
院外での講師活動一覧（平成29年７月分）

所　　属 職　　名 氏　　名

島根県立大学しまね看護交流センター　緩和ケア認定看
護師教育課程
「臨死期のケア」

出雲市
島根県立大学
出雲キャンパス

H29.7.31 緩和ケア支援センター センター長 本家　好文

松江市立病院　緩和ケア研修会
「緩和ケア」

松江市 松江市立病院 H29.7.29，7.30 緩和ケア支援センター センター長 本家　好文

オーソフェア in 広島
「輸血検査の体制整備と意義　－自分たちでつくる検査体
制－」

広島市
アークホテル広
島駅南

H29.7.29 臨床研究検査科 副技師長 藤井　明美

広島国際大学リハビリテーション学科作業療法学専攻
「日常生活活動学」

東広島市
広島国際大学
東広島キャンパ
ス

H29.7.27 リハビリテーション科 医療技術専門員 河本　敦史

広島県看護協会研修会
「子どものフィジカルアセスメント」

広島市
広島県看護協会
会館

H29.7.27 救命救急センター（ICU） 主任 山下　洋平

広島県看護協会研修会
「子どものフィジカルアセスメント」

広島市
広島県看護協会
会館

H29.7.26，7.27 NICU 副看護師長 原田　雅子

第41回症例から学ぶ神経内科 in 広島
「ヘルペス脳炎の治療中に後頭頭頂葉病変を併発した１
例」

広島市
ホテルグランヴィ
ア広島

H29.7.26 脳神経内科 医員 棚橋　梨奈

第１回広島県市町村保健活動協議会　栄養士部会研修会
「病院栄養士業務と病態別指導について」

広島市 国保会館 H29.7.26 栄養管理科 主任医療技術専門員 天野　純子

広島プレホスピタルケア研究会
「多数傷病者対応セミナー　第11回広島県MCLS標準コー
ス」

広島市 広島県消防学校 H29.7.22，7.23 救命救急センター センター長 山野上　敬夫

広島プレホスピタルケア研究会
「多数傷病者対応セミナー　第11回広島県MCLS標準コー
ス」

広島市 広島県消防学校 H29.7.22，7.23 麻酔科 部長 櫻井　由佳

京都作業療法実践研究会・OTを楽しむための勉強会
「作業に焦点をあてた実践について」

福知山市
福知山市民交流
プラザ

H29.7.22，7.23 リハビリテーション科 医療技術専門員 河本　敦史

第８回山口県ドクターヘリ事例報告会
「多数傷病者発生事例への対応」

宇部市
山口大学
小串キャンパス

H29.7.22 救命救急センター センター長 山野上　敬夫

第８回山口県ドクターヘリ事例報告会
「多数傷病者発生事例への対応」

宇部市
山口大学
小串キャンパス

H29.7.22 救急科 部長 多田　昌弘

第15回広島国際フォーラム
「高速kVスイッチング方式 Dual Energy CT のプロトコル選
択方法の違いによる被ばく線量と画質評価」

広島市 広島インテス H29.7.22 放射線診断科 主任 鍵本　剛史

ヒロシマ平松病院看護部　創傷管理に関する研修会
「褥瘡予防とその管理など」

広島市
ヒロシマ平松病
院

H29.7.19 西5病棟 主任 正木　良太

がん患者と県民のための公開講座　がん治療と仕事とお
金のおはなし
「薬物治療中・後の副作用と生活について」

広島市
広島市総合福祉
センター

H29.7.15 薬剤科 医療技術専門員 笠原　庸子

がん患者と県民のための公開講座　がん治療と仕事とお
金のおはなし
「がん治療中の生活の工夫について」

広島市
広島市総合福祉
センター

H29.7.15 地域連携室 主任 橋本　美千代

広島大学歯学部
「摂食・嚥下リハビリテーション学」

広島市
広島大学
霞キャンパス

H29.7.14 小児感覚器科 主任部長 益田　慎

第210回姶良地区薬剤師研修会
「緩和ケアをもっと身近に考えるために（疼痛アセスメント
＆薬薬連携）」

霧島市
株式会社アステ
ム隼人支店

H29.7.14 薬剤科 医療技術専門員 笠原　庸子

広島市教育委員会　学校保健研修会（Ⅰ）
「子どもの糖尿病について」

広島市 広島市役所 H29.7.13 小児科 主任部長 神野　和彦

OPDIVO H&N Cancer Expert seminar 広島
「当院における免疫チェックポイント阻害剤の使用経験」

広島市
シェラトングラン
ドホテル広島

H29.7.12 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

広島県立祇園北高等学校
「職業人講演会」

広島市
広島県立祇園北
高等学校

H29.7.12 リハビリテーション科 医療技術専門員 河本　敦史

広島市外科医会講演会
「乳腺外科について」

広島市
広島アンデルセ
ン

H29.7.11 消化器・乳腺・移植外科 部長 松浦　一生

Shoulderキャダバトレーニング
「屍体肩献体を用いた関節鏡視下手術トレーニング」

シンガポール
Arthrex 
Singapore, PTE

H29.7.10，7.11 整形外科 主任部長 望月　由

広島市耳鼻咽喉科医会学術集会
「開頭術後の前頭洞感染に対する治療　－術式の変遷と
問題点を含めて－」

広島市
リーガロイヤル
ホテル広島

H29.7.8 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 部長 平位　知久

広島中央保健生協看護部　新人看護師研修
「フィジカルアセスメント（基礎編）」

広島市 福島生協病院 H29.7.8 救命救急センター（ICU） 主任 西村　将吾

広島県臨床検査技師会　血液研修会　鏡検実習　～末梢
血編～
「症例解説」

広島市
広島大学
霞キャンパス

H29.7.8 臨床研究検査科 主任 井上　礼子

県立広島大学看護学科
「看護管理論」

三原市
県立広島大学
三原キャンパス

H29.7.7，7.14 看護部 副看護部長 濱渦　恵美子

Supportive Care Forum in okayama
「がん患者のサポーティブケアの新展開　OIC：Opioid-
Induced Constipation を考える」

岡山市
岡山コンベンショ
ンセンター

H29.7.7 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

内　　　容 開催場所 開催日
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第131回呉泌尿器科会
「前立腺肥大症治療によりもたらされる明るい未来　－そ
の可能性について－」

呉市
クレイトンベイホ
テル

H29.7.7 泌尿器科 主任部長 梶原　充

救急救命九州研修所
「シミュレーション訓練（挿管・ビデオ喉頭鏡）」

北九州市
救急救命九州研
修所

H29.7.6 救急科 部長 楠　真二

糖尿病療養指導と患者QOLの向上を考える会広島
「認知症を持つ糖尿病患者の支援」

広島市
RCC文化セン
ター

H29.7.6 南2病棟 主任 金山　恭子

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

H29.7.5，7.12 栄養管理科 栄養指導管理員 伊藤　圭子

広島県看護協会　看護職員復職支援事業（事前研修）
「最近の看護の現状」

広島市
広島県看護協会
会館

H29.7.5 看護部 副院長(兼)看護部長 大野　陽子

第18回広島消化器内視鏡懇談会
「大腸腫瘍の内視鏡治療　ESD・EMRの適応と実際
（VTR）」（EMR）

広島市
ホテルグランヴィ
ア広島

H29.7.4 内視鏡内科 部長 平賀　裕子

もっと知ってほしい大腸がんのこと in 呉　呉医療セン
ター・中国がんセンター市民公開講座
「大腸がんの薬物療法（抗がん剤・分子標的薬）」

呉市 くれ絆ホール H29.7.2 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

米子大腸がんチーム医療ワークショップ
「進行・再発大腸癌」

米子市
米子商工会議所
会館

H29.7.1 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則


