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神大研修医応援文庫 

研修医ミーティング・講演等で指導いただいた先

生方からの推薦図書を研修医室に随時追加中！  

・矢野 嘉彦先生 

「異常値の出るメカニズム（第６版）」 

河合 忠 著 医学書院 

・豊國 剛大先生 

「ジェネラリストのための内科診断リファレン

ス」 

上田 剛士著 医学書院 

・大野 良治先生 

「新版 胸部単純 X線診断」 

編集 林 邦昭・中田 肇 秀潤社 

・岡田 直己先生 

「精神科における予診・初診・初期治療」 

笠原 嘉 著 星和書店 

・小林 和幸先生 

「CDによる聴診トレーニング 呼吸音編」 

監修 川城 丈夫 南江堂 

・後藤 秀彰先生 

「内科診断学 第 3版」 

編集 福井 次矢・奈良 信雄 医学書院 

 

５月研修医ミーティング・オリエンテーション 

・10日（火） 医療の質・安全管理部 味木 徹夫先生 「インシデント報告を出そう！」 

・11 日（水） 消化器内科 矢野 嘉彦先生 「肝機能異常の診かた」 

・１７ 日（火） 長尾クリニック 豊國 剛大先生 「動脈血ガス分析」 

・１８ 日（水） 放射線科 大野 良治先生 「胸部単純写真」 

・26 日（木） 救命救急科 岡田 直己先生  

「災害医療とＤＭＡT～熊本大地震活動報告～」 

・27日（金） 呼吸器内科 小林 和幸先生 「呼吸音聴診のコツ」 

・３１ 日（火） 腫瘍・血液内科 後藤 秀彰先生  

「鑑別から確定診断に至る method～症状には直列と並列がある」 

 

 

大リーガー医プロジェクト 

5月 31日に米国国立がん研究所/米国 

国立衛生研究所から主任研究医である 

小林 久隆先生をお招きし、講演をして 

いただきました。 
タイトル「Near infrared photoimmunotherapy; 

Basis, features, applications, and Beyond」 

近赤外光線免疫療法：基礎、特徴、応用、とその先 

への展望 

６月研修医ミーティング 

・１日（水）感染制御部 時松 一成先生 

「職業感染制御～安全器材と個人防護具～」 

 

・7日（火）医療技術部臨床工学部門  

藤田 耕平先生「保育器、人工心肺装置」 

 

・8日（水）救命救急科 岡田 直己先生 

「アナフィラキシー」 

 

・14日（火）循環器内科 森 俊平先生 

「Ｖ２学」 

 

・15日（水）腫瘍・血液内科 後藤 俊彰先生 

「敗血症と新定義～ＳＯＦAって何？～」 

 

・21日（火）救命救急科 岡田 直己先生  

「イクメンドクター 家事の楽しいこなし方」（ママドクカフェ） 

 

 

 

・２２日（水）緩和支持治療科 木澤 義之先生 

「意思決定と患者－医師関係をみなおしてみる」 

・28日（火）循環器内科 小林 成美先生 

「誰でも読めるカンタン心電図：初級編」 

 

・２９日（水）リハビリテーション科 酒井 良忠先生 

「リハビリテーションの適応について～保険診療

上の問題点～」 

               

 

開催場所  1日～8日：共通カンファレンス室 

        （一般病棟２階） 

       １４日～２９日：大講義室 

        （外来診療棟６階） 

 

 開催時間  12:30～１３：００   

論文受理報告 
今年 3月初期研修を修了した増田 泰之先生と鮫島 智大先生の論文が受理されました。 

日々忙しい中、診療科先生方の熱いご指導の下、推敲を重ねて出来上がった渾身の一作。本当におめでとうございます。 

そして指導くださった先生方、有難うございました！！  

 
増田 泰之先生  

 

【論文タイトル】  
Two cases of cytomegalovirus infection-related cutaneous ulcers indicating 

an ominous clinical prognosis  

【著者】  
Yoshiyuki Masuda, Susumu Fujiwara, Makoto Kunisada, Hirotaka Yamada, 

Akio Morinobu, Chikako Nishigori  

【掲載雑誌名】  
Ｅuropean journal of dermatology  

☆増田先生からのメッセージ☆  

皮膚科で一番最初に経験した症例が非常に珍しいもので、さらに 2年目であるにも関

わらず英語論文作成の機会も頂けたことに感謝しています。初めてのことで先生方に助

けて頂きながらの論文でしたので、これからも精進したいと思っています。 

 

鮫島 智大先生  

 

【論文タイトル】  
Periomphalitis with delayed umbilical cord separation due to alloimmune 

neonatal neutropenia  

【著者】  
Tomohiro Sameshima, Sota Iwatani, Sachiyo Fukushima, Mariko Taniguchi-

Ikeda, Makoto Hashimoto, Kimiko Yurugi, Kazumoto Iijima, Ichiro Morioka  

【掲載雑誌名】  
Clinical Laboratory  

☆鮫島先生からのメッセージ☆ 

この度は、神戸大学小児科医育成コースの一貫として論文を作成する事が出来、誠に

嬉しく思います。まだまだ私が未熟なため、論文作成の際にかなりの部分を助けて頂

き、小児科の先生方には本当に感謝しています。これからもこの経験を活かして、頑張

って行きたいと思います。 

 

        味木先生            矢野先生              豊國先生              大野先生 

神大病院群初期研修プログラム説明会 
 

5月 28日（土）に、今年度１回目の神大病院群初期研修プログラム説明会を開催しま

した！ 

日本全国から 59名の学生さんにお越しいただき、プログラムの特色、内科・外科・救

急救命科・たすきがけ病院での研修説明に続き、初期研修医との質疑応答タイムや院

内ツアー、午後からは各診療科訪問と盛りだくさんの内容でお届けしました。 

ご協力いただいた診療科先生方、本当に有難うございました！！ 

次回は 6月 25日開催予定です！次回も宜しくお願い致します。 

 

        岡田先生          小林先生          後藤先生 
研修医ミーティングの

様子を facebook にも

掲載しています。 

ぜひ、ご確認くださ

い！ 

https://www.facebook.c
om/kobe.univ.hp.icec/ 


