニキビ(痤瘡)の治療　6-2にきびの外
用治療

6ニキビ(痤瘡)の治療　6-3にきびの外
用治療

The first nationwide surveillance of
antibacterial susceptibility patterns of
pathogens isolated
from skin and soft-tissue infections in
dermatology departments in Japan

34:584～586, 2017

Journal of Nutritional Disorders &
Therapy

34:578～579, 2017

 7：.2017

デュアック®による急性炎症期の痤瘡
治療戦略

Successful Adjuvant Alternative
Treatment with Saireito (Japanese
Herbal Medicine) for Nodulocystic
Acne

Comparison of transportal and
outside-in techniques for
posterolateral femoral tunnel drilling in
double-bundle ACL reconstruction -
three-dimensional CT analysis of bone
tunnel geometry

痤瘡・酒さ　46にきび治療から耐性菌
をださないためにすべきことは？

2017年6月10日　初版第1刷発行
p114～p115

44:401-405, 2017

Asia-Pacific Journal of Sports
Medicine,Arthroscopy,
Rehabilitation and Technology

Clinical outcome of meniscus repair
for isolated meniscus tear in athletes

127:1261～1302, 2017

専門医でも聞きたい　皮膚科診療
の100の質問
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ発表者
皮膚科 黒川一郎 第70回兵庫県医師会医学会

黒川一郎

p1269～p1270

黒川一郎 phil漢方

68：15～17、2018

黒川一郎 日本臨床皮膚科医会雑誌

黒川一郎 ざ瘡のメカニズム Bella Pelle

3:14-16, 2018

黒川一郎 尋常性ざ瘡のstepwise therapy 明和医学誌

3:64-66, 2017

照井正 鳥居秀嗣 黒川一郎 皮膚科の臨床

大田三代 栗本沙里奈 山崎清貴 第60巻 第3号 2018年3月１日発行 

木村淳子 林伸和

形成外科 蔡 顯眞 森田　未沙子 木村　文彦 明和医学誌

別府　直仁 衣田 隆俊 田中　美奈 4：67-72,2017

上田　美怜

耳鼻科 奥中美恵子 小児耳鼻咽喉科【第2版】

伏見 勝哉 奥中美恵子 明和医学誌

4：60-63,2017

小児科 立川 友博 小野　淳一郎 川越　里佳 明和医学誌

4：55-59,2017

泌尿器科 嶋谷公宏 善本哲郎 土井裕 Urology Case Reports 17

園田隆 山本新吾 兼松明弘 2018 p97～p99

歯科口腔外科 松宮有香 由良義明 末松基生 日本口腔外科学会雑誌

病理診断科 覚野 綾子 岸本　昌浩 林　邦雄 乳腺原発悪性リンパ腫の1例 明和医学誌

狭間　結衣 渋谷　昌広 渥美　亜紀子 4：73-75,2017

松林　謙治 中西　貴志 松原　昇

岸　清彦 小笠原　利忠 西上　隆之

山中　若樹

放射線科 髙田恵広 石藏礼一 2.救急を要する脳疾患　・脳ヘルニア　 すぐに役立つ救急のCT・MRI

髙田恵広 安藤久美子 小児虐待(1) すぐに役立つ救急のCT・MRI

キャンサー 河 相吉 岸本 悟 樽岡 照知 核医学症例検討会症例集

杉林 慶一 Vol.38-1　p3-4　2017

河 相吉 岸本悟 樽岡照知 GSA-CT Fusion３D肝臓解析について 核医学症例検討会症例集

Vol.38-2　p17-18　2017

土井啓至 春井章吾 杉本敦洋 臨床放射線

上野敬司 冨士原将之 中島隆善 Vol.62  NO.9  2017  p1165～p1171

生田真一 相原司 山中若樹

土井 啓至 明和医学誌

4：5-20,2017

河 相吉 明和医学誌

4：21-29,2017

河相吉 月刊新医療

Inflammation and infection
Two cases of nonbacterial cystitis
associated with nivolumab,the
antiprogrammed-death-recepter-1
inhibitor

最新装置がもたらす核医学の進展
医療激戦区にあるがん専門クリニック
でのPET・SPECT検査の状況と業務推
進の取り組み

外陰・肛門部パジェット病切除後皮膚
欠損に対する両側殿溝皮弁の使用経
験
-術中・術後の実際と今後の展望につ
いて-

診療　肝腫瘍に対する体幹部定位放
射線治療における鉄含有金マーカー
(Gold Anchor®（の使用経験と物理的
検証

臨床研究　化膿性汗腺炎の実態調査
-JMDC Claims Databaseの解析結果よ
り-

第63巻 第5号(平成29年) 別刷
p256～p261

医学研究賞表彰・受賞講演
尋常性ざ瘡における炎症後色素沈
着、炎症性赤色丘疹をともなうびらん、
炎症をともなわない委縮性瘢痕に対す
るケミカルピーリング、イオン導入によ
る補助代替的治療

漢方臨床レポート　囊腫結節型ざ瘡に
対する柴苓湯による治療

多発性骨髄腫に起因すると考えられた
下顎骨関節突起部病的骨折の1例

12章 基本手技(処置・手術)　1.耳垢除
去

第33回臨床学術大会 シンポジウムニ
キビの名医と呼ばれるために
治療各論：治療の選択肢を多く持と
う！

35::6-10, 2018

TODAY'S THERAPY(今日の治療
指針（ 2018

皮膚科疾患　皮膚　酒皶様皮膚炎、口
囲皮膚炎

家庭用加湿器により再燃を繰り返した
過敏性肺炎の一例

2017年6月5日　第2版第1刷発行
p434～p437

声帯麻痺、嚥下障害を契機に診断に
至ったANCA関連血管炎の１例

2018年3月5日　第2版 第1刷発行
p84～p85

2018年3月5日　第2版 第1刷発行
p86～p87

2018年3月1日発行(毎月1回1日)
第45巻 第3号　p36～p40

肝腫瘍に対する体幹部定位放射線治
療の現状と展望

新たに開始したアシアロシンチ河法解
析

アシアロシンチによる肝機能評価 - 河
法コンパートメントモデル解析を中心と
して
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ発表者
キャンサー 春井　章吾 土井　啓至 上野　敬司 明和医学誌

杉本　敦洋 尾崎　佳弘 樽岡　照知 4：94-99,2017

編著 西村 恒彦 核医学融合画像 基礎と臨床

p266-p269 金原出版 2017

編著 西村 恒彦 核医学融合画像 基礎と臨床

p270-p271 金原出版 2017

河 相吉

p33-p34 2017

河 相吉 月刊 新医療

45:36-40、2018

健診 是枝ちづ Case Report5 AHCC臨床ガイドブック

Vol1 ｐ190～ｐ195

臨床工学室 大掛馨太 生田真一 相原司 肝臓

覚野綾子 脇英彦 松林謙治

中島隆善 山中若樹

大掛 馨太 松雪　玲子 細川　和代 明和医学誌

有賀　保博 岸　清彦 4：89-93,2017

臨床検査部 澁谷 江里香 高橋　桂子 戸根  千枝 明和医学誌

戸谷　恵美 楠原　瑞貴 永井　ひとみ 4：84-88,2017

脇　英彦 岸　清彦

放射線部 増田 奈々子 岸本　昌浩 藤本　麻衣子 明和医学誌

中村　あずさ 樽岡　照知 4：82-83,2017

薬剤部 小林 紀子 細川　彩加 仲野　里実 明和医学誌

菊井　利伸 4：79-81,2017

看護部 矢吹浩子 瀧内弘江 大野スギエ 病院羅針盤

市成小百合 末武千香 久保和美

恩塚修司 樽岡照知 大掛馨太

栁秀憲

西 真由美 岸　清彦 芝　俊成 明和医学誌

早川　勇二 市成　小百合 森　麻里子 4：76-78,2017

重田　有希子 黒川　一郎

2018年1月1・15日　No.117　ｐ52～
p56

輸血後感染症検査実施率100％を目
指して

SPECT/CT 汎用ソフトウエアＡＲＴによ
るSPECT/MRI融合像が有用であった
神経内分泌腫瘍＇カルチノイド（肝転移
の症例＇明和キャンサークリニック　放
射線診断科　河相吉（

SPECT/CT ３D肝臓解析システムを用
いたGSA SPECT/CT融合像により術
前区域肝機能を評価しえた胃癌肝転
移の症例＇明和キャンサークリニック
放射線診断科　河相吉（

肝定位放射線治療における鉄含有金
マーカー＇Gold Anchor®（を用いた自
動照合における物理的検証

業務改善　クレームと医療過誤要因撲
滅への取り組み～医療サービス改善
委員会設置による改善効果～

Bipolar型ラジオ波焼灼療法に経皮的
エタノール注入療法を併用する場合の
問題点と対策

診断が困難であった角化型疥癬と院
内発症の接触感染

VCMのTDMにおいてシミュレーション
後に投与量を修正した２症例

トモシンセシスにおけるスピキュラを伴
う腫瘤描出能の検討

非侵襲的陽圧換気療法 (NPPV) マス
ク装着部の皮膚障害及び不快感軽減
対策

第58巻　第9号　(2017)　別刷
p6:478～p13:485

肝細胞が局所療法補助療法としてのＡ
ＨＣＣ投与が肝予備能に及ぼす影響

核医学近畿地方会の記録を探ってみ
ました

日本核医学会近畿地方会　第50
回開催記念誌 ～過去・現在・未来
～

医療激戦区にあるがん専門クリニック
でのPET/SPECT検査の現況と業務推
進の取り組み



４．６．２　学会名および認定医・専門医・指導医一覧表 平成30年3月31日現在

指導医 専門医 認定医
早川　勇二 坂東　憲司 岸　清彦
林　邦雄 川添　智太郎 河中　正裕
是枝　ちづ 覚野　綾子 中尾　伸二
松原　昇 澤﨑　美幸 豊田　和寛
芝　俊成 梶本　仙子 川田　博昭
浅野　晴紀 西井　謙夫 澁谷　真彦
深尾　亘 土井　啓至

日本内科学会
（総合内科専門医）

岸　清彦 中尾　伸二 澤﨑　美幸 ○

川添　智太郎 髙屋　豊 芝　俊成
浅野　晴紀

日本循環器学会 中尾　伸二 松原　昇 澁谷　真彦 ○
日本糖尿病学会 河中　正裕 ○ ○
日本内分泌学会 河中　正裕 ○
日本血液学会 林　邦雄 ○ ○
日本静脈経腸栄養学会 相原　司 岡本　亮 ○
日本病態栄養学会 岡本　亮 ○
日本病態栄養学会
（NSTコーディネーター）

岡本　亮 ○

日本病態栄養学会
（研修指導医）

岡本　亮 ○

日本東洋医学会 髙屋　豊 ○ ○
日本病院総合診療医学会
（病院総合診療医）

早川　勇二 ○

日本病院総合診療医学会 古川　一隆 ○
山中　若樹 岸　清彦 生田　真一 ○ ○
相原　司 覚野　綾子 是枝　ちづ
岡本　亮 中島　隆善 芝　俊成
浜野　郁美
山中　若樹 岸　清彦 生田　真一 ○ ○
栁　秀憲 早川　勇二 相原　司

川添　智太郎 是枝　ちづ 覚野　綾子
澤﨑　美幸 岡本　亮 芝　俊成
中島　隆善 梶本　仙子 浅野　晴紀
岸　清彦 ○ ○
早川　勇二 生田　真一 是枝　ちづ
澤﨑　美幸 芝　俊成 梶本　仙子
浅野　晴紀

日本消化管学会 浅野　晴紀 ○ ○ ○
仲本　嘉彦 ○ ○ ○
山中　若樹 栁　秀憲 柴田　信博
奥田　昌也
木村　文彦 生田　真一 ○ ○
相原　司 古川　一隆 岸本　昌浩
髙屋　豊 松ノ木　愛香 岡本　亮
中島　隆善 一瀬　規子 別府　直仁
浜野　郁美
前田　晃宏 ○
相原　司 ○ ○ ○

山中　若樹 栁　秀憲 生田　真一
木村　文彦 柴田　信博 中島　隆善
別府　直仁
浜野　郁美 ○
古川　一隆 ○
山中　若樹 栁　秀憲 相原　司
木村　文彦 生田　真一 仲本　嘉彦
柴田　信博 中島　隆善 別府　直仁
浜野　郁美

日本呼吸器学会 坂東　憲司 ○ ○
日本呼吸器内視鏡学会 坂東　憲司 ○ ○
日本呼吸器外科学会 奥田　昌也 ○
日本感染症学会 坂東　憲司 ○ ○
日本造血幹細胞移植学会 林　邦雄 ○
日本外科感染症学会
（暫定教育医）

生田　真一 中島　隆善 ○

日本外科感染症学会 生田　真一 ○
岸本　昌浩 ○ ○

松ノ木　愛香 ○ ○
栁　秀憲 ○ ○

木村　文彦 岡本　亮 別府　直仁 ○
日本肝胆膵外科学会
（高度技能指導医）

山中　若樹 相原　司 生田　真一 ○

日本消化器外科学会
（消化器がん外科治療）

日本乳癌学会

○ ○

○

○

日本消化器内視鏡学会

日本外科学会

○ ○

○
日本肝臓学会

○
日本消化器病学会

学会名 医師名
区分

日本ヘリコバクター学会 ○

○
日本内科学会
（認定内科医）

日本大腸肛門病学会

日本消化器外科学会

○



４．６．２　学会名および認定医・専門医・指導医一覧表 平成30年3月31日現在

指導医 専門医 認定医
学会名 医師名

区分

日本内視鏡外科学会
（技術認定取得者/消化器・
一般外科）

中島　隆善 ○

日本臨床腫瘍学会 林　邦雄 木村　文彦 ○
山口　基 有田　親史 下奥　靖
松本　彰生 岡　真也

日本整形外科学会
（認定スポーツ医）

山口　基 松本　彰生 岡　真也 ○

日本体育協会
（公認スポーツドクター）

山口　基 星野　達二 松本　彰生 ○

日本リハビリテーション医
学会

山口　基 ○

日本再生医療学会 岡　真也 ○
星野　達二 森　龍雄 ○ ○
衣田　隆俊 ○

日本周産期・新生児医学会 星野　達二 ○
日本婦人科腫瘍学会 星野　達二 ○ ○
日本小児科学会 川越　里佳 小野　淳一郎 立川　友博 ○
日本眼科学会 田中　久子 ○
日本耳鼻咽喉科学会 奥中　美恵子 ○
日本耳鼻咽喉科学会
（補聴器相談医）

奥中　美恵子 ○

日本皮膚科学会 黒川　一郎 ○
日本形成外科学会 蔡　顯眞 森田　未沙子 ○

土井　裕 善本　哲郎 ○ ○
嶋谷　公宏 ○

日本臨床腎移植学会 善本　哲郎 ○
末松　基生 ○ ○
多田　晋也 ○
竹峰　和宏 ○ ○
木田　樹里 ○
立川　泰平 ○

日本透析医学会 豊田　和寛 川田　博昭 深尾　亘 ○
日本腎臓学会 豊田　和寛 川田　博昭 深尾　亘 ○
日本病理学会 覚野　綾子 梶本　仙子 ○
日本臨床細胞学会 覚野　綾子 ○ ○
日本臨床検査医学会 覚野　綾子 ○
日本臨床検査医学会
（臨床検査管理医）

岸　清彦 覚野　綾子 松原　昇 ○

日本超音波医学会 中尾　伸二 ○ ○
日本がん治療認定医機構
（暫定教育医）

栁　秀憲 黒川　一郎 柴田　信博 ○

日本がん治療認定医機構
（暫定教育医・歯科口腔外
科）

末松　基生 ○ ○

栁　秀憲 黒川　一郎 相原　司
生田　真一 木村　文彦 岸本　昌浩
仲本　嘉彦 松ノ木　愛香 中島　隆善
別府　直仁 土井　啓至

日本がん検診・診断学会 柴田　信博 ○
細胞治療認定管理師制度協
議会（認定管理師）

林　邦雄 ○

坂東　憲司 ○
黒川　一郎 ○
菱川　良夫 興津　茂行 髙田　恵広
上野　敬司
土井　啓至 ○

日本医学放射線学会
（研修指導者）

土井　啓至 ○

興津　茂行 菱川　良夫 河　相吉
髙田　恵広 上野　敬司

日本IVR学会 興津　茂行 髙田　恵広 ○
日本核医学会 興津　茂行 河中　正裕 松原　昇 ○
日本核医学会
（PET核医学認定医）

興津　茂行 河　相吉 髙田　恵広 ○

日本放射線腫瘍学会 菱川　良夫 ○
肺がんCT健診認定機構 上野　敬司 ○

岸　清彦 ○ ○
柴田　信博 松原　昇 ○
早川　勇二 坂東　憲司 星野　達二
岸　清彦 覚野　綾子 河中　正裕
黒川　一郎 林　邦雄 是枝　ちづ
柴田　信博 澤﨑　美幸 松原　昇
芝　俊成

日本医師会
（認定産業医）

日本泌尿器科学会

○

○

日本口腔外科学会

日本麻酔科学会

日本人間ドック学会

日本医学放射線学会
（放射線診断専門医）

○

日本化学療法学会
（抗菌化学療法認定医）

日本医学放射線学会

日本整形外科学会 ○

○日本がん治療認定医機構

日本産科婦人科学会
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指導医 専門医 認定医
学会名 医師名

区分

日本医師会
（認定健康スポーツ医）

山口　基 松本　彰生 星野　達二 ○

ASCO（active member） 栁　秀憲 ○
坂東　憲司 岸　清彦 林　邦雄
生田　真一 中島　隆善 奥中　美恵子
黒川　一郎

検診マンモグラフィ読影医 興津　茂行 岸本　昌浩 髙田　恵広 ○
竹峰　和宏 木村　文彦 木田　樹里
立川　泰平

精神保健指定医 林　邦雄 ○
死体解剖資格認定 仲本　嘉彦 ○
マンモグラフィー読影資格 仲本　嘉彦 ○
TNT Certificate of Achivement 仲本　嘉彦 ○
European Society of Thoracic
Surgeons active member

奥田　昌也 ○

母体保護法指定医師 星野　達二 森龍雄 衣田俊隆 ○

○麻酔科標榜医

認定ICD（各学会） ○


