
平成27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１７日 １９：００～２０：３０ 講義室 2015年度　第1回緩和ケア研究会

講演
　がん患者の慢性痛について　～がん性痛と慢性痛の違い～

聖マリアンナ医科大学　麻酔学教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西木戸　修

院外　６４名
院内　１１名

６月５日 １８：３０～２０：３０ 講義室 第８回がん診療連携研修会
　「高齢がんに対して診療現場は何に取り組むか」 杏林大学医学部

　　腫瘍内科　准教授　長島　文夫
院外　１２名
院内　５９名

６月１５日 １８：３０～２０：００ 講義室 感染防止対策合同カンファレンス
１．薬剤耐性菌検出状況
２．特殊抗菌薬使用状況
３．１）、２）に基づいた感染防止対策について
４．平成２７年度　合同カンファレンス開催日程について

参加病院
　横浜なみきリハビリテーション病院
　長田病院
　関東病院
　港南台病院
　済生会横浜市南部病院

院外　２１名
院内　１０名

６月１７日 １９：００～２１：００ 講義室 第２７回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「糖尿病の教育入院と血糖測定の実際を知る！」
　　～ライザップでは防げない！？食後過血糖の危険性も考える～

　【講義】
　『南部病院の教育入院について～血糖測定体験も併せて～』
　
　
　『食後過血糖の危険性と治療薬』

済生会横浜市南部病院
　糖尿病・内分泌内科　　　　　長田　潤

田辺三菱製薬　　　　　　　　　　横田　光宏

院外　３７名
院内　２０名

６月２４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　平成２７年度定例総会
　
　特別講演
　　「小児市中感染症：ワクチン導入後の呼吸器感染症原因菌の変化」

　

慶應義塾大学　医学部感染症学教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　生方　公子

院外　２７名
院内　　６名

その他



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

７月１日 １９：１５～２１：００ 講義室 第１３回港南区医師会・済生会横浜市南部病院
循環器病診連携カンファランス
　症例報告：循環器内科（１演題）、心臓血管・呼吸器外科（１演題）
　①症例報告
　②感染性心内膜炎に対する弁置換術後に
　　　　　　　　　　　　　　　　サイトメガロウイルス感染を発症した1例
　

　講　演：「静脈血栓症に対する抗凝固療法（ＮＯＡＣ）を中心に」

済生会横浜市南部病院
①循環器内科　　　　　　　　　猿渡　力
②心臓血管・呼吸器外科　　岩城　秀行

循環器内科　部長　　　　　　　猿渡　力

院外１７名
院内１０名

７月８日 １９：００～２１：００ 講義室 第２２回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　演題発表　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

　　１．「痙攣重積後に傾眠が遷延し二相性脳症が疑われた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　突発性発疹の１歳男児」

　　２．「頻回のメプチン吸入後に意識障害にて救急搬送された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気管支喘息の７歳児」
　
　　３．「全身性若年性突発性関節炎の５歳女児」
　　　　　（紹介医：原口小児科　原口寿夫先生）

　　４．「汎血球減少を繰り返したのちに
　　　　　　　　　　　　　　　　　急性リンパ性白血病を発症した７歳女児」
　　　　　　（紹介医：住田こどもクリニック　住田　裕子先生）
　
　連携施設の先生方との懇談

済生会横浜市南部病院
小児科　　　　　　　　　　　　　　 甲斐　純夫
小児科　　　　　　　 　座長　　　田中　文子
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　北尾　牧子

小児科　　　　　　　　　　　　　　永嶋　早織

小児科　　　　　　　　　　　　　　尾高　真生

小児科　　　　　　　　　　　　　　門倉　怜那

院外　２３名
院内　１２名

７月２４日 １８：３０～２０：００ 研修棟 第２８回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス　実績報告
　２．大腿骨頸部骨折勉強会
　３．その他

院外　２８名
院内 　３３名

８月７日 １８：３０～２０：３０ 講義室 第９回がん診療連携研修会
　「高齢者のがん治療①」 済生会横浜市南部病院

　　外科　　　　　　　　　　　　　　村上　仁志
　　消化器内科　　　　　　　　　　所　知加子
　　呼吸器内科　　　　　　　　　　井上　美代
　　緩和ケア認定看護師　　　　　山崎　幸子

院外　２６名
院内　４９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

８月２１日 １８：３０～１９：３０ 研修棟 第１回 平成２７年度 褥瘡ケア勉強会
　「褥瘡発見時の対応とDESIGN-R」 済生会横浜市南部病院

　皮膚・排泄ケア認定看護師　楢崎　まどか 院外　２６名
院内　４９名

８月２７日 １９：００～２０：３０ 講義室 第３回合同公開カンファレンス前立腺がんクリニカルパス説明会

　「ご紹介いただいた症例」
　「前立腺がん地域連携クリニカルパス説明会

済生会横浜市南部病院
　小児科　　　　　　　　　　　　　門倉　伶那
　泌尿器科主任部長　　　　　　鈴木　康太郎

院外　　６名
院内　５１名

９月５日 ９：００～１７：００ 講義室 第７回 南部病院 ＰＥＡＣＥ研修会
　①苦痛のスクリーニングとその結果に応じた症状緩和について
　⑥患者の視点を取り入れた全人的な緩和ケアについて
　②がん疼痛の機序、評価およびWHO方式の癌疼痛治療法を基本とした
　　疼痛緩和に係わる治療計画などを含む具体的なマネジメント方法
　　について
　③がん性疼痛についてのワークショップ

主催責任者：今田　敏夫
企画責任者：土井　千春

院外　１３名
院内　２０名

９月６日 ９：００～１７：５５ 講義室 第７回 南部病院 ＰＥＡＣＥ研修会
　④呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和ケア
　⑩ア）身体的苦痛の緩和
　⑤不安、抑うつ及びせん妄等の精神症状に対する緩和ケア
　⑧がん緩和ケアにおけるコミュニケーションについてのワークショップ
　⑦がん緩和ケアにおけるコミュニケーション
　⑨がん患者の療養場所の選択、地域における医療連携、在宅における
　　緩和ケアについて
　⑩ウ）社会的苦痛の緩和
　　エ）家族ケア

主催責任者：今田　敏夫
企画責任者：土井　千春

院外　１３名
院内　２０名

９月１８日 １８：００～１９：００ 講義室 第２回 感染防止対策合同カンファレンス
１．薬剤耐性菌検出状況
２．特殊抗菌薬使用状況
３．１）、２）に基づいた感染防止対策について

参加病院
　横浜なみきリハビリテーション病院
　長田病院
　関東病院
　港南台病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１９名
院内　　８名

１０月２日 １８：３０～２０：３０ 講義室 第１０回がん診療連携研修会
　「高齢者のがん治療②」

済生会横浜市南部病院
　　外来がん治療認定薬剤師　生田　和之
　　がん化学療法看護認定看護師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　我妻　真理子

院外　　８名
院内　２９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月１５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
　　　　　　　　　　　　　　　    　岩井　宏樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田　秀輔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　誠人

院外　１４名
院内　　７名

１０月１６日 １０：００～１６：００ 南部病院
講義室

聖隷横浜
病院

管理棟会議室

感染防止対策地域連携カンファレンス
　・ラウンド
　・書類確認
　・カンファレンス

済生会横浜市南部病院　　　甲斐　純夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮沢　直幹

聖隷横浜病院　　　　　　　　　郷地　英二

院外　　６名
院内　　９名

１０月２１日 １９：００～２１：００ 講義室 第２８回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　　処方せんから腎機能を読み解き、調剤する！！
　

　【講義】
　『いっしょに考えましょう！処方せんから読む
　　　　　　　　腎機能－服薬指導への活かし方－』
　
　
　【ミニレクチャー】
　『ＣＫＤにおけるプレプライマリーとしての薬局の役割を考える』

地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）
       横浜中央病院　薬剤科　牧野　以佐子

院外　３９名
院内　２１名

１０月２３日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第２回 平成２７年度 褥瘡ケア勉強会
　「褥瘡治療に関係する外用薬と使い方」

　「DESIGN-Rについて」

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　　　　薬剤部　飯田　純一

済生会横浜市南部病院
　皮膚・排泄ケア認定看護師　楢崎　まどか

院外　３０名
院内　２４名

１０月２８日 １８：３０～２０：００ 済生会
若草病院

第２９回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．済生会若草病院　院内見学
　２．その他

院外２４名
院内 ９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１１月　８日 ９：３０～１７：３０ 講義室 第７回　神奈川県がん専門・薬物治療認定薬剤師養成ワークショップ

基礎から学ぼう！抗がん剤の服薬指導
院外５２名

１１月１１日 １９：００～２１：００ 講義室 第23回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　演題発表　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

　　１．「遷延する発熱を主訴に受診した化膿性肩関節炎の1例」
　
　　２．「母体ＩＴＰより出生した血小板減少を呈する1ヶ月男児」
　　　（　紹介医：市大センター病院　母子医療センター脇田　浩正先生）

　　３．「発熱・嘔吐で発症したマイコプラズマ肺炎の１例」
　　　　　（紹介医：もり小児科　森　哲夫先生）

　　４．「年長児の腸重積症　14歳男児例」
　　　　　　（マキ医院　長谷川　真樹先生）

　連携施設の先生方との懇談

済生会横浜市南部病院
小児科　　　　　　　　　　　　　　 甲斐　純夫
小児科　　　　　　　 　座長　　　田中　文子
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　尾高　真生

小児科　　　　　　　　　　　　　　今井　祥恵

小児科　　　　　　　　　　　　　　北尾　牧子

小児科　　　　　　　　　　　　　　吉富　誠弘

院外２４名
院内１１名

１１月１９日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第３回 平成２７年度 褥瘡ケア勉強会
　「褥瘡の予防と治療に必要な栄養管理」

　「褥瘡対策に必要なスキンケアとケア用品紹介」

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　管理栄養士　志田　綾子

済生会横浜市南部病院
　皮膚・排泄ケア認定看護師　楢崎　まどか

院外　２０名
院内　　８名

１２月４日 １８：３０～２０：３０ 講義室 第１０回がん診療連携研修会　第２回緩和ケア研究会　合同開催

　「高齢がん患者の療養」 済生会横浜市南部病院
　　緩和医療科　　　　　　　　　　　土井　千春
　　がん相談支援室　　　　　　　　江原　晶子
　　リハビリセンター理学療法士　金井　章

院外　５４名
院内　２７名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１２月７日 １９：００～２１：００ 講義室 横浜市南部医療圏産婦人科病院連絡会学術集会(第１７回）
　～横浜市母児二次救急合同連絡会～
「子宮留膿症穿孔による腹腔膜術後の創部管理に苦労した一例」
「治療方針に苦慮した感染内膜症性のう胞の一例」
「診断に苦慮した異所性妊娠の２例～ＭＲＩと血中ｈＣＧ値の関係から～」
「子宮、付属器摘出後８年目に発症した腸間膜腫瘍、腹膜播種の一例」
「腹腔鏡補助下に造膣術を施行したロキタンスキー症候群の１例」

「当院で経験したEhlers-Danlos症候群合併妊娠の一例」
「妊娠中に双極性障害を発症し、選択的帝王切開術を施行した一例」
特別講演：「子宮内膜症ベストプラクティス2015～今、産婦人科医に求めら
れる知識と治療戦略～」

済生会横浜市南部病院　　　　　小嶋朋之　他
済生会横浜市南部病院　　　　　瀬川恵子　他
横浜南共済病院　　　　　　　　　 竹重諒子　他
横浜市立大学附属病院　　　　　山本賢史　他
横浜市立大学附属病院市民総合医療センター
                                      　太田幸秀　他
横浜市立みなと赤十字病院　　塚本薫　他
横浜市立みなと赤十字病院　　若松昌巨　他
慶應義塾大学医学部　阪埜浩司

院外　４４名
院内　１０名

１２月１１日 １８：３０～２０：３０ 研修棟２Ｆ 平成２７年度　第３回　横浜退院支援ナースの会
　・事例検討グループワーク
　・その他

院外　１９名
院内　　２名

１２月１９日 １０：００～１２：００ 講義室 平成27年度　救急搬送症例検討会（第26回）
　　症例報告
　　　症例１：「内因性ＣＰＡの症例」
　
　　　症例２：「回転性めまいの症例」

　　　症例３：「低カリウム血症の症例」

　　　症例４：「脳出血の症例」

富岡救急隊
南部病院　循環器内科　　　　　　近藤　愛
幸浦救急隊
南部病院　神経内科　　　　　　　岡本　光生
磯子救急隊
南部病院　消化器内科　　　　　　張　優美
野庭救急隊
南部病院　小児科　　　　　　　　尾高　真生

院外　３４名
院内　９名

１２月２１日 １８：００～１９：００ 講義室 第３回 感染防止対策合同カンファレンス
１．薬剤耐性菌検出状況
２．特殊抗菌薬使用状況
３．１）、２）に基づいた感染防止対策について

参加病院
　横浜なみきリハビリテーション病院
　長田病院
　港南台病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１６名
院内　　７名

１月１５日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第４回 平成２７年度 褥瘡ケア勉強会
　「褥瘡と間違えやすい病態」
　　①注意すべき褥瘡　･･･深い褥瘡、感染徴候などについて
　　②褥瘡以外の鑑別疾患

　「ポジショニングについて」

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　　　　　　皮膚科　泉　映里

済生会横浜市南部病院
　皮膚・排泄ケア認定看護師　楢崎　まどか

院外　３３名
院内　１３名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

２月１７日 １９：００～２１：００ 講義室 第２９回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「感染性胃腸炎の感染対策に必要な基礎知識」
　　～整腸剤の知識と感染対策に大事なルーティーン♪～

　【講義】
　『感染性胃腸炎の感染対策に必要な基礎知識』
　

済生会横浜市南部病院
　感染管理室室長・感染管理認定看護師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川嶋　郁

院外　３７名
院内　２１名

２月１９日 １９：００～２０：３０ 講義室 第３回緩和ケア研究会
「がん患者さんの在宅における栄養管理」 済生会横浜市南部病院

　　管理栄養士　　　　　　　　　　　志波　郁子
院外　２９名
院内　２０名

２月２４日 １７：４５～１９：１５ 講義室 平成２７年度　第２回　感染防止対策大研修会
情報提供
「感染症治療薬について」
「トピックス」

特別講演
「感染症診療の原則」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社
済生会横浜市南部病院　感染管理認定看護師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川嶋　郁

サクラ精機株式会社　学術顧問　　　青木　眞

院外　１８名
院内１５８名

３月１６日 １９：００～２１：００ 講義室 第24回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　演題発表　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

　　１．「百日咳感染後に細菌性髄膜炎を発症した2か月男児例」
　
　　２．「反復するToxic shock syndromeを疑った健常球児の1例」
　
　　３．「胸痛にて救急外来を受診した13歳男児例」

　　４．「母乳栄養で発症した新生児消化管アレルギーの1例」

　連携施設の先生方との懇談

済生会横浜市南部病院
小児科　　　　　　　　　　　　　　 甲斐　純夫
小児科　　　　　　　 　座長　　　田中　文子
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　尾高　真生

小児科　　　　　　　　　　　　　　北尾　牧子

小児科　　　　　　　　　　　　　　中野　晃太郎

小児科　　　　　　　　　　　　　　小野塚　友里

院外２３名
院内１４名

３月１８日 １８：００～１９：００ 講義室 第４回 感染防止対策合同カンファレンス
１．薬剤耐性菌検出状況
２．特殊抗菌薬使用状況
３．１）、２）に基づいた感染防止対策について
４．平成２８年度 感染合同カンファレンス開催日について

参加病院
　横浜なみきリハビリテーション病院
　長田病院
　港南台病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１６名
院内　　８名

３月２５日 １８：３０～２０：００ 研修棟 第30回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス　症例報告４例
  ２．平成２８年度　診療報酬改定の動向について
　３．その他

院外２７名
院内２９名


