
平成29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

６月２日 １９：００～２１：００ 講義室 済生会横浜市地域連携消化器カンファレンス

１．「診断に苦慮した肝肉芽腫性病変の１手術例」

２．「胆膵疾患症例提示」

３．「内視鏡診断のこつ」

済生会横浜市南部病院
　　消化器内科　　　　　　　　座長　　川名　一朗
　
　　　　外科　　　　　　　　　　　　　　　　池田　孝秀

　　消化器内科　　　　　　　　　　　　　石井　寛裕

　　消化器内科　　　　　　　　　　　　　所　知加子

院外　２名
院内１６名

６月１４日 １９：１５～２１：００ 講義室 横浜市南部小児科医会総会・講演会

演題　「当院におけるSLIT(舌下免疫療法）の進め方」

質疑応答

　
　司会：済生会横浜市南部病院
　　　　　　　小児科　　　　　　　　　　　田中　文子
　演者：　三保耳鼻咽喉科　院長　　三保　仁
　

院外２１名
院内１２名

６月１６日 １８：００～１９：００ 研修棟２F
会議室

退院支援室セミナー（在宅酸素療法）

　「液体酸素システム
　　　在宅での液体酸素の取り扱い管理方法について」

株式会社　イサワ
院外１６名
院内１５名

６月１９日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２９年度　第１回　感染防止対策合同カンファレンス

１）メンバー紹介
２）薬剤耐性菌検出状況
３）特殊抗菌薬使用状況
４）感染防止対策について
職種で分科会

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
　朝倉病院
　済生会横浜市南部病院

院外　２４名
院内　　８名

その他



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

６月２１日 １９：００～２１：００ 講義室 第33回南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：熊本地震から一年…今私達にできること
　　　～突然訪れる、その日のために～
　【講義】『災害時における災害拠点病院の位置づけと薬剤師の役割』
　　　　　 『災害時の卸業者としての危機管理、医薬品供給体制』
　　　　　『災害時の薬剤師の役割』

　
　
　南部病院　畠山　英司
　(株)メディセオ 神奈川統括営業部　二宮 雅彦
　港南区薬剤師会　災害担当副会長　堀　穣

院外　３７名
院内　２６名

７月２６日 １９：００～２１：００ 講義室 第２８回横浜市南部病院小児科医療連携集談会

演題発表～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

①「百日咳で入院加療を必要とした２症例の検討」
②「学校給食でアナフィラキシーをきたした６歳女児」
③「学校検診をきっかけに診断されたFanconi貧血の１３歳男児」
④「磁石誤嚥による消化管穿孔をきたした１歳男児」

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　　　　　　　　　　　　田中　文子
　　　　小児科　　　　　　　　座長　鈴木　徹臣

　　　　小児科　　　　　　　　　　　　　　境　里彩
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　中澤　枝里子
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　大砂　光正
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　秋山　佳那子
　

院外３３名
院内１１名

７月２７日 １９：１５～２０：４５ 講義室 第１５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

一般講演「大腸がんと悪性リンパ腫に合併した近位DVTの１例」

特別講演「震災と静脈血栓症：
　　　　　　　　　エコノミークラス症候群「早期発見」を振り返る」

済生会横浜市南部病院
　　循環器内科　　　　　　　　　　　　　猿渡　力

済生会熊本病院
　　院長　　　　　　　　　　　　　　　　　中尾　公一

院外１３名
院内４０名

７月２８日 １８：３０～１９：３０ 研修棟２F
会議室

第３４回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．勉強会
　２．実績報告
　３．各病院より 院外２９名

院内２０名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

８月７日 １７：００～１８：４０ 研修棟２F
会議室

第１回　地域医療合同研修会

　「生活保護制度、生活困窮者支援制度について」 港南区役所福祉保健センター
　　　生活支援課　　　会澤生活支援係長 院外１９名

院内３１名

９月２日 ９：００～１７：００ 講義室 第９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　１０名
院内　２２名

９月３日 ９：００～１７：５５ 講義室 第９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　１０名
院内　２２名

９月１３日 １７：００～１８：５０ 港南区
医師会

第２回　地域医療合同研修会

　「保険料、保険給付制度について
　　　　　（国民健康保険、後期高齢者、介護保険）」

港南区役所福祉保健センター
　　　保険年金課　　　祢冝給付担当係長
　　　保険年金課　　　落合保険係長

院外１５名
院内　８名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

９月１５日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２９年度　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
　朝倉病院
　済生会横浜市南部病院

院外　２４名
院内　　９名

９月２５日 １０：００～１２：００ 南部病院
講義室

感染防止対策地域連携カンファレンス
　（感染防止対策地域連携加算相互ラウンド）
　・オープニングミーティング
　・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　　　藤田　浩之

横浜栄共済病院　　　　　　　　押川　仁
院外　　８名
院内　　６名

９月２６日 １４：００～１７：００ 横浜栄共
済病院

感染防止対策地域連携カンファレンス
　（感染防止対策地域連携加算相互ラウンド）
　・ラウンド
　・書類確認
　・カンファレンス
　・総評、意見交換

済生会横浜市南部病院　　　藤田　浩之

横浜栄共済病院　　　　　　　　西尾　夏人
院外　　９名
院内　　８名

１０月６日 １８：４５～２０：００ 講義室 第15回がん診療連携研修会
　「免疫チェックポイント阻害薬　肺がん治療の現場から」 済生会横浜市南部病院

　　　　　　呼吸器内科　　　　　宮沢　直幹
　

院外　１７名
院内　３０名

１０月１８日 １９：００～２１：００ 講義室 第34回南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：臨床現場から学ぶ　漢方薬の基礎！！

　「初学者のための漢方薬の使い方」 済生会横浜市南部病院
　　　　　　神経内科　　　　　　中江　啓晴

院外　５８名
院内　２１名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月１９日 １９：００～２１：００ 講義室 西横浜整形外科医会セミナー

ミニレクチャー「距骨骨折と超音波骨折治療法」

他一般演題

済生会横浜市南部病院　整形外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水谷　憲生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　克仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　康仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下沢　寛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田　秀輔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸岩　侑史

院外　１１名
院内　　７名

１０月２３日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第１６回がん診療連携研修会
「回転強度変調放射線を用いた［体幹部定位放射線治療］はこんなに効く」

大船中央病院　放射線治療センター
                            　センター長　　武田　篤也

院外　　１名
院内　６０名

１０月２７日 １４：００～１６：００ 南部病院
多目的室

感染防止対策地域連携カンファレンス
　（感染防止対策地域連携加算相互ラウンド）
　・オープニングミーティング
　・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　　　藤田　浩之

聖隷横浜病院　　　　　　　　　郷地　英二
院外　　４名
院内　　６名

１１月２日 １４：００～１７：００ 聖隷横浜
病院

感染防止対策地域連携カンファレンス
　（感染防止対策地域連携加算相互ラウンド）
　・ラウンド
　・書類確認
　・カンファレンス
　・総評、意見交換

済生会横浜市南部病院　　　藤田　浩之

聖隷横浜病院　　　　　　　　　郷地　英二
院外　　６名
院内　　６名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１１月１７日 １９：００～２０：３０ 講義室 ２０１７年度　第１回緩和ケア研究会

テーマ：「痛み」の緩和

１．「痛み」に関するアンケート結果
２．グループワーク：職種別
　　　テーマ：「痛み」を解決するために
　　　（前半）１．問題点の抽出
　　　　　　　　２．実際現場ではどうしているか
　　　　　　　　３．追加であったらよいと思うこと
　　　　　　　　４．他の職種、施設に期待すること
　　　（後半）　地域としてなにができるか

済生会横浜市南部病院　　　土井　千春

院外　３２名
院内　　８名

１１月２７日 １８：３０～１９：３０ 康心会
汐見台病

院

第３５回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議

康心会汐見台病院　病院見学
　　　　回復期リハビリ病棟・リハビリ室 院外２６名

院内１０名

１２月６日 １７：１５～１９：００ 研修棟２F
会議室

第３回　地域医療合同研修会

１．介護保険
２．成年後見制度
３．障害福祉
４．認知症予防
５．その他

港南区役所福祉保健センター
　　　高齢・障害支援課
　　　　　　介護保険担当　石田　様
　　　　　　社会福祉士　上田　様
　　　　　　社会福祉士　松井　様

院外　１９名
院内　２４名

１２月１３日 １９：００～２１：００ 講義室 第２８回横浜市南部病院小児科医療連携集談会

演題発表～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

①「右腓骨骨膜下膿瘍の２歳男児」
②「血圧のコントロールに難渋したネフローゼ症候群の１歳女児」
③「頚部リンパ節腫大のため紹介された１１歳男児」
④「血球減少を主訴に当科に紹介された５症例の経過」

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　　　　　　　　　　　　田中　文子
　　　　小児科　　　　　　　　座長　鈴木　徹臣

　　　　小児科　　　　　　　　　　　　髙尾　知穂
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　内　良介
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　太田　陽
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　大砂　光正
　

院外２６名
院内１１名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１２月１５日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第１７回がん診療連携研修会
「がん患者の浮腫～発生機序とマネジメント」
　演題１：浮腫の発生機序、診断・治療
　演題２：浮腫のケア～南部病院の取り組み 緩和医療科　土井　千春

緩和ケア認定看護師

院外　２０名
院内　２３名

１２月１６日 １０：００～１２：００ 講義室 １２月１６日　平成２９年度　救急搬送症例検討会(第28回）

　症例１：「急性心筋梗塞・心原性ショックの症例」
 

  症例２：「蜂窩織炎・発熱の症例」

 
  症例３：「無熱性痙攣・てんかん疑いの症例」

 
  症例４：「大動脈解離疑い・脊硬膜外血腫の症例」
　

富岡救急隊
南部病院　循環器内科　泊 咲江

港南救急隊
南部病院 救急診療科　豊田 洋
　　　　　　  救急診療科
　　　　　　　　　　初期研修医　髙橋 麻侑子
栄救急隊
南部病院 小児科　境 里彩

洋光台救急隊
南部病院 整形外科　丸岩 侑史

院外　５２名
院内　２０名

１２月１８日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２９年度　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）感染防止対策について
４）その他
　　疥癬の予防投薬：オイラックスについて（長田病院）

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
　朝倉病院
　済生会横浜市南部病院

院外　２４名
院内　　７名

１月１９日 １９：００～２０：３０ 講義室 ２０１７年度　第２回緩和ケア研究会

テーマ：骨転移のマネジメント

１：転移性骨腫瘍に対する整形外科的治療
２：仮想症例についてのプレゼンテーション
３：骨転移症例に対するリハビリテーション介入
４：グループワーク（仮想症例の生活再建）
５：グループ発表

済生会横浜市南部病院
　　整形外科　　　　　　　　　　　　　　竹内　克仁
　　緩和ケア認定看護師　　　　　　 山崎　幸子

新戸塚病院
　　作業療法士　　　　　　　　　　　　　石井　将文

院外　２８名
院内　１２名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

２月１６日 １９：００～２０：４０ 講義室 港南区　がん免疫療法地域連携セミナー

Sesstionn１　「オプシーボ使用経験」

Sesstionn２「免疫チェックポイント阻害剤を適切に患者さんに届けるために
　　　　　　　　　　～実臨床からのヒント～」

座長　済生会横浜市南部病院
副院長　　　　　　　　　　　　　　　　　川名　一朗
呼吸器内科　　　　　　　　　　　　　　西連寺　悠

座長　済生会横浜市南部病院
呼吸器内科　　　　　　　　　　　　　　宮沢　直幹
北里大学医学部呼吸器内科学　講師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井　朋也

院外　　５名
院内　２５名

２月２１日 １９：００～２１：００ 講義室 第３５回南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：プロから学ぶ！糖尿病薬物治療
　　　　　　　　～近年のスタンダード治療と薬剤師に求めること～
　
　　「糖尿病薬物治療についての？にお答えします」

みながわ内科クリニック
　　院長　　　　　　　　　　　　　　皆川　冬樹先生

院外　３８名
院内　２５名

２月２２日 １９：００～２１：００ 横浜ロイヤ
ルパーク
ホテル

宴会棟３階

第２回　医療福祉連携の会
【第Ⅰ部】
平成２９年度事業報告（４月～１２月）
入退院支援センターの設置について
ICTネットワークシステムについて

【第Ⅱ部】
懇親会

済生会横浜市南部病院
　　　副院長・地域連携推進部長　 福島　忠男
　　　地域医療連携室長　　　　　　　占部　和彦

院外２５８名
院内　７２名

３月　２日 １８：１５～１９：２０ 講義室 院内感染防止対策研修会

「感染症治療薬について」

「転ばぬ先の多剤耐性菌対策」

Meiji Seikaファルマ株式会社

公益財団法人　がん研究会　有明病院
　　　　　　　　　　　感染症科部長　原田　壮平

院外　　５名
院内３６９名

３月１４日 １９：３０～２０：３０ 講義室 第２０９回　港南区医師会学術講演会　CPC

　消化器内科症例
　「全身倦怠感、呼吸苦あるも放置し、
　　　　　　　　　　　ショックバイタルで救急搬送された症例」

　病理解説

消化器内科　　　　　　　　　　　　　　張　優美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　知加子
病理部　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　崇

院外　１０名
院内　１２名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

３月１９日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２９年度　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）感染防止対策について
４）その他

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
　朝倉病院
　済生会横浜市南部病院

院外　２４名
院内　　９名

３月２３日 １８：３０～１９：３０ 研修棟２F
会議室

第３６回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議

症例報告
院外 ２９名
院内 ２９名

３月２６日 １９：１５～２０：４０ 講義室 港南区CKD小規模連携会

「当院におけるCKD治療戦略
　～保存期慢性腎不全の教育入院の概要～」
「保存期慢性腎不全の栄養指導」

腎臓高血圧内科　　　　　　　　　　　青木　麻美

管理栄養士　　　　　　　　　　　　　　柏原　千種

院外　８名
院内　４名


