
3 研修会・講演会等 

№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

1
小室竜太郎 特別講演：［座長］ 糖尿病UP TO DATE in　北摂

平成25年4月12日
豊中市

2

飯田さよみ 糖尿病の基本的な知識 平成25年いきいき糖尿病ライフセ
ミナー
平成25年5月23日
箕面市立病院

3
井端　剛 学校検尿について：［座長］ 第21回北摂腎疾患座談会

平成25年5月25日
豊中市

4

東口公哉、井端　剛、
北井宏美、古賀　実、
曽我文久、津川有理、
西谷重紀、西井稚尋、
小室竜太郎、飯田さよみ

脳血管障害合併のための手術時期を考
慮した原発性アルドステロン症の1若年
例

第7回大阪内分泌/代謝クリニカル
カンファレンス
平成25年6月1日
大阪市

5
東口公哉 閉塞性腸炎術後7日目に意識障害を来し

た高齢女性の一例
第50回北大阪内科研究会
平成25年6月14日
池田市

6
曽我文久 ［司会］ 第50回北大阪内科研究会

平成25年6月14日
池田市

7
上田章人 ［司会］ 第50回北大阪内科研究会

平成25年6月14日
池田市

8
金井秀行 新規抗凝固薬のdｒug effcetsについて

-循環器医はどのように使い分けを考え
ているか？-

第3回箕面市薬剤師会学術研修会
平成25年6月19日
箕面市立病院

9
畦西恭彦 ［講師］ 持田製薬株式会社社員教育研修会

平成25年6月19日
豊中市

10
小室竜太郎 生活習慣病の考え方と治療 北摂臨床医療研究会

平成25年6月29日
豊中市

11
井端　剛 ［座長］ 第8回箕面市糖尿病座談会

平成25年7月20日
豊中市

12
西井稚尋、津川有理、
西谷重紀、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

高齢者セロイド糖尿病に対するDPP-4阻
害薬使用の経験

第8回箕面市糖尿病座談会
平成25年7月20日
豊中市

13
金井秀行 肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症、

ガイドラインを読み解く
箕面市立病院ICU勉強会
平成25年8月27日
箕面市立病院

14
金井秀行 心電津野基本原理とその解釈-H25年度

版-
箕面市立病院院内勉強会
平成25年8月29日
箕面市立病院

15

小室竜太郎 GLP－１受容体作動薬を利用した糖尿病
管理に向けてー

サノフィ(株)「千里第一営業所社
内研修」
平成25年9月9日
豊中市

16
飯田さよみ 糖尿病治療の進歩 箕面市薬剤師会学術研修会

平成25年9月11日
箕面市立病院

17
井藤紀明 「救急医療週間市民健康教室」心臓疾

患の救急
箕面市民医療講座
平成25年9月11日
箕面市立病院

18
森田祐史、西本真由美、
森　浩志

特発性間質性肺炎の治療中に、ネフ
ローゼ症候群を発症して死亡した症例

第130回箕面市立病院CPC
平成25年9月11日
箕面市立病院



№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

19
山口充洋 ［座長］ 第130回箕面市立病院CPC

平成25年9月11日
箕面市立病院

20
小室竜太郎 ［座長］ トラぜンタ錠発売2周年記念

平成25年9月21日
豊中市

21
小室竜太郎 高カロリー輸液時の血糖管理の考え 第264回箕面市立病院NST勉強会

平成25年9月25日
箕面市立病院

22
秀島絵理子、西本真由美、
大石一人

重傷細菌性肺炎の診断で入院、第10病
日で死亡に至った79歳男性の症例

第131回箕面市立病院CPC
平成25年10月9日
箕面市立病院

23
山口充洋 ［座長］ 第131回箕面市立病院CPC

平成25年10月9日
箕面市立病院

24
金井秀行 当院における心臓カテーテル検査の実

際
箕面市立病院病棟勉強会
平成25年10月17日
箕面市立病院

25

東口公哉、井端　剛、
北井宏美、古賀　実、
曽我文久、津川有理、
西谷重紀、西井稚尋、
小室竜太郎、金井秀行、
田村信司、飯田さよみ

脳血管障害を合併し原発性アルドステ
ロン症の１若年齢

第14回日本内分泌学会近畿支部会
平成25年10月19日
京都市

26
井端　剛、津川有理、
西谷重紀、西井稚尋、
小室竜太郎、飯田さよみ

高血糖、低血糖の患者さんへの対応 箕面市立病院ERクルズス
平成25年11月1日
箕面市立病院

27
井端　剛 小児腎疾患について 第22回北摂腎疾患座談会

平成25年11月2日
豊中市

28
金井秀行 特別講演：［座長］ 第22回北摂腎疾患座談会

平成25年11月2日
豊中市

29
金井秀行 パネルディスカッション：［司会］ 第22回北摂腎疾患座談会

平成25年11月2日
豊中市

30

金井秀行 ［座長］ 脳梗塞予防のリスク＆ベネフィッ
ト
平成2年11月9日
豊中市

31

宮里悠佑、由良　守、
山崎正美、山北剛史、
西原彰浩、清水健史、
平野美樹、谷奈緒子、
高石健司、田村信司

内視鏡バルーン拡張術が治療に有効的
であった食道アカラシアの3例

日本消化器内視鏡学会近畿支部第
91回支部例会
平成25年11月16日
大阪市

32
小室竜太郎 一般演題：［座長］ 箕面市認知症発症抑制を考える会

平成25年11月21日
豊中市

33

上田章人 COPDにおける気管支拡張剤について ノバルティスファーマ（株）｢社
内研修会」
平成25年11月26日
豊中市

34

西谷重紀、津川有理、
西井稚尋、井端　剛、
小室竜太郎、飯田さよみ

自己免疫性膵炎による糖尿病の2例 第65回月曜会（大阪大学内分泌・
代謝研究会）
平成25年11月30日
大阪市

35
宮里悠佑、畦西恭彦 アミロイドーシスを併発し大量の胸水

貯留を認めた難治性多発性骨髄腫の一
例

第132回箕面市立病院ＣＰＣ
平成25年12月11日
箕面市立病院
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36
山口充洋 ［司会］ 第132回箕面市立病院ＣＰＣ

平成25年12月11日
箕面市立病院

37
神野友里、井端　剛、
辻　洋美

褥瘡・敗血症で入院し死亡に至った1例 第133回箕面市立病院CPC
平成26年1月8日
箕面市立病院

38
山口充洋 ［司会］ 第133回箕面市立病院CPC

平成26年1月8日
箕面市立医病院

39
金井秀行 24時間血圧計（ABPM)の使用規準に関す

るガイドラインを読み解く
武田高血圧勉強会
平成26年1月21日
豊中市

40
井端　剛 骨粗鬆症外来10年の歴史を振り返って 北摂プラリア講習会

平成26年2月1日
豊中市

41

飯田さよみ 糖尿病の基礎と治療目標 箕面市立病院看護師スキルアップ
研修会
平成26年2月7日
箕面市立病院

42

飯田さよみ シンポジウム：地域連携の現状と課
題：［座長］

第7回日本医療マネジメント学会
大阪支部会
平成26年2月15日
大阪市

43

小西永里子、井藤紀明、
金井秀行

高齢者慢性心不全患者におけるアルブ
ミン値（Alb)およびトランスサレチン
（TTR)値の推移

第19回中之島循環器・代謝フォー
ラム
平成26年3月8日
大阪市

44
小室竜太郎 糖尿病：インスリン治療の考え方 第10回箕面市薬剤師会学術研究会

平成26年3月12日
箕面市立病院

45
大森　学、上田章人、
大石一人

両側肺炎、尿路感染、褥瘡で入院し死
亡に至った１例

第134回箕面市立病院CPC
平成26年3月12日
箕面市立病院

46
山口充洋 ［座長］ 第134回箕面市立病院CPC

平成26年3月26日
箕面市立病院

47
清水健史 右頚部腫脹、咽頭痛、胸痛を主訴に来

院した若年男性の一例
第50回北大阪内科研究会
平成25年6月14日
池田市

48
山﨑正美 ［座長］ 大阪IBDリサーチカンファレンス

平成25年6月26日
大阪市

49

由良　守 箕面市立病院消化器内科・内視鏡セン
ターの紹介とトピックス

第21回大阪大学第2内科関連病院
臨床研究会
平成25年8月10日
大阪市

50
西原彰浩 特別講演「Helicobacter　pylori　感

染に対する除菌療法」
NEXT Lecture Meeting
平成26年1月25日
豊中市

51
森田 祐史 多発性直腸カルチノイドに対してESDを

施行した一例
若手実践内視鏡研究会
平成26年2月15日
西宮市

52
辻尾一郎 ［座長］ 北摂地区メマリー3周年講演会

平成26年2月8日
豊中市

53

辻尾一郎 講演講師　箕面市立病院での認知症患
者の地域連携について

北摂CNSネットワークミーティン
グ
平成26年2月12日
豊中市
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54
山本威久 一般演題　I：［座長］ 第46回発育異常研究会

平成25年5月25日
大阪市

55

杉辺英世、神原正宜、
山本威久、武鑓真司、
中山尋文、木島衣理、
金野　浩、溝口好美、
山本勝輔、下辻常介、
飯田さよみ、大月道夫

幼児期からの肥満を呈し、軽度の副腎
機能低下を合併した一例

第46回発育異常研究会
平成25年5月25日
大阪市

56
山本威久 ビタミンＤ欠乏性クル病の臨床 第3回大阪小児科Welセミナー

平成25年6月19日
箕面市立病院

57
東　純史 プライマリ・ケア医に必要なてんかん

の知識
宝塚市医師会学術講習会
平成25年6月29日
宝塚市

58

山本威久 豊能広域こども急病センター 第24回日本小児科医会総会フォー
ラム
平成25年6月9日
大阪市

59
溝口好美 小児の軽症頭部外傷 第13回ＯＫ小児救急症例検討会

平成25年7月18日
大阪市

60
杉辺英世 頭部腫瘤を主訴とした2例 第13回ＯＫ小児救急症例検討会

平成25年7月18日
大阪市

61

杉辺英世、溝口好美、
奥山直美、木島衣理、
金野　浩、下辻常介、
山本威久

A群β血性連鎖球菌感染後に移動性関節
痛を呈し鑑別に苦慮している一例

北摂小児カンファレンス
平成25年8月7日
豊中市

62

杉辺英世 頭部腫瘤を主訴とした2例 豊能広域こども急病センター救急
医療研究会
平成25年9月1日
箕面市

63

武鑓真司、山本威久、
山本勝輔、北岡太一、
里村憲一、廣島和夫、
大薗恵一

ビタミンD欠乏あるいは低下症と診断し
た小児における下肢の骨変形と血中Cr
値の関係

第41回近畿小児内分泌研究会
平成25年9月7日
大阪市

64

山本威久 病院機能評価受審Version１を受審した
経験から

大阪府立母子保健総合医療セン
ター講演会
平成25年10月29日
和泉市

65
山本威久 小児の腎疾患 第22回北摂腎疾患座談会

平成25年11月2日
豊中市

66
金野　浩 小児気管支喘息　管理ガイドライン

『JPGL』を考える～JPGLのアンケート
集計結果～

豊能小児喘息懇話会第7回講演会
平成25年11月9日
豊中市

67

山本威久 市中病院で可能な臨床研究～事例提示
を含めて～

第119回Progress Meeting of
Advanced Pediatric Research
平成26年1月30日
大阪市

68
梶田聡実 ADPKDを合併した低リンクル病の1例 第4回大阪小児科Web Seminar

平成26年1月31日
箕面市立病院

69
武鑓真司 XLHにADPKDを合併した一例における血

中ビタミンＤおよびリン代謝異常
第25回日本腎性骨症研究会
平成26年2月22日
東京都

70

金野　浩 気管支喘息について～アンケート結果
ご報告を含めて～

北摂小児科カンファランス（水曜
会）
平成26年3月12日
豊中市
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71
武鑓真司 MRIで診断した急性骨髄炎の2例 第12回箕面市小児疾患研究会

平成26年3月15日
箕面市立病院

72
杉辺英世 けいれんを合併したアレルギー性紫斑

病の8歳男児例
第12回箕面市小児疾患研究会
平成26年3月15日
箕面市立病院

73
奥山直美 「たこ焼き粉」調理摂取後に重篤なア

レルギー症状を呈した1例
第12回箕面市小児疾患研究会
平成26年3月15日
箕面市立病院

74
金野　浩 特別講演「当院における食物アレル

ギー診療の報告～教育現場への指導実
の際も含めて～

第12回箕面市小児疾患研究会
平成26年3月15日
箕面市立病院

75

山本威久、井端　剛、
西井稚尋、小室竜太郎、
飯田さよみ、藤島顕弘、
津田隆之、足立和繁、
和田眞理子

小児期の生活習慣が閉経後女性の骨密
度に及ぼす効果

第66回関西カルシウム研究会
平成26年3月22日
大阪市

76
大島　聡 ［指導者］ 第38回AGLS(ICLS)箕面コース

平成25年10月5日
箕面市立病院

77
土井貴司 抗血栓薬内服を継続した鼠径ヘルニア

手術例の検討
第8回関西ヘルニア研究会
平成25年12月7日
大阪市

78

小林照之、池田公正、
大島　聡、間狩洋一、
星美奈子、鈴木　玲、
土井貴司、松野裕旨、
小堀優子、日向　聖、
黒川英司

手術症例(5例）から検討した非閉塞性
腸管虚血症（NOMI)の病態

第598回大阪外科集談会
平成26年3月15日
大阪市

79
大島　聡 教育セミナー「急性胆のう炎に対する

治療戦略」［座長］
第598回大阪外科集談会
平成26年3月15日
大阪市

80
土井貴司 鼠径ヘルニアについて 箕面市立病院クリニカルパス大会

平成26年3月18日
箕面市立病院

81
後藤　晃 肩の痛みと治療 箕面市立病院　市民医療講座

平成25年6月22日
箕面市立病院

82

後藤　晃 箕面市市立病院の取組
④上腕手術について

平成25年度箕面市病診連携懇談
会・研修会
平成25年11月16日
豊中市

83
岡本恭典 外傷総論 整形外科クルズス

平成25年12月6日
箕面市立病院

84
藤島顕弘 脊椎外傷 整形外科クルズス

平成25年12月6日
箕面市立病院

85
後藤　晃 上肢外傷 整形外科クルズス

平成25年12月13日
箕面市立病院

86
杉野由希子 下肢外傷 整形外科クルズス

平成25年12月13日
箕面市立病院

87
津田隆之 骨折の疫学と治療法 武田整形外科勉強会

平成26年2月24日
豊中市

88
桑江克樹 創傷・褥瘡について 平成25年在宅医療講習会

平成25年6月15日
箕面市立病院
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89
真名子栄理、桑江克樹 若年女性におけるデスモイド腫瘍の治

療方針
第39回大阪形成外科医会
平成25年9月28日
大阪市

90
桑江克樹 ビデオシンポジウム：［座長］ 第39回大阪形成外科医会

平成25年9月28日
大阪市

91
真名子栄理、桑江克樹 高齢者皮膚悪性腫瘍に対する低侵襲治

療
第40回大阪形成外科医会
平成26年2月11日
箕面市立病院

92
桑江克樹 ［幹事］ 第40回大阪形成外科医会

平成26年2月11日
箕面市立病院

93

江頭誠 箕面市市立病院の取組
②脳神経外科診療について

平成25年度箕面市病診連携懇談
会・研修会
平成25年6月15日
豊中市

94

江頭　誠 箕面市市立病院の取組
②脳神経外科診療について

平成25年度箕面市病診連携懇談
会・研修会
平成25年11月16日
京都市

95

松本千穂 特異な皮疹を呈した疥癬の1例 第135回豊中市医師会皮膚科医会
定例会
平成25年7月6日
豊中市

96
松本千穂 病院紹介とER 大阪大学皮膚科新人クルズス

平成25年10月3日
大阪市

97
高田　剛 前立腺癌の化学療法について ドクターカンファレンス

平成25年7月2日
豊中市

98
湊のり子、高田　剛、
古賀　実、菅尾英木

前立腺がんのお話 箕面市立病院　市民医療講座
平成25年9月28日
箕面市立病院

99
古賀　実 泌尿器科経尿道的前立腺切除術につい

て
箕面市立病院クリニカルパス大会
平成26年1月28日
箕面市立病院

100

三好ゆかり 腹腔鏡補助下に造膣術を施行した
Rokitansky症候群の2症例

第4回箕面市立病院・市立豊中病
院腹腔鏡下手術勉強会
平成25年6月29日
大阪市

101
足立和繁 子宮内膜症の腹腔鏡手術と術後薬物療

法
北摂産婦人科疾患研究会2013
平成25年7月27日
豊中市

102

山本善光、佐々本尚子、
三好ゆかり、雨宮京夏、
足立和繁、神田昌子、
小和貴雄、李亨相、
徳平厚、中村幸司、
澤田健二郎、木村正

子宮内膜症性嚢胞術後のジェノゲスト
投与についての検討（他施設合同研
究）

近畿エンドメトリオーシス研究会
平成25年8月31日
大阪市

103
西　泰雄 ［座長］ 箕面市立病院クリニカルパス大会

平成26年3月18日
箕面市立病院

104

辻川　薫 医師会女性医師支援の今後に向けて～
勤務医の立場から

医師会女性医師支援の今後に向け
て
平成26年3月8日
大阪市

105

嶽村貞治 ［司会］ 第19回北大阪耳鼻咽喉科地域医療
懇話会
平成25年9月28日
豊中市



№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

106

田中一成、吉永邦彦、
谷　拡樹

嚥下障害について 日本リハビリテーション医学会創
立50周年記念事業～市民公開講座
「地域でいきいき楽しく生きる」
平成25年9月29日
堺市

107

田中一成 箕面市立病院リハセンター：病院完結
型から地域完結型へ

地域リハビリ推進事業脳卒中医療
連携カンファレンス
平成25年10月3日
豊中市

108
田中一成、田中有美、
吉永邦彦、鈴木　恵

嚥下障害のリハビリテーション 箕面市立病院　市民公開講座
平成25年11月9日
箕面市立病院

109

田中一成 箕面市市立病院の取組
①リハビリテーションの充実について

平成25年度箕面市病診連携懇談
会・研修会
平成25年11月16日
豊中市

110

田中一成 痙性抑制外来 平成25年度箕面市病診連携懇談
会・研修会
平成25年11月16日
箕面市立病院

111

田中一成 脳卒中の後遺症：痙攣とその治療につ
いて

平成25年度日本医師会生涯教育講
座
平成25年12月5日
箕面市立病院

112

中島和広 MRI装置追加導入について 平成25年度箕面市立病院登録医意
見交換会・研修会
平成25年6月29日
豊中市

113

中島和広 箕面市市立病院の取組
③MRI装置追加導入について

平成25年度箕面市病診連携懇談
会・研修会
平成25年11月16日
豊中市

114

井上　豊、中島和広 臨床症例について 箕面臨床画像の会2014～新型MRI
装置見学会～
平成26年2月15日
箕面市立病院

115
橋本典夫 痛み治療の最前線 大鵬薬品工業株式会社社内研修会

平成25年7月17日
茨木市

116

橋本典夫 オピオイドを開始する時 がん診療に携わる医師に対する緩
和ケア研修会
平成25年9月14日
吹田市

117

橋本典夫 がん疼痛事例検討 がん診療に関わる医師に対する緩
和ケア研修会
平成25年10月19日
池田市

118
栗本久美子 医療安全管理 院内新規採用者研修

平成25年4月1日
箕面市立病院

119
佐々木美幸 診療情報管理 院内新規採用者研修

平成25年4月1日
箕面市立病院

120
四宮　聡 感染予防対策 院内新規採用者研修

平成25年4月2日
箕面市立病院

121
向井すなえ 接遇研修 院内新規採用者研修

平成25年4月2日
箕面市立病院



№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

122
山田省治 防火対策研修 院内新規採用者研修

平成25年4月2日
箕面市立病院

123
菊池惠子 地域医療連携 院内新規採用者研修

平成25年4月3日
箕面市立病院

124
仲下知佐子 臨床で役立つ薬の知識 看護局新規採用者研修

平成25年4月4日
箕面市立病院

125
東山千鶴子 インスリンの基礎知識 看護局新規採用者研修

平成25年4月4日
箕面市立病院

126
山倉弘子 看護倫理 看護局新規採用者研修

平成25年4月4日
箕面市立病院

127

古里雅子、吹田智子、
木村　豊、荒賀美幸、
京林史子、岡山友佳、
木村由佳

基礎看護技術 看護局新規採用者研修
平成25年4月4日
箕面市立病院

128
竹内葉子、青木真理、
瀬原美絵、桝見清子

電子カルテ 看護局新規採用者研修
平成25年4月5日
箕面市立病院

129
大里由紀枝、青木真理、
桝見清子、三坂明美、
中村陽子、千葉礼子

看護記録 看護局新規採用者研修
平成25年4月5日
箕面市立病院

130

古里雅子、吹田智子、
木村　豊、荒賀美幸、
京林史子、岡山友佳、
木村由佳

採血・静脈注射 看護局新規採用者研修
平成25年4月8日
箕面市立病院

131
古里雅子 看護必要度 看護局新規採用者研修

平成25年4月8日
箕面市立病院

132
加藤理香 緩和ケア 看護局新規採用者研修

平成25年4月9日
箕面市立病院

133
福田将誉 輸液・シリンジポンプ 看護局新規採用者研修

平成25年4月9日
箕面市立病院

134
亀川祐子 BLS 院内新人看護職員研修会

平成25年5月17日・24日
箕面市立病院

135
福田将誉 人工呼吸器 院内看護職員研修会

平成25年5月15日
箕面市立病院

136

木村由佳 プリセプターシップ 院内看護職員研修会
平成25年6月22日
平成25年10月9日
箕面市立病院

137
荒賀美幸 看護倫理Ⅱ 院内看護職員研修会

平成25年6月24日
箕面市立病院

138
古里雅子 倫理と個人情報 看護局看護補助者研修

平成25年7月3日
箕面市立病院

139
吹田智子 固定チームナーシング 院内看護職員研修会

平成25年7月24日
箕面市立病院

140

久島貴之、増田尊史 放射線科学習会 院内看護職員研修会
平成25年7月26日
平成25年8月6日
箕面市立病院



№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

141
荒賀美幸 看護過程の展開 院内看護職員研修会

平成25年７月29日
箕面市立病院

142

木村由佳 看護観 院内看護職員研修会
平成25年8月23日
平成26年2月10日
箕面市立病院

143
酒井佳津子 看護研究の意義と分類 院内看護研究研修会

平成25年9月27日
箕面市立病院

144
荒賀美幸 看護倫理Ⅰ 院内看護職員研修会

平成25年10月7日
箕面市立病院

145
古里雅子 看護倫理Ⅲ 院内看護職員研修会

平成25年10月18日
箕面市立病院

146
古里雅子 アサーション 院内看護職員研修会

平成25年11月8日
箕面市立病院

147
岩井明子 事例研究 院内看護研究研修会

平成25年11月11日
箕面市立病院

148
福田将誉 危険予知トレーニング（KYT）研修 院内看護職員研修会

平成25年11月13日
箕面市立病院

149
浜崎志保 フィジカルアセスメント 院内新人看護職員研修会

平成25年11月15日
箕面市立病院

150
木村由佳 メンバーシップ 院内看護職員研修会

平成25年12月11日
箕面市立病院

151
石上佐恵 褥瘡評価 院内看護職員研修会

平成25年12月12日
箕面市立病院

152
四宮聡 感染管理 看護局中途採用者研修

平成26年1月7日
箕面市立病院

153
栗本久美子 医療安全管理 看護局中途採用者研修

平成26年1月7日
箕面市立病院

154
山倉弘子 看護倫理 看護局中途採用者研修

平成26年1月7日
箕面市立病院

155
浜崎志保 心電図 院内新人看護職員研修会

平成26年1月17日
箕面市立病院

156
安藤市代 調査研究 院内看護研究研修会

平成26年1月21日
箕面市立病院

157

加藤理香、吹田智子 エンゼルメイク 院内看護職員研修会
平成26年2月19日
平成26年2月26日
箕面市立病院

158
萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
第44回阪神循環器エコーの会
平成25年5月10日
西宮市

159
谷川信美 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
院内勉強会
平成25年6月8日
箕面市立病院



№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

160
萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
院内勉強会
平成25年6月13日
箕面市立病院

161
萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
院内勉強会
平成25年6月14日
箕面市立病院

162
萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
院内勉強会
平成25年8月1日
箕面市立病院

163

萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況
―業務の実践アラカルト―

第39回阪神心エコー図カンファレ
ンス
平成25年8月31日
西宮市

164
萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
院内勉強会
平成25年10月10日
箕面市立病院

165
萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
第45回阪神循環器エコーの会
平成25年11月15日
西宮市

166
萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況

―業務の実践アラカルト―
いきいき糖尿病ライフセミナー
平成25年11月28日
箕面市総合福祉センター

167

萬雲正清 病院における栄養管理業務の実践状況
―業務の実践アラカルト―

第40回阪神心エコー図カンファレ
ンス
平成25年12月7日
西宮市

168
谷口直行 座長 北摂地区ロッシュ セミナー

平成25年7月26日
千里朝日阪急ビル

169
水戸武史 冠動脈の生理学的狭窄評価～心筋シン

チグラフィ～
第15回Cardiac画像技術研究会
平成25年7月27日

170
山城尊靖 3.OTMRIの使用経験について 豊中市病院連絡協議会

放射線部門勉強会

171
山城尊靖 画像診断学概論 滋賀医療技術専門学校（非常勤講

師）

172
増田尊史 画像解析入門セミナー 大阪府公立病院放射線技師会

第64回学術研修会

173
水戸武史 心臓CT基礎講座「入室から撮影（後

編）」
第39回CT画像研究会
平成25年11月2日
大阪市

174

篠木敬二 病院における栄養管理業務の実践状況
―業務の実践アラカルト―

大手前栄養学院専門学校管理栄養
学科特別講義
平成25年6月28日
大阪市

175

篠木敬二 病院における栄養管理業務の実践状況
―業務の実践アラカルト―

平成25年度全国自治体病院協議会
栄養部会研修会
平成25年7月19日
東京都

176

篠木敬二 病院における栄養管理業務の実践状況
―業務の実践アラカルト―

平成25年度全国自治体病院協議会
栄養・調理研修会
平成25年11月7日
広島市

177

篠木敬二 病院における栄養管理業務の実践状況
―業務の実践アラカルト―

大阪青山大学健康科学部健康栄養
学科特別講義
平成25年11月27日
箕面市



№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

178

篠木敬二 病院における栄養管理業務の実践状況
―業務の実践アラカルト―

大阪府立大学総合リハビリテー
ション学科栄養療法学科特別講義
平成25年12月18日
羽曳野市

179

鈴木　恵 嚥下障害患者へのアプローチのポイン
トと多職種連携

平成25年度富田林保健所管内特定
給食研究会病院部会研修会
平成25年9月4日
富田林市

180
福田将誉 公立病院における医療危機管理の現状

と今後の課題
北摂ME研修会
平成25年4月13日
大阪市

181
栗本久美子 転倒・転落インシデント、アクシデントの現状第8回看護経営管理研究会

平成25年11月27日
大阪市

182
福田将誉 危険予知トレーニング（KYT）研修

看護管理者①②③
リスクマネジメント研修
平成26年1月15日、16日、20日
箕面市立病院

183
中本浩平、西垣内裕江 介護保険サービスのしくみと具体的な

サービス内容について
地域医療室勉強会
平成25年6月4日
箕面市立病院

184
日高久美、和口秀子 訪問看護師の役割と利用方法について 地域看護研修会

平成25年12月18日
箕面市立病院

185

小林美保 診療情報管理士としての死亡診断書へ
のかかわり

第65回診療情報管理士生涯教育研
修会
平成25年8月17日
岡山市

186
佐々木美幸 2-5診断群分類の実務

基礎調査データベース構築における精
度管理

DPCコーススクーリング
平成25年9月28日
大阪市

187

四宮　聡 医療用マスクの選択基準～新ASTM規格
に基づいて～

第29回日本環境感染学会総会　ラ
ンチョンセミナー
平成26年2月15日
東京都

188

四宮　聡 洗浄・消毒・滅菌、SSI防止対策 白十字会病院院内認定コース受講
者
平成25年8月3日
佐世保市

189
四宮　聡 院内感染に関する病病連携の現状と今

後の課題
ガラシア病院
平成25年10月7日
箕面市

190

四宮　聡 周術期感染制御とサーベイランス 感染制御・中材ネットワーク研究
会in山形
平成25年10月26日
山形市

191
四宮　聡 特殊性を考慮した手指衛生コンプライ

アンスの改善～手術室での取り組み～
第37回大阪病院機能向上研究会
平成25年11月2日
大阪市

192
四宮　聡 手術室の感染管理 日本看護協会神戸研修センター

平成25年11月19日
神戸市

193
四宮　聡 移植・化学療法の感染管理 日本看護協会神戸研修センター

平成25年11月19日
神戸市

194
四宮　聡 手指衛生と標準予防策の実践 松原徳洲会病院

平成25年12月6日
松原市

195
四宮　聡 中規模施設での感染制御活動の実際 姫路聖マリア病院

平成26年1月10日
姫路市



№ 演 者 演 題 研 修 会 ・ 講 演 会 名

196

四宮　聡 看護実践セミナー2：手術室での職業感
染対策―実際にあった手術室での感染
―

第27回日本手術看護学会年次大会
座長
平成25年10月19日
大阪市

197

梶原加代子 近畿感染管理ベウトプラクティス研究
会
大阪・介護ワーキンググループアドバ
イザー
（計４回）

近畿感染管理ベウトプラクティス
研究会
大阪・介護ワーキンググループア
ドバイザー
平成25年6月12日他
大阪市

198
松本千穂、木曽暖子 褥瘡ってどう観る、どう治す？　　　　　　　　　　　－ 観察のポイントと外用薬の選択 －褥瘡研修

平成25年7月25日
箕面市立病院

199
石上佐恵 褥瘡発生のメカニズム

―褥瘡のこれだけは知っておきたいこ
と―

褥瘡研修
平成25年8月22日
箕面市立病院

200
福井美由紀 マスターしよう！褥瘡の入力と評価方法褥瘡研修

平成25年9月26日
箕面市立病院

201
植野直子 適切なマットレス使用で体圧分散を図

る
―自分で体験してみましょう―

褥瘡研修
平成25年10月24日
箕面市立病院

202
植野直子 ポジショニングってこれでいいの？

―拘縮のある患者さんの場合―
褥瘡研修
平成25年11月28日
箕面市立病院

203
畑亜希子 褥瘡ケアにかかわる栄養管理

―褥瘡予防と治癒促進―
褥瘡研修
平成26年1月23日
箕面市立病院

204

鈴木　幸 ベンチマーク分析を活用した経尿道的
前立腺
切除術のパスの見直し

第14回日本クリニカルパス学会
学術集会
平成25年11月1日、2日
盛岡市

205

鈴木　恵 リハビリテーション栄養入門 奈良県立医科大学第85回NSTセミ
ナー・第13回特別公開講演会
平成25年6月11日
橿原市

206

鈴木　恵 嚥下障害患者へのアプローチのポイン
トと多職種連携

奈良県立医科大学第85回NSTセミ
ナー・第13回特別公開講演会
平成25年9月4日
富田林市

207
木村祥子 適切なマットレス使用で体圧分散を図

る
―自分で体験してみましょう―

箕面市立病院褥創研修会
平成25年10月24日
箕面市立病院

208

藤原康治 箕面市立病院入院中の経過
―誤嚥性肺炎による緊急入院から在宅
に至るまで―

豊能圏域脳卒中維持期検討部会シ
ンポジウム
平成25年11月10日
豊中市

209

出村和彦 回復期リハビリテーションに求められ
るもの

日本リハビリテーション医学会設
立50周年記念事業　回復期リハ病
棟等、リハ専任医のための研究会
特別シンポジウム
平成25年11月30日
箕面市立病院

210

出村和彦 糖尿病と運動療法について 平成25年度箕面市糖尿病ライフセ
ミナー
平成26年2月27日
箕面市総合保健福祉センター分館

211
鈴木　恵 地域連携を考える

―摂食・嚥下障害の事例を通じて―
第5回食育研究会
平成26年3月15日
大阪市


