
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 31年 4月 1日～令和 2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 

18日（土）第21回「肺高血圧症の診断と治療に関する最近の話題」 

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

  熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学講座助教／ 

熊本大学病院循環器内科診療講師                  山本英一郎 

6 

月 

8日（土）第22回「病理診断と治療法の選択」 

座長  豊田消化器外科医院 院長                   豊田 德明 

1. 病理診断の実際 臨床情報の重要性 

  国立病院機構熊本医療センター診療部長／病理診断科部長      村山 寿彦 

2. PD-L1免疫染色の意義：PD-(L)1抗体薬における 

    コンパニオン診断(CDX)の今後 

  京都大学ウイルス・再生医科学研究所生体材料学分野／日本学術 

振興会特別研究員PD／熊本大学大学院生命科学研究部細胞病理学   西東 洋一 

7 

月 

27日（土）第23回「血球増加症の診断と診療の進歩」 

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

1. 血球増多を見たとき考えること 

  国立病院機構熊本医療センター血液内科医長            三井 士和 

2. 慢性骨髄性腫瘍とは 

  国立病院機構熊本医療センター血液内科副部長           榮  達智 

3. 慢性骨髄性白血病の診療について 

  熊本保健科学大学保健科学部医学検査学科教授           川口 辰哉 

9 

月 

28日（土）第24回「肩周辺の外傷・疾患」 

座長  西整形外科医院 院長                     西  芳徳 

1. 鎖骨骨折 

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

2. 上腕骨近位の骨折 

  国立病院機構熊本医療センター整形外科副部長           前田  智 

3. 肩腱板断裂・変形性肩関節症 

  熊本総合病院整形外科部長                    菊川 憲志 

4. 肩関節脱臼 

  熊本整形外科病院副院長                     北村 歳男 

10 

月 

26日（土）第25回「肝硬変 ～診断と治療の進歩」 

1. 肝硬変の病態と診断 

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

2. 肝硬変の諸症状に対する最新治療 

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

3. 肝硬変に対する医療費助成制度 

  熊本県健康福祉部健康危機管理課課長補佐/山鹿保健所長        小山 宏美 

4. 非代償性肝硬変を包括したウイルス性肝硬変治療 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※3月は新型肺炎コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

                共催：熊本県医師会、熊本市医師会 
 

11 

月 

9日（土）第26回「脳梗塞の超急性期治療と地域連携」 

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. 脳梗塞の超急性期治療 

  国立病院機構熊本医療センター脳神経内科部長            幸崎弥之助 

2. 脳梗塞超急性期の血栓回収療法 

  国立病院機構熊本医療センター脳神経外科部長            中川 隆志 

3. 脳梗塞の地域連携 

  熊本大学病院脳血管障害先端医療寄付講座特任教授          中島  誠 

12 

月 

7日（土）第27回「リンパ浮腫の診断と治療」 

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

1. リンパ浮腫の検査と外科治療 

  国立病院機構熊本医療センター形成外科部長             大島 秀男 

2. リンパ浮腫の大敵、蜂巣炎について 

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

3. 桜十字熊本東病院における複合療法の実際 

  桜十字熊本東病院リンパドレナージセラピスト／看護師長       木山 千恵 

4. 熊本県におけるリンパ浮腫ケアの状況 

  国立病院機構熊本医療センターがん看護専門看護師／リンパ浮腫複合的治療技術者             

安永 浩子 

1 

月 

25日（土）第28回「敗血症」 

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

1. 敗血症の診断 

  国立病院機構熊本医療センター救命救急部長             原田 正公 

2. 敗血症性DIC 

  国立病院機構熊本医療センター集中治療室長             櫻井 聖大 

3. 新しい敗血症診療ガイドライン 

  熊本大学病院災害医療教育研究センター長／教授           笠岡 俊志 

2 

月 

15日（土）第29回「CKD up to date 2020」 

座長  川野病院 院長                         川野  尚 

1. 原発性腎炎対策 

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

2. 生活習慣病（糖尿病）によるCKD対策 

  熊本大学大学院生命科学研究部腎臓内科学講座講師          桒原 孝成 

3. 膠原病・血管炎対策 

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

※ 

3 

月 

7日（土）第30回「アレルギー性鼻炎 その診断と治療 ～患者さんの 

  快適な明日のために for comfortable living～」 

座長  宇野耳鼻咽喉科アレルギー科医院 院長              宇野 正志 

1. アレルギー性鼻炎の薬物療法 

  なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 理事長           中野 幸治 

2. アレルギー性鼻炎の手術療法 

  唐木クリニック 院長                        唐木 將行 

3. アレルギー性鼻炎の免疫療法 

定永耳鼻咽喉科クリニック 院長                   定永 恭明 



- 2 - 

◇特別講演 

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

◇シンポジウム 

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 

 ○摂食嚥下特別講演会 

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

                              後援：熊本市歯科医師会 

○セミナー 

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

                            後援：熊本市歯科医師会 

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 

5 

月 

15日（水）第101回 

「骨粗鬆症 up to date」 

座長：国立病院機構熊本医療センター副院長                  橋本 伸朗 

講師：熊本大学大学院生命科学研究部整形外科学講座教授            宮本 健史 

 

 

 

11

月 

22日（金）第34回 

「熊本県における医師偏在是正と地域医療の将来像に向けて」 

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 

講師：1．大学病院の立場から 

    熊本大学病院長                          谷原 秀信 

   2．医師不足の地域の中核病院の立場から 

    阿蘇医療センター 院長                      甲斐  豊 

   3．行政（県）の立場から 

    熊本県健康福祉部健康局長                    岡﨑 光治 

5 

月 

29日（水）第134回「血液培養でMRSAが検出され難治性腸腰筋膿瘍の経過を辿った80代男性」 

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

病理担当：国立病院機構熊本医療センター診療部長／病理診断科部長      村山 寿彦 

7 

月 

24日（水）第135回「難治性気管支喘息として治療中にショック状態となった80代女性」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科部長            名村  亮 

病理担当：国立病院機構熊本医療センター診療部長／病理診断科部長      村山 寿彦 

10

月 

23日（水）第136回「肺炎の治療中に原因不明の意識障害を併発した60代女性」 

臨床担当：国立病院機構熊本医療センター脳神経内科部長           幸崎弥之助 

病理担当：国立病院機構熊本医療センター診療部長／病理診断科部長      村山 寿彦 

1 

月 

22日（水）第137回「肺炎球菌感染症の治療中に電撃性紫斑病を併発した50代男性」 

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           狩野 亘平 

病理担当：国立病院機構熊本医療センター診療部長／病理診断科部長      村山 寿彦 

5

月 

24日（金）「摂食嚥下リハビリテーション これまでの30年とこれから ～多職種協働への期待～」 

講師：日本摂食嚥下リハビリテーション学会理事／ 

埼玉県総合リハビリテーションセンター言語聴覚科 言語聴覚士       清水 充子 

座長：熊本保健科学大学准教授／理学療法士／カワカミ歯科診療所院長      川上 剛司 

4

月 

16日（火）第58回「嚥下圧の観点から見た正常嚥下と嚥下障害 ～高解像度マノメトリーを用いて～」 

講師：熊本保健科学大学言語聴覚科専攻 言語聴覚士                松原 慶吾 

座長：熊本保健科学大学准教授／言語聴覚士                   宮本 恵美 

7

月 

16日（火）第59回「薬と摂食嚥下 ～薬のいい作用と悪い作用～」 

講師：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／医師        齊藤 智子 

座長：熊本市歯科医師会 会長／宮本歯科医院 院長                 宮本 格尚 

 

9

月 

17日（火）第60回「認知症と摂食嚥下障害 ～環境調整と姿勢調整から考える～」 

講師：熊本保健科学大学講師／作業療法士                     為近 岳夫 

  ：熊本総合医療リハビリテーション学院専任講師／作業療法士          松本 明人 

座長：熊本保健科学大学准教授／言語聴覚士                   大塚 裕一 

11

月 

12日（火）第61回「摂食嚥下障害患者の栄養サポート ～退院時指導を含めて～」 

講師：熊本機能病院栄養部課長／管理栄養士                   高山 仁子 

座長：リハビリデイサービスmama代表／言語聴覚士               榎田 幸助 

1

月 

21日（火）第62回「口から食べるための食支援 ～KTバランスチャートを活用した包括的スキル～」 

講師：桜十字病院看護師長                           建山  幸 

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 

6 

月 

13日（木）第81回「腫瘍内科が目指すがん薬物療法体制」－がん免疫療法に焦点をあてて－ 

講師：国立病院機構熊本医療センター教育研修部長／腫瘍内科部長        境  健爾 

座長：熊本市歯科医師会医療管理 理事                    有働 秀一 

8 

月 

22日（木）第82回「骨粗鬆症の治療における問題点」 

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

座長：熊本市歯科医師会学術委員会 理事                   大塚 昭彦 

2 

月 

20日（木）第83回「パーキンソン病について」 

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

座長：熊本県歯科医師会学術担当 理事                     馬場 一英 
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救急蘇生法講座 

 

 

  

                                   共催：熊本市歯科医師会 

 

◇救急症例検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2月と3月は新型肺炎コロナウイルス感染防止のため開催中止 

 

 

◇二の丸モーニングセミナー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 

11 

月 

14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 

4 

月 

11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 

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副院長               橋本 伸朗 

25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               日髙 道弘 

5

月 

9日「臨床研修と日常診療の心構え 

 講師：国立病院機構熊本医療センター統括診療部長            宮成 信友 

16日「臨床研究の話」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター臨床研究部長            富田 正郎 

23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地域医療連携室長          菊川 浩明 

30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            梶原 健吾 

6

月 

6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血液内科部長            河北 敏郎 

13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 

20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 

27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 

7

月 

4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部長           田山 信至 

11日「院内暴力対処法」 

 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 

18日「患者クレームと個人情報保護法」 

 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 

25日「臨床倫理」 

 講師：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 

8

月 

1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 

22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副部長           根岸 孝典 

29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副部長             久保田竜生 

9

月 

5日「AKI」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター腎臓内科部長            梶原 健吾 

12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部長           辻  隆宏 

19日「DICについて」 

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

26日「緩和ケア ACP」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科副部長           磯部 博隆 

5 

月 

22日（水）第167回 

「頭頸部疾患（耳鼻咽喉科・眼科・歯科口腔外科）」 

6 

月 

26日（水）第168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 
28日（水）第169回 

「脳神経疾患（脳神経内科・脳神経外科）」          

9 

月 

25日（水）第170回 特別講演 

講師：宮崎大学医学部医学科病態解析医学講座救急・災害医学分野教授／ 

附属病院救命救急センター長                 落合 秀信 

11 

月 

27日（水）第171回 

「航空医療／熊本県ヘリ救急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 
26日（水）第172回 ※ 

「院外心停止（循環器内科・救命救急部）」 

3 

月 
18日（水）第173回 ※ 

「出血性疾患（呼吸器内科・消化器内科・産婦人科）」 
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◇公開の院内研究会（医師部門） 

 

10

月 

3日「高血糖緊急症について」 

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

10日「COPD」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科部長           名村  亮 

17日「消化器救急疾患について②」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター消化器内科副部長          石井将太郎 

24日「乳がんについて」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター外科副部長             水元 孝郎 

31日「末梢血管疾患」 

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

11

月 

7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「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 

28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 

12

月 

5日「脳梗塞の病態と急性期の治療対応」 

 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 

12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部長           中川 隆志 

19日「創傷の初期治療」 

 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 

26日「捻挫・骨折に対する外固定の仕方」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター整形外科副部長           中馬 春彦 

1

月 

9日「せん妄について」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター精神科               満崎 晃志 

16日「アナフィラキシー」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター小児科副部長            緒方 美佳 

23日「皮膚から診断できる膠原病」 

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

30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              矢野 大輔 

2

月 

6日「婦人科の下腹部腫瘤」 

 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 

13日「救急外来でできる眼科検査」 

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

20日「気管切開術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部長           上村 尚樹 

27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部長            冨髙 悦司 

3

月 

5日「病理伝票の書き方」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター病理診断科             武藤 礼治 

12日「中毒の診療」 

 講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急科副部長          山田  周 

19日「呼吸ケアとは何か？」 

 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 

26日「歯科と全身について」 

 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 

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総合診療科部長     辻  隆宏 
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腎臓内科部長      富田 正郎 
毎週木曜日 

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部長      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 

5月と7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        久保田竜生 
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        久保田竜生 
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      福元 哲也 
毎週木・金曜日 

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      河北 敏郎 
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精神科部長       山下 建昭 
年4回 
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◇クリティカルパス研究会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※3月は新型肺炎コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 
 

B. 薬剤部門研修 

◇臨床薬理セミナー 

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

                 後援：九州厚生局 

 

 

◇二の丸薬薬連携講演会 

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

                                        
 

 

5 

月 

14日（火）第116回 

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

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長            福田 純子 

7 

月 

10日（水）第117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            後藤みゆき 

9 

月 

11日（水）第118回 

司会：国立病院機構熊本医療センター整形外科副部長         前田  智 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長            城  芳恵 

11 

月 

6日 （水）第119回 

司会：国立病院機構熊本医療センター外科副部長           久保田竜生 

国立病院機構熊本医療センター病棟師長            池田としえ 

1 

月 

8日 （水）第120回 

司会：国立病院機構熊本医療センター消化器内科副部長        中田 成紀 

   国立病院機構熊本医療センター病棟師長            出口 恵美 

3 

月 
11日（水）第121回 ※ 

7 

月 

21日（日）第33回『臨床推論 患者の症状、病態から考える薬剤師になるために』 

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〉症状、病態から考える臨床推論 

医療法人朝日野会 朝日野総合病院 院長補佐              清川 哲志 

司会  熊本県薬剤師会 理事                        畑本 慶太 

〈講演2〉医薬品情報を活用した臨床推論  

    熊本大学病院薬剤部 医薬品情報室                   山下 諒祐 

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〉患者さんのために薬剤師ができること  

       ～臨床推論を駆使して真のチーム医療の一員になる～ 

    東京医科大学病院薬剤部 主査                     東 加奈子 

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4〉新たな医療者の時代へ！”薬”を中心として 現場で臨床推論を 

        活かすためには －適正使用における薬剤師の役割－ 

北海道科学大学薬学部客員教授（臨床推論）              岸田 直樹 

 
 
 

4 

月 

17日（水）第12回 

座長：熊本市薬剤師会 会長                           丸目 新一 

演題Ⅰ「当院の薬薬連携について」 

    国立病院機構熊本医療センター副薬剤部長                  鶴﨑 泰史 

座長：くまもと西部薬局                             水野 賢也 

演題Ⅱ「心房細動の管理について」 

    国立病院機構熊本医療センター診療部長                   藤本 和輝 
 
 
 
 

10 
月 

30日（水）第13回 

座長：くまもと西部薬局                             藤江 浩子 

演題Ⅰ「保険薬局の薬薬連携について」 

    国立前薬局                            四郎園 巧 

座長：くまもと西部薬局                            水野 賢也 

演題Ⅱ「薬剤師が知っておくべき脊椎疾患の病態と薬物療法について ~主に神経障害性疼痛について~」 

    国立病院機構熊本医療センター 整形外科医長               田畑 聖吾 
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C. 看護部門研修          共催：熊本県医師会、熊本市医師会 

                               後援：熊本県看護協会 

◇ナースのための心電図セミナー 
                                     

 

 

 

 

 

◇メディカルスタッフのための人工呼吸セミナー   
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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－ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

8 

月 

3日（土）・4日（日）第8回 

1.〈講義・M1〉 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護 

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

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 

    国立病院機構熊本再春医療センター緩和ケア認定看護師          西 真紗美 

4.〈講義・M4〉エンド・オブ・ライフ・ケアにおける倫理的問題 

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

5.〈講義・M5〉 エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮 

    国立病院機構熊本医療センター緩和ケア認定看護師           緒方 みか 

6.〈講義・M6〉 コミュニケーション 

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 

7.〈ロールプレイ・グループワーク・M6〉ロールプレイ 

    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 

    医療法人ソレイユ ひまわり在宅クリニック緩和ケア認定看護師      齋藤知嘉子 

 〈講義・Ｍ7〉喪失・悲嘆・死別 

    国立病院機構熊本医療センター緩和ケア認定看護師            緒方 みか 

8.〈講義・Ｍ8〉臨死期のケア 

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

9.〈講義・M9〉 高齢者のエンド・オブ・ライフ・ケア 

    国立病院機構熊本再春医療センター緩和ケア認定看護師          西 真紗美 

10.〈講義・演習・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性疼痛看護認定看護師        大塚 美里 

 

スーパーバイザー：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 

ファシリテーター：医療法人ソレイユ ひまわり在宅クリニック緩和ケア認定看護師   齋藤知嘉子 

          国立病院機構熊本医療センター教育研修係長          榊原チハル 

6 

月 

1日（土）第44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副部長       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診療部長 藤本 和輝 
3. 不整脈  
   すえふじ医院 院長 末藤 久和 

10 

月 

19日（土）第45回 
同上 

7 

月 

13日（土）第34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／ 

附属病院救急部部長 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. スタッフ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部長    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 

5 
月 

25日（土）第152回「円滑なコミュニケーションのための信頼関係の築き方 ～その実践スキル～」  

コミュニケーションオフィスtaz                   石本田鶴子 

7 
月 

20日（土）第153回「患者の食べる力を支える看護師の役割」 

    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 

9 
月 

21日（土）第154回「根拠あるケア実践を行うための認知症高齢者の理解」 

大分大学医学部看護学科教授                   三重野英子 

11 
月 

30日（土）第155回「看護師と患者とのパートナーシップを基盤とした症状マネジメント」 

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 

8 

月 

24日（土）第100回 

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急部長         原田 正公ほか 

9 

月 

14日（土）第101回  

講師：国立病院機構熊本医療センター救命救急部長        原田 正公ほか 
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D. 医療技術部門研修 

◇熊本県臨床細胞学会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     主催：熊本県臨床検査技師会 病理細胞部門 

 

◇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 

 

 

 

 

 

4 

月 
25日（木） 技術講習会 

5 

月 
23日（木） 第1回 症例検討会 

6 

月 

27日（木） 第2回 症例検討会 

会場：熊本赤十字病院 

9 

月 

26日（木） 講演会 

「当院で経験した肝胆膵疾患から疾患概念を学ぶ －最近のトピックスを踏まえて－」 

  済生会熊本病院                         神尾多喜浩 

10 

月 
24日（木）第3回 症例検討会 

11 

月 
28日（木）第4回 症例検討会 

1 

月 

23日（木）講演会 

 公立玉名中央病院                         山住 浩介 

2 

月 

13日（木）サーベイ報告 

 熊本県精度管理調査病理細胞部門サーベイ報告・解説 

23日（日） 

熊本県臨床細胞学会 学術集会・総会（主催：熊本県臨床細胞学会） 

5  
月 

19日（日）第289回 テーマ；洗浄の基本的知識を学ぶ 

講演①「洗浄の基礎」 

講師 北九州市立八幡病院 第一種滅菌技師              菅田  潤 

講演②「洗浄の実践」 

 講師 日本ステリ㈱ 熊本大学病院 中央材料部            古賀 康治 

6 
月 

8日（土）第290回 於：熊本市植木文化ホール 

講演①「軟性内視鏡を中心とした再生処理の留意点」 

講師 ワタキューセイモア㈱ 業務本部                伏見  了 

レクチャー「次世代の滅菌装置 ～ホルムアルデヒドガス滅菌装置の特色」 

講師 ㈱メディエート 学術担当                   古賀 征二 

講演②「単回使用医療機器・再製造の現状、問題点」 

 講師 ㈱ホギメディカル 生産本部                  佐々木勝雄 

9日（日） 

特別講演「患者周辺環境と感染対策 ～知っていることと実践のギャップアナリシス～」 

講師 特定非営利活動法人日本感染管理支援協会           土井 英史 

9 
月 

8日（日）第291回 テーマ；滅菌の基礎知識と日常管理を学ぶ 

講演①「高圧蒸気滅菌を中心とした滅菌装置取扱い基礎と日常管理」 

講師 ウドノ医機㈱ 学術部                     栗原 靖弘 

講演②「過酸化水素ガス滅菌器の特徴と注意事項」 

 講師 キャノンライフケアソリューションズ㈱ ヘルスケア営業本部  田渕 裕樹 

11 
月 

16日（土）第292回 

講演「院内感染対策の実際 ～中小規模病院の取り組みを中心に～」 

講師 東京医療保健大学大学院 客員教授              尾家 重治 

2 
月 

9日（日）第293回 テーマ；洗浄剤と評価法、滅菌物の管理方法を学ぶ 

講演①「洗浄評価の重要性とその方法について」 

講師 クリーンケミカル㈱ 技術部 第一開発グループ         藤田  敏 

講演②「滅菌の質評価と管理方法について」 

 講師 スリーエムジャパン株式会社 医療用製品事業部         長瀬 明広 

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、7 月は

第 3 金曜日、10

月は第 5 火曜

日、8 月 12 二月

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 
1 月 11 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 11 日 

5 月 9 日 

6 月 13 日 

7 月 11 日 

9 月 12 日 

10 月 10 日 
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◇熊本PEECコース  

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 

             ※3月は新型肺炎コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

                                 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ※3月は新型肺炎コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

                                             

                                   

5 
月 

26日（日） 第24回 

講師：国立病院機構熊本医療センター精神科副部長        橋本  聡 

8 

月 

18日（日）第25回 

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

11 

月 

24日（日）第26回 

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

3 

月 

20日（金・祝）第27回 ※ 

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

4 
月 

18日（木）「のんびりふっこう」－熊本地震と心のケア－ 

国立病院機構熊本医療センター精神科副部長             橋本   聡 

5 
月 

16日（木）「心筋梗塞からカラダを守ろう！」 －予防、5つの習慣－ 

国立病院機構熊本医療センター診療部長              藤本 和輝 

6 
月 

20日（木）「あなたの補聴器、大丈夫？」 －さらなる聴こえへの誘い－ 

国立病院機構熊本医療センター耳鼻咽喉科部長 上村 尚樹 

7 
月 

18日（木）「便秘のはなし」 －便秘だけにツマラナイ（詰まらない）話ですが…－ 

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

8 
月 

14日（水）「口腔内疾患と薬剤の関係」 

国立病院機構熊本医療センター歯科・歯科口腔外科医師        森 久美子 

9 
月 

19日（木）「手術が決まったら、まず禁煙！」 －手術は禁煙の最大のチャンス！－ 

国立病院機構熊本医療センター麻酔科副部長            古庄 千代 

10
月 

17日（木）「ひざ痛を克服して快適ライフ」 －いつまでも元気に歩くために－ 

国立病院機構熊本医療センターリハビリテーション科副部長      中馬 東彦 

11
月 

21日（木）「見た目にだまされるな 眼疾患」 －あなたは本当に「見えて」いますか? 

国立病院機構熊本医療センター眼科部長              榮木 大輔 

12
月 

19日（木）「インフルエンザを上手に防ごう」 －医師が実践「3つの対策」－  

国立病院機構熊本医療センター感染制御室長            水上 智之 

1 
月 

16日（木）「へびたん 今むかし」 －帯状疱疹 治療の移り変わりと今後－ 

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

2 
月 

20日（木）「STOP！糖尿病合併症」 －合併症予防のためにできること－ 

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 

3 
月 

18日（水）※「（新外来棟）がん総合医療センター」－日本のがん治療のお手本を目指し－ 

国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科部長             境  健爾 
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◇季節の糖尿病教室 
                     

 

 

 

 

 
                           

※3月は新型肺炎コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

                                 

◇肝臓病教室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

◇公開肝臓病教室 

 

6 

月 

19日（水） 

講師：医師、薬剤師、看護師、栄養士 

10 

月 

16日（水） 

講師：医師、薬剤師、看護師、栄養士 

3 

月 

18日（水） ※ 

講師：医師、薬剤師、看護師、栄養士 

6 
月 

21日（金）「急性肝炎、慢性肝炎」 

国立病院機構熊本医療センター診療部長／消化器内科部長    杉  和洋ほか 

9 
月 

20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診療部長／消化器内科部長    杉  和洋ほか 

10 
月 

18日（金）「肝がんについて」 

国立病院機構熊本医療センター診療部長／消化器内科部長    杉  和洋ほか 

11 
月 

15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診療部長／消化器内科部長    杉  和洋ほか 

1 
月 

17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診療部長／消化器内科部長    杉  和洋ほか 

2 
月 

21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診療部長／消化器内科部長    杉  和洋ほか      

12  

月 

21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診療部長／消化器内科部長    杉  和洋ほか 


