
国立病院機構熊本医療センター地域医療研修センター実績（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） （敬称略） 
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A. 医師の生涯研修 

◇診断と治療 －最新の基礎公開講座－ 

5 

月 

13日（土）第1回「意識消失」 

座長    天草郡市医師会立 天草地域医療センター 総院長     植村正三郎 

1. 神経内科からみた意識消失の考え方 

   国立病院機構熊本医療センター神経内科医長         田北 智裕 

2. 意識消失をきたす心疾患 

   国立病院機構熊本医療センター循環器内科部長        藤本 和輝 

6 

月 

17日（土）第2回「貧血診療の進歩」 

座長   東熊本第二病院 院長                  馬場太果志 

1. 貧血の病態と診断 

   国立病院機構熊本医療センター血液内科医長         原田奈穂子 

2. 骨髄異形成症候群の病態理解と治療 

   国立病院機構熊本医療センター血液内科部長         日髙 道弘 

3. 再生不良性貧血 －発作性夜間血色素尿症（AA-PNH）の治療の進歩 

   特定医療法人 萬生会 合志第一病院 副院長          堀川健太郎 

7 

月 

8日（土）第3回「不明熱」 

座長    ひらきクリニック 副院長                大柿  悟 

1. 小児領域の不明熱 

   国立病院機構熊本医療センター小児科医長          水上 智之 

2. 当院で経験した不明熱の症例 

   一般社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター小児科部長 柳井 雅明 

3. 成人領域の不明熱について 

   国立病院機構熊本医療センター総合診療科医長        辻  隆宏 

9 

月 

9日（土）第4回「CKD診断のために －血尿・蛋白尿の基礎－」 

座長   魚返外科胃腸科医院 院長                魚返 英寛 

1. 泌尿器科的血尿について 

   国立病院機構熊本医療センター泌尿器科医師         二口 芳樹 

2. 内科的血尿について 

   国立病院機構熊本医療センター腎臓内科部長         富田 正郎 

3. 蛋白尿について 

   熊本大学大学院生命科学研究部腎臓内科学助教        桒原 孝成 

10 

月 

28日（土）第5回「肝疾患診療の新時代 ～肝炎・肝硬変・肝がん治療～」 

座長   豊田消化器科外科医院 院長               豊田 德明 

1. 慢性肝炎の最新の検査・治療 

   国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長        杉  和洋 

2. 肝がんの病態に応じた肝動脈化学塞栓療法 

   国立病院機構熊本医療センター放射線科医長         根岸 孝典 

3. 最新の肝硬変治療 

   国立病院機構熊本医療センター消化器内科医長        中田 成紀 

4. 包括的肝疾患診療 up to date 

      熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学准教授      田中 基彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

                             共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

11 

月 

18日（土）第6回「認知症の診断と治療」   

座長    八代更生病院 理事長                  宮本 憲司朗 

1. 症例提示 

   国立病院機構熊本医療センター精神科部長           山下 建昭 

2. 認知症の基礎知識 

   国立病院機構菊池病院 院長             木村 武実 

3. 災害と認知症高齢者 

   医療法人杏和会 城南病院 認知症診療顧問      高松 淳一 

12 

月 

2日（土）第7回「胃癌治療の最新の話題」 

座長    たしま外科内科医院 院長                田嶋  哲 

1. 胃癌治療ガイドライン －内視鏡的切除－ 

   熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学助教   庄野  孝 

2. 胃癌治療ガイドライン －手術－ 

   国立病院機構熊本医療センター外科医長       岩上 志朗 

3. 胃癌治療ガイドライン －化学療法－ 

   熊本大学医学部附属病院外来化学療法センター長   陶山 浩一 

1 

月 

20日（土）第8回「皮膚がんの基本と最前線」 

座長    宮本外科・消化器内科 院長               宮本 大典 

1. 皮膚がんの基本とよく見る皮膚がん 

   国立病院機構熊本医療センター皮膚科医長           牧野 公治 

2. メラノーマの診断と最新の治療 

   熊本大学大学院生命科学研究部皮膚・病態治療再建学准教授   福島  聡 

3. 皮膚のリンパ腫と肉腫 

   国立病院機構熊本医療センター皮膚科医長           城野 剛充 

2 

月 

17日（土）第9回「日常診療の中の呼吸器疾患」 

座長    野津原内科医院 理事長                 野津原 昭 

1. 重症肺炎について 

   国立病院機構熊本医療センター救急科医長           北田 真己 

2. 喘息 

   国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科／感染症科医長    小野  宏 

3. 肺癌 

   国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科医長         名村  亮 

3 

月 

24日（土）第10回「歩行障害」 

座長    西整形外科医院 院長                  西  芳徳 

1. 整形外科の立場から 

   国立病院機構熊本医療センター整形外科部長          橋本 伸朗 

2. 神経内科の立場から 

   社会医療法人 黎明会 宇城総合病院神経内科部長        平原 智雄 

3. 脳神経外科の立場から 

   国立病院機構熊本医療センター脳神経外科医長         坪田 誠之 
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◇特別講演 

5 

月 

31日（水）第90回「熊本大学が目指す循環器先進医療」 

座長：国立病院機構熊本医療センター 統括診療部長        渡邉健次郎 

講師：熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学教授      辻田 賢一 

7 

月 

19日（水）第91回「泌尿器専門医以外にも役立つ改訂前立腺癌ガイド 

ラインのポイント」 

座長：国立病院機構熊本医療センター 副院長           大塚 忠弘 

講師：熊本大学大学院生命科学研究部泌尿器科学教授       神波 大己 

8 

月 

30日（水）第92回「頭頸部癌手術治療の実際」 

座長：国立病院機構熊本医療センター 副院長           大塚 忠弘 

講師：熊本大学大学院生命科学研究部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授 

                               折田 頼尚 

10

月 

4日（水）第93回「小児難病の早期診断と治療」 

座長：国立病院機構熊本医療センター 副院長           清川 哲志 

講師：熊本大学大学院生命科学研究部小児科学教授        中村 公俊 

18日（水）第94回「脳腫瘍診療におけるサイエンス」 

座長：国立病院機構熊本医療センター 副院長           大塚 忠弘 

講師：熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学教授      武笠 晃丈 

12 

月 

13日（水）第95回「日本の肝移植医療の現状と未来への展望」 

座長：熊本労災病院 院長                猪股裕紀洋 

講師：熊本大学大学院生命科学研究部小児外科学・移植外科学教授 日比 泰造 

                             共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

 

◇シンポジウム 

9 

月 

29日（金）第32回 －医療の将来－『地域包括ケア』の現状と将来展望 

～地域包括ケアにおける医療ネットワークの活用～ 

座長 熊本県医師会 理事／医療法人社団 優林会 理事長・ 

林整形外科医院 院長   林  邦雄 

1. 急性期病院の立場から 

国立病院機構熊本医療センター 副院長           清川 哲志 

2. 地域医療の包括ケア病院の立場から 

   医療法人室原会 理事長／菊南病院 院長     室原 良治 

3. 在宅医療の立場から 

医療法人ソレイユ ひまわり在宅クリニック 理事長・院長   後藤 慶次 

4. 行政（県）の立場から 

   八代地域振興局長   立川  優 

                                   共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

◇総合症例検討会（CPC） 
 17日（水）第126回「32歳男性の呼吸困難」 

5 

月 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター総合診療科医長 辻   隆宏 

病理担当：国立病院機構熊本医療センター臨床研究部病理研究室長     村山 寿彦 

7 

月 

26日（水）第127回「40代男性のショック」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長            原田 正公 

病理担当：国立病院機構熊本医療センター臨床研究部病理研究室長   村山 寿彦 

10 

月 

25日（水）第128回「急激な経過を辿った40代男性の膵炎」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター救急科                 江良  正 

病理担当：国立病院機構熊本医療センター臨床研究部病理研究室長    村山 寿彦 

1 

月 

24日（水）第129回「意識障害を呈した80代女性の甲状腺機能低下症」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科医長 小野 恵子 

病理担当：国立病院機構熊本医療センター臨床研究部病理研究室長  村山 寿彦 

                                  共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

◇歯科医師研修 

Ⅰ. 摂食嚥下特別講演会 

5 

月 

19日（金）「誤嚥性肺炎と摂食嚥下障害」 

座長：玉名地保健医療センター医師・NSTチェアマン   前田 圭介 

講師：元筑波大学附属病院呼吸器内科教授        寺本 信嗣 

1 

月 

26日（金）「簡単に取り組める摂食嚥下障害の評価と訓練」 

座長：熊本保健科学大学言語聴覚学専攻講師       宮本 恵美 

講師：広島国際大学総合リハビリテーション学部 

リハビリテーション学科言語聴覚士        福岡 達之 

                                共催：熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会 

Ⅱ. 医歯連携セミナー 

6 15日（木）第75回「婦人科悪性腫瘍の化学療法について」 

月 座長：熊本市歯科医師会医療管理理事 有働 秀一 

講師：国立病院機構熊本医療センター産婦人科部長  西村  弘 

8 

月 

17日（木）第76回「上顎前歯を含めた顎位の決め方；補綴、インプラント、 

矯正などの集学的歯科治療を目指して」 

座長：国立病院機構熊本医療センター歯科口腔外科部長            中島  健 

講師：福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座教授    喜久田利弘 

2 

月 

15日（木）第77回「食道疾患の外科的治療」 

座長：熊本県学術担当理事                       井上 裕邦 

講師：国立病院機構熊本医療センター外科部長              宮成 信友 

                              共催：熊本市歯科医師会、有病者歯科医療研究会 
 後援：熊本県歯科医師会 

Ⅲ. 救急蘇生法講座 

 

 

                            共催：熊本市歯科医師会 

11  

月 

9日（木） 

講師：国立病院機構熊本医療センター麻酔科部長          瀧 賢一郎 
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Ⅳ. 摂食・嚥下リハビリテーション研究会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共催：熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会 

◇救急症例検討会 

 

 ◇二の丸モーニングセミナー 

 

 

 

 18日（火）第49回「義歯と摂食嚥下障害について」 
 

4 

月 

座長：熊本リハビリテーション病院摂食・嚥下障害看護認定看護師   浦野 仁美 

講師：くまもと温石病院歯科医師             川上 剛司 

ゆみこ歯科クリニック 院長    町田由美子 

7 

月 

18日（火）第50回 

座長：くまもと温石病院歯科医師            川上 剛司 

「PEG ～これだけは知っておきたい基礎知識」 

講師：イオンタウン田崎総合診療クリニック院長      城本 和明 

    「PEGと口腔ケアを繋ぐもの ～そのココロとエビデンス」 

：熊本リハビリテーション病院歯科衛生士        白石  愛 

    「PEGの適応に苦慮した摂食嚥下障害の2症例」      

  ：宇土中央クリニック看護師              浦  陽子 

9 

月 

19日（火）第51回「施設や在宅でできる嚥下リハ」 

座長：熊本リハビリテーション病院リハビリテーション科部長   齊藤 智子 

「施設や在宅でできる嚥下リハ」 

講師：熊本保健科学大学言語聴覚学専攻講師         宮本 恵美 

   熊本保健科学大学理学療法学専攻准教授        久保 高明 

10 

月 

17日（火）第52回「退院時における嚥下調整食についての調理指導」 

座長：本町ごとう歯科医院 院長              後藤 千恵 

講師：谷田病院栄養課主任                福島 宏美 

   熊本機能病院栄養部課長              高山 仁子 

   合志第一病院栄養課主任              佐藤 由紀 

11 

月 

21日（火）第53回「頭頸部疾患の手術・嚥下障害の外科的治療について」 

座長：国立病院機構熊本医療センター歯科口腔外科部長   中島  健 

講師：熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科講師        鮫島 靖浩 

5 

月 

24日（水）第153回 

「けいれん（小児科・神経内科）」 

6 

月 

21日（水）第154回 

「精神科救急（精神科）兼 熊本自傷自殺問題カンファレンス」 

8 

月 

23日（水）第155回 

「腹痛（外科・消化器内科）」 

9 

月 

20日（水）第156回 特別講演 

講師：福岡大学救命救急医学講座教授         石倉 宏恭 

11 

月 

29日（水）第157回 

「航空医療（救命救急部） 兼 熊本県ヘリ症例検討部会」 

2 

月 

21日（水）第158回 

「呼吸不全（循環器内科・呼吸器内科）」 

3 

月 

7日（水）第159回 

「内因性救急（糖尿病・内分泌内科、血液内科）」 

4 

月 

13日「研修医に望むこと」 

講師：国立病院機構熊本医療センター院長         髙橋  毅 

20日「リスクマネジメントについて」 

講師：国立病院機構熊本医療センター副院長        大塚 忠弘 

27日「医療の質について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター副院長        清川 哲志 

5 

月 

11日「医療連携について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター統括診療部長     渡邉健次郎 

18日「医療安全について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター臨床研究部長     芳賀 克夫 

25日「院内感染対策について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター感染制御室長     水上 智之 

6 

月 

1日「輸液療法について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター腎臓内科部長     富田 正郎 

8日「輸血療法について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター臨床検査科長     日髙 道弘 

15日「血液ガスについて」 

講師：国立病院機構熊本医療センター麻酔科部長      瀧 賢一郎 

22日「抗菌薬の使い方」 

講師：国立病院機構熊本医療センター感染症科医長 小野  宏 

29日「心電図の読み方」 

講師：国立病院機構熊本医療センター循環器内科医長    宮尾 雄治 

7 

月 

6日「院内暴力と対処法」 

講師：国立病院機構熊本医療センター院内警備統括     西村 一弥 

13日「クレーム対応」 

講師：国立病院機構熊本医療センター企画課専門職     川野 智史 

20日「防災の心構え」 

講師：国立病院機構熊本医療センター救急医療支援     後藤 達広 

27日「災害医療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター救急科医長      北田 真己 

8 

月 

3日「呼吸器ケアとは何か?」 

講師：国立病院機構熊本医療センター麻酔科部長      瀧 賢一郎 

24日「画像診断」 

講師：国立病院機構熊本医療センター放射線科医長     根岸 孝典 

31日「外傷初期診療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター外科医長       水元 孝郎 

9 

月 

7日「末梢血管疾患」 

講師：国立病院機構熊本医療センター循環器内科部長    藤本 和輝 

14日「急性大動脈解離」 

講師：国立病院機構熊本医療センター心臓血管外科部長   岡本  実 

21日「胸部X線の見方」 

講師：国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科医長    名村  亮 

28日「脳神経外科の救急疾患」 

講師：国立病院機構熊本医療センター脳神経外科医長    坪田 誠之 
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 ◇公開の院内研究会（医師部門） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

月 

5日「救急外来での腹部超音波検査」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科医長   中田 成紀 

12日「脳梗塞 急性期の対応」 

講師：国立病院機構熊本医療センター神経内科医長    西  晋輔 

19日「急性腹症」 

講師：国立病院機構熊本医療センター外科医長      久保田竜生 

26日「産婦人科の急性腹症 ～救急外来での腹部超音波検査～」 

講師：国立病院機構熊本医療センター産婦人科部長    西村  弘 

11

月 

2日「泌尿器科救急疾患」 

講師：国立病院機構熊本医療センター泌尿器科医長    銘苅 晋吾 

9日「リスクマネジメントからのフィードバック」 

講師：国立病院機構熊本医療センター医療安全係長    堂園千代子 

30日「薬剤部からのフィードバック」 

講師：国立病院機構熊本医療センター薬剤部長      中川 義浩 

12

月 

7日「免疫組織化学的検索」 

講師：国立病院機構熊本医療センター病理診断科部長   村山 寿彦 

14日「急性腎障害の治療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター腎臓内科医長    梶原 健吾 

21日「救急で問題となる代謝・内分泌疾患」 

講師：国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科医長 

                           小野 恵子 

28日「播種性血管内凝固症候群」 

講師：国立病院機構熊本医療センター血液内科医長    原田奈穂子 

1 

月 

4日「不明熱の考え方」 

講師：国立病院機構熊本医療センター総合診療科医長   辻  隆宏 

11日「がん症状の緩和」 

講師：国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科医長    礒部 博隆 

25日「緊急放射線治療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター放射線科医長    冨高 悦司 

2 

月 

1日「精神科の救急疾患」 

講師：国立病院機構熊本医療センター精神科医長     山下 建昭 

8日「小児の発熱とけいれん」 

講師：国立病院機構熊本医療センター小児科医長     森永 信吾 

15日「皮膚科 感染症から学ぶ、救急～上の巻～」 

講師：国立病院機構熊本医療センター皮膚科医長     牧野 公治 

22日「整形外科の救急疾患」 

講師：国立病院機構熊本医療センター整形外科医長    平井 泰博 

3 

月 

1日「傷の治療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター形成外科部長    大島 秀男 

8日「気管切開と気切チューブの選択」 

講師：国立病院機構熊本医療センター耳鼻咽喉科医長   上村 尚樹 

15日「摂食・嚥下障害の評価と治療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター歯科口腔外科部長  中島  健 

22日「中毒診療について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター救急科医長     山田  周 

29日「臨床倫理」 

講師：国立病院機構熊本医療センター教育研修科長    原田 正公 

月曜会（内科症例検討会） 

担当者：国立病院機構熊本医療センター腎臓内科部長  富田 正郎 
毎月第3月曜日 

MGH症例検討会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター副院長     清川 哲志 
毎週月曜日 

血液形態カンファレンス 

担当者：国立病院機構熊本医療センター血液内科医長  河北 敏郎 
毎週水曜日 

三木会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科部長 

                           西川 武志 

奇数月の第3木曜日 

糖尿病・内分泌内科カンファレンス 

担当者：国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科部長 

                           西川 武志 

毎週木曜日 

消化器病研究会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長 杉  和洋 
毎週金曜日 

消化器疾患カンファレンス 

担当者：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長 杉  和洋 
毎週金曜日 

循環器疾患カンファレンス 

担当者：国立病院機構熊本医療センター循環器内科部長 藤本 和輝 
月曜日～金曜日 

小児科カンファレンス 

担当者：国立病院機構熊本医療センター小児科部長   水上 智之 
月曜日～金曜日 

小児科火曜会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター小児科部長   水上 智之 
毎月第4火曜日 

外科術前症例検討会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター外科部長    宮成 信友 
毎週火曜日 

外科術後症例検討会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター外科部長    宮成 信友 
月曜日～金曜日 

整形外科症例検討会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター整形外科部長  橋本 伸朗 

     国立病院機構熊本医療センター整形外科医長  福元 哲也 

毎週木曜日 

麻酔科勉強会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター麻酔科部長   瀧 賢一郎 
毎週金曜日 

泌尿器科・放射線科合同ウログラムカンファレンス 

担当者：国立病院機構熊本医療センター泌尿器科部長  菊川 浩明 

     国立病院機構熊本医療センター放射線科部長  吉松 俊治 

毎月第2火曜日 

泌尿器科病棟カンファレンス 

担当者：国立病院機構熊本医療センター泌尿器科部長  菊川 浩明 
毎週月曜日 

血液病懇話会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター血液内科部長  日髙 道弘 
毎週火曜日 

熊本脳神経疾患懇話会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター統括診療部長   渡邉健次郎 
年4回 
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◇クリティカルパス研究会 

5 

月 

10日（水）第104回 

司会：国立病院機構熊本医療センター泌尿器科医長    前田 喜寛 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長      池田としえ 

7 

月 

12日（水）第105回 

司会：国立病院機構熊本医療センター循環器内科部長   藤本 和輝 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長      三浦久美子 

9 

月 

13日（水）第106回 

司会：国立病院機構熊本医療センター小児科医長     森永 信吾 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長      福田 純子 

11 

月 

 8日（水）第107回 

司会：国立病院機構熊本医療センター形成外科部長    大島 秀男 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長      田之上美紀 

1 

月 

10日（水）第108回 

司会：国立病院機構熊本医療センター泌尿器科医長    前田 喜寛 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長      池田としえ 

3 

月 

14日（水）第109回 

司会：国立病院機構熊本医療センター          瀧 賢一郎 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長      福本佐百合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 薬剤部門研修 

◇臨床薬理セミナー              

6 

月 

25日（日）第31回「病薬連携における診療情報共有のあり方 

－院外処方せん発行・応需と診療情報の共有に関する現状と課題」 

1. 司会   国立病院機構熊本医療センター薬剤部長  中川 義浩 

 「病病（診）／病薬連携と診療情報ネットワークの現状と課題」 

医療法人朝日野会 朝日野総合病院 院長補佐       片渕  茂 

2. 司会  熊本大学教授／医学部附属病院薬剤部長   齋藤 秀之 

  「院外処方せんへの検査値記載による効果と今後の課題」 

       千葉大学医学部附属病院薬剤部調剤室長         横山威一郎 

3. 司会   国立病院機構熊本医療センター副薬剤部長  山形 真一 

「院外処方箋への検査値表示・内服薬1回量処方等を踏まえた保険調剤 

薬局との情報共有の実際 －病院情報システムを利活用した安全対策支援と 

連携強化」 

     熊本大学医学部附属病院薬剤部医薬品情報室長   遠原 大地 

4. 司会   国立病院機構熊本医療センター 副薬剤部長  鶴﨑 泰史 

 「保険薬局における診療情報の共有に関する現状と問題点」 

      熊本県薬剤師会常務理事                森山 憲治 

                 共催：熊本県医師会、熊本市医師会、熊本県病院薬剤師会 

後援：九州厚生局 
 

◇二の丸薬薬連携講演会 
 

 

6 

月 

28日（水） 

講演1 「がん性疼痛の薬物療法」 

講師：国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科医長         榮  達智 

講演2 「医療用麻薬を使いこなしてもらうための服薬指導」 

講師：国立病院機構熊本医療センター薬剤部            尾関あゆみ 

 

 

2 

月 

13日（水） 

講演1 「りんどうネットとは」 

   講師：国立病院機構熊本医療センター薬剤部長          中川 義浩 

講演2 「皮膚科の感染症治療について」 

   講師：国立病院機構熊本医療センター皮膚科医長         牧野 公治 

                     共催：二の丸薬薬連携研究会、熊本市薬剤師会 
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C. 看護部門研修 

◇ナースのための心電図セミナー 

6 

月 

3日（土）第40回 

〈講演〉 

1. 心電図の基礎 

   国立病院機構熊本医療センター循環器内科医長      宮尾 雄治 

2. 各種心疾患における心電図 

   国立病院機構熊本医療センター循環器内科部長 藤本 和輝 

3. 不整脈 

   すえふじ医院 院長 末藤 久和 

10 

月 

14日（土）第41回 

同上 

                      共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

◇ナースのための人工呼吸セミナー 

7 

月 

29日（土）第32回 

〈講演〉 

1. 呼吸生理の知識と血液ガスの見方 

   琉球大学大学院医学研究科救急医学教授 久木田一朗 

2. 人工呼吸を要する各種病態とフィジカルアセスメント 

   久留米大学医学部医学科救急医学教授 高須  修 

3. ナースが知っておかなければならない各種換気モードと特徴について 

   国立病院機構熊本医療センター救命救急センター長 原田 正公 

4. 一歩すすんだ呼吸管理法 ～医療安全・感染制御・PADマネジメントの 

観点から～ 

 山口大学大学院医学系研究科救急・総合診療医学教授   鶴田 良介 

共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

 

◇公開看護セミナー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

 

   

◇ELNEC-J in 熊本 －すべてのナースのためのエンド・オブ・ライフ・ケア－  
 

8 
月 

19日（土）・20日（日）第6回 

1. 〈講義・M1〉 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護 

ケアラーズジャパン（株）まちのナースステーション八千代所長  福田 裕子 

2. 〈講義・M3〉 症状マネジメント 

   社会医療法人社団高野会 高野病院緩和ケア認定看護師      齊藤 祐子  

3. 〈講義・M2〉 痛みのマネジメント 

   国立病院機構熊本医療センターがん性疼痛看護認定看護師     大塚 美里 

4. 〈講義・M4〉 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける倫理的問題 

   国立病院機構九州がんセンターがん看護専門看護師        野口久美子 

5. 〈講義・M5〉 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮 

   済生会熊本病院緩和ケア認定看護師               坂口 淸美 

6. 〈講義・M6〉 コミュニケーション 

国立病院機構九州がんセンターがん看護専門看護師 野口久美子 

7. 〈講義・M7〉 喪失・悲嘆・死別 

   社会医療法人社団高野会 高野病院緩和ケア認定看護師      齊藤 祐子 

8. 〈講義・M8〉 臨死期のケア 

  ケアラーズジャパン（株）まちのナースステーション八千代所長   福田 裕子 

9. 〈講義・M9〉 高齢者のエンド・オブ・ライフ・ケア 

   済生会熊本病院緩和ケア認定看護師               坂口 淸美 

10.〈講義・M10〉質の高いエンド・オブ・ライフ・ケアの達成 

   国立病院機構熊本南病院緩和ケア認定看護師           岩井  幸 

                                 共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

◇救急蘇生法講座 ～二の丸ICLSコース（看護師対象）～ 

 

 

 

 

 

共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

7 
月 

1日（土）第144回「コミュニケーション上の危険予知力を高める」 

有限会社 コミュニケーションデザイン研究所 代取取締役    渡邉 直子 

8 
月 

5日（土）第145回「入院治療を安全に行うために必要な認知症患者 

看護のポイント」 

 熊本保健学大学看護学科キャリア教育研修センター 認定看護師 

教育課程認知症看護分野 老人看護専門看護師          飯山 有紀 

9 
月 

30日（土）第146回「身近にある臨床倫理を考えよう －特に判断能力が 

低下した患者さんの「推定意思」をめぐって－」 

宮崎大学医学部社会医学講座生命・医療倫理学分野教授／ 

附属病院臨床倫理部 部長                   板井孝壱郎 

12 
月 

9日（土）第147回「急性期病院からつなぐ地域包括ケア」 

 九州看護福祉大学生涯教育研究センター准教授         開田ひとみ 

5 
5 
月 

20日（土）第96回 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長     北田 真己ほか 

7 

月 

22日（土）第97回 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長    櫻井 聖大ほか 
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D. 医療技術部門研修 

◇熊本県臨床細胞学会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇公開の院内研究会（医療技術部門） 

 

 

 

E. その他の研修 

◇熊本県滅菌消毒法講座 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共催：熊本県滅菌業務研究会   

後援：熊本県医師会、熊本市医師会 
 
◇熊本PEECコース 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

共催：日本臨床救急医学会、日本総合病院精神医学会、日本精神科救急学会 

後援：熊本救急医療自傷・自殺問題対策協議会 
 
 
 

4 
月 

27日（木）技術講習会 

「ペムブロリズマブのベネフィットについて」 

MSD株式会社                    片渕 康隆 

5 
月 

25日（木）第1回 症例検討会 

9 
月 

22日（木）講演会 

「県南部地域医療における病理診断科の現状と展望」 

  熊本総合病院病理診断科               猪山 賢一 

10 
月 

26日（木）第3回 症例検討会 

 

11 
月 

30日（木）第4回 症例検討会 

1 
月 

25日（木）技術講習会 

「形態研究閑話」 

  熊本保健科学大学医学検査学科            南部 雅美 

2 
月 

22日（木）サーベイ解説 

熊本県精度管理調査病理細胞部門サーベイ報告 

2 
月 

25日（日） 

熊本県臨床細胞学会学術集会・総会 

血液研究班月例会 
  担当者：国立病院機構熊本医療センター臨床検査科  藤崎  恵 

毎月第4火曜日 

熊本地区核医学技術懇話会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター放射線科   高倉 清悟 
年4回 

熊本県臨床衛生検査技師会一般検査研究班月例会 

担当者：国立病院機構熊本医療センター臨床検査科  川畑小百合 
年7回 

5  
月 

14日（日）第276回 

講演Ⅰ「洗浄の基礎知識」 

熊本大学医学部附属病院 中央材料部         古賀 康治 

講演Ⅱ「滅菌の基礎と滅菌装置の知識」 

サクラ精機（株）学術部 部長            大平 正樹 

7 
月 

8日（土）第277回 

講演「洗浄に関する最近の話題 ～滅菌技師／士を目指す方々へ～」 

村中医療器㈱                    松本 慎一 

9 
月 

2日（土）第278回 

講演「周術期にかかわる職員のための医療関連感染対策」 

     箕面市立病院 ICT担当副部長 感染管理認定看護師   四宮  聡 

10 
月 

28日（土）第279回 

熊本大学医学部附属病院 中央材料部 見学会 

11 
月 

25日（土）第280回 

講演「消毒薬の使用上の留意点」 

宇部フロンティア大学 人間健康学部 看護学科 教授  尾家 重治 

2 
月 

3日（日）第281回 

講演Ⅰ「中央材料部職員の教育と職場安全」 

    京滋滅菌業務研究会 会長              久保木 修 

講演Ⅱ「洗浄滅菌装置のメンテナンス法」 

    熊本県滅菌業務研究会 会長              藤井  裕 

5 
月 

7日（日） 第14回 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長    橋本  聡ほか 

7 

月 

16日（日）第15回 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長   橋本  聡ほか 

9 

月 

10日（日）第16回 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長   橋本  聡ほか 

11 

月 

12日（日）第17回 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長   橋本  聡ほか 

3 

月 

3日（土）第18回     

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科医長   橋本  聡ほか 
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住民対象 （市民公開講座、季節の糖尿病教室、肝臓病教室、公開肝臓病教室） 

◇市民公開講座

◇季節の糖尿病教室 

 

 

 
 
◇肝臓病教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
◇公開肝臓病教室 

 

 
                                                                                                                                                                                                                       

4 
月 

20日（木）「全身の痛みについて」 

講師：国立病院機構熊本医療センター総合診療科医長      辻  隆宏 

5 

月 

18日（木）「卵巣がん・遺伝性乳がん卵巣がんについて」 

講師：国立病院機構熊本医療センター産婦人科医師       山本  直 

6 
月 

22日（木）「消化管内視鏡の検査、治療について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科医長        松山 太一                       

7 
月 

20日（木）「口腔細菌と全身のふか～い関係」 

講師：国立病院機構熊本医療センター歯科口腔外科医師     谷口 広祐 

8 
月 

16日（水）「糖尿病合併症について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科医長  木下 博之 

9 
月 

21日（木）「ストップNo卒中」 

講師：国立病院機構熊本医療センター神経内科医長       西  晋輔                      

10 
月 

19日（木）「喉頭がんについて」 

講師：国立病院機構熊本医療センター耳鼻咽喉科医長       上村 尚樹                      

11
月 

22日（水）「乳がんはこわくない」 

講師：国立病院機構熊本医療センター外科医長        水元 孝郎 

12 
月 

21日（木）「出血しやすくなる病気」 

講師：国立病院機構熊本医療センター血液内科医長       河北 敏郎 

1 
月 

25日（水）「正常圧水頭症について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター脳神経外科医長      坪田 誠之 

2 
月 

22日（木）「肺炎について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科医長      小野  宏 

3 
月 

22日（木）「緩和ケアの話」 

講師：国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科医長       礒部 博隆 

10 

月 

18日（水） 

講師：国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科部長    西川 武志 ほか 

3 

月 

14日（水） 

講師：国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科部長    西川 武志 ほか 

5 
月 

 

12日（金）「肝臓について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

6 
月 

16日（金）「急性肝炎、慢性肝炎について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

8 
月 

18日（金）「肝硬変、自己免疫性肝疾患について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

10 
月 

20日（金）「肝がんについて」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

11 
月 

17日（金）「B型、C型肝炎の抗ウイルス治療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

1 
月 

19日（金）「脂肪肝とアルコール性肝障害」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

2 
月 

16日（金）「医療費助成制度、B型・C型肝炎の抗ウイルス治療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

3 
月 

16日（金）「肝がんについて」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 

12  

月 

16日（土）「もっと知りたい肝臓の話」 

講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長         杉  和洋 ほか 


