
平成26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１８日 １９：００～２０：３０ 講義室 2014年度　第1回緩和ケア研究会
テーマ：終末期の消化器症状
【プレゼンテーション】
１．終末期の消化器症状～消化管閉塞を中心に

２．オクトレオチドについて

【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

【プレゼンテーション】
・味覚障害について

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
　　　　緩和ケアチーム薬剤師　山口　文子 院外　２５名

院内　１３名

６月１１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２６年度定例総会
　
　特別講演「感染症領域における迅速診断キットの注意点」

　

博慈会記念総合病院副院長
博慈会記念こどもクリニック院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田島　剛

院外２０名
院内　６名

６月１８日 １９：００～２１：００ 講義室 第２４回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「塗ったら分かる！！」
　　～外用剤を実際使用して、指導に生かす～

　【講義】
　『軟膏基剤について』
　【体験講習】
　『触れて感じる軟膏基剤の違い、正しい塗り方等』

マルホ株式会社

院外　３７名
院内　２２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１６日 １９：００～２１：００ 講義室 第１９回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　演題発表　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

　　１．「上気道炎の発熱に伴う洞性頻脈の５か月女児」
　　　　　（紹介医：桜木町夜間急病センター　岩本眞理　先生）

　　２．「汎血球減少で発症した急性リンパ性白血病の１例」
　　　　　（紹介医：八木小児科医院　八木禧昭　先生）

　　３．「生後７か月発症の点頭てんかんの１例」

　　４．「小児自己免疫性溶連菌感染関連性精神神経障害（ＰＡＮＤＡＳ）
　　　　の１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　　　　　　　　　　　　　　 甲斐　純夫
小児科　　　　　　　 　座長　　　田中　文子
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　町田　碧

小児科　　　　　　　　　　　　　　池田　順治

小児科　　　　　　　　　　　　　　和田　容輔

小児科　　　　　　　　　　　　　　長崎　梓

院外　２５名
院内　１１名

７月２４日 １９：３０～２１：００ 講義室 【第3回】横浜市南部地域　病診連携の会
　
　
　「当院消化器内科における救急患者について」

　「当院における消化管悪性狭窄に対するステント治療について」

　「術前化学療法により治癒切除が可能であった局所進行直腸癌の一例
　　　　　　　　　～当院の進行直腸癌における治療戦略～」

司会：永井医院　　　　　　　　　永井　一毅
済生会横浜市南部病院
　消化器内科　　　　　　　　　　川名　一朗

　消化器内科　　　　　　　　　　京　里佳

　外科　　　　　　　　　　　　　　渡辺　卓央

院外　　８名
院内　２２名

７月３０日 １８：３０～２０：００ 研修棟 第２５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．職種別意見交換会
　３．その他

院外 ２６名
院内 ３１名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

８月８日 １９：００～２０：３０ 講義室 2014年度　第2回緩和ケア研究会
テーマ：新規オピオイドの導入
　　　　　せん妄について
【プレゼンテーション①】
「アブストラル舌下錠の使用経験」
～新採用薬の安全な使用と、疼痛コントロールの実際

【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

【プレゼンテーション②】
「せん妄の病態と対策」

済生会横浜市南部病院
　　がん性疼痛看護認定看護師　矢澤　美子

樹診療所　　　　　　　　　　　　　　山田　朋樹

院外　３４名
院内　１８名

８月２０日 １９：００～２０：３０ 講義室 がん診療公開カンファレンス
　
　　　「複数科、他職種の介入を要したＳ状結腸癌の一例」

　　　「化学療法から在宅緩和療法まで～肺小細胞癌の一例～」

済生会横浜市南部病院
　　　　　外科　　                    菊池　章友
済生会横浜市南部病院
　　　　　呼吸器内科　　          井上　美代

院外　１５名
院内　４７名

９月５日 １９：００～２１：００ 講義室 第５回がん診療連携研修会
　「腎細胞がんの治療戦略」

済生会横浜市南部病院
　　泌尿器科                   　　鈴木　康太郎 院外　　７名

院内　２２名

１０月１５日 １８：３０～２０：００ 横浜市立
脳血管医
療センター

第２６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．その他

院外　３１名
院内  １９名

１０月１５日 １９：００～２１：００ 講義室 第２５回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「認知症を理解する」
　　～認知症患者への関わり方から服用指導まで～

　【講義】
　『認知症と薬物治療について』
　【グループディスカッション】
　『認知症患者への関わり方、指導等』

エーザイ株式会社

院外　２８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１６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
　　　　　　　　　　　　　　　    　高松　広周

院外　１５名
院内　　５名

１０月１７日 １９：００～２０：００ 講義室 在宅緩和ケア連携パス説明会 済生会横浜市南部病院
　　緩和医療科                   　　土井　千春 院外　１０名

院内　１６名

１０月２１日 １９：１５～２１：００ 講義室 第１２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）
　①ワーファリン中止数年後に発症した急性肺塞栓症の１例
　②心肺停止をきたした重症急性肺塞栓症の１例
　③巨大冠動脈瘤－肺動脈瘻の１手術例

　講　演：「肺血栓塞栓症の予防と治療について」

済生会横浜市南部病院
①循環器内科　　　　　　　　　泊　　咲江
②循環器内科　　　　　　　　　早川　渓吾
③心臓血管・呼吸器外科　　　沖山　信

循環器内科　部長　　　　　　　猿渡　力

院外 １５名
院内 １３名

１０月３０日 １８：００～１９：３０ 研修棟 在宅医療における訪問医との協働　（１日目）
～訪問医と多職種の連携を事例から考える～

　テーマ：病院から在宅へつなぐ
　　・病院の機能を知り調整にいかすには

　　・訪問看護ステーションの立場から

済生会横浜市南部病院
　福祉医療相談室　　　　　　　隅田　直子
　訪問看護ステーションふれあい２１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　河合　敦子

院外 ５３名
院内 　１名

１１月１４日 １８：００～１９：３０ 研修棟 在宅医療における訪問医との協働　（２日目）
～訪問医と多職種の連携を事例から考える～

　テーマ：事例を通して調整を考える
　　・訪問医と多職種の連携を事例から考える 港南台在宅クリニック　　　　　坂本　哲

院外 ６１名
院内 　４名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１１月１５日 １０：００～１２：００ 講義室 救急隊員勉強会（第25回）
平成２６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：「アナフィラキシーの症例」
　
　　　症例２：「呼吸困難の症例」

　　　症例３：「頭部外傷の症例」

　　　症例４：「低血糖発作の症例」

上郷救急隊
南部病院　小児科　　　　　　　　　橋口　可奈
野庭救急隊
南部病院　耳鼻咽喉科　　　　　　小形　章
富岡救急隊
南部病院　脳神経外科　　　　　　長尾　考晃
磯子救急隊
南部病院　糖尿病･内分泌内科　室橋　祐子

院外　５３名
院内　１３名

１１月２１日 １９：００～２０：３０ 講義室 2014年度　第3回緩和ケア研究会
テーマ：がん患者の皮膚症状

【プレゼンテーション】
「がん患者の皮膚症状」

【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

【プレゼンテーション②】
「せん妄の病態と対策」

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　２０名
院内　１３名

１２月５日 １９：００～２１：００ 講義室 第６回がん診療連携研修会
　「婦人科がん・乳がんの早期発見」

済生会横浜市南部病院
　　産婦人科部長　　仲沢　経夫
　　外科医長　　　　　嶋田　和博

院外　　８名
院内　２０名

１２月１０日 １９：００～２１：００ 講義室 第２０回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　演題発表　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

　　１．「やったー！ツチノコと思ったら…－まむし咬傷の１例－」
　
　　２．「イレウスを合併した急性膵炎の11歳女児」
　
　　３．「一過性の高ＣＫ血症を伴った抗核抗体陽性のＩＴＰの14歳女児」

　　４．「生後１ヶ月の百日咳症例」
　
　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　　　　　　　　　　　　　　 甲斐　純夫
小児科　　　　　　　 　座長　　　田中　文子
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　　門倉　怜那

小児科　　　　　　　　　　　　　　　北尾　牧子

小児科　　　　　　　　　　　　　　　和田　容輔

小児科　　　　　　　　　　　　　　　服部　成良

院外　１８ 名
院内　１３ 名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１２月１８日 １８：００～１９：３０ 研修棟 在宅医療における訪問医との協働　（３日目）
～訪問医と多職種の連携を事例から考える～

　テーマ：訪問医とケアマネが効果的に協働した事例 済生会南部訪問看護ステーション
　主任介護支援専門員　和田部　敬博

院外 ５９名
院内 　５名

１月１６日 １９：００～２０：３０ 講義室 2014年度　第4回緩和ケア研究会
テーマ：服薬管理における薬剤師の役割

【プレゼンテーション】
１．在宅で薬剤師にできること
２．在宅緩和ケア　薬薬連携～病院薬剤師の立場から～
３．在宅における服薬指導
４．在宅における服薬管理と多職種連携を考える

【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
　　・プレゼンテーションのなかで提起された事案について
　　・オピオイドの指導管理について

辻薬局　　　　　　　　　　　　　　辻　暁子
済生会横浜市南部病院 薬剤部 山口 文子
港南台大江薬局　　　　　　　　一澤　美起代
南部訪問看護ステーション　　安西　千代美 院外　２０名

院内　１５名

１月１９日 １８：００～１９：３０ 講義室 コンプライアンス研修
株式会社サクセスロード経営研究所
　　　　　　　　　専務取締役　岩佐　香澄

院外　　５名
院内　６４名

１月２３日 １９：３０～２１：００ 講義室 【第4回】横浜市南部地域　病診連携の会
　
　「C型肝炎の治療について」

　「胃癌手術と術後障害」

済生会横浜市南部病院
　消化器内科　　　　　　　　　　菱木　智

　外科　　　　　　　　　　　　　　土田　知史

院外　　５名
院内　１５名

２月５日 １７：４５～１９：１５ 講義室 平成２６年度　感染防止対策研修会
特別講演
「感染対策の基本」 川崎市立多摩病院総合診療内科部長

聖マリアンナ医科大学内科学
　　　　　総合診療内科医局長 准教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　國島　広之

院外　　７名
院内１９２名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

２月１８日 １９：００～２１：００ 講義室 第２６回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「小児医療・薬用量について理解を深めよう！」
　　～これは使える！「小児薬用量ガイド」～

　【講義】
　『小児診療について～小児科医がどのように用量を考え、処方している
か～』
　『小児薬用量について考える～小児薬用量ガイドの紹介もあわせて～』

済生会横浜市南部病院
　小児科　　　　　　　　　　　　　田中　文子
　薬剤部　　　　　　　　　　　　　深沢　貴志

院外　５７名
院内　１９名

２月２５日 １９：００～２１：００ 講義室 第２１回　南部病院小児科地域連携集談会
　
　演題発表　～南部病院に紹介された患者さんを中心に～

　　１．「抗グルタミン酸受容体（GluR）抗体陽性の急性脳炎の１例」
　
　　２．「３歳検尿を契機に見つかったDent病の１例」
　
　　３．「甲状腺機能亢進症を呈したダウン症の２例」

　　４．「眼振を契機に診断に至った先天性白内障の１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　　　　　　　　　　　　　　 甲斐　純夫
小児科　　　　　　　 　座長　　　田中　文子
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　　長崎　梓

小児科　　　　　　　　　　　　　　　町田　碧

小児科　　　　　　　　　　　　　　　門倉　怜那

小児科　　　　　　　　　　　　　　　和田　容輔

院外　２０名
院内　１１名

３月２日 １９：００～２１：００ 講義室 第７回がん診療連携研修会
　「抗がん剤による眼症状・排便障害」

済生会横浜市南部病院
　　眼科主任部長代行　矢吹　和朗
　　外科部長　　　　　　　長谷川　誠司
　　呼吸器内科医長　　 都丸　公二
　　薬剤部主任　　　　　 安岡　晋吾

院外　２１名
院内　３９名

３月６日 １９：１５～２１：００ 講義室 地域医療連携学術講演会

　『糖尿病病診連携とマネジメント』

　
　
　『近森病院の経営戦略と実践
　　～「高知」は２０２５年高齢社会の医療の実験室～』

金沢大学医薬保健研究域
　医学教育研究ｾﾝﾀｰ・内分泌代謝内科
　　　　　　　　　　　　　　准教授　八木　邦公

社会医療法人　近森会
　　　　　　　　　近森病院　院長　近森　正幸

院外　１１名
院内　８９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

３月２７日 １８：３０～２０：００ 研修棟 第２７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　３０名
院内　２３名


