
平成24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２０日 １９：００～２０：３０ 講義室 2012年度　第1回緩和ケア研究会
テーマ：終末期の泌尿器症状
【プレゼンテーション】
１．終末期の泌尿器症状

２．症例提示：アルツハイマー型認知症＋暴力＋尿閉の尿管理

【ディスカッション】
１．プレゼンテーションに対する質疑応答
２．問題提起に関するディスカッション
３．それぞれの現場での工夫について

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　　泌尿器科　加藤聡彦
公田クリニック　　　　　　　　　　伊藤　博之 院外　３５名

院内　１５名

５月３１日 １９：００～２１：００ 講義室 第１回がん診療連携研修会
　「がん患者を支える歯科治療・口腔ケア」
　　～地域歯科医療機関もがん治療チームの一員に～

国立がん研究センター中央病院
　　　　　　　　　　　　　　　歯科　　上野　尚雄

院外　５０名
院内　５２名

６月　６日 １９：００～２１：００ 講義室 第１３回　南部病院小児科地域連携集談会
　症例検討
　　１．「原発事故後のくる病の１例」

　　２．「骨髄炎の２例」

　　３．「マイコプラズマ感染症に伴う呼吸障害」

　　４．「当科における尿路感染症の検討」
　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　　高橋　浩之
小児科　　　　　　　　　　　　　　増澤　雷吾
小児科　　　　　　　　　　　　　　永嶋　早織
紹介元：竹田こどもｸﾘﾆｯｸ　　　竹田　弘
小児科　　　　　　　　　　　　　　宮沢　啓貴
紹介元：もり小児科　　　　　　森　哲夫
小児科　　　　　　　　　　　　　　林　裕介
紹介元：吉田こどもｸﾘﾆｯｸ　　　吉田　義幸
小児科　　　　　　　　　　　　　　高橋　浩之

院外　３３名
院内　１０名

６月１３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「ステロイド外用薬に対する患者意識と
　　　　　　アトピー性皮膚炎治療におけるステロイド節約型レジメについて」
　　　　　　　～何を使うかから、どう使うか、そしてどう止めるか～

　

香川大学医学部皮膚科学　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪田　泰夫 院外　２４名

院内　１１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２０日 １９：００～２１：００ 講義室 第１８回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「呼吸器疾患および消化器疾患の最新トピック」
　講演Ⅰ
　「喘息治療ｕｐｄａｔｅ」
　講演Ⅱ
　「消化器疾患（主に逆流性食道炎・炎症性腸疾患）の病態と治療に関し
て」

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　呼吸器内科　　宮沢　直幹

　　　　　　　　　　消化器内科　　川名　一朗

院外　５４名
院内　２０名

６月２９日 １８：００～１９：３０ 講義室 講演会
　感染症診療のロジック
　「呼吸器疾患および消化器疾患の最新トピック」 国立国際医療研究センター病院

国際感染症センターセンター長　大曲　貴夫
院外　４４名
院内　９８名

６月３０日 ９：００～１７：３０ 講義室 第４回ＰＥＡＣＥ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

主催責任者：今田　敏夫
企画責任者：土井　千春 院外　　５名

院内　１５名

７月１日 ８：３０～１７：５０ 講義室 第４回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
　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
　⑥がん医療におけるコミュニケーション技術及び緩和ケアにおける
　　その他の課題についての講義及びワークショップ

主催責任者：今田　敏夫
企画責任者：土井　千春 院外　　６名

院内　１７名

７月２７日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１９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．職種別意見交換
　３．その他

院外　２０名
院内　２５名

８月１７日 １９：００～２０：３０ 講義室 2012年度　第2回緩和ケア研究会
テーマ：口腔ケア
【プレゼンテーション】
１．放射線、化学療法時の口腔ケアについて

２．口腔ケア用具と使い方

【ディスカッション】
１．プレゼンテーションに対する質疑応答
２．ディスカッション
３．それぞれの現場での工夫について

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　歯科・口腔外科　山下　陽介
済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　歯科衛生士　　古尾谷　幸子
　　　　　　　　歯科衛生士　　今水　亜希子
　　　　　　　　歯科衛生士　　椎熊　紀子

院外　３０名
院内　１１名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

８月２３日 １８：３０～１９：２０ 研修棟
２階

南部病院 周術期口腔ケア 歯科医療連携 運用説明会 済生会横浜市南部病院
がん診療連携拠点病院推進プロジェクト
　委員長　　　　副院長兼外科部長　池　秀之
　連携ﾊﾟｽﾁｰﾑ　口腔外科部長　青木　紀昭
　　　　　　　　　　外科副部長　　　三邉　大介
　リーダー　　　　外科副部長　　　齊藤　修治

院外　４２名
院内　１２名

８月２９日 １９：００～２１：００ 講義室 第２回がん診療連携研修会
　「早期胃がんの内視鏡診断と治療」
　　　～ＮＢＩを含めて～

済生会横浜市南部病院
　　消化器診断センター長　　　菱木　智

院外　１６名
院内　３３名

９月２７日 １９：００～２１：００ 講義室 第３回がん診療連携研修会
　「抗がん治療による皮膚症状」 北里大学医学部皮膚科講師

国立病院機構横浜医療センター皮膚科部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　典充

院外　１５名
院内　２９名

10月4日 １８：３０～２０：００ 横浜
なみき
リハビリ

テーション
病院

第２０回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．横浜なみきリハビリテーション病院　院内見学
　２．その他 院外　４７名

院内　１６名

１０月１1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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　古郡　宏行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　亮

院外　１１名
院内　　７名

１０月１７日 １９：００～２０：４０ 講義室 第１９回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「一歩、先行く！！　吸入指導
　　　～COPD治療における吸入器を実際にしようしてみよう～」
　　・COPDガイドラインの説明
　　・各メーカーからの吸入器使用説明を中心とした説明と、
　　　実際に使用してSGDを行う

院外　４５名
院内　１７名

１０月１９日 １９：００～２０：００ 講義室 2012年度　第3回緩和ケア研究会
　テーマ：鎮痛補助薬について 済生会横浜市南部病院

　緩和薬物療認定薬剤師　　　遠藤理香
院外　５２名
院内　　５名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月２０日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第２３回）
平成２４年度第１回　南部病院　救急搬送症例検討会
　　症例報告
　　　症例１：「非定型熱性けいれんの症例」

　　　症例２：「徐脈による転院搬送症例」

　　　症例３：「脳卒中の症例」

　　　症例４：「意識消失の症例」

　　　講義：頭痛について

富岡救急隊
南部病院　小児科　　　　　　　林　裕介
港南救急隊
南部病院　循環器内科　　　　清國　雅義
洋光台救急隊
南部病院　神経内科　　　　　　植松　絵里
野庭救急隊
南部病院　救急センター長　　豊田　洋
南部病院　救急診療科　　　　横田　京介

院外　１８名
院内　１２名

　１０月２３日 １９：１５～２１：００ 講義室 第９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（２題）・心臓血管外科（１題） 循環器内科部長　　　　　　猿渡　力

心臓血管外科副部長　　　岩城　秀行

院外　１３名
院内　１６名

１１月２日 １９：００～ 講義室 ２４年度　横浜市南部地区険薬局緩和ケア研修会　第１回

①オピオイド鎮痛薬の導入とその副作用対策

②レスキュードーズ

済生会横浜市南部病院　緩和ケアチーム
講義４０分
ロールプレイ形式研修（服薬指導）

院外　　１４
名

院内　　　１
名

１１月１４日 １９：００～２１：００ 講義室 第１4回　南部病院小児科地域連携集談会
　症例検討
　　１．「タンデムマスで再検となった２例」

　　２．「胃腸炎症状を契機に発見された腎血管性高血圧の１例」

　　３．「新生児てんかんに１例」

　　４．「当科における熱性痙攣の診療方針」
　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　　高橋　浩之
小児科　　　　　　　　　　　　　　永嶋　早織
小児科　　　　　　　　　　　　　　林　祐介
紹介元：上大岡こどもクリニック　　佐藤　順
一
小児科　　　　　　　　　　　　　　宮沢　啓貴
紹介元：上大岡こどもクリニック　　佐藤　順
一
小児科　　　　　　　　　　　　　　佐藤　睦美

院外　２１名
院内　１２名

１１月１５日 １８：００～１９：００ 研修棟
２階

医療安全研修会
　「尿道カテーテルの取扱いについて」 メディコン　　　　　　　　　　　　　中村　敦 院外　３２名

院内　　５名

１２月３日 １９：００～ 講義室 ２４年度　横浜市南部地区険薬局緩和ケア研修会　第２回

①オピオイドローテーション

②鎮痛補助薬

済生会横浜市南部病院　緩和ケアチーム
講義４０分
ロールプレイ形式研修（服薬指導）

院外　１１名
院内　　１名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１月１８日 １９：００～２０：００ 講義室 2012年度　第4回緩和ケア研究会
　テーマ：内服困難になったとき　～薬のリスクマネジメント～ 済生会横浜市南部病院

　緩和ケアチーム　薬剤師　　　山口　文子

院外　３６名
院内　　６名

２月２０日 １９：００～２１：００ 講義室 第２０回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「抗がん剤の服薬指導だって怖くない！！　Ｐａｒｔ２」
　　・最近の経口抗がん剤治療、副作用対策、支持療法全般について
　　・南部病院の化学療法服薬指導の実際

大鵬薬品工業株式会社
済生会横浜市南部病院　薬剤部　生田　和
之
　　　　　　　　　　　　　　　薬剤部　山口　文子

院外　２３名
院内　１９名

　２月２７日 １８：００～１９：１５ 講義室 勉強会
褥瘡ケアの「コツとワザ」
～褥瘡の局所治療について～ 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　５１名
院内　１５名

２月２８日 １８：３０～２０：００ 講義室 2012年度　第5回緩和ケア研究会・講演会
　テーマ：親ががんの子ども達へのサポートを考える Hope Treeプロジェクトメンバー

聖路加国際病院　こども医療支援室
　　　　　　　　　　　　　　CLS　三浦　絵莉子

院外　１９名
院内　５１名

３月１３日 １９：００～２１：００ 講義室 第１５回　南部病院小児科地域連携集談会
　症例検討
　　１．「マイコプラズマ肺炎に横紋筋融解症を合併した１０歳女児」

　　２．「カーテンのおもりを誤飲した鉛中毒の１例」

　　３．「発熱と頸部リンパ節腫脹をきたした症例の検討」

　　４．「HHVの再活性化を認めた川崎病の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　　高橋　浩之
小児科　　　　　　　　　　　　　　宮沢　啓貴

小児科　　　　　　　　　　　　　　林　祐介
紹介元：もり小児科　　　　　　　森　哲夫
小児科　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和人

小児科　　　　　　　　　　　　　　脇田　浩正

院外　２６名
院内　１２名

　３月１８日 １８：００～２１：００ 講義室
Ｂ

神奈川ＮＳＴナースの会 ２０１２
ＮＳＴ勉強会
　症例検討（栄養アセスメント～プランニング）

院外　１７名
院内　３名

　３月２２日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第２１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
　２．その他

院外　３３名
院内　２１名


