
(2014年6月～2015年5月）

回 年 月 日 会     場 テ ー マ 講　　師 担当 参加 共　　催

496 2014年6月21日 協会会議室
ＣＴコロノグラフィーの現状と将
来展望

近畿大学医学部放射線医学講座　松
木　充先生

岩下 52人 －

497 2014年7月12日 協会会議室
ワクチンで防げる病気・救える命
を見過ごさないために

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
小児科学教授　森内浩幸先生

池本 63人 MSD(株)

498 2014年8月23日 協会会議室 得意になるめまい診療
横浜市立脳血管医療センター神経内
科　城倉健先生

清水 146人 －

499 2014年9月27日 協会会議室
糖尿病患者の日常診療において留
意すべき皮膚病変

昭和大学医学部皮膚科学教室　末木
博彦先生

法貴 64人
マルホ株
式会社

500 2014年10月11日 協会会議室
「かぜ」と「かぜ」のように見え
る重症疾患

京都大学大学院医学研究科社会健康
医学系専攻医療疫学分野／神戸大学
感染症内科　山本舜悟先生

清水 91人 －

501 2014年11月2日 協会会議室
インフルエンザを咽頭視診で診断
する

茨城県桜川市・内科宮本医院　宮本
昭彦先生

清水 91人
塩野義製
薬株式会

社

502 2015年1月31日 協会会議室
百聞は一見にしかず、動画で理解
する"痙攣・不随意運動"

財務省診療所長　黒岩義之先生 清水 96人 -

503 2015年2月28日 協会会議室 小児の夜尿症診療のUp-To-Date
順天堂大学練馬病院　小児科　大友
義之先生

清水 54人
フェリン
グファー

マ

504 2015年3月28日 協会会議室
こころを診る技術－面接や問診で
重視すべきこと－

北里大学医学部精神科　宮岡等先生 清水 79人 -

505 2015年4月25日 協会会議室
機能性ディスペプシアを正しく理
解するために―医療は患者のため
に―

川崎医科大学消化管内科教授　春間
賢先生

岩下 60人
アステラ
ス製薬株
式会社

506 2015年5月16日 協会会議室
高齢者診療において身体診察を強
力な武器にするためのエビデンス

洛和会丸太町病院救急総合診療科
上田剛士先生

清水 103人 -

２、特別研究会（１回　66人参加）

会     場 テ ー マ 講　　師 担当 参加 共　　催

協会会議室
今年のインフルエンザの季節を迎
えるにあたって～インフルエンザ
と見間違えやすい疾患を含め～

神戸大学大学院医学研究科 微生物
感染症学講座 感染治療学分野（感
染症内科）講師　大路剛先生

清水 66人 －

会　　場 テ ー マ 講　　師 担当 参加 共　　催

協会会議室
日常診療に潜む救急、急変の危険
を見抜く

藤田保健衛生大学 救急総合内科 教
授　岩田 充永先生

清水 77人 －

４、保険請求事務講習会（６回　440人参加／433人修了）

回 会　　場 年 月　日 会　　場 講　　師 参　加

238 神　　戸
2014年9月6日

7日
協会会議室

江原重幸先生
田中孝明先生

108人

239 西　　宮
2014年9月20日

21日
西宮市民会館

岩下敬正、川﨑史寛先生
中島敏雄、佐々木一郎先生 72人

240 但　　馬
2014年9月20日

21日
日高公民館

下山均先生
下山均先生 13人

241 神　　戸
2014年11月22日

23日
協会会議室

八木秀満先生
田中孝明先生 96人

242 姫　　路
2014年11月29日

30日
姫路市民会館

西山裕康先生
高森信岳先生 52人

243 神　　戸
2015年２月21日

22日
協会会議室 田中孝明先生 95人

13人

99人

53人

兵庫県保険医協会2014年度 研究会開催一覧

１、診療内容向上研究会（１１回　８９９人参加）

年 月 日

修　了

2014年10月18日

108人

69人

95人

３、臨床医学講座

年 月 日

2015年3月1日



５、協会総会記念講演（104人参加）
回 年 月 日 会     場 テ ー マ 講　　師 参　加

46 2014年6月15日 チサンホテル神戸
iPS細胞を用いた筋ジストロフィー

の治療研究

京都大学ｉＰＳ細胞研究所(CiRA)
臨床応用研究部門講師　櫻井英俊先
生

104人

６、日常診療経験交流会

回 年 月 日 会     場 テ ー マ 講　　師 協　賛

2014年8月2日 協会会議室
東日本大震災から３年－原発事
故、生活再建、被災地医療のいま

松本純先生（福島市・いいの診療所
所長）、川島実先生（宮城県・気仙
沼市立本吉病院 前院長）、古屋聡
先生（山梨市立牧丘病院 院長）

2014年9月27日 県農業会館 心肺蘇生法講習会
笹生病院副院長・大井利彦先生、金
沢病院副院長・高田耕二先生他

医科・歯科・薬科交流企画
「医科・歯科・薬科連携の新たな
ステージ～日常診療にすぐ役立つ

はなし～」

＜話題提供＞
八木秀満先生、上田耕蔵先生、綿谷
茂樹先生、川村雅之先生、川西敏雄
先生、たんぽぽ薬局　森本愛先生、
(株)神戸医薬研究所東神戸薬局　下
浦志織先生、クレエル薬局　中村信
也先生

2014年10月26日

32人

66人

神戸市産業振興セ
ンター

メインテーマ　「いま問う　あなたの情熱」

担　当

参  加

２分科会21人20題、救急フェスタ・心肺蘇生法実技講習会（54人）、ポ
スターセッション、医院新聞展示(６医療機関)、情報ネットワーク部展
示、あなたとわたしの展示会・文化部陶芸体験作品展示(22人)

23

5社

吉川

203人


