
平成21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１５日 １９：００～ 講義室 第７回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
院外　３５名
院内　１９名

５月２０日 １９：００～２１：００ 講義室 第4回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．歩行障害を主訴に紹介入院となり、ギランバレー症候群、あるいはウ
イルス性脊髄炎が疑われた－男児例
　　２．細菌性腸炎（キャンピロバクター）の-女児例
　　３．胃腸炎関連けいれんについて
　　　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
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森尾　郁子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　咲間　裕之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　可奈

院外　３０名
院内　１２名

　５月２２日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース
　・がんとがん看護について
　・疼痛マネジメント総論

OCNS
薬剤師

院外　　９名
院内　２０名

　６月１０日 １９：００～２１：００ 講義室 横浜市南部小児科医会総会・講演会
　「奇形の診方、考え方」

　
川崎医療福祉大学医療福祉学部
　　　　　　　医療福祉学科特任教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒木　良和

院外　３２名
院内　１１名

　６月２６日 １８：００～２０：００ 講義室 緩和ケア講演会
院外　１４名
院内　１９名

　　７月　８日 １８：４５～２０：３０ 講義室 第８回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「漢方を楽しく学ぶ　～初学者からの漢方の学び方～」 薬剤師・中医内科医師

上海中医薬大学日本校准教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮原　桂

院外　４３名
院内　１８名

　　７月２４日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１1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平成２０年度実績報告
　２．職種別意見交換
　３．その他

院外　２７名
院内　１６名

　７月２４日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース
　・疼痛マネジメント各論
　・痛み以外の症状マネジメント

がん性疼痛ＣＮ
緩和医療科医師

院外　１０名
院内　１３名

その他



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

　　８月２０日 １９：００～２０：００ 講義室Ｂ 中小病院診療所委員会　薬局長地域連絡会議
院外　１７名
院内　　４名

　　９月１０日 １８：３０～２０：３０ 研修棟２階 在宅酸素療法を知ろう
　～在宅酸素の器機に触れる＆災害時の対応策を知る～ 帝人在宅医療株式会社

　神奈川支店　横浜南営業所　北原 塁
　　　　　　　　　　　　　　　看護師等　４名

院外　３６名
院内　　３名

 ９月１９日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第１７回）
　南部病院　救急搬送症例検討会
　　症例報告
　　　症例１：「痙攣発作の症例」

　　　症例２：「構語障害の症例」

　　　症例３：「胸痛の症例」

　　　症例４：「胸痛・背部痛の症例」

栄救急隊　　　　　　　　　　　小田　規親
南部病院　小児科　　　　　　咲間　裕之
野庭救急隊　　　　　　　　　　西　務
南部病院　神経内科　　　　平田　順一
港南救急隊
南部病院　循環器内科　　　猿渡　力
芹が谷救急隊　　　　　　　　加藤　清
南部病院　心臓血管外科　　坂本　哲

院外　３６名
院内　　４名

　９月２５日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース
　・精神症状のマネジメント
　・化学療法と看護

神経科医師
化学療法看護ＣＮ

院外　１５名
院内　１３名

１０月１４日 １９：００～２１：００ 講義室 第５回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．ショック症状で来院した川崎病の１ヶ月女児例
　　２．髄膜炎症状で発症した急性巣状細菌性腎炎の一例
　　３．百日咳で紹介された一例　その診断・鑑別疾患について
　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新井　千恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小堀　大河
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　可奈

院外　１６名
院内　１２名

１０月１５日 １９：００～２１：００ 講義室 西横浜整形外科医会
「症例検討会」

院外　１５名
院内　　６名

１０月２１日 １９：００～２１：００ 講義室 第９回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「明日からできる感染予防対策」

院外　２５名
院内　１７名

１０月２３日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１２回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．大腿骨頸部骨折地域連携クリニカルパス実績報告（上半期）
　２．地域連携クリニカルパス書式確認作業
　　　大腿骨頚部骨折連携クリニカルパス看護理学療法情報提供書
　３．その他

院外　２２名
院内　２０名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月２９日 １８：４５～２１：００ 研修棟２階 第３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．済生会横浜市南部病院口腔外科の特徴
　　　３．顎矯正手術の８年後に予期せぬ顎関節症をおこした１例
　　　特別講演：口腔癌の疫学と治療

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
横浜市立大学大学院医学研究科
　顎顔面口腔機能制御学　藤内祝教授

院外　２９名
院内　　８名

　１０月３０日 １８：３０～２０：００ 講義室Ａ 緩和ケア研究会
　がん患者の嘔気・嘔吐のマネジメント 済生会横浜市南部病院

　　　　　　　　緩和医療科　土井　千春
院外　　８名
院内　１１名

　１１月２７日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース
　・がん患者の皮膚ケア 皮膚・排泄ケアＣＮ

院外　１３名
院内　１２名

１月２０日 １９：００～２１：００ 講義室 第１０回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「ゼロから始める在宅業務①」 院外　３２名

院内　１８名

　１月２２日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース
　・家族ケア
　・在宅ケア

OCNS
訪問看護師 院外　　８名

院内　１２名

　２月１３日
　～

　２月１４日

講義室 ＰＥＡＣＥ研修会（南部地区緩和ケア研修会）
　①がん性疼痛の記所、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
　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、抑うつおよ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および緩和ケアにおける
　　その他の課題についてのワークショップ

主催責任者：保坂　洋夫
企画責任者：土井　千春

院外　　３名
院内　１８名

 ２月２０日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第１８回）
　南部病院　救急搬送症例検討会
　　症例報告
　　　症例１：「突然、路上で倒れてＣＰＡとなった症例」

　　　症例２：「７８歳男性　ＣＰＡ病着時自己心拍再開の症例」

　　　症例３：「ＣＰＡ蘇生の症例」

　　　症例４：「腹部大動脈瘤破裂の症例」

　　　症例５：「急性大動脈解離を疑った症例」

野庭救急隊
南部病院　循環器内科　　　野澤　直樹
洋光台救急隊
南部病院　循環器内科　　　南本　祐吾
野庭救急隊
南部病院　循環器内科　　　岡田　興造
富岡救急隊
南部病院　心臓血管外科　　坂本　哲
金沢救急隊
南部病院　心臓血管外科　　坂本　啓

院外　３２名
院内　１３名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

　３月　３日 １９：００～２１：００ 講義室 第６回　南部病院小児科地域連携集談会
　紹介患者症例検討
　　１．パンデミックインフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）２００９による肺炎
　　　　：南部病院小児科入院例の検討
　　２．パンデミックインフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）２００９による脳症
　　　　：診断までの経過
　連携施設の先生方との懇談　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
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小堀　大河
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新井　千恵

院外　３１名
院内　１１名

３月２６日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１３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症例報告
　２．平成２２年度　診療報酬改定について
　　　地域連携診療計画退院時指導料（Ⅱ）の算定
　３．その他
　　　次回の全体会議開催日について
　　　関東信越厚生局への実績報告について

院外　３３名
院内　２５名

　３月２６日 １８：００～２０：００ 講義室 がん看護研修コース
　・臨床倫理

OCNS
CN 院外　　２名

院内　　８名


