
２. 地域医療研修センター事業 

 

地域医師会合同勉強会  

第22回 

日 時：平成２０年１１月１５日（土） 16:00～ 

場 所：きたのホール 

  内 容：１「腰椎変性疾患に対する治療方針  ―切って治る腰、切っても治らない腰―」 

整形外科部長  松田 康孝   

２「日常診療における心臓病」 

副院長・心臓センター長  野原 隆司   

第23回 

日 時：平成２１年３月２８日（土） 16:00～ 

場 所：きたのホール 
内 容：１「最近の内視鏡診断・治療のトピック」 
       消化器センター 消化器内科 部長 八隅 秀二郎 

２「頚動脈狭窄に対する最近の外科治療」 
       神経センター 脳神経外科 副部長 太田 剛史 

３「先端巨大症の診断と治療」 
        神経センター 脳神経外科 部長 高橋 潤 
 

平成 20 年度 日本医師会生涯教育講座  

腎臓内科 

第１日 

日  時：2008年10月1日（水） 15:00～16:30 

場  所：北野病院 第３会議室 

ｶﾘｷｭﾗﾑ ：検尿異常から、保存期慢性腎不全まで、連携パスの活用によるかかりつけ医師との 
チーム医療の推進                腎臓内科部長 武曾 惠理 

第２日 

日  時：2008年10月15日（水） 15:00～16:30 

場  所：北野病院 第６会議室 

ｶﾘｷｭﾗﾑ ：糖尿病性腎症の進行阻止のためのかかりつけ医師との連携パス  
     腎臓内科 米本 智美 

第３日 

日  時：2008年10月16日（木） 15:30～17:00 

場  所：北野病院 第３会議室 

ｶﾘｷｭﾗﾑ ：慢性腎不全（CKDステージ４以上）と合併症への連携パスを利用した対応 

フットケアの連携治療              腎臓内科副部長 塚本 達雄 
     

内科 CPC  

○ ４月２４日   「「急性心筋梗塞後に心破裂をきたした症例」」 

                               主治医  佐々木 健一  

                                司 会  有馬 靖佳 
                                討議者  桒田 ひろみ、白井 直人 
○ ５月２２日   「肺塞栓症を繰り返し急速に進行した肺腺癌の一例」 

                               主治医  上田 哲也。石床 学 

                                司 会  福井 基成 
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                                討議者  中山 玲伊子、山原 康平 
○ ６月２６日   「肺炎の治療中に意識障害を来たした透析患者の1剖検例」                  

主治医  近藤 尚哉、塚本 達雄  

                                司 会  野原 隆司 
                                討議者  岩崎 順博、西澤 明未 
○ ７月２４日   「移植後急性GVHDに対する間葉系幹細胞治療から３週間たって発症した呼吸不全」 

                              主治医  中村 文明、有馬 靖佳 

                                司  会  八木田 正人 
＊ 非常に専門的な臨床試験の症例のため、討議者なし 

○ １０月２３日  「同種移植後に膀胱からの出血でショックを来たした悪性リンパ腫の1例」  

                              主治医  中村 文明 

                                 司 会  武曾 惠理 
                                 討議者  井上 大生 
○ １１月２７日  「周期性好中球減少症に伴う真菌感染症の治療中に急速に進行した肝炎の1例」 

                              主治医  中村 文明 

                                司 会  八隅 秀二郎 
                                討議者  垣田 浩子、山辺 めぐみ 
○ ３月２６日   「白血球減少を伴う肺炎を合併した腎移植後患者の一例」 

                              主治医  福内 史子  

                                司 会  有馬 靖佳  
                                討議者  腎臓内科スタッフ 
 

                                  

北野ハートセミナー 

第26回 

日  時：平成２０年９月１３日（土） 17:30～ 

場  所：ホテルグランヴィア大阪 名庭の間 

内  容：１ 症例報告 

           『最新の三次元マッピングを使用した当院におけるカテーテル・アブレーションの紹介』 
           北野病院 心臓センター副部長  春名 徹也 

        ２ 特別講演 
          『心房細動に対するカテーテル・アブレーションの現況』 

              大阪府済生会泉尾病院  循環器科医長  松井 由美恵 先生 
第27回 

日  時：平成２１年１月３１日（土） 17:30～ 

場  所：ホテルグランヴィア大阪 鳳凰の間 

内  容：１ 症例報告 

         『家族性高コレステロール血症患者におけるゼチーア錠の効果』 
           石村内科循環器科 院長  石村 孝夫 先生 

        ２ 特別講演 
          『脂質異常症治療の現状と展望 
            ～小腸コレステロール吸収阻害剤への期待～』 

              群馬大学大学院医学研究科 臓器病態内科学   教授 倉林 正彦 先生 
 

きたの産婦人科セミナー 

第12回 

日  時：平成２０年９月２７日（土） 17:30～19:00 

場  所：きたのホール 
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一般講演： 「妊娠中に発症したSLEの一例」 

            産婦人科  辻 なつき 

  特別講演： 「癌患者さんのニーズに即した医療の提供 －患者さんから学ぶ医療－ 」 

             癌研有明病院 婦人科 医長   宇津木 久仁子 先生 

 

第13回 

日 時：平成２１年２月 ７日（土） 17:00～18:30 

場 所：きたのホール 

一般講演：「HELLP症候群」 

      産婦人科  宇治田 麻里 医師 

特別講演：『たかがOC、されどOC』（仮題） 

      茶屋町レディースクリニック 院長  萬代 喜代美 先生 

 

北野緩和医療研究会学術講演会 

第７回 

日 時：平成２０年１０月３日（金） 18:30～20:00 

場 所：きたのホール 

  一般講演：「外来治療から緩和ケアへの移行 

          ～外来化学療法中の患者と家族への関わりと今後の課題～」 

        北野病院   小西 元子、柏原 知明、東 周 

  特別講演：「臨床腫瘍医から観た緩和医療」 

        京都大学医学部附属病院 外来化学療法部 

           准教授  柳原 一広 先生 
第８回 

日 時：平成２１年２月２０日（金） 17:30～19:30 

場 所：きたのホール 

  一般講演：「権利擁護に関する事例報告」 医療ソーシャルワーカー 木村はなこ 

  特別講演：「医療ソーシャルワーカーがチーム医療に貢献できること 

          ～患者・家族とのかかわり、多職種との連携･協働～」 

         山口赤十字病院 MSW   橘 直子 先生 

 

北野糖尿病合併症フォーラム  ～細小血管合併症･大血管合併症の治療戦略に向けて～ 

第９回 

日  時：2008年5月17日（土） 16:00～ 

場  所：ガーデンシティクラブ大阪 (ハービスOSAKA ６Ｆ) 
講演１ ：座長  北野病院  腎臓内科副部長  塚本 達雄 
    「外来療養指導におけるフットケアの取り組み」 

            北野病院 糖尿病看護・認定看護師 中山 法子       

講演２ ：座長   医療法人・大歳内科 院長  大歳 健太郎 先生  
「内科系疾患・薬剤と神経合併症」 

            北野病院 神経内科部長 松本 禎之 
パネルディスカッション： 

テーマ  『糖尿病に伴う心血管合併症の治療戦略』・『糖尿病合併症Ｑ＆Ａ』 
司 会   北野病院 神経内科部長 松本 禎之 
パネリスト 
     北野病院 副院長・心臓センター長  野原 隆司 
          糖尿病内分泌センター長  越山 裕行 
          心臓血管外科担当科長   植山 浩二 
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          腎臓内科副部長      塚本 達雄 
          眼科副部長        小池 伸子 
          糖尿病看護・認定看護師  中山 法子 
 

第１０回 

日  時：2008年11月8日（土） 16:30～ 

場  所：山西福祉記念会館 大ホール 

講演１ ：座長  北野病院  脳神経外科部長  高橋 潤 

    「糖尿病と脳卒中診療における“かかりつけ医”の役割」 

          南川クリニック 院長   南川 順 先生      

講演２ ：座長   北野病院 眼科部長  齋藤 伊三雄  
「糖尿病網膜症診療の現況」 

          兵庫県立尼崎病院 眼科 科長   高木 均 先生 

パネルディスカッション： 
テーマ  「糖尿病に伴う眼科疾患のマネジメント」・「糖尿病合併症Ｑ＆Ａ」 

司 会   北野病院 眼科部長  齋藤 伊三雄   
パネリスト 
     兵庫県立尼崎病院 眼科科長     高木 均 先生 

北野病院 副院長・心臓センター長  野原 隆司 
          糖尿病内分泌センター長  越山 裕行 
          心臓血管外科担当科長   植山 浩二 
          腎臓内科部長       武曾 惠理 
          神経内科部長       松本 禎之 

              脳神経外科部長      高橋 潤 
 
 
 

地域包括呼吸ケアを考える会 

第１１回 

日  時：2008年5月10日（土） 15:00～18:00 

場  所：きたのホール 

一般講演：１「NICUから在宅人工呼吸移行への退院支援報告 

－在宅人工呼吸患児の403日の歩み－  取り組みを通しての学びと課題」 

            北野病院  小児科 医員 西田 仁 

                ８階西病棟 看護師  石橋 明日香  

     ２「人工呼吸患児の生活支援の実際と連携  －在宅での入浴介助を通して－」 

          守口市医師会訪問看護ステーション   笛田 サオリ 看護師 

      ３「呼吸器装着児の在宅看護 －家族とのかかわり、母の心の変化に焦点をあてて－」 

医師会立北区訪問看護ステーション   寺澤 康江 看護師  

特別講演：「慢性呼吸器疾患患者の日常生活動作の捉え方とその指導  －作業療法士の立場から－」 
             国立病院機構 刀根山病院リハビリテーション科 

                   作業療法士 川邊 利子先生 

 
第１２回 

日  時：2008年11月1日（土） 15:00～18:00 

場  所：きたのホール 

一般講演： 

  「在宅で継続的な吸引が必要な療養者への援助」 

    牧訪問看護ステーション生江  西 ゆかり 看護師  
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  「肺癌術後に肺炎を繰り返すも、ミニトラック長期留置で改善した一例」 

    呼吸器センター  糸谷 涼 医師 

  「緩和医療における呼吸リハビリテーション －症例を通じて－ 」 

    森ノ宮医療大学 理学療法学科 教授  金尾 顕郎 先生 

    当院 リハビリテーションセンター 

         作井 大介  理学療法士 

         森澤 健人  理学療法士 

特別講演： 

  「ちょっぴりいい加減な酸素療法 

    －こんなパルスオキシメータの使い方していませんか？－ 」 

    北海道大学大学院保健学科学研究院 

 機能回復学分野 教授  宮本 顕二 先生  

 

北野糖尿病･内分泌倶楽部 

第１２回 

日  時：2008年4月24日（木） 19:00～ 

場  所：きたのホール 

一般講演：座長  朝日新聞大阪本社診療所 所長 吉田 途男 先生 

Ⅰ「成人成長ホルモン分泌不全症患者におけるメタボリックシンドロームについて」 

石井記念愛染園附属 愛染橋病院 内科部長 橋本 久仁彦 先生  

Ⅱ「IDF - WPRの話題から」  

北野病院 糖尿病内分泌センター長  越山 裕行  

   特別講演：座長   循環器科・内科不藤医院   院長 不藤 哲郎 先生  

「成長ホルモンをめぐる最近の話題」  

       独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 

臨床研究センター長  島津 章 先生 

第１３回 

日  時：2008年11月13日（木） 19:00～ 

場  所：ヒルトン大阪 

  一般講演：「糖尿病と脳卒中」 

         南川クリニック 院長   南川 順  先生 

特別講演：「糖尿病と腎疾患」 

         東北大学大学院医学系研究科 
 腎・高血圧・内分泌学分野 教授  伊藤 貞嘉 先生 

 

北野動脈硬化症セミナー 

第１１回 

日  時：2008年6月26日（木） 19:00～ 

場 所：ホテルグランヴィア大阪 

一般講演：座長：不藤医院 院長  不藤 哲郎 先生 
「糖尿病に合併する脳卒中について」 
  北野病院 糖尿病内分泌センター長  越山 裕行  
「脳卒中治療における“かかりつけ医”の役割」 
  南川クリニック 院長  南川 順 先生 

コメンテーター：国立循環器病センター 内科脳血管部門 医長  豊田 一則 先生 

特別講演：座長：東阪急ビル診療所 所長  上木 昇 先生 
「脳梗塞の最新内科治療：超急性期から再発予防まで」 
   国立循環器病センター 内科脳血管部門 医長  豊田 一則 先生 
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大阪精神科懇話会 

第６４回 

日  時：2008年11月15日（土） 18:00～ 

場  所：山西福祉記念会館 
演  題：「記憶と意識 －全生活史健忘の１例- 」 

講  師：京都大学国際交流センター 

京都大学大学院 人間･環境学研究科 

       教授  大東 祥孝 先生 

 

北野臨床血液セミナー 

第１７回 

日  時：2008年4月18日（金） 18:15～20:15 

場  所：きたのホール 
講  演：１ 「NK/T細胞リンパ腫の治療開発」 

           三重大学医学部付属病院 血液内科講師 山口 素子 先生 

      ２ 「EBウィルスとリンパ球増殖症  ～多様な臨床像と診断・治療について～」 

                      大阪府立母子保健総合医療センター 病院長 河 敬世 先生 

第１８回 

日  時：2008年11月7日（金） 18:15～20:00 

場  所：きたのホール 

  特別講演： 

    「化学療法中に食べていい食事いけない食事」 

      広島大学医歯薬学総合研究か小児科学  三木 瑞香 先生 

    「血液内科領域における薬剤耐性菌 感染症とその対策」 

      京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学 教授  一山 智 先生 

 
 
北大阪眼科セミナー 
第１０７回 

日  時：2008年6月12日（木） 18:00～20:00 

場  所：山西福祉記念会館 
演  題：１ 「失明した僚眼からの結膜弁移植が奏功した濾過胞感染の一例」 
          北野病院 眼科  長松 俊次 
     ２ 「スペクトラルドメインOCT による網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫の三次元観察」 
          北野病院 眼科  山池 紀翔 

特別講演：「眼科外来で誰にでもできるロービジョンケア」 
       山縣眼科医院 院長  山縣 祥隆先生 

第１０８回 

日  時：2008年11月20日（木） 17:30～19:30 

場  所：山西福祉記念会館 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ①「森下眼科における電子カルテの現況」 

          森下眼科  森下清文先生 

       ②「ＨＴＬＶ－１関連ぶどう膜炎の１例」 

            北野病院 眼科  松宮 亘 小池伸子  

            前田眼科 前田秀高先生 

       ③「眼底白点病に合併した錐体ジストロフィーの一例」 

北野病院 眼科  長松俊次 小池伸子 
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内藤眼科  内藤幸子先生 

       ④「トラベクレクトミー後に発生した遅発性静脈絡膜出血の一例」 

北野病院 眼科  山田洋史 田辺昌代 斎藤伊三雄 

⑤「βセラセミア患者に認めた硬膜血管閉塞症の1例」 

北野病院 眼科  宇治彰人 

⑥「黄斑剥離を伴う裂孔原性網膜剥離の硝子体手術後の視細胞内節外節接合部の変化」 

北野病院 眼科  山池紀翔 

⑦「家族性ドルーゼンの母娘例」 

北野病院 眼科  小池伸子 田辺昌代 斎藤伊三雄 

西神戸医療センター  三河章子先生 

⑧「当科における選択的レーザー線維柱帯形成術（ＳＬＴ）の成績」 

北野病院 眼科  田辺昌代   

第１０９回 

日  時：2009年3月26日（木） 18:00～20:00 

場  所：山西福祉記念会館 

演  題：１ 「自然閉鎖を認めたstage３の特発性黄斑円孔の１例」 

          北野病院 眼科  松宮 亘、斎藤伊三雄 

          橋本医院  山田紫織先生 

２ 「当院における視神経疾患の検討」 

          北野病院 眼科  長松俊次、田辺昌代 

特別講演  

「最近の難知性緑内障の治療経験」 

愛知医科大学 眼科学講座 教授 岩城正佳先生 

 

北野 B.B.DM フォーラム 

第１０回 

日  時：2008年6月14日（土） 15:30～18:00 

場  所：住友クラブ(リーガ中之島イン南隣) 

一般演題：座長 南川クリニック  院長  南川 順 先生 
「糖尿病最近の話題」 
  北野病院 糖尿病･内分泌センター長 越山 裕行 

特別講演：座長  不藤医院  院長  不藤 哲郎 先生 
「医療紛争の現状と課題 ～開業医編」  
  水島綜合法律事務所 弁護士  水島 幸子 先生 

第１１回 

日  時：2008年12月13日（土） 16:00～18:00 

場  所：住友クラブ 
一般講演：座長  北野病院 糖尿病･内分泌センター長 越山 裕行 

   「糖尿病教室の有用性について」 
         土屋医院 院長  土屋 和之 先生 

特別講演：座長 東阪急ビル診療所  院長  上木 昇 先生 
「特定健診・保健指導の現状と課題」  

中尾医院 院長  中尾 正俊 先生 
 

阪神合同ＣＰＣ 

○ 日  時：2007年9月18日（木）  

場  所：神鋼病院 ３F 講堂 
【出題1】神戸赤十字病院 内科 姜純希先生 「肺癌化学療法後、黄疸、消化管穿孔をきたした一例」 
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【出題2】神戸市立医療センター中央市民病院 免疫血液内科 森美奈子先生  

      「多発性骨髄腫で加療中に原因不明の肝不全を来たし、 

       黄疸出現後10週間で肝性昏睡、脳出血により死亡した73歳女性」 

【特別講演】 兵庫県立尼崎病院 検査・放射線部 幸福知己先生  

      「臨床的ブレイクポイントを活用した薬剤感受性成績とプロカルシトニンの使用経験について」      

共催 阪神合同臨床病理討議会/ファイザー株式会社 

○ 日  時：2008年2月19日（木）  

場  所：きたのホール 
【出題1】  北野病院 リウマチ膠原病内科 大西 輝 先生 

          「ＳＬＥ加療中に腸管穿孔をきたした一例」 

  【特別講演】独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 

         臨床センター 感染症診断・治療研究室長 露口一成 先生 

  【出題2】  大阪赤十字病院 呼吸器科 黄 文禧 先生 

 
International KITANO ENDO SEMINAR 
第１２回 

日  時：2008年5月10日（土） 14:00～16:00 

場  所：北野病院 第１会議室 
症例検討：１ ジュニアレジデント  中田 昌利 
     ２ ジュニアレジデント  岩崎 順博  
特別講演：１ 座長  副院長・心臓センター長  野原 隆司 

「Aldosterone : Evolution of Cardiovascular Risk Hormone」 
Gordon H Williams, Jr 
Professor of Medicine, Harvard Medical School, Director, Center for Clinical 
Investigation, Brigham & Women’s Hospital 

 
第１３回 

日  時：2008年11月17日（月） 19:00～21:00 

場  所：きたのホール 
テーマ ：Recent Progress in Diabetes Research 
講  演：座長  関西電力病院長  清野 裕 先生 

「Recent Diabetes Treatment Strategy in U.S.A.」 
Vivian Fonseca, MD 
Professor of Endocrinology Tulane University New Orleans USA 

 

北野病院小児科学術講演会 

第２１回 

日  時：2008年11月22日（土） 16:00～18:30 

場  所：きたのホール 
司  会：北野病院 小児科 部長  秦 大資 
症例報告：１．感冒を契機に発見された腎性尿崩症の1例 

           小児科  齊藤 景子  

       ２ ．筋症状を認めない段階で、特徴的皮膚所見から診断・治療しえた若年性皮膚筋炎の2例 

            小児科  吉岡 耕平  

       ３ ．乳幼児突発性危急事態apparent life threatening event（ALTE）を 

引き起こした血管輪の1例 

            小児科  飯田 ちひろ  

講  演：１．新生児仮死の蘇生～最近の知見と当院の取り組みについて～ 

             小児科副部長  水本 洋  
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       ２．胃瘻について 

             小児外科科長  佐藤 正人  

特別講演： 「代謝性骨疾患の臨床ABC」 

          大阪大学大学院医学系研究科 小児科学 教授  大薗 恵一 先生 

  
 

医学生･若手医師の為の小児科診療最前線 

第４回 

日  時：2008年6月7日（土） 16:00～18:30 

場  所：きたのホール 
司  会：北野病院 小児科 部長  秦 大資 
演  題：１「小児二次救命処置 ～ケースシナリオを用いたチーム医療のシミレーション～」   

           京都大学医学部附属病院小児科NICU 

                PALSインストラクター   水本 洋 先生 

     ２「肺血流増加型心疾患に対する窒素ガスを用いた低酸素濃度ガス吸入療法の実際」  

           北野病院 小児科 循環器部門 部長 渡辺 健 

特別講演：１「小児医療と子どものリウマチ」 

           横浜市立大学大学院 医学研究科  

発生成育小児医療学 教授   横田 俊平 先生 

２「これからの小児医療 －再生医療、iPS 細胞を中心として－」 

京都大学大学院 医学研究科 発生発達医学講座 
                  発達小児科学（小児科）教授  中畑 龍俊 先生 

 

コア・レクチャー 

第１回  

日  時：2008年4月19日(土) 14：00～  

場  所：第１会議室 
テーマ ：腹部救急疾患と腹部エコー実践講座 

講 師  ：北野病院 消化器センター 肝胆膵担当副部長 上嶋 弾 

第２回  

日  時：2008年4月26日(土) 13：00～ 

場  所：第１会議室 
テーマ ：縫合の基本（実技） 

講 師  ：北野病院 消化器センター 上部消化管担当 兼 外科付部長 金井陸行 

第３回 外部講師特別講演 

第４回医学生･若手医師のための小児科診療最前線 ～新生児医療から高度先端医療･移植医療まで～ 

日  時：2008年6月7日（土） 16:00～18:30 

場  所：きたのホール 
司  会：北野病院 小児科 部長  秦 大資 
演  題：１「小児二次救命処置 ～ケースシナリオを用いたチーム医療のシミレーション～」   

           京都大学医学部附属病院小児科NICU 

                PALSインストラクター   水本 洋 先生 

     ２「肺血流増加型心疾患に対する窒素ガスを用いた低酸素濃度ガス吸入療法の実際」  

           北野病院 小児科 循環器部門 部長 渡辺 健 

特別講演：１「小児医療と子どものリウマチ」 

           横浜市立大学大学院 医学研究科  

発生成育小児医療学 教授   横田 俊平 先生 

２「これからの小児医療 －再生医療、iPS 細胞を中心として－」 
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京都大学大学院 医学研究科 発生発達医学講座 
                  発達小児科学（小児科）教授  中畑 龍俊 先生 

第４回 外部講師特別講演 

日  時：2009年1月20日(火) 18：30～  

場  所：きたのホール 
テーマ ：米国救急医学レジデンシーから見た日米の相違 

講 師  ：横須賀米国海軍病院 救急医療科   許 勝栄 先生 

第５回 外部講師特別講演 

日  時：2009年2月4日(水) 17:30～ 

場  所：きたのホール 
テーマ ："From Bench to Bedside"は 21 世紀にも可能か？  

－代謝学研究のこれまで、そして、これからを踏まえて－ 

講 師  ：関西電力病院 糖尿病・栄養・内分泌内科  矢部 大介 先生   

第６回 外部講師特別講演 

日  時：2009年2月21日(土) 16:00～ 

場  所：きたのホール 

テーマ ：ヒトは何のために生きるのか 

講 師  ：京都大学大学院医学研究科 寄附講座（免疫ゲノム医学講座） 
         客員教授  本庶 佑 先生 
第７回 外部講師特別講演 

日  時：2009年2月25日(水) 17:30～ 

場  所：きたのホール 
テーマ ：臨床研究とは 

講 師  ：北野病院 前院長 高月 清 先生 

第８回 外部講師特別講演 

日  時：2009年3月18日(水) 18:00～ 

場  所：きたのホール 
テーマ ：医療統計 Q&A ～いままで悩んでいたそこのあなた、あなたの疑問が解けるかも～ 

講 師  ：京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻医療統計学 
         教授  佐藤 俊哉 先生 

 

 

関西腎疾患カンファレンス 

第７４回 

日  時：2008年4月25日 

場  所：北野病院第１会議室 

演  題： 

○軽微な尿所見を呈した半月体形成性腎炎の一例           神戸中央市民病院  吉本明弘 

○出産一年後、蛋白尿の陽性化を認めたループス腎炎の一例    西神戸医療センター 塩月優子 

○妊娠を契機に発症したIgM腎症の一例             神戸西市民病院   荒岡利和 

第７５回 

日  時：2008年6月3日 

場  所：北野病院第3会議室 

演  題：      

○C-ANCA陽性を伴ったネフローゼ症候群の一例            神戸中央市民病院   戸田尚宏 

○急速に腎機能悪化した一例                 神戸中央市民病院   植田浩司 

○頻回再発性ネフローゼの一例                 社会保険神戸中央病院  足立陽子 

○B型肝炎の肝硬変を合併したIgA腎症の一例         日赤和歌山医療センター   東 義人 

第７６回 
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日  時：2008年7月1日 

場  所：北野病院第1会議室 

演  題： 

○膜性腎症再発にメサンギウム病変を伴った一症           神戸中央市民病院  戸田尚宏 

○ＳＬＥ寛解後の経過中に尿蛋白を来した一症例 西神戸医療センター 田中美佐 

第７７回 

日  時：2008年7月29日 

場  所：北野病院第１会議室 

演  題：      

○膀胱鏡後、ＡＲＦ、ａｎｅｍｉａを呈した一症例       神戸中央市民病院  戸田尚宏 

○発症から8年，治療に難渋したループス腎炎の１例      西神戸医療センター  塩月優子 

○ＳＬＥ寛解後の経過中に尿蛋白を来した一症例の電顕確認  西神戸医療センター  田中美佐 

第７８回 

日  時：2008年8月26日 

場  所：北野病院第１会議室 

演  題：      

○肺サルコイドーシスの経過中に慢性腎不全の急性増悪をきたした1例   大津赤十字病院 牧石徹也 

○著明な形質細胞浸潤を認めた間質性腎炎の1例           西神戸医療センター 塩月優子 

第７９回 

日  時：2007年9月30日 

場  所：北野病院第１会議室 

演  題：      

○急性に進行したANCA陽性の腎硬化症               神戸中央市民病院   植田浩司 

○IgA陰性の尿潜血の一症例                  日赤和歌山医療センター  中田鉱介 

○急性腎不全で発症した多発性骨髄腫の一例            西神戸医療センター 塩月優子 

第８０回 

日  時：2008年10月31日 

場  所：北野病院第１会議室 

演  題：      

○生体腎移植直後からの無尿の１例               日赤和歌山医療センター  中田鉱介 

○骨髄移植後のステロイドが奏効する薬剤性腎障害の１例       神戸中央市民病院  吉本明弘 

第８１回 

日  時：2008年12月26日 

場  所：北野病院第１会議室 

演  題：      

○肉芽腫病変のないwegner肉芽腫の一例         日赤和歌山医療センター  中田鉱介 

○IgA腎症の治療経過中に間質性腎炎を発症した一例         西神戸医療センター 塩月優子 

第８２回 

日  時：2009年1月27日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○40年間寛解増悪を繰り返し結核を発症したネフローゼ症候群の一例  

日赤和歌山医療センター 中田絋介 

○パスツレラ感染に合併した急速進行性腎炎の一例             北野病院  立石 悠  

○Churg-strusｓ症候群の一例                                 北野病院  近藤尚哉 

第８３回 

日  時：2009年2月24日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題： 

○急性腎不全、肺胞出血を認めた1例               神戸中央市民病院  吉本明弘 
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○Churg-strusｓ症候群の腎病変の１例                 大津赤十字病院 上田 洋 

○血痰患者にみられた間質を主体とした腎障害の１例       社会保険神戸中央病院 家本孝雄 

第８４回 

日  時：2009年3月24日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○マイトマイシンによるHUSに肺胞出血合併した1例          神戸中央市民病院  戸田尚宏 

○健診にて尿たんぱく潜血を指摘されたC型肝炎患者の１例       北野病院  近藤尚哉 

 

 

北野･京大腎病理カンファレンス 

第２２回 

日  時  2008年 4月16日（水）18:00～20:00   

場  所    京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「発症から1ヶ月で末期腎不全に至った急速進行性糸球体腎炎の一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院 腎臓内科 

       ＊立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、糟野健司、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

   ○「聴力障害の家族歴を持つ慢性腎炎の一例」 

      京都市立病院 腎臓内科  

       ＊鎌田 正、山鳥紀子、八城正知  

   ○「Conventional免疫抑制による腎移植後22年目の腎組織」            

      京都大学 泌尿器科   

＊宮﨑 有、兼松明弘 

第２３回 

日  時  2008年 5月21日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「腎機能低下とネフローゼ症候群で発症した７２歳男性の一症例」 

財)田附興風会医学研究所北野病院 腎臓内科   

＊立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、糟野健司、福内史子、米田智美、 

塚本達雄、武曾惠理 

○「尿所見なくCr上昇を来たしたIgG4関連疾患の一症例」 

 財)田附興風会医学研究所北野病院 腎臓内科 

    ＊米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、糟野健司、福内史子、米田智美、 

塚本達雄、武曾惠理 

○「ネフローゼと腎機能低下を呈した７２歳の症例」 

     京都民医連中央病院 腎臓内科 

＊木下千春、井上賀元、神田陽子、神田千秋 

第２４回 

日  時  2008年 6月18日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「偽膜性腸炎を合併した生体腎移植後1年目の腎生検」 

      （財）田附興風会 医学研究所 北野病院 腎臓内科１ 泌尿器科２ 

           ＊福内史子１、立石悠１、近藤尚哉１、佐藤有紀１、米倉由利子１、 

糟野健司１、米本智美１、塚本達雄１、長濱寛二２、金丸洋史２、武曾恵理１ 

○「尿所見に乏しい急性腎不全の一例」 
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       京都市立病院 腎臓内科 

          ＊鎌田 正、山鳥 紀子、山野 剛、八城 正知 

○「ネフローゼと腎機能低下を呈した７２歳の症例（その後の経過）」 

       京都民医連中央病院 腎臓内科 

          ＊木下千春、井上賀元、神田陽子、神田千秋 

○「皮膚中毒疹、肝機能異常を伴う腎不全症例」 

      大津赤十字病院 循環器科 

＊牧石徹也、前田咲弥子 

第２５回 

日  時  2008年 7月16日（水）18:00～20:00 

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「重症筋無力症、糖尿病に合併した尿蛋白の一症例」 

      (財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

       ＊立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、 

米本智美、塚本達雄、武曾恵理 

   ○「SLE出産後のネフローゼ症候群の一症例」 

      (財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

       ＊立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、 

米本智美、塚本達雄、武曾恵理 

   ○「ＡＮＣＡ関連が疑われた、Cresentic glomerulonephritisの一例」 

     京都桂病院 病理部 

       ＊藤本正数 

第２６回 

日  時  2008年 8月13日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「多発単神経炎を伴った急速進行性糸球体腎炎の一例」 

      財)田附興風会医学研究所 北野病院 腎臓内科 

＊近藤尚哉、佐藤有紀、立石悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、 

米本智美、塚本達雄、武曾恵理 

○「ステロイド治療に反応が良好であったネフローゼの一例」 

      京都市立病院 腎臓内科 

       ＊鎌田 正、山野 剛、八城正知 

○「ＰＲ３-ANCA,抗GBM抗体,抗リン脂質抗体が陽性で急速進行性糸球体腎炎をきたしたループス腎炎の 

症例 」 

      大津赤十字病院 循環器科 

＊牧石徹也、前田咲弥子 

第２７回 

日  時  2008年 9月17日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「C型肝硬変に合併した急速進行性糸球体腎炎の一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

       ＊近藤尚哉、佐藤有紀、立石悠、米倉由紀子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「シェーグレン症候群の一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

       ＊米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 
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   ○「全身熱傷に対する植皮術後に発症したネフローゼ症候群の一例」 

      大津赤十字病院 循環器科 

＊牧石徹也、前田咲弥子 

第２８回 

日  時  2008年10月15日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「十二指腸潰瘍の治療後にネフローゼ症候群を発症した1例」 

      財)田附興風会医学研究所 北野病院 腎臓内科 

       ＊米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、 

米本智美、塚本達雄、武曾恵理 

○「移植後のサイトメガロ感染治療中に腎機能低下をきたした1例」 

      財)田附興風会医学研究所 北野病院 腎臓内科 

       ＊米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、飛野杏子、古宮俊幸、糟野健司、福内史子、 

米本智美、塚本達雄、武曾恵理 

○「比較的腎機能が急速に悪化した関節リウマチの一例」 

       京都市立病院 腎臓内科 

＊村上 徹、門屋佑子、瀬川裕佳、山野 剛、鎌田 正、八城正知 

第２９回 

日  時  2008年11月26日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

   ○「MPO-ANCA陽性の未成年男性の一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

      ＊立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

   ○「慢性の経過で腎機能障害をきたした一例」 

       財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

      ＊立石 悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「脳出血後に発症した急性腎不全の１症例』 

       京都民医連中央病院 腎臓内科  

＊木下千春 

第３０回 

日  時  2008年12月17日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「ネフローゼ症候群で発症したSLEの一例」 

     財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

      ＊佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「3年前からの血尿・蛋白尿の一例」 

財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

      ＊佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

   ○「電顕と１Fでdiscrepancyをみとめたネフローゼの一例」 

     京都市立病院 腎臓内科 

＊鎌田正、瀬川裕佳、山野剛、八城正知 

第３１回 

日  時  2009年 1月21日（水）18:00～20:00   
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場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「感冒後に発症し、2ヶ月の経過で腎機能低下したネフローゼ症候群の一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

        ＊立石悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「急速進行性腎炎の臨床像を呈し、一時透析となった一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

        ＊立石悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

第３２回 

日  時  2009年 2月18日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「ネフローゼ症候群を呈したSLEの一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

       ＊米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「肉眼的血尿の一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

       ＊米倉由利子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「TAE後腎機能増悪した，糖尿病，HCV陽性，抗核抗体高値の症例。 

（HCCに対する肝臓部分切除術時に同時に開腹腎生検査施行した一例）」 

     京都市立病院腎臓内科 

＊門屋佑子、瀬川裕佳、鎌田正、八城正知 

第３３回 

日  時  2009年 3月18日（水）18:00～20:00   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

○「血圧異常高値、MPO-ANCA陽性の25歳女性の一例」 

       財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

        ＊立石悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「ステロイド、シクロスポリンで治療中に尿蛋白出現したSLEの一例」 

       財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

        ＊立石悠、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、福内史子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

  

北野病院肝臓病教室 

第１２回 

日  時：2008年7月5日（土） 14:00～16:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：Ｂ型肝炎について 

第１３回 

日  時：2008年12月6日（土） 14:00～16:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：肝硬変 
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北野病院リウマチ膠原病教室 

第５回 

日  時：2008年10月25日（土） 14:30～16:00 

場  所：きたのホール 

講  義：①「リウマチ膠原病疾患に対する最近の生物製剤療法」 
                   リウマチ膠原病内科 副部長 古形 芳則  
    ②「整形外科から見たリウマチ膠原病疾患」 

                   整形外科 塚中 真佐子 

第６回 

日  時：2009年3月21日（土） 14:30～16:00 

場  所：きたのホール 

講  義：①「ステロイドの作用･副作用」 
                   リウマチ膠原病内科   大西 輝 

    ②「膠原病でよく使われる薬について」 
                     リウマチ膠原病内科   塩見 葵 

 

市民医療講座 

◇日  時：2008年6月28日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「小児気管支喘息の病態と治療 ～環境整備、予防から薬物治療まで～」  

講  師： 北野病院 小児科部長 秦 大資  

◇日  時：2008年8月23日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「小児外科ってなに？ ～手術をすれば治るこどもの病気～」 

講  師： 北野病院 小児外科 副部長 佐藤正人  

◇日  時：2008年10月4日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「予防接種Ｑ＆Ａ ～ワクチンで予防できる こどもと大人の病気～」 

講  師： 北野病院 感染症科科長  羽田 敦子  

◇日  時：2009年2月28日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「胎児の心臓超音波検査」～お腹の中にいても分かる心臓病・助かる命～ 

講  師： 北野病院 小児科循環器部長  渡辺 健  
 

NST 勉強会 

◇日  時：2008年10月8日（水） 17:30～18:45 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「栄養療法の意義と課題 －アウトカムをいかに出すかの工夫を考えるー 」 

講  師： 武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 教授  雨海 照祥 先生  

◇日  時：2008年11月27日（水） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「ＮＳＴの活動意義と当院における現況 －貝原益軒から、アフリカ、そしてＮＳＴへー」 

講  師： 済生会中津病院 救急科 部長 野村 秀明 先生  

◇日  時：2009年2月18日（水） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「栄養療法の威力を実感したことがありますか？」 

講  師： 川崎病院 外科総括部長 井上 善文 先生 
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大阪連携たこやきの会 

第１回 

日  時：2008年4月25日（金） 18:30～ 

場  所：きたのホール 
内  容：大阪連携合同協議会開催に向けて 

第２回 

日  時：2008年8月29日（金） 19：00～ 

場  所：味園 

内  容：・病院情報スピーチ 

     ・北摂医療連携連絡会報告 

     ・全国連携室ネットワーク連絡会 福岡「連携室の連携」報告 

     ・ディスカッション「前方連携･後方連携の役割」 

第３回 

日  時：2008年12月11日（木） 19：00～ 

場  所：きたのホール 

  講  演：・地域医療計画がもたらす新しい医療連携の姿 

・医療連携ネットワーク ～生野区地域医療連絡会の取り組み～ 

・病院紹介 

 

きたの介護セミナー 

第1回  

日  時：平成２１年1月３１日（土） 16:00～18:00 

場  所：きたのホール 

特別講演 ＆ 実習 

 『誤嚥性肺炎防止のために押さえておきたい口腔ケアと食事支援の基本』 

 大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 

      准教授   舘村 卓 先生 
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