
演題名 演者 学会名 開催地 年⽉⽇

ホスピタルアートの可能性
室野 愛⼦
滝沢 洋⼦

アートミーツケア学会 2

015年度総会
⼤分 2015/11/07

後期受け⼊れプロジェクトの⽴ち上げ 川畑 望
第14回全⽇本⺠医連臨床
研修交流集会

東京 2015/11/14

⽿原総合病院倫理委員会の活動 ⼤平 路⼦
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

医科⻭科連携をすすめる職責者地域訪
問⾏動

松本 昌広
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

EXCEL PowerMapを⽤いた地域分析 井上 覚
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

後期受け⼊れプロジェクトの⽴ち上げ 川畑 望
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

目で⾒る評議員会⽅針〜”わたし”が伝
えるこころみ〜

滝沢 洋⼦
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

⽿原総合病院事務職の2025年問題 福⻄ 茂樹
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

研修担当事務ってなんだ 織原 花⼦
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

救急医療管理加算の算定アップについ
て

阪⼝ 政雄
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

各健診における1年間の追跡結果の振り
返り

奥村 雄⼤
2016年⼤阪⺠医連学術運
動交流集会

⼤阪 2016/02/11

職員⽤デジタルサイネージの運⽤と課
題

滝沢 洋⼦
第9回 ⽇本医療マネジメ
ント学会⼤阪⽀部 学術集
会

⼤阪 2016/02/27

２０１４年度

学会・セミナー名 学会開始⽇ 学会終了⽇
演題名
（演者）

第206回⽇本内科学会近
畿地⽅会 2014/12/6 2014/12/6

SV薬内服中、CAM併⽤
時に低⾎糖を認めた4症
例
（植⽥ 祐美⼦）

第76回⽇本臨床外科学会
総会

2014/11/20 2014/11/20

⼤腸がん術後に無⽯性胆
嚢炎を発症した⼀例
（浅岡 ⼤裕）

2014/11/20 2014/11/20

後腹膜腫瘍による敗⾎症
治療中に副腎機能低下症
を発症した⼀例
（⽯⽥ ゆみ）

2014/11/20 2014/11/20

RGEAを⽤いたCABG後
に胃がんを発症し幽門側
胃切除術を⾏った⼀例
（松瀬 房⼦）

2014/11/20 2014/11/20

腹部⼤動脈（AAA)併発
、重複⼤腸がん（Ｓ状結
腸、回盲部）に対してス
テントグラフト内挿術後
、腹腔鏡下S状結腸、回
盲部切除を⾏った⼀例
（外⼭ 和隆 ）

2014/11/20 2014/11/20
腹腔内膿瘍に対してドレ
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ナージチューブの留置は
必要か︖
（吉川 健治）

2014/11/20 2014/11/20

当院における腹腔鏡下ヘ
ルニア修復術（ＴＡＰＰ
）の⼯夫
（⼭⼝ 拓也）

第2回全⽇本⺠医連救急
医療研究会学術交流集会 2014/11/14 2014/11/14

当院ICUにおける救急倫
理カンファレンスと『救
急集中治療における終末
期に関する提⾔
（⽥端 志郎）

第69回⽇本⼤腸肛門病学
会学術集会

2014/11/6 2014/11/6

膿瘍形成性⾍垂炎に対す
るＬａｐａｒｏｓcoｐｉ
ｃ Ｉｎｔｅｒｖａｌ 
Ａｐｐｅｎｄｅｃｔｏｍ
ｙの有⽤性
（⼾⼝ 景介）

2014/11/6 2014/11/6

細細径⼤腸内視鏡の有⽤
性について
（平林 邦昭）

ＣＣＴ2014 (Complex
Cardiovascular Therap
eutics)

2014/10/30 2014/10/30

Retrograde PCI via ga
stroepiploic artery(GE
A) and 2nd stage PCIf
or RCA chronic total o
cclusion in a post CAB
G patient with gastricc
ancer
（⽯原 昭三）

第31回全⽇本⺠医連循環
器懇話会 2014/10/24 2014/10/24

⼼臓リハビリテーション
を始めよう
（具 滋樹）

CVIT（第23回⽇本⼼⾎
管インターベンション治
療学会近畿地⽅会）

2014/10/11 2014/10/11

ＬＡＤ近位部に⽣じた広
範な冠解離に対してIVU

SガイドPCIが有⽤であっ
た⼀例
（⽯原 昭三）

ANESTHE SIOLOGY 2014/10/10 2014/10/10

Perioperative cardiac
Eventsin a patient wit
h Each Type of Electro
cardiographic pattern
ofJ wave syndrome.
（冬⽥ 昌樹）

第27回⽇本内視鏡外科学
会総会 2014/10/2 2014/10/2

腹腔鏡下ヘルニア術の変
遷とその掟
（⼭⼝ 拓也）

第26回⽇本⼼臓病学会学
術集会 2014/9/25 2014/9/25

多型性⼼室頻拍からICO

植込み術後に薬剤性間質
性肺炎が疑われた拡張型
⼼筋症の⼀症例
（⻄⼭ 裕善）

第14回全⽇本⺠医連⼩児
医療研究会

2014/9/14 2014/9/14

中国遺棄化学兵器⼩児被
害の実態
（中川 元）

2014/9/14 2014/9/14

交通外傷により頭髄引き
抜き損傷を呈した１例
（瀬⼾ 司）

TCT2014（Transcathet
er Cardiovascular Ther
apeutics）

2014/9/13 2014/9/13

A survived case of acu
te myocardial infarctio
nwith LMT total occlusi
on undergoing PCI su
pported by IABP and V
-AECMO
（⽯原 昭三）
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札幌ライブデモンストレ
ーションコース2014

2014/9/5 2014/9/5

多量の⾎栓処理に苦慮し
たPCAのAMI

（⽯原 昭三）

第73回近畿⼤学医学会学
術講演会 2014/7/26 2014/7/26

重症敗⾎症患者における
⼼筋トロポニンTと臨床
的重症度との関連につい
て
（⽥端 志郎 ）

第23回⽇本⼼⾎管インタ
ーベンション治療学会

2014/7/24 2014/7/24

AMIの治療︔ TRI vs

 TFI

（⽯原 昭三）

2014/7/24 2014/7/24

A case of mutiple coro
naryhematoma in diffe
rent lesions after stent
impｌantation

（⻄⼭ 裕善）

第117回⽇本循環器学会
 近畿地⽅会 2014/7/12 2014/7/12

急性前壁⼼筋梗塞に伴う
⼼肺停⽌に低体温療法を
施⾏し社会復帰しえた1

例
（⼩笹 祐）

全⽇本⺠医連 第33回糖
尿病ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑin富⼭

2014/7/4 2014/7/4

GA/HbAlc(JDS)⽐、プ
レアルブミン値から低ア
ルブミン⾎症の要因を推
測する試み
（川⼝ 真⼸ ）

2014/7/4 2014/7/4

糖尿病性ケトアシドーシ
スに消化管出⾎と⼼房細
動を合併した1例
（岩﨑 桂⼦）

2014/7/4 2014/7/4

全⾝痛を主訴に来院した
初発糖尿病の⼀例
（河村 裕美）

2014/7/4 2014/7/4

α-GIによる腸管気腫症を
発症したα症例 
（坂本 明⼦）

第130回近畿産婦⼈科学
会学術集会

2014/6/28 2014/6/28

23ｋｇの巨⼤境界型悪性
卵巣腫瘍の⼀例
（⾼⽊ ⼒）

2014/6/28 2014/6/28
⼦宮腺⾁腫の1例
（坂本 能基）

第57回関⻄胸部外科学会
学術集会 2014/6/18 2014/6/18

ASV治療を導⼊した胸郭
変形を有する弁膜症⼿術
2例
（井上 剛裕）

第12回⽇本ヘルニア学会
学術集会 2014/6/6 2014/6/6

TEP︓道にまよわないた
めに
（⼭⼝ 拓也）

Euro PCR2014（The w

orld-leading Course）
in Interventional Medi
cine

2014/5/19 2014/5/19

Retrograde PCIvia gas
tro-epiploic artery for
right coronary artery
CTO in a patientwith g
astric cancer.
（⽯原 昭三）

第5回⽇本プライマリー
連合学会学術⼤会

2014/5/10 2014/5/10

全⼈的共済（トータルペ
イントの評価を⾏い治療
に臨んだ非法型顔⾯の⼀
例）
（酒井 清裕）

2014/5/10 2014/5/10

初期研修医が担当した急
性期病棟でのターミナル
ケアの⼀例
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（松瀬 房⼦）

第58回⽇本リウマチ学会
総会学術⼤会

2014/4/24 2014/4/24

結核性リンパ節炎を合併
した家族性地中海熱の⼀
例
（加藤 久宗）

2014/4/24 2014/4/24

リウマチ患者に併発して
くる認知⼒低下への対策
の必要性について
（川⼝ 真⼸）

第102回⽇本泌尿器科学
会総会 2014/4/24 2014/4/24

表在性膀胱腫瘍に対して
初回、経尿道的膀胱腫瘍
切除時の無作為下膀胱粘
膜⽣検の有⽤性
（安⽥ 宗⽣）

TCTAP2014（CARDIOV
ASCULAR SUMMIT)

2014/4/28 2014/4/28
Stent MigrationAfter U
sing Cutting Balloon
（⽯原 昭三）

第111回⽇本内科学会総
会 2014/4/11 2014/4/11

アミオダロン関連間質性
肺炎にたいし、早期ステ
ロイド中⽌に伴い再燃再
加療を要し⾎中濃度を参
考に減量が可能と成った
⼀症例
（川⼝ 真⼸）

SAGES2014(Society of
American Gastrointest
inal and EndoscopicSu
rgeons)

2014/4/2 2014/4/2

A case of laparoscopic
colectomy for intestin
alnecrosis after TAE to
lower gastrointestinal
bleeding.
（⼭⼝ 拓也）

第14回全⽇本⺠医連消化
器研究会

2014/3/8 2014/3/8

⾼齢⼥性の後ろ腹膜free

airを伴った腸管気種症の
1例
（⽯⽥ ゆみ）

2014/3/8 2014/3/8

外科的治療を要した胆⽯
イレウスの⼀例
（⽑利 陽介 ）

2014/3/8 2014/3/8

下回盲窩型盲腸周囲ヘル
ニアにて絞扼性イレウス
を発症した⼀例
（外⼭ 和隆 ）

2014/3/8 2014/3/8

膿瘍形成性⾍垂炎に対す
るＬａｐａｒｏｓcoｐｉ
ｃ Ｉｎｔｅｒｖａｌ 
Ａｐｐｅｎｄｅｃｔｏｍ
ｙの有⽤性
（⼾⼝ 景介）

2014/3/8 2014/3/8

409名に聞きました︕TC

S患者さま満⾜度アンケ
ート調査の集計と分析
（平林 邦昭 ）

2014/3/8 2014/3/8
無⽯⽣胆嚢炎の1例
（⿇岡 ⼤裕）

第50回⽇本腹部救急医学
会総会 2014/3/6 2014/3/6

下回盲窩型盲腸周囲ヘル
ニアにて絞扼性イレウス
を発症した⼀例
（外⼭ 和隆 ）

第29回⽇本静脈経腸栄養
学会学術集会 2014/2/27 2014/2/27

グリコアルブミンの異常
値が低アルブミン⾎症の
原因予測に有効だと考え
られた症例
（川⼝ 真⼸）
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第41回⽇本集中治療医学
会学術集会 2014/2/27 2014/2/27

重症敗⾎症患者における
⼼筋トロポニンＴ（cTnT

）と臨床的重症度との関
連について
（⽥端 志郎）

第44回⽇本⼼臓⾎管外科
学会学術総会 2014/2/19 2014/2/19

開⼼術周術期に導⼊した
Adaptive Servo-Venti

lation(ASV)の⽇中使⽤
における検討
（井上 剛裕）

⽇本プライマリ・ケア連
合学会 第9回?若⼿医師
のための家庭医療学冬期
セミナー

2014/2/15 2014/2/15

あなたのクリニックも「
三⽅よし」ＱＣ⼊門 は
じめての往診
（蓮間 英希）

Asia PCR シンガポール
 Live

2014/1/16 2014/1/16

A bailed out caseof co
ronary perforation wit
h micro-catheter distal
perfusion method
（⽯原 昭三）

２０１３年度

学会・セミナー名 学会開始⽇ 学会終了⽇
演題名
（演者）

第116回⽇本循環器学会
 地⽅会 2013/11/30 2013/11/30

経⽪的⼼肺補助装置ＰＣ
ＰＳを必要とした急性肺
⾎栓塞栓症ＰＴＥの⼀例
（⻄⼭ 裕善）

第26回⽇本内視鏡外科学
会 2013/11/29 2013/11/29

腹腔鏡下に摘出し得た⼩
腸腸間原発Ｃastlemen

病の1例
（⼾⼝ 景介）

第63回⽇本アレルギー学
会秋季学術⼤会 2013/11/29 2013/11/29

成⼈気管⽀喘息⻑期管理
におけるACT最⾼得点獲
得までの期間と安定性に
関する検討
（緒⽅ 洋）

第63回⽇本泌尿器科学会
中部総会 2013/11/28 2013/11/28

初診時PSA値が100㎎/ｍ
ｌ以上であった前⽴腺が
ん症例の検討
（⻄野 安紀）

第50回⽇本糖尿病学会近
畿地⽅会

2013/11/23 2013/11/23

インスリン注射部位の硬
結がCTで⽪下脂肪内のhi

ghdensity areaとして
検出された2症例
（川⼝ 真⼸）

2013/11/23 2013/11/23

⼩腸腫瘍からの消化管穿
孔で腹膜炎に⾄った⼀例
（⽯⽥ ゆみ）

2013/11/23 2013/11/23

胆嚢結⽯症を契機に偶然
発⾒された遺伝性楕円⾚
⾎球症の1例
（外⼭ 和隆）

2013/11/23 2013/11/23

重症度に基づいた下部消
化管穿孔壊死の治療戦略
（吉川 健治）

2013/11/23 2013/11/23

腹腔鏡下に切除した⼤腸
原発ＧＩＳＴの1例
（⼾⼝ 景介）

2013/11/23 2013/11/23
⼤腸ステント留置後に腹
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