
平成20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１６日 １８：３０～２０：００ 講義室 第３回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
院外　３０名
院内　２０名

　　５月１４日 １９：００～２１：００ 講義室 第１回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．養護施設で発症したサイトメガロ感染症の２例
　　２．ＡＣＴＨ・ＡＤＨ過剰分泌症候群と自家中毒症との鑑別について
　　３．当科における副鼻腔炎のまとめ
　　４．あっと驚く腹部腫瘤の１例
　連携施設の先生方との懇談　紹介症例、その他ご相談症例

小児科　　　　甲斐　純夫　　後藤　晶子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小笹　浩二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森尾　郁子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　好宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森尾　郁子

院外　２７名
院内　１０名

　　５月２３日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース①
　・がんとがん看護について
　・緩和ケア総論

がん看護専門看護師
緩和医療科医師

院外　 ９名
院内　３０名

　　６月　５日 １８：００～２０：００ 講義室 第１１回緩和ケア講演会
　がん放射線治療の最前線 横浜市立大学附属病院

　　　　　　　　　　放射線科　　　小池　泉

院外　１７名
院内　９１名

　６月１１日 １９：００～２１：００ 講義室 横浜市南部小児科医会総会・講演会
　「自閉症概念の広がり
　　　－広汎性発達障害と自閉症スペクトラムの理解－」

　
横浜市中部地域療育センター所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　仁

院外　２６名
院内　１０名

 ６月２７日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第８回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　新規参加予定病院のご紹介
　平成１９年度　実績報告と分析結果

院外　２４名
院内　２２名

　　７月１６日 １８：３０～２０：００ 講義室 第４回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
院外　３３名
院内　１８名

 ７月１９日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第１５回）
　平成２０年度　第３回　南部病院救急搬送症例検討会
１．症例報告
　　　症例１：６８歳　男性　「主訴が咳嗽であった症例」

　　　症例２：６２歳　男性　「胸部絞厄感、呼吸苦の症例」

　　　症例３：６４歳　女性　「胸背部痛の症例」

　　　症例４：６２歳　男性　「手のしびれを伴う言語障害」

港南救急隊　　　　　　　　　　馬上浩一
南部病院　循環器内科　　　川口悟史
野庭救急隊　　　　　　　　　　西
南部病院　循環器内科　　　齋藤俊彦
野庭救急隊　　　　　　　　　　高橋
南部病院　心臓血管外科　坂本　哲
港南救急隊　　　　　　　　　清水保宣
南部病院　神経内科　　　波木井　靖人

院外　３６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

　　７月２５日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース③
　・疼痛マネジメント総論
　・疼痛マネジメント各論１
　・疼痛マネジメント各論２

薬剤師
がん性疼痛認定看護師

院外　２２名
院内　３７名

　７月３０日 １９：００～２１：００ 講義室 港南ＤＭネットワーク　第１回　研究会 院外　２９名
院内　１７名

　９月　３日 １８：００～２０：００ 研修棟
２階

在宅療養に向けて
　～在宅療養研修講義　一般公開～
１．訪問看護ステーションの役割について

２．当院におけるケースワーカーの役割

済生会南部訪問看護ステーション所長
　　　　　　　　　　　　　　　　星野　早苗
済生会横浜市南部病院
　福祉医療相談室室長　　隅田　直子

院外　　２名
院内　２３名

　　９月１７日 １９：００～２１：００ 講義室 第２回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．発熱・消化器症状で入院しその後急性腎不全を呈し
　　　　エルシニア感染症が疑われた３歳男児例
　　２．頸部リンパ節腫脹・血尿・発熱を主訴に紹介となった３歳男児例
　　３．貧血・歩行障害を主訴に紹介となった１歳男児例
　　４．当院小児科で経験した川崎病～過去３年間１２０例のまとめ
　連携施設の先生方との懇談　紹介症例、その他アンケートを基に
　ディスカッション

小児科　　　　甲斐　純夫　　後藤　晶子
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩島　裕樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　新井　千恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　新井　千恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　咲間　裕之

院外　２３名
院内　１１名

　　９月２６日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース④
　・痛み以外の症状マネジメント
　・精神症状のマネジメント

緩和医療科医師
院外　１８名
院内　２８名

　１０月１５日 １８：３０～２０：００ 講義室 第５回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
院外　２７名
院内　２１名

１０月１６日 １９：００～２１：００ 講義室 西横浜整形外科医会
「症例検討会」 院外　１６名

院内　　６名

 １０月２４日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第９回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　地域連携クリニカルパス実績報告 院外　２７名

院内　１９名

 １０月３１日 １９：００～２０：３０ リハビリ 第１回　糖尿病地域連携クリニカルパス検討コアメンバー会議 院外　　８名
院内　１１名

１１月２７日 １８：４５～２１：００ 研修棟２階 第２回　横浜南部地域歯科病診連携研究会

　　　１．当院の地域連携の取り組み
　　　２．有病者の歯科治療
　　　　　　～歯科医として知っておきたい基礎疾患知識～
　　　３．最新の顎変形症治療について
　　　　　　～患者さんの人生が変わる～

済生会横浜市南部病院
　地域医療連携室　　　　　平本　朋浩
　歯科口腔外科　　　　　　長谷川　幸生

　歯科口腔外科　　　　　　青木　紀昭

院外　２４名
院内　１４名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

　１１月２８日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース⑤
　・化学療法と看護
　・がん看護の皮膚ケア

がん化学療法認定看護師
皮膚・排泄ケア認定看護師

院外　１６名
院内　２６名

　１２月　６日 １６：００～１８：００ 講義室 小児科　巡回カンファレンス（横浜市小児科拠点病院巡回カンファ）
　　「貧血・歩行障害の１歳男児症例」
　　「小球性低色素性貧血？の一例」
　　「稽留熱、ＬＤＨ上昇、ＦＤＰ上昇を認めた新生児（日齢２２）の一例」
　　「ミルクアレルギーと診断されていたＷiskott-Aldrich症候群の一例」
　　「治療に難渋している特発性血小板減少性紫斑病の一例」
　　「血小板減少を来たす疾患」

済生会横浜市南部病院　　　新井千恵
横浜市立大学附属病院　　　後藤裕明
済生会横浜市南部病院　　　小笹浩二
横浜市立市民病院　　　　　　石田宗司
済生会横浜市南部病院　　　塩島裕樹
済生会横浜市南部病院　　　田中文子

院外　１１名
院内　２０名

１２月１０日 １８：００～２０：００ 講義室 病院経営改革について
　激動の時代の病院経営とは
　　～患者さんに選ばれ、地域に選ばれるには～

済生会横浜市東部病院
　　　　　　　　　副院長兼事務部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　正木　義博

院外　　５名
院内　７６名

　１２月１０日 １８：３０～ 研修棟
２階

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
　医療と福祉のネットワークを目指して
　第４回「糖尿病の三大合併症」
　　　　　　～神経障害（フットケア）を中心に～

港南台家光クリニック院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　家光浩太郎

院外　７７名
院内　　２名

　１２月１８日 １８：００～２０：００ 講義室 第１２回緩和ケア講演会
　わかりやすいスピリチュアルケアの実際 めぐみ在宅クリニック　　　　小澤　竹俊 院外　３４名

院内　６１名

　　１月１４日 １９：００～２１：００ 講義室 第３回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．上気道症状の乏しかった肺炎の８ヶ月男児例
　　２．熱中症（？）の２例
　　３．乳児摂食障害の２例
　連携施設の先生方との懇談　紹介症例、その他アンケートを基に
　ディスカッション

小児科　　　　　　甲斐　純夫・後藤　晶子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小笹　浩二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小笹　浩二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森尾　郁子

院外　２３名
院内　１２名

　１月２３日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース⑥
　・家族ケア
　・在宅ケア

がん看護専門看護師
訪問看護師

院外　１６名
院内　２６名

　　２月１９日 １８：００～１９：３０ 研修棟
２階

認知症の理解と介護
　～急性期に起こりがちな症状への対応～ 湯河原厚生年金病院　看護師長

認知症看護認定看護師　　　梅原　里美

院外　１０名
院内　２８名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

 ２月２１日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第１６回）
　平成２０年度　第４回　南部病院救急搬送症例検討会
１．症例報告
　　　症例１：３８歳　女性　「発疹、呼吸苦の訴えがあった症例」

　　　症例２：９２歳　女性　「断続するけいれん発作の症例」

　　　症例３：７６歳　男性　「３０分前から胸痛が発症した症例」

　　　症例４：５３歳　男性
　　　　　　　　　「先着した消防隊が、適切な救命活動を実施したＰＦＡ連携症
例」

港南救急隊　　　　　　　　　　山田弘治
南部病院　皮膚科　　　　　　笠井弘子
港南救急隊　　　　　　　　　　高橋雄司
南部病院　神経内科　　　　波木井靖人
芹が谷救急隊　　　　　　　　金子裕俊
南部病院　循環器内科　　川口悟史
洋光台救急隊　　　　　　　　酒井直樹
南部病院　循環器内科　　野澤直樹

院外　４４名
院内　　９名

 ２月２７日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１０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実績報告
　２．更新後の地域連携クリニカルパスについて
　３．その他

院外　３３名
院内　１５名

　３月２７日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース⑦
　・臨床倫理 がん看護専門看護師

認定看護師 院外　　６名
院内　２１名


