第７３回

兵庫県医師会医学会（Ｗｅｂ講演会）開催ご案内

第７３回兵庫県医師会医学会を下記の通りＷｅｂ講演会（オンライン）にて開催いたします。
今年度はメインテーマを「地域で支える（考える）ＣＯＶＩＤ－１９診療」とし、メインテーマ
に関連したシンポジウム、一般演題発表の開催を予定しております。
また、前半に第７２回医学会最優秀演題賞・優秀演題賞の表彰、医学研究賞表彰・受賞講演並び
に勤務医医学研究助成発表なども行いますので、多数お申込み下さいますようご案内申し上げます。
記
１．日

時

１０月１７日（日）１２：２５～１７：４０（Ｗｅｂ講演会）

２．プログラム
１２：２５

開会

１２：３０

第７２回医学会

最優秀演題賞・優秀演題賞表彰

１２：３５

第７３回医学会

医学研究賞表彰、受賞講演

１２：５４

勤務医医学研究助成発表

１３：１５

シンポジウム

１５：１５

一般演題セッション１

５演題

一般演題セッション２

４演題

一般演題セッション３

４演題

一般演題セッション４

５演題

１７：４０
３．定
４．受

講

３題

テーマ「地域で支えるＣＯＶＩＤ－１９の診療」

閉会

員

４５０名

料

無料

５．取 得 単 位

２題

（シンポジウム）日医生涯教育講座

２単位（ＣＣ：６､８）

※ログイン情報に基づき本会にて単位付与いたします。
６．申 込 方 法

件名に「第７３回医学会申込」と明記頂き、次の申出事項を記入の上、本会生
涯教育係までメール（syogai@hyogo.med.or.jp）にてお申込み下さい。
申出事項
①参加用ＵＲＬ受信用メールアドレス（受信拒否設定をしている場合、
予め「＠hyogo.med.or.jp」からのメールを受信できるように設定願い
ます）、②氏名（ふりがな）、③医籍登録番号、④生年月日、⑤性別、
⑥所属郡市区医師会、⑦所属先（医療機関名等）、⑧電話番号（緊急時）、
⑨職種（医師以外の方は③～⑥は記入不要）
なお、参加用ＵＲＬは受信用メールアドレスへ１０月１５日（金）にお知らせ
致します。

７．申込締切日

１０月１３日（水）
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第７３回兵庫県医師会医学会（Ｗｅｂ講演会）
令和３年10月17日（日）
第72回

最優秀演題賞・優秀演題賞表彰（12：30～12：35）

１．最優秀演題賞
中規模市中病院におけるインフルエンザ対策
公立学校共済組合近畿中央病院

山口

統彦

氏

２．優秀演題賞
①排便機能外来での慢性便秘症診療
医療法人明和病院

岡本

亮

特に排泄困難型便秘症への対応について
氏

②診療所における原発性アルドステロン症の診断と治療の意義
玉田クリニック

玉田

大介

氏

③加古川地域国保特定健診のデータを用いた糖尿病性腎臓病（ＤＫＤ）に関わる11年間の解析
きたうらクリニック

第73回

北浦

圭介

氏

医学研究賞表彰、受賞講演（12：35～12：54）

１．腫瘍関連マクロファージ由来の炎症性サイトカインは悪性胸膜中皮腫の悪性度を増強する
兵庫医科大学呼吸器・血液内科学

助教

堀尾

大介

氏

２．包括的ゲノムプロファイリング（がん遺伝子パネル検査）の実臨床への実装化
兵庫医科大学産科婦人科学

助教

上田

友子

氏

勤務医医学研究助成発表（12：54～13：15）
座

長

兵庫県医師会勤務医委員会

委員長

西川

梅雄

１．小児悪性脳腫瘍の発症・進行メカニズムに関連した単球・マクロファージ系血細胞の多様性に
関する基礎的研究
兵庫県立こども病院血液・腫瘍内科

長谷川

大一郎

氏

２．Deep Learning を用いたガンマナイフ Auto Contour system の作成と有用性の検討
関西労災病院脳神経外科

末松

拓也

氏

３．デジタルＰＣＲを用いた好酸球増多症候群の診断システムの開発
神鋼記念会総合健康管理センター

定

明子

2

氏

シンポジウム（13：15～15：15）
テーマ＝地域で支えるＣＯＶＩＤ－１９の診療
プランナー・司会：三田市民病院 院長

荒川

創一

氏

１．シンポジウム（１題20分）
１）「2020年１月～2021年直近までの国内外での経緯」
三田市民病院 院長 荒川 創一 氏
２）「行政から見たCOVID-19診療における課題」
兵庫県健康福祉部感染症等対策室 室長 山下 輝夫 氏
３）「新型コロナウイルス感染症の治療薬探索とワクチンについて」
神戸大学医学部附属病院感染制御部 部長・特命教授 宮良

高維

氏

２．総合討論（60分）
※日医生涯教育講座

２単位（ＣＣ：６、８）

一般演題発表（15：15～17：39）

18題（１題６分＋質疑２分

計８分）
◎演者

セッション１（第１席～第５席 発表時間 15：15～15：55）
座 長
兵庫県医師会生涯教育委員会 副委員長

山本

裕之

１．COVID-19に対する丹波篠山市医師会の取り組み～予測致死率と致死率の比較による検討～
丹波篠山市医師会
◎片山 覚、芦田 定、小嶋 敏誠、建井 務、栖田 道雄、砂山 和弘、西井 真、
余田 洋右、石井 眞美子、杉本 千尋、有井 融、井手 通雄、河合 孝、河合 岳雄、
小徳 宏之、小畠 正夫、崎谷 満、寺本 典代、中野 正則、馬嶋 素子、松村 浩司、
山鳥 嘉彦
２．地域医師会と病院の協働による発熱外来開設の経験
神戸市東灘区医師会
◎堀本 仁士、具 英成、三枝 康宏、塚本 好彦
３．「COVID-19入院待機者訪問診療」の課題～西播磨南部での活動～
たつの市・揖保郡医師会
◎植田 孝、板垣 有亮、桑田 博史、佐野 一成、藤末 龍、三村
古橋 淳夫

令児、山本

城太、

４．神戸市ＰＣＲ検査センターにおける新型コロナ感染症陽性者について
神戸市医師会 救急担当理事１）、副会長２）、会長３）
◎越智 深１）、近藤 誠宏２）、置塩 隆３）
５．尼崎市における新型コロナウイルス感染症自宅療養患者往診体制について
尼崎市医師会
◎原 秀憲、勝谷 友宏、桜井 隆、長谷川 吉昭、山本 房子、中川 勝、朝田
杉原 加寿子、八田 昌樹
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真司、

セッション２（第６席～第９席 発表時間 15：55～16：27）
座 長
兵庫県医師会生涯教育委員会 委員長

半田

６．無床診療所とCOVID-19～発熱外来の設置へ～
瀧谷内科医院
◎瀧谷 泰博、三木 教子、村瀬 春奈、磯村

有紀

早紀、橋本

伸夫

７．中規模市中病院における新型コロナウイルス性肺炎院内クラスター発生時の死亡率
公立学校共済組合近畿中央病院呼吸器内科１） 同 副院長・脳神経内科２）
同 副院長・免疫内科３） 同 循環器内科４） 同 消化器内科５） 同 内分泌内科６）
同 腎臓内科７） 大阪府立はびきの医療センター呼吸器総合センター８）
公立学校共済組合近畿中央病院看護部９）
◎山口 統彦１）、上道 知之２）、田中 敏郎３）、和泉 匡洋４）、山本 光成５）、斎藤
末光 聡子７）、酒井 俊輔８）、古川 睦９）、上野 一枝９）
８．中小規模民間病院での新型コロナ感染対策・診療への取り組み
樹徳会上ヶ原病院
◎藤盛 好啓、西村 恭雄、中島 利幸、中里 勝、戸田 暁成、小池
前田 剛、児玉 和久、平林 典子、南 佳容子、川本 裕之、安富
波多野 誠、大江 与喜子

一成、西岡
栄生、松岡

博６）、

恵、
徹、

９．介護従事者に対する新型コロナワクチン接種推進の取り組み報告～エナガの会の活動より
特定非営利活動法人エナガの会１）、株式会社フォレストケア２）、神戸掖済会病院３）、
藤井内科クリニック４）、なかむらクリニック５）
◎山本 哲也１）、清水 弘喜２）、藤 久和３）、藤井 芳夫４）、中村 治正５）

セッション３（第10席～第13席 発表時間 16：27～16：59）
座 長
兵庫県医師会生涯教育委員会 委員

米澤

嘉啓

10．新型コロナワクチンにおける副反応と抗体値との関連についての調査
きたうらクリニック１）、中田医院２）
◎北浦 圭介１）、中田 邦也２）
11．Covid19の流行がハーティ21運動教室参加者の運動能力に影響を及ぼしたか～2018年から2020
年まで３年間のカルボーネン計算式Ｋ値の変化～
尼崎市スポーツ医会１）、尼崎健康医療財団市民健康開発センターハーティ21２）
◎恒光 昌彦１）、白壁 昌弥１）、朝田 真司１）、長谷川 吉昭１）、吉田 和弘１）、今北 正道１）、
松﨑 圭輔１）、大澤 正実１）、綿谷 茂樹１）、永井 朝子２）
12．mRNAワクチン（コミナティ®）接種と不整脈並びに帯状疱疹の二例
瀧谷内科医院
◎瀧谷 泰博、三木 教子、村瀬 春菜、磯本 早希、橋本 有紀
13．COVID-19禍における当院のがん診療
医療法人明和病院 外科
◎岡本 亮、柳 秀憲、山中 若樹

特にがん患者の食欲・栄養・悪液質の検討
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セッション４（第14席～第18席 発表時間 16：59～17：39）
座 長
兵庫県医師会生涯教育委員会 委員

西

信一

14．変形性関節症に対する人工膝関節置換術後の歩行能力と患肢の術前筋組成との関連
神戸市立医療センター中央市民病院整形外科
◎安田 義
15．心房細動と睡眠時無呼吸症候群
医療法人社団 伍仁会 岡本クリニック
◎岡本 交二
16．関節リウマチ治療における受動喫煙の影響
いわた整形リウマチクリニック
◎岩田 康男
17．ネイリストの技術を用いた巻き爪矯正～アクリル樹脂人工爪法（鯨岡法）～
赤穂市民病院皮膚科１）、（株）cranberry nail２）
◎和田 康夫１）、鯨岡 百合香２）
18．一般内科クリニックにおける肝線維化評価の試み：NASH/NAFLDを中心に
すがの内科クリニック 内科１）、検査室２）、看護部３）
◎菅野 雅彦１）、永田 聖華２）、松野 たか子３）
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