
平成23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２２日 １８：３０～２０：３０ 講義室 2011年度　第一回緩和ケア研究会
テーマ：転移性皮膚腫瘍～体表の再発腫瘍とそのケア
【プレゼンテーション】
１．フラジール軟膏とモーズペーストについて
２．腋窩の再発腫瘍にモーズペーストを使用した事例

３．局所進行乳がんに外来でモーズペーストを使用した事例

【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．フラジール軟膏とモーズペーストの使い分け
　　☆製剤を選ぶポイントはなにか
３．モーズペーストを安全に使用するポイント
　　☆皮膚保護法
　　☆疼痛対策
４．モーズペーストを外来あ

済生会横浜市南部病院　薬剤師　島田　篤
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
横浜南共済病院
　　皮膚排泄ケア認定看護師　菊池　絵里 院外　　２９名

院内　　１２名

４月２７日 １９：００～２１：００ 講義室 第１５回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「患者のためになる薬歴・服薬管理を目指して」
　～明日より使えるハイリスク薬管理！～

その他

　～明日より使えるハイリスク薬管理！～
　　①『ワーファリン療法の注意点について』
　　②特別講演『ハイリスク加算に向けた薬歴・服薬指導記録の取りかた』

エーザイ株式会社
総合高津中央病院 薬剤部部長 宮崎 美子

院外　６０名
院内　１７名

５月１日 ９：００～１６：００ 講義室 陣田式概念化・学習コース
　看護は”暗黙知”の部分が多い　経験から学ぶ方法 済生会横浜市南部病院　院長補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　陣田　泰子

院外　７名
院内　１４名

６月５日 ９：００～１６：００ 講義室 陣田式概念化・学習コース
　看護は”暗黙知”の部分が多い　経験から学ぶ方法 済生会横浜市南部病院　院長補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　陣田　泰子

院外　２０名
院内　４２名

６月８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「食物アレルギーの新しい考え方」

　

神奈川県立こども医療センター
　　　　　　　　アレルギー科　　栗原　和幸

院外　３９名
院内　１１名

　６月２１日 １９：１５～２１：００ 講義室 第７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

心臓血管外科部長　　　　坂本　哲

院外　１５名
院内　１１名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

６月２５日 ９：００～１７：３０ 講義室 第三回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　　６名

院内　１４名

６月２６日 ８：３０～１７：５０ 講義室 第三回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　１１名

　６月２８日 １９：３０～２１：１５ 講義室 平成２３年度　第１７８回学術講演会
　「コレステロール塞栓症により多臓器不全をきたし死亡した一例」

　

　
　「明日から使える喘息治療の実際」

済生会横浜市南部病院　　　　　土屋　博基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　遼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍵本　美奈子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　奈津子
コメンテーター　　内科　　　　　谷本　正男
病理解説　　　　　病理部　　　　中村　宣子

横浜市立大学附属病院
　　　　　呼吸器内科　准教授　　宮沢　直幹

院外　１８名
院内　１２名

７月１３日 １９：００～２１：００ 講義室 第１０回　南部病院小児科地域連携集談会
　症例検討
　　１．「けいれんを主訴に受診した甲状腺腫の１２歳女児」

小児科　　　　　甲斐　純夫　　高橋　浩之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　睦美　　１．「けいれんを主訴に受診した甲状腺腫の１２歳女児」

　　２．「間欠的腹痛と血便を主訴に受診した１０歳男児」
　特別講演
　　『小児呼吸器感染症の病態と治療』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　睦美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　さや香
　
外房こどもクリニック　　　　　黒木　春郎

院外　２７名
院内　１１名

　　７月２２日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１６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．連携クリニカルパス看護・理学情報提供書の書式確定版について
　３．その他

院外　３３名
院内　２２名

７月２７日 １９：００～２１：００ 講義室 第１６回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「患者のためになる薬歴・服薬管理を目指して」パート２
　～明日より使えるハイリスク薬管理！～
　　①製品説明『プラザキサカプセル』
　　②特別講演『最新の病院・開局薬剤師事情と海外の薬剤師事情
　　　　　　　　　　　～ハイリスク薬算定の留意点も踏まえて～』

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
神奈川県薬剤師会　医療保険委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　壽代

院外　６０名
院内　１７名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

８月２６日 １９：００～２０：３０ 講義室 2011年度　第二回緩和ケア研究会
テーマ：がん悪液質と栄養管理
【プレゼンテーション】
１．がん悪液質の概念

２．やせない、炎症の少ない栄養管理を目指す

３．皮下輸液の方法

【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．それぞれの現場での応用について
３．栄養補助食品の試食

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
　　　　　　　　　　　管理栄養士　志波　郁子
公田クリニック　　　　看護師　吉野　てるみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　智子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大滝　美夏

院外　　１７名
院内　　　７名

 ９月１７日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第２１回）平成２３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：「４３歳女性の脳血管疾患症例」

　　　症例２：「８５歳男性急性心筋梗塞症例」

　　　症例３：「４７歳男性胸痛の症例」

芹が谷救急隊
南部病院　脳神経外科　　　　青木　美憲
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　循環器内科　　　　岩田　究

院外　３４名
院内　２４名

　　　症例４：「６５歳男性の動悸・呼吸苦を訴えた症例」

　　　症例５：「５３歳男性顔面受傷の症例」

南部病院　循環器内科　　　　岩田　究
洋光台救急隊
南部病院　心臓血管外科　　　沖山　信
富岡救急隊
南部病院　眼科　　　　　　　　　矢吹　和朗

　　９月２９日 １９：００～ 講義室B 港南区産婦人科医科　交流会
院外　　６名
院内　　６名

１０月１３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

院外　１４名
院内　　４名

　１０月２１日 １９：３０～２１：００ 講義室 平成２３年度　第１７９回学術講演会
　「アムロジンOD（口腔内崩壊）錠をはじめとするOD製材の有用性につい
て」

　　「災害医療の体系的アプローチ」

大日本住友製薬株式会社

横浜市立大学　医学部医学科　救急医学
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　森村　尚登

院外　１０名
院内　２８名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月２６日 １９：００～２１：００ 講義室 第１７回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　「実践！！ハイリスク薬における服薬の注意点」
　～不整脈治療薬を例として学ぶ！患者さんの病態をさぐる～
　　　　　ＳＧＤ（スモールグループディスカッション）形式

院外　４０名
院内　１２名

１０月２８日 １８：３０～２０：３０ 講義室 2011年度　第三回緩和ケア研究会
テーマ：オピオイドの副作用
【プレゼンテーション】
１．オピオイドの副作用の発生機序

２．副作用コントロールに難渋した症例

３．各施設からのアンケート集計結果

【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．それぞれの現場での応用について
　　・吐き気について
　　　①制吐剤は予防投与をするのか
　　　②予防投与でもはいたときにはどうするか
　　　③吐き気止めの選択方法は
　　・その他対応に苦慮した副作用について

済生会横浜市南部病院
　　緩和ケアチーム専従薬剤師　遠藤　理香
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
　　緩和ケアチーム専従薬剤師　遠藤　理香 院外　　１５名

院内　　１１名

　１０月２８日 １８：３０～１９：３０ 脳血管医 第１７回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議　１０月２８日 １８：３０～１９：３０ 脳血管医
療センター

第１７回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．横浜市立脳血管医療センター院内見学
　２．実績報告

院外　３３名
院内　１４名

１１月２日 １９：００～２１：００ 講義室 第１１回　南部病院小児科地域連携集談会
　症例検討
　　１．「発熱・発疹・リンパ節腫脹を主訴に入院した６歳女児」
　　２．「北海道日高地方における小児医療」
　　３．「マイコプラズマ感染によるリンパ節炎の２例」
　　４．「マクロライド耐性マイコプラズマ感染症について」
　連携施設の先生方との懇談

小児科　　　　　甲斐　純夫　　高橋　浩之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　睦美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　芳雅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　和子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　さや香

院外　２９名
院内　１７名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１１月２８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１３回）
　～横浜市母児二次救急合同連絡会～
「ＴＣＲ手術後に消化管穿孔を起こした１例」
「未分化胚細胞腫として再発した境界悪性卵巣未熟奇形腫の一例」
「腹水貯留を認めた悪性リンパ腫の一例」
「性の相談外来における性交疼痛症の３症例」
「Osteogenesis imperfectaと出生前診断された児を経腟分娩にて出生した
１例」

済生会横浜市南部病院　　　　　遠藤方哉　他
横浜市立大学附属病院　　　　　山本ゆり子　他
横浜南共済病院　　　　　　　　　加藤宵子　他
神奈川県立汐見台病院　　　　早乙女智子　他
横浜市立みなと赤十字病院　　水谷友美　他

院外　１８名
院内　　７名

１１月３０日 １９：００～ 講義室 ２３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　　２１名
院内　　　２名

１２月１６日 １９：００～２１：００ 講義室 2011年度　第四回緩和ケア研究会
テーマ：せん妄
【プレゼンテーション】
１．オピオイドのせん妄～その他の要因も含めて
２．症例提示

【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

沼津中央病院　　　　　精神科　長谷川　花
済生会横浜市南部病院
　　がん疼痛看護認定看護師　松井　るみ

院外　　　５名
院内　　１１名

２．ディスカッション

１月１７日 １９：００～ 講義室 ２３年度　横浜市南部地区険薬局緩和ケア研修会　第２回

③オピオイドローテーション

④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　　２４名
院内　　　２名

　１月３０日 １９：３０～２１：００ 講義室 平成２３年度　第１８０回学術講演会
　「ヘリコバクター感染症と胃がん」 横浜市立大学大学院医学研究科

　　　　　　　消化器内科学　教授　前田　愼
院外　２２名
院内　１３名

　２月１日 １８：３０～２０：３０ 講義室 講演会
最前線で在宅医療・療養を支える
　～在宅療養支援診療所と病院の協働を考える～

みらい在宅クリニック　　　　院長　沖田　将人 院外　１２名
院内　８７名

　２月６日 １８：００～１９：３０ 講義室 勉強会
胃瘻管理に関する基礎知識
①胃瘻とは
②スキンケアに関するトラブル

日本コヴィディエン株式会社
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　１７名
院内　４６名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

２月14日 １８：００～１９：４５ 講義室 平成２３年度第２回　院内感染防止対策研修会
「院内感染対策のイロハとＭＲＳＡ対策」 （株）川﨑メディカルコミュニケーションズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　川﨑　賢二

院外　　　３名
院内　　７７名

　２月２１日 １９：１５～２１：００ 講義室 第８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　　　軽部　義久

院外　１２名
院内　１０名

２月２９日 １９：００～２１：００ 講義室 第１２回　南部病院小児科地域連携集談会
　症例検討
　　１．「メッケル憩室の４例」
　　２．「著明な低血糖を呈した１歳児」
　　３．「腹膜神経膠腫症（gliomatosis peritonei）を合併した卵巣膿腫の１
例」
　　４．「ヒトパレコウィルス３型感染症の新生児・乳児の９症例」
　連携施設の先生方との懇談

小児科　　　　　 甲斐　純夫　　田中　文子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　睦美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　永嶋　早織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　さや香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲原　佐栄子

院外　１８名
院内　１３名

 ３月　３日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第２２回）平成２３年度第２回
　南部病院　救急搬送症例検討会
　　症例報告
　　　症例１：「１０代　けいれんの症例」

　　　症例２：「６０代　硬膜下血腫の症例」

金沢救急隊
南部病院　小児科　　　　　　　佐藤　睦美
港南救急隊
南部病院　脳神経外科　　　　野口　悦孝

　　　症例３：「車内収容後ＣＰＡの症例」

　　　症例４：「アナフィラキシーの症例」

南部病院　脳神経外科　　　　野口　悦孝
栄救急隊
南部病院　救急センター長　　豊田　洋
芹が谷救急隊
南部病院　救急センター長　　豊田　洋

院外　３７名
院内　１４名

３月１７日 １３：３０～１６：００ 講義室 第６回　神奈川県地域医療連携研修会
　「平成２４年度　診療報酬改定について」
　　　－地域連携や相談支援の視点から－
　「平成２４年度　介護報酬改定について」

相模台病院　　　　　　　　　　　圓山　研介

介護老人保健施設　レストア横浜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　角　裕徳

院外　４６名
院内　　４名

３月２２日 １９：００～２０：３０ 講義室 胃・大腸がん診療連携パス　キックオフミーティング　第一回
　「胃・大腸がん連携パスの手順について」
　「事前送付アンケート結果について」
　「質疑応答」
　「当院連携パス該当症例の提示」
　　・胃がん
　　・大腸がん

がん診療連携拠点病院
推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾊﾟｽﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　外科　三邉大介

がん診療連携拠点病院
　推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ副委員長　　　外科　齊藤修治

院外　１８名
院内　１２名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

　３月２３日 １８：３０～２０：００ リハビリ 第１８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．平成２４年度　診療報酬改定について
　３．その他

院外　３５名
院内　２７名

３月２７日 １９：００～２０：３０ 講義室 胃・大腸がん診療連携パス　キックオフミーティング　第二回
　「胃・大腸がん連携パスの手順について」
　「事前送付アンケート結果について」
　「質疑応答」
　「当院連携パス該当症例の提示」
　　・胃がん
　　・大腸がん

がん診療連携拠点病院
推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾊﾟｽﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　外科　三邉大介

がん診療連携拠点病院
　推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ副委員長　　　外科　齊藤修治

院外　１１名
院内　　８名

　３月３０日 １９：３０～２１：００ 講義室 平成２３年度　第１８１回学術講演会＜ＣＰＣ＞
　「４０年間の関節リウマチの経過中に
　　　　　　うっ血性心不全と汎血球減少を来した奨励」

「多発脳神経障害で発症した肥厚性硬膜炎に
　　　　　　くも膜下出血を合併した１例」

済生会横浜市南部病院　　　木川　智博
　　　　　　　　　　　　　　　　　木谷　卓矢
　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和人
　　　　　　　循環器内科　　　川島　千佳
　　　　　　　病理部　　　　　　中村　宣子

済生会横浜市南部病院　　　木谷　卓矢
　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　亮太
　　　　　　　　　　　　　　　　　福士　圭
　　　　　　　神経内科　　　　植松　絵里
　　　　　　　病理部　　　　　　中村　宣子

院外　　７名
院内　１２名

　　　　　　　病理部　　　　　　中村　宣子
　　３月３１日 １４：４５～１７：００ 講義室 済生会薬剤師オンコロジー研究会

　「医薬品情報学　医療経済学の立場から臨床研究を実践する」

　「ゾレドロン酸の適正使用に関する検討」

　「乳がんの最近の薬物療法とゾメタの使用状況」

済生会横浜市東部病院
　　　　薬剤マネージャー　赤瀬　朋秀
済生会横浜市東部病院
　　　　薬剤部　　　　　　　　永瀬　怜司
済生会横浜市南部病院
　　　　外科　副部長　　　　長谷川　聡

院外　３３名
院内　１１名


