
平成28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

６月２日 １９：００～２０：３０ 講義室 第12回がん診療連携研修会
　「済生会横浜市南部病院での口腔ケアの取り組み」 済生会横浜市南部病院

　　　　歯科口腔外科　　　　　　　　青木　紀昭 院外　３０名
院内　２４名

６月１５日 １９：００～２１：００ 講義室 第３０回　南部病院・港南区薬剤師会薬薬連携研修会
　テーマ
　「薬局、病院における薬学生研修受け入れの実際」
　　～薬学生を受け入れるとギガお得！！～

　【講義】
　『保険薬局における薬学生研修受け入れの実際』
　
　
　『横浜市薬剤師会が実施する集合研修』
　　～「横浜市の会だからこそ」の充実した研修をめざして～

  『南部病院における実務実習の取り組み』

ハックドラッグ
　　　　港南台調剤薬局　　　　　　　小澤　純子

ファーマシー丸山台　　　　　　　　　 三沢　喜彦

済生会横浜市南部病院
　　　　薬剤部　情報課課長　　　　　北岡　晃

院外　１７名
院内　２７名

６月２０日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２８年度　第１回　感染防止対策合同カンファレンス

１．自己紹介
２．薬剤耐性菌検出状況
３．特殊抗菌薬使用状況
４．２）、３）に基づいた感染防止対策について
５．抗菌薬に関するフィードバックの具体的な方法について

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　２４名
院内　　７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２９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２８年度定例総会
　
　特別講演
　　「加水分解小麦含有石鹸による
　　　　　　　　　　植物アレルギー:経皮感作による植物アレルギー」
　　（抗アレルギー薬の治療方針を含めて）

横須賀市立うわまち病院
　　　　　皮膚科部長　　松倉　節子

院外　２０名
院内　　５名

７月６日 １９：００～２１：００ 講義室 こうなんＤＭネットワーク学習会
　１．主催者挨拶および関係職員紹介

　２．講演「南部病院における糖尿病教育入院と今後の取り組み」

　３．連携パス症例ディスカッション

糖尿病内分泌内科　　　　　　　長田　　潤
　
糖尿病内分泌内科　　　　　　　長田　　潤
糖尿病内分泌内科　　　　　　　佐々木　浩人
看護師　　　　　　　　　　　　　　　安倍川　真紀子
栄養士　　　　　　　　　　　　　　　志田　　綾子
薬剤師　　　　　　　　　　　　　　　飯村　　諒
中森内科クリニック　　　　　　　中森　　義治
やまばと内科呼吸器クリニック　綿貫　　祐司
産婦人科斎藤医院　　　　　　　　斎藤　　清

院外　３９名
院内　２２名

７月２０日 １９：００～２１：００ 講義室 第２５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．「治療に難渋した左腋窩リンパ節腫瘍の５ケ月、女児」

　　２．「キズウオッシュ誤飲の１歳、男児」
　
　　３．「急性化膿性甲状腺炎の４歳、男児」
　
　　４．「腎機能低下から疑い、診断した急性巣状細菌性腎炎の３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　　　　　　　 　　　　　　　田中　文子
小児科　　　　　　　 　座長　　　鈴木　徹臣
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　北尾　牧子

小児科　　　　　　　　　　　　　　吉田　英里佳

小児科　　　　　　　　　　　　　　秋山　佳那子

小児科　　　　　　　　　　　      志水　利之
                                          土田　哲也
　

院外 １６名
院内 １２名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

７月２２日 １８：３０～２０：００ 研修棟 第31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．その他 院外　２３名

院内　２１名

８月２５日 １８：１０～１９：１０ 研修棟 第１回 平成２８年度 褥瘡ケア勉強会

　「これって褥瘡？　アセスメントと対処方法」 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　　５名
院内　１０名

９月３日 ９：００～１７：００ 講義室 第８回 南部病院 ＰＥＡＣＥ研修会
　①苦痛のスクリーニングとその結果に応じた症状緩和について
　⑥患者の視点を取り入れた全人的な緩和ケアについて
　②がん疼痛の機序、評価およびWHO方式の癌疼痛治療法を基本とした
　　疼痛緩和に係わる治療計画などを含む具体的なマネジメント方法
　　について
　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　　８名
院内　２１名

９月４日 ９：００～１７：５５ 講義室 第８回 南部病院 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
　⑩ア）身体的苦痛の緩和
　⑤不安、抑うつ及びせん妄等の精神症状に対する緩和ケア
　⑧がん緩和ケアにおけるコミュニケーションについてのワークショップ
　⑦がん緩和ケアにおけるコミュニケーション
　⑨がん患者の療養場所の選択、地域における医療連携、在宅における
　　緩和ケアについて
　⑩ウ）社会的苦痛の緩和
　　エ）家族ケア

主催責任者：今田　敏夫
企画責任者：土井　千春

院外　　８名
院内　２１名

９月１６日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２８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）　１）、２）に基づいた感染防止対策について

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　　５名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

９月２７日 １８：１０～１９：１０ 研修棟 第２回 平成２８年度 褥瘡ケア勉強会

　「褥瘡治療に関係する外用薬と使い方」

　
　「褥瘡対策におけるスキンケアとは？」

済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　薬剤部課長　　飯田　純一

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　　８名
院内　１９名

１０月７日 １９：００～２０：３０ 講義室 第４回合同公開カンファレンス

　「造血器腫瘍に対する自家末梢血幹細胞移植」

　「当院の乳がん治療体制」

済生会横浜市南部病院
　　　　血液内科　　　　　　　　　　藤田　浩之
　　　　外科　　　　　　　　　　　　　嶋田　和博

院外　　３名
院内　３０名

１０月１７日 １９：１５～２１：００ 講義室 第14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）
　
　①「継続的な心電図記録が早期診断に有用だった急性冠症候群の一例」
　②「Holter心電図でST変化を認めた３枝病変ぼ労作性狭心症み対して
　　　CABG施工し良好な経過をたっどた一例」
　

　講　演：「大動脈解離とステントグラフト」

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　　　　　　　　　福島　裕介

心臓血管外科・呼吸器外科部長　　　西村　潤一

院外　１１名
院内　１２名

１０月１９日 １９：００～２１：００ 講義室 第31回南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：ポリファーマシーについて考えよう！
　　　　～病院薬剤師の持参薬対応とかかりつけ薬剤師の対応について～
　【講義】『病院の持参薬対応について』
　　　　　 『かかりつけ薬剤師の対応について』

済生会横浜市南部病院
　　　　薬剤部　　　　　　深沢　貴志
ファーマシー丸山台　三澤　喜彦

院外　２８名
院内　２５名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１０月２０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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田　誠司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　水谷　憲生
　　　　　　　　　　　　　　　    　竹内　克仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　下沢　寛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田　秀輔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　梶川　慶太

院外　１４名
院内　　６名

１０月２６日 １８：３０～２０：００ ふれあい
東戸塚ホ
スピタル

第３２回　大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパス全体会議
　１．ふれあい東戸塚ホスピタル　院内見学
　２．その他

院外　２０名
院内 　７名

１０月２６日 １８：３０～２０：１５ 講義室 第13回がん診療連携研修会
　「ＡＹＡ世代がん患者に対する妊孕性温存の治療
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－がん・生殖医療の実践に向けて」 聖マリアンナ医科大学

　　　　産婦人科学教室　教授　鈴木　直 院外　　６名
院内　６１名

１０月２６日 １８：１０～１９：１０ 研修棟 第３回 平成２８年度 褥瘡ケア勉強会

　「褥瘡と間違えやすい皮膚疾患について」

　
　「やってみよう！ＤＥＳＩＧＮ－Ｒ評価」

済生会横浜市南部病院　　　皮膚科　泉　映里

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　　６名
院内　２５名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１１月５日 １０：００～１２：００ 講義室 平成28年度　救急搬送症例検討会（第27回）
　　症例報告
　　　症例１：「熱性痙攣の症例」
　
　　　症例２：「肺塞栓症の症例」

　　　症例３：「小脳梗塞の症例」

　　　症例４：「上大岡事故の症例」

磯子救急隊
南部病院　小児科　　　　　　小形　亜也子
港南台救急隊
南部病院　循環器内科　　　泊　咲江
金沢救急隊
南部病院　脳神経外科　　　寺園　明
南部病院　救急センター　　 豊田　洋

院外　５３名
院内 　５名

１１月18日 １９：００～２０：３０ 講義室 第１回 平成２８年度　緩和ケア勉強会

1．グループ内での自己紹介
2．事例のプレゼンテーション
３．グループワーク
４．グループ発表
５．全体会議
　

新戸塚病院　OT　　石井　将文

院外　２４名
院内　　７名

１１月２９日 １８：１０～１９：１０ 研修棟 第２回 平成２８年度 褥瘡ケア勉強会

　「褥瘡の予防と治療に必要な栄養管理」

　
　「褥瘡治療の実際－症例を振り返る－」

済生会横浜市南部病院
　　　　　管理栄養士　志田　郁子

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　１０名

１２月２日 １９：００～２１：００ 講義室 地域連携消化器カンファレンス

１．「一般診療所における急性腹症」

２．「見つけにくかった早期胃癌症例について」

３．「低血糖症状を呈した後腹膜原発ｓolitary　fibrouｓ　tumor」

　

済生会横浜市南部病院
　　　　消化器内科　川名　一朗
　　　　消化器内科　所　知加子

　　　　外　　科　　　瀬上　顕貴

院外　８名
院内１８名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

１２月１２日 １８：１０～１９：１０ 研修棟 第２回 平成２８年度 褥瘡ケア勉強会

　「圧力とずれのコントロールの必要性」

　
　「適切なポジショニングとシーティング」

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

　済生会横浜市南部病院
　　　　　　　　　　　　作業療法士　　上井　紘貴

院外　1９名
院内　１０名

１２月１４日 １９：００～２１：００ 講義室 第２６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．「病原性大腸菌（O-1)感染によるHUSの発症が疑われた男児例」

　　２．「ITP合併母体より出生した新生児ITPの２症例」
　
　　３．「当科で加療中の自己免疫性好中球減少症の臨床経過について」
　
　　４．「肺炎の加療中に多飲、多尿を生じた２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　　　　　　　 　　　　　　　田中　文子
小児科　　　　　　　 　座長　　　鈴木　徹臣
　
小児科　　　　　　　　　　　　　　秋山　佳那子

小児科　　　　　　　　　　　　　　中野　晃太郎

小児科　　　　　　　　　　　　　　小形　亜也子

小児科　　　　　　　　　　　      吉田　英里佳
 

院外 　２２名
院内 　１２名

１２月１９日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２８年度　第３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）　１）、２）に基づいた感染防止対策について

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
　関東病院
　済生会横浜市南部病院

院外　２３名
院内　　８名

２月８日 １０：００～１７：００ 南部病院
講義室

聖隷横浜
病院

管理棟会議室

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相互ラウンド）
　・ラウンド
　・書類確認
　・カンファレンス

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　　６名
院内　　９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

２月１５日 １９：００～２１：００ 講義室 第32回　南部病院・港南区薬薬連携研修会
　テーマ：在宅医療にも応用可能な簡易懸濁法の実践！！
　　　　　　　　～実際の簡易懸濁や便利ツールの体験を通して～
　講演：「在宅に必要な服薬支援」

昭和大学薬学部　教授　　　倉田　なおみ 院外　５０名
院内　１９名

２月２２日 １７：４５～１９：００ 講義室 ２０１６年度　第２回　院内感染防止対策大研修会
情報提供
「感染症治療薬について」

特別講演
「感染対策に関する最近の話題」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社

横浜市立大学附属病院
　　　感染制御部部長　准教授　　満田　年宏

院外　２６名
院内２０９名

２月２３日 １９：００～２０：３０ 研修棟 医療連携セミナー
　骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ)について考える 外科　　　　　　　　　　　　　　　　　 福島　忠男

歯科口腔外科　　　　　座長　　　　青木　紀昭
歯科口腔外科　　　　　　　　　　　　飯田　昌樹

院外　２６名
院内　　７名

２月２４日 １８：３０～２０：００ 講義室 第14回がん診療連携研修会
　「化学療法中の食事：食べてよいもの、悪いもの」
　演題1：腸の免疫
　演題2：免疫抑制時に食べてよいもの悪いもの
　演題3：消化によいもの悪いもの

済生会横浜市南部病院
　　　　　　消化器内科　　　　　稲垣　尚子
　　　　　　血液内科　　　　　　 岸本　久美子
　　　　　　管理栄養士　　　　　志波　郁子

院外　１７名
院内　６５名

３月８日 １９：００～２１：００ 講義室 第２７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．「化膿性膝関節炎の５か月女児例」

　　２．「マイコプラズマ脳症の９歳女児例」
　
　　３．「マイコプラズマ感染における高サイトカイン血症例の検討」
　
　　４．「入院加療を要したIgA血管炎症例の検討」
　
　
　　　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　　　　　　　　　　　　　　中山　彰

小児科　　　　　　　　　　　　　　中澤　枝里子

小児科　　　　　　　　　　　　　　土田　哲也

小児科　　　　　　　　　　　   　　 岩澤　堅太郎
 

院外 　２４名
院内 　１９名



実施月日 時　　間 場　 所 研　修　テ　ー　マ 講　　師 参加者数

３月９日 １９：００～２０：３０ 研修棟 第２回 平成２８年度　緩和ケア勉強会

1．グループ内での自己紹介
2．事例のプレゼンテーション
３．グループワーク
４．グループ発表
５．全体会議
　

参加病院
ホームケアクリニック
港南台病院
済生会若草病院
港南台病院
港南台大江薬局

院外　１０名
院内　　２名

３月１０日 １８：３０～２０：３０ ウィリング
横浜

501～503
号室

第１回 地域医療連携連絡会

１．平成２８年度 事業報告
２．退院支援実施状況
３．その他、質疑応答
４．意見交換会
　

済生会横浜市南部病院
　　　地域医療連携室長　　　　　林　晴彦
　　　退院支援室長　　　　　　　　嶋中　ますみ 院外　９９名

院内　２３名

３月１７日 １８：００～１９：００ 講義室 平成２８年度　第４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）　１）、２）に基づいた感染防止対策について

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
　関東病院
　済生会横浜市南部病院

院外　２３名
院内　　８名

３月２４日 １８：３０～２０：００ 研修棟 第33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３９名

院内２１名


