
職員 院外

1 平成31年1月17日 悪性リンパ腫病理検討会 血液病センター - - - 8 5 3

2 平成31年1月24日
神鋼記念病院　医療講演会

～最前線の治療～
総合医学

研究センター
アトピー性皮膚炎温故知新

～正しい理解と上手な付き合い方～
神鋼記念病院　皮膚科　科長 今泉　基佐子 17 17 0

3 平成31年1月26日 第7回　皮膚科セントラル勉強会 皮膚科 臀部膿皮症と下肢潰瘍の難渋例 神鋼記念病院　皮膚科　科長 今泉　基佐子 26 2 24

4 平成31年1月28日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 24 22 2

高齢者心不全をチーム医療で診る
～患者ニーズをふまえたアプローチ～

神鋼記念病院　循環器内科　医長 今西　純一

心房細動の最新治療
～エドキサバンの有用性とアブレーションの進歩

～

福岡山王病院　ハートリズムセンター長
国際医療福祉大学大学院　教授

熊谷　浩一郎

6 平成31年2月21日 第３2回　研究カンファレンス
総合医学

研究センター
研究倫理と臨床研究法施行後の対応

神戸市立医療センター中央市民病院
臨床研究推進センター　管理支援部長

橋田　亨 106 103 3

7 平成31年2月22日 放射線治療の最前線 放射線センター
放射線治療の最前線

-高密度X線外部照射療法-
京都大学医学部附属病院

放射線治療科　教授
溝脇　尚志 54 47 7

8 平成31年2月25日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 31 29 2

遺伝性乳がんにおける遺伝カウンセリング
東京大学医学部附属病院

認定遺伝カウンセラー
大瀬戸　久美子

遺伝性腫瘍へのAction
奈良県総合医療センター

乳腺外科　部長
山内　清明

10 平成31年3月14日
神鋼記念病院　医療講演会

～最前線の治療～
総合医学

研究センター
シェーグレン症候群　～診療の実際～

神鋼記念病院
膠原病リウマチ科　科長

籏智　さおり 31 30 1

11 平成31年3月25日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 17 15 2

12 平成31年4月22日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 28 28 0

13 平成31年4月25日 第33回　研究カンファレンス
総合医学

研究センター
腸管ウィルス感染の総合的解析

神鋼記念病院　血液内科
神鋼記念病院　総合医学研究センター

高橋　隆幸
佐々木美穂

厨子　佑里子
20 18 2

14 令和1年5月11日 第8回　皮膚科セントラル勉強会 皮膚科 - - - 29 2 27

15 令和1年5月23日
神鋼記念病院　医療講演会

～最前線の治療～
総合医学

研究センター
新旧オピオイドをどう使う？

新時代の幕開けと、変わらぬ基本の融合
神鋼記念病院　緩和治療科　科長 山川　宣 42 38 4

16 令和1年5月24日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 29 29 0

17 令和1年6月4日 悪性リンパ腫病理検討会 血液病センター - - - 13 10 3

当院における加湿器肺の経験 神鋼記念病院　呼吸器内科 三好　琴子

間質性肺炎に対する呼吸器センターの
取り組み～専門外来開設と地域との連携～

神鋼記念病院　呼吸器内科　医長 門田　和也

19 令和1年6月24日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 33 31 2

20 令和1年7月5日第４回　東神戸肺がん画像研究会 呼吸器センター オプジーボ®による薬剤性肺障害について
国立がん研究センター中央病院

放射線診断科　科長
楠本　昌彦 20 12 8

　腸管から診た心不全
　〜腸管エコーによる新たな心不全評価法～

神鋼記念病院　循環器内科 医長 本庄　友行

心不全診療における新たなﾃﾞﾊﾞｲｽの可能性
～肝硬度測定・遠隔心臓ﾘﾊﾋﾞﾘｼｽﾃﾑ～

大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学・ﾊﾞｲｵﾃﾞｻﾞｲﾝ学共同研究講

座 
特任研究員

谷口　達典

22 令和1年7月22日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 29 27 2

紹介症例の報告
神戸市立医療センター中央市民病院

心臓血管外科
小泉　滋樹

当院心臓血管外科の診療実績
神戸市立医療センター中央市民病院

心臓血管外科　部長
小山　忠明

24 令和1年7月25日
神鋼記念病院　医療講演会

～最前線の治療～
総合医学

研究センター

心不全患者の高齢化に伴い
チーム医療ができること

～患者ニーズをふまえたアプローチ～
神鋼記念病院　循環器内科 医長 今西　純一 40 38 2

「呼吸リハビリテーションの重要性」
−COPDへのリハビリテーション−

神鋼記念病院 リハビリテーション室
作業療法士

三谷 真也

COPD診療
～医療者に求められる意識改革～

神鋼記念病院 呼吸器内科 科長 大塚 浩二郎

26 令和1年9月18日 地域で考えるリウマチ勉強会
膠原病

リウマチセンター
関節リウマチ教育入院パスの導入について

神鋼記念病院　膠原病リウマチ科　医
長

髙橋　宗史 10 6 4

糖尿病性フレイルの特徴と糖尿病治療 御所南はらしまクリニック 原島　伸一

食事・運動療法を再考する。

28 令和1年9月26日
神鋼記念病院　医療講演会

～最前線の治療～
総合医学

研究センター
特発性肺線維症

ガイドラインの変遷と当院における治療戦略
神鋼記念病院 呼吸器内科 医長 門田　和也 28 27 1

13 16

-

6

25 令和1年8月22日 14 10

27 令和1年9月19日 脇浜糖尿病セミナー
糖尿病

代謝内科
29

23 令和1年7月23日
神鋼記念病院

神戸市立医療センター中央市民病
院　循環器疾患連携懇話会

循環器内科 13 7

26

21 令和1年7月18日
第2回

摩耶心不全研究会
循環器内科 47 20 27

249 平成31年3月7日
第19回

神鋼外科フォーラム
消化器外科

85 59

循環器内科 59

東神戸COPD病診連携
講演会

呼吸器センター

平成31年2月7日 Ｋｏｂｅ　Ｃａｒｄｉｏｌｏｇｙ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ

令和1年6月20日

38

5

24

18 41

14

参加
人数

人数内訳

第４回
神鋼記念病院　連携医と集う会

地域医療連携
センター

18

■平成31年　地域医療連携・症例検討会（がん診療連携拠点病院）　開催記録

番号 開催日 講演会名 主催診療科 演題名 演者



職員 院外

参加
人数

人数内訳
番号 開催日 講演会名 主催診療科 演題名 演者

29 令和1年9月30日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 32 30 2

進行した内側型変形性膝関節症に対する
脛骨顆外反骨切り術

神鋼記念病院　整形外科 部長 西田 晴彦

大腸がん治療の現況について 神鋼記念病院 消化器外科 部長 石井 正之

当科における内視鏡検査・治療の
取り組み

神鋼記念病院 消化器内科 医長  塩 せいじ

高齢発症関節リウマチと
リウマチ性多発筋痛症の鑑別

神鋼記念病院　膠原病リウマチ科 医長 髙橋 宗史

31 令和1年10月28日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 32 30 2

32 令和2年10月29日 悪性リンパ腫病理検討会 血液病センター - - - 14 10 4

33 令和1年10月31日 第34回　研究カンファレンス
総合医学

研究センター

肺高血圧症の解説と研究紹介
～ボセンタンによる肝機能障害関連

バイオマーカーの探索に関する研究～
神鋼記念病院　薬剤室長代行 依藤　健之介 18 14 4

新生児の膿疱 元　兵庫県立がんセンター　皮膚科部長 村田　洋三

急激な経過をたどった
Aeromonous hydrophila感染症

神戸市立医療センター中央市民病院
皮膚科部長

長野　徹

皮膚潰瘍と栄養障害 神鋼記念病院　皮膚科　科長 今泉　基佐子

血管腫・血管奇形について
ＩＳＳＶＡ分類と最近の話題

神戸百年記念病院　皮膚科部長 長濱　通子

心不全に対する心臓リハビリのすすめ
～心不全管理の次の一手～

神鋼記念病院　循環器内科 医長 本庄　友行

心房細動を伴う心不全における抗凝固療法
信州大学医学部　循環器内科学教室

教授
桑原　宏一郎

当院における大腸癌診療の現状（内科） 神鋼記念病院　消化器内科　医長 塩　せいじ

当院における大腸癌診療の現状（外科） 神鋼記念病院　消化器外科　医長 古角　祐司郎

肝細胞癌治療のパラダイムシフト 近畿大学医学部　消化器内科　講師 上嶋　一臣

膵癌　～オール神戸で挑む～
神戸大学大学院医学研究科　内科学

講座
消化器内科学分野　教授

児玉　裕三

実臨床における喘息治療について 神鋼記念病院　呼吸器内科　科長 大塚　浩二郎

喘息における地域医療の役割分担 マツオカそらいろクリニック　院長 松岡　弘典

38 令和1年11月25日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 29 28 1

39 令和1年11月28日
神鋼記念病院　医療講演会

～最前線の治療～
総合医学

研究センター

令和時代の胃癌診療
～H.Pylori感染と

内視鏡治療の過去・現在・未来～
神鋼記念病院　消化器内科　医長 千田　永理 32 27 5

心房細動合併冠動脈疾患に対する
抗血栓療法

神鋼記念病院　循環器内科　科長 開發　謙次

抗血栓療法時における
消化器合併マネジメント

～消化器内科の立場から～

兵庫医科大学　内視鏡センター
内科学　消化管科　准教授

富田　寿彦

41 令和1年12月12日 神戸脳神経セミナー 脳神経外科
脳神経疾患における

抗てんかん剤リアルワールドデータ
神鋼記念病院　脳神経外科　部長 上野　泰 33 17 16

42 令和1年12月19日

第17回
訪問看護師・ケアマネジャー

-神鋼記念病院　交流会

地域医療
連携センター

痛み治療の常識・非常識 神鋼記念病院　緩和治療科 医長 山川 宣 68 32 36

43 令和1年12月24日 乳腺カンファレンス 乳腺センター - - - 30 29 1

1,463 1,016 447

34

2019年（平成31年1月～令和元年12月）講演会実績（全43回開催参加人数）

40 令和1年12月5日 循環器フォーラム　in KOBE 循環器内科 39 5

10

37 令和1年11月14日 東神戸喘息病診連携会 呼吸器センター 12 4 8

10

36 令和1年11月8日
消化器センターフォーラム

2019　秋
消化器センター 46 36

35 令和1年11月7日 Kobe Cardiology Frontier

30 令和1年10月17日

令和元年度
神鋼記念病院

地域医療連携交流会

地域医療連携
センター

91 51 40

循環器内科 34

34 令和1年11月2日 第9回　皮膚科セントラル勉強会

24

皮膚科 23 2 21


