
平成22年度　地域医療従事者に対する研修実績

実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

４月２１日 １８：３０～２０：００ １階
点滴室③

乳がん治療の基礎知識 横浜市立大学付属病院　　　　千島　隆司
院外　５名
院内　８０名

５月２６日 １９：００～２１：００ 講義室 第１１回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「ゼロから始める在宅業務②」

上大岡薬局　　　　　　　　　　　　西谷　幸子
ファーマシー丸山台　　　　　　　三澤　喜彦

院外　２８名
院内　１９名

６月２日 １９：００～２１：００ 講義室 第７回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．「Mumps難聴の１例」
　　２．「急速に水頭症が進行した化膿性髄膜炎の１例」
　　３．「血尿・排尿時を主訴に受診した１２才男児」
　　４．「急性喉頭蓋炎について」
　連携施設の先生方との懇談　アンケートを基にディスカッション
　　子宮頸がんワクチン（サーバリックス）の取り扱いについて

小児科　　　　　甲斐　純夫　　高橋　浩之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　和子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲原　佐栄子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　可奈

院外　３６名
院内　１３名

　６月９日 １９：００～２１：００ 講義室 横浜市南部小児科医会総会・講演会
　横浜市南部小児科医会
　講演会「７価小児用肺炎球菌ワクチンの予防効果と今後の展望」

　

小児科　　　　　　　　　　　　　　甲斐　純夫
ファイザー株式会社　ワクチン医療推進部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　直樹

院外　２６名
院内　　６名

　６月１２日 １５：００～１６：３０ 講義室 対人援助職のメンタルヘルス　シリーズ①
　「こころの健康を守るために」

　
いなほクリニック　　　　　　　　小島　克夫 院外　３０名

院内　　６名

　６月２６日 １８：００～２０：００ 講義室 緩和ケア講演会
「呼吸困難のマネジメント」

緩和医療科　　　　　　　　　　　土井　千春
院外　　３名
院内　１５名

７月１４日 １９：００～２１：００ 講義室 第１２回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「ゼロから始める在宅業務③」
　～在宅での疼痛緩和ケア、私たちに求められている事～

神奈川県病院薬剤師会会長
日本緩和医療薬学会副代表理事
済生会横浜市南部病院薬剤部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　加賀谷　肇

院外　２８名
院内　１３名

７月２３日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１４回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．地域連携クリニカルパス平成２１年度実績報告
　２．職種別意見交換
　３．その他

院外　２５名
院内　２４名

その他



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

８月１３日 １８：３０～２０：４５ 講義室 第１０回　横浜南部地域一体型ＮＳＴ勉強会
　「経口補水療法の臨床活用」
　横浜南部地域一体型ＮＳＴ連絡会

神奈川県立保健福祉大学　保健福祉学部
栄養学科
准教授　谷口　英喜

院外　７３名
院内　５８名

　９月１３日 １８：００～２０：００ 講義室 神奈川県内連携実務者対象　第２回「地域医療連携勉強会」
　１．開会挨拶

　２．横浜市介護支援専門員連絡協議会より

　３．講演：連携実務者ネットワークの状況等

　４．発表：南部地域連携室の取り組み

　５．アンケート報告

　６．規約案の承認と世話役の承認

　７．自己紹介及び、ディスカッション、その他

　８．閉会の挨拶

済生会横浜市東部病院
　医療連携センター室長　　杉山　正
横浜市介護支援専門連絡協議会
　医療連携委員長　　　　　　大村　愛子
関東中央病院　健康管理事業部
　健康管理係長　　　　　　　　小泉　一行
済生会横浜市南部病院
　地域医療連携室　　　　　　木全　早苗
新横浜リハビリテーション病院
　総合相談センター課長　　　角　裕徳
新戸塚病院
　地域連携室係長　　　　　　　栁田　謹一郎

済生会横浜市南部病院
　事務局次長　　　　　　　　　　相川　節子

院外　６４名
院内　　４名

 ９月１８日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第１９回）
　南部病院　救急搬送症例検討会
　　症例報告
　　　症例１：「アナフィラキシーショックの症例」

　　　症例２：「５３歳男性　交通事故によるＣＰＡの症例」

　　　症例３：「１２歳小児のＣＰＡの症例」

　　　症例４：「７８歳女性　心疾患の症例」

　　　症例５：「７４歳男性　心肺停止の症例」

洋光台救急隊
南部病院　皮膚科　　　　　　笠井　弘子
幸浦救急隊
南部病院　糖尿病・内分泌内科　神子　一成
芹が谷救急隊
南部病院　小児科　　　　　　若宮　卓也
芹が谷救急隊
南部病院　循環器内科　　　泊　咲江
芹が谷救急隊
南部病院　循環器内科　　　猿渡　力

院外　３１名
院内　１５名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月　９日
　～

１０月１０日

講義室 ＰＥＡＣＥ研修会（南部地区緩和ケア研修会）
　①がん性疼痛の機序、評価及びＷＨＯ方式のがん性疼痛治療法の
　　概略および緩和ケアにおけるその他の課題
　②がん性疼痛の治療法の実際および緩和ケアにおけるその他の課題
　③がん性疼痛についてのワークショップ
　④呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和ケア
　⑤不安、抑うつおよびせん妄等の精神症状に対する緩和ケア
　⑥がん医療におけるコミュニケーション技術および緩和ケアにおける
　　その他の課題についてのワークショップ

主催責任者：木村　昭裕
企画責任者：土井　千春

院外　　５名
院内　１４名

１０月１３日 １９：００～２１：００ 講義室 第８回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．「鼓膜外傷の１例」
　　２．「硬膜下血腫の１乳児例」
　　３．「腹部腫瘤を主訴に受診した１才女児」
　　４．「下血を主訴に受診した７才男児」
　連携施設の先生方との懇談　アンケートを基にディスカッション
　　肺炎球菌ワクチン（プレベナー）の取り扱いについて

小児科　　　　　甲斐　純夫　　高橋　浩之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　若宮　卓也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲原　佐栄子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　祐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　麻理恵

院外　２５名
院内　１１名

１０月１４日 １９：００～２１：００ 講義室 西横浜整形外科医会
「症例検討会」 済生会横浜市南部病院　整形外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田　誠司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　関口　治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　水谷　憲生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉木　正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩井　さやか

院外　１３名
院内　　６名

１０月２０日 １９：００～２１：００ 講義室 第１３回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「明日より使える消毒指導」
　～目からウロコの手洗い・うがい～
　　①お家・薬局内での感染予防対策
　　②『手洗い』の知識
　　③『消毒薬』の適応について
　　④『うがい』の知識
　　⑤その他

ヨシダ製薬株式会社
　　　　　　　　　　学術担当者　　早川　正剛

院外　２９名
院内　１４名

１１月２６日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１５回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．腰椎圧迫骨折現状報告
　２．地域連携クリニカルパス書式内容変更確認
　　　大腿骨頚部骨折連携クリニカルパス看護理学療法情報提供書
　　　腰椎圧迫骨折、人工膝関節置換術
　３．診療報酬改定後の各施設の状況報告
　４．骨粗鬆症外来開始について
　５．その他　地域連携クリニカルパス用封筒作成

院外　２２名
院内　２２名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１月１２日 １９：００～２１：００ 講義室 第１４回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「医薬品情報をどう活用していますか？」
　～妊婦・授乳婦を例にとって～
　　①『例題症例』をもとにしたSGD（ｽﾓｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）
　　②『卸』さんの回答事例の紹介
　　③『卸』さんのDI・情報ツール紹介

株式会社　メディセオ 院外　２９名
院内　１６名

１月１５日 １４：００～１６：００ 講義室 第１回　南部病院市民公開講座
大腸がん治療の進歩

乳がん診断と治療の最前線

済生会横浜市南部病院　　外科　池　秀之

　　　　　　　　　　　　　　　　外科　長谷川　聡

院外　４７名
院内　　６名

２月　１日 １８：００～２０：００ 講義室 院内感染防止対策研修会
「感染症の基礎と抗菌薬の基本的な使い方」 サクラ精機株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　学術顧問　青木　眞

院外　　　６
名

院内　２１１
名

 ２月１９日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第２０回）平成２２年度第２回
　南部病院　救急搬送症例検討会
　　症例報告
　　　症例１：「６９歳男性　脳塞栓症の症例」

　　　症例２：「３９歳女性　狭心症の症例」

　　　症例３：「６１歳女性　急性心筋梗塞の症例」

　　　症例４：「８０歳男性　急性動脈閉塞症の症例」

　　　症例５：「１３歳男児　けいれんの症例」

港南救急隊
南部病院　神経内科　　　　　平田　順一
磯子救急隊
南部病院　循環器内科　　　　猿渡　力
港南救急隊
南部病院　循環器内科　　　　南本　祐吾
芹が谷救急隊
南部病院　心臓血管外科　　　長　知樹
釜利谷救急隊
南部病院　小児科　　　　　　　藤原　祐

院外　４０名
院内　１５名

２月２３日 １８：３０～２０：３０ 講義室 緩和ケア講演会
「緩和医療の最近の話題」 国立がん研究センター

　緩和医療科・精神腫瘍科科長　的場　元弘

院外　　５４
名

院内　　５１
名

３月９日 １９：００～２１：００ 講義室 第９回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．「Not　Doing　Wellで紹介された３ヶ月男児」
　　２．「急性B型肝炎の１例」
　　３．「当科で経験した一過性脳梁膨大部病変の１２例」
　　４．「当院の小児夜間・休日診療の現状」
　連携施設の先生方との懇談　アンケートを基にディスカッション
　　ワクチン同時接種の取り扱いについて

小児科　　　　　甲斐　純夫　　高橋　浩之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　睦美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　宗紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　浩之

院外　２８名
院内　１１名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数


