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座長
岡川浩人
大津市医師会アフタヌーンセミナー
大津市医師会例会時講演会 大津 2017/4/19
座長
岡川浩人
大津市医師会アフタヌーンセミナー
大津市医師会例会時講演会 大津 2017/6/8
座長
岡川浩人
大津市医師会アフタヌーンセミナー
大津市医師会例会時講演会 大津 2017/8/3
ディスカッサー
宮本 証
抗凝固療法について
琵琶湖循環器セミナー 草津 2717/9/15
司会
中島滋美
JDDW パネルディスカッション
JDDW2017 福岡 2017/10/12
座長
山岡 修
ランチタイムセッション『無くせ！うっかりドーピング』
日本プライマリ・ケア連合学会第 31 回近畿地方会 大津 2017/11/26
座長
尾柳大樹
滋賀県呼吸不全研究会 大津 2018/6/30

講演
梅田朋子
乳がんの診断と治療について
院内研究発表会 大津 2017/3/13
講演
梅田朋子
乳がんの診断と治療について
大津市医師会アフタヌーンセミナー 大津 2017/4/20
講演
中島滋美、椿本由紀、森 直子、長谷川大、早藤清之、山本和雄、藤山佳秀、服部隆則
当院における自己免疫性胃炎診療の現状
新たな胃病変を考える会 大阪 2017/5/13
講演
中島滋美
胃がん検診の現状と未来 ～内視鏡検診をどのように開始すべきか～
第 16 回大津消化器疾患研究会 大津 2017/6/3
講演
阪上芳男
認知症診療のススメ
大津市医師会アフタヌーンセミナー 大津 2017/6/8
講演
中島滋美
これからの胃がん検診に必要な背景胃粘膜診断
日本消化器がん検診学会総会
第 6 回胃 X 線検診講習会 つくば 2017/6/24
講演
中島滋美
これからの胃がん検診に必要な背景胃粘膜診断
日本消化器がん検診学会東北地方会教育講演 盛岡 2017/6/30

講演
山元貴弘
お口の健康が全身の健康を脅かす？ ～歯周病とカラダの関係～
リウマチと気軽に付き合う会 大津 2017/9/24
講演
種村雅人
骨粗しょう症のおはなし～早期発見・早期治療が大事です～
第 21 回リウマチと気楽に付き合う会 大津 2017/9/24
講演
梅田朋子
乳がんについて
第 21 回リウマチとリウマチと付き合う会 大津 2017/9/24
講演
梅田朋子
乳がんの早期発見、治療について〜再発のない乳がん治療をめざして〜
大津市医師会懇話会 大津 2017/11/9
講演
中島滋美
睡眠について
滋賀県信用保証協会健康セミナー 大津 2017/11/17
講演
中島滋美
胃がん検診と ABC 検診、現状とこれから
第７回知多消化器勉強会 名古屋 2017/11/25
講演
中島滋美
知っておきたいピロリ菌感染診断の落とし穴
日本プライマリ・ケア連合学会第 31 回近畿地方会教育講演会 大津 2017/11/26

講演
中島滋美
これからの胃 X 線検診に必要な背景胃粘膜診断とその応用
第 48 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会・第 48 回中国四国胃集検の会 高松
2017/12/10
講演
牛田 博、弥永史子
問題発見のスキルアップのための排尿ケア～排尿のメカニズムを知り排尿のアセスメントをして
みよう！～
排尿ケア看護研修 大津 2017/12/14
講演
中島滋美
慢性胃炎の画像診断と胃がんリスク
水戸消化器研究会 水戸

2018/1/19

講演
種村雅人 久我研作
JCHO 滋賀病院の最近のトピックス
大津市医師会病院見学会 大津 2018/1/25
講演
八木俊和
腹腔鏡下手術の実際-良性疾患から癌まで大津市医師会 JCHO 滋賀病院見学会 大津 2018/1/25
講演
梅田朋子
乳癌の治療と予防
がん看護研修 大津 2018/2/2
講演
松井俊樹
当院における ACS 患者での PCSK9 阻害薬の使用経験
PCSK9 seminar 草津 2018/2/8

講演
岡川浩人
新しい滋賀県学校心臓検診の心電図判定基準
第 2 回平成 29 年度学校心臓検診検討委員会 大津 2018/2/15
講演
山元貴弘
歯周病が全身の健康を脅かす？ ～口腔ケアの重要性～
腎臓病友の会 大津 2018/2/18
講演
中島滋美
背景胃粘膜診断 NIH 分類を実際にしてみよう
日本消化器がん検診学会 第 40 回近畿支部放射線研修会 平成 29 年度研修会 教育講演
豊中 2018/2/24
講演
中島滋美
最近の胃がん検診の潮流 －ピロリ菌感染を考慮した効率的な胃がん検診への流れ－
滋賀県胃がん検診従事者講習会 大津 2018/3/1
講演
中島滋美
背景胃粘膜を考慮したこれからの胃がん検診
第 32 回福井県胃・大腸検診研究会 福井 2018/3/25

一般
岡川浩人
日本人における筋性心室中隔欠損の頻度と予後についての検討
第 120 回日本小児科学会学術集会 東京 2017/4/13
一般
牛田 博、城 文泰
長期透析関連腎癌に対するスニチニブの使用経験～重篤な副作用を呈した 2 症例～
第 105 回 日本泌尿器科学会総会 鹿児島 2017/4/21
一般
梅田朋子、石田光明、森 毅、河合由紀、冨田 香、坂井幸子、加藤久尚、田中彰恵、北村美奈、
清水智治、村田 聡、仲 成幸、九嶋亮治、谷 眞至
Invasive micropapillary carcinoma における CD44s,CD44v6,CD44v9 と xCT の発現の相関
第 117 回日本外科学会定期学術集会 横浜 2017/4/27
一般
岡川浩人
胸部ＣＴで診断を確定した非定型肺炎 5 症例からみた急性上気道炎の外来加療の問題点
第 77 回日本小児科学会滋賀地方会 大津 2017/5/20
一般
八木俊和
嵌頓を繰り返す IV 型巨大食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下に修復術を施行した一例
第 15 回日本ヘルニア学会学術集会 東京 2017/6/3
一般
岡川浩人 、横江保彦
開業産科医院出生児におけるＡＳＤの発見とフォローの重要性ーlarge ASD を中心にー
第 80 回滋賀県循環器疾患研究会 大津 2017/6/17
一般
種村雅人
Trivector retaining approach を用いた人工膝関節全置換術術後成績
第 9 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 札幌 2017/6/23

一般
児玉創太、安炳九、八木俊和、梅田朋子、内藤弘之、安東勝宏、来見良誠
当院における腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術の経験
第 111 回滋賀県外科医会 大津 2017/6/24
一般
城 文泰、牛田 博、沖中勇輝、富田圭司、河内明宏
診断に難渋した両側尿管狭窄の 1 例
第 235 回日本泌尿器科学会関西地方会 枚方 2017/6/24
一般
山岡 修、阪上芳男
当院における脳卒中治療について
滋賀県脳卒中セミナー 草津 2717/6/28
一般
岡川浩人
自然軽快した、新しい学校心臓検診ガイドラインで上室頻拍に準じるとされる接合部調律の一例
第 53 回日本小児循環器学会 浜松 2017/7/6
一般
岡川浩人
新しい学校心臓検診ガイドラインにおける接合部調律取扱いの問題点
第 53 回日本小児循環器学会 浜松 2017/7/7
一般
久我研作
大腿骨複合骨折の治療経験
第 43 回日本骨折治療学会 福島 2017/7/8
一般
梅田朋子、石田光明、森 毅、河合由紀、冨田 香、坂井幸子、加藤久尚、田中彰恵、北村美奈、
北村直美、清水智治、村田 聡、九嶋亮治、来見良誠、谷 眞至
混合型 invasive micropapillary carcinoma における CD44s、CD44v6、CD44v9 と xCT の発現と予
後
第 26 回乳がん学会学術総会 福岡 2017/7/13

一般
岡川浩人、鹿野真由美、河原千穂、宮本証、西山敬三、松井利樹、山岡修
高齢・超高齢単純先天性心疾患に対する治療の考え方
第 37 回京滋奈良小児心臓病談話会 京都 2017/9/15
一般
梅田康平
股関節唇実質に発生した巨大な嚢胞性病変の治療経験
第 129 回中部日本整形外科災害外科学会学術集会 富山 2017/10/7
一般
岡川浩人、横江保彦
新生児検診、1 か月健診において機能性心雑音とされた症例に心室中隔欠損が含まれる可能性
についての検討
第 78 回日本小児科学会滋賀地方会 大津 2017/10/13
一般
加藤紀子、長山浩二、出路奈緒子、佐藤喜祝、有村哲朗、阪上芳男
発熱と下腹部痛で救急搬送された meningitis retension syndrome の１例
第２１８回内科学会近畿地方会 神戸 2017/10/20
一般
城 文泰、牛田 博小線源療法後に血尿を契機に発見された骨盤内血管肉腫の 1 例
第 34 回 滋賀泌尿器科集談会 草津 2017/10/28
一般
梅田康平 久我研作 種村雅人
大腿骨遠位部プレート固定後に同側大腿骨近位部に 2 次骨折を来した 2 例
第 37 回滋賀県整形外科医会学術集会 大津 2017/11/11
一般
牛田 博、城 文泰小線源療法後に発生した筋層浸潤膀胱癌に対し腹腔鏡下膀胱全摘除術を施
行した 1 例
第 31 回日本泌尿器内視鏡学会総会 徳島 2017/11/16

一般
岡川浩人 、横江保彦
将来的に加療が必要となる ASD の新生児スクリーニングの可能性について
第 3 回 JCHO 地域医療総合医学会 東京 2017/11/16
一般
山岡 修
心筋梗塞連携パス論文への道
第 7 回大津ハートネットワーク研究会 大津 2017/11/18
一般
岡川浩人
QTc 短縮を抽出する上で心電計自動計測によるスクリーニングは可能か？
第 22 回日本小児心電学会学術集会 徳島 2017/11/23
一般
山岡 修、松井俊樹、宮本証、塩田紘美、河原千穂、長尾昌壽、南口仁志、竹村しづき
6 年間経過を追い続けた心嚢水貯留の一例
第 218 回日本内科学会近畿地方会 神戸 2017/12/2
一般
内藤弘之、児玉 創太, 八木 俊和, 安東 勝宏, 来見 良誠
腹腔鏡下に整復したＳ状結腸間膜裂孔ヘルニアの 1 例
第 30 回日本内視鏡外科学会 京都 2017/12/7
一般
児玉創太、八木俊和, 内藤弘之, 安東勝宏, 来見良誠
巨大肝嚢胞を伴う食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術を施行した１例
第 30 回日本内視鏡外科学会総会 京都 2017/12/7
一般
岡川浩人
脂肪肝の一小児例
滋賀小児内分泌勉強会 大津 2018/1/12

一般
岡川浩人
新しい学校心臓検診ガイドラインにおける QTc 短縮の取扱いの妥当性についての検討
第 29 回滋賀不整脈研究会 大津 2018/2/23
一般
城 文泰、牛田 博診断に時間を要した前立腺導管癌の 2 例
第 23 回 滋賀県前立腺懇話会 草津 2018/3/1
一般
阪上芳男、椿本由紀
上腸間膜動脈症候群を併発した筋萎縮性側索硬化症の 1 例
第 110 回日本神経学会近畿地方会 京都 2018/3/11
一般
松井俊樹
当院における循環器診療と最近の話題
第 4 回瀬田生活習慣病セミナー 大津 2018/3/15
一般
西田裕子、山本典子、樋口智美、山元貴弘 、人見幸恵、児玉創太
FUJIMI WARS ～最後の PPOM～
院内研究発表会 大津 2018/3/18
一般
森 直子、椿本 由紀、長谷川 大、早藤清行、山本和雄、藤山佳秀、中島滋美
当院における自己免疫性胃炎の診断と問題点
日本消化器病学会近畿支部 第 108 回例会 京都 2018/3/17
一般
椿本 由紀、森 直子、長谷川 大、早藤清行、山本和雄、藤山佳秀、中島滋美
当院における悪性腫瘍による Gastric Outlet Obstruction (GOO)に対するステント留置症例の検
討
日本消化器病学会近畿支部 第 108 回例会 京都 2018/3/17

一般
山本 和雄、椿本 由紀、森 直子、長谷川 大、早藤清行、藤山佳秀、中島滋美
診断に苦慮した直腸肛門部悪性リンパ腫の一例
日本消化器病学会近畿支部第 108 回例会 京都 2018/3/17
一般
長谷川 大、山本 和雄、馬場 重樹、高橋 憲一郎、藤本 剛英、大崎 理英、 今枝 広丞、西
田 淳史、園田 文乃、稲富 理、安藤 朗
大腸ポリープに対する内視鏡的摘除後の clean colon の達成率の検討
日本消化器病学会近畿支部第 108 回例会 京都 2018/3/17
一般
早藤清行、椿本 由紀、森 直子、長谷川 大、山本和雄、藤山佳秀、中島滋美
大腸癌術後 3 年を経過し、異時性膵癌を発症した 1 例
日本消化器病学会近畿支部第 108 回例会 京都 2018/3/17
一般
椿本由紀、長谷川大、森直子、早藤清行、山本和雄、藤山佳秀、中島滋美
当院における悪性腫瘍による Gastric Outlet Obstruction (GOO)に対するステント留置症例の検
討ーウォールフレックス十二指腸用ステントソフトの使用経験を踏まえてー
滋賀消化器研究会第７９回学術講演会 大津市 2017/7/22

