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論文・著書

Classical type and blastoid variant mantle cell 
lymphoma in the same lymph node: Histology and 
cytological findings from a touch imprint specimen.

Nakatsuka SI, Nagatomo T, Nagano T, Goto T, Hashimoto K.
Diagn Cytopathol 45(4):364-370, 2017

An unusual case of Epstein-Barr virus-positive large 
B-cell lymphoma lacking various B-cell markers.

Nakatsuka SI, Yutani C, Kurashige M, Kohara M, Nagano T, 
Goto T, Takatsuka H, Ifuku H, Morii M

Diagn Pathol 12(1):15, 2017

原発性皮膚 T 細胞性悪性リンパ腫
中塚伸一

癌診療指針のための病理診断プラクティス 皮膚腫瘍 p.291-311 中山書店 2017

キャッスルマン病診療の参照ガイド
吉崎和幸、岡本真一郎、川端　浩、水木満佐央、川上　純、正木康史、

矢野真吾、井出　眞、宇野賀津子、八木克巳、小島俊行、水谷　実、
徳嶺進洋、西本憲弘、藤原　寛、中塚伸一、塩沢和子、岩城憲子、

古賀智裕
臨床血液 58(2):97-107, 2017

学会報告

心筋炎を併発した左房原発性未分化多形性肉腫の 1 例
後藤孝吉、由谷親夫、永野輝明、吉村道子、佐藤由季、山内亮平、

真野敏昭
第 39 回心筋生検研究会 2017.11.25 福岡市

講演会やテレビ出演

悪性リンパ腫の分類　WHO 2016 改訂における変更点につい
て

中塚伸一
第 5 回病理診断セミナー 2017.3.11 大阪市

論文・著書

Vascular access 作製の術前評価と管理
小林大樹、末光浩太郎

超音波医学 44(3)261-269,2017

学会報告

急性腹症〜肝・腎〜
岩永　大

第 6 回大阪臨床検査技師技師会 2017.1.8 大阪市

腹部超音波実技
岩永　大

第 6 回大阪臨床検査技師技師会 2017.1.8 大阪市

Waffle 術が奏功した尿毒症性心膜炎の 1 例
岩永　大

第 14 回京都循環器病研究会学術集会 2017.3.26 京都市

感染性心内膜炎に対し大動脈弁及び僧帽弁同時弁置換術を施行
した 1 例

久山祥子
日本心エコー図学会 第 28 回学術集会 2017.4.21-23 名古屋市

心不全を契機に発見し得た左室後壁瘤の 1 例
岩永　大

第 28 回心エコー図学会学術集会 2017.4.22 名古屋市

上腕動脈における高位分岐例について
小林大樹、末光浩太郎

日本超音波医学会第 90 回学術集会 2017.5.26-28 宇都宮市

シャント造設術前に指摘された腋窩静脈圧排所見の１例
小林大樹、末光浩太郎

第 42 回日本超音波検査学会学術集会 2017.6.16-18 福岡市

鑑別に難渋した巨大左房血管肉腫の 1 例
久山祥子

第 42 回日本超音波検査学会学術集会 2017.6.16-18 福岡市

再発を認めた左房未分化多形性肉腫の 1 例
岩永　大

第 42 回日本超音波検査学会学術集会 2017.6.17 福岡市

原発性胸壁腫瘍の 1 例
岩永　大

第 42 回日本超音波検査学会学術集会 2017.6.18 福岡市

抗アレルギー剤の関与が疑われた急性尿細管間質性腎炎の 1
例

岩永　大
第 29 回日本超音波検査学会関西地方会 2017.9.23 大阪市

再発を認めた左房未分化多形性肉腫の 1 例
岩永　大

平成 29 年度・第 5 回（通算 196 回）大阪心エコー研究会特別講演 2017.10.14 
大阪市
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R-CPC
久富大樹

第 57 回日本臨床衛生検査技師会近畿支部医学検査学会 2017.10.28-29 京都市

臨床化学の精度管理
芝原裕和

第 57 回日本臨床衛生検査技師会近畿支部医学検査学会 2017.10.28-29 京都市

visual AR 目合わせ、見た目では何を重視するか？
岩永　大

平成 29 年度・第 6 回（通算 197 回）大阪心エコー研究会 2017.11.30 大阪市

講演会やテレビ出演

Basics of ultrasound for vascular access
Hiroki K

Dialysis Access Symposium 2017.10.20 Nagoya, Japan

ハンズオンセミナー
小林大樹

第 10 回 Vascular access 超音波研究会 2017.1.8 東京都

狭窄病変描出のためのコツとピットフォール
小林大樹

第 10 回 Vascular access 超音波研究会 2017.1.8 東京都

超音波画像診断装置の基礎と操作（走査）の基本
小林大樹

日本コヴィディエン株式会社主催講演会 2017.1.15 東京都

施設運用
久富大樹

ロシュセミナー 2017.1.27 東京都

正しく診断するための超音波テクニックあれこれ
小林大樹

アスリード株式会社主催講演会 2017.1.29 東京都

ペルオキシダーゼ反応系の解説と実技
芝原裕和

平成 28 年度日本臨床衛生検査技師会近畿支部臨床化学研修会 2017.2.11
京都市

Vascular access を正しく評価するための Echo Live Scan!
小林大樹

富士フイルムメディカル株式会社主催セミナー 2017.3.5 東京都

サーベイ講評「臨床化学分野の概要」
芝原裕和

平成 28 年度兵庫県医師会精度管理検討会 2017.3.11 神戸市

ライブエコー
小林大樹

アスリード株式会社主催講演会 2017.3.19 大阪市

【シャントエコーハンズオンセミナー】透析エコー（Vascular 
access）

岩永　大
第 2 回白鷺血管エコー研究会 2017.5.10 姫路市

梅毒検査の最新事情
久富大樹

兵庫県臨床検査技師会（定期勉強会・免疫班） 2017.5.31 神戸市

Evening Seminar 超音波を活かす あなたならどうする
小林大樹

第 62 回日本透析医学会学術集会・総会 2017.6.16 横浜市

ハンズオンレクチャー
小林大樹

アスリード株式会社主催実技セミナー 2017.7.1 東京都

ライブエコー
小林大樹

アスリード株式会社主催講演会 2017.7.2 東京都

腹部実技セミナー
岩永　大

メディセオ総合医療フェア 2017.7.15 大阪市

visual EF 見た目では何が重要か？「応用」
岩永　大

平成 29 年度・第 3 回（通算 194 回）大阪心エコー研究会 2017.7.20 大阪市

透析患者に対する超音波検査 バスキュラーアクセスエコーセミ
ナー

小林大樹
富士フイルムメディカル株式会社主催セミナー 2017.7.22 長崎市

ハンズオンレクチャー
久山祥子

大阪府臨床検査技師会 第８回血管エコー実技研修会 2017.8.6 大阪市

VA！作成前評価とトラブル評価
岩永　大

大阪府臨床検査技師会 第８回血管エコー実技研修会 2017.8.6 大阪市

血管エコー実技（下肢動脈、下肢静脈瘤など）
岩永　大

大阪府臨床検査技師会 第８回血管エコー実技研修会 2017.8.6 大阪市

エコーの基礎 その原理と操作方法
小林大樹

第 2 回バスキュラーアクセス管理研修会 2017.8.20 東京都

腹部心臓ハンズオンセミナー
岩永　大

第 2 回兵庫県臨床検査学会 2017.8.27 神戸市

Vascular access Echo Live !
小林大樹

富士フイルムメディカル株式会社主催セミナー 2017.9.3 札幌市
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狭窄音について
小林大樹

第 89 回大阪透析研究会 2017.9.10 大阪市

シャントエコーの基礎とレポートの書き方
小林大樹

GE ヘルスケアジャパン株式会社主催講演会 2017.9.16 神戸市

上肢血管の描出法
AVF と AVG の評価法

小林大樹
アスリード株式会社主催講演会 2017.9.17 名古屋市

上肢血管
小林大樹

第 29 回日本超音波検査学会関西地方会学術集会 2017.9.24 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 第 14 回心エコー実技研修会 2017.10.8-9 大阪市

シャントエコーの手引き
小林大樹

究道会 2017.11.11 大阪市

バスキュラーアクセス超音波検査
小林大樹

エコー淡路 2017.11.18 淡路市

ハンズオンレクチャー
久山祥子

echo AWAJI 2017 2017.11.18-19 淡路市

エコーレポートセッションレクチャー
久山祥子

echo AWAJI 2017 2017.11.18-19 淡路市

超音波診断　FV.RI など機能評価、形態評価
小林大樹

第 7 回 JSDA 研修会 2017.11.25 滋賀県

下肢静脈講演
久山祥子

第 5 回近畿支部生理研修会 2017.11.26 京都市

座長を務めた学会・研究会

VA 評価（US）
小林大樹

第 21 回日本アクセス研究会 2017.10.21 岐阜市

久富大樹
第 23 回兵庫県医学検査学会 2017.12.10 神戸市

芝原裕和
第 23 回兵庫県医学検査学会 2017.12.10 神戸市

論文・著書

急性期看護：クリティカルケア
松本恭子

新体系看護学全書 p.319-334 メヂカルフレンド社 2017

はじめての消化器外科看護
看護部

メディカ出版 2017

学会報告

当院のがん相談支援センターにおける就労相談内容
渡部昌美

第 22 回日本緩和医療学会学術大会 2017.6.4 横浜市

足潰瘍治療におけるコラボレーション
中村泉美

第 14 回日本フットケア学会神戸セミナー revisited 2017.9.17 神戸市

手術室ラダーを活用した A 病院手術室における臨床実践能力
の実態
〜効果的な教育計画立案に向けて〜（第 1 報）

岡　妙子、渦原晋子、鈴木洋子
第 31 回日本手術看護学会年次大会 2017.11.3 大阪市

手術室ラダーを活用した A 病院手術室における臨床実践能力
の実態
〜効果的な教育計画立案に向けて〜（第 2 報）

渦原晋子、岡　妙子、鈴木洋子
第 31 回日本手術看護学会年次大会 2017.11.3 大阪市

医療関連機器圧迫創傷 MDRPU 最新の話題「弾性ストッキング
による MDRPU 予防の取り組み」

渡邊光子
第 47 回日本創傷治癒学会シンポジウム 2017.11.28 京都市

講演会やテレビ出演

ファーストレベルⅠ期　フォローアップ研修
高木保子

兵庫県看護協会 認定看護管理者教育課程 2017.1.18 神戸市

平成 28 年度院内助産所開設支援事業　周産期に携わる方のた
めの研修

坂本玲子
兵庫県看護協会 院内助産所等開設支援事業 神戸市 2017.1.19 神戸市

創傷ケア“いろは塾”
渡邊光子

褥瘡ケアセミナー 2017.1.28 伊丹市

明日からできるスキンケア　〜床ずれからスキン - テアまで〜
渡邊光子

床ずれ対策セミナー 2017.1.28 伊丹市
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