
２. 地域医療研修センター事業 

 

地域医師会合同勉強会  

第24回 

日 時：平成２１年１１月７日（土） 16:00～ 

場 所：きたのホール 

内 容：１「人間ドックで見つかるメタボリックシンドロームと癌」 

健康管理センター 健診部長   中村 肇  
２「胃癌の治療 －最近の進歩ー」  

副院長・消化器センター長  尾﨑 信弘 
第25回 

日 時：平成２２年３月２０日（土） 16:00～ 

場 所：きたのホール 
内 容：１「大人の予防接種」～古くて新しい感染症予防対策 

         小児科感染症部門部長・感染症科部長  羽田 敦子 

      ２「慢性腎臓病(CKD)診療を支える医療連携システムの構築と運用」 

         腎臓内科部長  塚本 達雄 

      

 

内科 CPC  

○ ４月２３日   「微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群を契機に増悪した肝硬変の一例」 

                               主治医   古宮俊幸、佐藤有紀  

                               司 会  越山 裕行 
                               討議者  上田雄一郎、村上 巧 
○ ５月２８日   「悪性リンパ腫の化学療法後に急性肺障害と脳梗塞を合併した１例」 

                               主治医  平田 大二 

                               司 会  福井 基成 
                               討議者  石田 祐一、牟田  優 
○ ６月２５日   「心不全で入院も以前からの肺野異常陰影の増悪により死亡した一例」             

主治医  松本 正孝、服部 健吾 

     佐々木 健一、飯田 淳  

                              司 会  八木田 正人 
                              討議者  飯田 淳、服部 健吾 

○ ７月２３日   「肝門部胆管癌の一例」 

                              主治医  工藤 寧 

                              司  会  武曾 惠理 
                              討議者     廣瀬 紗也子、河勝 千鶴 
○ １０月２２日  「糖尿病にアスペルギローマを併発し死亡した一例」  

                              主治医  松本 正孝 

                                           司 会  福井 基成   
                            討議者  川本 浩史、出口 幸一 

○ １１月２６日  「腰痛と紫斑を主訴に来院し、急激な転帰を辿った一例」 

                              主治医  有馬 靖佳、丸山 亙 
                              司 会  八隅 秀二郎 
                              討議者  上田 和利、小林 慎弥  
○ １月２８日   「両肺浸潤影を伴った原因不明両側胸水の1例」 

                              主治医  松本 正孝、豊 洋次郎 
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       佐々木 健一              

                              司 会  有馬 靖佳  
                              討議者  野瀬 真理、糀谷 泰彦 
○ ３月２５日   「大腸癌に合併したANCA関連血管炎患者の消化管出血の1例」 

                              主治医  古宮 俊幸、草部 牧子 

                              司 会  野原 隆司 
                              討議者  古根川 靖 

                                  

北野ハートセミナー 

第28回 

日  時：平成２１年８月２９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 

           『当院での腹部大動脈ステントグラフト内挿術の立ち上げについて』 
           北野病院 心臓センター副部長  宮本 昌一 

        ２ 特別講演 
          『睡眠時無呼吸症候群と心不全の進展との関連』 

              済生会二日市病院  副院長  安藤 真一 先生 
 

きたの産婦人科セミナー 

第14回 

日  時：平成２０年９月１９日（土） 17:30～19:00 

場  所：きたのホール 
一般講演： 「骨転移をおこしたSTUMPの一例（仮題）」 

            産婦人科  宇治田 麻里 

  特別講演： 「ホルモン補充療法とアンチエイジング 」 

       レディスクリニックハヤシ  院長   林  知恵子 先生 

 

第15回 

日 時：平成２２年１月 ３０日（土） 17:00～18:30 

場 所：きたのホール 

一般講演：「化学療法が著効した多臓器転移平滑筋肉腫の一例」 

      産婦人科  辻 なつき 医師 

特別講演：『子宮内膜症の癌化とその取扱い』 

      奈良県立医科大学 産婦人科  教授 小林 浩 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１１回 

日  時：2009年6月13日（土） 16:30～ 

場  所：きたのホール 

講演１ ：座長 南川クリニック 院長  南川 順 先生 

『糖尿病合併閉塞性動脈硬化症の２症例』 

 不藤医院 院長  不藤 哲郎 先生 

講演２： 座長 心臓血管外科担当科長  植山 浩二 

『糖尿病を合併する閉塞性動脈硬化症の診断と治療』 

 川崎医科大学附属病院 胸部心臓血管外科 准教授 正木 久男 先生 
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パネルディスカッション 

司 会  心臓血管外科担当科長  植山 浩二 

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』 

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 

      眼科部長         齋藤 伊三雄 

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 
 

第１２回 

日  時：2009年11月28日（土） 16:30～ 

場  所：ブリーゼプラザ 

講演１ ：座長 ふなうち内科クリニック 院長  船内 武司 先生 

『動脈硬化性頭蓋内動脈狭窄病変の治療方針』 

 脳神経外科副部長  太田 剛史  

講演２： 座長 脳神経外科部長  高橋 潤 

『糖尿病と脳卒中外科』 

 福井大学医学部 脳脊髄神経外科 

教授  菊田 健一郎 先生 

パネルディスカッション 

司 会  脳神経外科部長  高橋 潤 

テーマ  『糖尿病に伴う脳神経合併症の治療戦略』・『糖尿病合併症Ｑ＆Ａ』 

パネリスト 
 福井大学医学部 脳脊髄神経外科  教授  菊田 健一郎 先生 

北野病院   糖尿病内分泌センター長  越山 裕行 

眼科部長         齋藤 伊三雄 

神経内科部長       松本 禎之 

心臓血管外科担当科長   植山 浩二 

腎臓内科副部長           古宮 俊幸 
 
 

地域包括呼吸ケアを考える会 

第１３回 

日  時：2008年5月9日（土） 15:00～18:00 

場  所：きたのホール 

一般講演： 

１ 「呼吸ケアとリラクゼーション」 

          りゅうじん訪問看護ステーション 

            漆崎 伊智代 看護師 

      ２ 「誤嚥性肺炎をくり返す患者の退院支援」 

               ～在宅療養を支える地域のサポート体制～ 

               地域医療サービスセンター 看護師 杉内 陽子 

３ 「姿勢と呼吸」 

               森ノ宮医療大学 保健医療学部 理学療法科 学科長 教授 

              金尾 顕郎 先生          

特別講演： 座長 呼吸器センター部長 福井 基成 
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「肺年齢と慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）：喫煙すると肺が老化する」 

            京都大学医学部付属病院 呼吸器内科 講師 

              室 繁郎 先生   

    実 技   「スパイロメトリーの実演」 

            臨床検査部 副技師長 加堂 邦裕  

 
第１４回 

日 時：平成２１年１１月２８日（土）15:00～ 

場 所：きたのホール 

一般講演： 

  １  「北野病院における地域連携パスの取り組み」 

医療コーディネーター 看護師 重田 由美 

  ２  「ターミナル期における在宅療養について」 
地域医療コーディネーター 看護師 杉内 陽子 

        アサヒサンクリーン在宅介護センター都島 
         介護支援専門員    看護師 岡田 美幸  
  ３   「体幹機能と呼吸（第２報）」 
        森ノ宮医療大学 保健医療学部 理学療法科 
         助教  丹羽 亜希美 先生 
特別講演： 

テーマ 「COPD地域連携クリニカルパス：「地域」は大きなホスピタル」 

講 師  草加市立病院 呼吸器科 医長 新 謙一 先生 

 

北野糖尿病･内分泌倶楽部 

第１４回 

日 時：2009年6月11日（木） 19:00～ 

場 所：ザ･リッツ･カールトン大阪 

一般講演： 座長：東阪急ビル診療所 所長 上木 昇 先生 

「鉄欠乏によるHbA１Cの問題点」 

  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 

特別講演： 座長：糖尿病内分泌センター長  越山 裕行 

「メタボリックシンドローム時代の高血圧治療  

   －降圧療法のニューパラダイム－」 

  愛媛大学大学院医学系研究科 病態情報内科学 教授  

     檜垣 實男 先生 

 

第１５回 

日  時：2009年11月5日（木） 19:00～ 

場  所：ブリーゼタワー 

一般講演：  

Ⅰ「IDFでの話題から 」 

         糖尿病内分泌センター 副部長  河崎 祐貴子  

     Ⅱ「安定同位体による肝糖代謝の測定」  

         (財)朝日生命成人病研究所 糖尿病内科 主任研究員  

           田原 たづ 先生 

特別講演： 
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テーマ：「Metabolic Harmony ～ 糖尿病研究の新展開～」 

     講 師： 東北大学大学院 医学系研究科  

           創生応用医学研究センター再生治療開発分野 

 教授  片桐 秀樹先生 

 

北野動脈硬化症セミナー 

第１２回 

日  時：2009年6月4日（木） 19:00～ 

場 所：ホテルグランヴィア大阪 

一般演題： 

     座長：大歳内科  院長  大歳 健太郎 先生 
「糖尿病と大血管合併症について」 
  糖尿病内分泌センター長  越山 裕行 
「腹部大動脈瘤の２症例」 
  不藤医院 院長  不藤 哲郎 先生                    

   特別講演： 

       座長：愛染橋病院  内科部長  橋本 久仁彦 先生 
「下肢閉塞性動脈硬化症の血管内治療」 
  岸和田徳洲会病院  副院長 横井 良明 先生 

 

第６５回大阪精神科懇話会 

日  時：2009年11月14日（土） 

場  所：山西記念福祉会館 
  演  題：「刑務所精神医学入門」 

         佛教大学 社会福祉学部 教授  波多野 和夫 先生 

 

北野臨床血液セミナー 

第１９回 

日  時：2009年5月22日（金） 18:15～20:00 

場  所：きたのホール 
特別講演 

 「血液疾患に対する観察的な臨床疫学研究の可能性」 

   愛知県がんセンター研究所  

    疫学･予防部 室長  松尾 恵太郎 先生 

 「これからの医師にもとめられるもの」 

   (財)日本バプテスト連盟医療団  

    理事･顧問  山岡 義生 先生 

第２０回 

日  時：2009年11月27日（金） 18:15～20:00 

場  所：きたのホール 

特別講演： 

 「造血幹細胞移植の感染管理～「まぁ、いいか！」から始まる感染症」 

    東京大学大学院医学系研究科 

     健康科学・看護学専攻 成人看護学  森 令子先生 

    「「セカンド・オピニオンの勧め」から見えてきたもの」 

       健保連 大阪中央病院 顧問  平岡 諦 先生 
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北大阪眼科セミナー 
第１１０回 

日  時：2009年6月18日（木） 18:00～20:00 

場  所：山西福祉記念会館 
演  題：１ 「心内膜炎に起因したと考えられる細菌性眼内炎の1例」 
          北野病院 眼科  杉田圭二郎 田辺晶代 齋藤伊三雄 
     ２ 「緑内障術後の低眼圧黄斑症の1例」 
          医療法人森下眼科 森下清文先生  北野病院眼科 齋藤伊三雄 

特別講演：「原発閉塞隅角緑内障の診断と治療：update in 2009」 
         神戸市立医療センター中央市民病院 眼科部長 栗本康夫先生 

第１０１回 

日  時：2009年11月26日（木） 17:30～19:30 

場  所：山西福祉記念会館 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ①「ケースカンファレンス 網膜虚血性疾患の自験例」 

          北野病院 眼科  杉田圭二郎 

       ②「北野病院における極小切開硝子体手術（MIVS）の経験」 

            北野病院 眼科  宇治彰人、小池伸子、山田洋史、齋藤伊三雄 

       ③「トリアムシノロンテノン嚢下注射の、汎網膜光凝固術による黄斑浮腫悪化に対する抑制効果」 

北野病院 眼科  鵜木則之 

       ④「インフリキシマブ投与を行ったベーチェット病の1例」 

北野病院 眼科  木村忠貴、齋藤伊三雄 

⑤「知っていますか？眼科の歴史」 

森下眼科  森下清文先生 

⑥「当院におけるラニビズマブの使用成績」 

北野病院 眼科  小池伸子 

⑦「当科における急性緑内障発作に対する治療についての検討」 

北野病院 眼科  田辺晶代 

⑧「急性原発閉塞隅角症の早期治療における角膜圧迫の検討」 

北野病院 眼科  長松俊次、田辺晶代、齋藤伊三雄   

⑨「２００９年の北野病院 アクアレースの使用経験」 

北野病院 眼科  齋藤伊三雄 

第１０２回 

日  時：2010年3月25日（木） 18:00～20:00 

場  所：山西福祉記念会館 

演  題：１ 「ＡＩＤＳ患者の真菌性眼内炎の１例」 

          北野病院 眼科  杉田圭二郎 鵜木則之 小池伸子 齋藤伊三雄 

２ 「眼窩内リンパ腫の一例」 

          北野病院 眼科  長松俊次 木村忠貴 田辺晶代 齋藤伊三雄 

３ 「角膜内皮細胞減少を伴った虹彩分離症の１例」 

          北野病院 眼科  宇治彰人 田辺晶代 齋藤伊三雄 

４ 「両眼性複視を初発症状とした脳梗塞の１症例」 

          小路眼科クリニック  小路万里 

特別講演  

「誤診しやすい眼底疾患」 

大阪医科大学眼科学教室 教授 池田恒彦先生 

 

北野 B.B.DM フォーラム 

第１２回 

-  - 32



日  時：2009年7月18日（土） 16:30～ 

場  所：ブリーゼタワー 

一般演題： 

    座長：泉岡病院 院長 泉岡 利於 先生 
「ARB 最近の話題」 
  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 
「アメリカ医療の光と影：日本が学ぶべき教訓」 

  コラムニスト(元ハーバード大学医学部助教授) 李 啓充 先生 

第１３回 

日  時：2009年12月19日（土） 17:30～ 

場  所：ブリーゼプラザ 
一般講演：座長 北堀江病院 院長  新宮 良介 先生 

    「総合ネットワークシステム進化内分泌代謝学 

～新しいパラダイムの提唱～」 

糖尿病内分泌センター長  越山 裕行 

特別講演：座長 土屋医院 院長 土屋 和之 先生 

  「NASH（非アルコール性脂肪性肝炎）と糖尿病」 

      高知大学医学部 消化器病態学（第一内科） 

教授  西原 利治 先生  

 

阪神合同ＣＰＣ 

○ 日  時：2009年9月17日（木）  

場  所：兵庫県立尼崎病院 2F「講堂」 

症 例 １：県立尼崎病院 消化器内科 石津祥子 先生 

        「肝硬変にｲﾚｳｽ合併した1例」 

   特別講演： 神戸大学大学院医学研究科特命教授 荒川創一 先生 

        「新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ発生時の対応について」 

 症 例 ２：県立西宮病院 内科 尾上琢磨 先生 

        「意識障害で搬送され、急激な転帰をたどった原発不明癌の1例」 

○ 日  時：2009年2月25日（木）  

場  所：神戸市立医療センター中央市民病院５Ｆ 

出 題1   六甲アイランド病院 内科 三好園子 先生 

          「治療に抵抗し、急速に増悪した間質性肺炎の５７歳男性症例」 

   特別講演 神戸市立医療センター中央市民病院   呼吸器内科部長 富井啓介 先生  

        「薬剤性肺障害」 

   出  題2  神戸赤十字病院 呼吸器内科 時政雄平 先生 

          「肺非小細胞肺癌の化学療法中に食道狭窄を来たした１例」 

 

 
International KITANO ENDO SEMINAR 
第１４回 

日  時：2009年4月17日（金） 19:00～21:00 

場  所：北野病院 きたのホール 
Lecture１   Hiroyuki  Koshiyama, MD, PhD  

“Bone mineral density in Japanese patients with type 2 diabetes” 
    Lecture2    Masaki Inaba, MD, PhD 
                 “Sorbitol pathway to develop osteoblast dysfunction in diabetes osteopathy” 
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                  Associate professor of internal medicine metabolism, endocrinology and  
                  Molecular medicine Osaka city university graduate school of medicine 
    Special Lecture 
                Peter Vestergaard ,MD, PhD, Dr MedSc 
                “Recent knowledge from ADA/EASD consensus” 
                ~Thiazolidinedione treatment and the risk of firactures~ 

Assistant professor of calcium metabolic disorders 
The Osteoporosis Clinic Aarhus Amtssygehus Denmark 

第１５回 

日  時：2009年5月14日（木） 18:00～20:00 

場  所：きたのホール 
内  容SESSION 1: Endocrine Case Seminar 
      Chair: Ryuji Nohara, MD,PhD 

Case report   “Difficult cases with primary aldosteronism” 
 Yorihiro Iwasaki,MD: Senior Resident,  

Special Lecture   “ＴＢＡ” 
      Takashi Akasaka 

Professor ,Division of Cardiovascular Medicine  
Wakayama Medical University 

SESSION 2： 
 Special Lecture Chair: Takashi Akasaka,MD 
“Eplerenone， Aldosterone and Mineralocorticoid Receptor Blockade” 

John W Funder , MD 
Prince Henry’s Institute of Medical Research) 

第１６回 

日  時：2009年7月29日（水） 18:00～19:00 

場  所：第７会議室 
テーマ ：Incretin & Insulin Now 

        Alan Moses,M.D 
                Global Chief Medical Officer, Novo Nordisk  Inc, USA 
第１７回 

日  時：2010年2月5日（金） 19:00～20:00 

場 所：第１会議室 

演 題：「The Kidney in Diabetes - Dynamic pathways of injury and repair -」 
  演 者：University of Padova Medical School 
         Paola Fioretto Fioretto, MD, Ph.D 
第１８回 

日  時：2010年3月27日（土） 18:00～19:00 

場  所：きたのホール 
演 題：「Thyroid Hormone Action: From Humans to Histones」 

  演 者：Associate Professor Duke-NUS Graduate Medical School and Duke  
        University School of Medicine Director, Laboratory of Hormonal 
        Regulation Cardiovascular and Metabolic Diseases Program 
        Paul M Yen, M.D 
第１９回 

日  時：2010年3月29日（月） 19:00～21:00 

場  所：第１会議室 
ｾｯｼｮﾝ１  「KISHIMEN STUDY 」 
      糖尿病内分泌C 長 越山 裕行 

ｾｯｼｮﾝ２  「2 型糖尿病と脂質異常症」 
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     Professor of Endocrinology and Metabolism University College Medical   
School, London UK Associate Dean Royal Society of Medicine London,UK 
John Betterridge , MD,PhD 

北野病院小児科学術講演会 

第２１回 

日  時：2009年10月17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  歩行障害を契機に発見された脳腫瘍の１例   小児科 濱端隆行 
      ２ ピーナッツアレルギーが関与した急性膵炎の１例  小児科 中田昌利  
      ３ シェーグレン症候群と抗リン脂質抗体症候群を合併した混合性結合織病の 1 例  
        小児科 吉岡耕平 
      ４ 死亡例を含む異なる経過をたどったセレウス菌毒素による食中毒の３症例 
        小児科 副部長  塩田光隆 

講演１  「日常よくみる小児外科疾患」 
       小児外科部長  佐藤 正人 

特別講演 「小児の尿細管機能異常症：異常から正常を知る」 

       東京大学大学院医学系研究科 小児医学講座 

        教授  五十嵐 隆 先生 

  

医学生･若手医師の為の小児科診療最前線 

第５回 

日  時：2009年6月6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 
講 演１：「NICUにおける小児科研修」 

          小児科 副部長  水本 洋  

講 演２：「先天性心疾患に対するカテーテル治療」 

          小児科 循環器部門 部長 渡辺 健  

特別講演１：「小児疾患の展望－遺伝、環境、胎児の視点から－」 

        東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 

          発生発達病態学 教授  水谷 修紀 先生 

特別講演２：「iPS細胞を用いたこれからの小児医療」 

         京都大学物質－細胞統合システム拠点iPS細胞研究センター 

            副センター長  中畑 龍俊 先生 

京都大学小児科･医局紹介 ： 市立岸和田市民病院 院長  瀬戸 嗣郎 先生 

 

ビデオで見る神経内科セミナー 

日  時：2010年2月11日（木） 10:00～ 

場  所：山西記念福祉会館 
 

コア・レクチャー 

第１回  

日  時：2009年4月18日(土) 12:00～13:30  

場  所：第１会議室 
テーマ ：縫合トレーニング 
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講 師  ：北野病院 消化器センター長 尾崎信弘／消化器外科部長 寺嶋宏明 

第２回  

日  時：2009年4月22日(水) 18：00～ 

場 所：きたのホール 

講 師：神経精神科部長 山岸 洋 

演 題：「精神医学のパースペクティヴ：精神科医の視点と精神医療の展望」 

第３回  

日  時：2009年4月25日(土) 13:30～15:00 

場 所：第１会議室 

講 師：麻酔科・集中治療部 部長  足立 健彦 

演 題：「心肺蘇生法の基礎」 

第４回 外部講師特別講演  

日  時：2009年4月28日(火) 18：00～ 

場 所：きたのホール 

講 師：東京医科歯科大学 難治疾患研究所 分子代謝医学分野 

東京医科歯科大学 グローバルCOEプログラム 

  教授  小川 佳宏 先生  

演 題：「脂肪組織の多面性とメタボリックシンドローム」 

第５回 外部講師特別講演 

日  時：2009年5月2日(土) 16：00～ 

場 所：きたのホール 

講 師：大阪大学 
       免疫学フロンティア研究センター拠点長 兼 

微生物病研究所 生体防御研究部門 自然免疫学分野 教授 
          審良 静男 先生 

演 題：「自然免疫の最近の進歩」 

第６回 外部講師特別講演 

日  時：2009年5月13日(水) 18：00～ 

場 所：きたのホール 

講 師：自治医科大学 医学部 総合医学第１ 内分泌代謝科 教授 

         石川 三衛 先生 

演 題：「水電解質代謝異常の分かりやすい考え方」 

第７回  

日  時：2009年5月16日(土) 14:30～ 

場 所：生理検査室 

講 師：心臓センター 副部長 猪子 森明 

テーマ：「心エコー実習」 

第８回  

日  時：2009年5月30日(土) 14：00～ 

場 所：きたのホール・生理検査室 

講 師：消化器センター副部長  福永豊和 

演 題：「腹部エコー実習」 

第９回  

日  時：2009年6月3日(水) 17:30～ 

場 所：きたのホール 

講 師：放射線科部長 奥村 亮介 

演 題：「救急造影CT撮像と急性腹症CT症例集」 

第１０回 外部講師特別講演 

第５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：2009年10月17日（土） 16:00～18:30 
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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：４題  

講演１  「日常よくみる小児外科疾患」 
       小児外科部長  佐藤 正人 

特別講演 「小児の尿細管機能異常症：異常から正常を知る」 

       東京大学大学院医学系研究科 小児医学講座 

        教授  五十嵐 隆 先生 

第１１回 外部講師特別講演 

日  時：2009年6月19日(金) 17:30～ 

場  所：きたのホール 
テーマ ：熱傷概論：急性期治療から社会復帰まで 

講  師：大阪市立大学医学研究科 形成外科学 准教授  原田 輝一 先生 

第１２回 外部講師特別講演 

日  時：2009年6月20日(土) 16:30～ 

場  所：きたのホール 
テーマ ：腎臓病学は面白い！大学院進学のすすめ 
講 師  ：京都大学医学研究科 

         生命科学系キャリアパス形成ユニット   柳田 素子 先生   

第１３回 外部講師特別講演 

日  時：2009年6月27日(土) 15:00～ 

場  所：第１会議室 

テーマ ：感染症診療の基本的アプローチ 

講  師：市立堺病院 総合内科部長  藤本 卓司 先生 
第１４回 外部講師特別講演 

日  時：2009年8月22日(土) 15:00～ 

場  所：きたのホール 
テーマ ：病因論の最近の動向―ゲノムから個体へ、そして集団へ― 
講  師：（財）先端医療振興財団 理事長 井村 裕夫 先生 

第１５回 外部講師特別講演 

日  時：2009年9月4日(金) 18:00～ 

場  所：きたのホール 
テーマ ：染色体検査結果の解釈から責任遺伝子同定への道筋 
講  師：京都府立医科大学大学院医学研究科分子病態検査医学 

                 同    分子診断・治療センター 
                 同    附属病院遺伝子診療部 

滝 智彦 先生 
第１６回 外部講師特別講演 

日  時：2009年9月26日(土) 16:00～ 

場  所：第１会議室 
演  題：「頭痛診療の問題点とその解決法」 

講  師：（医）立岡神経内科 院長 立岡 良久 先生 
第１７回 外部講師特別講演 

第２２回北野小児科学術講演会 

日  時：2009年10月17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  歩行障害を契機に発見された脳腫瘍の１例   小児科 濱端隆行 
      ２ ピーナッツアレルギーが関与した急性膵炎の１例  小児科 中田昌利  
      ３ シェーグレン症候群と抗リン脂質抗体症候群を合併した混合性結合織病の 1 例  
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        小児科 吉岡耕平 
      ４ 死亡例を含む異なる経過をたどったセレウス菌毒素による食中毒の３症例 
        小児科 副部長  塩田光隆 

講演１  「日常よくみる小児外科疾患」 
       小児外科部長  佐藤 正人 

特別講演 「小児の尿細管機能異常症：異常から正常を知る」 

       東京大学大学院医学系研究科 小児医学講座 

        教授  五十嵐 隆 先生 

第１８回 外部講師特別講演 

日  時：2009年10月24日(土) 15:00～ 

場  所：第１会議室 

演  題：「Art &.Science   外科系医療の楽しさ 

          ー 研修医諸君に向けてのメッセージ ー」 

  講  師：高林有道クリニック院長  高林 有道 先生 
第１９回 外部講師特別講演 

日  時：2009年10月31日(土) 15:00～ 

場  所：第１会議室 
テーマ：「A tumor suppressor in inflammation: a novel mechanism and 

 novel therapeutic opportunity.」 

講  師：川上 敏明 先生 

Member, La Jolla Institute for Allergy & Immunology 

Adjunct Professor at the University of California,  

San Diego's Department of Medicine 

第２０回 外部講師特別講演 

日  時：2009年11月7日(土) 16:00～ 

場  所：第１会議室 
テーマ：「医の基本 ～日米臨床医学教育比較～」 

講  師：聖路加国際病院 一般内科 副医長  田中まゆみ 先生 

第２１回 外部講師特別講演 

日  時：2009年12月19日(土) 15:00～ 

場  所：きたのホール 
テーマ：「IL-6:その発見から抗体医薬へ」 

講  師：大阪大学  

大学院生命機構研究科 免疫機能統御学講座 教授 

免疫学フロンティア研究センター 免疫機能統御学 教授 

岸本 忠三 先生 

第２２回 外部講師特別講演 

日  時：2009年12月26日(土) 15:00～ 

場  所：きたのホール 
テーマ：「禁煙と喫煙の心理とサポート」 

講  師：奈良女子大学大学院 

     保健管理センター 教授  高橋 裕子 先生 

 

 

関西腎疾患カンファレンス 

第８５回 

日  時：2009年4月28日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題： 
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○腎外病変を伴った若年性腎不全の一例                神戸中央市民病院  植田 浩司 

○自然軽快傾向を認めたMCNSの一例               神戸中央市民病院  吉本 明弘 

○帯状疱疹後に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  山地 秀平 

   ○紫斑病様又はFSGS（cellular variant)が疑われたネフローゼ症候群の一例  

  大阪市立総合医療センター  森川 貴 

第８６回 

日  時：2009年5月26日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○慢性腎臓病（CKD）ｽﾃｰｼﾞ 3経過中に急性腎不全を来たした特発性急性尿細管間質性腎炎（ATIN）の一例      

神戸西市民病院   松島 弘幸 

○長年の血尿につづき、蛋白尿を来たした膜性腎病の一例        神戸西市民病院   松島 弘幸 

○糖尿病性腎症の経過中にC-ANCA陽性を呈したMSSA腎症の一例   

               日赤和歌山医療センター  寺本 賀恵 

第８７回 

日  時：2009年6月30日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題： 

○RPGNの経過を辿ったクリオグロブリン血症の一例    大阪市立総合医療センター  柴田 幹子 

○管内増殖性病変を伴ったﾒｻﾝｷﾞｳﾑ増殖性腎炎の一例 神戸中央市民病院  植田 浩司 

○低補体血症を伴うネフローゼ症候群の一例         日赤和歌山医療センター  山地 秀平 

第８８回 

日  時：2009年7月28日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室演  題：      

○膜性腎症にANCA関連血管炎を合併した一例           神戸中央市民病院  戸田 尚宏 

○喘息と肺浸潤影を認めた軽度尿検査異常の一例              北野病院  近藤 尚哉 

第８９回 

日  時：2009年8月25日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○発熱・関節痛に血尿を合併した一症例            日赤和歌山医療センター  大村 咲 

○糖尿病性腎症に腎サルコイドーシスを伴った一例           大阪赤十字病院 森上 浩和 

第９０回 

日  時：2009年9月29日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○IgG4陽性の間質性腎炎の一例              日赤和歌山医療センター  山地 秀平 

○急速進行性糸球体腎炎で発症したWegener肉芽腫の一例   大阪市立総合医療センター 岸田 真嗣 

○ネフローゼ症候群を来たした糖尿病性腎症の一例       神戸西市民病院  松島 弘幸 

第９１回 

日  時：2009年10月23日 

場  所：北野病院 第一会議室 

演  題：      

○MPO-ANCA陽性を認めた巣状し糸球体硬化症の一例       社会保険神戸中央病院 橋村 直樹 

○間質性腎炎の合併が疑われたループス腎炎の一例             北野病院  草部 牧子 

第９２回 

日  時：2009年12月22日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○献腎移植後急性拒絶反応を呈した一例           日赤和歌山医療センター   寺本 賀恵 
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○肉眼的血尿のあとに急性腎不全を呈した一例          西神戸医療センター  大山 敦嗣 

○好酸球性肺炎を合併したネフローゼ症候群の一例        西神戸医療センター  大山 敦嗣 

第９３回 

日  時：2010年1月26日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○ANCA陽性の間質性腎炎の一例           日赤和歌山医療センター  山地 秀平 

○皮膚筋炎の経過中に尿所見なくクレアチニン上昇を認めた一例        北野病院  立石 悠 

第９４回 

日  時：2010年2月23日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題： 

○慢性C型肝炎に合併したアミロイドーシスの一例       日赤和歌山医療センター  寺本 賀恵 

○肺胞出血をきたした溶連菌感染後糸球体腎炎の一例       社会保険神戸中央病院 近藤 陽子

○脾腎シャントを伴った腎炎の一例             大阪市立総合医療センター 岸田 真嗣 

第９５回 

日  時：2010年3月30日 

場  所：山西福祉記念会館 会議室 

演  題：      

○IgA腎高値のネフローゼ症候群の一例           日赤和歌山医療センター  山地 秀平 

○血中IgG4値上昇を認めないIgG4関連腎炎の症例  大阪市立総合医療センター 北林 千津子 

○原発性胆汁性肝硬変を合併した間質性腎炎の一例              北野病院  立石 悠 

 

北野･京大腎病理カンファレンス 

第３４回 

日  時  2009年 4月22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 

○「脳外科でのFollow中に腎機能低下を認めた一例」 

      財)田附興風会医学研究所北野病院 腎臓内科 

 ＊近藤尚哉、草部牧子、佐藤有紀、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

   ○「ネフローゼ症候群にて腎生検しアミロイドーシスと診断された一例」 

      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 

   ○「間質性肺炎を伴ったRPGNの７１才の男性」            

      京都民医連中央病院 腎・透析科   

＊木下千春、鶴岡 歩、神田陽子、井上賀元、神田千秋 

第３５回 

日  時  2009年 5月20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 

○「ステロイドで完全寛解後に再発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   

＊佐藤有紀、高島康利、草部牧子、近藤尚哉、立石 悠、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、 

米本智美、塚本達雄、武曾恵理 

○「腎移植後サイトメガロウイルス感染症の治療中に腎不全を来した一例」 

 財)田附興風会医学研究所北野病院 腎臓内科 

      ＊米倉由利子、高島康利、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石 悠、飛野杏子、古宮俊幸、 
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米本智美、塚本達雄、武曾恵理 

○「肝移植後１２年目に血尿蛋白尿を認め腎生検を施行したByler病の一例」 

     京都大学医学部附属病院腎臓内科 

＊陣上直人、渡部仁美、西岡敬祐、松原 雄、家原典之、深津敦司 

第３６回 

日  時  2009年 6月12日（金）18:00～20:30   

場  所  京都大学 第一臨床研究棟 地下第２セミナー室 

内  容 

症例１  座長 小谷泰一先生（京都大学医学部附属病院病理部） 

「ネフローゼ症候群が持続し、腎機能低下をきたしたループス腎炎症例」 

臨床プレゼンテーター：古宮俊幸 （財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科） 

病理コメンテーター：原 重雄 先生 

総合コメント：山口 裕 先生 

症例２  座長 武曾惠理（財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科） 

「ステロイド治療で完全寛解後に再発した、IgA沈着を伴うネフローゼ症候群の一例」 

臨床プレゼンテーター：佐藤有紀（財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科） 

病理コメンテーター：岡 一雅 先生 

総合コメント：山口 裕 先生 

第３７回 

日  時  2009年 7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 

○「蛋白尿にて腎生検を施行したB型肝炎キャリア、境界型糖尿病の一例」 

      (財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

＊立石 悠、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

   ○「慢性腎盂腎炎の経過中、抗dsDNA抗体陽性、腎機能低下をきたした一例」 

      (財)田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 

      ＊立石 悠、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、米倉由利子、飛野杏子、古宮俊幸、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

第３８回 

日  時  2009年 8月19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型肝炎治療後に蛋白尿が継続している一例」 

      財)田附興風会医学研究所 北野病院 腎臓内科 

＊古宮俊幸、草部牧子、佐藤有紀、近藤尚哉、立石悠、米倉由利子、飛野杏子、米本智美、 

塚本達雄、武曾恵理 

○「多血症患者に合併したネフローゼ症候群」 

      大津赤十字病院 循環器科＊ 病理部＊＊ 

       ＊牧石徹也、前田咲弥子、白瀬智之＊＊ 

○「FSGS（cellular variant）が疑われたネフローゼ症候群の１例」 

      大阪市立総合医療センター 腎臓高血圧内科 

＊森川 貴、柴田幹子、濱田真宏、岸田真嗣、北林千津子、小西啓夫、今西政仁 

第３９回 

日  時  2009年 9月16日（水）18:00～20:00   

場  所  討議室 

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 
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       ＊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 

   ○「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  討議室 

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  討議室 

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  討議室 

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、 
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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   

場  所  芝蘭会館 

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 

  

消化器病教室 

第１回 

日  時：2010年1月23日（土） 14:00～16:00 

場  所：きたのホール 
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テーマ： ①肝 臓：C型肝炎 

    ②胆 膵：胆石症 

    ③消化管：胃潰瘍 

④ワンポイント栄養指導 

 

北野病院リウマチ膠原病教室 

第７回 

日  時：2009年10月24日（土） 14:30～16:00 

場  所：きたのホール 

講  義：①「膠原病と皮膚」 
                   皮膚科副部長   本田 えり子  
    ②「リウマチ・膠原病治療の最近の話題」 

                   リウマチ膠原病内科部長  八木田 正人 

第８回 

日  時：2010年2月20日（土） 14:30～16:00 

場  所：きたのホール 

講  義：①「膠原病と肺」 
                呼吸器センター 櫻本 稔 

    ②「新しい時代を迎えた関節リウマチの治療」 
                リウマチ膠原病内科 籏智 さおり 

 

北野病院市民公開講座 ―高度難聴医療の最前線―  人工内耳とは？  

日  時：2009年10月31日（土） 15:00～17:00 

場  所：きたのホール 

内  容：「人工内耳について」 
       耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長 金丸 眞一 
     ・人工内耳体験発表 
     ・質疑応答                

 

市民医療講座 

◇日  時：2009年6月6日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「専門・認定看護師が行う 健康相談」  

担  当： 北野病院 看護部  

◇日  時：2009年7月4日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「胃がん治療 ～最新の進歩～」 

講  師： 北野病院 消化器センター長 尾崎 信弘  

◇日  時：2009年9月5日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「不整脈の治療（薬物、カテーテルアブレーション）に対する最近の考え方」 

講  師： 北野病院 心臓センター 副部長  春名 徹也  

◇日  時：2009年1月30日（土） 14:00～15:00 

場  所：きたのホール 

テーマ ：「肺がんの最新事情」 

講  師： 北野病院 呼吸器センター長・呼吸器外科部長 瀧 俊彦  
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NST 勉強会 

◇日  時：2009年10月7日（水） 17:45～ 

場  所：きたのホール 

内 容 ：パネルディスカッション「腎臓病の栄養について」 

◇日  時：2009年11月18日（水） 17:30～ 

場  所：きたのホール 

内  容：「消化器外科領域における末梢静脈栄養の実際と問題点」 

        大阪府立急性期総合医療センター  外科主任部長 岩瀬和裕 先生 

◇日  時：2010年2月17日（水） 18:00～ 

場  所：きたのホール 

内 容：「褥瘡患者の栄養管理」 

       阪和第一泉北病院 副院長  美濃良夫 先生」 

 

きたの介護セミナー 

第２回  

日 時：2010年2月6日（土）17:30～19:30 

場 所：きたのホール 

特別講演： 

   「歯科衛生士の口腔ケア －専門的口腔清掃からー」 

     歯科衛生士  小田 見也子 先生 

口腔ケア手技実習 

    (社福)大阪市ホームヘルプ協会 歯科衛生士   畠 幸子先生 

    大阪府歯科衛生士会 歯科衛生士会員  山下 政代 先生、斉藤 さと枝先生 
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