
院外での講師活動一覧（平成29年６月分）

所　　属 職　　名 氏　　名

矯正研修所広島支所矯正医療科第２回（看護師等）研修
「重症の外傷傷病者に遭遇した際の対応について（JPTEC）」

広島市
広島合同庁舎
矯正研修所広島支
所

H29.6.29 救急科 部長 竹崎　亨

矯正研修所広島支所矯正医療科第２回（看護師等）研修
「重症の外傷傷病者に遭遇した際の対応について（JPTEC）」

広島市
広島合同庁舎
矯正研修所広島支
所

H29.6.29 麻酔科 部長 櫻井　由佳

Meet the Expert in MIZUSHIMA
「大腸がん治療」

倉敷市
チクバ外科・胃腸科・
肛門科病院 H29.6.27 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

県立広島大学看護学科
「不妊看護」

三原市
県立広島大学
三原キャンパス H29.6.26 生殖医療科外来 看護専門員 植田　彩

広島県看護協会研修会
「新人ナース集合研修③看護実践に活かすフィジカルアセスメ
ント」

広島市
広島県看護協会会
館

H29.6.26 救命救急センター（HCU） 看護専門員 北尾　剛明

姫路獨協大学医療保健学部言語聴覚療法学科
「耳鼻咽喉科学」

姫路市 姫路獨協大学 H29.6.24 小児感覚器科 主任部長 益田　慎

Chugai Colorectal cancer Seminar in 八戸
「進行・再発大腸癌」

八戸市 八戸パークホテル H29.6.24 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

大腸がん Expert Meeting in GUNMA
「大腸がん化学療法の治療戦略」

前橋市
ロイヤルチェスター
前橋 H29.6.23 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

第22回日本緩和医療学会学術大会シンポジウム
「新規薬剤を使用した新しいがん疼痛マネジメント」

横浜市 パシフィコ横浜 H29.6.23 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

第3回臨床小児内分泌学Pitfall
「小児腎疾患のPitfall」

広島市 チサンホテル広島 H29.6.23 小児腎臓科 主任部長 大田　敏之

県立広島大学
「病態別栄養マネジメント」

広島市
県立広島大学
広島キャンパス H29.6.21，6.28 栄養管理科 栄養指導管理員 伊藤　圭子

広島市南区医師会　医療安全・院内感染対策研修会 広島市 県立広島病院 H29.6.21 放射線センター センター長 和田崎　晃一

広島市南区医師会　医療安全・院内感染対策研修会 広島市 県立広島病院 H29.6.21 西8病棟 副看護師長 今﨑　美香

南区心房細動勉強会
「心房細動治療は抗凝固療法のみで本当に大丈夫？」

広島市
グランドプリンスホテ
ル広島

H29.6.20 循環器内科 部長 三浦　史晴

広島市南区医師会　臨時理事会
「人生の最終段階にある人の意思に沿った救急医療を考える」

広島市 広島市南区役所 H29.6.19 救命救急センター センター長 山野上　敬夫

広島県西部教育事務所管内保健主事研修
「学校におけるがん教育について」

広島市 広島県情報プラザ H29.6.19 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

日本赤十字広島看護大学
「周産母子医療Ⅱ（小児科学）」

廿日市市
日本赤十字広島
看護大学 H29.6.19 新生児科 主任部長 福原　里恵

日本消化器病学会中国支部第79回市民公開講座
「適度な飲酒と運動は肝を元気にする」

広島市 広島国際会議場 H29.6.18 消化器内科 部長 北本　幹也

日本放射線治療専門放射線技師認定機構統一講習会　第11
回放射線治療セミナー基礎コース（中国ブロック）
「放射線計測（X線）」

広島市
広島大学
霞キャンパス H29.6.18 放射線治療科 医療技術専門員 森本　芳美

第25回東北臨床腫瘍セミナー
「チームで支える超高齢社会のがん薬物療法」

仙台市
東北大学百周年記
念会館 H29.6.17 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

第2回広島湾岸肺炎予防カンファレンス
「PCV13とPPSV23の連続接種による肺炎の予防」

広島市
オリエンタルホテル
広島 H29.6.15 呼吸器センター センター長 石川　暢久

セプシスカンファレンス in 広島 2017
「グラム染色を活用したペニシリン系薬の上手な使い方」

広島市 広島県医師会館 H29.6.15 総合診療科・感染症科 部長 谷口　智宏

肺癌 Total Management
「肺癌と骨転移」

広島市
シェラトングランドホ
テル広島 H29.6.15 呼吸器内科 部長 庄田　浩康

第11回Dermatology WEB カンファレンス
「蕁麻疹診療 update」

広島市
TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅前 H29.6.13 皮膚科 主任部長 平郡　隆明

救急救命九州研修所
「シミュレーション訓練」「総合シミュレーション演習」

北九州市
救急救命九州研修
所

H29.6.12，6.13 救急科 部長 楠　真二

第１回広島大学病院緩和ケア研修会
「呼吸困難，消化器症状等の身体症状に対する緩和ケア」など

広島市 広島大学病院 H29.6.10 緩和ケア科 主任部長 小原　弘之

第39回ひろしま乳房画像研究会／乳房画像セミナー
「乳癌検診の課題」

広島市 県立広島病院 H29.6.10 消化器・乳腺・移植外科 部長 野間　翠

佛教大学総合研究所公開シンポジウム
「作業療法におけるエンド オブ ライフ ケア」

京都市
佛教大学
紫野キャンパス H29.6.10 リハビリテーション科 医療技術専門員 河本　敦史

第21回広島県北部地区透析集談会 三次市 三次グランドホテル H29.6.9 移植外科 主任部長 石本　達郎

島根大学医学部
「小児腎臓病学」

出雲市
島根大学
出雲キャンパス H29.6.8 小児腎臓科 主任部長 大田　敏之

県立広島大学
「病態別栄養マネジメント」

広島市
県立広島大学
広島キャンパス H29.6.7，6.14 栄養管理科 主任医療技術専門員 天野　純子

内　　　容 開催場所 開催日
職　員　（　講　師　）  氏  名
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広島大学大学院医歯薬保健学研究科
「生命・医療倫理学，生命・医療倫理特論」

広島市
広島大学
霞キャンパス H29.6.7 生殖医療科 主任部長 原　鐡晃

ヒロシマ平松病院看護部　認知症患者の看護研修会
「認知症高齢者の看護実践に必要な知識など」

広島市 ヒロシマ平松病院 H29.6.7 南2病棟 主任 金山　恭子

広島大学大学院医歯薬保健学研究科
「がん患者の診断・治療過程における意思決定支援」

広島市
広島大学
霞キャンパス

H29.6.7 地域連携室 主任 橋本　美千代

吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科
「作業に焦点を当てた実践の展開」

高梁市
吉備国際大学
高梁キャンパス H29.6.6 リハビリテーション科 医療技術専門員 河本　敦史

第３回大阪MCLS-CBRNEコース 吹田市
大阪大学医学部附
属病院 H29.6.4 救命救急センター センター長 山野上　敬夫

ヒロシマフォーラム2017
「現在の緑内障濾過手術のいろいろ」

広島市
広島大学
霞キャンパス H29.6.4 眼科 部長 杉本　洋輔

米国集中治療医学会　第15回PFCCS Japanコース 東京都
日本大学医学部附
属板橋病院 H29.6.3，6.4 救急科 部長 多田　昌弘

第２回大阪MCLS-CBRNEコース 吹田市
大阪大学医学部附
属病院 H29.6.3 救命救急センター センター長 山野上　敬夫

県立広島大学保健福祉学部
「緩和ケア」

三原市
県立広島大学
三原キャンパス H29.6.2，6.9 緩和ケア支援センター センター長 本家　好文

広島県看護協会　認定看護管理者ファーストレベル教育課程
（第１期）
「看護専門職の役割と機能」

広島市
広島県看護協会会
館

H29.6.2，6.5 総務課 主任 原田　仁美

県立広島大学看護学科
「急性期看護」

三原市
県立広島大学
三原キャンパス H29.6.2 救命救急センター（ICU） 主任 西村　将吾

内科・眼科 糖尿病診療連携会
「内科医にも知ってほしい糖尿病網膜症診療～治療編～」

広島市
リーガロイヤルホテ
ル広島

H29.6.1 眼科 部長 杉本　洋輔


