
平成30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

　５月１８日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第１８回がん診療連携研修会
「多重がんの治療戦略」 横浜労災病院　腫瘍内科部長　　有岡　仁 院外　　８名

院内　２１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

特別講演
　「ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオの現状とワクチン
　　～DPT,DPT-IPV,DT,IPVは今も、今後も必要か～」

　
　講師：川崎市健康安全研究所
　　　　　　　所長　　　　　　　　　　　岡部　信彦 院外　２５名

院内　１０名

６月１８日 １８：００～１９：００ 講義室 平成３０年度　第１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　２５名
院内　１１名

７月４日 １９：３０～２１：００ 講義室 認知症カンファレンス

講演「認知症の診断と薬剤選択」

ディスカッション

座長：南部病院　神経内科　　　　　中江　啓晴
演者：南部病院　神経内科　　　　　古谷　正幸 院外　２０名

院内　　３名

７月１３日 １４：００～１６：３０ 南部病院
多目的室

病棟
中央検査部

内視鏡
透析室
薬剤
外来

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　感染対策相互ラウンド）
　・ラウンド
　・書類確認・意見交換
　・総評

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　　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１８日 １９：００～２１：００ 講義室 第３６回南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：地域包括ケアシステムにおける他職種連携を考える
　　　　　　　　～ケアマネジャーの視点から～
　
　　「地域包括ケアシステムと薬剤師との関わり」

日本財団在宅介護センター横浜
　ケアマネステーション　管理者　　佐藤　直人

院外　４３名
院内　２３名

７月２０日 １９：００～２０：３０ 講義室 平成３０年度　第１回緩和ケア研究会

「排泄ケア」
１．緩和ケアにおける排泄ケアの問題点について

２．仮想事例提示

３．グループワーク
４．グループ発表
５．まとめ

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　緩和医療科　　　土井　千春
済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　看護相談室　　　山﨑　幸子

院外　２３名
院内　　７名

７月２７日 １８：３０～１９：１５ 研修棟２F
会議室

第３７回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議

実績報告
職種別意見交換会

院外 ２７名
院内 ２５名

８月１日 １９：００～２１：００ 講義室 第３０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「持続する嘔吐で発症した腸回転異常症の２症例」
②「１歳２か月時に突然顔色不良で発症した
　　　　Diamond-Blackfan貧血の男児例」
③「肺膿瘍の10歳男児例」
④「10歳以上で発症した川崎病４症例の検討」

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　　　　　　　　　　　　田中　文子
　　　　小児科　　　　　　　　座長　鈴木　徹臣

　　　　小児科　　　　　　　　　　　　山下　舞子
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　大砂　光正

　　　　小児科　　　　　　　　　　　　西條　晴貴
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　中澤　枝里子
　

院外２６名
院内　９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

９月８日 ９：００～１７：１５ 講義室 第１０回 南部病院 ＰＥＡＣＥ研修会

・e-learningの復習・質問
・コミュニケーション（ロールプレイング）
・アイス・ブレイキング
・全人的苦痛に対する緩和ケア（グループワーク）
・療養場所の選択と地域連（グループワーク）
・がん患者への支援
・ふりかえり

主催責任者：今田　敏夫
企画責任者：土井　千春

院外　　３名
院内　２３名

９月２１日 １８：００～１９：００ 講義室 平成３０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）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
　港南台病院
　朝倉病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１９名
院内　　７名

１０月１０日 １９：１５～２０：４５ 講義室 第１６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

症例検討「左主幹部冠動脈瘤の１例」

症例検討「抗がん剤により著しい心機能低下をきたしたと考えられる１例」

特別講演「Cardio-Oncologyの診断と治療に対する取り組み」

済生会横浜市南部病院
　　心臓血管外科　　　　　　　　　　　　富田　啓人

　　循環器内科　　　　　　　　　　　　　　猿渡　力

東北大学病院　循環器内科　　　　杉村　宏一郎

院外　　９名
院内　１５名

１０月１７日 １９：００～２１：００ 講義室 第３７回　南部病院・港南区薬薬連携研修会
　
　テーマ：薬局・病院　熱いラリーの第一歩！！
　　　　　　　～がん化学療法・緩和医療における薬薬連携～

　講演「支持薬で変わるがん化学療法」
　　　　「薬剤師の連携で外来がん患者の疼痛治療を支える」

済生会横浜市南部病院　薬剤師　坂田　茂代
済生会横浜市南部病院　薬剤師　山口　文子

院外　３３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１８日 １９：００～２１：００ 講義室 西横浜整形外科症例検討会

　症例検討

参加医療機関
　　横浜医療センター
　　横浜栄共済病院
　　国際親善病院
　　戸塚共立リハビリテーション病院
　　済生会横浜市南部病院

院外　１６名
院内　　７名

１１月１６日 １９：００～２０：３０ 講義室 平成３０年度　第２回緩和ケア研究会

「便秘」に関する内容
一般社団法人
　医薬品適正使用・乱用防止推進会議
　　　　　　　　　　　副代表理事　加賀谷　肇

院外　２０名
院内　３４名

１１月２２日 １８：３０～１９：３０ 横浜市立
脳卒中･神
経脊椎セ

ンター

第３８回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議

　横浜市立脳卒中･神経脊椎センター　病院見学
　　病院紹介と作業療法室・理学療法室の見学 院外　３０名

院内　１２名

１１月２６日 １９：００～２０：００ 研修棟２F
会議室

第６回がん診療合同公開カンファレンス

   「南部病院から診療所に依頼した症例検討」
　　　　横浜市南部病院担当科医師、依頼先の診療所医師
　　　　（産婦人科2件、消化器内科1件）

済生会横浜市南部病院　産婦人科　遠藤方哉
　　　　　　　　　　　　　　　消化器内科 所　知加子

大倉クリニック　　大倉　英司
ホームケアクリニック横浜港南　　佐伯　修二
みらい在宅クリニック　　沖田　将人

院外　１０名
院外　２２名

１２月１２日 １９：００～２１：００ 講義室 第３１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「パレコウイルス４型感染症の４症例」
②「横隔膜弛緩症の２症例」
③「乳児湿疹と食物アレルギーについて～最近のトピックスを中心に～」
④「肺炎に合併した寒冷凝集素症の３歳女児例」

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　　　　　　　　　　　　田中　文子
　　　　小児科　　　　　　　　座長　鈴木　徹臣

　　　　小児科　　　　　　　　　　　　大砂　光正
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　山下　舞子
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　杉山　弘樹
　　　　小児科　　　　　　　　　　　　冨樫　勇人
　

院外　２６名
院内　１４名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１２月１４日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第１９回がん診療連携研修会
「産業医からみたがん患者就労支援」 日産自動車健康保険組合

　追浜地区健康推進センター
　　　　　　　　　　　　　　　　産業医　高橋　良平

院内　４０名

１２月１５日 １０：００～１２：００ 講義室 平成30年度　救急搬送症例検討会(第29回）

　症例１：「けいれんを主訴に救急搬送された１１歳女児」
 

  症例２：「転倒後の上肢麻痺で救急搬送された７０歳女性」

 
  症例３：「急性心筋梗塞による院外心停止の一例」

 
  症例４：「意識障害で救急搬送された脳梗塞の一例」
　

栄救急隊
南部病院　小児科　太田　陽

洋光台救急隊
南部病院 整形外科　山之内　健人
　
港南台救急隊
南部病院 循環器内科　硯川　圭祐

富岡救急隊
南部病院 救急診療科　岡崎　紗世

院外　５９名
院内　２１名

１２月１７日 １８：００～１９：０５ 講義室 平成３０年度　第３回　感染防止対策合同カンファレンス

・インフルエンザ治療について
　　「インフルエンザ薬」について情報提供

・ディスカッション、質疑応答
　「感染防止対策」について
　　①薬剤耐性菌分離状況
　　②抗菌薬使用量統計
　　③意見交換（感染経路別予防策について）

院内感染防止対策委員長　　藤田　浩之

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
　朝倉病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１８名
院内　　６名

１月１１日 １４：００～１６：００ 朝倉病院 医療安全対策相互ラウンド
　（医療安全対策地域連携加算における相互ラウンド）
　・挨拶、自己紹介、スケジュール確認
　・部署ラウンド
　・書類確認、意見交換、総評

済生会横浜市南部病院　　　宮沢　直幹

朝倉病院　　　　　　　　　　　　　坂口　隆
院外　　９名
院内　　６名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１月１８日 １８：４５～２０：００ 講義室 平成３０年度　第３回緩和ケア研究会

「新しい心不全診療ガイドラインを踏まえて
　　　　　　　　　心不全患者の終末期医療を考える」

横浜南共済病院　循環器内科部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　誠

院外　１９名
院内　３３名

１月３０日 １５：００～１７：００ 横浜栄共
済病院

医療安全対策相互ラウンド
　（医療安全対策地域連携加算における相互ラウンド）
　・挨拶、自己紹介、スケジュール確認
　・部署ラウンド
　・書類確認、意見交換、総評

済生会横浜市南部病院　　　宮沢　直幹

横浜栄共済病院　　　　　　　　野村　俊之
院外　　６名
院内　　６名

２月１４日 １８：３０～２０：００ ウイリング
横浜

５階会議室

第三回 看護・介護連携の会

・南部病院の新しい取り組み
・より強く・深いつながりを目指して
・懇親会

済生会横浜市南部病院
　　　副院長・外科主任部長　　　　 福島　忠男
　　　入退院支援副センター長　　　嶋中　ますみ
　　　地域医療連携室長　　　　　　　占部　和彦

院外１２２名
院内　３１名

２月１５日 １８：３０～１９：３０ 講義室 第２０回がん診療連携研修会
「がん患者さんのためのアピアランスケアについて」

済生会横浜市南部病院
がん化学療法看護認定看護師　我妻　真理子

院内　２７名

２月１５日 １５：００～１６：３０ 関東病院 医療安全対策相互ラウンド
　（医療安全対策地域連携加算における相互ラウンド）
　・挨拶、自己紹介、スケジュール確認
　・部署ラウンド
　・書類確認、意見交換、総評

済生会横浜市南部病院　　　宮沢　直幹

関東病院　　　　　　　　　　　　　梅川　淳一

院外　　８名
院内　　６名

２月２０日 １５：００～１７：００ 南部病院
講義室

医療安全対策相互ラウンド
　（医療安全対策地域連携加算における相互ラウンド）
　・挨拶、自己紹介、スケジュール確認
　・部署ラウンド
　・書類確認、意見交換、総評

済生会横浜市南部病院　　　宮沢　直幹

横浜栄共済病院　　　　　　　　野村　俊之
院外　　８名
院内　　６名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

２月２０日 １９：００～２１：００ 講義室 第３８回　南部病院・港南区薬薬連携研修会
　
　テーマ：地域包括ケアシステムにおける多職種連携を考える
　　　　　　　～医師・薬剤師の視点から～

　講演「在宅医療における医師の役割と薬剤師に望む事」
　
　　　　「安心して自宅で過ごせるために　～薬剤師が出来ること～」

ホームケアクリニック横浜港南
　　　　　　　　　　　　　　　　　　院長　足立　大樹
寺師玄和堂横浜　在宅支援部長
                                          中里　裕之

院外　３１名
院内　２０名

３月６日 １８：３０～１９：３０ 講義室 済生会横浜市南部病院　平成３０年度　感染防止対策研修会

　講演「全ての職種で取り組む感染対策」 　広島大学病院　副病院長　感染症科診療科長
　　　　　　　　　　　　　　　　　大毛　　宏喜 院外　２０名

院内３５２名

３月１８日 １８：００～１９：００ 講義室 平成３０年度　第４回　感染防止対策合同カンファレンス 参加病院
　朝倉病院
　長田病院
　港南台病院
　関東病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１９名
院内　　６名

３月１９日 １９：３０～２０：４０ 研修棟２F
会議室

第２１３回　港南区医師会学術講演会（ＣＰＣ）
　
　呼吸器内科症例
　　「呼吸困難、意識障害で救急搬送された症例」

　病理解説

呼吸器内科　　　　　　　　　　　　　　西連寺　悠
　
病理部　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　崇

院外　９名
院内　６名

３月２２日 １８：３０～１９：３０ 研修棟２F
会議室

第３９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 ３５名
院内 ２３名


