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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
内科 岸清彦 第105回日本病理学会総会(仙台) H28.5

岸清彦 一般口演83 医療分野 第66回日本病院学会(盛岡) H28.6

園田隆 H28.8

園田隆 化学療法後切除したUR-M膵癌の治療成績 第78回日本臨床外科学会総会（東京） H28.11

園田隆 一般演題 　第1群 第114回関西形成外科学会学術集会(高槻) H28.11

芝俊成 澤﨑美幸 岸清彦 感染症1 H28.12
早川勇二
澤﨑美幸 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会(岡山)H29.2

岸清彦 Clostridium difficile クロストリジウムディフィシル感染症に対する取り組み第32回日本環境感染学会総会・学術集会(神戸)H29.2
園田隆 肝動注療法でconversionし得た胃癌肝転移の1例 第89回日本胃癌学会総会(広島) H29.3

総合診療科 髙屋豊 前田晃宏 感染症1 H28.12

血液内科 林邦雄 感染症1 H28.12

岸本昌浩 第116回日本外科学会定期学術集会(大阪) H28.4

岸本昌浩 大腸③ 第199回近畿外科学会(大阪) H28.5

大腸③

Masahiro Kishimoto C8：Free Paper H28.5

岸本昌浩 胃転移にて発見された浸潤性小葉癌の1例 第105回日本病理学会総会(仙台) H28.5

岸本昌浩 第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会(大阪)H28.6

岸本昌浩
高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少に関する
検討

第41回日本外科系連合学会学術集会(大阪)H28.6

岸本昌浩 乳癌診断時における骨シンチグラフィの有用性 第24回日本乳癌学会学術総会(東京) H28.6

岸本昌浩 第116回日本外科学会定期学術集会(大阪) H28.4

岸本昌浩 一般演題 第54回日本癌治療学会学術集会(横浜) H28.10

第78回日本臨床外科学会総会（東京） H28.11

外科 北村優 赤塚昌子 光藤傑 第116回日本外科学会定期学術集会(大阪) H28.4
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 相原司
栁秀憲 山中若樹
赤塚昌子 別府直仁 北村優
光藤傑 竹中雄也 一瀬規子
中島隆善 小野朋二郎 友松宗史
吉江秀範 岸本昌浩 古川一隆
張宇浩 木村文彦 生田真一
相原司 栁秀憲 山中若樹
別府直仁 竹中雄也 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
光藤傑 別府直仁 北村優
赤塚昌子 吉江秀範 栁秀憲
山中若樹
奥田昌也 第33回日本呼吸器外科学会総会(京都) H28.5

友松宗史 山中若樹 胃転移にて発見された浸潤性小葉癌の1例 第105回日本病理学会総会(仙台) H28.5

別府直仁 北村優 光藤傑 大腸③ 第199回近畿外科学会(大阪) H28.5
赤塚昌子 竹中雄也 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 相原司 栁秀憲

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

Breast Implant Selection Using 3D Image Analysis
In the 2-Stage Breast Reconstruction

15th International Congress of the Oriental
Society of Aesthetic Plastic Surgery(15th
OSAPS 2016)(台湾)

ポスター発表(一般)36
乳腺1

一般ポスター演題76
肝臓・良性・診断2

術前診断が困難であった肝炎症性偽腫瘍切除例4
例の検討

要望演題9 肺がんの
術前治療、術後治療

cN0pM0非小細胞肺癌に対する術前療法の完全切
除への影響について

ポスター発表(一般)36
乳腺1

ポスターセッション
(135) 大腸 悪性-1

下部消化管 閉塞性大腸癌Hartmann術後症例に対
するintestinal continuityを目指したsecond-look
operationの検討

ポスターセッション
(226) 直腸 化学放射
線療法

下部消化管 進行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転移陽性リンパ節に
対する治療効果比較

転移性乳癌に対する積極的集学的初期治療による
生存率改善効果の検討

ポスター2-15 その他
②(化学療法・栄養)

ポスター掲示32 画像
診断3

ポスター掲示33 病理
診断3

Luminal HER2乳癌においてHER2発現が遺伝子レ
ベルで陰転化した肝転移の1症例

ポスター掲示17 画像
診断2

トモシンセシス画像における微細分葉状・微細鋸歯
状腫瘤陰影の摘出能の検討

ポスター討議46 画像
新しい画像診断1
ポスター討議66 薬物
予後予測、副作用評
価

トモシンセシス画像における不明瞭石灰化の摘出
能の検討

AI投与中におけるBP製剤、VitD3製剤、Ca製剤併
用の骨塩量の変化についての検討

ポスター発表(一般)36
乳腺1

胃転移にて発見された浸潤性小葉癌の1例

主題関連演題　切除
不能から可能へ-
Conversion
Therapy(肝・胆・膵)2

抗がん剤動注化学療法患者におけるリザーバート
ラブルの検討

日本内科学会近畿支部 第214回近畿地方
会(大阪)

パラチフスA性骨髄炎から反応性仙脹関節炎を呈し
た症例

一般演題　ポスター
肝転移

側方リンパ節転移を伴った腫瘍径7mmの下部直腸
原発神経内分泌腫瘍の1例

日本内科学会近畿支部 第214回近畿地方
会(大阪)

パラチフスA性骨髄炎から反応性仙脹関節炎を呈し
た症例

日本内科学会近畿支部 第214回近畿地方
会(大阪)

パラチフスA性骨髄炎から反応性仙脹関節炎を呈し
た症例

乳腺・内
分泌外科

一般演題(52) 直腸
化学放射線療法

下部消化管 局所進行直腸癌に対するSO(S-
1+oxaliplatin)±ｃetuximab+短期放射線療法
(sequential regimen)の短期成績

ポスターセッション
(135) 大腸 悪性-1

下部消化管 閉塞性大腸癌Hartmann術後症例に対
するintestinal continuityを目指したsecond-look
operationの検討

ポスターセッション
(226) 直腸 化学放射
線療法

下部消化管 進行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転移陽性リンパ節に
対する治療効果比較

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の考案

第47回日本膵臓学会大会・第20回国際膵臓学
会・第6回ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ膵臓学会(仙台)

Loco-regional therapy for recurrent pancreatic
cancer

Forum28:Pancreatic
Cancer Treatment 2

一般演題(ポスター)
半固形化流動食

胃瘻患者における粘膜度の異なる経腸栄養剤投与
前後の唾液量の変化に関する検討

一般演題(口演)　地
域医療 緩和 難治性
腹水

難治性腹水に対するDenver shunt®(腹腔静脈シャ
ント)造設症例の有用性の検討

一般演題(52) 直腸
化学放射線療法

下部消化管 局所進行直腸癌に対するSO(S-
1+oxaliplatin)±ｃetuximab+短期放射線療法
(sequential regimen)の短期成績

ポスターセッション
(135) 大腸 悪性-1

下部消化管 閉塞性大腸癌Hartmann術後症例に対
するintestinal continuityを目指したsecond-look
operationの検討

ポスターセッション
(226) 直腸 化学放射
線療法

下部消化管 進行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転移陽性リンパ節に
対する治療効果比較

ポスターセッション
(226) 直腸 化学放射
線療法

下部消化管 T4下部直腸癌に対するs-1+CPT-11併
用化学放射線療法の長期成績

側方リンパ節転移を伴った腫瘍径7mmの下部直腸
原発神経内分泌腫瘍の1例

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
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
山中若樹
赤塚昌子

北村優 光藤傑 赤塚昌子 第26回骨盤外科機能温存研究会(東京) H28.5
竹中雄也 一瀬規子 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
生田真一 小野朋二郎 中島隆善 再発胆道癌に対する局所治療の成績 第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会(大阪)H28.6
山中若樹 相原司

中島隆善 相原司 赤塚昌子 膵癌肝転移再発に対する局所治療の検討
北村優 小野朋二郎 山中若樹
生田真一
北村優 赤塚昌子 光藤傑
竹中雄也 一瀬規子 友松宗史
小野朋二郎 中島隆善 別府直仁
生田真一 吉江秀範 木村文彦
張宇浩 古川一隆 栁秀憲
山中若樹 相原司

ランチョンセミナー2
大腸②

閉塞性大腸癌 Harttmann 術後症例に対する
intestinal continuity を目指した second-look
operation の検討

一般演題 第2群 「前
立腺・排便機能」

術前化学放射線療法施行、進行下部直腸癌におけ
る排便機能

要望演題(ポスター)06
肝胆膵悪性腫瘍の再
発時の治療1

要望演題(ポスター)17
肝胆膵悪性腫瘍の再
発時の治療2

一般ポスター演題76
肝臓・良性・診断2

術前診断が困難であった肝炎症性偽腫瘍切除例4
例の検討
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
赤塚昌子 生田真一 相原司
小野朋二郎 山中若樹 中島隆善
中島隆善 相原司 赤塚昌子 ビデオセッション⑥ 第41回日本外科系連合学会学術集会(大阪)H28.6
北村優 光藤傑 一瀬規子
小野朋二郎 別府直仁 吉江秀範
張宇浩 木村文彦 古川一隆
栁秀憲 山中若樹 生田真一
赤塚昌子 北村優 光藤傑 開腹歴のない絞拒性イレウスの3例
一瀬規子 小野朋二郎 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 中島隆善
相原司 北村優 光藤傑

高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少に関する
検討

一瀬規子 別府直仁 中島隆善
小野朋二郎 吉江秀範 張宇浩
木村文彦 栁秀憲 山中若樹
赤塚昌子
赤塚昌子 赤塚昌子 友松宗史 乳癌診断時における骨シンチグラフィの有用性 第24回日本乳癌学会学術総会(東京) H28.6
友松宗史
友松宗史 赤塚昌子

北村優 相原司 友松宗史 H28.7

相原司 後期高齢患者の周術期における栄養管理の検討

栁秀憲 小野朋二郎 友松宗史 第71回日本消化器外科学会総会(徳島) H28.7
別府直仁 吉江秀範 生田真一
張宇浩 相原司 山中若樹
小野朋二郎 友松宗史 別府直仁

一般演題(ビデオ) 大
腸4

当院における術前CRT後の腹腔鏡下ISRの手術手技
生田真一 張宇浩 木村文彦
相原司 栁秀憲 山中若樹
小野朋二郎 竹中雄也 友松宗史
中島隆善 吉江秀範 生田真一
相原司 栁秀憲 山中若樹
小野朋二郎 光藤傑 赤塚昌子
竹中雄也 一瀬規子 木村文彦
相原司 栁秀憲 山中若樹
吉江秀範 小野朋二郎 別府直仁
中島隆善 生田真一 張宇浩
木村文彦 栁秀憲 山中若樹
相原司 小野朋二郎 中島隆善 再発胆道癌に対する局所治療の成績と意義
栁秀憲 山中若樹
中島隆善 小野朋二郎 吉江秀範 進行直腸癌に対する術前短期放射線療法の適応
生田真一 木村文彦 相原司
栁秀憲 山中若樹
木村文彦

吉江秀範
一般演題(ビデオ) 大
腸4

当院における術前CRT後の腹腔鏡下ISRの手術手技
一瀬規子

北村優

赤塚昌子

生田真一 再発胆道癌に対する局所治療の成績と意義

別府直仁 進行直腸癌に対する術前短期放射線療法の適応

中島隆善 相原司 山中若樹
Loco-regional therapy for recurrent pancreatic
cancer

H28.8
生田真一
別府直仁 楠蔵人 赤塚昌子 第21回日本外科病理学会学術集会(さいたま)H28.9
北村優 光藤傑 一瀬規子
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
光藤傑 小野朋二郎 楠蔵人 再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術第29回近畿内視鏡外科研究会(京都) H28.9
赤塚昌子 北村優 一瀬規子
別府直仁 吉江秀範 木村文彦
栁秀憲 山中若樹
中島隆善 相原司 生田真一 H28.9
山中若樹

別府直仁 木村文彦 栁秀憲
山中若樹

一瀬規子 北村優 赤塚昌子 一般演題 第54回日本癌治療学会学術集会(横浜) H28.10

仲本嘉彦 新しい適応を目指した腹腔鏡下肝切除 H28.11

吉江秀範 中島隆善 小野朋二郎 当院における高齢者に対する腹腔鏡下ISR手術の現状第71回日本大腸肛門病学会学術集会（伊勢）H28.11

第8回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学
術集会(神戸)

一般口演1 周術期の
栄養管理・摂食嚥下
障害・地域連携

高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少症と合併
症に関する検討

一般口演1 周術期の
栄養管理・摂食嚥下
障害・地域連携ワークショップ16 肛門
温存のための下部直
腸癌・肛門肝癌外科
治療

深達度に応じた術前化学放射線療法を併用した
ISR手術の治療成績と肛門機能

一般演題(ポスター)
肝臓：転移3

大腸癌肝転移切除症例の予後因子の検討と予後
不良症例に対する肝切除の適応

一般演題(ポスター)
肝臓：症例報告3

全身化学療法にL-OHPの肝動注を併用して奏功が
得られ、再肝切除を施行し得た直腸癌肝転移切除
後再発の１例

ポスター討議46 画像
新しい画像診断1

トモシンセシス画像における不明瞭石灰化の摘出
能の検討

ポスター討議66 薬物
予後予測、副作用評
価

AI投与中におけるBP製剤、VitD3製剤、Ca製剤併
用の骨塩量の変化についての検討

ポスター掲示32 画像
診断3

ポスター掲示17 画像
診断2

トモシンセシス画像における微細分葉状・微細鋸歯
状腫瘤陰影の摘出能の検討

一般ポスター演題57
肝臓・悪性・手術6

門脈腫瘍栓合併肝細胞癌に対する腫瘍栓の進展
阻止を目的とした門脈枝結紮術

肝細胞癌に対する胸腔鏡補助下横隔膜経由切除
の臨床経験

ポスター1-8 下部消
化管⑤

ポスター2-15 その他
②(化学療法・栄養)

一般演題(ポスター)
大腸：イレウス2

当院における閉塞性大腸癌に対する金属ステント
治療の現状

一般演題(ポスター)
胆膵：再発治療

ワークショップ18 直腸
癌に対する術前CRT
の功罪
ワークショップ16 肛門
温存のための下部直
腸癌・肛門肝癌外科
治療

深達度に応じた術前化学放射線療法を併用した
ISR手術の治療成績と肛門機能

一般演題(ポスター)
肝臓：転移3

大腸癌肝転移切除症例の予後因子の検討と予後
不良症例に対する肝切除の適応

一般演題(ポスター)
肝臓：症例報告3

全身化学療法にL-OHPの肝動注を併用して奏功が
得られ、再肝切除を施行し得た直腸癌肝転移切除
後再発の１例

一般演題(ポスター)
大腸：イレウス2

当院における閉塞性大腸癌に対する金属ステント
治療の現状

一般演題(ポスター)
胆膵：再発治療

ワークショップ18 直腸
癌に対する術前CRT
の功罪

第47回日本膵臓学会大会・第20回国際膵臓学
会・第6回ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ膵臓学会(仙台)

Forum28:Pancreatic
Cancer Treatment 2

シンポジウム1 化学療
法・分子標的薬治療・
放射線療法の病理学
的効果判定と治療成
績―消化管-

術前化学放射線療法施行下部直腸癌における転
移陽性リンパ節の変化とその意義

一般演題13 一般ヘ
ルニア②

36th Congress of the European Society of
Surgical Oncology (ESSO36)(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)

Poster Session：
Hepatobiliary and
Pancreatic Cancer

Prehepatectomy portal vein pressure predicts
liver failure after liver resection in patients with
hepatocellular carcinoma

Poster Session：
Colorectal and Anal
Cancer

The impact of the radiation-induced
destruction of positive nodes on survival in
rectal cancer patients treated with
転移性乳癌に対する積極的集学的初期治療による
生存率改善効果の検討

デジタルポスターセッ
ション

ＪＤＤＷ2016 第14回日本消化器外科学会
大会(神戸)

要望演題14　低位置
直腸癌に対するISR
手術
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
別府直仁 木村文彦 相原司
栁秀憲
小野朋二郎 楠蔵人 赤塚昌子 高齢者における大腸癌肝転移に対する肝切除の検討
北村優 光藤傑 一瀬規子
中島隆善 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
楠蔵人

生田真一 相原司 中島隆善 化学療法後切除したUR-M膵癌の治療成績 第78回日本臨床外科学会総会（東京） H28.11
小野朋二郎 山中若樹

吉江秀範 楠蔵人 赤塚昌子 腹腔鏡下大腸癌手術におけるトラブルシューティング
北村優 光藤傑 一瀬規子
小野朋二郎 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
中島隆善 相原司 生田真一
楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 一瀬規子 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
北村優 中島善隆 相原司
赤塚昌子 光藤傑 一瀬規子
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
赤塚昌子 吉江秀範 北村優
光藤傑 一瀬規子 小野朋二郎
中島隆善 別府直仁 生田真一
相原司 張宇浩 木村文彦
栁秀憲 山中若樹
中島隆善 生田真一 楠蔵人 研修医　膵3
赤塚昌子 北村優 光藤傑
一瀬規子 小野朋二郎 別府直仁
吉江秀範 木村文彦 栁秀憲
山中若樹
生田真一 相原司 小野朋二郎 大腸癌肝転移術後感染症における術前化学療法の影響 H28.11
中島隆善 栁秀憲 山中若樹

吉江秀範 楠蔵人 赤塚昌子 当院での再発大腸癌に対する腹腔鏡手術 第29回日本内視鏡外科学会総会(横浜) H28.12
北村優 光藤傑 一瀬規子
小野朋二郎 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
小野朋二郎 相原司 楠蔵人
赤塚昌子 北村優 光藤傑
一瀬規子 別府直仁 中島隆善
吉江秀範 張宇浩 生田真一
木村文彦 栁秀憲 山中若樹
光藤傑 楠蔵人 赤塚昌子

再発ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の
経験

北村優 一瀬規子 小野朋二郎
中島隆善 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
仲本嘉彦 進行横行・下行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の標準化

赤塚昌子 中島隆善 生田真一 胆膵(1)　
術前TS-1内服によりpCRが得られた肝門部胆管癌
の1例

H29.2
相原司 楠蔵人 光藤傑
北村優 一瀬規子 小野朋二郎
別府直仁 吉江秀範 木村文彦
栁秀憲 山中若樹
中島隆善 一瀬規子 生田真一

高度のリンパ節転移を伴った肝原発神経内分泌癌
の1例

楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 小野朋二郎 別府直仁
吉江秀範 仲本嘉彦 木村文彦
相原司 栁秀憲 山中若樹
北村優 小野朋二郎 楠蔵人 胃癌肝転移切除症例の検討 第89回日本胃癌学会総会(広島) H29.3
赤塚昌子 光藤傑 一瀬規子
中島隆善 別府直仁 生田真一
木村文彦 相原司 栁秀憲
山中若樹
小野朋二郎 相原司 楠蔵人 肝動注療法でconversionし得た胃癌肝転移の1例
赤塚昌子 北村優 光藤傑
一瀬規子 中島隆善 別府直仁
吉江秀範 生田真一 木村文彦
栁秀憲 山中若樹

整形外科 新津早織 ポスター1 TKA・合併症1 H28.4

神頭諒 佐々木謙 松本彰生 第89回日本整形外科学会学術総会(横浜) H28.5
山口基
K.Sasaki A.Matsumoto M.Yamaguchi Lecture 17th ESSKA Congress（バルセロナ) H28.5

松本彰生 佐々木謙 神頭諒 H28.6
山口基
神頭諒 松本彰生 佐々木謙
山口基
山口基 佐々木謙 神頭諒 H28.7

第126回中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会(浜松)

人工膝関節術後に膝関節血腫を繰り返し、イン
サート入れ替えにより改善した1例

一般演題ポスター 半
月板1

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8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科
学会(福岡)

一般口演20 膝関節
ＡＣＬ 骨孔2

解剖学的二重束ACL再建術におけるPL束脛骨骨
孔位置と再鏡視像所見との比較

EP18-1804 Second-look arthroscopic results of
meniscal repair concomitantly performed with
anatomic double-bundle anterior cruciate
ligament reconstruction

2016 APKASS CONGRESS ＆13th
IFOSMA(香港)

E-Poster Invited
Lectures

Analysis Of Graft Length In Anatomic Double-
Bundle ACL Reconstruction

Investigation of copers and non-copers in anterior
cruciate ligament deficient knees

E-Poster Invited
Lectures

Freshman Session6
肝臓(2)

一般演題　ポスター
手術2

一般演題　ポスター
肝転移

膵癌および多発性肝転移、食道癌、胃癌の重複癌
に対して集学的治療が奏功した1例

第29回日本外科感染症学会総会学術集会
(東京)

シンポジウム5　術前
化学療法、放射線療
法と術後感染

一般演題14 大腸悪
性(再発)治療成績

一般演題203 肝　肝
予備能不良例

肝予備能不良例に対する焼灼術を併用した腹腔鏡
下肝部分切除術

デジタルポスター65
研修医・専門医8

ワークショップ13 進行
横行・下行結腸癌に
対する腹腔鏡下手術

の標準化
日本消化器病学会近畿支部第106回例会
（大阪）

一般演題(ポスター)22
その他の炎症性腸疾
患

術後直後より病変の拡大を認めた腸管ベーチェット
病の一例

主題関連演題　切除
不能から可能へ-
Conversion
Therapy(肝・胆・膵)2

門脈塞栓術後症例における機能的肝切除率を用い
た修正予後得点の意義

主題関連演題　術後
肝予備能維持にむけ
たBest Practice

一般演題(口演)　地
域医療 緩和 難治性
腹水

難治性腹水に対するDenver shunt®(腹腔静脈シャ
ント)造設症例の有用性の検討

当院における閉塞性大腸癌に対する金属ステント
治療の短期経過

要望演題口演　大腸
癌イレウスに対するス
テントの功罪1

要望演題14　低位置
直腸癌に対するISR
手術

要望演題3　大腸癌肝
転移に対する外科治
療

特別演題　ビデオシ
ンポジウム05　内視鏡
下手術でのトラブル
次の一手！(結腸・直
腸)
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月
山口基 佐々木謙 松本彰生 一般口演3 脊椎 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

山口基 松本彰生 佐々木謙
神頭諒
佐々木謙 松本彰生 山口基

松本彰生

神頭諒

佐々木謙 山口基 松本彰生
ポスター52 足・足関
節1

神頭諒
新津早織

山口基 H28.9

山口基 第43回日本臨床バイオメカニクス学会(北海道) H28.10

山口基 第27回日本臨床スポーツ医学会学術集会(千葉)H28.11

松本彰生 佐々木謙 山口基
当院におけるアスリートの半月板単独損傷につい
て

岡田大志 第47回日本人工関節学会(宜野弯) H29.2

産婦人科 Giannina Luque Calongos
A case of right ovarian cancer with umbilical
metastasis

H28.5

耳鼻咽喉科 奥中美恵子 第18群 中耳 H28.6

一般口演67 膝関節
ＡＣＬ 術後成績2

前十字靱帯再建術後の大腿骨骨孔、骨孔出口の
移植腱・骨癒合の検討

一般口演65 膝関節
ＡＣＬ 骨孔拡大

解剖学的2重束ACL再建術後の後外側線維大腿骨
骨孔の骨孔拡大の検討-経ポータル法とOutside-in
法との比較

ポスター38 膝関節
腱・靱帯

バンキーテストによる膝前十字靱帯損傷患者の体
感筋力評価

一般口演20 膝関節
ＡＣＬ 骨孔2

解剖学的二重束ACL再建術におけるPL束脛骨骨
孔位置と再鏡視像所見との比較

一般演題(口演)4：
ACL(術後成績)

スポーツ選手の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

一般演題(口演)8：膝
(半月板)

ポスター19　THA再置
換1

外傷後の高度臼蓋後壁欠損例に対して同種大
腿骨頭を用いて臼蓋再建を行った全人工股関
節置換術の3例
　外傷による高度臼蓋欠損の症例に対し、OA
摘出骨頭をbulk bone graft として臼蓋再建を
行った。
　現在術後3年弱で経過良好である。

第127回中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会(松本)

一般講演51 ACL･半
月板

陳旧性膝前十字靱帯・後外側支持待機構合併損傷
に対する同時再建術の成績

一般演題28 キネマ
ティックス・関節動態
Ⅱ

動的バランス能力の6ヶ月間の経時的変化とその要
因の検討-1例報告-

一般口演67 膝関節
ＡＣＬ 術後成績2

前十字靱帯再建術後の大腿骨骨孔、骨孔出口の
移植腱・骨癒合の検討

腓骨筋腱脱臼に対してソフトアンカーを用いて施行
したDas De変法

一般口演32 膝関節
骨切り 合併症

膝関節周囲骨切り術における術後下肢静脈血栓症
(DVT)の発生頻度

第57回日本臨床細胞学会総会春期大会、
第19回国際細胞学会議（横浜）

Poster Presentations
Female Genital Tract
(Gynecology)

第11回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学
術講演会(徳島)

当科における鼓膜チューブ留置術後の鼓膜穿孔残
存症例について
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月

奥中美恵子 第13群 構音障害2 構音障害を主訴に来院した小児の検討 H28.11

皮膚科 黒川一郎 第115回日本皮膚科学会総会(東京) H28.6

黒川一郎 ポスターセッション2 思春期男子に生じた重症の囊腫性の痤瘡の2例 H28.8

黒川一郎 第3回国際褥瘡学会(上海) H28.9

黒川一郎 ポスター展示 難治性囊腫結節型痤瘡の1例 H28.10

形成外科 蔡顯眞 安田路規 上田美怜
第59回日本形成外科学会総会・学術集会
(福岡)

H28.4

Kenshin Sai Misako Morita Michihiro YasudaC8：Free Paper H28.5

蔡顯眞 森田未沙子 安田路規
一般演題8 創傷治療
2

第8回日本下肢救済・足病学会学術集会
(東京)

H28.5

蔡顯眞 上田美怜 安田路規 第24回日本乳癌学会学術総会(東京) H28.6

榎本格 第113回関西形成外科学会学術集会(大阪) H28.7
蔡顯眞 森田未沙子 榎本格 一般演題 　第1群 第114回関西形成外科学会学術集会(高槻) H28.11

松本由香 末松基生 第56回日本癌治療学会学術集会(横浜) H28.10

松本由香 髙橋元 末松基生
ポスター52　血液疾
患Ⅰ

第61回日本口腔外科学会総会・学術大会(千葉)H28.11

病理診断科 覚野綾子 大腸③ 第199回近畿外科学会(大阪) H28.5

覚野綾子 胃転移にて発見された浸潤性小葉癌の1例 第105回日本病理学会総会(仙台) H28.5

Ayako Kakuno A case of right ovarian cancer with umbilical metastasis H28.5

覚野綾子 第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会(大阪)H28.6

覚野綾子 第24回日本乳癌学会学術総会(東京) H28.6

覚野綾子 研修医　膵3 第78回日本臨床外科学会総会（東京） H28.11

覚野綾子 感染症1 H28.12

覚野綾子 胆膵(1)　
術前TS-1内服によりpCRが得られた肝門部胆管癌
の1例

H29.2

呼吸器外科 奥田昌也 肺癌術後気管支断端瘻の発生リスクの検討 第116回日本外科学会定期学術集会(大阪) H28.4

奥田昌也 第57回日本肺癌学会学術集会(福岡) H28.12

呼吸器内科 坂東憲司 第57回日本肺癌学会学術集会(福岡) H28.12

小児科 小野淳一郎 川越里佳 第268回日本小児科学会兵庫県地方会(神戸)H28.5

腎・透析科 深尾亘 山川朋 豊田和寛 一般演題1 H28.9

深尾亘 Poster H28.11
Tomo Yamakawa
Kazuhiro Toyoda

泌尿器科 嶋谷公宏 C3 低形成腎 H28.6

嶋谷公宏 一般演題22　小児 第30回日本泌尿器内視鏡学会総会（大阪） H28.11

救急科 古川一隆 第116回日本外科学会定期学術集会(大阪) H28.4

15th International Congress of the Oriental
Society of Aesthetic Plastic Surgery(15th
OSAPS 2016)(台湾)

第40回日本鉄バイオサイエンス学会学術
集会(名古屋)

鉄欠乏を有する血液透析患者への投与による線維
芽細胞増殖因子23(FGF-23)および炎症性サイトカ
インへの影響：経口投与(O群)と経静脈投与(IV群)
の比較

American Society of Nephrology  Kidney
Week 2016（シカゴ）

特別企画 新専門医
制度における小児科
専門医資格の更新に
ついて

インフルエンザウイルスが原因と考えられた脳幹脳
炎の1例

Discriminative E.ffect of Oral and Intravenous Iron
Administration on the Fibroblast Growth Factor-23
and Inflammatory Cytokines in Patients on
Maintenance Hemodialysis with Iron Deficiency
Anemia

Breast Implant Selection Using 3D Image Analysis
In the 2-Stage Breast Reconstruction

重症下肢虚血に対する下腿切断の適応と術中・術
後の実際

抗がん剤動注化学療法患者におけるリザーバート
ラブルの検討

ポスター発表(一般)36
乳腺1

第57回日本臨床細胞学会総会春期大会、
第19回国際細胞学会議（横浜）

日本消化器病学会近畿支部第106回例会
（大阪）

Freshman Session6
肝臓(2)

ポスター10 下腿・足
(外傷、その他)

下肢骨折骨接合術後に生じた骨髄炎を伴う難治性
潰瘍に対する当院の対応法：特に糖尿病により遷
延化した場合

N-methyl-N-nitrosourea 誘発毛包脂腺系病変の
免疫組織化学的研究

一般演題1 基礎臨床
研究、診断法・皮膚検
査法(ダーモスコピー
を含む) 1

第11回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学
術講演会(徳島)

当科における鼓膜チューブ留置術後の鼓膜穿孔残
存症例について

第11回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学
術講演会(徳島)

①Adjuvant alternative treatment with chemical
peeling and subsequent iontophoresis for posy-
inflammatory hyperpigentation,erosion with inflmed
red papules and non-inflamed atrophic scars in
acne vulgarism
②The incidence of HS in Japan

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
(大阪)

一般口演60 NPWT・
創傷管理2

侵襲的加療困難な神戸分類type4糖尿病性潰瘍に
対する創内持続陰圧洗浄療法の経験

第34回日本美容皮膚科学会総会・学術大
会(東京)

高度のリンパ節転移を伴った肝原発神経内分泌癌
の1例

ワークショップ(9) 呼
吸器外科手術後の合
併症とその対策

一般演題(ポス
ター)109 症例報告9

ぺパシズマブを含む術前化学療法後のサルベージ
手術の1例

一般演題(ポス
ター)109 症例報告9

ぺパシズマブを含む術前化学療法後のサルベージ
手術の1例

歯科口腔
外科

示説(Poster)26　頭
頸・口腔2：化学療法

術前S-1単独療法により組織学的CRが得られた口
腔扁平上皮癌症例の検討

顎下リンパ節の腫脹を契機に診断に至った血管免
疫芽球性T細胞リンパ腫の1例

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

Poster Presentations
Female Genital Tract
(Gynecology)

ポスター討議23 乳房
再建2

乳房再建における三次元画像データー解析の有用
性について-特に乳房インプラント選択時に-

一般ポスター演題76
肝臓・良性・診断2

術前診断が困難であった肝炎症性偽腫瘍切除例4
例の検討

ポスター掲示33 病理
診断3

Luminal HER2乳癌においてHER2発現が遺伝子レ
ベルで陰転化した肝転移の1症例

膵癌および多発性肝転移、食道癌、胃癌の重複癌
に対して集学的治療が奏功した1例

日本内科学会近畿支部 第214回近畿地方
会(大阪)

パラチフスA性骨髄炎から反応性仙脹関節炎を呈し
た症例

第25回日本小児泌尿器科学会総会・学術
集会(京都)

異所開口尿管に所属する低形成骨盤腎のReduced
port surgery による摘除術

異所開口尿管に所属する低形成骨盤腎のReduced
port surgery による摘除術

一般演題(52) 直腸
化学放射線療法

下部消化管 局所進行直腸癌に対するSO(S-
1+oxaliplatin)±ｃetuximab+短期放射線療法
(sequential regimen)の短期成績
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部門名 演者 区分 演題名 学会名 月

大腸③ 第199回近畿外科学会(大阪) H28.5

開腹歴のない絞拒性イレウスの3例 第41回日本外科系連合学会学術集会(大阪)H28.6

高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少に関する
検討

第78回日本臨床外科学会総会（東京） H28.11

胃癌肝転移切除症例の検討 第89回日本胃癌学会総会(広島) H29.3

興津茂行 第24回日本乳癌学会学術総会(東京) H28.6

土井啓至 H28.9

土井啓至 上野敬司 日本放射線腫瘍学会第29回学術大会(京都)H28.11

土井啓至 中島浩樹 春井章吾 一般演題3　臨床 H29.3
安藤新 上野啓司

眼科 梅崎麻子 不規則暗点モデルによる視野自覚表の評価 第57回日本視能矯正学会(大阪) H28.10

研修医 志村雄飛 大腸③ 第199回近畿外科学会(大阪) H28.5

柿本博之 研修医　膵3 第78回日本臨床外科学会総会（東京） H28.11

田中由希奈
高度のリンパ節転移を伴った肝原発神経内分泌癌
の1例

H29.2

看護部 矢吹浩子 H28.7

後期高齢患者の周術期における栄養管理の検討
矢吹浩子 岡畑暁子 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会(岡山)H29.2

西真由美 Clostridium difficile クロストリジウムディフィシル感染症に対する取り組み第32回日本環境感染学会総会・学術集会(神戸)H29.2
瀧内弘江 口演 第24群 質保証3 第20回日本看護管理学会学術集会(横浜) H28.8

西真由美 福原節子 前芝信江 口演1 「手指衛生」
第5回日本感染管理ﾈｯﾄﾜｰｸ学会学術集会
(別府)

H28.5
山下寿々子 三原麻美 中平千尋
岸清彦
岡畑暁子 H28.7

後期高齢患者の周術期における栄養管理の検討
渡邉奈緒 細川和代 松雪玲子 一般口演83 医療分野 第66回日本病院学会(盛岡) H28.6

薬剤部 波多野友希 一般演題(ポスター) 第26回日本医療薬学会年会（京都） H28.9

小林紀子 波多野友希 谷村紀代子 一般演題(ポスター) 生後36日の小児にvancomycinを投与した1例
第38回日本病院薬剤師会近畿学術大会
(大阪)

H29.2
菊井利伸

放射線科 増田奈々子 藤本麻衣子 第24回日本乳癌学会学術総会(東京) H28.6

臨床検査科 松原昇 胃転移にて発見された浸潤性小葉癌の1例 第105回日本病理学会総会(仙台) H28.5

井上弘子 脇英彦 一般演題 生理 ペースメーカー植込み後心囊液貯留をきたした一例 第56回日臨技近畿支部医学検査学会(和歌山)H28.5
Kenji Matsubayashi, Masahiro Shibutani A case of right ovarian cancer with umbilical metastasis H28.5
Yuki Suzuki, Katsumi Hagiwara

楠原瑞貴 Clostridium difficile クロストリジウムディフィシル感染症に対する取り組み第32回日本環境感染学会総会・学術集会(神戸)H29.2
臨床工学室 大掛馨太 原田武志 一般口演83 医療分野 第66回日本病院学会(盛岡) H28.6

有賀保博 一般口演83 医療分野 第66回日本病院学会(盛岡) H28.6

松坂達也 H28.7

栄養科 米田知恵子 H28.7

後期高齢患者の周術期における栄養管理の検討
第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会(岡山)H29.2

ポスター発表(一般)36
乳腺1

当院におけるペグフィルグラスチムの投与時期と有
効性に関する後方的検討

ポスター掲示33 病理
診断3

Luminal HER2乳癌においてHER2発現が遺伝子レ
ベルで陰転化した肝転移の1症例

ポスター掲示17 画像
診断2

トモシンセシス画像における微細分葉状・微細鋸歯
状腫瘤陰影の摘出能の検討

ポスター討議46 画像
新しい画像診断1

トモシンセシス画像における不明瞭石灰化の摘出
能の検討

ポスター討議66 薬物
予後予測、副作用評
価

AI投与中におけるBP製剤、VitD3製剤、Ca製剤併
用の骨塩量の変化についての検討

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

一般演題　ポスター
手術2

ポスター1-8 下部消
化管⑤

ポスター2-15 その他
②(化学療法・栄養)
一般演題(口演)　地
域医療 緩和 難治性
腹水

難治性腹水に対するDenver shunt®(腹腔静脈シャ
ント)造設症例の有用性の検討

第8回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学
術集会(神戸)

一般口演1 周術期の
栄養管理・摂食嚥下
障害・地域連携

一般演題(ポスター)
半固形化流動食

胃瘻患者における粘膜度の異なる経腸栄養剤投与
前後の唾液量の変化に関する検討

一般演題(52) 直腸
化学放射線療法

下部消化管 局所進行直腸癌に対するSO(S-
1+oxaliplatin)±ｃetuximab+短期放射線療法
(sequential regimen)の短期成績

ポスターセッション
(135) 大腸 悪性-1

下部消化管 閉塞性大腸癌Hartmann術後症例に対
するintestinal continuityを目指したsecond-look
operationの検討

リハビリ
テーション

部 第8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科
学会(福岡)

ポスター38 膝関節
腱・靱帯

バンキーテストによる膝前十字靱帯損傷患者の体
感筋力評価

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の考案

キャン
サークリ
ニック

ポスター掲示17 画像
診断2

トモシンセシス画像における微細分葉状・微細鋸歯
状腫瘤陰影の摘出能の検討

ポスター討議46 画像
新しい画像診断1

トモシンセシス画像における不明瞭石灰化の摘出
能の検討

米国放射線腫瘍学会(ASTRO'S 58
ANNUAL MEETIG)(ボストン)

Poster Viewing
Session and
Reception

Pravastation reduces radiation-induced damage to
normal tissues

第30回高精度放射線外部照射部会学術大
会(仙台)

口腔装置(マウスピース)によるセットアップエラー低
減の遡及的検証

Postate4  Toxicity
and Salvage
Treatment

Radiotherapy in late elderly (aged 75 or older)
patients with paranasal sinus carcinoma

ポスター発表4 視能
障害(視能障害・発達
障害)

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

膵癌および多発性肝転移、食道癌、胃癌の重複癌
に対して集学的治療が奏功した1例

日本消化器病学会近畿支部第106回例会
（大阪）

Freshman Session6
肝臓(2)

高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少症と合併
症に関する検討

誤薬に関するチームエラーの回復の様相ー看護師
による検出・指摘に焦点を当ててー

第8回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学
術集会(神戸)

高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少症と合併
症に関する検討

一般口演1 周術期の
栄養管理・摂食嚥下
障害・地域連携

一般演題(ポスター)
半固形化流動食

胃瘻患者における粘膜度の異なる経腸栄養剤投与
前後の唾液量の変化に関する検討

手術室での手指衛生改善の取り組み～携帯用手
指消毒剤を取り入れて～

第8回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学
術集会(神戸)

高齢者肝切除を対象にした術後筋肉減少症と合併
症に関する検討

一般口演1 周術期の
栄養管理・摂食嚥下
障害・地域連携

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の考案

第57回日本臨床細胞学会総会春期大会、
第19回国際細胞学会議（横浜）

Poster Presentations
Female Genital Tract
(Gynecology)

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の考案



 2016年度 研究会・研修会発表

部門名 演者 区分 演題名 研修会・研究会名 月
内科 芝俊成 症例発表 膵石症に対するESWLを施行した一例 第23回PB-Club(西宮) H28.9

河中正裕 第15回病棟糖尿病研修会(西宮) H28.11
芝俊成 一般演題 膵石症に内視鏡治療が有効であった1例 第19回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H28.11
澤﨑美幸 一般演題 総胆管結石治療におけるEPLBDの有用性 第19回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H28.11

血液内科 林邦雄 一般講演Ⅰ CNS relapse lymphoma 3例の検討 H28.10

岸本昌浩 H28.6

岸本昌浩 一般演題(口演) RFA(3)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52回日本肝癌研究会(東京) H28.7
岸本昌浩 一般演題　SectionⅠ 転移性肝腫瘍に対するRFA治療の検討 第19回関西肝癌局所療法研究会(大阪) H28.3

外科 別府直仁 第26回骨盤外科機能温存研究会(東京) H28.5

生田真一 相原司 中島隆善 Ⅱ.一般演題 第61回大阪肝穿刺生検治療研究会(神戸) H28.6
山中若樹
中島隆善 相原司 生田真一 H28.6
楠蔵人 赤塚昌子 北村優
光藤傑 一瀬規子 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
相原司 ミニレクチャー 転移性肝腫瘍に対する焼灼治療 第18回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H28.6
一瀬規子 症例提示② 第12回関西肝臓外科医育成の会(大阪) H28.6
中島隆善 北村優 光藤傑 一般演題(ポスター)5 第52回日本肝癌研究会(東京) H28.7
生田真一 一瀬規子 小野朋二郎
相原司 栁秀憲 山中若樹
古川一隆
赤塚昌子 別府直仁 中島隆善 一般演題(口演) RFA(3)胆道再建術後肝転移症例に対するラジオ波治療の経験
北村優 小野朋二郎 吉江秀範
光藤傑 栁秀憲 木村文彦
一瀬規子 山中若樹
飯田洋也 光藤傑 一瀬規子 一般演題(口演) RFA(2)
相原司 小野朋二郎 別府直仁
生田真一 吉江秀範 張宇浩
赤塚昌子 木村文彦 栁秀憲
北村優 山中若樹
栁秀憲 赤塚昌子 北村優 当院における開腹術と腹腔鏡手術の適応 第85回大腸癌研究会(大阪) H28.7
吉江秀範 光藤傑 生田真一
別府直仁 張宇浩 一瀬規子
小野朋二郎 相原司 山中若樹
中島隆善
赤塚昌子 一般演題(ポスター)5 第52回日本肝癌研究会(東京) H28.7

相原司 一般演題(口演) RFA(3)胆道再建術後肝転移症例に対するラジオ波治療の経験
中島隆善 一般演題(口演) RFA(2)

木村文彦 当院における開腹術と腹腔鏡手術の適応 第85回大腸癌研究会(大阪) H28.7

生田真一 光藤傑 一瀬規子 第43回日本膵切研究会(東京) H28.8
相原司 小野朋二郎 別府直仁
楠蔵人 吉江秀範 張宇浩
赤塚昌子 木村文彦 栁秀憲
北村優 山中若樹
相原司 赤塚昌子 北村優 第51回近畿肝癌談話会(大阪) H28.8
小野朋二郎 光藤傑 栁秀憲
中島隆善 一瀬規子 山中若樹
中島隆善 第43回日本膵切研究会(東京) H28.8

生田真一 第51回近畿肝癌談話会(大阪) H28.8

光藤傑 演題2 膵癌術後に急変した1例 H28.7

相原司 生田真一 栁秀憲 第35回Microwave Surgery研究会(熊本) H28.9
中島隆善 山中若樹 小野朋二郎
相原司 中島隆善 山中若樹
生田真一
楠蔵人 症例発表 囊胞形成を伴う、肝内胆管癌の一切除例 第23回PB-Club(西宮) H28.9
生田真一 中島隆善 栁秀憲 膵頭十二指腸切除後に発生した脂肪肝(ＮＡＦＬＤ)の検討第65回近畿膵疾患談話会(大阪) H28.10
相原司 山中若樹 小野朋二郎

木村文彦 中島隆善 赤塚昌子 一般演題セッション2 魚骨穿通を契機に発見されたS状結腸がんの一例 第69回兵庫県医師会医学会(神戸) H28.10
楠蔵人 北村優 一瀬規子
吉江秀範 光藤傑 相原司
別府直仁 生田真一 栁秀憲
小野朋二郎 山中若樹
吉江秀範 ビデオ提示2 腹腔鏡大腸切除術 兵庫Lap大腸ビデオカンファレンス(大阪) H28.10
赤塚昌子 一般演題 術前S-1内服によりpCRが得られた肝門部胆管癌の1例第19回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H28.11
生田真一 小野朋二郎 山中若樹 ポスターセッション3-1 第15回日本肝がん分子標的治療研究会(東京) H29.1
相原司 中島隆善
生田真一 パネルディスカッション SSI：整形外科、消化器領域での予防抗菌薬実態について第19回阪神ICT活動研究会(西宮) H29.1
生田真一 特別講演Ⅰ 膵癌診療の進歩 第22回阪神異科セミナー(西宮) H29.1
木村文彦 基調ｌ講演 明和病院での治験報告 第20回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮） H29.2
山中若樹 一般演題 肝細胞腺腫の1例 第28回阪神腹部画像診断治療研究会(西宮)H29.2
北村優 光藤傑 中島隆善 一般演題　SectionⅠ 転移性肝腫瘍に対するRFA治療の検討 第19回関西肝癌局所療法研究会(大阪) H29.3
相原司 楠蔵人 小野朋二郎
生田真一 一瀬規子 吉江秀範
赤塚昌子 別府直仁 仲本嘉彦
木村文彦 栁秀憲 山中若樹
中島隆善 北村優 吉江秀範 一般演題　SectionⅡ 胆膵領域癌転移再発に対する局所治療の検討
相原司 光藤傑 仲本嘉彦
生田真一 一瀬規子 木村文彦
楠蔵人 小野朋二郎 栁秀憲
赤塚昌子 別府直仁 山中若樹
中島隆善 光藤傑 木村文彦 一般演題 当科で経験した胆道系神経内分泌腫瘍の検討 第109回大阪胆道疾患研究会(大阪) H29.3
生田真一 小野朋二郎 栁秀憲
相原司 別府直仁 山中若樹
赤塚昌子 吉江秀範 仲本嘉彦

第18回阪神消化器外科チーム医療勉強会
(西宮)

一般演題3 ablationの
特性と効果

ドジメトリーテーブルではないエンドポイント設定に
よるバイポーラ型RFＡの治療成績

一般演題3 ablationの
特性と効果

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その対策

主題演題Ⅰ 膵癌ある
いはIPMNに対する膵
切除後フォローの問
題点

進行肝細胞癌の集学的治療におけるソラフェニブ
の位置づけ

一般演題 肝癌診療
における薬物療法

演題7 進行肝細胞癌に対するソラフェニブ治療の現
状と成績

示説11-13 大腸癌に
対する開腹手術と腹
腔鏡手術の適応

ICC術後肝外再発切除を行い長期生存(8年)が得ら
れている1例

肝細胞癌に対するラジオ波焼却術後局所再発例の
病理学的検討

示説11-13 大腸癌に
対する開腹手術と腹
腔鏡手術の適応

ポスター4 膵切除・再
建2

膵体尾部切除術における合併症の工夫(大網吊上
げ腹壁固定)

一般演題 肝癌診療
における薬物療法

演題7 進行肝細胞癌に対するソラフェニブ治療の現
状と成績

ポスター4 膵切除・再
建2

膵体尾部切除術における合併症の工夫(大網吊上
げ腹壁固定)

肝細胞癌に対するラジオ波焼却術後局所再発例の
病理学的検討

ICC術後肝外再発切除を行い長期生存(8年)が得ら
れている1例

一般演題 第2群 「前
立腺・排便機能」

エタノール注入併用ラジオ波焼灼療法の凝固領域
の拡大に対する電気工学的機序の解明

Ⅰ.主題演題 2.肝癌の
治療成績向上を目指
す手技・技術、薬剤の
工夫

術中門脈圧と肝切除後肝不全(ISGLS)発生との相
関性の検討

術前化学放射線療法施行、進行下部直腸癌におけ
る排便機能

Hematological imaging and therapeutic
seminar(HITS)(大阪)

乳腺・内
分泌外科

第16回関西肝血流動態・機能イメージ研究
会(大阪)

Ⅰ.主題演題 2.肝癌の
治療成績向上を目指
す手技・技術、薬剤の

工夫

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16回関西肝血流動態・機能イメージ研究
会(大阪)



 2016年度 研究会・研修会発表

部門名 演者 区分 演題名 研修会・研究会名 月
北村優
中島隆善 北村優 吉江秀範 一般演題 Cone unit resection を意識した腹腔鏡下肝部分切除第24回兵庫腹腔鏡外科勉強会(神戸) H29.3
生田真一 光藤傑 仲本嘉彦
相原司 一瀬規子 木村文彦
楠蔵人 小野朋二郎 栁秀憲
赤塚昌子 別府直仁 山中若樹

整形外科 山口基 佐々木謙 松本彰生 アスリートの外側半月板横断裂 第26回関西臨床スポーツ医・科学研究会(大阪)H28.6

新津早織 佐々木謙 松本彰生 一般演題 スポーツ選手に生じた膝蓋骨疲労骨折10例の検討 第53回兵庫県膝関節研究会(神戸) H28.9
山口基

形成外科 蔡顯眞 症例報告 53才PAD患者の左下腿開放骨折に対する苦い治療経験第5回運動器と創傷を考える会(大阪) H28.9
蔡顯眞 森田未沙子 榎本格 症例検討 診断に苦慮した木片異物による立方骨骨髄炎の1例 第30回神戸形成外科集談会(神戸) H28.10

病理診断科 覚野綾子 Ⅱ.一般演題 第61回大阪肝穿刺生検治療研究会(神戸) H28.6

一般演題(口演) RFA(2) 第52回日本肝癌研究会(東京) H28.7

第35回Microwave Surgery研究会(熊本) H28.9

一般演題 当科で経験した胆道系神経内分泌腫瘍の検討 第109回大阪胆道疾患研究会(大阪) H29.3
呼吸器外科 奥田昌也 一般演題セッション2 魚骨穿通を契機に発見されたS状結腸がんの一例 第69回兵庫県医師会医学会(神戸) H28.10
泌尿器科 Kimihiro Shimatani Poster H28.4

善本哲郎 土井裕 園田隆 第234回日本泌尿器科学会関西地方会(京都)H29.1

救急科 古川一隆 H28.6

一般演題(口演) RFA(3)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52回日本肝癌研究会(東京) H28.7
一般演題(口演) RFA(2)

放射線科 髙田恵広 セッションⅠ 第8回SIRCHS研究会(横浜) H28.4

ミニレクチャー 第19回神戸・兵庫ｱﾝｷﾞｵIVR勉強会(神戸) H28.11

髙田恵広 興津茂行 一般演題 肝細胞腺腫の1例 第28回阪神腹部画像診断治療研究会(西宮)H29.2
研修医 大仲慶 症例発表 呼吸苦に主訴に搬送された3症例 第2回明和ERｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(西宮) H28.4

田中由希奈 症例発表 呼吸苦に主訴に搬送された4症例
戎谷信彦 症例発表 呼吸苦に主訴に搬送された5症例
中松裕太 症例発表 囊胞形成を伴う、肝内胆管癌の一切除例 第23回PB-Club(西宮) H28.9
田中由希奈 症例検討 診断に苦慮した木片異物による立方骨骨髄炎の1例 第30回神戸形成外科集談会(神戸) H28.10
柿本博之 症例報告　急性腹症 診断に難渋した腹痛の1例 第3回ERオープンカンファレンス(西宮) H29.2
佐浦龍太郎 症例報告　急性腹症 まれな小腸イレウスの1例
中松裕太 症例報告　急性腹症 異物による消化管穿孔の1例
中西貴士 一般演題 肝細胞腺腫の1例 第28回阪神腹部画像診断治療研究会(西宮)H29.2

看護部 鈴木典子 話題提供 入院待機時間の短縮に向けて 第2回明和ERｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(西宮) H28.4
鬼石佳代子 水谷はづき 束本さとみ 感染性廃棄BOX数減少への取り組み 第12回研究発表会（神戸） H28.9
鳥飼智 直野博子 中田敦子
安井文子 矢野さおり
岡本知子 一般演題 第38回京阪血液研究会(河内長野) H28.9
西真由美 実践報告 廃棄物の処理の実際①手術室より H28.9

竹末陽子 末武千香 森知佐子 患者サービス・患者満足度を向上をめざすもの H28.10

鞍田真鈴 岩見彩 下井奈穂 H28.11
青井初恵 大橋真奈
米本理恵 平石幸子 阪本由利 H29.2
門田菜穂 宮本亜紀子 伊藤泰江
高谷祐里香 丹波研人

臨床検査科 松林謙治 第35回Microwave Surgery研究会(熊本) H28.9

戸根千枝 一般演題 アグレッシブNK細胞白血病の1例 第38回京阪血液研究会(河内長野) H28.9
髙橋圭子 一般演題 第38回京阪血液研究会(河内長野) H28.9

覚野綾子 一般演題 肝細胞腺腫の1例 第28回阪神腹部画像診断治療研究会(西宮)H29.2
脇英彦 松林謙治 Ⅱ.一般演題 第61回大阪肝穿刺生検治療研究会(神戸) H28.6

脇英彦 H28.6

脇英彦 一般演題(口演) RFA(3)胆道再建術後肝転移症例に対するラジオ波治療の経験 H28.7
伊東宏祐 演題 超音波検査を用いた肝切除術前門脈圧予測 H28.11

臨床工学室 大掛馨太 Ⅱ.一般演題 第61回大阪肝穿刺生検治療研究会(神戸) H28.6

一般演題(口演) RFA(3)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52回日本肝癌研究会(東京) H28.7
第35回Microwave Surgery研究会(熊本) H28.9

一般演題　SectionⅠ 転移性肝腫瘍に対するRFA治療の検討 第19回関西肝癌局所療法研究会(大阪) H29.3

平成28年度 兵庫県看護協会 阪神南支部 看護
実践報告会(西宮)

第16回関西肝血流動態・機能イメージ研究
会(大阪)

妊婦健康診査の待ち時間の活用についての検討-
待合室を学びの場に活用する試み-

神戸・滋賀修了生認定看護師会第7回総
会・第12回研修会(大阪)

術中門脈圧と肝切除後肝不全(ISGLS)発生との相
関性の検討

エタノール注入併用ラジオ波焼灼療法の凝固領域
の拡大に対する電気工学的機序の解明

一般演題3 ablationの
特性と効果

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その対策

手術室教育体制の見
直し

Transplantation Science Symposium (TSS)
Asian Regional Meeting 2016(東京)

Ⅰ.主題演題 2.肝癌の
治療成績向上を目指
す手技・技術、薬剤の
工夫

術中門脈圧と肝切除後肝不全(ISGLS)発生との相
関性の検討

肝細胞癌に対するラジオ波焼却術後局所再発例の
病理学的検討

第16回関西肝血流動態・機能イメージ研究
会(大阪)

第18回フォーラム 「医療の改善活動」全国
大会 in 倉敷(倉敷)

2016年度兵庫県看護協会看護実践研究会
(神戸)

改善例発表Ｏ 院内の
褥瘡発生率をさげる

口演発表 第1群 実践
報告部門

脳腫瘍(髄膜腫)に対する術前血栓～エンボスフィア
®の使用経験～

シンポジウム アス
リートの半月板単独
損傷への対応

一般演題3 ablationの
特性と効果

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その対策

一般演題3 ablationの
特性と効果

ドジメトリーテーブルではないエンドポイント設定に
よるバイポーラ型RFＡの治療成績

ベストプレゼンテー
ション賞応募演題〈膀
胱〉

抗PD-1抗体(ニボルマブ)投与中に発症した無菌性
膀胱炎の2例

Histologically confirmed BK virus nephropathy
without antecedent urine decoy cells after renal
transplantation-case report

肝細胞癌に対するラジオ波焼却術後局所再発例の
病理学的検討

エタノール注入併用ラジオ波焼灼療法の凝固領域
の拡大に対する電気工学的機序の解明

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その対策

一般演題3 ablationの
特性と効果

脳腫瘍(髄膜腫)に対する術前塞栓術-エンボスフィ
ア®の使用経験-

エタノール注入併用ラジオ波焼灼療法の凝固領域
の拡大に対する電気工学的機序の解明

移植後の免疫関連病態の検討 ～輸血検査業務を
通じて～

Ⅰ.主題演題 2.肝癌の
治療成績向上を目指
す手技・技術、薬剤の
工夫
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部門名 題　名 書籍名・巻・ページ 発行月

内科 澤﨑美幸 5 高血圧患者の栄養指導 Nutrition Care 5

Vol.9 no.5 2016 5 p36～ｐ41

園田隆 兵庫県医師会医学雑誌 9

園田隆 澤﨑美幸 西宮医師会医学雑誌 3

第22号　2017年　ｐ26～ｐ31

外科 小野朋二郎 生田真一 赤塚昌子 兵庫県医師会医学雑誌 4

北村優 光藤傑 竹中雄也 第58巻 第2号 2016年3月31日　p25～p28

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 相原司 古川一隆

栁秀憲 山中若樹

中島隆善 臨床雑誌 外科4 4

山中若樹 相原司 消化器外科 4

Nahito Beppu Kimuraa FumihikoHidenori Yanagi Digestive Surgery 6

Naoki Yamanaka

山中若樹 銷夏随筆　父母の死から感じたこと 日本病院会雑誌 7

2016 Vol.63 No.7 p84～p85

別府直仁 木村文彦 栁秀憲 ONCOLOGY LETTERS 00: 0-00.0000

山中若樹 DOI:10.3892/ol_x.x.x.x.x.x.x.x. p1～p5

別府直仁 木村文彦 相原司 Annals SURGICAL ONCOLOY 8

栁秀憲 山中若樹

別府直仁 木村文彦 松原長秀 ONCOLOGY LETTER 12 10

野田雅史 冨田尚裕 栁秀憲
3609-3613,2016
DOI:10.3892/ol.2016.5084

山中若樹

別府直仁 栁秀憲 山中若樹 SURGERY1  ARTICLE IN PRESS 10

doi.org 10.1016 j.surg.2016.08.13

生田真一 相原司 小野朋二郎 兵庫県医師会医学雑誌 9

中島隆善 山中若樹 平成28年(2016)　第59巻第1号 ｐ8～p13

整形外科 山口基 佐々木謙 松本彰生 日本臨床スポーツ医学会誌 8

Vol.24 No.3.2016 p451～p456

山口基 臨床バイオメカニクス 9

Vol.37.2016.p199～p203

山口基 臨床スポーツ医学 2

2017　Vol.34 No.2

松本彰生 佐々木謙 山口基 ＪＯＳＫＡＳ 3

Vol.42  ｐ90～ｐ91,2017

皮膚科 黒川一郎 兵庫県医師会医学雑誌 4

第58巻 第2号 2016年3月31日　p68

臨床皮膚科 4

最新治療でニキビ・アトピー顔のポツポツをキレイに治す！日経ヘルス4 4

第19巻 第4号 2016年3月2日発行 ｐ45～p47 

Health Care：Current Reviews 4

Volume4 ・ lssue1 ・ 1000160

MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 4 4

p986-p988,2016

日本皮膚科学会雑誌 5

皮膚科の臨床 5

Vol.58 No.06 2016 p877～p880

座談会 新たなざ瘡治療の戦略 DERMARTOLOGY　NOW 5

2016 弟20号 p3～p7
MOLECULAR AND CLINICAL
ONCOLOGY 4 5

DOI：10.3892/mco.2016.834 986-988

原著　前十字靱帯損傷症例におけるcoper,non-
coperの調査

解剖学的二重束ACL再建膝の後外側線維大腿骨骨
孔に対する3DCT解析-Flexibleとrigidドリルによる経
ポータル法とoutside in法の比較-

ラグビーの外傷・障害-ワールドカップ2019開催に向
けて-
ラグビーにおける外傷・障害-予防・評価・治療・復帰
-　膝の外傷・障害

Ｂｕｎｋｉｅ　test　による膝前十字靱帯損傷患者の体幹
筋力評価

勤務医助成研究誌上発表 1.兵庫県下における化膿
性汗腺炎の疫学調査

特集 最近のトピックス2016 4.皮膚疾患治療のポイン
ト 尋常性痤瘡ぬいおける抗菌外用剤の使い方

最近の新薬について C.痤瘡関連 オゼノキサシン(ゼ
ビアックス®)

Keratin 19-positive cutaneous squamous cell
cacinoma with elevated serum cytokeratin 19
fragment 21-1 level：A case report

Second-look surgery following Hartmann's procedure
for obstructive left-sided colorectal cancer

ORIGINAL ARTICLE_COLORECTAL CANCER
Patterns of Local Recurrence and Oncologic
Outcomes in T3 Low Rectal Cancer
(≦5cm from the Anal Verge)Treated With Sort-
Course Radiotherapy With Delayed Surgery

発表者

原著　多剤併用化学療法が奏効した膵癌多発肝転
移例に対するAdjuvant surgery

総説　癌化学療法の新時代-特に進行肺癌・胃癌・膵
臓癌について

原著 大腸癌同時性肝転移に対するliver first
approach の適応と意義

臨床経験 胃消化管間質腫瘍(GIST)に対する単孔式
胃内手術の検討 第78巻 第4号 2016年4月1日発行 p396

～p399

特集：新/アトラスで学ぶ達人の手術 Ⅲ肝・胆・膵・脾
の手術 肝右葉切除術 2016年4月臨時増刊号 第39巻第5号 通

巻第487号 p708～p716

Originaｌ Paper  Functional Outcomes of Patients
Treated with Intensive Medications for Bowel
and Pain Control for Low-Lying Rectal Cancer Who
Received Preoperative Chemoradiotherapy

Dig Surg 2016;33:431-438
DOI:10.1159/000444458

Published online:03 October 2016
DOI 10.1245/s10434-016-5604-6

Second-look surgery follwing Hartmann's procedure
for obstructive left-sided colorectal cancer

The impact of the radiation-induced regression of
positive nodes on survival in patients
with rectal cancer treated with chemoradiotherapy

原著　多剤併用化学療法が奏効した膵癌多発肝転
移例に対するAdjuvant surgery

第70巻 第5号 創刊号 2016年4月10日 ｐ
96～p99

Commentary　Comprehensive Multiplexed Therapy
for Severe Nodulocystic Acne in Puberty

Keratin 19-positive cutaneous squamous cell
carcinoma with elevated serum cytokeratin 19
fragment 21-1 level

日本皮膚科学会ガイドライン 尋常性痤瘡治療ガイド
ライン2016 第126巻 第6号 平成28年5月20日発行 ｐ

1045～p1086
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ファーマナビゲーター にきび治療薬編 6

巻頭随筆　鉄道と私2016 皮膚と美容 6

第48巻2号 2016年6月

デュアック®配合ゲルに期待すること Acne Care Nework 6

vol.1

薬局なんでも相談室　臨床 にきび患者の洗顔指導は 7

2016年7月10日発行 通巻225号 p19

むだ毛処理、自己流は危険？ 日本経済新聞 8

ｓ11

9

VOL25  NO9  SEPTENBER 2016

マルホ㈱ ベピオ®ゲル2.5% 監修 10

Rev Endocr Metab Disord 10

11

2016年11月10日 初版第1刷発行

形成外科 11

第59号 第11号 2016年11月10日発行

ONCOLOGY LETTERS 12 12

DOI:10.3892/ol.20162.5335  5190-5192

デュアック発売1周年記念講演会 10

にきび(痤瘡)、酒皶 今日の治療指針　TODAY'S THERAPY 2017 1

2017年版　p1228～p1229

皮膚付属器病変　酒皶 皮膚疾患　最新の治療　2017-2018 1

p250

皮膚科新薬の使い方 2

2017年2月20日　初版第1刷発行

痤瘡をめぐるトピックス⑤　特殊な痤瘡 薬局 3

2017　Ｖｏｌ．68，ＮＯ．3　2017年3月5日発行

形成外科 MISATO UEDA MICHIHIRO YASUDA
MOLECULAR AND CLINICAL
ONCOLOGY 4 4

YOSHIE SHIBAOKA p986-p988,2016

MISATO UEDA
MOLECULAR AND CLINICAL
ONCOLOGY 4 5

YOSHIE SHIBAOKA DOI：10.3892/mco.2016.834 986-988

歯科口腔外
科 谷脇菊栄 Nice! Nursing Information of Care & Evidence 7

病理診断科 AYAKO KAKUNO
MOLECULAR AND CLINICAL
ONCOLOGY 4 4

p986-p988,2016
MOLECULAR AND CLINICAL
ONCOLOGY 4 5

DOI：10.3892/mco.2016.834 986-988

覚野綾子 SURGERY1  ARTICLE IN PRESS 10

doi.org 10.1016 j.surg.2016.08.13

ONCOLOGY LETTERS 12 12

DOI:10.3892/ol.20162.5335  5190-5192

土井啓至 Annals SURGICAL ONCOLOY 10

SURGERY1  ARTICLE IN PRESS 10

doi.org 10.1016 j.surg.2016.08.13

Ha-Kawa S、Yoshida RY、Kariya S

Tanigawa N
栄養課 米田知恵子 菊池真孝 5 高血圧患者の栄養指導 Nutrition Care 5

Vol.9 no.5 2016 5 p36～ｐ41

看護部 土井美由紀 Nice! Nursing Information of Care & Evidence 7

第1章　薬物療法の基礎知識　にきび治療薬　Ｑ1傾
向抗菌薬の使い方について教えてください

日経ドラッグインフォメーションDI　プレミ
アム版 7月号

JOURNAL OF WOUND CARE   Request
Permissions  research

Enhanced wound healing by topical application of
ointment containing
a low concentration of povidone-iodine

ベピオゲル特定情報概容「過酸化ベンゾイルの
Propionibacterium acnesの浮遊菌
およびバイオフィルム形成菌に対する殺菌作用

特集 形成外科医が知っておきたい美容皮膚知識
にきび（尋常性痤瘡）の病態、病因、治療

Milia may originate from the outermost layers of the
hair bulge of the outer root sheath:A case report

お仕事スケッチ④ アセスメントツールを活用した、病
棟看護師と歯科口腔外科とのれんけいによる口腔の
ケア
Keratin 19-positive cutaneous squamous cell
carcinoma with elevated serum cytokeratin 19
fragment 21-1 level

Chapter1にきび治療の基礎知識 特殊なにきび、
Chapter3外用療法　BPOとクリンダマイシンの配合
剤、Chapter7Q&A 抗菌薬はいつまで投与すべきです
か？

Chapter1　03　ゼビアック®ローション登場でアクアチ
ム®，ダラシン®との棲み分けは？

Keratin 19-positive cutaneous squamous cell
carcinoma with elevated serum cytokeratin 19
fragment 21-1 level

Keratin 19-positive cutaneous squamous cell
cacinoma with elevated serum cytokeratin 19
fragment 21-1 level：A case report

2016年6月15日 初版第1刷 p146～p153
p268～p273 p386～p389

Beyond acne:Current aspects of sebaceous gland
biology and function

DOI 10.1007/s11154-016-9389-5
Published online:11 October 2016
17:319-334

マイスターから学ぶ皮膚科治療薬の服
薬指導術

Published online:03 October 2016
DOI 10.1245/s10434-016-5604-6

The impact of the radiation-induced regression of
positive nodes on survival in patients
with rectal cancer treated with chemoradiotherapy

お仕事スケッチ④ アセスメントツールを活用した、病
棟看護師と歯科口腔外科とのれんけいによる口腔の
ケア

Keratin 19-positive cutaneous squamous cell
cacinoma with elevated serum cytokeratin 19
fragment 21-1 level：A case report

The impact of the radiation-induced regression of
positive nodes on survival in patients
with rectal cancer treated with chemoradiotherapy

Milia may originate from the outermost layers of the
hair bulge of the outer root sheath:A case report

キャンサーク
リニック

ORIGINAL ARTICLE_COLORECTAL CANCER
Patterns of Local Recurrence and Oncologic
Outcomes in T3 Low Rectal Cancer
(≦5cm from the Anal Verge)Treated With Sort-
Course Radiotherapy With Delayed Surgery

Lymphoscinntigraphy for Imaging of the Lymphatic
Flow
Disorders.

Tech Vasc Interv Radiol.2016;19:273-276
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松坂達也 ＪＯＳＫＡＳ 3

Vol.42  ｐ90～ｐ91,2017

Ｂｕｎｋｉｅ　test　による膝前十字靱帯損傷患者の体幹
筋力評価

リハビリテー
ション科
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 2016年度 講演 14/19

部門名 演者 演題名 学会名 月
内科 河中正裕 明和病院での糖尿病治療の取り組みについて 西宮糖尿病地域連携懇話会in鳴尾(西宮) H28.4

河中正裕 糖尿病と合併症 第2回明和病院糖尿病教室(西宮) H28.4

河中正裕 第12回病棟糖尿病研修会(西宮) H28.5

河中正裕 糖尿病について ランチョンセミナー(西宮) H28.6

河中正裕 第13回病棟糖尿病研修会(西宮) H28.6

河中正裕 糖尿病の食事療法 第14回病棟糖尿病研修会(西宮) H28.9

園田隆 抗癌剤治療の新時代 西宮医師会 学術講演会(西宮) H28.9

河中正裕 科内ミニセミナー(内科勉強会)(西宮) H28.8

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) H28.11

河中正裕 糖尿病の食事指導 ノボノルディスクファーマ㈱ 臨床講座(神戸) H28.12

園田隆 膵癌の外科治療 第21回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H29.3

総合診療科 髙屋豊 和漢診療学とは何か 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) H28.4

髙屋豊 漢方医学の病態のとらえかた 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) H28.5

髙屋豊 便秘と漢方 マイランEPD合同会社 神戸東営業所 社外講師勉強会(神戸) H28.5

髙屋豊 漢方医学の診療法 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) H28.6

髙屋豊 漢方薬の成り立ちと特徴 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) H28.7

髙屋豊 科学と漢方 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) H28.9

髙屋豊 アンチエイジングと漢方 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) H28.10

髙屋豊 もの忘れと漢方 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) H28.11

髙屋豊 糖尿病に関する話題 ノボノルディスクファーマ㈱ 臨床講座(神戸) H28.12

髙屋豊 冷え性と漢方 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) H28.12

髙屋豊 腰痛と漢方 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) H29.1

髙屋豊 花粉症と漢方 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) H29.2

髙屋豊 更年期と漢方 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) H29.3

岸本昌浩 cCRを目指した転移再発乳癌治療の意義とeribulinの位置付け 但馬再発乳癌研究会(豊岡) H28.4

岸本昌浩 cCRを目指した転移再発乳癌治療の意義と実際 第3回EKB(エビデンスのない個別化治療を考えるブレストの会)(大阪)H28.5

岸本昌浩 Ｍａｍｍｏｇｒａｐｈｙ　トモシンセシスの有用性と臨床的位置付け 第3回Advanced Breast Conference(仙台)  H28.8

岸本昌浩 腫瘤とFADI 第14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) H28.8

岸本昌浩 腫瘤2 第14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) H28.9

岸本昌浩 マンモグラフィ読影問題提示および解説 第40回西宮マンモグラフィ研究会(西宮) H28.10

岸本昌浩 Halaven 発売5周年記念 forum(神戸) H28.11

外科 張宇浩 内科医が知りたい腹腔鏡手術の今 西宮市内科医会学術講演会(西宮) H28.4

山中若樹 長寿社会の功罪と生き抜くための知恵～健康長寿を延ばすコツ～平成28年度 武庫市民大学教育講座(尼崎) H28.6

相原司 難治性胸腹水に対するシャント術について 第35回南阪神肝疾患病診連携セミナー(西宮) H28.6

生田真一 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灼西宮市医師会学術講演会(西宮) H28.6

相原司 マルチポーラ型RFA装置の特性を踏まえた安全確実な焼灼法 第52回日本肝癌研究会 モーニングセミナー(東京) H28.7

栁秀憲 第105回日本消化器病学会近畿支部例会(大阪) H28.9

奥田昌也 気管支断橋瘻 第69回日本胸部外科学会定期学術集会(岡山) H28.9

仲本嘉彦 大腸癌における化学療法の選択方法について 大鵬薬品工業㈱ 社内研修会(神戸) H28.12

栁秀憲 大腸癌の集学的治療の中で大腸外科医が関われること 阪神エリア大腸癌治療カンファランス(尼崎) H29.2

相原司 大腸癌の集学的治療の中で肝臓外科医が関われること 阪神エリア大腸癌治療カンファランス(尼崎) H29.2

仲本嘉彦 大腸癌術後補助化学療法 第32回R175消化器外科集談会(神戸) H29.2

吉江秀範 消化器癌における治療について 大鵬薬品工業㈱社内研修会(神戸) H29.2

生田真一 第21回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H29.2

小児科 立川友博 頸部リンパ節腫脹の鑑別について 西宮市小児科医会学術講演会（西宮) H28.9

眼科 田中久子 糖尿病網膜症について　…大切な目について考えよう… 第5回明和病院 糖尿病教室(西宮) H29.2

田中久子 高齢者に発症しやすい眼の病気　～白内障～ 地域医療講座(西宮) H29.2

皮膚科 黒川一郎 にきび治療の新しい戦略」-新規ビタミンC誘導体を用いたcombinaation治療第115回日本皮膚科学会総会(東京) H28.6

黒川一郎 尋常性ざ瘡治療ガイドラインにおけるデュアックのポジショニング第115回日本皮膚科学会総会(東京) H28.6

黒川一郎 2016尋常性ざ瘡治療ガイドラインについて 千葉県皮膚科医会学術講演会(千葉) H28.6

黒川一郎 南あわじ市養護担当者連絡協議会(南あわじ市) H28.8

黒川一郎 尋常性痤瘡治療ガイドライン20162　改訂の概説 デュアック発売1周年記念講演会(東京) H28.9

黒川一郎 臨床の現場から見た蕁麻疹の診断と治療 大鵬薬品㈱神戸支店 社内研修会(神戸) H28.9

黒川一郎 皮膚感染症・痤瘡 三重大学 2016年度医学科4年生 TBL-Tutorial教育 ユニット講義(津) H28.10

黒川一郎 第1回痤瘡治療薬CONSENSUS MEETING(浜松) H28.10

黒川一郎 イブニングセミナー2  Lecture1 The 4th Eastern Asia Dermatology Congress(浦安) H28.11

黒川一郎 ざ瘡のstepwise hterapy 2016年ポーラファルマシンポジウムin愛知 H28.11

黒川一郎 第2回痤瘡治療薬CONSENSUS MEETING(横浜) H29.2

黒川一郎 ざ瘡の治療について 大鵬薬品工業㈱社内研修会(神戸) H29.3

形成外科 蔡顯眞 糖尿病性足病変に対するチームアプローチ ランチョンセミナー(西宮) H28.5

蔡顯眞 形成外科医20年　出会った方々から教わった事柄 第3回ERオープンカンファレンス(西宮) H29.2

放射線科 樽岡照知 症例検討 第6回岡山CTコロノグラフィ研究会(岡山) H28.9

尾﨑佳弘 Radial Scanの基礎と頭部編 第94回南大阪MRI研究会(磁気共鳴専門技術者更新認定研究会)(大阪)H28.5

樽岡照知 ユーザーから見た島津と今後の期待 島津メディカルシステムズ 創立50周年記念講演会 H28.7

増田奈々子 第3回Advanced Breast Conference(仙台)  H28.8

乳腺・内分泌
外科

局所進行(T4)転移性乳癌に対するcCRを目指した治療におけ
るeribulinの位置付け

大腸癌集学的治療における第3世代血管新生阻害薬
Ramucirumabの役割

Ｍａｍｍｏｇｒａｐｈｙ　トモシンセシスの装置
(MAMMOMATinspiration)による乳房撮影の実際
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部門名 演者 演題名 学会名 月

樽岡照知 地域連携を目指した骨密度測定の当院の取り組み MEET THE EXPERT SEMINAR(西宮) H28.11

歯科口腔外科 末松基生 日本インプラント臨床研究会(大阪) H28.9

末松基生 「くすり」がわかれば全身がみえる 西宮歯科医師会 訪問歯科ガイダンス(4)ナイトセミナー(神戸) H28.12

末松基生 「くすり」がわかれば全身がみえる 山口県保険医協会防府支部医科歯科隣接医療研究会(防府) H29.2

歯科 末松基生 糖尿病の口腔ケア 弟二回糖尿病療養指導の会(西宮) H28.5

福田陽子 糖尿病の口腔ケア 弟二回糖尿病療養指導の会(西宮) H28.5

谷脇菊栄 糖尿病の口腔ケア 弟二回糖尿病療養指導の会(西宮) H28.5

末松基生 第5回関西歯科口腔外科談話会（大阪) H28.5

谷脇菊栄 糖尿病で歯がなくなる？糖尿病と歯周病の深い関係 第3回明和病院糖尿病教室(西宮) H28.7

福田陽子 糖尿病で歯がなくなる？糖尿病と歯周病の深い関係 第3回明和病院糖尿病教室(西宮) H28.7

河相吉 最近の各医学シンチ検査あれこれ～認知症と肝機能について～西宮医師会外科医会 学術講演会(西宮) H28.10

河相吉 消化器疾患におけるPET-CTについて ランチョンセミナー(西宮) H28.11

河相吉 アシアロ糖たんぱく受容体シンチグラフィによる肝機能評価 第19回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H28.11

キャンサークリ
ニック

セツキシマブ単独投与によりコンバージョン手術が可能になっ
た舌癌頸部リンパ節後発転移の1例
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部門名 演者 演題名 学会名 月

河相吉 消化器疾患における核シンチグラムの有用性 第28回阪神腹部画像診断治療研究会(西宮) H29.2

呼吸器外科 奥田昌也 気胸について ランチョンセミナー(西宮) H28.10

呼吸器内科 坂東憲司 肺がんで命を落とさないように！！ 第21回阪神異科セミナー(西宮) H28.5

坂東憲司 肺がんについて ランチョンセミナー(西宮) H28.7

健診 柴田信博 ランチョンセミナー(西宮) H28.12

産婦人科 森龍雄 骨盤臓器脱について ランチョンセミナー(西宮) H28.8

消化器内科 上山茂充 内視鏡について ランチョンセミナー(西宮) H28.9

腎・透析科 竹内仁美 糖尿病患者の足アセスメントとケア 第二回糖尿病療養指導の会(西宮) H28.5

豊田和寛 少し好きになる血液ガス 酸塩基平衡+電解質克服 ナトリウム基礎編ランチョンセミナー(西宮) H28.4

整形外科 山口基 アスレティックリハビリテーション 運動器リハビリテーションセラピスト研修会(資格継続)（三宮) H28.7

山口基 ジェネラリストのための膝前十字靱帯損傷の診断と治療 阪神六市整形外科研修会(大阪) H28.10

下奥靖 鎖骨骨折の治療　～当院の現状～ 第233回阪神整形外談話会(西宮) H29.2

松本彰生 ERにおける整形外科疾患の対応 ランチョンセミナー(西宮) H29.3

薬剤部 菊井利伸 大塚製薬㈱神戸支店 社内招聘勉強会(神戸) H28.6

看護部 森知佐子 糖尿病とあし 第2回明和病院糖尿病教室(西宮) H28.4

西真由美 ①「5つのタイミング」について　②実演レクチャー、質疑応答 坂上田病院 院内研修(西宮) H28.4

森知佐子 スキンケアの基本とポジショニング 兵庫県看護協会 2016年度 阪神南支部研修No.111(西宮) H28.6

土井美由紀 高齢者の嚥下の特徴と看護師の行う嚥下ケア 第5回兵庫県糖尿病教育看護研修会(神戸) H28.8

森知佐子 ストーマ装具の特徴・ストーマ装具を選択するためのアセスメント項目 ダンサック ストマ―ケア学術セミナー(神戸) H28.9

森知佐子 管理困難なストーマケア 第38回関西ストーマケア講習会カリキュラム(神戸) H28.10

竹末陽子 ストーマケア、創傷、失禁などの基礎知識について 第38回関西ストーマケア講習会(兵庫ブロック)(神戸) H28.10

二宮由紀子 第3回西宮市立中央病院緩和ケア研修会(西宮) H29.1

森知佐子 ストーマ装具の特徴・ストーマ装具を選択するためのアセスメント項目 ダンサック　ストーマケア　学術セミナー in 兵庫(神戸) H29.3

森知佐子 コロプラストセミナー大阪(大阪) H29.3

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　認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座(西宮) H28.4

中島淳美 糖尿病患者の足アセスメントとケア 弟二回糖尿病療養指導の会(西宮) H28.5

中島淳美 身体介護テクニック 株式会社ソラスト 在宅ケアサービスソラスト甲子園口 研修 H28.5

中島淳美 西宮協立脳神経外病院 認知症研修(西宮) H28.6

中島淳美 基本的知識や予防等 みみより広場事業(西宮) H28.6

中島淳美 基本的知識や予防等 みみより広場事業(西宮) H28.6

中島淳美 知ってほしい在宅ケア～地域で暮らすために～ 福祉ネット弟2回総会 福祉フォーラム(西宮) H28.6

中島淳美 なっとく！認知症ケア 西宮協立リハビリテーション病院 認知症研修(西宮) H28.6

中島淳美 西宮市社会福祉協議会　認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座(西宮) H287

山形まゆみ 西宮市社会福祉協議会甲陽園分区 介護者のつどい(西宮) H287

中島淳美 西宮市社会福祉協議会甲陽園分区 介護者のつどい(西宮) H287

中島淳美 認知症について 公民館講座 地域医療講座(西宮) H28.8

山形まゆ美 認知症について 公民館講座 地域医療講座(西宮) H28.8

中島淳美 認知症サポーター養成講座(西宮) H28.9

中島淳美 認知症サポーター養成講座(西宮) H28.9

中島淳美 認知症ケア研修 大隈病院 学術研究発表会(尼崎) H28.11

中島淳美 在宅ケアについて 西宮市民生委員・児童委員会全体研修会(西宮) H28.11

西田奈美 復職支援　訪問看護体験講習会 訪問ステーションネットワーク西宮 潜在看護師復職支援研修(西宮) H29.2

臨床検査科 松林謙治 細胞診ジュニアコース ～婦人科～ 兵庫県臨床検査技師会 細胞学的検査講習会(神戸) H28.5

覚野綾子 慢性肝疾患の線維化および肝脂肪化診断　その2-病理診断- 第8回近畿消化器勉強会(西宮) H28.6

澁谷江里香 実技講習会 平成28年度 第4回輸血研修会(西宮) H28.10

楠原瑞貴 赤血球抗原検索システムを利用し輸血療法がスムーズに行われた一例平成28年度 兵庫県輸血医療従事者研修会(神戸) H28.10

西川あゆみ 困った！輸血検査～症例(Ⅰ) 兵庫県臨床検査技師会  第5回輸血検査研修会(神戸) H28.12

井上太 心臓超音波について ランチョンセミナー(西宮) H29.1

井上太 心エコー等実技技講師および実技前のプレゼンテーションレクチャー第9回これからはじめる心血管ハンズオンセッション2017(大阪) H29.3

臨床工学室 大掛馨太 神戸総合医療専門学校　平成28年度国家試験対策講義(神戸) H29.1

大掛馨太 神戸総合医療専門学校　平成28年度国家試験対策講義(神戸) H29.1

大掛馨太 神戸総合医療専門学校　平成28年度国家試験対策講義(神戸) H29.2

栄養科 完山美里 人体機能構造学実習 神戸学院大学栄養学部 講義(神戸) H28.10

医事課 久保和美 医師の症状詳記で査定症例が変わる ランチョンセミナー(西宮) H29.2

～ストーマ装具の種類と適応・合併症のあるストーマケア～
～装具やアクセサリーを使用して製品の特長を知る～

①認知症患者の実際を知る　②認知症患者の在宅での様子
を知る　③臨床における認知症患者の対応を知る

単一施設における閉塞性大腸がんの手術成績について　直
接死亡率"ゼロ"を目指して
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部門名 座長・司会 担　当 学会名 月
内科 早川勇二 特別講演 第2回明和ERｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(西宮) H28.4

河中正裕 パネルディスカッション Insulin Forum in 阪神(尼崎) H28.4

河中正裕 LECTUREⅠ、LECTUREⅡ 弟二回糖尿病療養指導の会(西宮) H28.5

河中正裕 特別講演 第16回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮) H28.6

河中正裕 パネルディスカッション Insulin Update Forum(西宮) H28.11

早川勇二 一般演題 第19回鳴尾消化器疾患検討会(西宮) H28.11

岸清彦 特別講演 西宮消化管カンファレンス講演会(西宮) H29.1

早川勇二 症例報告　急性腹症 第3回ERオープンカンファレンス(西宮) H29.2

園田隆 陽子線治療説明会(西宮) H28.12

岸清彦 まだまだ忘れてはいけない結核 感染症講演会in鳴尾(西宮) H29.3

総合診療科 早川勇二 西宮消化管カンファレンス講演会(西宮) H29.1

血液内科 林邦雄 特別講演Ⅱ 第19回北河内血液症例検討会(守口) H28.8

林邦雄 特別講演Ⅰ Hematological imaging and therapeutic seminar(HITS)(大阪) H28.10

林邦雄 感染症1 日本内科学会近畿支部 第214回近畿地方会(大阪) H28.12

林邦雄 特別講演 第5回血液疾患患者さんを支えるチーム医療セミナー(西宮)H29.3

岸本昌浩 第40回西宮マンモグラフィ研究会(西宮) H28.10

外科 山中若樹 第2回明和ERｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(西宮) H28.4

木村文彦 ランチョンセミナー2 大腸② 第199回近畿外科学会(大阪) H28.5

山中若樹 ビデオセッション02 安全な系統的切除術の工夫1 第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会(大阪) H28.6

山中若樹 ビデオワークショップ②-3 ここを見て欲しい～こだわりの手技③第41回日本外科系連合学会学術集会(大阪) H28.6

相原司 ポスター2-15 その他②(化学療法・栄養) 第41回日本外科系連合学会学術集会(大阪) H28.6

生田真一 第18回阪神消化器外科チーム医療勉強会(西宮) H28.7

山中若樹 一般演題4 各種アプローチ、工夫 第35回Microwave Surgery研究会(熊本) H28.9

木村文彦 一般演題(ポスター) 第26回日本医療薬学会年会（京都） H28.9

山中若樹 特別講演 西宮市医師会外科医会講演会(西宮) H28.10

栁秀憲 要望演題6　高齢者大腸肛門疾患 第71回日本大腸肛門病学会学術集会（伊勢） H28.11

山中若樹 主題関連演題　術後肝予備能維持にむけたBest Practice 第78回日本臨床外科学会総会（東京） H28.11

生田真一 一般口演1　ドレーンに功罪・手術時手洗いの工夫 第29回日本外科感染症学会総会学術集会(東京) H28.12

山中若樹 特別講演Ⅰ 第22回阪神異科セミナー(西宮) H29.1

生田真一 Freshman Session6  肝臓(2) 日本消化器病学会近畿支部第106回例会（大阪） H29.2

木村文彦 症例報告　急性腹症 第3回ERオープンカンファレンス(西宮) H29.2

相原司 第19回関西肝癌局所療法研究会(大阪) H29.3

山中若樹 陽子線治療説明会(西宮) H28.12

整形外科 山口基 ポスター11 膝関節 ACL 手術成績1　 第8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(福岡) H28.7

山口基 一般演題 第53回兵庫県膝関節研究会(神戸) H28.9

耳鼻咽喉科 奥中美恵子 第1群 聴覚・平衡 第11回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会(徳島)H28.7

皮膚科 黒川一郎 招請講演 第113回兵庫県皮膚科医会学術集談会(神戸) H28.6

黒川一郎 第34回日本美容皮膚科学会総会・学術大会(東京) H28.8

黒川一郎 Session3 第3回B-POTフォーラム(東京) H28.9

黒川一郎 第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会(大阪) H28.10

黒川一郎 マルホ㈱ エピデュオゲル新発売記念講演会(東京) H28.12

黒川一郎 がん治療における皮膚障害管理に関する討議 第4回皮膚科腫瘍内科有志コンセンサス会議(大阪) H29.1

黒川一郎 第20回Single Topic Seminar in 鳴尾(西宮） H29.2

病理診断科 覚野綾子 ポスター発表(一般)121 造血器・リンパ節・膵臓10 第105回日本病理学会総会(仙台) H28.5

河相吉 一般演題口演 消化器：消化器・腫瘍 第56回日本核医学会学術総会(名古屋)      H28.11

アシアロシンチ河法解析：施設内新規導入について 第49回日本核医学学会近畿地方会 H28.7

読影レポートの書き方についての一考察 第49回日本核医学学会近畿地方会 H28.7

GSA-CT Fusion3D肝臓解析について 第126回核医学症例検討会 H29.2

新たに開始したアシアロシチン河法解析 第125回核医学症例検討会 H28.8

救急科 古川一隆 話題提供 第2回明和ERｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(西宮) H28.4

古川一隆 特別講演 第3回ERオープンカンファレンス(西宮) H29.2

呼吸器内科 坂東憲司 特別講演2 第18回シングルトピックセミナー(西宮) H28.10

循環器内科 東晃平 症例発表 第2回明和ERｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(西宮) H28.4

看護部 矢吹浩子 特別企画 第8回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会(神戸) H28.7

秋吉由利子 第26回日本医療薬学会年会（京都） H28.9

西真由美 第19回阪神ICT活動研究会(西宮) H29.1

矢吹浩子 教育講演01 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会(岡山) H29.2

第二部①　国内ガイドラインにおける各薬剤の位置付けと
ディフェリンゲル、ベピオゲルの使い方、エピデュオゲルの今
後の可能性

キャンサーク
リニック

当院におけるペグフィルグラスチムの投与時期と有効性に関
する後方的検討

乳腺・内分泌
外科

乳がん検診の不利益とは？人に説明できますか？-2つのガ
イドラインから-

モーニングセミナー1 尋常性痤瘡における新たな知見～
P.acnesの働き・抗菌薬の役割～

スイーツセミナー3 新時代の痤瘡治療戦略
シンポジウム3 迷わない！皮膚感染症の診療
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部門名 座長・司会 担　当 学会名 月
訪問看護 西田奈美 パネルディスカッション 地域におけるがん患者さんの連携 第20回在宅医療懇談会(西宮) H28.11

西田奈美 西田さんのケースと活用の実際を紹介 メディカルケアネット西宮 平成28年度勉強会「みやっこケアノート」(西宮) H29.1

薬剤部 谷村紀代子 当院におけるペグフィルグラスチムの投与時期と有効性に関する後方的検討第26回日本医療薬学会年会（京都） H28.9

菊井利伸 当院におけるペグフィルグラスチムの投与時期と有効性に関する後方的検討第26回日本医療薬学会年会（京都） H28.9

放射線科 樽岡照知 関西企画(関西CTC事情) 第12回消化管CT技術研究会(京都) H28.6

興津茂行 第28回阪神腹部画像診断治療研究会(西宮) H29.2

臨床検査科 井上弘子 一般演題 生理 第56回日臨技近畿支部医学検査学会(和歌山) H28.5


