
52　関西労災病院　学術業績集

座長を務めた学会・研究会

症例検討
中塚伸一

第 29 回大阪病理研究会 2016.7.2 吹田市

論文・著書

古典的ホジキンリンパ腫結節硬化型　Syncytial variant　の1
例

吉野龍一、奥和子、杉生憲二、山根三千秋、原沙由美、後藤孝吉、
永野輝明、中塚伸一

日本臨床細胞学会雑誌 55(4):245-249,2016

ワッフル手術が奏功した尿毒性収縮性心膜炎の 1 例
久山祥子

MONTHLY BULLETIN OSAKA HEART CLUB 39(10):6-9,2016

内シャント狭窄（自己血管、人工血管）
小林大樹

JAMT 技術教本シリーズ 超音波検査症例集 :106-111,2016

症例と動画で学ぶバスキュラーアクセス超音波検査
春口洋昭、小林大樹

アスリード株式会社 2016

学会報告

感染性心内膜炎に合併した左室右房交通症の1例
岩永　大

OSAKA 心エコー研究会　2015 年度第 6 回研究会 2016.2.2 枚方市

僧帽弁形成術後に発症し再発を認めた心嚢内血腫の 1 例
岩永　大

日本心エコー図学会第 27 回学術集会 2016.4.22-24 大阪市

慢性腎障害の急性増悪により生じた尿毒性収縮性心膜炎の 1 例
久山祥子

日本心エコー図学会第 27 回学術集会 2016.4.22-24 大阪市

先天性大動脈弁形成異常の症例
岩永　大

第 56 回日臨技近畿支部医学検査学会 2016.5.14-15 和歌山市

子宮体部原発の大細胞神経内分泌癌の 1 例
原沙由美、杉生憲二、山根三千秋、吉野龍一、永野輝明、後藤孝吉、

鶴田智彦、伊藤公彦、中塚伸一
第 57 回日本臨床細胞学会春期大会 2016.5.27-29 横浜市

VA 作製の術前評価と管理
小林大樹、末光浩太郎

日本超音波医学会学術集会第 15 回教育セッション 2016.5.27 京都市

再発を認めた左房未分化多形性肉腫の 1 例
岩永　大

日本超音波医学会第 89 回学術集会 2016.5.27-29 京都市

上腕動脈高位分岐を同定したことが治療手技成功につながった
1 例

小林大樹、末光浩太郎
第 41 回日本超音波検査学会 2016.6.10-12 宮城県

●●
●● 中央検査部
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僧帽弁形成術後に発症し再発を認めた心嚢内血腫の 1 例
岩永　大

第 41 回日本超音波検査学会学術集会 2016.6.10-12 仙台市

良悪鑑別に苦慮した乳腺症例
原沙由美、石丸寿男、杉生憲二、鶴田陽子、山根三千秋、吉野龍一、

後藤孝吉、永野輝明、中塚伸一
第 29 回大阪病理研究会 2016.7.2 吹田市

好酸球性心筋炎の 1 例
岩永　大

HEC 2016.10.1 神戸市

正確に評価するための計測テクニック～ Vascular access 編～
小林大樹、末光浩太郎

日本超音波医学会第 43 回関西地方会学術集会 2016.10.29 大阪市

講演会やテレビ出演

超音波診断装置を用いたシャント管理
小林大樹

透析セミナー in 和歌山 2015.1.23 和歌山市

最大限に活かす VA エコー活用法
小林大樹

アスリードセミナー 2016.1.31 大阪市

慢性腎障害の急性増悪により生じた尿毒性収縮性心膜炎の 1 例
久山祥子

UCG 談話会 2016.2.6 大阪市

バスキュラーアクセス　基礎編
小林大樹

大阪血管エコー研究会 2015 年度第 6 回研究会 2016.2.12 大阪市

バスキュラーアクセス　症例編
岩永　大

大阪血管エコー研究会 2015 年度第 6 回研究会 2016.2.12 大阪市

実技セミナー
小林大樹

アスリードセミナー 2016.2.27 東京都

VA 合併症の超音波所見
小林大樹

アスリードセミナー 2016.2.28 東京都

平成 27 年度精度管理調査臨床化学分野の概要
芝原裕和

平成 27 年度兵庫県医師会精度管理調査検討会 2016.3.12 神戸市

精度管理の最新情報について
芝原裕和

兵庫県臨床検査技師会免疫血清検査研修会 2016.3.24 神戸市

心窩部痛を契機に診断しえた下大静脈原発平滑筋肉腫の 1 例
久山祥子

日本超音波医学会第 89 回学術集会 2016.5.27-29 京都市

慢性腎障害の急性増悪により生じた尿毒性収縮性心膜炎の 1 例
久山祥子

第 41 回日本超音波検査学術集会 2016.6.10-12 仙台市

VA エコーライブ
小林大樹

富士フィルム講演会 2016.6.19 東京都

臨床に役立つ AS の評価法
岩永　大

OSAKA 心エコー研究会 2016 年度第 3 回研究会 2016.7.7 大阪市

ハンズオンレクチャー
小林大樹

大阪府臨床検査技師会実技セミナー 2016.8.4 大阪市

下肢動脈エコー
岩永　大

大阪府臨床検査技師会血管エコー実技セミナー 2016.8.7　大阪市

ハンズオンレクチャー
岩永　大

大阪府臨床検査技師会血管エコー実技セミナー 2016.8.7　大阪市

ハンズオンレクチャー
久山祥子

大阪府臨床検査技師会血管エコー実技セミナー 2016.8.7 大阪市

エコーの基礎 その原理と操作方法
小林大樹

日本臨床工学技士会　第１回バスキュラーアクセス管理委員会 2016.8.21 東京都

治療に活かすバスキュラーアクセスエコー
小林大樹

VA 治療を考える会 2016.8.27 京都市

エコーでみた穿刺困難
小林大樹、末光浩太郎

第 28 回兵庫県透析合同研究会 2016.10.9 兵庫県

知っているようで 知らない報告書の書き方
岩永　大

大阪府臨床検査技師会心エコー実技セミナー 2016.10.9-10 大阪市

ハンズオンレクチャー
岩永　大

大阪府臨床検査技師会心エコー実技セミナー 2016.10.9-10 大阪市

超音波診断　FV.RI など機能評価、形態評価
小林大樹

日本アクセス研究会 実技講習会　第 5 回経皮的血管内治療 実技研修会 
2016.10.15 滋賀県
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ライブエコー
小林大樹

アスリードセミナー 2016.10.23 大阪市

透析患者のシャントトラブル
小林大樹

エコー淡路 2016.11.5 兵庫県

実践！血管エコー～下肢動脈編～
岩永　大

大阪府臨床検査技師会 学術部　生理部会講習会 2016.11.11 大阪市

腎臓・脾臓
岩永　大

神戸大学講義 2016.12.3 神戸市

ハンズオンレクチャー
岩永　大

神戸大学 2016.12.3 神戸市

ハンズオンレクチャー
岩永　大

神戸大学 2016.12.3 神戸市

ハンズオンレクチャー
久山祥子

神戸大学 2016.12.3 神戸市

バスキュラーアクセスエコーライブスキャン
小林大樹

富士フィルム株式会社セミナー 2016.12.4 大阪市

消化管
岩永　大

神戸大学講義 2016.12.10 神戸市

ハンズオンレクチャー
久山祥子

神戸大学 2016.12.10 神戸市

作製・治療に活かす VA 超音波検査
小林大樹

V キューブ 2016.12.15 兵庫県

座長を務めた学会・研究会

生化学分析の結果を安定させるカギは純水である ～様々な事
例と最新技術の紹介～ 

芝原裕和
第 56 回日臨技近畿支部医学検査学会 2016.5.15 和歌山市

セッション臨床化学 3
芝原裕和

第 65 回日本医学検査学会 2016.9.4 神戸市

脱血不良のシャントエコー所見、読めますか？
小林大樹

大阪透析研究会 2016.9.4 大阪市

一般演題　心臓・血管領域
岩永　大

JSS 関西第 26 回地方会学術集会 2016.10.2 大阪市

エコー下穿刺そのトレーニング法 私はこうしている
小林大樹

第 20 回日本アクセス研究会学術集会・総会 2016.11.12 熊本県


