
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 30年 4月 1日～平成 31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 

26日（土）第11回「心不全」 

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

1. 心不全の診断と治療  

   川崎医科大学総合内科学3主任教授                 小島  淳 

2. 弁膜症の外科的治療 

   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 

6 

月 

23日（土）第12回「リンパ節腫脹に対するアプローチ」 

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

1. リンパ節腫脹をきたす疾患の鑑別点  

   国立病院機構熊本医療センター血液内科医長            河北 敏郎 

2. リンパ節腫脹に対する検査の進め方  

   国立病院機構熊本医療センター血液内科医師            平野 太一 

3. 悪性リンパ腫に対する治療  

   熊本大学大学院生命科学研究部血液・膠原病・感染症内科学助教   立津  央 

7 

月 

7日（土）第13回「水・電解質異常」 

座長  新町いえむらクリニック 院長                  家村昭日朗 

1. 水・Na代謝異常  

国立病院機構熊本医療センター腎臓内科医長             梶原 健吾 

2. K代謝異常  

熊本市立熊本市民病院腎臓内科部長                宮中  敬 

3. Ca代謝異常  

国立病院機構熊本医療センター腎臓内科医師            中村 朋文 

9 

月 

1日（土）第14回「マダニ・蚊媒介感染症 －熊本県における発生状況、基礎と臨床と－」 

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

1. 基礎から  

熊本県保健環境科学研究所微生物科学部研究主幹 大迫 英夫 

2. 臨床から  

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

10 

月 

6日（土）第15回「炎症性腸疾患の最近の話題」 

座長  熊本県総合保健センター 所長                 土亀 直俊 

1. 内科の立場から  

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

2. 小児科の立場から 

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

3. 最新の薬物治療  

国立病院機構熊本医療センター薬剤部主任             横田 千明 

4. 炎症性腸疾患の病態と最近の話題 

    熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学医員          古田 陽輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催：  熊本県医師会、熊本市医師会 

11 

月 

17日（土）第16回「うつ病と自殺予防」 

座長  八代更生病院 理事長                      宮本憲司朗 

1. 当院における自殺予防の試み 

   国立病院機構熊本医療センター精神科医長            橋本  聡 

2. 老年期うつ病の実態調査と自殺予防の試み  

   熊本大学保健センター教授                   藤瀬  昇 

3. 最近のうつ病の特徴と自殺予防 

有明メンタルクリニック 院長                 中島  央 

12 

月 

1日（土）第17回「骨粗鬆症のup to date」 

座長  西整形外科医院 院長                     西  芳徳 

1. 骨粗鬆症性椎体骨折に対する治療戦略について 

   国立病院機構熊本医療センター整形外科医長           田畑 聖吾 

2. 薬剤関連顎骨壊死について 

   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 

1 

月 

12日（土）第18回「がん終末期の現状と課題」 

座長  たしま外科内科医院 院長           田嶋  哲 

1. ホスピスの現場から 

   イエズスの聖心病院 院長                   木村 哲也 

2. 在宅の現場から  

ひまわり在宅クリニック理事長                 後藤 慶次 

3. がん診療連携拠点病院の現場から 

   国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科医長           礒部 博隆 

2 

月 

16日（土）第19回「妊産婦の取り扱い」 

座長  八木産婦人科医院 院長                    水溜絵津子 

1. 妊産婦の他科合併症 

   国立病院機構熊本医療センター産婦人科部長           西村  弘 

2. 妊産婦の産科合併症         

   福田病院 院長                         河上 祥一 

3. 妊産婦の薬剤の使い方 

   慈恵病院 副院長                        蓮田  健 

3 

月 

23日（土）第20回「糖尿病合併症の治療戦略」 

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

1. 急性合併症の治療戦略 

   菊池郡市医師会立病院 院長                   豊永 哲至 

2. 細小血管合併症の治療戦略 

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 

3. 大血管合併症の治療戦略  

   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 
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◇特別講演 

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

 

◇シンポジウム 

11 

月 

16日（金）第33回 －医療の将来－『未来の医療を支える看護師の特定行為研修について』 

座長 熊本県医師会 理事／社会医療法人 黎明会 宇城総合病院 院長     江上  寛 

1. 特定行為に係る看護師の研修制度の概要 

   熊本県健康福祉部健康局医療政策課 課長補佐            岡  順子 

2. 特定行為研修に期待すること 

   社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 院長               横倉 義典 

3. 特定行為研修修了者としての現在の活動について 

国立病院機構熊本医療センター診療看護師              岩崎 伊代 
                                共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

 

 

◇総合症例検討会（CPC） 

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

◇歯科医師研修  

熊本摂食・嚥下リハビリテーション研究会 

〇特別講演会 

5 

月 

26日（土）「高齢者の「食」を多角的に観る・診る・看る 

～「食べる力」の見える化と地域・職種間連携の構築～」 

講師：公立能登総合病院歯科口腔外科診療部長              長谷 剛志 

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 

1 

月 

25日（金）「誤嚥を頸部聴診法で予測しよう」 

講師：小笠原訪問看護ステーション言語聴覚士               大野木宏彰 

座長：熊本保健科学大学言語聴覚学専攻准教授              大塚 裕一 

共催：熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会 

〇セミナー 

6 

月 

20日（水）第96回 

「新たな耐性菌の時代を迎えて」 

座長：国立病院機構熊本医療センター名誉院長         河野 文夫 

講師：国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター センター長         菅井 基行 

「国内で分離されるアシネトバクター属菌の分子疫学 

（国立病院機構との共同研究より得られた知見）」 

座長：国立病院機構熊本医療センター感染制御室長       水上 智之 

講師：国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター 主任研究官         松井 真理 

8 

月 

1日（水）第97回 

「抗サイトカイン抗体症候群 －Physician Sientistの視点から－」 

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呼吸器内科学教授            坂上 拓郎 

9 

月 

5日（水）第98回 

「最近のうつ病診断と治療について」 

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神経精神医学教授            竹林  実 

10

月 

3日（水）第99回 

「放射線治療の現況と展望 ～技術と経験を次世代に繋ぐ～」 

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放射線治療医学教授           大屋 夏生 

1 

月 

31日（木）第100回 

「緑内障診療の現状と、熊大病院眼科医局の紹介」 

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眼科学教授               井上 俊洋 

5 

月 

16日（水）第130回「意識障害で搬送され急変した80代男性」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター消化器内科医師         久木山直貴 

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診断科部長    村山 寿彦 

7 

月 

18日（水）第131回「急速に黄疸が進行した60代男性の進行胃癌」 

臨床担当：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 

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診断科部長    村山 寿彦 

10 

月 

24日（水）第132回「診断から4年の経過を辿った進行期膵神経内分泌腫瘍」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科医長          礒部 博隆 

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診断科部長    村山 寿彦 

1 

月 

23日（水）第133回「頭頸部癌術後の化学放射線療法中に重度の 

                                 低酸素血症を来した70代男性」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター救急科医長           櫻井 聖大 

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

     国立病院機構熊本医療センター耳鼻咽喉科医師         高野 若菜 

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診断科部長    村山 寿彦 

4 

月 

17日（火）第54回「咀嚼嚥下における解剖・生理・運動学 －基礎から応用まで－」 

講師：熊本保健科学大学理学療法学専攻准教授               久保 高明 

座長：西日本病院言語聴覚士                        岩坂 省吾 

7 

月 

17日（火）第55回 「誤嚥対策 up to date」 

① 「経口摂取不可と診断したＰＥＧ造設患者に新たな経口摂取法を導入した症例」 

講師：カワカミ歯科診療所              川上 剛司 

② 「胃瘻孔からの内視鏡による胃食道逆流観察」 

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 

③ 「重症嚥下障害患者に対する干渉波電気刺激を用いた長期治療経験（症例報告）」 

講師：熊本リハビリテーションリハビリテーション科部長          齊藤 智子 

座長：済生会熊本病院 摂食・嚥下障害看護認定看護師           山川 美樹 
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共催：熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会 

救急蘇生法講座 

 

 

 

 

医歯連携セミナー 

共催：熊本市歯科医師会 

後援：熊本県歯科医師会 

 

◇救急症例検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇二の丸モーニングセミナー  

4 

月 

12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                高橋  毅 

19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副院長               大塚 忠弘 

26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 

10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 

17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研究部長            日髙 道弘 

24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 

31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教育研修部長            富田 正郎 

6 

月 

7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 

14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 

21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 

28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 

7 

月 

5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            竹下 浩史 

12日「病院における防災について」 

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 

19日「災害医療について」 

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

26日「痛みに強くなろう」  

講師：国立病院機構熊本医療センター麻酔科医長             小松 修治 

8 

月 

2日「救急疾患の画像診断」 

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 

23日「外傷初期治療」 

講師：国立病院機構熊本医療センター外科医長              水元 孝郎 

30日「急性心筋梗塞の診断と治療」 

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 

9 

月 

6日「急性下肢虚血について」 

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 

13日「成人市中肺炎」 

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 

20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           中川 隆志 

27日「消化器救急疾患について」 

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

10 

月 

16日（火）第56回「口の機能から嚥下障害を推察する ～咀嚼の意義、 

 義歯の取り扱いについて～」 

講師：共愛歯科医院 副院長                      園田 隆紹 

座長：熊本市歯科医師会 会長                      宮本 格尚 

11 

月 

20日（火）第57回「摂食嚥下障害に対するがんリハの取り組みの紹介」 

講師：医療法人 潤心会 熊本セントラル病院言語聴覚士         上野 和博 

   医療法人社団 鶴友会 鶴田病院言語聴覚士            小田原 守 

座長：リハビリデイサービスmana代表                 榎田 幸助 

11 

月 

8日（木） 

講師：国立病院機構熊本医療センター麻酔科部長 瀧 賢一郎ほか 

6  

月 

7日（木）第78回「虚血性心疾患の診断と治療」 

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 

座長：熊本市歯科医師会医療管理 理事  有働 秀一 

8 

月 

16日（木）第79回「摂食嚥下障害の基礎（入門編）」 

講師：国立病院機構熊本医療センター摂食・嚥下障害看護認定看護師   田平 佳苗 

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 

2 

月 

21日（木）第80回「薬剤関連顎骨壊死の現在」 

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 

座長：熊本県歯科医師会学術担当理事                 井上 裕邦 

5 

月 

23日（水）第160回 

「産婦人科・泌尿器科救急疾患（産婦人科・泌尿器科）」 

6 

月 

27日（水）第161回 

「精神科救急／熊本救急医療自傷自殺問題カンファレンス」（精神科・救命救急部） 

8 

月 

22日（水）第162回 

「内因性救急疾患（腎臓内科・糖尿病・内分泌内科）」 

9 

月 

26日（水）第163回 特別講演 

講師：佐賀大学医学部救急医学講座 教授／附属病院救命救急センター長 

                                阪本雄一郎 

11 

月 

28日（水）第164回 

「航空医療／熊本県ヘリ運行調整委員会症例検討部会」（救命救急部・集中治療部） 

2 

月 

27日（水）第165回 

「頭部・顔面外傷（脳神経外科・形成外科）」 

3 

月 

13日（水）第166回 

「腹部外傷、骨折（外科・整形外科）」 
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◇公開の院内研究会（医師部門） 

 

 

10 

月 

4日「脳梗塞について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター神経内科医長         幸崎弥之助 

11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 

18日「産婦人科疾患」 

講師：国立病院機構熊本医療センター産婦人科医長         山本 文子 

25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         二口 芳樹 

11

月 

1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 

8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 

22日「病理診断の実際－臨床情報の重要性－」 

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 

29日「CKDについて」 

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 

12

月 

6日「糖尿病について」 

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 

13日「血液検査のみかた」 

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 

20日「不明熱について」 

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 

27日「腫瘍内科総論」 

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

1 

月 

10日「放射線治療について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター放射線科医長         冨髙 悦司 

17日「当院における精神科救急への取り組み」 

講師：国立病院機構熊本医療センター精神科医長          橋本  聡 

24日「小児プライマリーケア」 

講師：国立病院機構熊本医療センター小児科医師          樫木  仁 

31日「皮膚科 感染症から学ぶ救急～下の巻～」 

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 

2 

月 

7日「救急外来における救急疾患」 

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

14日「形成外科と美容外科」 

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 

21日「救外での耳鼻咽喉科応急処置」 

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 

28日「知っておくと役に立つ眼科救急」 

講師：国立病院機構熊本医療センター眼科医長            榮木 大輔 

3 

月 

7日「頭頸部外傷～基礎編～」 

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 

14日「敗血症」 

講師：国立病院機構熊本医療センター救急科医長          櫻井 聖大 

28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血液内科部長       日髙 道弘 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 薬剤部門研修 

◇臨床薬理セミナー  

7 

月 

29日（日）第32回『医療安全への薬剤師の関与の現状、今後の展望と期待』 

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

〈講演1〉医療安全における薬剤師への期待 

  国立病院機構熊本医療センター副院長／医療安全管理部長         大塚 忠弘 

 

司会  熊本大学教授／医学部附属病院薬剤部長              齋藤 秀之 

〈講演2〉薬剤師の使命と責任 ―医療安全における薬剤師の役割―  

  日本病院薬剤師会理事／国際医療福祉大学薬学部特任教授  土屋 文人 

 

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 

〈講演3〉特定機能病院・医療安全管理部門における専従薬剤師GRMとしての 

活動状況と今後の課題・展望 

熊本大学医学部附属病院薬剤部長補佐・医療安全支援室長／医療の質・安全管理部ＧＲＭ            

                                    久保田美穂 

 

司会  国立病院機構沖縄病院薬剤科長                   山形 真一 

〈講演4〉非特定機能病院における医療安全管理部門における薬剤師の活動状況と 

                            薬剤師の専従配置の必要性 

 上尾中央総合病院情報管理部医療安全管理課長               渡邉 幸子 

 

〈総合的意見交換〉 

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

                      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 
 

 

7 

月 

23日（月） 

講演1 「脳卒中の薬物療法について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター薬剤部               中村  文 

講演2 「脳梗塞の抗血栓療法」 

講師：国立病院機構熊本医療センター脳神経内科医長           幸崎弥之助 

                       共催：二の丸薬薬連携研究会、熊本市薬剤師会、 

                                             第一三共株式会社、第一三共エスファ株式会社 

 

 

 
  

  

5 

月 

9日（水）第110回 

司会：国立病院機構熊本医療センター外科部長       宮成 信友 

国立病院機構熊本医療センター病棟副師長       安田多恵子 

7 

月 

11日（水）第111回  

司会：国立病院機構熊本医療センター血液内科医長         河北 敏郎  

国立病院機構熊本医療センター病棟師長            藤戸 邦子 

9 

月 

12日（水）第112回  

司会：国立病院機構熊本医療センター神経内科医長         幸崎弥之助 

国立病院機構熊本医療センター病棟師長            山田 里香 

11 

月 

7日（水）第113回  

司会：国立病院機構熊本医療センター救急医長            山田  周    

 国立病院機構熊本医療センターICU病棟副師長        前川 友成 

1 

月 

9日（水）第114回  

司会：国立病院機構熊本医療センター泌尿器科医長         陣内 良映     

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 

6日（水）第115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副師長          深山 美香 
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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      

5 

月 

12日（土）第42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               松川 将三 
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 

20日（土）第43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 

                                       

◇ナースのための人工呼吸セミナー    

7 

月 

28日（土）第33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／付属病院救急部 部長       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／久留米大学病院高度救命救急センター長   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／ 

医学部附属病院先進救急医療センター長  鶴田 良介 

 

◇公開看護セミナー 

                                     

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

8 
月 

18日（土）・19日（日）第7回 

1.〈講義・M1〉 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護 

国立病院機構熊本医療センターがん看護専門看護師              方尾 志津 

2.〈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  

3.〈講義・M3〉 症状マネジメント 

    荒尾市民病院緩和ケア認定看護師                      松山 美保 

4.〈講義・M4〉エンド・オブ・ライフ・ケアにおける倫理的問題 

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

5.〈講義・M5〉 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮 

    株式会社まちナース まちのナースステーション八千代統括所長   福田 裕子 

6.〈講義・M6〉 コミュニケーション 

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

7.〈ロールプレイ・グループワーク・M6〉ロールプレイ 

    荒尾市民病院緩和ケア認定看護師                      松山 美保 

 〈講義・Ｍ7〉喪失・悲嘆・死別 

    株式会社まちナース まちのナースステーション八千代総括所長    福田 裕子 

8.〈講義・Ｍ8〉臨死期のケア 

    国立病院機構熊本医療センターがん看護専門看護師     安永 浩子 

9.〈講義・M9〉 高齢者のエンド・オブ・ライフ・ケア 

    福岡県立大学看護学部看護学科がん看護専門看護師               廣瀬 理絵 

10.〈講義・講習・M10〉質の高いエンド・オブ・ライフ・ケアの達成 

     国立病院機構熊本医療センターがん看護専門看護師              安永 浩子 

 

◇救急蘇生法講座 ～二の丸ICLSコース（看護師対象）～ 
                                       

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
月 

28日（土）第148回「せん妄のことがよく分かる！～発症予防から看護ケアまで～」 

国立病院機構熊本医療センター精神看護専門看護師                       川村 修司 

6 
月 

2日（土）第149回「今、改めて自分の看護師としてのキャリアを考えよう」 

 福岡看護大学看護学部 健康支援看護部門(小児看護学)教授       飯野 英親 

10 
月 

13日（土）第150回「患者・家族の真の意向を引き出す意思決定支援」 

国立病院機構熊本医療センターがん看護専門看護師                      安永 浩子 

12 
月 

15日（土）第151回「身近にある臨床倫理を考える～人がひとを看るために～」 

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長    板井孝壱郎 

5 

月 

19日（土）第98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 

9 

月 

8日（土）第99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 

共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

後援：熊本県看護協会 
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D. 医療技術部門研修 

◇熊本県臨床細胞学会 

4 
月 

26日（木） 技術講習会 

「Curebest95Gcbreastをはじめとした遺伝子関連技術のご紹介」 

シスメックスLS営業部                   宮腰 智幸 

5 
月 

24日（木）第1回症例検討会 

6 
月 

28日（木）第2回 症例検討会 

会場：熊本赤十字病院 

9 
月 

20日（木）第3回 症例検討会 

10 
月 

25日（木）講演会  

「HIB-1、Her-2の精度管理（仮題）」    

くまもと森都総合病院                           有馬 信之 

11 
月 

22日（木）サーベイ解説   

 特殊染色・免疫組織化学染色サーベイ報告会 

1 
月 

24日（木）技術講習会  

「パパニコロウ染色 -原点にかえって-（仮題）」   

 熊本赤十字病院                                 大塚 幸二 

2 
月 

14日（木）サーベイ解説 熊 

熊本県精度管理調査病理細胞部門サーベイ報告 

24日（日）  

熊本県臨床細胞学会学術集会・総会 

 

◇公開の院内研究会（医療技術部門） 

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      大野 剛史 

毎月第4火曜日

（但し、8・12・

3月は休み 
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 

4月22日 

2月2日 

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 

4月12日 

5月10日 

6月14日 

7月12日 

9月13日 

10月11日 

 
 
 
 

E. その他の研修 

◇熊本県滅菌消毒法講座   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇熊本PEECコース 

 

 

 
 

 

5  
月 

20日（日）第282回 

講演「どうすればいいのか単回使用機材」 

講師 東京大学医学部附属病院 中央材料部 部長／医学博士     深柄 和彦 

6 
月 

17日（日）第283回 

講演 ｢化学的インジケーターの基礎及び国際標準化について｣ 

講師 （株）サクラクレパス ICSセンター             藤澤 俊樹 

7 
月 

22日（日）第284回 

講演「洗浄について」 

講師 熊本赤十字病院 手術センター看護師／第一種滅菌技師    富山 典子                

9 
月 

2日（日）第285回 

講演「感染対策について～災害時の対応も含めて～」 

講師 くまもと森都総合病院 3東病棟看護師長           満井美奈子 

10 
月 

13日（土）第286回 

熊本大学医学部附属病院 中央材料部 見学会 

11 
月 

10日（土）第287回 

講演「医薬品や医療器具の微生物汚染とその対策」 

講師 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 

2日（土）第288回 

講演 「洗浄滅菌を取り巻く最新の話題」 

講師 福岡みらい病院麻酔科部長／手術室部長          松田 和久 

5 

月 

6日（日）  第19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 

6 

月 

14日（土） 第20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 

29日（土） 第2１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 

23日（金・祝） 第22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 

10 
月 

9日（土） 第23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 

19日（木）「骨粗鬆症と転倒・骨折」      

講師：国立病院機構熊本医療センター整形外科医長         前田  智 

5 
月 

24日（木）「脳血管内治療について」 

講師：国立病院機構熊本医療センター脳神経外科医長        中川 隆志 

6 
月 

21日（木）「知れば防げる熱中症」 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急センター医長     櫻井 聖大 

7 
月 

19日（木）「子宮頸がんとヒトパピローマウイルス」 

講師：国立病院機構熊本医療センター産婦人科医長          高木 みか 

8 
月 

22日（水）「抗がん剤治療の基礎知識」 

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

9 
月 

20日（木）「痛い痛い！尿管結石が今・増加中！」 

講師：国立病院機構熊本医療センター泌尿器科医長         陣内 良映 

10
月 

18日（木）「知って安心、肝臓の病気」 

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 

11
月 

21日（水）「足の動脈硬化」 

講師：国立病院機構熊本医療センター心臓血管外科         田中 睦郎 

12
月 

20日（木）「緩和的放射線治療」 

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 

1 
月 

24日（木）「あなたの腎臓を守るために」 

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 

2 
月 

21日（木）「リンパ節腫脹について」 

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 

3 
月 

14日（木）「無理のない卒煙講座」 

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 

6 

月 

20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 

10 

月 

17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 

20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 

18日（金）「肝臓について」 

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 

22日（金）「急性肝炎、慢性肝炎について」 

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 

17日（金）「肝硬変、自己免疫性肝疾患について」 

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 

9 
月 

21日（金）「肝がんについて」 

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 

16日（金）「B型、C型肝炎の抗ウイルス治療」 

国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長        杉  和洋ほか 

1 
月 

18日（金）「脂肪肝とアルコール性肝障害」 

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 

15日（金）「医療費助成制度、B型・C型肝炎の抗ウイルス治療」 

国立病院機構熊本医療センター消化器内科部長        杉  和洋ほか 

3 
月 

15日（金）「肝がんについて」 

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 

8日（土）「もっと知りたい肝臓の話」 

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 


