
(2015年6月～2016年5月）

回 年 月 日 会     場 テ ー マ 講　　師 担当 参加 共　　催

507 2015年6月6日 協会会議室
皮疹の診方の基本的ロジック
特に内臓疾患関連皮疹と皮膚原発
皮疹の鑑別について

社会医療法人厚生会木沢記念病院
北島康雄先生

法貴 122人
マルホ株
式会社

508 2015年7月18日 農業会館
離島医療はおもろいで！～地域医
療の仕組み作りから外来整形エ
コーまで～

隠岐広域連合立隠岐島前病院　院長
白石吉彦先生

清水 31人 －

509 2015年8月22日 協会会議室
女性下部尿路症状と過活動膀胱
（OAB）の診療について

兵庫県立リハビリテーション中央病
院　泌尿器科部長　仙石淳先生

清水 49人
久光製薬
株式会社

510 2015年9月26日 協会会議室
ふつうじゃない超音波も身につけ
よう

藤田保健衛生大学　救急総合内科
植西憲達先生

清水 132人 －

511 2015年10月17日 協会会議室
プライマリ・ケア医に伝えたいこ
と～ポケットエコー、筋膜性疼
痛、機器進歩の地域への影響力～

弘前大学総合診療部　小林　只先生 清水 86人
シグマッ
クス株式

会社

513 2016年1月23日 協会会議室 帰してはいけない小児外来患者
崎山医院（東京都府中市）崎山弘先
生

清水 107人 －

514 2016年2月13日 協会会議室
しびれの臨床－シビレにシビレな
い外来診療

亀田総合病院神経内科部長　福武敏
夫先生

清水 115人
大塚製薬
株式会社

515 2016年3月5日 協会会議室 非眼科医のための眼科診療ガイド
京都府立医科大学眼科学教室　加藤
浩晃先生

清水 88人
参天製薬
株式会社

516 2016年4月2日 協会会議室
日本人の生活習慣病の時代的変遷
と今日の課題：久山町研究

九州大学大学院　医学研究院　環境
医学分野教授 清原裕先生

清水 42人 －

517 2016年5月28日 協会会議室 大腸癌に対する低侵襲手術
札幌医科大学医学部
消化器・総合、乳腺・内分泌外科学
講座　教授　竹政　伊知朗先生

岩下 37
アステラ
ス製薬株
式会社

２、特別研究会（１回　102人参加）

会     場 テ ー マ 講　　師 担当 参加 共　　催

協会会議室
見なおしてみよう、インフルエン
ザの診断・治療・予防

国立国際医療研究センター 国際感
染症センター/国際診療部 忽那 賢
志 先生

清水 102人 －

３、臨床医学講座（１回　56人参加）

会     場 テ ー マ 講　　師 担当 参加 共　　催

協会会議室
循環器physical examinationのコ
ツ

高知大学医学部附属病院老年病科・
循環器科　山崎直仁先生

清水 56人 －

４、保険請求事務講習会（４回　349人参加／351人修了）

回 会　　場 年 月　日 会　　場 講　　師 参　加

244 神　　戸
2015年7月4日

5日
協会会議室

上山幸治先生
江原重幸先生 101人

245 神　　戸
2015年10月3日

4日
協会会議室

上山幸治先生
八木秀満先生 86人

246 神　　戸
2015年12月5日

6日
協会会議室

江原重幸先生
八木秀満先生 106人

247 西　　宮
2016年1月30日

31日
西宮商工会館

岩下敬正、川﨑史寛先生
中島敏雄、佐々木一郎先生 58人

2015年10月31日

101人

兵庫県保険医協会2015年度 研究会開催一覧

１、診療内容向上研究会（10回　809人参加）

年 月 日

修　了

年 月 日

2016年3月27日

※512回は中止

82人

107人

59人



５、協会総会記念講演（97人参加）
回 年 月 日 会     場 テ ー マ 講　　師 参　加

46 2015年6月21日 チサンホテル神戸
新世代ゲノム解析によって変わる

医学と医療

国立遺伝学研究所教授　人類遺伝研
究部門・井ノ上研究室　井ノ上 逸
朗先生

97人

６、日常診療経験交流会

回 年 月 日 会     場 テ ー マ 講　　師 協　賛

2015年9月12日 協会会議室
プレ企画

－東日本大震災から４年－
災害と薬剤師

宮城県・みやぎ保健企画 つばさ薬
局 金田早苗先生、尼崎市・薬局リ
ベルファーマシー 大風春乃先生、
西宮市・明愛薬局 板倉弘明先生

2015年9月26日 県農業会館 心肺蘇生法講習会
笹生病院　大井利彦先生、金沢病院
高田耕二先生、広川内科クリニック
広川恵一先生

2015年9月27日 協会会議室

歯科特別研究会
「“介護のプロ”和田行男が語る
これからの認知症ケアのかかわり

方」

(株)大起エンゼルヘルプ地域密着・
地域包括事業部＆入居・通所事業部
部長、(株)波の女　専務取締役
介護福祉士　和田行男氏

特別講演
「不要な薬を減らすには～ポリ
ファーマシー対策について」

神戸大学医学部附属病院薬剤部長、
神戸大学大学院医学研究科薬剤学分
野教授　平井みどり先生

担　当

参  加

53人

65人

吉川

神戸市産業振興セ
ンター

メインテーマ
「それでも医療は続く～地域連携の『しわよせ』と『しあわせ』」

24

6社

２分科会23人23題、救急フェスタ・心肺蘇生法実技講習会（27人）、薬
科部生薬試飲・展示等企画、ポスターセッション、医院新聞展示(９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(30医療機関)

2015年10月25日

38人

195人


