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書記 小金澤由佳（社会福祉士） 

 

１１．．任任務務・・役役割割  

（１）不要な身体抑制を減らし、認知症に配慮した治療環境へ

のアドバイスを行います。 

（２）入院患者の認知症スクリーニングを元に、病棟リンクナー

スと連携した病棟回診を実施します。 

（３）患者個人に合わせた、認知症に配慮したケアの指導を実 

施します。 

（４）認知症ケアに関する教育研修を実施します。 

 

２２．．開開催催実実績績  

（１）体制 ９名 

（２）年間開催数 １２回（毎週第２水曜日） 

 

３３．．22001199年年度度のの活活動動報報告告  

（１）認知症に関する学習会 

支部の班会にて認知症予防体操や、自己診断テストを行い 

ました。倫理委員会と共催し、ユマニチュードに関わる学習 

会を開催。組合員も参加し、認知症の方に対する対応方法 

について一緒に学習することができました。 

（２）ひなたぼっこクラブ（院内認知症デイ） 

週１回ひなたぼっこクラブを行いました。ひなたぼっこクラブ 

は、認知症状やせん妄のある方や、その可能性のある方に 

対し、治療環境でない場所で作業活動を行い、不要な身体 

抑制の解除に繋げることや安静臥床により認知症状が進ん 

でいる方に対し廃用症候群の予防を図ることを目的としてい 

ます。毎月２０～３０名くらいの参加があります。ひなたぼっ 

こクラブ参加後は笑顔が多く、活動性が高まる効果がみら 

れています。 

（３）職員向けの学習会 

全職員の認知症患者への対応力向上を目的に認知症サ 

ポーター養成講座を開催。６１名の職員が修了しました。 

（４）認知症ケア回診 

認知症日常生活自立度Ⅲ以上、身体抑制されている患者を 

抽出し、認知症リンクナースと一緒に週１日、病棟回診を行 

いました。認知症の周辺症状に対する対応や薬剤処方、身 

体抑制解除の手立てなどを提案し、安心して療養生活を送 

ることができるよう支援しています。 

 

４４．．22002200年年度度のの課課題題  

（１）地域（組合員）に向けた認知症に関する学習会を積極的 

に開催します。 

（２）職員の認知症周辺症状への対応力向上を目指します。 

（３）認知症患者に対して、病棟での活動性が高められるような 

プログラム作成に取り組みます。 

 

 

 

 

書記 荒木友花（精神保健福祉士） 

 

１１．．任任務務・・役役割割  

（１）一般病棟におけるせん妄や抑うつといった精神科医療の 

ニーズの高まりを踏まえ、入院する患者の精神状態を把握 

し、精神科専門医療が必要な者に対して早期に介入するこ 

とで、症状の緩和や早期退院を推進することを目的として、 

精神科医、専門性の高い看護師、薬剤師、作業療法士、精 

神保健福祉士等多職種からなるチームで活動を行います。 

（２）救急搬送された患者のカルテチェックや病棟スタッフから 

のアセスメントで精神科医への受診調整を行い、適切な援 

助、治療を実施します。 

（３）精神科領域に関する院内基準の文書作成・管理や教育活 

動を行い、院内の精神科領域の水準の維持向上に努めま 

す。 

 

２２．．開開催催実実績績  

（１）体制 ６名 

（２）年間開催数 １２回（毎月第２金曜日） 

 

３３．．22001199年年度度のの活活動動報報告告  

（１）毎週火曜日(１６:００～１７：００)と金曜日（１４:００～１５：００） 

に精神科リエゾン回診を実施しました。 

（２）アルコール依存症をテーマに院内職員向けの学習会を１ 

回、開催しました。 

 

４４．．22002200年年度度のの課課題題  

（１）精神保健福祉士１名が新たに配置となるため、相談窓口を

明確にし、各部門へ発信ができるよう取り組んでいきます。 

（２）安定的な院内活動と学習会の開催を目標の柱とし、活動 

を進めて行きます。院内職員向けの学習会は、病棟の看護 

職の参加者数を増やすため、日時やテーマを検討し、年２ 

回の開催を目指します。 

 

認認知知症症ケケアアチチーームム 精精神神科科リリエエゾゾンンチチーームム 
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■■２２００１１９９年年  

氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

田中 美江 

（看護師） 

埼玉協同病院における小児虐待対策チーム発

足後１年間の報告 

第２７回ＨＰＨ国際カンファレンス 

（５月２９日～３１日） 
ワルシャワ（ポーランド） 

辻 忠男 

（医師） 

Ｅｎｎｄｏｓｃｏｐｉｃ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ 

Ｄｉｓｅａｓｅｓ ｖｉａ Ｄｕｏｄｅｎａｌ Ｍｉｎｏｒ Ｐａｐｉｌｌａ－

１３５ ｃａｓｅｓ 

第５０回日米合同膵臓学会 

（１１月５日～９日） 

ハワイ州 

（アメリカ合衆国） 

    

増田 剛 

（医師） 

当院でのＣ型肝炎治療の変遷とＤＡＡ治療の副

作用について 

第５６回埼玉県医学会総会 

（２月２４日） 

埼玉県県民健康センタ

ー（さいたま市） 

早崎 亮太 

（薬剤師） 
Ｃ型肝炎治療薬の評価 

第１９回全日本民医連消化器研究

会（３月１６日～１７日） 

シャトレーゼガトーキン

グダムサッポロ（北海道） 

伊藤 理恵 

（医師） 

当院におけるデュピルマブ投与３例の使用経

験 
サノフィ㈱（４月１５日） フレンディア（川口市） 

荒熊 智宏 

（医師） 

おたふくかぜ予防接種助成による接種状況の

変化 

第１２２回日本小児科学会学術集

会（４月１９日～２１日） 

ＡＮＡクラウンプラザホ

テル金沢（石川県） 

川合 汐里 

（医師） 

ＳＧＬＴ２阻害薬の当院におけるリアルワールド

での評価 

埼玉南部エリア diabetes セミナー 

（４月２２日） 
ふれあい会館（川口市） 

山田 歩美 

（医師） 

当院の高齢者悪性リンパ腫に対する化学療法

の治療成績 

内科学会総会（４月２６日～２８日） ポートメッセなごや 

（愛知県） 

芳賀 厚子 

（医師） 

憲法１３条・２４条がいきる社会へ －性別を超

えて自分らしく生きるとは－ 

埼玉女性の市民連合シンポジウ

ム（４月２７日） 

埼玉会館 

（さいたま市） 

遠藤 聖英 

（医師） 

当院の高齢者悪性リンパ腫に対する化学療法

の治療実績 
第１１６回医学生・研修医の日本

内科学会ことはじめ２０１９名古屋 

（４月２７日） 

ポートメッセなごや 

（愛知県） 村田 俊介 

（医師） 

慢性的な嘔気・嗅覚異常を呈した頭蓋咽頭腫に

伴う続発性副腎不全の 1 例 

草野 賢次 

（医師） 

肺癌を合併した抗ＯＪ抗体陽性問題 第２３４回日本呼吸器学会関東地

方会（５月２５日） 

秋葉原コンベンションホ

ール（東京都） 

川合 汐里 

（医師） 

新規ＣＳＩＩシステムＭｉｎｉｍｅｄ６４０Ｇにおける低

グルコース前一時停止機能の有効性に関する

検討 

第６２回糖尿病学会年次学術集会

（５月２４日） 

仙台国際センター 

（宮城県） 

増田 剛 

（医師） 

始動した川口市胃がん内視鏡検診 ～初年度

の到達と次年度（二年目）への課題について～ 

第１３回川口市医学会総会 

（５月２５日） 

フレンディア 

（川口市） 

舟橋 愛 

（保健師） 

糖尿病リンクナース活躍によるインスリンチェッ

クシートの活用 

川口糖尿病カンファレンス 

（５月３０日） 

川口工業総合病院 

（川口市） 

栗原 唯生 

（医師） 

A ｃａｓｅ ｏｆ ｇａｌｌｂｌａｄｄｅｒ ｃａｒｃｉｎｏｍａ ｆｏｒｍｉ

ｎｇ ａ ｍａｓｓｉｖｅ ｃｙｓｔｉｃｍａｓｓ 

第３１回日本肝胆膵外科学会学術

集会（６月１３日～１５日） 

サンポートホール高松

（香川県） 

福島 崇 

（医師） 

変形性膝関節症に対する APS 療法の短期成

績 

第11 回日本関節鏡・膝・スポーツ

整形外科学会２０１９（６月１４日） 

札幌コンベンションセン

ター（北海道） 

芳賀 厚子 

（医師） 

女性と子どもの貧困から見えてくるもの～産婦

人科医療の現場から～ 
第６１回川口母親大会（６月１５日） 青木会館（川口市） 

澤辺 由美 

（薬剤師） 

緩和ケア病棟におけるミルタザピンの有用性の

検討 

第２４回日本緩和医療学会学術大

会（６月１９日～２２日） 

パシフィコ横浜 

（神奈川県） 

１１．．国国際際学学会会、、国国内内学学会会総総会会等等のの発発表表  
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

雪田 慎二・ 

芳賀 厚子 

（医師） 

ワークショップ  

周産期の精神保健（産婦人科） 

日本精神神経科診療所協会第２５

回学術研究会（６月２２日） 

ラフレさいたま 

（さいたま市） 

江畑 直子 

（看護師） 
チーム医療論 

西武文理大学看護学部 

（７月５日） 

西武文理大学キャンパ

ス（狭山市） 

草野 賢次 

（医師） 

塩素系洗剤吸入による急性肝障害の１例 第２３５回日本呼吸器学会関東地

方会（７月１３日） 

秋葉原コンベンションホ

ール（東京都） 

重吉 到 

（医師） 

当院におけるｉｎｔｅｒｎａｌ ａｐｐｅｎｄｅｃｔｏｍｙ症例

の検討 

第７４回消化器外科学会 

（７月１７日～１９日） 

グランドプリンスホテル

新高輪（東京都） 

雪田 慎二 

（医師） 
福島第一原発事故支援活動 埼玉県連報告 

全日本民医連 第４３期第１６回被

ばく問題交流集会（７月２１日） 

コンベンションルームＡ

Ｐ秋葉原（東京都） 

入江 直子 

（医師） 

用手的に整復を試みた後のＣＴで診断に至っ

たヘルニア偽の１例 

第２２回埼玉県外科医会外科臨床

問題検討会（７月２７日） 

エーザイ㈱大宮コミュニ

ケーションオフィス 

（さいたま市） 

平澤 薫 

（医師） 

医療機関、学校、市役所、児童相談所が連携し

て介入できた医療ネグレクトの中学生事例 

第１１回日本子ども虐待医学会学

術集会（７月２７日～２８日） 

サン・リフレ函館 

（北海道） 

仁平 高太郎 

（医師） 
術中、術後骨折の対処と予防法 

Zimmer Hip symposium 

（８月３日） 
札幌市内（北海道） 

松村 憲浩・ 

瀧井 未来・ 

橋本 弥生 

（医師） 

ワークショップ 「お金が払えないといわれた

ら、あなたはどうする？」 

第３１回学生・研修医のための家

庭医療学夏期セミナー 

（８月３日～８月５日） 

ニューウェルシティ湯河

原（神奈川県） 

江畑 直子 

（看護師） 
褥瘡治療の基本 社会福祉法人美鈴会（８月８日） 

パストーン浅間台 

（上尾市） 

牧野 太一 

（薬剤師） 

入院中の減薬が適切であったか ～退院後の

実態調査～ 
日本病院薬剤師会関東ブロック 

第４９回学術大会 

（８月２４日～２５日） 

甲府記念日ホテル 

（山梨県） 早崎 亮太 

（薬剤師） 

フォーミュラリー運用後の実態調査 ～ＰＰＩフォ

ーミュラリーを作成して～ 

金子 吾朗 

(医師) 

周術期管理チームセミナー 麻酔器と医療用ガ

ス配管 

日本麻酔科学会地方会関東甲信

越・東京支部第５９回合同学術集

会（９月７日） 

京王プラザホテル新宿

（東京都） 

仁平 高太郎 

（医師） 
腸腰筋インピンジメントのエコー所見 

Kyocera Hip master(９月７日) 
大阪府内 

雪田 慎二 

（医師） ２０代の若い研修医に緩和ケアをどう教えるか 

第２回南部医療圏緩和ケアフォー

ラム Opening Remarks 

（９月２５日） 

フレンディア（川口市） 

栗原 唯生 

（医師） 
副交通胆管枝を伴った胆石症の１例 

第５５回日本胆道学会学術集会 

（１０月３日～４日） 

名古屋国際会議場 

（愛知県） 

川合 汐里 

（医師） 

低グルコース前一時停止機能を備えた新規ＣＳ

ＩＩシステムに切り替えた一例 

川口ＣＧＭカンファレンス 

（１０月１７日） 
フレンディア（川口市） 

小宮あゆみ 

（保健師） 

乳幼児の親を対象とした禁煙指導 第１０回東日本小児医療研究会 

（１０月２０日） 

平和と労働センター・全

労連会館（東京都） 

内川 聡美 

（看護師） 

当院における irＡＥに対する取り組み 第２回がん免疫療法勉強会 

（１０月２１日） 

戸田中央総合病院 

（戸田市） 

芳賀 厚子 

（医師） 

看護学生の方へ 女性と子どもの貧困からみえ

てくる私たちの課題 
東葛看護専門学校（１０月２３日） 埼玉協同病院（川口市） 
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■■２２００１１９９年年  

氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

田中 美江 

（看護師） 

埼玉協同病院における小児虐待対策チーム発

足後１年間の報告 

第２７回ＨＰＨ国際カンファレンス 

（５月２９日～３１日） 
ワルシャワ（ポーランド） 

辻 忠男 

（医師） 

Ｅｎｎｄｏｓｃｏｐｉｃ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｐａｎｃｒｅａｔｉｃ 

Ｄｉｓｅａｓｅｓ ｖｉａ Ｄｕｏｄｅｎａｌ Ｍｉｎｏｒ Ｐａｐｉｌｌａ－

１３５ ｃａｓｅｓ 

第５０回日米合同膵臓学会 

（１１月５日～９日） 

ハワイ州 

（アメリカ合衆国） 

    

増田 剛 

（医師） 

当院でのＣ型肝炎治療の変遷とＤＡＡ治療の副

作用について 

第５６回埼玉県医学会総会 

（２月２４日） 

埼玉県県民健康センタ

ー（さいたま市） 

早崎 亮太 

（薬剤師） 
Ｃ型肝炎治療薬の評価 

第１９回全日本民医連消化器研究

会（３月１６日～１７日） 

シャトレーゼガトーキン

グダムサッポロ（北海道） 

伊藤 理恵 

（医師） 

当院におけるデュピルマブ投与３例の使用経

験 
サノフィ㈱（４月１５日） フレンディア（川口市） 

荒熊 智宏 

（医師） 

おたふくかぜ予防接種助成による接種状況の

変化 

第１２２回日本小児科学会学術集

会（４月１９日～２１日） 

ＡＮＡクラウンプラザホ

テル金沢（石川県） 

川合 汐里 

（医師） 

ＳＧＬＴ２阻害薬の当院におけるリアルワールド

での評価 

埼玉南部エリア diabetes セミナー 

（４月２２日） 
ふれあい会館（川口市） 

山田 歩美 

（医師） 

当院の高齢者悪性リンパ腫に対する化学療法

の治療成績 

内科学会総会（４月２６日～２８日） ポートメッセなごや 

（愛知県） 

芳賀 厚子 

（医師） 

憲法１３条・２４条がいきる社会へ －性別を超

えて自分らしく生きるとは－ 

埼玉女性の市民連合シンポジウ

ム（４月２７日） 

埼玉会館 

（さいたま市） 

遠藤 聖英 

（医師） 

当院の高齢者悪性リンパ腫に対する化学療法

の治療実績 
第１１６回医学生・研修医の日本

内科学会ことはじめ２０１９名古屋 

（４月２７日） 

ポートメッセなごや 

（愛知県） 村田 俊介 

（医師） 

慢性的な嘔気・嗅覚異常を呈した頭蓋咽頭腫に

伴う続発性副腎不全の 1 例 

草野 賢次 

（医師） 

肺癌を合併した抗ＯＪ抗体陽性問題 第２３４回日本呼吸器学会関東地

方会（５月２５日） 

秋葉原コンベンションホ

ール（東京都） 

川合 汐里 

（医師） 

新規ＣＳＩＩシステムＭｉｎｉｍｅｄ６４０Ｇにおける低

グルコース前一時停止機能の有効性に関する

検討 

第６２回糖尿病学会年次学術集会

（５月２４日） 

仙台国際センター 

（宮城県） 

増田 剛 

（医師） 

始動した川口市胃がん内視鏡検診 ～初年度

の到達と次年度（二年目）への課題について～ 

第１３回川口市医学会総会 

（５月２５日） 

フレンディア 

（川口市） 

舟橋 愛 

（保健師） 

糖尿病リンクナース活躍によるインスリンチェッ

クシートの活用 

川口糖尿病カンファレンス 

（５月３０日） 

川口工業総合病院 

（川口市） 

栗原 唯生 

（医師） 

A ｃａｓｅ ｏｆ ｇａｌｌｂｌａｄｄｅｒ ｃａｒｃｉｎｏｍａ ｆｏｒｍｉ

ｎｇ ａ ｍａｓｓｉｖｅ ｃｙｓｔｉｃｍａｓｓ 

第３１回日本肝胆膵外科学会学術

集会（６月１３日～１５日） 

サンポートホール高松

（香川県） 

福島 崇 

（医師） 

変形性膝関節症に対する APS 療法の短期成

績 

第11 回日本関節鏡・膝・スポーツ

整形外科学会２０１９（６月１４日） 

札幌コンベンションセン

ター（北海道） 

芳賀 厚子 

（医師） 

女性と子どもの貧困から見えてくるもの～産婦

人科医療の現場から～ 
第６１回川口母親大会（６月１５日） 青木会館（川口市） 

澤辺 由美 

（薬剤師） 

緩和ケア病棟におけるミルタザピンの有用性の

検討 

第２４回日本緩和医療学会学術大

会（６月１９日～２２日） 

パシフィコ横浜 

（神奈川県） 

１１．．国国際際学学会会、、国国内内学学会会総総会会等等のの発発表表  
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

雪田 慎二・ 

芳賀 厚子 

（医師） 

ワークショップ  

周産期の精神保健（産婦人科） 

日本精神神経科診療所協会第２５

回学術研究会（６月２２日） 

ラフレさいたま 

（さいたま市） 

江畑 直子 

（看護師） 
チーム医療論 

西武文理大学看護学部 

（７月５日） 

西武文理大学キャンパ

ス（狭山市） 

草野 賢次 

（医師） 

塩素系洗剤吸入による急性肝障害の１例 第２３５回日本呼吸器学会関東地

方会（７月１３日） 

秋葉原コンベンションホ

ール（東京都） 

重吉 到 

（医師） 

当院におけるｉｎｔｅｒｎａｌ ａｐｐｅｎｄｅｃｔｏｍｙ症例

の検討 

第７４回消化器外科学会 

（７月１７日～１９日） 

グランドプリンスホテル

新高輪（東京都） 

雪田 慎二 

（医師） 
福島第一原発事故支援活動 埼玉県連報告 

全日本民医連 第４３期第１６回被

ばく問題交流集会（７月２１日） 

コンベンションルームＡ

Ｐ秋葉原（東京都） 

入江 直子 

（医師） 

用手的に整復を試みた後のＣＴで診断に至っ

たヘルニア偽の１例 

第２２回埼玉県外科医会外科臨床

問題検討会（７月２７日） 

エーザイ㈱大宮コミュニ

ケーションオフィス 

（さいたま市） 

平澤 薫 

（医師） 

医療機関、学校、市役所、児童相談所が連携し

て介入できた医療ネグレクトの中学生事例 

第１１回日本子ども虐待医学会学

術集会（７月２７日～２８日） 

サン・リフレ函館 

（北海道） 

仁平 高太郎 

（医師） 
術中、術後骨折の対処と予防法 

Zimmer Hip symposium 

（８月３日） 
札幌市内（北海道） 

松村 憲浩・ 

瀧井 未来・ 

橋本 弥生 

（医師） 

ワークショップ 「お金が払えないといわれた

ら、あなたはどうする？」 

第３１回学生・研修医のための家

庭医療学夏期セミナー 

（８月３日～８月５日） 

ニューウェルシティ湯河

原（神奈川県） 

江畑 直子 

（看護師） 
褥瘡治療の基本 社会福祉法人美鈴会（８月８日） 

パストーン浅間台 

（上尾市） 

牧野 太一 

（薬剤師） 

入院中の減薬が適切であったか ～退院後の

実態調査～ 
日本病院薬剤師会関東ブロック 

第４９回学術大会 

（８月２４日～２５日） 

甲府記念日ホテル 

（山梨県） 早崎 亮太 

（薬剤師） 

フォーミュラリー運用後の実態調査 ～ＰＰＩフォ

ーミュラリーを作成して～ 

金子 吾朗 

(医師) 

周術期管理チームセミナー 麻酔器と医療用ガ

ス配管 

日本麻酔科学会地方会関東甲信

越・東京支部第５９回合同学術集

会（９月７日） 

京王プラザホテル新宿

（東京都） 

仁平 高太郎 

（医師） 
腸腰筋インピンジメントのエコー所見 

Kyocera Hip master(９月７日) 
大阪府内 

雪田 慎二 

（医師） ２０代の若い研修医に緩和ケアをどう教えるか 

第２回南部医療圏緩和ケアフォー

ラム Opening Remarks 

（９月２５日） 

フレンディア（川口市） 

栗原 唯生 

（医師） 
副交通胆管枝を伴った胆石症の１例 

第５５回日本胆道学会学術集会 

（１０月３日～４日） 

名古屋国際会議場 

（愛知県） 

川合 汐里 

（医師） 

低グルコース前一時停止機能を備えた新規ＣＳ

ＩＩシステムに切り替えた一例 

川口ＣＧＭカンファレンス 

（１０月１７日） 
フレンディア（川口市） 

小宮あゆみ 

（保健師） 

乳幼児の親を対象とした禁煙指導 第１０回東日本小児医療研究会 

（１０月２０日） 

平和と労働センター・全

労連会館（東京都） 

内川 聡美 

（看護師） 

当院における irＡＥに対する取り組み 第２回がん免疫療法勉強会 

（１０月２１日） 

戸田中央総合病院 

（戸田市） 

芳賀 厚子 

（医師） 

看護学生の方へ 女性と子どもの貧困からみえ

てくる私たちの課題 
東葛看護専門学校（１０月２３日） 埼玉協同病院（川口市） 
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氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

福島 崇 

（医師） 

カップ前方露出がなくとも腸腰筋インピンジメン

トによる鼠径部痛を呈したが、腸腰筋切離により

痛みが消失した 1 例 
第４６回日本股関節学会 

（１０月２５～２６日） 

シーガイアコンベンショ

ンセンター（宮崎県） 
仁平 高太郎 

医師 

ＲＡＯ後ＴＨＡでは腸腰筋インピンジメントが高

率に発生する 

樋口 麻里 

（理学療法士） 

当院内科病棟における心不全症例の早期介入

効果の検討 第２９回全日本民医連神経リハビ

リテーション研究会（１０月２５日～

２６日） 

飯田文化会館（長野県） 中島ちひろ 

（作業療法士） 

脳卒中患者の体幹機能とＡＤＬの相関分析と、

体幹機能以外の何がＡＤＬに関係しているかの

探索 

田中 栞 

（医師） 

お元気ですか訪問&何でも相談会 

（富山桃子・大和田舞・山本茂輝）  

第４回Ｊ-ＨＰＨカンファレンス 

（１１月９日～１０日） 

ＴＯＣ有明（東京都） 

重吉 到 

（医師） 
当院における胃全摘後空腸パウチ再建の検討 

第８１回臨床外科学会 

（１１月１４日～１６日） 

高知市文化プラザかる

ぽーと（高知県） 

栗原 唯生 

（医師） 

肝細胞癌術後早期の大動脈周囲リンパ節転移

に対して外科的治療が有効であった１例 

佐野 貴之 

（医師） 

完全型虫垂重積症を来した虫垂癌を先進部と

する成人腸重積症の１例 

山本 茂輝 

（医師） 
魚骨による腸管穿孔を保存的に治療した１例 

入江 直子 

（医師） 

イレウス管で減圧後に腹腔鏡下に修復し得た大

綱裂孔ヘルニアによる腸閉塞の１例 

木村 秀実 

（看護師） 
自己血採血の安全管理 

第２６回日本輸血・細胞治療学会

秋季シンポジウム（１１月１５日） 

東京シェーンバッハ・サ

ボー（東京都） 

仁平 高太郎 

（医師） 

脂肪由来幹細胞ＡＳＣによるcell therapy ６か月

経過の成績 
第４７回関節病学会（１１月２１日） 

ヒルトン福岡シーホーク

（福岡県） 

伊藤 理恵 

（医師） 

アトピー性皮膚炎におけるデュピクセントの治

療経験 
サノフィ㈱（１１月２２日） 

川口総合文化センター

リリア（川口市） 

草野 賢次 

（医師） 

胃がんによるＰＴＴＭの剖検例 第２３７回日本呼吸器学会関東地

方会（１１月２３日） 

秋葉原コンベンションホ

ール（東京都） 

芳賀 厚子 

（医師） 

パネルディスカッション 「働き続けるために必

要なこと～ひとりひとりが大切にされる職場・家

庭・地域・ｅｔｃ産婦人科医・弁護士・労働組合と

一緒に考えよう～」 

２０１９はたらく女性の埼玉集会 

（１１月２３日） 

さいたま共済会館 

（さいたま市） 

藤本 政幸 

（臨床工学技師） 

カフェイン中毒患者への血液透析が奏功した１

例を経験して 

第４８回埼玉透析医学会学術集会 

(１２月１日) 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

■■２２００２２００年年  

氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

川合 汐里 

（医師） 

精神疾患を伴う糖尿病患者の検討並びに統合

失調者患者の自殺企図の一例について 

関東甲信越糖尿病地方会 

（１月１８日） 

パシフィコ横浜 

（神奈川県） 

田中 栞 

（医師） 
総胆管結石の 1 例 

第３８回川口消化器病懇話会 

（２月１３日） 

済生会川口総合病院

（川口市） 

小平 悦子 

（看護師） 

再発乳がん患者に対するＡＣＰ看護面談から得

られた患者の思いに関する分析 ～ＡＣＰの実

践から見えてきた課題～ 

第３４回日本がん看護学会 

（２月２２日～２３日） 

東京国際フォーラム 

（東京都） 
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■■２２００２２００年年２２月月１１５５日日  会会場場：：ふふれれああいい会会館館（（川川口口市市））  

氏氏  名名  部部門門・・チチーームム等等  演演  題題  名名  

村田 里美 地域連携看護科 患者情報を共有できる記録を目指して 看護部の取り組みと課題 

大津 由季 医療情報管理室 各部門の記録改善への取り組み 

島田 裕子 医療社会事業課 記録指導者会議を通して相談支援記録の改善を行った報告 

臼井 あやめ リハビリテーション技術科 読みやすい診療記録を目指す取り組みについて報告 

小笠原さつき Ｃ５病棟 糖尿病看護に携わる看護師の能力育成を目指した取り組み 

野村 健二 外来医事課 事務総合職卒１～３を対象にした合同研修の実践 

多喜 敦夫 病棟診療委員会 患者満足度調査報告（病棟） 

良岡 淳一郎 外来診療委員会 患者満足度調査報告（外来） 

高橋 亜希 Ｃ３病棟（産婦人科） 患者の意見を反映しての看護ケアの見直し 

吉田 順子 管理科 食事満足度調査の結果から 

長峯 光春 ＱＭセンター 医療の質改善の指標２０１９年１-１２月値の特徴と課題 

木村 典子 ＱＭセンター 医療の達成度に関する職員の満足度調査の結果 

星 擁子 Ｄ３病棟 乳がん患者様への術後の退院指導の取り組みについて 

吉田 理紗 外来看護科Ⅱ 糖尿病外来減量プログラム運用評価に関する報告 

木村 早苗 健康管理課 業務カイゼンのまとめ 

藤本 未来 リハビリテーション技術科 舌圧と食事形態の関連性について 

清水 萌絵 外来医事課 保険請求委員会で実施した保険請求の学習と業務改善 

清水 里彩 薬剤科 Ｄ５における退院後の服薬アドヒアランス向上のための介入 

桐生 宣侑 ＭＥ科 ネーザルハイフローを導入して 

篠原 麻衣子 Ｄ４病棟 眼科の新規パス作成 

舟橋 愛 糖尿病医療チーム 糖尿病啓発活動の取り組み 

柏崎 祐 リハビリテーション技術科 Ｄ５病棟におけるリハビリテーション栄養の取り組み 

髙木 真奈美 医師アシスト課 医師事務作業補助業務の役割と効果、業務拡大に向けての挑戦と課題 

上原 千絵 呼吸器医療チーム 呼吸器チームの取り組み 

市川 大輔 教育研修センター 民医連の綱領と歴史を学ぶ取り組みについて 

岡田 美智子 外来看護科Ⅰ 民医連綱領学習の取り組みからひとりひとりの理念教育を構築する。 

松林 由紀子 地域連携課 民医連綱領の学習 地域連携課の取り組み 

斎藤 貴男 リハビリテーション技術科 民医連の綱領学習 リハ科の取り組み 

小峰 将子 Ｃ３病棟 民医連綱領と歴史を学ぶ リシャッフルを活用した学習への取り組み 

藤本 政幸 ＭＥ科 学習ブックレット 民医連の綱領と歴史について読み合わせ行って 

野田 邦子 ＱＭセンター 医療福祉生協職員の意識調査から教育課題を探る 

大崎 栄美 リハビリテーション技術科 リハ科における手指衛生の取り組みについて 

勝原 美樹 Ｃ３病棟 ２０１９年度手指衛生の取り組み ～個人持ちポシェットの導入～ 

吉田 智恵子 部署ＩＣＳ会議 部署ＩＣＳ会議の活動評価と今後の課題 

倉谷 政輝 リスクマネージャー会議 病棟における内服管理方法について 

竹本 耕造 医療安全委員会 医療安全相談対応手順改訂のまとめ 

小谷 健司 リスクマネージャー会議 施設設備に関連する事故が発生する危険性の調査 

緒方 尚子 リスクマネージャー会議 転倒転落事故の対策実施による効果 

福田 友美 医療安全委員会 委員会 転倒・転落の活動報告 

荒木 友花 精神科リエゾンチーム 精神科リエゾンチームの活動報告 

※クオリティーマネジメントセンター（ＱＭＣ） 

２２．．埼埼玉玉協協同同病病院院  第第 22回回医医療療活活動動交交流流集集会会  
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埼玉協同病院 年報 2019 年 VOL.32（通巻第34 号） 

 

氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

福島 崇 

（医師） 

カップ前方露出がなくとも腸腰筋インピンジメン

トによる鼠径部痛を呈したが、腸腰筋切離により

痛みが消失した 1 例 
第４６回日本股関節学会 

（１０月２５～２６日） 

シーガイアコンベンショ

ンセンター（宮崎県） 
仁平 高太郎 

医師 

ＲＡＯ後ＴＨＡでは腸腰筋インピンジメントが高

率に発生する 

樋口 麻里 

（理学療法士） 

当院内科病棟における心不全症例の早期介入

効果の検討 第２９回全日本民医連神経リハビ

リテーション研究会（１０月２５日～

２６日） 

飯田文化会館（長野県） 中島ちひろ 

（作業療法士） 

脳卒中患者の体幹機能とＡＤＬの相関分析と、

体幹機能以外の何がＡＤＬに関係しているかの

探索 

田中 栞 

（医師） 

お元気ですか訪問&何でも相談会 

（富山桃子・大和田舞・山本茂輝）  

第４回Ｊ-ＨＰＨカンファレンス 

（１１月９日～１０日） 

ＴＯＣ有明（東京都） 

重吉 到 

（医師） 
当院における胃全摘後空腸パウチ再建の検討 

第８１回臨床外科学会 

（１１月１４日～１６日） 

高知市文化プラザかる

ぽーと（高知県） 

栗原 唯生 

（医師） 

肝細胞癌術後早期の大動脈周囲リンパ節転移

に対して外科的治療が有効であった１例 

佐野 貴之 

（医師） 

完全型虫垂重積症を来した虫垂癌を先進部と

する成人腸重積症の１例 

山本 茂輝 

（医師） 
魚骨による腸管穿孔を保存的に治療した１例 

入江 直子 

（医師） 

イレウス管で減圧後に腹腔鏡下に修復し得た大

綱裂孔ヘルニアによる腸閉塞の１例 

木村 秀実 

（看護師） 
自己血採血の安全管理 

第２６回日本輸血・細胞治療学会

秋季シンポジウム（１１月１５日） 

東京シェーンバッハ・サ

ボー（東京都） 

仁平 高太郎 

（医師） 

脂肪由来幹細胞ＡＳＣによるcell therapy ６か月

経過の成績 
第４７回関節病学会（１１月２１日） 

ヒルトン福岡シーホーク

（福岡県） 

伊藤 理恵 

（医師） 

アトピー性皮膚炎におけるデュピクセントの治

療経験 
サノフィ㈱（１１月２２日） 

川口総合文化センター

リリア（川口市） 

草野 賢次 

（医師） 

胃がんによるＰＴＴＭの剖検例 第２３７回日本呼吸器学会関東地

方会（１１月２３日） 

秋葉原コンベンションホ

ール（東京都） 

芳賀 厚子 

（医師） 

パネルディスカッション 「働き続けるために必

要なこと～ひとりひとりが大切にされる職場・家

庭・地域・ｅｔｃ産婦人科医・弁護士・労働組合と

一緒に考えよう～」 

２０１９はたらく女性の埼玉集会 

（１１月２３日） 

さいたま共済会館 

（さいたま市） 

藤本 政幸 

（臨床工学技師） 

カフェイン中毒患者への血液透析が奏功した１

例を経験して 

第４８回埼玉透析医学会学術集会 

(１２月１日) 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

■■２２００２２００年年  

氏氏  名名  

（（職職種種））  
演演題題名名  主主催催者者（（開開催催日日））  会会  場場  

川合 汐里 

（医師） 

精神疾患を伴う糖尿病患者の検討並びに統合

失調者患者の自殺企図の一例について 

関東甲信越糖尿病地方会 

（１月１８日） 

パシフィコ横浜 

（神奈川県） 

田中 栞 

（医師） 
総胆管結石の 1 例 

第３８回川口消化器病懇話会 

（２月１３日） 

済生会川口総合病院

（川口市） 

小平 悦子 

（看護師） 

再発乳がん患者に対するＡＣＰ看護面談から得

られた患者の思いに関する分析 ～ＡＣＰの実

践から見えてきた課題～ 

第３４回日本がん看護学会 

（２月２２日～２３日） 

東京国際フォーラム 

（東京都） 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

■■２２００２２００年年２２月月１１５５日日  会会場場：：ふふれれああいい会会館館（（川川口口市市））  

氏氏  名名  部部門門・・チチーームム等等  演演  題題  名名  

村田 里美 地域連携看護科 患者情報を共有できる記録を目指して 看護部の取り組みと課題 

大津 由季 医療情報管理室 各部門の記録改善への取り組み 

島田 裕子 医療社会事業課 記録指導者会議を通して相談支援記録の改善を行った報告 

臼井 あやめ リハビリテーション技術科 読みやすい診療記録を目指す取り組みについて報告 

小笠原さつき Ｃ５病棟 糖尿病看護に携わる看護師の能力育成を目指した取り組み 

野村 健二 外来医事課 事務総合職卒１～３を対象にした合同研修の実践 

多喜 敦夫 病棟診療委員会 患者満足度調査報告（病棟） 

良岡 淳一郎 外来診療委員会 患者満足度調査報告（外来） 

高橋 亜希 Ｃ３病棟（産婦人科） 患者の意見を反映しての看護ケアの見直し 

吉田 順子 管理科 食事満足度調査の結果から 

長峯 光春 ＱＭセンター 医療の質改善の指標２０１９年１-１２月値の特徴と課題 

木村 典子 ＱＭセンター 医療の達成度に関する職員の満足度調査の結果 

星 擁子 Ｄ３病棟 乳がん患者様への術後の退院指導の取り組みについて 

吉田 理紗 外来看護科Ⅱ 糖尿病外来減量プログラム運用評価に関する報告 

木村 早苗 健康管理課 業務カイゼンのまとめ 

藤本 未来 リハビリテーション技術科 舌圧と食事形態の関連性について 

清水 萌絵 外来医事課 保険請求委員会で実施した保険請求の学習と業務改善 

清水 里彩 薬剤科 Ｄ５における退院後の服薬アドヒアランス向上のための介入 

桐生 宣侑 ＭＥ科 ネーザルハイフローを導入して 

篠原 麻衣子 Ｄ４病棟 眼科の新規パス作成 

舟橋 愛 糖尿病医療チーム 糖尿病啓発活動の取り組み 

柏崎 祐 リハビリテーション技術科 Ｄ５病棟におけるリハビリテーション栄養の取り組み 

髙木 真奈美 医師アシスト課 医師事務作業補助業務の役割と効果、業務拡大に向けての挑戦と課題 

上原 千絵 呼吸器医療チーム 呼吸器チームの取り組み 

市川 大輔 教育研修センター 民医連の綱領と歴史を学ぶ取り組みについて 

岡田 美智子 外来看護科Ⅰ 民医連綱領学習の取り組みからひとりひとりの理念教育を構築する。 

松林 由紀子 地域連携課 民医連綱領の学習 地域連携課の取り組み 

斎藤 貴男 リハビリテーション技術科 民医連の綱領学習 リハ科の取り組み 

小峰 将子 Ｃ３病棟 民医連綱領と歴史を学ぶ リシャッフルを活用した学習への取り組み 

藤本 政幸 ＭＥ科 学習ブックレット 民医連の綱領と歴史について読み合わせ行って 

野田 邦子 ＱＭセンター 医療福祉生協職員の意識調査から教育課題を探る 

大崎 栄美 リハビリテーション技術科 リハ科における手指衛生の取り組みについて 

勝原 美樹 Ｃ３病棟 ２０１９年度手指衛生の取り組み ～個人持ちポシェットの導入～ 

吉田 智恵子 部署ＩＣＳ会議 部署ＩＣＳ会議の活動評価と今後の課題 

倉谷 政輝 リスクマネージャー会議 病棟における内服管理方法について 

竹本 耕造 医療安全委員会 医療安全相談対応手順改訂のまとめ 

小谷 健司 リスクマネージャー会議 施設設備に関連する事故が発生する危険性の調査 

緒方 尚子 リスクマネージャー会議 転倒転落事故の対策実施による効果 

福田 友美 医療安全委員会 委員会 転倒・転落の活動報告 

荒木 友花 精神科リエゾンチーム 精神科リエゾンチームの活動報告 

※クオリティーマネジメントセンター（ＱＭＣ） 

２２．．埼埼玉玉協協同同病病院院  第第 22回回医医療療活活動動交交流流集集会会  

--118833--



埼玉協同病院 年報 2019 年 VOL.32（通巻第34 号） 

 

氏氏  名名  部部門門・・チチーームム等等  演演  題題  名名  

小金澤 由佳 認知症ケアチーム 認知症デイの活動報告 

吉田 佳枝 リスクマネージャー会議 インシデント件数の多い症例に対するとりくみ 

飯島 伸 リスクマネージャー会議 事故・ヒヤリ報告が提出されないのはなぜか 

鶴我 秀治 外来医事課 紹介率、逆紹介率に関わる諸問題と改善に向けた取り組みについて 

清水 康世 精神科デイケア 精神科デイケア開所曜日拡大の取り組み報告 

水本 留美子 Ｃ５病棟 スムーズな退院支援を実践するために～Ｃ５病棟のチャレンジ～ 

木村 典子 薬剤科 薬剤科の活動と次年度への課題 

福田 友美 Ｄ５病棟 回復期リハ病棟のさらなる質的向上を目指して 

関口 梨絵 抗菌薬適正使用支援チーム 抗菌薬供給問題への対応と課題 

粂田 真央 経営委員会 棚卸業務の効率化、６か月時点での評価 

熊木 直美 手術看護科 新たな勤務体制導入による成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■２２００１１９９年年１１００月月１１１１日日（（金金））～～１１２２日日（（土土））  於於：：ホホククトト文文化化ホホーールル（（長長野野県県））  

氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

新井 稚菜 看護師 人工呼吸器管理となった終末期患者の意思決定を尊重した取り組み 

福田 友美 看護師 ２０１８年度 医療安全委員会 「転倒・転落」の取り組みと今後の課題 

村井 佳美 助産師 実地指導者会議革命～実地指導者間での問題共有と解決に向けて～ 

伊藤 由衣 看護師 重度の高次脳機能障害を持つ患者の排泄習慣の獲得に繋がったアプローチについて～

易怒性の経過を振り返って～ 

飯塚 一成 事務 電子カルテの機能を応用して業務改善につなげる 

大谷 祐貴 診療放射線技師 画像検査後フォローの取り組み 

熊倉 正明 事務 「お元気ですか訪問&なんでも相談会」の取り組み 

山田あすか 保健師 病棟で行うフットケア －入院患者の足病変を早期発見・介入するために始めたこと－ 

 

 

３３．．第第 1144回回全全日日本本民民医医連連  学学術術・・運運動動交交流流集集会会  
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■■２２００１１９９年年１１２２月月１１５５日日  於於：：埼埼玉玉県県県県民民活活動動総総合合セセンンタターー（（伊伊奈奈町町））  

氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

萩原なるみ 助産師 平和を守るために今できること ～全日本民医連第７期平和学校に参加して～ 

本戸 温美 保健師 社保セミナーの参加報告と学び「水俣病問題の歴史から社保運動の在り方を学ぶ」 

石原香奈江 社会福祉士 国保４４条申請ケースを通して社会保障制度拡充のために必要なことを考える 

鶴我 秀治 事務総合職 埼玉協同病院における紹介率、逆紹介率に関わる諸問題と改善に向けた取り組みについて 

清水 萌絵 事務総合職 保険請求委員会で実施した保険請求の学習と新規業務の導入 

菅原 千明 事務総合職 医師事務作業補助業務の役割と効果、業務拡大に向けての挑戦と葛藤 

吉岡 洋輝 事務総合職 入院医事課 『働き方改革』実践 

木村 早苗 事務 健康管理課 業務カイゼンについて 

粂田 真央 事務総合職 棚卸し業務の効率化、３ヶ月時点での評価 

野村 健二 事務操業職 事務総合職卒１～３を対象とした合同研修の実践について 

斎藤 貴男 言語聴覚士 リハビリ部会の教育研修 ～振り返りと今後の展望～ 

大野麻理奈 事務総合職 過去五年の退職者データからわかった埼玉協同病院の退職者の動向 

加藤 亜矢 看護師 創立後初の試み！ 外来全域に感染環境ラウンド導入をした効果 

田中 栞 医師 お元気ですか訪問&何でも相談会 

河口 ゆみ 管理栄養士 民医連職員としての職能発揮 ～うぶ声学校２課への関わりより～ 

栢森 恵子 看護師 Ａ病院における、多職種による外来カンファレンスの取り組み報告 

星 擁子 助産師 乳がん患者様への術後の退院指導の取り組みについて 

合六 拓己 事務総合職 「第２回お元気ですか訪問&なんでも相談会」の取り組みについて 

玉水 僚一 薬剤師 発症から投与開始までの時間でみた抗インフルエンザ薬の臨床試験結果の考察と当院での

使用状況との比較 

藤本 政幸 臨床工学技士 カフェイン中毒患者への血液透析が奏功した１例を経験して 

宮 綾香 臨床工学技士 尿定性検査における尿量変化による検査値への影響についての検討 

蔭山 厚子 看護師 貯血式自己血採血の実態と改善点（より安全な医療提供と業務改善のために） 

寺山 志帆 作業療法士 一般病棟における呼吸作業療法指導書導入の取り組みと介入前後の有効性の検討 

篠田 幸 薬剤師 高容量スルホニル尿素剤（グリメピリド・グリベンクラミド・グリクラジド）（以下ＳＵ剤）投与患者

の実態調査と服用者に対してのアプローチの試み 

戸塚 響子 臨床検査技師 血液ガス検体の運搬条件の違いによる結果への影響 

深町 悠成 診療放射線技師 画像カンファレンスシステムを導入して 

小松 理恵 看護師 大腸ＥＭＲにおける後出血の看護について 

  

  

４４．．第第 88回回埼埼玉玉民民医医連連  学学術術・・運運動動交交流流集集会会  
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氏氏  名名  部部門門・・チチーームム等等  演演  題題  名名  

小金澤 由佳 認知症ケアチーム 認知症デイの活動報告 

吉田 佳枝 リスクマネージャー会議 インシデント件数の多い症例に対するとりくみ 

飯島 伸 リスクマネージャー会議 事故・ヒヤリ報告が提出されないのはなぜか 

鶴我 秀治 外来医事課 紹介率、逆紹介率に関わる諸問題と改善に向けた取り組みについて 

清水 康世 精神科デイケア 精神科デイケア開所曜日拡大の取り組み報告 

水本 留美子 Ｃ５病棟 スムーズな退院支援を実践するために～Ｃ５病棟のチャレンジ～ 

木村 典子 薬剤科 薬剤科の活動と次年度への課題 

福田 友美 Ｄ５病棟 回復期リハ病棟のさらなる質的向上を目指して 

関口 梨絵 抗菌薬適正使用支援チーム 抗菌薬供給問題への対応と課題 

粂田 真央 経営委員会 棚卸業務の効率化、６か月時点での評価 

熊木 直美 手術看護科 新たな勤務体制導入による成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■２２００１１９９年年１１００月月１１１１日日（（金金））～～１１２２日日（（土土））  於於：：ホホククトト文文化化ホホーールル（（長長野野県県））  

氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

新井 稚菜 看護師 人工呼吸器管理となった終末期患者の意思決定を尊重した取り組み 

福田 友美 看護師 ２０１８年度 医療安全委員会 「転倒・転落」の取り組みと今後の課題 

村井 佳美 助産師 実地指導者会議革命～実地指導者間での問題共有と解決に向けて～ 

伊藤 由衣 看護師 重度の高次脳機能障害を持つ患者の排泄習慣の獲得に繋がったアプローチについて～

易怒性の経過を振り返って～ 

飯塚 一成 事務 電子カルテの機能を応用して業務改善につなげる 

大谷 祐貴 診療放射線技師 画像検査後フォローの取り組み 

熊倉 正明 事務 「お元気ですか訪問&なんでも相談会」の取り組み 

山田あすか 保健師 病棟で行うフットケア －入院患者の足病変を早期発見・介入するために始めたこと－ 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

■■２２００１１９９年年１１２２月月１１５５日日  於於：：埼埼玉玉県県県県民民活活動動総総合合セセンンタターー（（伊伊奈奈町町））  

氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

萩原なるみ 助産師 平和を守るために今できること ～全日本民医連第７期平和学校に参加して～ 

本戸 温美 保健師 社保セミナーの参加報告と学び「水俣病問題の歴史から社保運動の在り方を学ぶ」 

石原香奈江 社会福祉士 国保４４条申請ケースを通して社会保障制度拡充のために必要なことを考える 

鶴我 秀治 事務総合職 埼玉協同病院における紹介率、逆紹介率に関わる諸問題と改善に向けた取り組みについて 

清水 萌絵 事務総合職 保険請求委員会で実施した保険請求の学習と新規業務の導入 

菅原 千明 事務総合職 医師事務作業補助業務の役割と効果、業務拡大に向けての挑戦と葛藤 

吉岡 洋輝 事務総合職 入院医事課 『働き方改革』実践 

木村 早苗 事務 健康管理課 業務カイゼンについて 

粂田 真央 事務総合職 棚卸し業務の効率化、３ヶ月時点での評価 

野村 健二 事務操業職 事務総合職卒１～３を対象とした合同研修の実践について 

斎藤 貴男 言語聴覚士 リハビリ部会の教育研修 ～振り返りと今後の展望～ 

大野麻理奈 事務総合職 過去五年の退職者データからわかった埼玉協同病院の退職者の動向 

加藤 亜矢 看護師 創立後初の試み！ 外来全域に感染環境ラウンド導入をした効果 

田中 栞 医師 お元気ですか訪問&何でも相談会 

河口 ゆみ 管理栄養士 民医連職員としての職能発揮 ～うぶ声学校２課への関わりより～ 

栢森 恵子 看護師 Ａ病院における、多職種による外来カンファレンスの取り組み報告 

星 擁子 助産師 乳がん患者様への術後の退院指導の取り組みについて 

合六 拓己 事務総合職 「第２回お元気ですか訪問&なんでも相談会」の取り組みについて 

玉水 僚一 薬剤師 発症から投与開始までの時間でみた抗インフルエンザ薬の臨床試験結果の考察と当院での

使用状況との比較 

藤本 政幸 臨床工学技士 カフェイン中毒患者への血液透析が奏功した１例を経験して 

宮 綾香 臨床工学技士 尿定性検査における尿量変化による検査値への影響についての検討 

蔭山 厚子 看護師 貯血式自己血採血の実態と改善点（より安全な医療提供と業務改善のために） 

寺山 志帆 作業療法士 一般病棟における呼吸作業療法指導書導入の取り組みと介入前後の有効性の検討 

篠田 幸 薬剤師 高容量スルホニル尿素剤（グリメピリド・グリベンクラミド・グリクラジド）（以下ＳＵ剤）投与患者

の実態調査と服用者に対してのアプローチの試み 

戸塚 響子 臨床検査技師 血液ガス検体の運搬条件の違いによる結果への影響 

深町 悠成 診療放射線技師 画像カンファレンスシステムを導入して 

小松 理恵 看護師 大腸ＥＭＲにおける後出血の看護について 
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氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

小平 悦子 看護師 転移性乳癌患者に対する多職種連携がもたらした生活の質向上と無差別平等の看護の学び

～「民医連のめざす看護とその基本となるもの」評価検討シートの活用～ 

大津 由季 事務総合職 病状説明記録の監査から見えたこと 

佐藤 直哉 診療放射線技師 造影ＣＴ検査における血管外漏出の検討と対策 

野崎 拓史 薬剤師 フォーミュラリー運用後の実態調査 ～ＰＰＩフォーミュラリーを作成して～ 

本多 望 臨床検査技師 時間経過による凝固系検査の測定結果への影響について 

武藤由里子 臨床検査技師 生理検査室におけるひやり・はっと報告の運用 

小菅和佳菜 理学療法士 両側人工膝関節全置換術（以下、両ＴＫＡ）施行し、退院日数延長に関わる各種因子の関連性 

酒井 晃 診療放射線技師 ２０１８年 健診ＭＤＬ精度管理 

長峯 光春 事務総合職 ＱＩデータから栄養管理の改善を目指す 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

■■２２００２２００年年２２月月９９日日  於於：：ふふれれああいい会会館館（（川川口口市市））  

氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

村井 佳美  助産師  看護部 卒１ ローテーション研修の成果と課題  

石川 幸恵  助産師  知的障害を持つ妊婦への地域連携を考える  

和田 佳代子  看護師  在宅退院の関わり －患者の思いに沿った退院調整から見えてきた、真意－  

森 直美  看護師  調節型鎮静による苦痛緩和 －緩和ケア病棟で新たに導入した、調節型鎮静２事例－  

小笠原さつき  保健師  糖尿病看護に携わる看護師の能力育成をめざした取り組み －糖尿病療養指導カードを導

入して－  

高橋 直子  看護師  クリニカルパスの運用 ～病棟での活動報告～  

布川 昌代  看護師  終末期患者の食事摂取量と転倒・転落の時期の関係性について  

内川 聡美  看護師  免疫チェックポイント阻害薬導入における副作用対策チームの取り組み ～副作用対策チー

ムの活動を通して～  

長澤 孝明  看護師  身寄りが無く意向が変化する患者の意思決定支援に関する看護師の役割 

原 由佳  看護師  環境ラウンドを含めた入院時転倒・転落カンファレンスの効果 －職員の認識と実施状況に

関するアンケート調査から－ 

町田 美由紀  看護師  ケアについて考える －ユマニチュードを活用しての看護実践－  

今井 明子  看護師  皮膚科外来におけるアトピー性皮膚炎治療薬デュピクセントの導入効果 

髙田 綾野  助産師  小児救急外来における電話相談 －事務職員への学習会－  

小平 悦子  看護師  転移再発乳がん患者に対するＡＣＰ看護面談で得られた患者の思いに関する分析 ～ＡＣＰ

の実践から見えてきた課題～  

加藤 亜矢  看護師  地域から求められているＡ病院の救急外来の役割とは ～連携の現状とホットラインや質問

紙調査から見えたこと～  

菅原 槇美  保健師  土建健診者に対する当日保健指導の取り組みについて ～土建健診者と行動変容～ 

斉藤 今日子  看護師  Ａ病院手術室におけるラテックスアレルギー対策への取り組み －ＬＡハイリスクグループ判

定基準の導入を通して－ 
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氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

小平 悦子 看護師 転移性乳癌患者に対する多職種連携がもたらした生活の質向上と無差別平等の看護の学び

～「民医連のめざす看護とその基本となるもの」評価検討シートの活用～ 

大津 由季 事務総合職 病状説明記録の監査から見えたこと 

佐藤 直哉 診療放射線技師 造影ＣＴ検査における血管外漏出の検討と対策 

野崎 拓史 薬剤師 フォーミュラリー運用後の実態調査 ～ＰＰＩフォーミュラリーを作成して～ 

本多 望 臨床検査技師 時間経過による凝固系検査の測定結果への影響について 

武藤由里子 臨床検査技師 生理検査室におけるひやり・はっと報告の運用 

小菅和佳菜 理学療法士 両側人工膝関節全置換術（以下、両ＴＫＡ）施行し、退院日数延長に関わる各種因子の関連性 

酒井 晃 診療放射線技師 ２０１８年 健診ＭＤＬ精度管理 

長峯 光春 事務総合職 ＱＩデータから栄養管理の改善を目指す 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

■■２２００２２００年年２２月月９９日日  於於：：ふふれれああいい会会館館（（川川口口市市））  

氏氏  名名  職職  種種  演演  題題  名名  

村井 佳美  助産師  看護部 卒１ ローテーション研修の成果と課題  

石川 幸恵  助産師  知的障害を持つ妊婦への地域連携を考える  

和田 佳代子  看護師  在宅退院の関わり －患者の思いに沿った退院調整から見えてきた、真意－  

森 直美  看護師  調節型鎮静による苦痛緩和 －緩和ケア病棟で新たに導入した、調節型鎮静２事例－  

小笠原さつき  保健師  糖尿病看護に携わる看護師の能力育成をめざした取り組み －糖尿病療養指導カードを導

入して－  

高橋 直子  看護師  クリニカルパスの運用 ～病棟での活動報告～  

布川 昌代  看護師  終末期患者の食事摂取量と転倒・転落の時期の関係性について  

内川 聡美  看護師  免疫チェックポイント阻害薬導入における副作用対策チームの取り組み ～副作用対策チー

ムの活動を通して～  

長澤 孝明  看護師  身寄りが無く意向が変化する患者の意思決定支援に関する看護師の役割 

原 由佳  看護師  環境ラウンドを含めた入院時転倒・転落カンファレンスの効果 －職員の認識と実施状況に

関するアンケート調査から－ 

町田 美由紀  看護師  ケアについて考える －ユマニチュードを活用しての看護実践－  

今井 明子  看護師  皮膚科外来におけるアトピー性皮膚炎治療薬デュピクセントの導入効果 

髙田 綾野  助産師  小児救急外来における電話相談 －事務職員への学習会－  

小平 悦子  看護師  転移再発乳がん患者に対するＡＣＰ看護面談で得られた患者の思いに関する分析 ～ＡＣＰ

の実践から見えてきた課題～  

加藤 亜矢  看護師  地域から求められているＡ病院の救急外来の役割とは ～連携の現状とホットラインや質問

紙調査から見えたこと～  

菅原 槇美  保健師  土建健診者に対する当日保健指導の取り組みについて ～土建健診者と行動変容～ 

斉藤 今日子  看護師  Ａ病院手術室におけるラテックスアレルギー対策への取り組み －ＬＡハイリスクグループ判

定基準の導入を通して－ 
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■■２２００１１９９年年  

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

１/１６ 辻 忠男（医師） 肝臓のエコー 埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

１/２６ 増田 剛（医師） 民医連医師が事務に期待すること 第９回東都協議会事務活動

検討交流集会 

東京都足立区内 

１/３０ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学 今なぜ７３１部隊なのか 
全日本民医連 看護幹部研

修会 

サザンビーチリゾートホ

テル（沖縄県） 
「障害者差別」の問題を通して社会を診

る 一人ひとりの生き方が問われている 

２/２ 増田 剛（医師） 認知症の話 浦和社会生活大学 カルタスホール 

（さいたま市） 

２/１６ 仁平 高太郎 

（医師） 

初回ＴＨＡ・大腿側難治例に対する

Wagner cone stem の短期成績 

第４９回日本人工関節学会 

イブンイングセミナー 

京王プラザホテル 

（東京都） 

２/１６ 小池 昭夫 

（医師） 

健診センターと地域医療 公益財団法人 社会医学研

究センター 

ＴＭＲ研修センター 

（東京都） 

２/２３ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学 今なぜ７３１部隊なのか  

「悪魔の誘惑」は足元に 

埼玉県保険医協会 学習講

演会 

埼玉県保険医協会会議

室（さいたま市） 

２/２３ 増田 剛（医師） 民医連運動・事務幹部論 北関東甲信越地協 事務幹

部養成学校 

みなかみホテルジュラク

（群馬県） 

２/２５ 増田 剛（医師） 体験的事務幹部論『医師から事務幹部

への期待』 

関東地協 事務幹部養成学

校 

ＴＭＲ研修センター 

（東京都） 

２/２７ 増田 剛（医師） 川口市胃がん内視鏡検診初年度を終

えての問題点（次年度への課題） 

第６回川口市医師会胃がん

内視鏡検診研修会 

フレンディア（川口市） 

２/ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：実践関節の再生医療 東北大学膝を語る会 仙台市内（宮城県） 

３/7 桑沢 綾乃 

（医師） 

どこまで効くの？再生医療 つくば再生医療研究会 ホテルグランド東雲 

（茨城県） 

３/１４ 辻 忠男（医師） 勉強会の中で強く印象に残った肝胆膵

症例～エコー画像診断の最新の話題

～ 

埼玉県保険医協会東部地

区・西部地区エコー研究会 

第２００回記念 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

３/１６ 増田 剛（医師） 民医連の綱領と歴史 埼玉民医連 事務部会総会 ふれあい会館（川口市） 

３/２０ 辻 忠男（医師） 皆で楽しく学ぶエコー研究会 埼玉県保険医協会さいたま

エコー研究会 

浦和ロイヤルパインズホ

テル（さいたま市） 

４/２ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：関節の再生医療ＡＰＳ療法の

実際 

川崎医科大学 再生医療 岡山県内 

４/３ 増田 剛（医師） 新入職員の皆さんへ 新入職員研修 ふれあい会館（川口市） 

４/４ 増田 剛（医師） 新入医師の皆さんへ 新入医師オリエンテーショ

ン 

埼玉協同病院（川口市） 

４/４ 

～５ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

ＴＫＡ：ＢＣＲ-ＴＫＡの pitfall 第１３２回中部整形外科災

害外科学会・学術集会 

三重県総合文化セン 

ター（三重県） 

４/１０ 越智 篤（医師） 気管支拡張症の腹部空病変 蕨戸田医師会学術講演会 蕨戸田医師会看護学校

講堂（戸田市） 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等会等の記録 

 

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

４/２７ 芳賀 厚子 

（医師） 

憲法１３条・２４条がいきる社会へ―性差

を超えて自分らしく生きるとは 

埼玉女性の市民連合シンポ

ジウム 

埼玉会館（さいたま市） 

５/１１ 増田 剛（医師） 医師課題と経営トップの役割について 第１回医科法人専務研修交

流会 

ＴＫＰ大手町カンファレ

ンスセンター（東京都） 

５/１６ 石津 英喜 

（医師） 

症例提示 

埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 辻 忠男（医師） 胆石から胆嚢癌・胆管癌まで－私の持

っているよりすぐりの画像－ 

５/１７ 桑沢 綾乃 

（医師） 

人工関節 ＴＨＡ/ＴＫＡ：患者満足度を

目指して 

第９２回日本整形外科学会

ランチョンセミナー 

パシフィコ横浜 

（神奈川県） 

５/ 荻野マリエ 

（医師） 

志木市ケアマネ研修会  志木市内 

６/１ 雪田 慎二 

（医師） 

物忘れがあってもニコニコ・いきいき生

活 ‥認知症で一番大切なこと‥ 

ＪＡ埼玉中央女性部会総会 フレサよしみ（吉見町） 

６/５ 増田 剛（医師） 未来に向かって民医連の医師・医師集

団は何を大切にするのか 

全県事務長会議 ふれあい会館（川口市） 

６/９ 増田 剛（医師） 埼玉県の医療の現状と課題 ～急性期

病院の現場から～ 

第１９回さいたま市社会保障

推進協議会総会 

さいたま市民会館うらわ

（さいたま市） 

６/１２ 増田 剛（医師） ～なんのために 誰のために～ 民医

連綱領を学ぶ 

看護部総会 ふれあい会館（川口市） 

６/１４ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：ＡＳＣ療法の実際 JOSKAS ランチョンセミナ

ー 

札幌国際会議場 

（北海道） 

６/１５ 芳賀 厚子 

（医師） 

女性と子どもの貧困から見えてくるもの

～産婦人科医療の現場から～ 

第６１回川口母親大会  青木会館（川口市） 

７/３ 木賊 敦子 

(看護師) 

埼玉協同病院小児虐待対策チームの

取り組み 

埼玉県生活協同組合連合

会第１回組合員学習会 

浦和コミュニティセン 

ター（さいたま市） 

７/８ 木村 秀実 

（看護師） 

安全な輸血実施について 埼玉県看護協会 埼玉県看護協会 

（さいたま市） 

７/１１ 雪田 慎二 

（医師） 

核の傘 晴れが続けば ただのゴミ 老人保健施設みぬま 原水

禁大会事前学習会講演 

老人保健施設みぬま

（川口市） 

７/１２ 木田橋知里・植

野加代子（助産師） 

命の授業 埼玉県立北本高等学校 埼玉県立北本高等学校 

（北本市） 

７/２１ 村井佳美・勝原

美樹（助産師） 

命の授業 川口診療所・夏祭り 川口診療所（川口市） 

７/２２ 植野 加代子 

（助産師） 

命の授業 高校生ふれあい看護体験 ふれあい会館（川口市） 

７/２６ 仁平 高太郎 

（医師） 

セメントレスＴＨＡにおける術中、術後

早期の骨折に対する検討 

ＨipForum 新潟市内 

７/27 増田 剛（医師） 民医連病院のマネージメントと院長の

役割 

北海道民医連 病院長セミ

ナー 

ＡＮＡクラウンプラザホ

テル札幌（北海道） 

７/２７

～２８ 

野田 邦子 

(薬剤師) 

医療の質と指標-その測定・可視化と改

善 

全日本民医連第３回ＱＩ推進

士養成セミナー 

ＴＫＰガーデンシティ御

茶ノ水（東京都） 

７/２８ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学・医療 ‥７３１部隊を学ぶ今

日的意義‥ 

平和のための埼玉の戦争

展 

浦和コルソ（さいたま市） 
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■■２２００１１９９年年  

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

１/１６ 辻 忠男（医師） 肝臓のエコー 埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

１/２６ 増田 剛（医師） 民医連医師が事務に期待すること 第９回東都協議会事務活動

検討交流集会 

東京都足立区内 

１/３０ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学 今なぜ７３１部隊なのか 
全日本民医連 看護幹部研

修会 

サザンビーチリゾートホ

テル（沖縄県） 
「障害者差別」の問題を通して社会を診

る 一人ひとりの生き方が問われている 

２/２ 増田 剛（医師） 認知症の話 浦和社会生活大学 カルタスホール 

（さいたま市） 

２/１６ 仁平 高太郎 

（医師） 

初回ＴＨＡ・大腿側難治例に対する

Wagner cone stem の短期成績 

第４９回日本人工関節学会 

イブンイングセミナー 

京王プラザホテル 

（東京都） 

２/１６ 小池 昭夫 

（医師） 

健診センターと地域医療 公益財団法人 社会医学研

究センター 

ＴＭＲ研修センター 

（東京都） 

２/２３ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学 今なぜ７３１部隊なのか  

「悪魔の誘惑」は足元に 

埼玉県保険医協会 学習講

演会 

埼玉県保険医協会会議

室（さいたま市） 

２/２３ 増田 剛（医師） 民医連運動・事務幹部論 北関東甲信越地協 事務幹

部養成学校 

みなかみホテルジュラク

（群馬県） 

２/２５ 増田 剛（医師） 体験的事務幹部論『医師から事務幹部

への期待』 

関東地協 事務幹部養成学

校 

ＴＭＲ研修センター 

（東京都） 

２/２７ 増田 剛（医師） 川口市胃がん内視鏡検診初年度を終

えての問題点（次年度への課題） 

第６回川口市医師会胃がん

内視鏡検診研修会 

フレンディア（川口市） 

２/ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：実践関節の再生医療 東北大学膝を語る会 仙台市内（宮城県） 

３/7 桑沢 綾乃 

（医師） 

どこまで効くの？再生医療 つくば再生医療研究会 ホテルグランド東雲 

（茨城県） 

３/１４ 辻 忠男（医師） 勉強会の中で強く印象に残った肝胆膵

症例～エコー画像診断の最新の話題

～ 

埼玉県保険医協会東部地

区・西部地区エコー研究会 

第２００回記念 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

３/１６ 増田 剛（医師） 民医連の綱領と歴史 埼玉民医連 事務部会総会 ふれあい会館（川口市） 

３/２０ 辻 忠男（医師） 皆で楽しく学ぶエコー研究会 埼玉県保険医協会さいたま

エコー研究会 

浦和ロイヤルパインズホ

テル（さいたま市） 

４/２ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：関節の再生医療ＡＰＳ療法の

実際 

川崎医科大学 再生医療 岡山県内 

４/３ 増田 剛（医師） 新入職員の皆さんへ 新入職員研修 ふれあい会館（川口市） 

４/４ 増田 剛（医師） 新入医師の皆さんへ 新入医師オリエンテーショ

ン 

埼玉協同病院（川口市） 

４/４ 

～５ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

ＴＫＡ：ＢＣＲ-ＴＫＡの pitfall 第１３２回中部整形外科災

害外科学会・学術集会 

三重県総合文化セン 

ター（三重県） 

４/１０ 越智 篤（医師） 気管支拡張症の腹部空病変 蕨戸田医師会学術講演会 蕨戸田医師会看護学校

講堂（戸田市） 

 

 

６６．．講講演演会会活活動動等等  

--118888--

Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等会等の記録 

 

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

４/２７ 芳賀 厚子 

（医師） 

憲法１３条・２４条がいきる社会へ―性差

を超えて自分らしく生きるとは 

埼玉女性の市民連合シンポ

ジウム 

埼玉会館（さいたま市） 

５/１１ 増田 剛（医師） 医師課題と経営トップの役割について 第１回医科法人専務研修交

流会 

ＴＫＰ大手町カンファレ

ンスセンター（東京都） 

５/１６ 石津 英喜 

（医師） 

症例提示 

埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 辻 忠男（医師） 胆石から胆嚢癌・胆管癌まで－私の持

っているよりすぐりの画像－ 

５/１７ 桑沢 綾乃 

（医師） 

人工関節 ＴＨＡ/ＴＫＡ：患者満足度を

目指して 

第９２回日本整形外科学会

ランチョンセミナー 

パシフィコ横浜 

（神奈川県） 

５/ 荻野マリエ 

（医師） 

志木市ケアマネ研修会  志木市内 

６/１ 雪田 慎二 

（医師） 

物忘れがあってもニコニコ・いきいき生

活 ‥認知症で一番大切なこと‥ 

ＪＡ埼玉中央女性部会総会 フレサよしみ（吉見町） 

６/５ 増田 剛（医師） 未来に向かって民医連の医師・医師集

団は何を大切にするのか 

全県事務長会議 ふれあい会館（川口市） 

６/９ 増田 剛（医師） 埼玉県の医療の現状と課題 ～急性期

病院の現場から～ 

第１９回さいたま市社会保障

推進協議会総会 

さいたま市民会館うらわ

（さいたま市） 

６/１２ 増田 剛（医師） ～なんのために 誰のために～ 民医

連綱領を学ぶ 

看護部総会 ふれあい会館（川口市） 

６/１４ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：ＡＳＣ療法の実際 JOSKAS ランチョンセミナ

ー 

札幌国際会議場 

（北海道） 

６/１５ 芳賀 厚子 

（医師） 

女性と子どもの貧困から見えてくるもの

～産婦人科医療の現場から～ 

第６１回川口母親大会  青木会館（川口市） 

７/３ 木賊 敦子 

(看護師) 

埼玉協同病院小児虐待対策チームの

取り組み 

埼玉県生活協同組合連合

会第１回組合員学習会 

浦和コミュニティセン 

ター（さいたま市） 

７/８ 木村 秀実 

（看護師） 

安全な輸血実施について 埼玉県看護協会 埼玉県看護協会 

（さいたま市） 

７/１１ 雪田 慎二 

（医師） 

核の傘 晴れが続けば ただのゴミ 老人保健施設みぬま 原水

禁大会事前学習会講演 

老人保健施設みぬま

（川口市） 

７/１２ 木田橋知里・植

野加代子（助産師） 

命の授業 埼玉県立北本高等学校 埼玉県立北本高等学校 

（北本市） 

７/２１ 村井佳美・勝原

美樹（助産師） 

命の授業 川口診療所・夏祭り 川口診療所（川口市） 

７/２２ 植野 加代子 

（助産師） 

命の授業 高校生ふれあい看護体験 ふれあい会館（川口市） 

７/２６ 仁平 高太郎 

（医師） 

セメントレスＴＨＡにおける術中、術後

早期の骨折に対する検討 

ＨipForum 新潟市内 

７/27 増田 剛（医師） 民医連病院のマネージメントと院長の

役割 

北海道民医連 病院長セミ

ナー 

ＡＮＡクラウンプラザホ

テル札幌（北海道） 

７/２７

～２８ 

野田 邦子 

(薬剤師) 

医療の質と指標-その測定・可視化と改

善 

全日本民医連第３回ＱＩ推進

士養成セミナー 

ＴＫＰガーデンシティ御

茶ノ水（東京都） 

７/２８ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学・医療 ‥７３１部隊を学ぶ今

日的意義‥ 

平和のための埼玉の戦争

展 

浦和コルソ（さいたま市） 
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講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

７/２９ 小池 昭夫 

（医師） 

衛生推進者要請講習 公益財団法人 社会医学研

究センター 

埼玉会館（さいたま市） 

８/４ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学・医療 ‥７３１部隊を学ぶ今

日的意義‥ 

平和のための行田戦争展 コミュニティみずしろ 

（行田市） 

８/３ 村井 佳美・勝原

美樹（助産師） 

命の授業 夏休み公開講座 ふれあい会館（川口市） 

８/２２ 藤田 泰幸 

（医師） 

熱中症について 川口市教育委員会学校保

健課 

川口市内 

８/２３ 植野 加代子 

（助産師） 

命の授業 連続子ども保健教室（ふれ

あい戸塚） 

戸塚班会（川口市） 

８/２５ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＴＫＡの疼痛管理・患者満足度 Stryker Knee forum 大阪府内 

８/２５

～２６ 

仁平 高太郎 

（医師） 

腸腰筋インピンジメント Stryker Great Expectations 大阪府内 

９/７ 雪田 慎二 

（医師） 

考えてみませんか 自分の生き方・暮ら

し方 

ひかり協会（森永ヒ素ミルク

被害者の支援団体）健康懇

談会 

赤羽会館（東京都） 

９/１６ 雪田 慎二 

（医師） 

植民地支配によって日本は朝鮮の衛生

状態を改善したのか？ 

東アジアの平和を考える会

指定報告 

吉川市民交流センター

おあしす（吉川市） 

９/１７ 雪田 慎二 

（医師） 

核の傘 晴れが続けば ただのゴミ ‥

自分にもできることがある‥ 

埼玉協同病院 原水禁報告

会講演 

ふれあい会館（川口市） 

９/２０

～２１ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

TKA：ＢＣＲ-ＴＫＡの pitfall 第１３３回中部整形外科災

害外科学会・学術集会 

神戸国際会議場 

９/２２ 有田 圭介 

（医師） 

在宅医療啓発講座 つくば市 市民ホールやたべ 

（茨城県） 

９/2８ 増田 剛（医師） 病院リニューアル・建設基本構想につ

いて 

芝北地域 医療生協のつど

い 

芝北公民館（川口市） 

９/２８ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＢＣ-ＴＫＡの手術手技 Smith and Nephew Knee シ

ンポジウム 

虎ノ門ヒルズ（東京都） 

９/２８ 仁平 高太郎 

（医師） 

術中・術後骨折の対処と予防法 Zimmer Hip symposium 福岡県内 

９/ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＡＰＳ療法 Zimmer Knee symposium 品川プリンスホテル 

（東京都内） 

１０/１４ 増田 剛（医師） 地域医療の現状と医療を診る視点～急

性期病院の現場から～ 

文教大学 文教大学キャンパス 

（越谷市） 

１０/１６ 増田 剛（医師） 平和と医療を学ぶ中国の旅～ハルピン

（７３１部隊跡）・チチハル・大連・旅順～ 

埼玉民医連 理事会 ふれあい会館（川口市） 

１０/１７ 石津 英喜 

（医師） 

症例提示 

埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 辻 忠男（医師） 膵疾患の診断はＵＳから始まる～ＵＳは

膵疾患の一番大事な診断法です～ 

１０/１９ 忍 哲也（医師） 脂肪肝 肝臓病教室 ふれあい会館（川口市） 

１０/１９ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ケースレポート:変形性膝関節症に対す

る脂肪培養幹細胞治療 

日本再生医療学会第１回秋

季集会シンポジウム ランチ

ョンセミナー 

シーサイドホテル舞子

ビラ神戸（兵庫県） 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等会等の記録 

 

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

１０/２１ 内川 聡美 

（看護師） 

第２回がん免疫療法勉強会「当院にお

けるｉｒＡＥに対する取り組み」 

戸田中央総合病院 戸田中央総合病院 

（戸田市） 

１０/２３ 芳賀 厚子 

（医師） 

看護学生の方へ 女性と子どもの貧困

からみえてくる私たちの課題 

東葛看護専門学校 埼玉協同病院会議室

（川口市） 

１０/２５ 桑沢 綾乃 

（医師） 

人工関節：ＴＨＡapproach の pitfall 日本股関節学会 ランチョ

ンセミナー 

シーガイアコンベンショ

ンセンター（宮崎県） 

１０/３０ 増田 剛（医師） 民医連の綱領と歴史 老人保健施設みぬま学習

会 

老健みぬま（川口市） 

１１/８ 増田 剛（医師） 民医連の「二つの柱」を担う事務職員の

役割～事務職員に期待すること～ 

東京民医連 病院事務長会

議交流会 

ＴＭＲ研修センター 

（東京都） 

１１/１０ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療 東邦膝研究会 東京都内 

１１/１２ 木田橋 知里 

（助産師） 

命の授業 川口市立北中学校・夢ワー

ク 

川口市立北中学校内

（川口市） 

１１/１９ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療 ＡＰＳ療法の中期成績 慶応 Hip Knee ｓｙｍｐｏｉｕｍ 東京都内 

１１/２０ 増田 剛（医師） 転換期のいま、未来に向かって私たち

は何を大切にするか 

社会医療法人社団健友会

全医師集会 

中野共立病院（東京都） 

１１/２３ 芳賀 厚子 

（医師） 

パネルディスカッション「働き続けるため

に必要なこと～ひとりひとりが大切にさ

れる職場・家庭・地域・etc 産婦人科医・

弁護士・労働組合と一緒に考えよう～」 

２０１９はたらく女性の埼玉

集会 

さいたま共済会館 

（さいたま市） 

１１/２７ 荒熊 智宏 

（医師） 

「てんかん発作型」と「てんかん」の新し

い分類について 

川口市医師会小児科部会 川口市内 

１２/７ 木村 秀実 

（看護師） 

「自己血採血と豆知識①」 第８回自己血輸血研究会 埼玉医科大学かわごえ

クリニック（川越市） 

１２/７ 越智 篤（医師） 加齢性難聴を正しく知ろう 南部ＡＢブロック保健委員

長会議・教育研修センター

会議共催学習会 

ふれあい会館（川口市） 

１２/１４ 村井 佳美 

（助産師） 

命の授業 宮原子育てサークル（学童

編）  

宮原コミュニティセン 

ター（さいたま市） 

１２/１４ 増田 剛（医師） 民医連の「二つの柱」を担う事務職員の

役割～事務職員に期待すること 

徳島県民医連 事務交流集

会 

徳島県郷土文化会館

（徳島県） 

１２/１５ 増田 剛（医師） 午前中の企画への補足と４４回総会へ

の課題 

第８回埼玉民医連 学術・運

動交流集会 

埼玉県県民活動総合セ

ンター（伊奈町） 

１２/２６ 村井 佳美 

（助産師） 

命の授業 さいわい診療所 保健教室

（学童） 

さいわい診療所 

（川口市） 

１２/２６ 増田 剛（医師） 民医連綱領と埼玉民医連の歴史から民

医連活動を学ぶ 

埼玉民医連奨学生交流集

会 

ふれあい会館（川口市） 

１２/２９ 増田 剛（医師） 埼玉民医連からの報告 北関東甲信越地協総会 in

松本 

浅間温泉和泉荘 

（長野県） 
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講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

７/２９ 小池 昭夫 

（医師） 

衛生推進者要請講習 公益財団法人 社会医学研

究センター 

埼玉会館（さいたま市） 

８/４ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学・医療 ‥７３１部隊を学ぶ今

日的意義‥ 

平和のための行田戦争展 コミュニティみずしろ 

（行田市） 

８/３ 村井 佳美・勝原

美樹（助産師） 

命の授業 夏休み公開講座 ふれあい会館（川口市） 

８/２２ 藤田 泰幸 

（医師） 

熱中症について 川口市教育委員会学校保

健課 

川口市内 

８/２３ 植野 加代子 

（助産師） 

命の授業 連続子ども保健教室（ふれ

あい戸塚） 

戸塚班会（川口市） 

８/２５ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＴＫＡの疼痛管理・患者満足度 Stryker Knee forum 大阪府内 

８/２５

～２６ 

仁平 高太郎 

（医師） 

腸腰筋インピンジメント Stryker Great Expectations 大阪府内 

９/７ 雪田 慎二 

（医師） 

考えてみませんか 自分の生き方・暮ら

し方 

ひかり協会（森永ヒ素ミルク

被害者の支援団体）健康懇

談会 

赤羽会館（東京都） 

９/１６ 雪田 慎二 

（医師） 

植民地支配によって日本は朝鮮の衛生

状態を改善したのか？ 

東アジアの平和を考える会

指定報告 

吉川市民交流センター

おあしす（吉川市） 

９/１７ 雪田 慎二 

（医師） 

核の傘 晴れが続けば ただのゴミ ‥

自分にもできることがある‥ 

埼玉協同病院 原水禁報告

会講演 

ふれあい会館（川口市） 

９/２０

～２１ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

TKA：ＢＣＲ-ＴＫＡの pitfall 第１３３回中部整形外科災

害外科学会・学術集会 

神戸国際会議場 

９/２２ 有田 圭介 

（医師） 

在宅医療啓発講座 つくば市 市民ホールやたべ 

（茨城県） 

９/2８ 増田 剛（医師） 病院リニューアル・建設基本構想につ

いて 

芝北地域 医療生協のつど

い 

芝北公民館（川口市） 

９/２８ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＢＣ-ＴＫＡの手術手技 Smith and Nephew Knee シ

ンポジウム 

虎ノ門ヒルズ（東京都） 

９/２８ 仁平 高太郎 

（医師） 

術中・術後骨折の対処と予防法 Zimmer Hip symposium 福岡県内 

９/ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ＡＰＳ療法 Zimmer Knee symposium 品川プリンスホテル 

（東京都内） 

１０/１４ 増田 剛（医師） 地域医療の現状と医療を診る視点～急

性期病院の現場から～ 

文教大学 文教大学キャンパス 

（越谷市） 

１０/１６ 増田 剛（医師） 平和と医療を学ぶ中国の旅～ハルピン

（７３１部隊跡）・チチハル・大連・旅順～ 

埼玉民医連 理事会 ふれあい会館（川口市） 

１０/１７ 石津 英喜 

（医師） 

症例提示 

埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 辻 忠男（医師） 膵疾患の診断はＵＳから始まる～ＵＳは

膵疾患の一番大事な診断法です～ 

１０/１９ 忍 哲也（医師） 脂肪肝 肝臓病教室 ふれあい会館（川口市） 

１０/１９ 桑沢 綾乃 

（医師） 

ケースレポート:変形性膝関節症に対す

る脂肪培養幹細胞治療 

日本再生医療学会第１回秋

季集会シンポジウム ランチ

ョンセミナー 

シーサイドホテル舞子

ビラ神戸（兵庫県） 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等会等の記録 

 

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

１０/２１ 内川 聡美 

（看護師） 

第２回がん免疫療法勉強会「当院にお

けるｉｒＡＥに対する取り組み」 

戸田中央総合病院 戸田中央総合病院 

（戸田市） 

１０/２３ 芳賀 厚子 

（医師） 

看護学生の方へ 女性と子どもの貧困

からみえてくる私たちの課題 

東葛看護専門学校 埼玉協同病院会議室

（川口市） 

１０/２５ 桑沢 綾乃 

（医師） 

人工関節：ＴＨＡapproach の pitfall 日本股関節学会 ランチョ

ンセミナー 

シーガイアコンベンショ

ンセンター（宮崎県） 

１０/３０ 増田 剛（医師） 民医連の綱領と歴史 老人保健施設みぬま学習

会 

老健みぬま（川口市） 

１１/８ 増田 剛（医師） 民医連の「二つの柱」を担う事務職員の

役割～事務職員に期待すること～ 

東京民医連 病院事務長会

議交流会 

ＴＭＲ研修センター 

（東京都） 

１１/１０ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療 東邦膝研究会 東京都内 

１１/１２ 木田橋 知里 

（助産師） 

命の授業 川口市立北中学校・夢ワー

ク 

川口市立北中学校内

（川口市） 

１１/１９ 桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療 ＡＰＳ療法の中期成績 慶応 Hip Knee ｓｙｍｐｏｉｕｍ 東京都内 

１１/２０ 増田 剛（医師） 転換期のいま、未来に向かって私たち

は何を大切にするか 

社会医療法人社団健友会

全医師集会 

中野共立病院（東京都） 

１１/２３ 芳賀 厚子 

（医師） 

パネルディスカッション「働き続けるため

に必要なこと～ひとりひとりが大切にさ

れる職場・家庭・地域・etc 産婦人科医・

弁護士・労働組合と一緒に考えよう～」 

２０１９はたらく女性の埼玉

集会 

さいたま共済会館 

（さいたま市） 

１１/２７ 荒熊 智宏 

（医師） 

「てんかん発作型」と「てんかん」の新し

い分類について 

川口市医師会小児科部会 川口市内 

１２/７ 木村 秀実 

（看護師） 

「自己血採血と豆知識①」 第８回自己血輸血研究会 埼玉医科大学かわごえ

クリニック（川越市） 

１２/７ 越智 篤（医師） 加齢性難聴を正しく知ろう 南部ＡＢブロック保健委員

長会議・教育研修センター

会議共催学習会 

ふれあい会館（川口市） 

１２/１４ 村井 佳美 

（助産師） 

命の授業 宮原子育てサークル（学童

編）  

宮原コミュニティセン 

ター（さいたま市） 

１２/１４ 増田 剛（医師） 民医連の「二つの柱」を担う事務職員の

役割～事務職員に期待すること 

徳島県民医連 事務交流集

会 

徳島県郷土文化会館

（徳島県） 

１２/１５ 増田 剛（医師） 午前中の企画への補足と４４回総会へ

の課題 

第８回埼玉民医連 学術・運

動交流集会 

埼玉県県民活動総合セ

ンター（伊奈町） 

１２/２６ 村井 佳美 

（助産師） 

命の授業 さいわい診療所 保健教室

（学童） 

さいわい診療所 

（川口市） 

１２/２６ 増田 剛（医師） 民医連綱領と埼玉民医連の歴史から民

医連活動を学ぶ 

埼玉民医連奨学生交流集

会 

ふれあい会館（川口市） 

１２/２９ 増田 剛（医師） 埼玉民医連からの報告 北関東甲信越地協総会 in

松本 

浅間温泉和泉荘 

（長野県） 
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■■２２００２２００年年  

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

１/１１ 木村 秀美 

（看護師） 

埼玉県合同輸血療法委員会－看護師

部会の活動と展望 

神奈川県合同輸血療法委

員会 

神奈川県総合医療会館 

（神奈川県） 

１/１６ 石津 英喜 

（医師） 

症例提示 埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

１/１６ 木田橋知里 

（助産師） 

命の授業 川口市立戸塚西中学校・夢

ワーク 

川口市立戸塚西中学校

内（川口市） 

１/２３ 増田 剛（医師） 民医連綱領と民医連ＳＷに期待すること ＳＷ県連代表者会議指導

者研修会 

有明ＴＦＴ（東京都） 

１/２５ 原澤 慶次 

（医師） 

高齢者の肺炎について 呼吸器医療チーム ふれあい会館（川口市） 

１/２５ 増田 剛（医師） 民医連運動・事務幹部論 北関東甲信越地協 事務幹

部養成学校 

フルーツパーク富士屋

ホテル（山梨県） 

１/２７ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学‥今なぜ７３１部隊なのか‥ 

全日本民医連 看護幹部研

修会 

サザンビーチホテル＆

リゾート沖縄（沖縄県） 

「障害者差別」の問題を通して社会を診

る‥一人ひとりの生き方が問われている

‥ 

１/２９ 小池 昭夫 

（医師） 

産業医から見た教員の健康・環境問題 朝霞市教育委員会 朝霞市役所会議室 

（朝霞市） 

１/３０ 雪田 慎二 

（医師） 

認知症になっても‥ わたしは私 生き

生き生活 ‥認知症で一番大切なこと

‥ 

医療生協さいたま公開講座

（県西ネットワーク） 

ココネ上福岡 

（ふじみ野市） 

２/１ 忍 哲也（医師） アルコール性肝障害 

肝臓病教室 ふれあい会館（川口市） 荻野マリエ 

（医師） 

アルコール依存症 

２/４ 越智 篤（医師） 鼻アレルギーの治療 川口市医師会学術講演会 川口総合文化センター

リリア（川口市） 

２/１５ 金 香璃 

（助産師） 

命の授業 ヘルスケアゼミ ふれあい会館（川口市） 

２/２０ 植野 加代子 

（助産師） 

命の授業 松伏町立第２小学校（２年

生・４年生） 

松伏町立第２小学校校

内（松伏町） 

２/２１～

２２ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：次世代ＰＲＰ ＡＰＳ療法の実

際 
第５０回人工関節学会  

福岡国際会議場 

（福岡県） 仁平 高太郎 

（医師） 

Ｄｕａｌ mobity ＴＨＡの適応 

２/２２ 雪田 慎二 

（医師） 

大切な家族を失った時に‥‥ 遺族の

方々からの聞き取りから 

埼玉協同病院緩和ケア病

棟遺族会（陽だまりの会） 

ふれあい会館（川口市） 

２/２２ 木村 秀実 

（看護師） 

安全な輸血実施を目指した看護師への

教育活動 

第１１回埼玉輸血フォーラ

ム 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

２/２２ 村井 佳美 

（助産師） 

命の授業 宮原子育てサークル（思春

期編） 

宮原コミュニティセン 

ター（さいたま市） 

２/２２～ 

２３ 

小平 悦子 

（看護師） 

再発乳がん患者に対するＡＣＰ看護面

談から得られた患者の思いに関する分

析～ＡＣＰの実践から見えてきた課題～ 

第３４回 日本がん看護学

会 

東京国際フォーラム 

（東京都） 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等会等の記録 

 

【【学学術術講講演演会会：：講講演演・・座座長長・・リリママーーククスス】】  

 

■■２２００１１９９年年  

月月日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会等等名名  開開催催地地  

３/２２ 増田 剛（医師） 座長 川口肝細胞がんカンファレンス 川口市内 

３/２３ 石津 英喜（医師） 座長 第３８回埼玉県臨床細胞学会・埼玉県臨床細胞医会

学術集会 

埼玉県県民健康センタ

ー（さいたま市） 

４/５ 増田 剛（医師） 座長 消化器疾患の診断と治療の最前線 川口市内 

４/２２ 増田 剛（医師） リマークス 埼玉南部エリア Diabetes Seminar  クロージング ふれあい会館 

（川口市） 

６/３ 雪田 慎二（医師） 座長 川口市医師会講演会（不眠症治療薬の使い方・減薬

を中心に） 

川口総合文化センター

リリア（さいたま市） 
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埼玉協同病院 年報 2019 年 VOL.32（通巻第34 号） 

 

■■２２００２２００年年  

講講演演日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会名名、、演演題題名名  主主催催者者  開開催催場場所所  

１/１１ 木村 秀美 

（看護師） 

埼玉県合同輸血療法委員会－看護師

部会の活動と展望 

神奈川県合同輸血療法委

員会 

神奈川県総合医療会館 

（神奈川県） 

１/１６ 石津 英喜 

（医師） 

症例提示 埼玉県保険医協会東部地

区エコー研究会 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

１/１６ 木田橋知里 

（助産師） 

命の授業 川口市立戸塚西中学校・夢

ワーク 

川口市立戸塚西中学校

内（川口市） 

１/２３ 増田 剛（医師） 民医連綱領と民医連ＳＷに期待すること ＳＷ県連代表者会議指導

者研修会 

有明ＴＦＴ（東京都） 

１/２５ 原澤 慶次 

（医師） 

高齢者の肺炎について 呼吸器医療チーム ふれあい会館（川口市） 

１/２５ 増田 剛（医師） 民医連運動・事務幹部論 北関東甲信越地協 事務幹

部養成学校 

フルーツパーク富士屋

ホテル（山梨県） 

１/２７ 雪田 慎二 

（医師） 

戦争と医学‥今なぜ７３１部隊なのか‥ 

全日本民医連 看護幹部研

修会 

サザンビーチホテル＆

リゾート沖縄（沖縄県） 

「障害者差別」の問題を通して社会を診

る‥一人ひとりの生き方が問われている

‥ 

１/２９ 小池 昭夫 

（医師） 

産業医から見た教員の健康・環境問題 朝霞市教育委員会 朝霞市役所会議室 

（朝霞市） 

１/３０ 雪田 慎二 

（医師） 

認知症になっても‥ わたしは私 生き

生き生活 ‥認知症で一番大切なこと

‥ 

医療生協さいたま公開講座

（県西ネットワーク） 

ココネ上福岡 

（ふじみ野市） 

２/１ 忍 哲也（医師） アルコール性肝障害 

肝臓病教室 ふれあい会館（川口市） 荻野マリエ 

（医師） 

アルコール依存症 

２/４ 越智 篤（医師） 鼻アレルギーの治療 川口市医師会学術講演会 川口総合文化センター

リリア（川口市） 

２/１５ 金 香璃 

（助産師） 

命の授業 ヘルスケアゼミ ふれあい会館（川口市） 

２/２０ 植野 加代子 

（助産師） 

命の授業 松伏町立第２小学校（２年

生・４年生） 

松伏町立第２小学校校

内（松伏町） 

２/２１～

２２ 

桑沢 綾乃 

（医師） 

再生医療：次世代ＰＲＰ ＡＰＳ療法の実

際 
第５０回人工関節学会  

福岡国際会議場 

（福岡県） 仁平 高太郎 

（医師） 

Ｄｕａｌ mobity ＴＨＡの適応 

２/２２ 雪田 慎二 

（医師） 

大切な家族を失った時に‥‥ 遺族の

方々からの聞き取りから 

埼玉協同病院緩和ケア病

棟遺族会（陽だまりの会） 

ふれあい会館（川口市） 

２/２２ 木村 秀実 

（看護師） 

安全な輸血実施を目指した看護師への

教育活動 

第１１回埼玉輸血フォーラ

ム 

大宮ソニックシティ 

（さいたま市） 

２/２２ 村井 佳美 

（助産師） 

命の授業 宮原子育てサークル（思春

期編） 

宮原コミュニティセン 

ター（さいたま市） 

２/２２～ 

２３ 

小平 悦子 

（看護師） 

再発乳がん患者に対するＡＣＰ看護面

談から得られた患者の思いに関する分

析～ＡＣＰの実践から見えてきた課題～ 

第３４回 日本がん看護学

会 

東京国際フォーラム 

（東京都） 
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等会等の記録 

 

【【学学術術講講演演会会：：講講演演・・座座長長・・リリママーーククスス】】  

 

■■２２００１１９９年年  

月月日日  氏氏名名（（職職種種））  講講演演会会等等名名  開開催催地地  

３/２２ 増田 剛（医師） 座長 川口肝細胞がんカンファレンス 川口市内 

３/２３ 石津 英喜（医師） 座長 第３８回埼玉県臨床細胞学会・埼玉県臨床細胞医会

学術集会 

埼玉県県民健康センタ

ー（さいたま市） 

４/５ 増田 剛（医師） 座長 消化器疾患の診断と治療の最前線 川口市内 

４/２２ 増田 剛（医師） リマークス 埼玉南部エリア Diabetes Seminar  クロージング ふれあい会館 

（川口市） 

６/３ 雪田 慎二（医師） 座長 川口市医師会講演会（不眠症治療薬の使い方・減薬

を中心に） 

川口総合文化センター

リリア（さいたま市） 
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＜＜著著作作・・論論文文＞＞  

カカフフェェイインン中中毒毒患患者者へへのの血血液液透透析析功功をを奏奏ししたた１１例例をを経経験験ししてて  

○藤本政幸（臨床工学技師），篠塚陽子，菅隆太，木村貴史，植木佑太，岡本雪子，肥田徹，守谷能和 /  

埼玉透析医学会会誌（２１８７-０２９２）８巻 ２号 

  

当当院院ででののＣＣ型型肝肝炎炎治治療療のの変変遷遷ととＤＤＡＡＡＡ治治療療のの副副作作用用ににつついいてて  

○増田剛（医師），忍哲也 / 埼玉県医学雑誌 第５４巻 第１号 ２０１９年 ２２８-２３３Ｐ） 

  

妊妊婦婦にに対対すするる消消化化器器内内視視鏡鏡診診療療  

○増田剛（医師），小野未来代 / 消化器内視鏡 第３０巻 第７号 

  

（（共共著著））「「医医師師たたちちがが見見たたキキュューーババ医医療療ののいいまま  ６６００年年間間大大切切ににししててききたたこことと～～いいののちち～～」」  

担当：「三層構造のキューバの医療システム」 

：「キューバ医療の国際主義」 

：「国づくりの基本戦略と医師養成」 

：誌上座談会・司会  

○増田剛（医師） / かもがわ出版 ２０１９.２.１５ 

  

ＣＣａａｎｎｃｃｅｅｒｒ  ｇｇllａａｎｎｄｄ  ｒｒｕｕｐｐｔｔｕｕｒｒｅｅ  ａａｓｓ  ａａ  ｐｐｏｏｔｔｅｅｎｎｔｔｉｉａａｌｌ  ｒｒｉｉｓｓｋｋ  ｆｆａａｃｃｔｔooｒｒ  ｆｆｏｏｒｒ  ｌｌｙｙｍｍｐｐｈｈ  ｎｎｏｏｄｄｅｅ  ｍｍｅｅｔｔａａｓｓｔｔａａｓｓｉｉｓｓ  iinn  ｅｅａａｒｒｌｌｙｙ  ccoolloorreeccttaall  aaｄｄｅｅｎｎｏｏｃｃａａｒｒｃｃｉｉｎｎｏｏｍｍａａ  

ｗｗｉｉｔｔｈｈ  ｄｄｅｅｅｅｐｐ  ｓｓｕｕｂｂｍｍｕｕｃｃｏｏｓｓａａｌｌ  ｉｉｎｎｖｖａａｓｓｉｉｏｏｎｎ  

○大石克己（医師） / Ｈｉｓｔｏｐａｔｈｌｏｇｙ ２０２０年３月号 

  

ＥＥｎｎｄｄｏｏｓｓｃｃｏｏｐｐｉｉｃｃ  ＴＴｒｒｅｅａａｔｔｍｍｅｅｎｎｔｔｓｓ  ｏｏｆｆ  ＰＰａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ＩＩｎｎｃｃｏｏｍｍｐｐｌｌｅｅｔｔｅｅ  ＤＤｉｉｖｖｉｉｓｓｕｕｍｍ（（ＰＰＩＩＤＤ））ｉｉｎｎ２２００ＣＣａａｓｓｅｅｓｓ--ＥＥｓｓｐｐｅｅｃｃｉｉａａｌｌｌｌｙｙ  ＡＡｂｂｏｏｕｕｔｔ  ＯＯｕｕｒｒ  NNeeww  ＰＰｒｒｏｏｃｃｅｅ

ｄｄｕｕｒｒｅｅｓｓ：：ＲＲｅｅｎｎｄｄｅｅｚｚｖｖｏｏｕｕｓｓ  ＰＰｒｒｅｅ--ＣＣｕｕｔｔ  ＭＭｅｅｔｔｈｈｏｏｄｄ  ａａｎｎｄｄ  ＲＲｅｅｖｖｅｅｒｒｓｓｅｅ  ＢＢａａｌｌｌｌooｏｏnn  MMｅｅｔｔｈｈｏｏｄｄ  

○辻忠男（医師） / Cｒｉｍｓｏｎ Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ 

 

ＥＥｎｎｄｄｏｏｓｓｃｃｏｏｐｐｉｉｃｃ  ｔｔｒｒｅｅａａｔｔｍｍｅｅｎｎｔｔ  ｏｏｆｆ  ｐｐａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ｄｄｉｉｓｓｅｅａａｓｓｅｅｓｓ  ｖｖｉｉａａ  ＤＤｕｕｏｏｄｄｅｅｎｎａａｌｌ  ＭＭｉｉｎｎｏｏｒｒ  ＰＰａａｐｐｉｉｌｌｌｌａａ：：１１３３５５  ｃｃａａｓｓｅｅss  ｔｔｒｒｅｅａａｔｔｅｅｄｄ  ｂｂｙｙ  ＳＳｐｐｈｈｉｉｎｎｃｃｔｔｅｅｒｒｏｏｔｔ

ｍｍｙｙ，，ＥＥｎｎｄｄｏｏｓｓｃｃｏｏｐｐｉｉｃｃ  ＰＰａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ＤＤｕｕｃｃｔｔ  ＢＢａａｌｌｌｌooｏｏnn  ＤＤｉｉｌｌａａｔｔｉｉｏｏｎｎ（（ＥＥＰＰＤＤＢＢＤＤ））,,ａａｎｎｄｄ  ＰＰａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ＳＳｔｔｅｅｎｎｔｔｉｉｎｎｇｇ（（ＥＥＰＰＳＳ））  

○辻忠男（医師） / Ｈeighten Ｓｃｉence Ｐｕｂｌiｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ＨＳＰＣ） 

  

当当院院ににおおけけるる２２００１１５５年年初初診診妊妊婦婦のの全全体体像像とと社社会会的的背背景景ににつついいててのの考考察察  

○芳賀厚子（医師） / 周産期医学 Vol.４９ №４ ２０１９-４ 

  

臨臨床床事事例例でで学学ぶぶココミミュュニニケケーーシショョンンエエララーーのの心心理理学学的的対対処処法法  

○宮﨑俊子（他共同著書） / 医療安全ＢＯＯＫＳ８（ＭＣメディカ出版）２０１９年８月 

  

臨臨床床輸輸血血看看護護師師のの役役割割  －－臨臨床床検検査査技技師師ととののかかかかわわりりをを中中心心にに－－  

○木村秀実（看護師） / 検査と技術 第４８巻 第４号 

  

職職員員ののヘヘススススププロロモモーーシショョンンのの取取りり組組みみ  

○佐藤智美（保健師） / 民医連医療２０１９年１１月号 

  

 

 

７７．．著著作作・・論論文文、、寄寄稿稿等等  
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

ZZEEXXIIRRAA のの使使用用経経験験とと検検査査被被ばばくくのの低低減減ににつついいてて  

○酒井利幸（診療放射線技師） / 映像情報Ｍｅｄｉｃａｌ Ｖｏｌ．５１ ２０１９．９ 

 

次次世世代代型型ＰＰＲＲＰＰののＡＡＰＰＳＳ（（ＡＡｕｕｔｔｏｏｌｌｏｏｇｇｏｏｕｕｓｓ  ＰＰｒｒｏｏｔｔｅｅｉｉｎｎ  ＳＳｏｏｌｌｕｕｔｔｉｉｏｏｎｎ））療療法法  施施行行６６ヵヵ月月ででのの臨臨床床経経過過のの検検討討  

○桑沢綾乃（医師），仁平高太郎 / 日本関節病学会２０１９ 

  

次次世世代代型型ＰＰＲＲＰＰののＡＡＰＰＳＳ（（ＡＡｕｕｔｔｏｏｌｌｏｏｇｇｏｏｕｕｓｓ  ＰＰｒｒｏｏｔｔｅｅｉｉｎｎ  ＳＳｏｏｌｌｕｕｔｔｉｉｏｏｎｎ））療療法法  施施行行33 ヵヵ月月ででのの臨臨床床経経過過のの検検討討  

○福島崇（医師），桑沢綾乃，仁平高太郎 / ＪＯＳＫＡＳ（１８８４-８８４２）４４巻４号 Ｐａｇｅ５３５（２０１９．０５） 

  

ＴＴＫＫＡＡでで術術前前神神経経ブブロロッッククとと術術中中麻麻薬薬フフェェンンタタニニーールルのの使使用用量量・・合合併併症症のの検検討討  

○桑沢綾乃（医師），仁平高太郎 / ＪＯＳＫＡＳ（１８８４-８８４２）４４巻３号 Ｐａｇｅ７８１-７８６（２０１９．０６） 

  

ＢＢＣＣＲＲ--ＴＴＫＫＡＡににおおけけるるｔｔｉｉｂｂｉｉａａ  ｔｔｒｒａａｙｙ回回旋旋指指標標のの検検討討  ＳＳｈｈａａｋｋｅｅｓｓｐｐｅｅａａｒｒｅｅ  ｌｌｉｉｎｎｅｅはは有有効効かか？？  

○桑沢綾乃（医師），仁平高太郎 / ＪＯＳＫＡＳ（１８８４-８８４２）４４巻３号 Ｐａｇｅ７９６-８０１（２０１９．０６） 

  

ララススププ挿挿入入時時のの叩叩打打力力ととスステテムム周周囲囲骨骨折折  ～～叩叩くく力力はは骨骨折折発発生生率率にに影影響響すするるかか～～  

○桑沢綾乃（医師），楊宝峰，仁平高太郎 / Ｈｉｐ Ｊｏｉｎｔ（０３８９-３６３４）４５巻１号 Ｐａｇｅ１４２-１４６（２０１９．０８） 

  

前前方方系系侵侵入入のの過過度度なな屈屈曲曲挿挿入入でで生生じじたたｓｓｔｔｅｅｍｍ周周囲囲骨骨折折  ～～前前倒倒れれ骨骨折折のの検検証証～～  

○桑沢綾乃（医師），楊宝峰，仁平高太郎 / Ｈｉｐ Ｊｏｉｎｔ（０３８９-３６３４）４５巻１号 Ｐａｇｅ１４７-１５２（２０１９．０８） 

  

ＴＴＨＨＡＡ術術後後にに発発生生ししたたＣＣｈｈｒｒｏｏｎｎｉｉｃｃ  ＥＥｘｘｐｐａａｎｎｄｄｉｉｎｎｇｇ  ＨＨｅｅｍｍａａｔｔｏｏｍｍａａ（（ＣＣＥＥＨＨ））のの１１例例  

〇楊宝峰（医師），桑沢綾乃，仁平高太郎 / Ｈｉｐ Ｊｏｉｎｔ（０３８９-３６３４）４５巻２号 Ｐａｇｅ８９２-８９５（２０１９．０８） 

  

硬硬膜膜内内にに脱脱出出ししたたガガススをを有有すするる腰腰椎椎椎椎間間板板ヘヘルルニニアアのの 11 例例((原原著著論論文文//症症例例報報告告))  

○楊 宝峰(医師), 小粥 博樹, 仁平 高太郎 / 関東整形災害外科学会雑誌 (０３８９-７０８７)５０巻４号 

 Page１８６-１９０(２０１９.０８) 

  

初初回回ＴＴＨＨＡＡのの大大腿腿側側難難治治例例にに対対すするる WWaaggnneerr  ccoonnee  sstteemm のの短短期期成成績績((原原著著論論文文))  

○仁平 高太郎(医師), 桑沢 綾乃, 北村 類, 楊 宝峰 / 日本人工関節学会誌 (１３４５-７６０８)４９巻 Page２１３-２１４ 

(２０１９.１２) 
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＜＜著著作作・・論論文文＞＞  

カカフフェェイインン中中毒毒患患者者へへのの血血液液透透析析功功をを奏奏ししたた１１例例をを経経験験ししてて  

○藤本政幸（臨床工学技師），篠塚陽子，菅隆太，木村貴史，植木佑太，岡本雪子，肥田徹，守谷能和 /  

埼玉透析医学会会誌（２１８７-０２９２）８巻 ２号 

  

当当院院ででののＣＣ型型肝肝炎炎治治療療のの変変遷遷ととＤＤＡＡＡＡ治治療療のの副副作作用用ににつついいてて  

○増田剛（医師），忍哲也 / 埼玉県医学雑誌 第５４巻 第１号 ２０１９年 ２２８-２３３Ｐ） 

  

妊妊婦婦にに対対すするる消消化化器器内内視視鏡鏡診診療療  

○増田剛（医師），小野未来代 / 消化器内視鏡 第３０巻 第７号 

  

（（共共著著））「「医医師師たたちちがが見見たたキキュューーババ医医療療ののいいまま  ６６００年年間間大大切切ににししててききたたこことと～～いいののちち～～」」  

担当：「三層構造のキューバの医療システム」 

：「キューバ医療の国際主義」 

：「国づくりの基本戦略と医師養成」 

：誌上座談会・司会  

○増田剛（医師） / かもがわ出版 ２０１９.２.１５ 

  

ＣＣａａｎｎｃｃｅｅｒｒ  ｇｇllａａｎｎｄｄ  ｒｒｕｕｐｐｔｔｕｕｒｒｅｅ  ａａｓｓ  ａａ  ｐｐｏｏｔｔｅｅｎｎｔｔｉｉａａｌｌ  ｒｒｉｉｓｓｋｋ  ｆｆａａｃｃｔｔooｒｒ  ｆｆｏｏｒｒ  ｌｌｙｙｍｍｐｐｈｈ  ｎｎｏｏｄｄｅｅ  ｍｍｅｅｔｔａａｓｓｔｔａａｓｓｉｉｓｓ  iinn  ｅｅａａｒｒｌｌｙｙ  ccoolloorreeccttaall  aaｄｄｅｅｎｎｏｏｃｃａａｒｒｃｃｉｉｎｎｏｏｍｍａａ  

ｗｗｉｉｔｔｈｈ  ｄｄｅｅｅｅｐｐ  ｓｓｕｕｂｂｍｍｕｕｃｃｏｏｓｓａａｌｌ  ｉｉｎｎｖｖａａｓｓｉｉｏｏｎｎ  

○大石克己（医師） / Ｈｉｓｔｏｐａｔｈｌｏｇｙ ２０２０年３月号 

  

ＥＥｎｎｄｄｏｏｓｓｃｃｏｏｐｐｉｉｃｃ  ＴＴｒｒｅｅａａｔｔｍｍｅｅｎｎｔｔｓｓ  ｏｏｆｆ  ＰＰａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ＩＩｎｎｃｃｏｏｍｍｐｐｌｌｅｅｔｔｅｅ  ＤＤｉｉｖｖｉｉｓｓｕｕｍｍ（（ＰＰＩＩＤＤ））ｉｉｎｎ２２００ＣＣａａｓｓｅｅｓｓ--ＥＥｓｓｐｐｅｅｃｃｉｉａａｌｌｌｌｙｙ  ＡＡｂｂｏｏｕｕｔｔ  ＯＯｕｕｒｒ  NNeeww  ＰＰｒｒｏｏｃｃｅｅ

ｄｄｕｕｒｒｅｅｓｓ：：ＲＲｅｅｎｎｄｄｅｅｚｚｖｖｏｏｕｕｓｓ  ＰＰｒｒｅｅ--ＣＣｕｕｔｔ  ＭＭｅｅｔｔｈｈｏｏｄｄ  ａａｎｎｄｄ  ＲＲｅｅｖｖｅｅｒｒｓｓｅｅ  ＢＢａａｌｌｌｌooｏｏnn  MMｅｅｔｔｈｈｏｏｄｄ  

○辻忠男（医師） / Cｒｉｍｓｏｎ Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ 

 

ＥＥｎｎｄｄｏｏｓｓｃｃｏｏｐｐｉｉｃｃ  ｔｔｒｒｅｅａａｔｔｍｍｅｅｎｎｔｔ  ｏｏｆｆ  ｐｐａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ｄｄｉｉｓｓｅｅａａｓｓｅｅｓｓ  ｖｖｉｉａａ  ＤＤｕｕｏｏｄｄｅｅｎｎａａｌｌ  ＭＭｉｉｎｎｏｏｒｒ  ＰＰａａｐｐｉｉｌｌｌｌａａ：：１１３３５５  ｃｃａａｓｓｅｅss  ｔｔｒｒｅｅａａｔｔｅｅｄｄ  ｂｂｙｙ  ＳＳｐｐｈｈｉｉｎｎｃｃｔｔｅｅｒｒｏｏｔｔ

ｍｍｙｙ，，ＥＥｎｎｄｄｏｏｓｓｃｃｏｏｐｐｉｉｃｃ  ＰＰａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ＤＤｕｕｃｃｔｔ  ＢＢａａｌｌｌｌooｏｏnn  ＤＤｉｉｌｌａａｔｔｉｉｏｏｎｎ（（ＥＥＰＰＤＤＢＢＤＤ））,,ａａｎｎｄｄ  ＰＰａａｎｎｃｃｒｒｅｅａａｔｔｉｉｃｃ  ＳＳｔｔｅｅｎｎｔｔｉｉｎｎｇｇ（（ＥＥＰＰＳＳ））  

○辻忠男（医師） / Ｈeighten Ｓｃｉence Ｐｕｂｌiｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ＨＳＰＣ） 

  

当当院院ににおおけけるる２２００１１５５年年初初診診妊妊婦婦のの全全体体像像とと社社会会的的背背景景ににつついいててのの考考察察  

○芳賀厚子（医師） / 周産期医学 Vol.４９ №４ ２０１９-４ 

  

臨臨床床事事例例でで学学ぶぶココミミュュニニケケーーシショョンンエエララーーのの心心理理学学的的対対処処法法  

○宮﨑俊子（他共同著書） / 医療安全ＢＯＯＫＳ８（ＭＣメディカ出版）２０１９年８月 

  

臨臨床床輸輸血血看看護護師師のの役役割割  －－臨臨床床検検査査技技師師ととののかかかかわわりりをを中中心心にに－－  

○木村秀実（看護師） / 検査と技術 第４８巻 第４号 

  

職職員員ののヘヘススススププロロモモーーシショョンンのの取取りり組組みみ  

○佐藤智美（保健師） / 民医連医療２０１９年１１月号 

  

 

 

７７．．著著作作・・論論文文、、寄寄稿稿等等  
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Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

ZZEEXXIIRRAA のの使使用用経経験験とと検検査査被被ばばくくのの低低減減ににつついいてて  

○酒井利幸（診療放射線技師） / 映像情報Ｍｅｄｉｃａｌ Ｖｏｌ．５１ ２０１９．９ 

 

次次世世代代型型ＰＰＲＲＰＰののＡＡＰＰＳＳ（（ＡＡｕｕｔｔｏｏｌｌｏｏｇｇｏｏｕｕｓｓ  ＰＰｒｒｏｏｔｔｅｅｉｉｎｎ  ＳＳｏｏｌｌｕｕｔｔｉｉｏｏｎｎ））療療法法  施施行行６６ヵヵ月月ででのの臨臨床床経経過過のの検検討討  

○桑沢綾乃（医師），仁平高太郎 / 日本関節病学会２０１９ 

  

次次世世代代型型ＰＰＲＲＰＰののＡＡＰＰＳＳ（（ＡＡｕｕｔｔｏｏｌｌｏｏｇｇｏｏｕｕｓｓ  ＰＰｒｒｏｏｔｔｅｅｉｉｎｎ  ＳＳｏｏｌｌｕｕｔｔｉｉｏｏｎｎ））療療法法  施施行行33 ヵヵ月月ででのの臨臨床床経経過過のの検検討討  

○福島崇（医師），桑沢綾乃，仁平高太郎 / ＪＯＳＫＡＳ（１８８４-８８４２）４４巻４号 Ｐａｇｅ５３５（２０１９．０５） 

  

ＴＴＫＫＡＡでで術術前前神神経経ブブロロッッククとと術術中中麻麻薬薬フフェェンンタタニニーールルのの使使用用量量・・合合併併症症のの検検討討  

○桑沢綾乃（医師），仁平高太郎 / ＪＯＳＫＡＳ（１８８４-８８４２）４４巻３号 Ｐａｇｅ７８１-７８６（２０１９．０６） 

  

ＢＢＣＣＲＲ--ＴＴＫＫＡＡににおおけけるるｔｔｉｉｂｂｉｉａａ  ｔｔｒｒａａｙｙ回回旋旋指指標標のの検検討討  ＳＳｈｈａａｋｋｅｅｓｓｐｐｅｅａａｒｒｅｅ  ｌｌｉｉｎｎｅｅはは有有効効かか？？  

○桑沢綾乃（医師），仁平高太郎 / ＪＯＳＫＡＳ（１８８４-８８４２）４４巻３号 Ｐａｇｅ７９６-８０１（２０１９．０６） 

  

ララススププ挿挿入入時時のの叩叩打打力力ととスステテムム周周囲囲骨骨折折  ～～叩叩くく力力はは骨骨折折発発生生率率にに影影響響すするるかか～～  

○桑沢綾乃（医師），楊宝峰，仁平高太郎 / Ｈｉｐ Ｊｏｉｎｔ（０３８９-３６３４）４５巻１号 Ｐａｇｅ１４２-１４６（２０１９．０８） 

  

前前方方系系侵侵入入のの過過度度なな屈屈曲曲挿挿入入でで生生じじたたｓｓｔｔｅｅｍｍ周周囲囲骨骨折折  ～～前前倒倒れれ骨骨折折のの検検証証～～  

○桑沢綾乃（医師），楊宝峰，仁平高太郎 / Ｈｉｐ Ｊｏｉｎｔ（０３８９-３６３４）４５巻１号 Ｐａｇｅ１４７-１５２（２０１９．０８） 

  

ＴＴＨＨＡＡ術術後後にに発発生生ししたたＣＣｈｈｒｒｏｏｎｎｉｉｃｃ  ＥＥｘｘｐｐａａｎｎｄｄｉｉｎｎｇｇ  ＨＨｅｅｍｍａａｔｔｏｏｍｍａａ（（ＣＣＥＥＨＨ））のの１１例例  

〇楊宝峰（医師），桑沢綾乃，仁平高太郎 / Ｈｉｐ Ｊｏｉｎｔ（０３８９-３６３４）４５巻２号 Ｐａｇｅ８９２-８９５（２０１９．０８） 

  

硬硬膜膜内内にに脱脱出出ししたたガガススをを有有すするる腰腰椎椎椎椎間間板板ヘヘルルニニアアのの 11 例例((原原著著論論文文//症症例例報報告告))  

○楊 宝峰(医師), 小粥 博樹, 仁平 高太郎 / 関東整形災害外科学会雑誌 (０３８９-７０８７)５０巻４号 

 Page１８６-１９０(２０１９.０８) 

  

初初回回ＴＴＨＨＡＡのの大大腿腿側側難難治治例例にに対対すするる WWaaggnneerr  ccoonnee  sstteemm のの短短期期成成績績((原原著著論論文文))  

○仁平 高太郎(医師), 桑沢 綾乃, 北村 類, 楊 宝峰 / 日本人工関節学会誌 (１３４５-７６０８)４９巻 Page２１３-２１４ 

(２０１９.１２) 
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＜＜寄寄稿稿＞＞  

今今年年のの秋秋はは超超一一流流のの  ＲＲｕｕｇｇｂｂｙｙ  ＳＳｏｏｕｕｌｌ  にに震震ええよようう！！  

○増田剛（医師） / 川口市医師会会報 №２６１ ２０１９年５月号 ４３～４４Ｐ 

  

２２年年目目をを歩歩むむ胃胃ががんん内内視視鏡鏡検検診診、、導導入入かからら今今日日にに至至るるままでで  

○増田剛（医師） / 川口市医師会会報通算№２６３（２０２０年新春号 １５～１６Ｐ） 

  

ララググビビーーワワーールルドドカカッッププ雑雑感感  

○増田剛（医師） / 川口市医師会会報 No.２６３ ２０２０年新春号 ４８～４９Ｐ 

  

第第 11 回回人人権権ととししててのの社社保保運運動動交交流流集集会会開開催催ににああたたっってて  

○増田剛（医師） / 民医連医療No.５５８（全日本民医連 ２０１９.１.１５） 

  

間間違違っったた歴歴史史をを繰繰りり返返ささなないいたためめにに  ‥‥ななぜぜ、、いいまま７７３３１１部部隊隊ななののかか  第第１１回回  

○雪田慎二（医師） / 反核医師の会ニュース ２０１９年７月 第２０号 

  

間間違違っったた歴歴史史をを繰繰りり返返ささなないいたためめにに  ‥‥ななぜぜ、、いいまま７７３３１１部部隊隊ななののかか  第第２２回回  

反反核核医医師師ののつつどどいい参参加加報報告告「「金金融融機機関関のの核核兵兵器器製製造造企企業業へへのの投投資資方方針針をを問問うう」」  

○雪田慎二（医師） / 反核医師の会ニュース ２０２０年１月 第２１号 

  

「「障障害害ががああっっててもも自自分分をを守守りり活活かかすす」」‥‥障障害害者者雇雇用用のの現現場場かからら見見ええるるこことと‥‥  

○雪田慎二（医師） / 季刊『働くもののいのちと健康』２０１９年夏季号（No７９） 

  

編編著著『『ももううひひととつつのの戦戦場場  戦戦争争ののななかかのの精精神神障障害害者者／／市市民民』』  

○雪田慎二（医師） / １５年戦争と日本の医学医療研究会会誌 第２０巻・第１号 書評 

 

定定期期的的なな婦婦人人検検診診をを  

○市川清美（医師） / けんこうと平和 No３３２ ２０１９-１１ 

  

フフォォーーカカスス  私私たたちちのの実実践践  若若年年妊妊婦婦のの支支援援  

○市川清美（医師） / 民医連新聞 第１７０２号 ２０１９/１０/２１ 

  

変変形形性性股股関関節節症症  

〇仁平 高太郎(医師) / しんぶん赤旗 日曜版 ２０１９/９/２９    

    

病病理理ククイイズズ  ５５００歳歳代代女女性性のの胃胃粘粘膜膜下下腫腫瘍瘍  

○石津英喜(医師) / Ｍedi-Wing 第７６号（２０２０年１月） 
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                           Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

■■２２００１１９９年年                                                                                                                                      （単位：人） 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

4/2 ＣＳＴＤ がん化学療法チーム 
日本ベクトン・ディッキンソ

ン㈱ 
９ 

4/3 改訂・静脈採血の手順【演習会】 看護育成課 
佐藤智美（保健師） 

ニプロ㈱ 
６ 

4/3 新入職員オリエンテーション 医療安全講習 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
６３ 

4/8 遺伝子検査に関する学習会 遺伝子検査検討チーム 
角田美穂研究員（埼玉県立が

んセンター腫瘍診断・予防科） 
５０ 

4/8 ＨＢＯＣ診療チームについて がん化学療法チーム 
玉城研太朗医師（那覇西ク

リニック） 
５ 

4/10 ＭＥ機器取り扱い学習会（研修医） ＭＥ科、教育研修センター 篠塚陽子（臨床工学技士） ８ 

4/15 新入医師オリエンテーション 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
８ 

4/16 抗がん剤曝露対策と調製手技 がん化学療法チーム 
中山季昭氏（がん専門薬剤

師） 
７ 

4/19 自己組織化理論 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

4/22 統合的運動性概念 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ７ 

4/23 手の動作に活かすための知覚の見かた ＯＴ部会 
中田眞由美教授（埼玉県立

大学） 
１７ 

4/24 ＯＰＥモニター学習会 ＭＥ科 日本光電工業㈱ ６ 

5/08 スチバーガの副作用管理 がん化学療法チーム バイエル薬品㈱ １０ 

5/09 神経と腹圧 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） １０ 

5/14 エリート２学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ １０ 

5/17 ユマニチュードの考え方の紹介 
認知症ケアチーム、倫理委

員会 

倉川雅之（理学療法士） 

斉藤貴男（言語聴覚士） 
５０ 

5/20 
効果的な会議運営～問題解決できる組織づく

り（5/23・29） 

ＱＭセンター、教育研修セ

ンター 

増永哲士事務長、貞弘朱

美事務次長、野田邦子（医

療情報管理室課長） 

３３ 

5/22 吸入指導勉強会 薬剤科 原澤慶次医師 ２７ 

5/22 
Ｃ型肝炎治療薬 エプクルーサ（抗ウイルス

剤）について 
外来看護科Ⅱ ギリアド・サイエンシズ㈱ １１ 

5/28 Ａライン学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １７ 

5/28 ＯＰＥモニター学習会（ＭＥ科） ＭＥ科 日本光電工業㈱ ７ 

5/29 Ｔｒｉｐｌｅ Ｐ（トリプルピー） 小児科 
加藤香奈（看護師） 

小森谷美智子（保育士） 
１０ 

5/30 最低限の神経学① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ６ 

5/30 術後の疼痛管理 薬剤科 鈴木日和（薬剤師） １０ 

5/31 ＨＥＬＬＰ症候群の症例振り返り学習会 Ｃ３病棟 
 

１４ 

6/01 民医連の綱領と歴史 （～2020/3/31） 教育研修センター  ２４９ 

6/04 ＴＥ－ＳＳ８３５Ｔ ＭＥ科 ＴＥＲＵＭＯ㈱ ６ 

 

 

８８．．院院内内ににおおけけるる教教育育活活動動  
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＜＜寄寄稿稿＞＞  

今今年年のの秋秋はは超超一一流流のの  ＲＲｕｕｇｇｂｂｙｙ  ＳＳｏｏｕｕｌｌ  にに震震ええよようう！！  

○増田剛（医師） / 川口市医師会会報 №２６１ ２０１９年５月号 ４３～４４Ｐ 

  

２２年年目目をを歩歩むむ胃胃ががんん内内視視鏡鏡検検診診、、導導入入かからら今今日日にに至至るるままでで  

○増田剛（医師） / 川口市医師会会報通算№２６３（２０２０年新春号 １５～１６Ｐ） 

  

ララググビビーーワワーールルドドカカッッププ雑雑感感  

○増田剛（医師） / 川口市医師会会報 No.２６３ ２０２０年新春号 ４８～４９Ｐ 

  

第第 11 回回人人権権ととししててのの社社保保運運動動交交流流集集会会開開催催ににああたたっってて  

○増田剛（医師） / 民医連医療No.５５８（全日本民医連 ２０１９.１.１５） 

  

間間違違っったた歴歴史史をを繰繰りり返返ささなないいたためめにに  ‥‥ななぜぜ、、いいまま７７３３１１部部隊隊ななののかか  第第１１回回  

○雪田慎二（医師） / 反核医師の会ニュース ２０１９年７月 第２０号 

  

間間違違っったた歴歴史史をを繰繰りり返返ささなないいたためめにに  ‥‥ななぜぜ、、いいまま７７３３１１部部隊隊ななののかか  第第２２回回  

反反核核医医師師ののつつどどいい参参加加報報告告「「金金融融機機関関のの核核兵兵器器製製造造企企業業へへのの投投資資方方針針をを問問うう」」  

○雪田慎二（医師） / 反核医師の会ニュース ２０２０年１月 第２１号 

  

「「障障害害ががああっっててもも自自分分をを守守りり活活かかすす」」‥‥障障害害者者雇雇用用のの現現場場かからら見見ええるるこことと‥‥  

○雪田慎二（医師） / 季刊『働くもののいのちと健康』２０１９年夏季号（No７９） 

  

編編著著『『ももううひひととつつのの戦戦場場  戦戦争争ののななかかのの精精神神障障害害者者／／市市民民』』  

○雪田慎二（医師） / １５年戦争と日本の医学医療研究会会誌 第２０巻・第１号 書評 

 

定定期期的的なな婦婦人人検検診診をを  

○市川清美（医師） / けんこうと平和 No３３２ ２０１９-１１ 

  

フフォォーーカカスス  私私たたちちのの実実践践  若若年年妊妊婦婦のの支支援援  

○市川清美（医師） / 民医連新聞 第１７０２号 ２０１９/１０/２１ 

  

変変形形性性股股関関節節症症  

〇仁平 高太郎(医師) / しんぶん赤旗 日曜版 ２０１９/９/２９    

    

病病理理ククイイズズ  ５５００歳歳代代女女性性のの胃胃粘粘膜膜下下腫腫瘍瘍  

○石津英喜(医師) / Ｍedi-Wing 第７６号（２０２０年１月） 
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                           Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

 

 

 

 

■■２２００１１９９年年                                                                                                                                      （単位：人） 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

4/2 ＣＳＴＤ がん化学療法チーム 
日本ベクトン・ディッキンソ

ン㈱ 
９ 

4/3 改訂・静脈採血の手順【演習会】 看護育成課 
佐藤智美（保健師） 

ニプロ㈱ 
６ 

4/3 新入職員オリエンテーション 医療安全講習 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
６３ 

4/8 遺伝子検査に関する学習会 遺伝子検査検討チーム 
角田美穂研究員（埼玉県立が

んセンター腫瘍診断・予防科） 
５０ 

4/8 ＨＢＯＣ診療チームについて がん化学療法チーム 
玉城研太朗医師（那覇西ク

リニック） 
５ 

4/10 ＭＥ機器取り扱い学習会（研修医） ＭＥ科、教育研修センター 篠塚陽子（臨床工学技士） ８ 

4/15 新入医師オリエンテーション 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
８ 

4/16 抗がん剤曝露対策と調製手技 がん化学療法チーム 
中山季昭氏（がん専門薬剤

師） 
７ 

4/19 自己組織化理論 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

4/22 統合的運動性概念 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ７ 

4/23 手の動作に活かすための知覚の見かた ＯＴ部会 
中田眞由美教授（埼玉県立

大学） 
１７ 

4/24 ＯＰＥモニター学習会 ＭＥ科 日本光電工業㈱ ６ 

5/08 スチバーガの副作用管理 がん化学療法チーム バイエル薬品㈱ １０ 

5/09 神経と腹圧 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） １０ 

5/14 エリート２学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ １０ 

5/17 ユマニチュードの考え方の紹介 
認知症ケアチーム、倫理委

員会 

倉川雅之（理学療法士） 

斉藤貴男（言語聴覚士） 
５０ 

5/20 
効果的な会議運営～問題解決できる組織づく

り（5/23・29） 

ＱＭセンター、教育研修セ

ンター 

増永哲士事務長、貞弘朱

美事務次長、野田邦子（医

療情報管理室課長） 

３３ 

5/22 吸入指導勉強会 薬剤科 原澤慶次医師 ２７ 

5/22 
Ｃ型肝炎治療薬 エプクルーサ（抗ウイルス

剤）について 
外来看護科Ⅱ ギリアド・サイエンシズ㈱ １１ 

5/28 Ａライン学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １７ 

5/28 ＯＰＥモニター学習会（ＭＥ科） ＭＥ科 日本光電工業㈱ ７ 

5/29 Ｔｒｉｐｌｅ Ｐ（トリプルピー） 小児科 
加藤香奈（看護師） 

小森谷美智子（保育士） 
１０ 

5/30 最低限の神経学① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ６ 

5/30 術後の疼痛管理 薬剤科 鈴木日和（薬剤師） １０ 

5/31 ＨＥＬＬＰ症候群の症例振り返り学習会 Ｃ３病棟 
 

１４ 

6/01 民医連の綱領と歴史 （～2020/3/31） 教育研修センター  ２４９ 

6/04 ＴＥ－ＳＳ８３５Ｔ ＭＥ科 ＴＥＲＵＭＯ㈱ ６ 

 

 

８８．．院院内内ににおおけけるる教教育育活活動動  

--119977--



埼玉協同病院 年報 2019 年 VOL.32（通巻第34 号） 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

6/04 ゾレドロン酸学習会 薬剤科 小澤智美（薬剤師） ８ 

6/07 
救急医療はセーフティーネット（Ｉ ＬＯＶＥ 救

急） 
救急診療委員会 

太田凡教授（京都府立医科

大学救急医学科） 
１４ 

6/07 橈骨遠位端骨折のリハビリ リハビリテーション技術科 菊池早未（理学療法士） １０ 

6/07 
新任部門リスクマネージャー事例分析研修（前

半）（6/10） 
医療安全委員会 

宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１９ 

6/11 ＩＡＢＰ学習会 ＭＥ科 ゲティンゲグループ㈱ １０ 

6/13 乳癌学習会～リハビリと看護～ 乳腺科医療チーム 

小平悦子（乳がん看護認定

看護師）、星擁子（助産師）

菊池早未（理学療法士） 

２０ 

6/13 インスリンを正しく使用する 薬剤科 野崎拓史（薬剤師） １４ 

6/14 
新任部門リスクマネージャー事例分析研修（後

半）（6/19） 
医療安全委員会 

宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１８ 

6/17 

「医療従事者に求められる予防接種（麻疹予防

/感染について）」・「麻疹・風疹の症例を通し

て・・・」 

医局運営会議、感染対策委

員会 
荒熊智宏医師 ３６ 

6/18 
現場スタッフ向け在宅用人工呼吸器（トリロジ

ー） 
ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １３ 

6/19 最低限の神経学② リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ６ 

6/21 ＩＡＢＰ学習会 ＭＥ科 ケディンゲグループ㈱ ７ 

6/21 眼科記録の見方 外来看護科Ⅱ 
箭川正子（医療生協さいた

ま本部） 
１４ 

6/24 ＦｅＮＯ(一酸化窒素ガス）検査学習会 検査科 チェスト㈱ １２ 

6/24 フォルテオの手技 薬剤科 野崎拓史（薬剤師） ４ 

6/25 エアボ２学習会 ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ２５ 

6/26 感染対策の基本・標準予防策 リハビリテーション技術科 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
４０ 

6/27 エアボ２学習会 ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

6/28 総合内科病棟回診＆カンファレンス 初期研修委員会 
片山充哉医師（東京医療セ

ンター総合内科） 
１６ 

6/28 エアボ２学習会 ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

6/28 最低限の神経学③ リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ５ 

6/29 
今こそ社会に目を向けて～精神科医から伝え

たいこと～ 
県連教育委員会 

香山リカ氏（精神科医、立

教大学現代心理学部映像

身体学科教授） 

３４ 

7/04 
呼吸器チーム学習会「ＶＡＰ予防」 

（7/11・18・25） 
呼吸器医療チーム 

寺門妙子（集中ケア認定看

護師） 
５３ 

7/05 脳トリアージ 専門外来Ⅱ 石丸純夫医師 １６ 

7/09 ＭＥ向けＢＬＳ講習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １１ 

7/09 腹臥位でのオシレーション リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

7/10 ＥＳＧ-１００取り扱い学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ ８ 

7/10 第１回症例検討会 Ｄ５病棟看護部 野口周一（医師） ３６ 

7/11 新任部門ＲＭ事例分析研修（後半補講） 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１ 
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                         Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

7/12 エアボ２学習会（ＨＣＵ） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １０ 

7/13 日米地位協定のはざま Ｃ３病棟 萩原なるみ（助産師） ７ 

7/16 前期総合防災訓練 事前学習会 防災対策委員会 小野秀雄（環境管理課） ４７ 

7/19 起居動作について ＯＴ部会 
三宅健司・添島千恵・ 

小林健太（作業療法士） 
７ 

7/19 ＡＳＴ法定研修１回目 感染対策チーム 
大塚友梨（検査科）、 

志田真澄（薬剤科） 
１７ 

7/22 手指衛生について 感染対策委員会 荒熊智宏医師 １０６ 

7/23 残留塩素計使用法等学習会 ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） ４ 

7/24 Ｃ５向け除細動器学習会① ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ６ 

7/24 ＫＹＴ学習、トレーニング リハビリテーション技術科 中西裕（理学療法士） ４０ 

7/25 除細動器学習会②（Ｃ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

7/25 エアボ２学習会（透析室） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ３ 

7/26 
終末期医療における適切な医療・ケアのあり

方について 
倫理委員会 

 
１８ 

7/26 ＢｉＰＡＰ学習会 ＭＥ科、教育研修センター 熊谷大樹（臨床工学技士） ８ 

7/30 先行随伴性姿勢調整① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ３ 

7/30 
ＮＰＰＶマスク（Ｎ-２０,Ｆ-２０）の特徴とマスクフ

ィッティング学習会 
ＭＥ科 レスメドﾞ㈱ ７ 

7/30 エリート２学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ６ 

7/30 ＴＥ-ＳＳ８３０Ｔ ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ６ 

8/01 
全職員対象ｅラーニング「識別のルールにつ

いて確認しよう」～1 ヶ月間 
医療安全委員会 

 
８４９ 

8/01 バックバルブマスク説明会（Ｄ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/03 防災訓練（透析室） ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） ８ 

8/06 ＢＬＳ講習会（透析室） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/06 バックバルブマスク説明会（透析室） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/07 バックバルブマスク説明会（Ｄ４病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １２ 

8/07 
初回離床の進め方、離床方法～ＴＨＡ、ＴＫＡ

～ 
D２病棟看護科 菅原美樹（理学療法士） ８ 

8/08 Ａライン学習会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/08 フォーカス学習会（Ｄ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ３ 

8/08 人工呼吸器管理中の看護ケア 呼吸器医療チーム 
寺門妙子（集中ケア認定看

護師） 
１６ 

8/09 ＩＣＴ・ＡＳＴ法定研修１回目 感染対策チーム ＩＣＴ・ＡＳＴメンバー ８ 

8/09 アイシングシステム学習会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

8/09 バックバルブマスク説明会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/09 フォーカス学習会（Ｄ５病棟） 町田看護師 青木奎介（臨床工学技士） ９ 

8/10 防災訓練（透析室） ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） ８ 

8/13 プッシャー症候群のアプローチ リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

8/16 呼吸リハビリテーション 外来看護科Ⅱ 
有江天寧（呼吸器医療チー

ム）  
１０ 

8/20 ＩＣＴ・ＡＳＴ法定研修１回目（8/30） 感染対策チーム ＩＣＴ・ＡＳＴメンバー ２６ 

8/20 呼吸器学習会（初期研修医） ＭＥ科、教育研修センター 植木佑太（臨床工学技士） ８ 
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6/04 ゾレドロン酸学習会 薬剤科 小澤智美（薬剤師） ８ 

6/07 
救急医療はセーフティーネット（Ｉ ＬＯＶＥ 救

急） 
救急診療委員会 

太田凡教授（京都府立医科

大学救急医学科） 
１４ 

6/07 橈骨遠位端骨折のリハビリ リハビリテーション技術科 菊池早未（理学療法士） １０ 

6/07 
新任部門リスクマネージャー事例分析研修（前

半）（6/10） 
医療安全委員会 

宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１９ 

6/11 ＩＡＢＰ学習会 ＭＥ科 ゲティンゲグループ㈱ １０ 

6/13 乳癌学習会～リハビリと看護～ 乳腺科医療チーム 

小平悦子（乳がん看護認定

看護師）、星擁子（助産師）

菊池早未（理学療法士） 

２０ 

6/13 インスリンを正しく使用する 薬剤科 野崎拓史（薬剤師） １４ 

6/14 
新任部門リスクマネージャー事例分析研修（後

半）（6/19） 
医療安全委員会 

宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１８ 

6/17 

「医療従事者に求められる予防接種（麻疹予防

/感染について）」・「麻疹・風疹の症例を通し

て・・・」 

医局運営会議、感染対策委

員会 
荒熊智宏医師 ３６ 

6/18 
現場スタッフ向け在宅用人工呼吸器（トリロジ

ー） 
ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １３ 

6/19 最低限の神経学② リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ６ 

6/21 ＩＡＢＰ学習会 ＭＥ科 ケディンゲグループ㈱ ７ 

6/21 眼科記録の見方 外来看護科Ⅱ 
箭川正子（医療生協さいた

ま本部） 
１４ 

6/24 ＦｅＮＯ(一酸化窒素ガス）検査学習会 検査科 チェスト㈱ １２ 

6/24 フォルテオの手技 薬剤科 野崎拓史（薬剤師） ４ 

6/25 エアボ２学習会 ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ２５ 

6/26 感染対策の基本・標準予防策 リハビリテーション技術科 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
４０ 

6/27 エアボ２学習会 ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

6/28 総合内科病棟回診＆カンファレンス 初期研修委員会 
片山充哉医師（東京医療セ

ンター総合内科） 
１６ 

6/28 エアボ２学習会 ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

6/28 最低限の神経学③ リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ５ 

6/29 
今こそ社会に目を向けて～精神科医から伝え

たいこと～ 
県連教育委員会 

香山リカ氏（精神科医、立

教大学現代心理学部映像

身体学科教授） 

３４ 

7/04 
呼吸器チーム学習会「ＶＡＰ予防」 

（7/11・18・25） 
呼吸器医療チーム 

寺門妙子（集中ケア認定看

護師） 
５３ 

7/05 脳トリアージ 専門外来Ⅱ 石丸純夫医師 １６ 

7/09 ＭＥ向けＢＬＳ講習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １１ 

7/09 腹臥位でのオシレーション リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

7/10 ＥＳＧ-１００取り扱い学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ ８ 

7/10 第１回症例検討会 Ｄ５病棟看護部 野口周一（医師） ３６ 

7/11 新任部門ＲＭ事例分析研修（後半補講） 医療安全委員会 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１ 
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日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

7/12 エアボ２学習会（ＨＣＵ） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １０ 

7/13 日米地位協定のはざま Ｃ３病棟 萩原なるみ（助産師） ７ 

7/16 前期総合防災訓練 事前学習会 防災対策委員会 小野秀雄（環境管理課） ４７ 

7/19 起居動作について ＯＴ部会 
三宅健司・添島千恵・ 

小林健太（作業療法士） 
７ 

7/19 ＡＳＴ法定研修１回目 感染対策チーム 
大塚友梨（検査科）、 

志田真澄（薬剤科） 
１７ 

7/22 手指衛生について 感染対策委員会 荒熊智宏医師 １０６ 

7/23 残留塩素計使用法等学習会 ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） ４ 

7/24 Ｃ５向け除細動器学習会① ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ６ 

7/24 ＫＹＴ学習、トレーニング リハビリテーション技術科 中西裕（理学療法士） ４０ 

7/25 除細動器学習会②（Ｃ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

7/25 エアボ２学習会（透析室） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ３ 

7/26 
終末期医療における適切な医療・ケアのあり

方について 
倫理委員会 

 
１８ 

7/26 ＢｉＰＡＰ学習会 ＭＥ科、教育研修センター 熊谷大樹（臨床工学技士） ８ 

7/30 先行随伴性姿勢調整① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ３ 

7/30 
ＮＰＰＶマスク（Ｎ-２０,Ｆ-２０）の特徴とマスクフ

ィッティング学習会 
ＭＥ科 レスメドﾞ㈱ ７ 

7/30 エリート２学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ６ 

7/30 ＴＥ-ＳＳ８３０Ｔ ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ６ 

8/01 
全職員対象ｅラーニング「識別のルールにつ

いて確認しよう」～1 ヶ月間 
医療安全委員会 

 
８４９ 

8/01 バックバルブマスク説明会（Ｄ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/03 防災訓練（透析室） ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） ８ 

8/06 ＢＬＳ講習会（透析室） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/06 バックバルブマスク説明会（透析室） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/07 バックバルブマスク説明会（Ｄ４病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １２ 

8/07 
初回離床の進め方、離床方法～ＴＨＡ、ＴＫＡ

～ 
D２病棟看護科 菅原美樹（理学療法士） ８ 

8/08 Ａライン学習会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/08 フォーカス学習会（Ｄ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ３ 

8/08 人工呼吸器管理中の看護ケア 呼吸器医療チーム 
寺門妙子（集中ケア認定看

護師） 
１６ 

8/09 ＩＣＴ・ＡＳＴ法定研修１回目 感染対策チーム ＩＣＴ・ＡＳＴメンバー ８ 

8/09 アイシングシステム学習会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

8/09 バックバルブマスク説明会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ８ 

8/09 フォーカス学習会（Ｄ５病棟） 町田看護師 青木奎介（臨床工学技士） ９ 

8/10 防災訓練（透析室） ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） ８ 

8/13 プッシャー症候群のアプローチ リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

8/16 呼吸リハビリテーション 外来看護科Ⅱ 
有江天寧（呼吸器医療チー

ム）  
１０ 

8/20 ＩＣＴ・ＡＳＴ法定研修１回目（8/30） 感染対策チーム ＩＣＴ・ＡＳＴメンバー ２６ 

8/20 呼吸器学習会（初期研修医） ＭＥ科、教育研修センター 植木佑太（臨床工学技士） ８ 
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8/21 バックバルブマスク説明会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

8/21 リハ栄養 リハビリテーション技術科 （株）クリニコ １６ 

8/21 膀胱鏡洗浄学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ ７ 

8/22 認知症ケアチーム学習会 認知症ケアチーム 

東綾香（薬剤師）、斉藤貴

男（言語聴覚士）、倉川雅

之（作業療法士）、小金澤

由佳（社会福祉士） 

３４ 

8/22 気管カニューレのメーカー説明会 呼吸器医療チーム 
コヴィディエン、コーケン、

スミスメディカル 
１６ 

8/23 
ＢＬＳ学習会 （9/27、10/25、11/22、12/20、

1/24、2/28、3/27） 
救急診療委員会 救急診療委員会メンバー １８０ 

8/23 バックバルブマスク説明会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

8/23 バックバルブマスク説明会（Ｃ３病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ６ 

8/26 がん薬物療法学習会 がん化学療法チーム 
砂川優医師（聖マリアンナ

医科大） 
４１ 

8/26 胸膜肥厚斑って何？ＳＤＨの原点 健康増進センター 市川篤医師（呼吸器内科） １５ 

8/27 バックバルブマスク説明会（Ｄ３病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ７ 

8/27 研修医向け血液浄化学習会 ＭＥ科、教育研修センター 藤本政幸（臨床工学技士） ８ 

8/29 ＤＶＴのリハビリテーション 
県連リハビリ部会、専門研修 

急性期小委員会 

加治政成・横尾智久（理学

療法士）、岩渕史弥（薬剤

師） 

８ 

8/29 
採血管についての学習会～採血の基礎知識

～ 
検査適正化委員会 ニプロ㈱ １９ 

8/29 人工呼吸器学習会 呼吸器医療チーム 篠塚陽子（臨床工学技士） ２１ 

9/02 感覚入力位置特異性 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ４ 

9/03 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 東レメディカル㈱ １９ 

9/05 内視鏡向けスコープ取り扱い学習会（9/6） ＭＥ科 オリンパス㈱ １８ 

9/09 認知症サポーター養成講座 認知症ケアチーム 
綿貫広視（介護福祉士） 

諏佐紀恵子（看護師） 
４ 

9/10 ラジカル７取り扱い学習会 ＭＥ科 マシモ・ジャパン㈱ ３ 

9/10 ＩＡＢＰ学習会 ＭＥ科 ゲティンゲグループ㈱ ７ 

9/10 日本光電 NPPV 学習会 ＭＥ科 日本光電工業㈱ ７ 

9/11 第２回症例検討会 Ｄ５病棟症例検討チーム 野口周一（医師） ３７ 

9/12 ＨＯＴ学習会 Ｃ５病棟 青木奎介（臨床工学技士） １２ 

9/13 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １７ 

9/13 
精神科リエゾンチーム学習会｢アルコール依

存症について｣ 
精神科リエゾンチーム 

荻野マリエ医師、高井芳恵

（保健師） 
２１ 

9/13 アイシングﾞシステム学習会 ＭＥ科 日本シグマックス㈱ ２ 

9/13 身体図式① リハビリテーション技術科 三宅健司（作業療法士） １０ 

9/13 エルマン電気メス取り扱い ＭＥ科 ㈱ｅllman-Japan ５ 

9/17 原水爆禁止世界大会報告会 ＳＨＪ委員会  ３４ 

9/19 研修医向け在宅医療機器学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

9/19 ＨＯＴ学習会 Ｃ５病棟 青木奎介（臨床工学技士） ９ 

 

 

--220000--

                            Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

9/19 輸液ポンプ学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） １ 

9/19 機能評価係数Ⅱ対策 経営委員会 田中紗代（入院医事課） ３７ 

9/24 ＢｉＰＡＰ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １４ 

9/24 輸液ポンプ学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ３ 

9/24 乳児検診の歯科保健指導について Ｃ３病棟 加藤理香（歯科衛生士） ４ 

9/25 ＮＰＰＶマスクの皮膚トラブル対応 呼吸器医療チーム 
江畑直子（皮膚・排泄ケア

認定看護師） 
１３ 

9/25 汚物処理 リハビリテーション技術科 大崎栄美（作業療法士） ４１ 

9/26 チーム医療推進のための看護記録の書き方 外来看護科Ⅱ 檜山陽子（保健師） １６ 

9/27 リハ栄養 食養科 ㈱クリニコ ７ 

9/27 
家族関係が良好ではない場合の家族からの

要望にどこまで応えるべきか 
倫理委員会 

 
１６ 

9/28 ＰＶＭ学習会（Ｄ３病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ３ 

9/28 防災訓練（透析室） ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） １０ 

10/03 身体図式② リハビリテーション技術科 三宅健治（作業療法士） １０ 

10/08 ＰＶＭ-４７６１学習会 ＭＥ科 日本光電工業㈱ １０ 

10/08 
ドリームステーションＢｉＰＡＰ Ａｕｔｏ取扱、 

ＣＰＡＰ解析方法学習会 
ＭＥ科 フィリップス㈱ ５ 

10/08 チーム医療推進ための看護記録の書き方 Ｃ３病棟 田中美江（看護師） ５ 

10/09 ＣＰＡＰ遠隔モニタリング学習会 ＭＥ科 フクダライフテック㈱ ５ 

10/09 抗リウマチ薬「シムジア」について 薬剤科 アステラス製薬㈱ ４ 

10/09 血液ガス分析 呼吸器医療チーム 原澤慶次医師 ４８ 

10/10 トリアージ学習会 防災対策委員会 守谷能和医師 ２４ 

10/11 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） ２０ 

10/11 内視鏡向け手洗い洗浄学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ ７ 

10/17 看護部 トリアージ学習会 防災対策委員会 浅沼陽子（看護師） １５ 

10/17 ＨＯＴ学習会（外来看護科Ⅱ） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １１ 

10/17 脳卒中の歩行① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） １０ 

10/18 ＰＶＭ学習会（Ｄ３病棟Ｔ） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １１ 

10/18 ＡＳＴ法定研修１回目（10/24） 抗菌薬適正使用支援チーム 
大塚友梨（臨床検査技師） 

志田真澄（薬剤師） 
９ 

10/19 トリアージ訓練 防災対策委員会  ５７ 

10/21 身体拘束は医療事故を本当に防ぐのか？ 
医局運営委員会、医療安全

委員会 
荻野マリエ医師 ３６ 

10/23 
効果的な会議運営～問題解決できる組織づく

り（10/25・30） 

ＱＭセンター、教育研修セ

ンター 

増永哲士事務長、貞弘朱

美事務次長、野田邦子（医

療情報管理室課長） 

３０ 

10/23 ＢＬＳ学習会 リハビリテーション技術科 
寺門妙子（集中ケア認定看

護師） 
４０ 

10/24 診療報酬学習会 外来看護科Ⅱ 長谷川哲也（外来医事課） １１ 

10/26 透析室防災訓練 ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） ８ 

10/29 ＢｉＰＡＰ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） ６ 

10/29 がん化学療法の基礎知識 がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
９ 
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日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

8/21 バックバルブマスク説明会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

8/21 リハ栄養 リハビリテーション技術科 （株）クリニコ １６ 

8/21 膀胱鏡洗浄学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ ７ 

8/22 認知症ケアチーム学習会 認知症ケアチーム 

東綾香（薬剤師）、斉藤貴

男（言語聴覚士）、倉川雅

之（作業療法士）、小金澤

由佳（社会福祉士） 

３４ 

8/22 気管カニューレのメーカー説明会 呼吸器医療チーム 
コヴィディエン、コーケン、

スミスメディカル 
１６ 

8/23 
ＢＬＳ学習会 （9/27、10/25、11/22、12/20、

1/24、2/28、3/27） 
救急診療委員会 救急診療委員会メンバー １８０ 

8/23 バックバルブマスク説明会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

8/23 バックバルブマスク説明会（Ｃ３病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ６ 

8/26 がん薬物療法学習会 がん化学療法チーム 
砂川優医師（聖マリアンナ

医科大） 
４１ 

8/26 胸膜肥厚斑って何？ＳＤＨの原点 健康増進センター 市川篤医師（呼吸器内科） １５ 

8/27 バックバルブマスク説明会（Ｄ３病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ７ 

8/27 研修医向け血液浄化学習会 ＭＥ科、教育研修センター 藤本政幸（臨床工学技士） ８ 

8/29 ＤＶＴのリハビリテーション 
県連リハビリ部会、専門研修 

急性期小委員会 

加治政成・横尾智久（理学

療法士）、岩渕史弥（薬剤

師） 

８ 

8/29 
採血管についての学習会～採血の基礎知識

～ 
検査適正化委員会 ニプロ㈱ １９ 

8/29 人工呼吸器学習会 呼吸器医療チーム 篠塚陽子（臨床工学技士） ２１ 

9/02 感覚入力位置特異性 リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ４ 

9/03 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 東レメディカル㈱ １９ 

9/05 内視鏡向けスコープ取り扱い学習会（9/6） ＭＥ科 オリンパス㈱ １８ 

9/09 認知症サポーター養成講座 認知症ケアチーム 
綿貫広視（介護福祉士） 

諏佐紀恵子（看護師） 
４ 

9/10 ラジカル７取り扱い学習会 ＭＥ科 マシモ・ジャパン㈱ ３ 

9/10 ＩＡＢＰ学習会 ＭＥ科 ゲティンゲグループ㈱ ７ 

9/10 日本光電 NPPV 学習会 ＭＥ科 日本光電工業㈱ ７ 

9/11 第２回症例検討会 Ｄ５病棟症例検討チーム 野口周一（医師） ３７ 

9/12 ＨＯＴ学習会 Ｃ５病棟 青木奎介（臨床工学技士） １２ 

9/13 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １７ 

9/13 
精神科リエゾンチーム学習会｢アルコール依

存症について｣ 
精神科リエゾンチーム 

荻野マリエ医師、高井芳恵

（保健師） 
２１ 

9/13 アイシングﾞシステム学習会 ＭＥ科 日本シグマックス㈱ ２ 

9/13 身体図式① リハビリテーション技術科 三宅健司（作業療法士） １０ 

9/13 エルマン電気メス取り扱い ＭＥ科 ㈱ｅllman-Japan ５ 

9/17 原水爆禁止世界大会報告会 ＳＨＪ委員会  ３４ 

9/19 研修医向け在宅医療機器学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ９ 

9/19 ＨＯＴ学習会 Ｃ５病棟 青木奎介（臨床工学技士） ９ 

 

 

--220000--

                            Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

9/19 輸液ポンプ学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） １ 

9/19 機能評価係数Ⅱ対策 経営委員会 田中紗代（入院医事課） ３７ 

9/24 ＢｉＰＡＰ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １４ 

9/24 輸液ポンプ学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ３ 

9/24 乳児検診の歯科保健指導について Ｃ３病棟 加藤理香（歯科衛生士） ４ 

9/25 ＮＰＰＶマスクの皮膚トラブル対応 呼吸器医療チーム 
江畑直子（皮膚・排泄ケア

認定看護師） 
１３ 

9/25 汚物処理 リハビリテーション技術科 大崎栄美（作業療法士） ４１ 

9/26 チーム医療推進のための看護記録の書き方 外来看護科Ⅱ 檜山陽子（保健師） １６ 

9/27 リハ栄養 食養科 ㈱クリニコ ７ 

9/27 
家族関係が良好ではない場合の家族からの

要望にどこまで応えるべきか 
倫理委員会 

 
１６ 

9/28 ＰＶＭ学習会（Ｄ３病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ３ 

9/28 防災訓練（透析室） ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） １０ 

10/03 身体図式② リハビリテーション技術科 三宅健治（作業療法士） １０ 

10/08 ＰＶＭ-４７６１学習会 ＭＥ科 日本光電工業㈱ １０ 

10/08 
ドリームステーションＢｉＰＡＰ Ａｕｔｏ取扱、 

ＣＰＡＰ解析方法学習会 
ＭＥ科 フィリップス㈱ ５ 

10/08 チーム医療推進ための看護記録の書き方 Ｃ３病棟 田中美江（看護師） ５ 

10/09 ＣＰＡＰ遠隔モニタリング学習会 ＭＥ科 フクダライフテック㈱ ５ 

10/09 抗リウマチ薬「シムジア」について 薬剤科 アステラス製薬㈱ ４ 

10/09 血液ガス分析 呼吸器医療チーム 原澤慶次医師 ４８ 

10/10 トリアージ学習会 防災対策委員会 守谷能和医師 ２４ 

10/11 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） ２０ 

10/11 内視鏡向け手洗い洗浄学習会 ＭＥ科 オリンパス㈱ ７ 

10/17 看護部 トリアージ学習会 防災対策委員会 浅沼陽子（看護師） １５ 

10/17 ＨＯＴ学習会（外来看護科Ⅱ） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １１ 

10/17 脳卒中の歩行① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） １０ 

10/18 ＰＶＭ学習会（Ｄ３病棟Ｔ） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １１ 

10/18 ＡＳＴ法定研修１回目（10/24） 抗菌薬適正使用支援チーム 
大塚友梨（臨床検査技師） 

志田真澄（薬剤師） 
９ 

10/19 トリアージ訓練 防災対策委員会  ５７ 

10/21 身体拘束は医療事故を本当に防ぐのか？ 
医局運営委員会、医療安全

委員会 
荻野マリエ医師 ３６ 

10/23 
効果的な会議運営～問題解決できる組織づく

り（10/25・30） 

ＱＭセンター、教育研修セ

ンター 

増永哲士事務長、貞弘朱

美事務次長、野田邦子（医

療情報管理室課長） 

３０ 

10/23 ＢＬＳ学習会 リハビリテーション技術科 
寺門妙子（集中ケア認定看

護師） 
４０ 

10/24 診療報酬学習会 外来看護科Ⅱ 長谷川哲也（外来医事課） １１ 

10/26 透析室防災訓練 ＭＥ科 木村貴史（臨床工学技士） ８ 

10/29 ＢｉＰＡＰ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） ６ 

10/29 がん化学療法の基礎知識 がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
９ 
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10/30 ＢＶＭ学習会（Ｃ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １５ 

10/31 脳卒中の歩行② リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） １０ 

11/01 ピースフォーラム２０１９ ＳＨＪ委員会 
八法亭みややっこ（飯田美

弥子弁護士） 
２２４ 

11/05 心電図モニターアラームについて（Ｄ４病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ２５ 

11/05 ＮＨＦ学習会（救急科） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １８ 

11/07 糖尿病 食事療法 糖尿病医療チーム 羽染知子（管理栄養士） ５ 

11/07 禁煙指導 糖尿病医療チーム 菅原槙美（保健師） ４ 

11/08 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １５ 

11/08 ＮＨＦ学習会（Ｃ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ２０ 

11/08 ＡＢＶＤ療法（ＨＬ) がん化学療法チーム 
森口秀美（外来がん治療認

定薬剤師） 
１５ 

11/08 せん妄について 薬剤科 澤辺由美（薬剤師） ６ 

11/12 ＮＨＦ学習会（ＭＥ科） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

11/13 血ガス装置（ラポッドポイント）学習会 ＭＥ科 シ－メンスヘルスケア㈱ ４ 

11/13 ＮＨＦ学習会（Ｄ４病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １２ 

11/13 第３回症例検討会 Ｄ５病棟症例検討会チーム 高石光雄医師他 ３９ 

11/15 血ガス装置（ラポッドポイント）学習会（11/19） ＭＥ科 シ－メンスヘルスケア㈱ ３０ 

11/15 ＮＨＦ学習会（Ｄ３病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １１ 

11/18 ＮＨＦ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １７ 

11/18 ＮＨＦ学習会（医師） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ２５ 

11/19 ＮＨＦ学習会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 
フィッシャー＆パイケル社 

木佑太（臨床工学技士） 
２２ 

11/20 フレイルチェックサポーター養成講座 ＨＰＨ推進センター 
中島祐子（医療生協さいた

ま本部） 
９ 

11/21 乳癌術後の生活指導とリンパ浮腫について 乳腺科医療チーム 
小平悦子（乳がん看護認定

看護師） 
１４ 

11/21 手指衛生学習会（ＭＥ科） ＭＥ科 青木奎介（臨床工学技士） ６ 

11/22 ＮＨＦ学習会（ＲＳＴ向け） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

11/22 片山充哉医師ケースカンファレンス 初期研修委員会 
片山充哉医師（東京医療セ

ンター総合内科） 
１８ 

11/22 電子カルテ不正閲覧の防止措置について 倫理委員会  １５ 

11/22 Biomechanics を利用した上肢介入① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

11/22 術後の疼痛管理 薬剤科 鈴木日和（薬剤師） ５ 

11/25 認知症サポーター養成講座 認知症ケアチーム 
綿貫広視（介護福祉士） 

諏佐紀恵子（看護師） 
１２ 

11/26 麻薬の量の確認ができるようになるために。 薬剤科 澤辺由美（薬剤師） ９ 

11/27 フレイルチェックサポーター養成講座 ＨＰＨ推進センター 加藤理香（歯科衛生士） ４０ 

11/27 ペースメーカ学習会 Ｄ４病棟 青木奎介（臨床工学技士） １２ 

11/28 
小児虐待について考える～第一線で活躍する

児童福祉司から聞く～ 
小児虐待対策チーム 

林田昴介児童福祉司（南児

童相談所） 
４６ 

11/28 乳癌術後の生活指導とリンパ浮腫について 乳腺科医療チーム 
小平悦子（乳がん看護認定

看護師） 
２３ 
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                          Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

11/29 内視鏡向け手洗い洗浄学習会 ＭＥ科 富士フィルムメディカル㈱ ３ 

11/29 薬の粉砕について 薬剤科 栗原ちなみ（薬剤師） ７ 

12/03 セラビーム取り扱い学習会 ＭＥ科 ウシオ電機㈱ ２ 

12/05 フレイルチェックサポーター養成講座 ＨＰＨ推進センター 
宮崎ひとみ（組合員活動

課） 
２ 

12/05 Biomechanics を利用した上肢介入② リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

12/05 呼吸リハビリテーション 呼吸器医療チーム 久保寺彩香（理学療法士） １６ 

12/05 認知症と看護 認知症リンクナース 石村匡沙子（看護師） １２ 

12/06 
電子カルテデモンストレーション 

（12/9・20・23、2020/1/15・17・17、3/6・9） 
システム管理課  ３８３ 

12/07 加齢性難聴を正しく知ろう 

教育研修センター共催南部

ＡＢブロック保健健康づくり

委員長会議 

越智篤医師 ８７ 

12/12 
【法定研修】感染対策の基本 標準予防策 

（12/19・23、2/21・28） 
感染対策委員会 

吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
４８ 

12/13 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １５ 

12/16 ＮＨＦ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １０ 

12/17 感染防止対策の基本 事務部門編 感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
１６ 

12/18 
ＩＣＴ・ＡＳＴ法定研修２回目 

（１２/１９・２０・２５） 
感染対策チーム ＩＣＴ・ＡＳＴメンバー ４６ 

12/19 オレンシア がん化学療法チーム 小野薬品工業㈱ ４ 

12/19 感染防止対策の基本 事務部門編 感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
９ 

12/20 感染対策の基本と冬に流行する感染症 感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
１５ 

12/25 急変時の対応について リハビリテーション技術科 中西裕（理学療法士） ４１ 

12/26 ＮＨＦ学習会（Ｄ４病棟） ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） ７ 

12/26 透析患者の抗がん剤曝露対策について がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
１０ 

12/26 社会保障制度について Ｃ３病棟 竹本耕造（社会福祉士） ５ 

 

■■２２００２２００年年 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

1/04 
全職員対象ｅラーニング「入院患者の院内自殺

を防ぐ」～２ヶ月間 
医療安全委員会  ７４５ 

1/09 

【事務・技術部門対象】 感染対策の基本と冬

に流行する感染症（1/10・16・22・23・24・29・

30） 

感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
１４５ 

1/09 認知症サポーター養成講座 認知症ケアチーム 
綿貫広視（介護福祉士） 

諏佐紀恵子（看護師） 
６ 

1/09 事例分析について 各部門責任者会議（事務） 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１５ 
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日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

10/30 ＢＶＭ学習会（Ｃ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １５ 

10/31 脳卒中の歩行② リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） １０ 

11/01 ピースフォーラム２０１９ ＳＨＪ委員会 
八法亭みややっこ（飯田美

弥子弁護士） 
２２４ 

11/05 心電図モニターアラームについて（Ｄ４病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ２５ 

11/05 ＮＨＦ学習会（救急科） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） １８ 

11/07 糖尿病 食事療法 糖尿病医療チーム 羽染知子（管理栄養士） ５ 

11/07 禁煙指導 糖尿病医療チーム 菅原槙美（保健師） ４ 

11/08 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １５ 

11/08 ＮＨＦ学習会（Ｃ２病棟） ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ２０ 

11/08 ＡＢＶＤ療法（ＨＬ) がん化学療法チーム 
森口秀美（外来がん治療認

定薬剤師） 
１５ 

11/08 せん妄について 薬剤科 澤辺由美（薬剤師） ６ 

11/12 ＮＨＦ学習会（ＭＥ科） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

11/13 血ガス装置（ラポッドポイント）学習会 ＭＥ科 シ－メンスヘルスケア㈱ ４ 

11/13 ＮＨＦ学習会（Ｄ４病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １２ 

11/13 第３回症例検討会 Ｄ５病棟症例検討会チーム 高石光雄医師他 ３９ 

11/15 血ガス装置（ラポッドポイント）学習会（11/19） ＭＥ科 シ－メンスヘルスケア㈱ ３０ 

11/15 ＮＨＦ学習会（Ｄ３病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １１ 

11/18 ＮＨＦ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １７ 

11/18 ＮＨＦ学習会（医師） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ２５ 

11/19 ＮＨＦ学習会（Ｄ２病棟） ＭＥ科 
フィッシャー＆パイケル社 

木佑太（臨床工学技士） 
２２ 

11/20 フレイルチェックサポーター養成講座 ＨＰＨ推進センター 
中島祐子（医療生協さいた

ま本部） 
９ 

11/21 乳癌術後の生活指導とリンパ浮腫について 乳腺科医療チーム 
小平悦子（乳がん看護認定

看護師） 
１４ 

11/21 手指衛生学習会（ＭＥ科） ＭＥ科 青木奎介（臨床工学技士） ６ 

11/22 ＮＨＦ学習会（ＲＳＴ向け） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 ９ 

11/22 片山充哉医師ケースカンファレンス 初期研修委員会 
片山充哉医師（東京医療セ

ンター総合内科） 
１８ 

11/22 電子カルテ不正閲覧の防止措置について 倫理委員会  １５ 

11/22 Biomechanics を利用した上肢介入① リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

11/22 術後の疼痛管理 薬剤科 鈴木日和（薬剤師） ５ 

11/25 認知症サポーター養成講座 認知症ケアチーム 
綿貫広視（介護福祉士） 

諏佐紀恵子（看護師） 
１２ 

11/26 麻薬の量の確認ができるようになるために。 薬剤科 澤辺由美（薬剤師） ９ 

11/27 フレイルチェックサポーター養成講座 ＨＰＨ推進センター 加藤理香（歯科衛生士） ４０ 

11/27 ペースメーカ学習会 Ｄ４病棟 青木奎介（臨床工学技士） １２ 

11/28 
小児虐待について考える～第一線で活躍する

児童福祉司から聞く～ 
小児虐待対策チーム 

林田昴介児童福祉司（南児

童相談所） 
４６ 

11/28 乳癌術後の生活指導とリンパ浮腫について 乳腺科医療チーム 
小平悦子（乳がん看護認定

看護師） 
２３ 
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                          Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

11/29 内視鏡向け手洗い洗浄学習会 ＭＥ科 富士フィルムメディカル㈱ ３ 

11/29 薬の粉砕について 薬剤科 栗原ちなみ（薬剤師） ７ 

12/03 セラビーム取り扱い学習会 ＭＥ科 ウシオ電機㈱ ２ 

12/05 フレイルチェックサポーター養成講座 ＨＰＨ推進センター 
宮崎ひとみ（組合員活動

課） 
２ 

12/05 Biomechanics を利用した上肢介入② リハビリテーション技術科 剱山大（理学療法士） ８ 

12/05 呼吸リハビリテーション 呼吸器医療チーム 久保寺彩香（理学療法士） １６ 

12/05 認知症と看護 認知症リンクナース 石村匡沙子（看護師） １２ 

12/06 
電子カルテデモンストレーション 

（12/9・20・23、2020/1/15・17・17、3/6・9） 
システム管理課  ３８３ 

12/07 加齢性難聴を正しく知ろう 

教育研修センター共催南部

ＡＢブロック保健健康づくり

委員長会議 

越智篤医師 ８７ 

12/12 
【法定研修】感染対策の基本 標準予防策 

（12/19・23、2/21・28） 
感染対策委員会 

吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
４８ 

12/13 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １５ 

12/16 ＮＨＦ学習会（Ｃ５病棟） ＭＥ科 フィッシャー＆パイケル社 １０ 

12/17 感染防止対策の基本 事務部門編 感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
１６ 

12/18 
ＩＣＴ・ＡＳＴ法定研修２回目 

（１２/１９・２０・２５） 
感染対策チーム ＩＣＴ・ＡＳＴメンバー ４６ 

12/19 オレンシア がん化学療法チーム 小野薬品工業㈱ ４ 

12/19 感染防止対策の基本 事務部門編 感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
９ 

12/20 感染対策の基本と冬に流行する感染症 感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
１５ 

12/25 急変時の対応について リハビリテーション技術科 中西裕（理学療法士） ４１ 

12/26 ＮＨＦ学習会（Ｄ４病棟） ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） ７ 

12/26 透析患者の抗がん剤曝露対策について がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
１０ 

12/26 社会保障制度について Ｃ３病棟 竹本耕造（社会福祉士） ５ 

 

■■２２００２２００年年 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

1/04 
全職員対象ｅラーニング「入院患者の院内自殺

を防ぐ」～２ヶ月間 
医療安全委員会  ７４５ 

1/09 

【事務・技術部門対象】 感染対策の基本と冬

に流行する感染症（1/10・16・22・23・24・29・

30） 

感染対策委員会 
吉田智恵子（感染管理認定

看護師） 
１４５ 

1/09 認知症サポーター養成講座 認知症ケアチーム 
綿貫広視（介護福祉士） 

諏佐紀恵子（看護師） 
６ 

1/09 事例分析について 各部門責任者会議（事務） 
宮﨑俊子（専従医療安全管

理者） 
１５ 
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日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

1/14 がんゲノム医療について がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
７ 

1/14 透析用エコーデモ器の使用方法学習会 ＭＥ科 富士フィルムメディカル㈱ １０ 

1/17 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） ２０ 

1/17 酸素残量の見方 
ＭＥ科、医療ガス管理委員

会 
篠塚陽子（臨床工学技士） １２ 

1/17 限度額認定の制度・支払額について Ｃ３病棟 関口智子（入院医事課） ６ 

1/21 透析看護師向けシリンジポンプ学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ４ 

1/22 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 東レメディカル㈱ ９ 

1/22 個人情報取り扱いについて リハビリテーション技術科 吉田知行（理学療法士） ４２ 

1/23 ＢＬＳ学習会① 外来看護科Ⅱ 
串谷春佳・松田依央奈・有

江天寧（保健師） 
１２ 

1/25 トリプルＰセミナーについて Ｃ３病棟 
加藤香奈（看護師） 

小森谷美智子（保育士） 
 

1/27 電メス学習会 ＭＥ科 ㈱Ellman-Japan ７ 

1/27 ＮＨＦ学習会（Ｃ４病棟） ＭＥ科 青木奎介（臨床工学技士） ５ 

1/28 後期総合防災訓練 事前学習会 防災対策委員会 小野秀敏（臨床工学技士） ３７ 

1/31 気道粘液除去装置の使用方法 ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １２ 

2/05 ＡＣＰ・せん妄について がん化学療法チーム 

中山博文医師（昭和大学藤

が丘病院腫瘍内科・緩和医

療科） 

３４ 

2/06 糖尿病 食事療法 糖尿病医療チーム 羽染知子（管理栄養士） ２ 

2/06 禁煙指導 糖尿病医療チーム 菅原槙美（保健師） ２ 

2/06 電メス学習会 ＭＥ科 ㈱ellman-Japan １ 

2/10 乳癌術後の生活指導とリンパ浮腫について 乳腺科医療チーム 
小平悦子（乳がん看護認定

看護師） 
１７ 

2/12 第４回症例検討会 Ｄ５症例検討チーム 太田結加（社会福祉士） ３７ 

2/12 遊び込みについて Ｃ３病棟 木賊敦子（看護師） ６ 

2/14 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １６ 

2/14 オピオイド鎮痛薬の副作用と対策 薬剤科 関根綾乃（薬剤師） ９ 

2/17 新型コロナウイルス（COVID-19）について 感染対策委員会 守谷能和医師 ４２ 

2/20 ＢＬＳ学習会② 外来看護科Ⅱ 
柏森恵子（看護師）、有江

天寧（保健師） 
１０ 

2/21 ケースカンファレンス 初期研修委員会 
片山充哉医師（東京医療セ

ンター総合内科） 
１６ 

2/22 ＭＥ担当防災机上訓練 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ５ 

2/22 輸液・シリンジポンプチェッカー学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ５ 

2/25 嚥下機能に影響する薬剤 薬剤科 野崎拓史（薬剤師） １２ 

2/26 防災学習会 リハビリテーション技術科 吉田知行（理学療法士） ４０ 

2/26 心停止時心肺蘇生をしないガイドライン Ｄ３病棟倫理チーム 石村匡沙子（看護師） １０ 

2/27 せん妄について Ｄ３病棟倫理チーム 石村匡沙子（看護師） １２ 

2/28 ＣＯＰＤ学習会（Ｄ３病棟） Ｄ３学習会チーム 原澤慶次医師 １６ 
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                           Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

2/28 抗がん剤に対する安全な取り扱いについて がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
１２ 

2/28 ケモ（分子標的薬について） 増山千亜希 増山千亜希（看護師） １１ 

3/06 乳腺について Ｃ３病棟 金子しおり医師 ２０ 

3/10 ＢＬＳ学習会 Ｃ３病棟 
石川幸恵・萩原なるみ（助

産師） 
２０ 

3/10 乳腺学習会 乳腺科医療チーム 金子しおり医師 ２１ 

3/12 認知症のある高齢者の看護 Ｄ３病棟倫理チーム 石村匡沙子（看護師） １４ 

3/24 危険薬について 薬剤科 栗原ちなみ（薬剤師） ９ 

3/26 ビジレオ Ａラインについて ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １５ 

通年 
新入職員対象ｅラーニング医療安全の基礎知

識 
医療安全委員会  １１２ 

通年 
新入職員対象ｅラーニング医療事故の法的責

任 
医療安全委員会  １０６ 

その他 
委託業者スタッフ対象「医療安全研修」 

（１２月、２月） 

医療安全委員会、感染対策

委員会 

宮﨑俊子（専従医療安全管

理者）、吉田智恵子（（感染

管理認定看護師） 

４８ 
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日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

1/14 がんゲノム医療について がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
７ 

1/14 透析用エコーデモ器の使用方法学習会 ＭＥ科 富士フィルムメディカル㈱ １０ 

1/17 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） ２０ 

1/17 酸素残量の見方 
ＭＥ科、医療ガス管理委員

会 
篠塚陽子（臨床工学技士） １２ 

1/17 限度額認定の制度・支払額について Ｃ３病棟 関口智子（入院医事課） ６ 

1/21 透析看護師向けシリンジポンプ学習会 ＭＥ科 中村匠吾（臨床工学技士） ４ 

1/22 ＣＶポート管理 がん化学療法チーム 東レメディカル㈱ ９ 

1/22 個人情報取り扱いについて リハビリテーション技術科 吉田知行（理学療法士） ４２ 

1/23 ＢＬＳ学習会① 外来看護科Ⅱ 
串谷春佳・松田依央奈・有

江天寧（保健師） 
１２ 

1/25 トリプルＰセミナーについて Ｃ３病棟 
加藤香奈（看護師） 

小森谷美智子（保育士） 
 

1/27 電メス学習会 ＭＥ科 ㈱Ellman-Japan ７ 

1/27 ＮＨＦ学習会（Ｃ４病棟） ＭＥ科 青木奎介（臨床工学技士） ５ 

1/28 後期総合防災訓練 事前学習会 防災対策委員会 小野秀敏（臨床工学技士） ３７ 

1/31 気道粘液除去装置の使用方法 ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １２ 

2/05 ＡＣＰ・せん妄について がん化学療法チーム 

中山博文医師（昭和大学藤

が丘病院腫瘍内科・緩和医

療科） 

３４ 

2/06 糖尿病 食事療法 糖尿病医療チーム 羽染知子（管理栄養士） ２ 

2/06 禁煙指導 糖尿病医療チーム 菅原槙美（保健師） ２ 

2/06 電メス学習会 ＭＥ科 ㈱ellman-Japan １ 

2/10 乳癌術後の生活指導とリンパ浮腫について 乳腺科医療チーム 
小平悦子（乳がん看護認定

看護師） 
１７ 

2/12 第４回症例検討会 Ｄ５症例検討チーム 太田結加（社会福祉士） ３７ 

2/12 遊び込みについて Ｃ３病棟 木賊敦子（看護師） ６ 

2/14 
アドラー心理学から学ぶ「勇気づけの子育て」

セミナー 
つくし保育所 丸岡京子（保育士） １６ 

2/14 オピオイド鎮痛薬の副作用と対策 薬剤科 関根綾乃（薬剤師） ９ 

2/17 新型コロナウイルス（COVID-19）について 感染対策委員会 守谷能和医師 ４２ 

2/20 ＢＬＳ学習会② 外来看護科Ⅱ 
柏森恵子（看護師）、有江

天寧（保健師） 
１０ 

2/21 ケースカンファレンス 初期研修委員会 
片山充哉医師（東京医療セ

ンター総合内科） 
１６ 

2/22 ＭＥ担当防災机上訓練 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ５ 

2/22 輸液・シリンジポンプチェッカー学習会 ＭＥ科 桐生宣侑（臨床工学技士） ５ 

2/25 嚥下機能に影響する薬剤 薬剤科 野崎拓史（薬剤師） １２ 

2/26 防災学習会 リハビリテーション技術科 吉田知行（理学療法士） ４０ 

2/26 心停止時心肺蘇生をしないガイドライン Ｄ３病棟倫理チーム 石村匡沙子（看護師） １０ 

2/27 せん妄について Ｄ３病棟倫理チーム 石村匡沙子（看護師） １２ 

2/28 ＣＯＰＤ学習会（Ｄ３病棟） Ｄ３学習会チーム 原澤慶次医師 １６ 
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                           Ⅵ.学術・研究、講演、研修会等の記録 

 

日日  付付  テテーーママ  主主催催者者  講講  師師  参参加加数数  

2/28 抗がん剤に対する安全な取り扱いについて がん化学療法チーム 
内川聡美（がん化学療法看

護認定看護師） 
１２ 

2/28 ケモ（分子標的薬について） 増山千亜希 増山千亜希（看護師） １１ 

3/06 乳腺について Ｃ３病棟 金子しおり医師 ２０ 

3/10 ＢＬＳ学習会 Ｃ３病棟 
石川幸恵・萩原なるみ（助

産師） 
２０ 

3/10 乳腺学習会 乳腺科医療チーム 金子しおり医師 ２１ 

3/12 認知症のある高齢者の看護 Ｄ３病棟倫理チーム 石村匡沙子（看護師） １４ 

3/24 危険薬について 薬剤科 栗原ちなみ（薬剤師） ９ 

3/26 ビジレオ Ａラインについて ＭＥ科 植木佑太（臨床工学技士） １５ 

通年 
新入職員対象ｅラーニング医療安全の基礎知

識 
医療安全委員会  １１２ 

通年 
新入職員対象ｅラーニング医療事故の法的責

任 
医療安全委員会  １０６ 

その他 
委託業者スタッフ対象「医療安全研修」 

（１２月、２月） 

医療安全委員会、感染対策

委員会 

宮﨑俊子（専従医療安全管

理者）、吉田智恵子（（感染

管理認定看護師） 

４８ 
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【【看看護護部部ララダダーー研研修修】】                                                                                                  （単位：人） 

テテーーママ  講講  師師  参参加加数数  

〈糖尿病〉 手順書の説明 

福島やよい（糖尿病看護認定看護師） 

舟橋愛（糖尿病療養指導士） 

箭川正子（医療生協さいたま本部） 

２９ 

〈糖尿病〉 技術トレーニング 福島やよい（糖尿病看護認定看護師） ２０ 

<糖尿病中級編〉 糖尿病と歯周病の関係・運動療法 
野崎千賀子（歯科衛生士） 

高山春菜（作業療法士） 
１５ 

<糖尿病中級編> 食事療法・禁煙指導 
羽染知子（管理栄養士） 

菅原槇美（禁煙指導士） 
 

 

〈フットケア〉 基礎知識（足の構造と機能） 

福島やよい（糖尿病看護認定看護師） 

舟橋愛（糖尿病療養指導士） 

１１ 

〈フットケア〉 足病変ハイリスク評価 ８ 

〈フットケア〉 フットケア用具の使い方 ９ 

〈フットケア〉 老健での爪切り実践 ４ 

 

〈緩和ケア〉 第１回 緩和ケア概論 緩和ケアを知ろう 森直美（緩和ケア認定看護師） ７ 

〈緩和ケア〉 第２回 今日からできる疼痛評価 布川昌代（がん性疼痛認定看護師） １１ 

〈緩和ケア〉 第３回 症状マネージメント、アセスメント 

の視点 
森直美（緩和ケア認定看護師） ９ 

〈緩和ケア〉 第４回 家族ケア 多様化する家族の行動 

理由を学ぼう 
原島まどか（緩和ケア認定看護師） １０ 

〈緩和ケア〉 第５回 死生観を育む看取り 森直美（緩和ケア認定看護師） １１ 

〈緩和ケア〉 中級編 
布川昌代（がん性疼痛認定看護師） 

森直美（緩和ケア認定看護師） 
５ 

 

〈がん化学療法看護〉 初級編 内川聡美（がん化学療法看護認定看護師） １９ 

〈がん化学療法看護〉 中級編  １６ 

 

〈感染対策〉 感染防止対策の基本Ⅰ 吉田智恵子（感染管理認定看護師） 

吉川奈津美（感染管理認定看護師） 

１６６ 

〈感染対策〉 感染防止対策の基本Ⅱ ２０４ 

 

<皮膚排泄> 初級編 褥瘡予防と高齢者のスキンケア 江畑直子（皮膚・排泄ケア認定看護師） １２ 
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Ⅶ.医師名簿 
2020 年 3 月 31 日現在 


