
平成25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１０日 １８：５５～２１：２０ 講義室 第１６回　南部病院小児科地域連携集談会

　「乳児期の鉄欠乏性貧血の２例　～母乳栄養と補完食の進め方を含めて
～」

　特別講演
　「小児領域における適正抗菌薬療法－PK-PDは有用か？」

済生会横浜市南部病院
小児科　　　　　 　　　　　　　　甲斐　純夫
小児科　　　　　　　　　　　　　　田中　文子
小児科　　　　　　　　　　　　　　山崎　博子

慶應義塾大学医学部　感染症学教室
　　　　　　　　　　　　　　　教授　岩田　敏

院外３５名
院内　８名

４月１９日 １９：００～２０：３０ 講義室 2013年度　第1回緩和ケア研究会
テーマ：呼吸困難のマネジマント
【プレゼンテーション】
１．呼吸器症状のマネジメントのガイドラインについて

２．非がん疾患の呼吸器症状のマネジメント

３．がん患者の呼吸困難感のマネジメント

【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
　　　　　　　　　　　緩和医療科　土井　千春
横浜市立大学附属病院
　　　　　　　　　　　呼吸器内科　木村　尚子
済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　緩和医療科　土井　千春

院外　４５名
院内　１９名

５月14日 １９：３０～２０：４０ 講義室 横浜南西地区呼吸器勉強会
　
　　特別講演
　　「患者満足度を考えた喘息治療戦略」

済生会横浜市南部病院
呼吸器内科　　　　　 　宮沢　直幹

院外　１１名
院内　１８名

６月６日 １８：００～１９：３０ 講義室 医療安全全体研修会
　「事例分析手法」 横浜市立大学附属病院

　医学部医療情報学　准教授　根本　明宜
院外　１２名
院内 １０６名

６月７日 １９：００～２０：３０ 講義室 第１回がん診療連携研修会
　
　　　救急外来で出会う抗がん剤の副作用～基礎知識と対応～

横浜労災病院腫瘍内科
　緩和支持療法科　有岡　仁

院外　１０名
院内　５０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１２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２５年度定例総会
　
　特別講演「アトピー性皮膚炎の外用療法とコミュニケーションスキル」

　

京都府立医科大学大学院
　医学研究科　皮膚科学　教授　加藤　則人

院外　１６名
院内　　６名

６月１９日 １９：００～２１：００ 講義室 第２１回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「誰でも分かるパーキンソン病の薬物治療」
　　～パーキンソン病薬の勉強、いつやるの？今でしょっ！！～

　【講演】
　『パーキンソン病のガイドラインを踏まえた薬剤分類、
　　　　　特長（薬効薬理、副作用、注意点など）のまとめ』
　【ディスカッション】
　『服薬指導、相互作用の確認、モニタリングをキーワードに』

協和発酵キリン株式会社

院外　４７名
院内　２３名

　６月２５日 １９：１５～２１：００ 講義室 第１０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（3題）・心臓血管外科（1題）
  ①来院後失神を呈した急性心筋梗塞の一例
　②独歩で来院した急性心筋梗塞の一例
　③心電図診断が困難であった急性冠症候群の一例
　④サルモネラを起因菌とした感染性腹部大動脈瘤の一手術例

循環器内科      　　　　　　　　　猿渡　力
心臓血管・呼吸器外科　　　　　岩城　秀行

院外１８名
院内１２名

７月４日 １７：４５～１９：００ 講義室 平成２５年度感染防止対策研修会
　
【特別講演】
　　「アウトブレイク事例から学ぶ感染対策」

座長　済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　呼吸器内科　　宮沢　直幹
愛知医科大学大学院医学研究科
　臨床感染症感染症学 主任教授 三鴨 廣繁

院外　２１名
院内１２５名

７月８日 １７：００～１９：００ 講義室 抗菌薬適正使用セミナー

教育ビデオセミナー「感染症診療の基本的考え方」

「抗菌薬適正使用の基本」

「抗菌化学療法の実践」

薬剤部主任
感染制御認定薬剤師　　　　　金子　美玲

呼吸器内科部長
ICD　抗菌化学療法指導医　　宮沢　直幹

院外　　９名
院内　４９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

７月２６日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第２２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．整形外科勉強会　大腿骨頚部骨折／転子部骨折について
　３．病院別意見交換
　４．その他

院外 ２３名
院内 ２１名

８月２日 １９：００～２０：２０ 講義室 がん地域連携パス連絡協議会
　
　　　「５大がんにおける地域連携クリティカルパスについて」

北里大学医学部附属新世紀医療開発セン
ター　　准教授　佐々木　治一郎

院外２０名
院内３３名

８月２３日 １８：００～２１：００ 講義室 教育講演会
　チームで取り組む在宅療養移行支援
　　～どう生きたいかに寄り添う～

在宅ｹｱ移行支援研究所宇都宮宏子ｵﾌｨｽ
　　　　　　　　　　　　宇都宮　宏子

院外４３名
院内６５名

９月６日 １９：００～２０：３０ 講義室 2013年度　第２回がん診療連携研修会・第２回緩和ケア研究会
テーマ：がん患者さんの筋力維持

リハビリテーション科　　　　　　　　松宮　巧
院外３０名
院内２９名

１０月１日 １９：００～２１：００ 講義室 がん診療公開カンファレンス
　
　　　「がん症例の各科発表」

　
院外４７名
院内１２名

１０月４日 １８：００～２０：００ 研修棟 看護部講演会
　急性期病院における認知症の看護 湯河原厚生年金病院師長

　認知症看護認定看護師　　梅原　里実
院外１２名
院内６６名

１０月１０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
　　　　　　　　　　　　　　　      田邊　剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　智章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高松　広周

院外１１名
院内　７名

１０月１６日 １９：００～２１：００ 講義室 第２２回　南部病院・港南区薬剤師会　薬薬連携研修会
　テーマ
　「明日より使える嚥下の知識」
　　～じぇじぇじぇ！目からウロコのトロミ剤体験～

　【講演】
　『嚥下の基礎知識』
　【体験】
　『トロミ剤を使用してみよう』 株式会社三和化学研究所

　　　　　　　　　　　ニュートリション事業部

院外　２５名
院内　１８名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月１９日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第24回）
平成２５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：「胸痛の症例」
　
　　　症例２：「脳卒中疑いの症例」

　　　症例３：「意識障害の症例」

　　　症例４：「ショックの症例」

栄救急隊
南部病院　循環器内科　　　　清國　雅義
港南台救急隊
南部病院　神経内科　　　　　　植松　絵里
野庭救急隊
南部病院　小児科　　　　　　　石橋　麻由
磯子救急隊
南部病院　救急センター長　　豊田　洋

院外　４９名
院内　１６名

１０月２３日 １９：００～２１：００ 講義室 第１７回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　症例検討　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～
　　１．「インフルエンザ脳症の既往をもつ高CK血症の５歳男児」

　　２．「発熱を伴う帯状疱疹　１４歳男児」

　　３．「予防接種後に発熱を来たす児、次の接種はどうする？」

　　４．「仮性クループを繰り返す児の背景」
　
　２０１２年度　疾患統計　南部病院からのご報告
　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　　　　　　　　　　　　　　神垣　佑

小児科　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和人

小児科　　　　　　　　　　　　　　石橋　麻由

小児科　　　　　　　　　　　　　　山崎　博子

小児科　　　　　　　　　　　　　　田中　文子

院外　２２名
院内　１３名

１０月２５日 １８：３０～２０：００ 東戸塚
ふれあい
ホスピタル

第２３回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．東戸塚ふれあいホスピタル　院内見学
　２．その他

院外　３７名
院内  １７名

１１月１５日 １９：００～２０：３０ 講義室 2013年度　第3回緩和ケア研究会
テーマ：在宅における機器管理
【プレゼンテーション】
１．中心静脈ポートについて

２．携帯型ディスポーサブル注入ポンプ

【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

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　ブレストセンター長　長谷川　聡
ゆう薬局　　　　　　　　　　　　　　齊藤　直裕 院外　２６名

院内　１６名

１２月６日 １９：００～２１：００ 講義室 第３回がん診療連携研修会
　「肺がんの早期発見」

済生会横浜市南部病院
　　呼吸器内科部長　　宮沢　直幹 院外　１５名

院内　２２名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１２月1６日 １８：００～１９：３０ 講義室
感染防止対策合同カンファレンス
１．サーベイランスについて
２．抗菌薬使用状況
３．薬剤耐性菌等の検出状況
４．平成２６年度　合同カンファレンス開催日程について

院外　８名
院内　８名

１２月１７日 １８：３０～２０：００ 講義室
感染防止対策合同カンファレンス
１．サーベイランスについて
２．抗菌薬使用状況
３．薬剤耐性菌等の検出状況
４．平成２６年度　合同カンファレンス開催日程について

院外　９名
院内　６名

１月１７日 １９：００～２０：３０ 講義室 2013年度　第4回緩和ケア研究会
ステロイドの特徴と副作用 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　３５名
院内　　９名

２月１２日 １９：００～２１：００ 講義室 第１８回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　症例検討　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

　　１．「抗てんかん薬による薬疹」

　　２．「APTT延長を来したITP症例」

　　３．「血圧管理を要した周期性嘔吐症」

　　４．「２０１２年度の急性胃腸炎の検討」
　
　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
小児科　　　　　　　 　座長　　　田中　文子
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和人

小児科　　　　　　　　　　　　　　服部　成良

小児科　　　　　　　　　　　　　　石橋　麻由

小児科　　　　　　　　　　　　　　増澤　雷吾

院外　１８名
院内　１４名

２月１９日 １９：００～２１：００ 講義室 第２３回　南部病院・港南区薬剤師会　薬薬連携研修会
　テーマ
　「私にもできた。薬剤師の在宅業務。」
　　～地域医療を真剣に考えてみよう～

　【講演】
　『在宅医療、訪問薬剤管理指導について』 日本在宅薬学ディレクター　　　奈良　健

院外　２２名
院内　２６名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

　２月２５日 １９：１５～２１：００ 講義室 第１１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演題）、心臓血管・呼吸器外科（1演題）

  講演　「冠動脈疾患の血行再建について　－PCIかCABGか－

循環器内科      　　　　　　　　　赤澤　祐介
循環器内科　　　　　　　　　　　　清國　雅義
心臓血管・呼吸器外科　　　　　前澤　幸男

循環器内科      　　　　　　　　　猿渡　力

院外　１７名
院内　１３名

３月４日 １９：００～２０：００ 講義室 平成２５年度　院内感染防止対策全体研修会
特別講演
「感染対策の重要ポイント」

浜松医療センター
　感染内科科長　兼　衛生管理室長
　副院長　　　　　　　　　　　　　矢野　邦夫

院外　２４名
院内１２２名

３月７日 １９：００～２１：００ 講義室 第４回がん診療連携研修会
　「骨転移のマネジメント　　～病的骨折・対麻痺の予防と対策～」
　　・整形外科の立場から

　　・放射線科の立場から

　　・乳腺外科の立場から

　　・看護師の立場から

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　整形外科　　上田　誠司
横浜市大附属市民総合医療センター
　　　　　放射線科　准教授　荻野　伊知朗
済生会横浜市南部病院
　　　　　　ブレストセンター　　　長谷川　聡
済生会横浜市南部病院
　　　　　　看護相談室　　　　　　嶋中　ますみ

院外　１９名
院内　４６名

３月１１日 １８：００～１９：３０ 研修棟 聞いて見て触れる研修
　在宅酸素療法
　睡眠時無呼吸症候群について

帝人在宅医療株式会社
　　　　　横浜南営業所　　友金　徹

院外　４７名
院内　　５名

３月１７日 １８：００～１９：３０ 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２６年度　合同カンファレンス開催日程について
５．感染防止対策加算要件について（ＩＡＮＩＳサーベランス）

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

院外　８名
院内　６名

３月１８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２６年度　合同カンファレンス開催日程について
５．感染防止対策加算要件について（ＩＡＮＩＳサーベランス）

参加病院
　港南台病院
　新関東病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１１名
院内　　５名

３月２８日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第２４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　２９名
院内　２２名


