
2019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２５日 １９：３０～２１：００ 講義室 消化器疾患を考える会

特別講演
「ＧＥＲＤ診療における最新の話題と酸分泌抑制薬の臨床的な位置づけ」

「港南区、磯子区における消化器疾患の診療について」

横浜市立大学　医学部　医学教育学　主任教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲森　正彦

済生会横浜市南部病院　所　知加子
永井医院　院長　永井　一毅
かわぐち消化器内科　院長　川口　義明

院外　２３名
院内　２８名

５月１７日 １８：４５～１９：２０ 講義室 ２０１９年度　第１回緩和ケア研究会

「非がん呼吸器疾患」の緩和ケア
済生会横浜市南部病院　緩和医療科　木村　尚子

院外　４２名
院内　２６名

５月１７日 １９：３５～１９：４５ 講義室 ２０１９年度　第１回緩和ケア地域連携検討会

緩和ケア地域連携シートについて
済生会横浜市南部病院　緩和医療科　土井　千春

院外　１７名
院内　２６名

６月１７日 １８：００～１９：００ 講義室 ２０１９年度　第１回感染防止対策合同カンファレンス
「感染防止対策」について
　①薬剤耐性菌分離状況について
　②抗菌薬使用量統計について
　③意見交換

参加病院
　朝倉病院
　長田病院
　港南台病院
　済生会横浜市南部病院

院外　１４名
院内　１０名

６月１７日 １８：３０～２０：００ 研修棟 血管アクセスデバイス（ＶＡＤ）選択とライン管理のベストプラクティス
Ｎａｄｉｎｅ　Ｎａｋａｚａｗａ　ＰＩＣＣセミナー 　ナディーン・ナカザワ 院外　　２名

院内　３１名

６月１９日 １９：００～２１：００ 講義室 第３９回南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：私はこう選択する！！糖尿病治療薬！！
　
　　「合併症予防のための糖尿病薬の選択と経済性」

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　糖尿病・内分泌内科　　　南　太一

院外　３４名
院内　１９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２６日 １９：１５～２０：４５ 講義室 第１７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１「肺動脈内腫瘍の一例」

症例検討２「抗不整脈薬内服中、著名な徐脈を呈した症例」

特別講演「倉敷地区での心不全患者に対する取り組み
　　　　　　～心房細動合併心不全患者における抗凝固療法も含めて～」

済生会横浜市南部病院
　　心臓血管外科　　　　　　　　　　　　小野寺　篤

　　循環器内科　　　　　　　　　　　　　　石井　怜

倉敷中央病院　循環器内科　医長　　川瀬　裕一

院外　　９名
院内　２６名

７月３日 １９：００～２１：００ 講義室 第３２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「副鼻腔炎より波及した眼窩蜂窩織炎の１３歳男児例」
②「頚部打撲後に深頚部膿瘍を生じた１２歳男児例」
③「左腸骨筋腫瘍、腸骨骨髄炎の１３歳男児例」
④「アモキシシリンによる発疹を生じたＥＢＶ感染の６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.･新生児内科　　座長　鈴木　徹臣

　　　　小児科･新生児内科　　　　　佐々木　恵吾
　　　　小児科･新生児内科　　　　　冨樫　勇人
　　　　小児科･新生児内科　　　　　長井　真理
　　　　小児科･新生児内科　　　　　安井　正貴
　

院外　２４名
院内　　９名

７月１8日 １９：００～２０：３０ 講義室 横浜南部　乳がん診療検討会

１．「当院における乳房再建術について」

２．「当院における乳癌およびその他の疾患の放射線治療」

３．「再診の乳癌化学療法について」

済生会横浜市南部病院

　　座長　外科　　部長　　　　長谷川　誠司

　　　　　　形成外科　主任部長　　長西　裕樹

　　　　　　放射線科　　　　医長　　海津　久

　　　　　　外科　　　　　　　部長　　稲荷　均

院外　１４名
院内　２７名

７月19日 １９：００～２０：００ 講義室 ２０１９年度　第２回緩和ケア研究会

「気持ちのつらさとせん妄の対応について
　　　　～医療者のメンタルヘルスを含めて～」

済生会横浜市南部病院　精神科　　鈴木　將裕

院外　２３名
院内　２３名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

７月２５日 １８：００～１９：３０ 講義室 医療倫理セミナー２０１９
　よりよい意思決定支援のために知っておきたいたいせつな話

テーマ１：ＥＯＬサポートチームの設置について

テーマ２：アドバンス・ケア・プランニング
　　　　　　いのちの終わりについて話し合いを始める

済生会横浜市南部病院
　　副院長・臨床倫理検討部会長　　　　川名　一朗

神戸大学医学部附属病院
　　緩和支持治療科　特命教授　　　　　木澤　義之

院外　　９名
院内２２３名

７月２６日 １８：００～１９：３０ 研修棟２F
会議室

第４０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　１９名
院内　１７名

７月２６日 １４：００～１６：３０ 南部病院
ＭＲ棟
会議室

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　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

横浜栄共済病院　　　　　　　西尾　夏人
院外　　７名
院内　　７名

８月３日 ９：００～１７：２０ 講義室 第１１回 南部病院 ＰＥＡＣＥ研修会

・e-learningの復習・質問
・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
・コミュニケーション（ロールプレイング）
・ふりかえり

主催責任者：竹林　茂生
企画責任者：土井　千春

院外　　３名
院内　２９名

８月２１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
　「小児科外来における抗菌薬適正使用について考える」

　
　講師：県立こども医療センター　　鹿間　芳明 院外　２９名

院内　　８名

９月２０日 １８：００～１９：００ 講義室 ２０１９年度第２回感染防止対策カンファレンス会議
「感染防止対策」について
　①薬剤耐性菌分離状況について
　②抗菌薬使用量統計について
　③意見交換

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　１７名
院内　　７名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月１６日 １９：００～２１：００ 講義室 第４０回南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：祝４０回記念！皆で学ぼう！小児医療！！
　
　　【情報提供】　「ひまわりネット（仮称）について」

　　【講演】　「小児医療について」

済生会横浜市南部病院
　　　　　　地域医療連携室　　　　　　　佐藤　晃一

　　　　　　小児科・新生児内科　　　　　鈴木　徹臣

院外　３１名
院内　２０名

１０月１7日 １９：００～２０：３０ 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
　　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　７名
院内　６名

１０月１８日 １８：３０～２０：００ 横浜なみ
きリハビリ
テーション

病院

第４１回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議

　横浜なみきリハビリテーション病院　病院見学
　　病院紹介と作業療法室・理学療法室の見学

院外　２５名
院内　　８名

１０月２４日 １９：００～２１：００ 研修棟２F
会議室

南部病院　１型糖尿病勉強
　【症例発表】

　【特別講演】　『１型糖尿病の臨床アプローチ』　及川　洋一　先生

　【質疑応答】

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　糖尿病・内分泌内科　　　南　太一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 医局員一同
埼玉医科大学病院
　　　内分泌内科・糖尿病内科　准教授　及川　洋一

院外　５名
院内　３２名

　１０月２８日 １８：４５～２０：４５ 講義室 第２１回がん診療連携研修会
テーマ「当院における免疫チェックポイント阻害薬の使用実績とirAE対策」
演題１：当院における免疫チェックポイント阻害剤使用状況
演題２：呼吸器内科の使用実績
演題３：消化器がん（胃がん）での使用実績
演題４：irAEを早期発見するための多職種による対策、追跡体制

済生会横浜市南部病院　外科　長谷川　誠司
                                   呼吸器内科　宮沢　直幹
上白根病院　外科部長（当院外科非常勤）
                                                      村上　仁志
済生会横浜市南部病院　薬剤部
　　　　　　　　　　　　がん化学療法担当　寺島　聡子

院外　　４名
院内　２１名

　１１月１５日 １９：００～２０：００ 講義室 ２０１９年度　第３回緩和ケア研究会

「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）について」
　１．当院のACPへの取り組み
　２．ACPについてのグループワーク
　

院外　　９名
院内　１５名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

　１１月１８日 １８：００～１８：４０
１９：００～１９：４０

講義室 外科外来化学療法カンファレンス
　Yakult　Oncoｌogy　Seminar2019（Webセミナー）

テーマ「大腸癌術後補助化学療法とチーム医療の実際」

司会
名古屋大学大学院　腫瘍外科学　講師　上原　圭
演者
愛知県がんセンター　薬物療法部 医長 舛石　俊樹
愛知県がんセンター　薬剤師　主任　　前田　章光

院外　　９名
院内　１２名

１１月２７日 １９：００～２１：００ 講義室 横浜市南部医療圏産婦人科病院連絡会学術集会(第２１回）
　～横浜市母児二次救急合同連絡会～
《講演》
「卵管卵巣腫瘍の術後管理に苦慮した一例」
「乳癌治療中に原因不明の下腹部痛を来した１例」
「当院で経験した胎児共存奇胎の３症例」
「妊娠に気づかず子宮にレボノルゲストレル放出子宮内システムを挿入した
一例」
「患者家族ともめたトルーソー症候群の一例」
《施設紹介》
　済生会横浜市南部病院

済生会横浜市南部病院　　　　　　林田　奈緒子
横浜市立大学附属病院　　　　　　松永　竜也
横浜南共済病院　　　　　　　　　　 石阪　麻莉
けいゆう病院　　　　　　　　　　　　　岡　愛実子
横浜市立みなと赤十字病院　　　　萩原　佐江子

済生会横浜市南部病院　　　　　　遠藤　方哉

院外　２２名
院内　　８名

１２月１１日 １９：００～２１：００ 講義室 第３３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「インフルエンザによる可逆性脳梁膨大部病変を有する」
②「喘鳴により気づかれた大動脈縮窄症の3か月男児」
③「体重減少、遷延する発熱を契機に診断されたクローン病の２症例」
④「韓国産のあさりの塩辛の摂取によると思われたA型肝炎の10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.･新生児内科　　座長　鈴木　徹臣

　　　　小児科･新生児内科　　　　　涌井　直人
　　　　小児科･新生児内科　　　　　安井　正貴
　　　　小児科･新生児内科　　　　　葛西　健人
　　　　小児科･新生児内科　　　　　林　弘明
　

院外　１７名
院内　１０名

１２月１６日 １８：００～１９：００ 講義室 ２０１９年度　第３回感染防止対策合同カンファレンス
「感染防止対策」について
１．ディスカッション、質疑応答
　①薬剤耐性菌分離状況について
　②抗菌薬使用量統計について

２．その他
　・J-SIPHEについて
　・感染対策病院訪問支援について
　

参加病院
　朝倉病院
　長田病院
　港南台病院
　済生会横浜市南部病院 院外　１４名

院内　　８名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１２月21日 １０：００～１２：００ 講義室 2019年度　救急搬送症例検討会(第30回）

　症例１：「記憶障害で発症した脳梗塞」
 

  症例２：「循環不良を認めた発作性上室性頻拍の女児例」

 
  症例３：「ショックで来院した十二指腸出血の一例」

 
  症例４：「急性心筋梗塞による院外心停止の一例」
　

磯子救急隊（磯子区）
南部病院　脳神経外科　内野　圭

栄救急隊（栄区）
南部病院 小児科　佐々木　惠吾
　
金沢第二救急隊（金沢区）
南部病院 消化器内科　小野寺　翔

芹が谷救急隊（港南区）
南部病院 循環器内科　石井　怜

院外　５８名
院内　１２名

１月２１日 １０：００～１２：００ 講義室B 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、ラウンド方法
　・部署ラウンド（５西、６西、８西病棟）
　・書類、マニュアル等確認、意見交換、総評

参加病院

　済生会横浜市南部病院
　横浜栄共済病院

院外　　５名
院内　　６名

１月２８日 １０：００～１２：００ 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、ラウンド方法
　・部署ラウンド（臨床検査科、放射線技術科）
　・書類、マニュアル等確認、意見交換、総評

参加病院

　済生会横浜市南部病院
　横浜栄共済病院

院外　　５名
院内　　５名

１月３１日 １８：４５～２０：００ 研修棟２F
会議室

２０１９年度　第４回緩和ケア研究会

　　「末梢神経障害についての講義」 横浜労災病院
腫瘍内科部長・緩和支持治療科部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有岡　仁

院外　１８名
院内　２７名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

２月６日 １９：００～２１：００ 講義室 2019年度　横浜小児血液腫瘍ミーティング
 
【一般演題】
①「NTRK融合遺伝子を有する小児固形腫瘍」

②「再発Ewing肉腫の一例」
 
【特別講演】
  「小児がんの長期フォローアップ」

神奈川県立こども医療センター
血液・腫瘍科　岩崎　史記

横浜市立大学附属病院
小児科　佐々木　康二

特別演題
神奈川県立こども医療センター
血液・腫瘍科　後藤　晶子

院外　２５名
院内　　８名

2月１４日 １８：００～１９：３０ 研修棟２F
会議室

武部貴則特別教授講演会

　　「次世代医療の展望　Medicine for Humanity」
      ～コミュニケーション・デザインによる医療革命～

横浜市立大学先端医科学研究センター　特別教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武部　貴則

院外　１０名
院内　６０名

２月１７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（リハビリ科、３階病棟）
　・書類確認、意見交換、総評

参加病院

　済生会横浜市南部病院
　朝倉病院

院外　１１名
院内　　６名

2月17日 １９：００～２０：００ 講義室 第7回がん診療合同公開カンファレンス

症例1：当院に救急搬送された乳癌症例

症例2：南部病院から診療所に依頼した食道がんの症例

横浜市南部病院　外科部長　稲荷　均

横浜市南部病院　外科医長　瀬上　顕貴及び多職
種
栄小磯診療所

院外　１０名
院内　31名

3月16日 １８：００～１８：３０ 講義室 ２０１９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　１８名
院内　　７名


