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平成28年度 岩手県立病院医学会自主研修会　開催実績表

№ 分　科　会　名 開　催　日 開催場所 演題及び研修内容 講師名及び役職名 参加人数

地域連携・医療福祉 平成28年4月11日（月） 県立千厩病院 自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門 （9名）

① 17：30～18：30 大会議室 教授　小谷　和彦 42名

地域連携・医療福祉 平成28年5月16日（月） 県立久慈病院 盛岡市立病院 （9名）

② 18：00～19：00 大会議室 病院長　加藤　章信 86名

歯科 平成28年5月18日（水） 県立磐井病院 一関歯科医師会 （6名）

① 17：30～18：30 多目的会議室 理事　三浦　康弘 236名

循環器 平成28年6月16日（木） 県立中央病院 東北大学大学院医学系研究科・循環器内科 （18名）

① 18：30～20：00 第１会議室 学分野　教授　下川　宏明 20名

医療研修科 平成28年6月21日（火） 県立久慈病院 岩手県立久慈病院 （22名）

① 18：00～19：00 大会議室 総合診療科長　溝部　宏毅 74名

地域連携・医療福祉 平成28年7月1日（金） 県立磐井病院 厚生労働省 （9名）

③ 17：30～19：00 多目的会議室 政策統括官（社会保障担当）　武田　俊彦 65名

医療安全 平成28年7月4日（月） 県立久慈病院 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 （14名）

① 18：00～19：00 大会議室 院長補佐兼情報管理部長　長谷川　剛 202名

周産期 平成28年7月4日（月） 県立大船渡病院 大阪大学大学院人間科学研究科 （9名）

① 18：00～19：00 ２階研修室 教授　中村　安秀 39名

医療安全 平成28年7月5日（火） 県立中央病院 早稲田大学大学院法務研究科 （65名）

② 18：00～19：00 4階大ホール 教授　和田　仁孝 367名

周産期 平成28年7月6日（水） 県立磐井病院 さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック （10名）

② 17：45～19：15 多目的会議室 堺　武男 135名

クリニカルパス 平成28年7月8日（金） 県立磐井病院 千葉大学医学部附属病院 （11名）

① 17：00～18：40 多目的会議室 特命教授　小林　美亜 108名

クリニカルパス 平成28年7月13日（水） 県立中央病院 県立胆沢病院　地域医療福祉連携室長　鈴木　俊郎 （10名）

② 18：00～19：30 4階大ホール 県立中部病院　主任看護師　髙橋　奈美 90名

医療安全 平成28年7月15日（金） 県立磐井病院 全日本患者安全組織文化学習支援財団 （7名）

② 17：30～18：30 多目的会議室 代表理事　松本　　尚宏 94名

医療情報 平成28年8月1日（月） 県立中部病院 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻 （26名）

① 17：00～19：00 講堂 医療管理学分野教授　藤森　研司 81名

緩和医療研究会 平成28年8月25日（木） 県立中部病院 碧祥寺　住職 （9名）

① 19：00～20：15 講堂 太田　宣承 159名

地域連携・医療福祉 平成28年9月12日 県立磐井病院 東北大学病院総合地域医療教育支援部 （8名）

16：30～17：30 5階会議室 講師　黒田　仁 15名

医療研修科 平成28年9月28日（水） 県立久慈病院 岩手県立久慈病院 （13名）

③ 18：00～19：00 大会議室 総合診療科長　溝部　宏毅 31名

医療安全 平成28年9月29日（木） 県立大船渡病院 岩手医科大学法医学講座 （12名）

⑤ 18：00～19：00 大会議室 教授　出羽　厚二 40名

一般・消化器外科 平成28年9月29日（木） 県立中央病院 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 （5名）

② 18：00～19：00 ４階大ホール リハビリテーション科長　藤原　大 119名

地域連携・医療福祉 平成28年9月30日（金） 県立千厩病院 愛知医科大学医学教育センター （5名）

④ 17：30～18：45 大会議室 教授　宮田　靖志 27名

医療情報 平28年9月30日（金） 県立中央病院 大阪大学医学部附属病院医療情報部 （5名）

② 18：00～19：30 ４階大ホール 診療情報管理士、医療情報技師　上田　郁奈代 30名

医療安全 平成28年10月1日（土） アイーナ

13：00～17：00 小田島組ホール 166名

呼吸器 平成28年10月6日（木） 県立久慈病院 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 （5名）

① 18：00～19：00 大会議室 理事長　小西　一樹 45名

一般・消化器外科 平成28年10月14日（金） 県立磐井病院 筑波大学附属病院ひたちなか社会連携教育 （6名）

② 18：00～19：15 多目的会議室 センター　センター長・教授　寺島　秀夫 39名

感染対策 平成28年10月14日（金） 県立久慈病院 岩手県立高田病院 （7名）

① 18：00～19：00 大会議室 第２内科長　髙橋　宗康 185名

整形外科 平成28年10月15日（土） 県立中央病院 独立行政法人労働者安全機構東北労災病院 （10名）

① 17：00～18：00 3階視聴覚室 整形外科部長　信田　進吾 11名

放射線 平成28年10月15日（土） 県立中央病院 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学 （2名）

① 18：00～19：00 4階大ホール 総合研究所臨床研究クラスタ病院　医療情報室長　奥田　保男 16名

産婦人科・臨床病理合同 平成28年10月21日（金） 県立中央病院 東京都立大塚病院 （10名）

① 18：30～19：30 3階視聴覚室 病理診断科医長　有澤　正義 29名

小児科 平成28年10月28日（金） 県立中央病院 東北大学大学院医学系研究科小児環境医学 （9名）

④ 18：30～19：30 3階視聴覚室 分野　教授　藤原　幾磨 33名

緩和医療研究会 平成28年11月2日（水） 県立久慈病院 岩手県立病院名誉院長（宮古病院） （5名）

18：00～19：00 大会議室 善積　昇 80名

脳神経外科・神経内科合同 平成28年11月5日（土） 県立中央病院 岩手医科大学医学部内科学講座神経内科・ （15名）
31

ＴＩＡの画像診断－超高磁場ＭＲＩ画像からわかるこ
と－

28 胎盤病理と臨床

29 小児の成長障害と疾患～成長曲線あれこれ～

30
がん治療後のリンパ浮腫と複合的理学療法につい
て

25 結核の感染対策と治療

26 上肢の末梢神経障害の臨床-電気診断と治療

27 今後の画像連携の運用と技術的対策

22 地域フォーラム
県立大船渡病院　院長　伊藤　達朗、統括副院長
渕向　透、県立遠野病院　上席　菊池　美貴子

23 禁煙

24 術後回復強化プログラム（ＥＲＡＳ）の現状と展開

19
地域への新たな処方箋～リハビリテーション栄養と
は？～

20 地域医療とポリファーマシー

21 電子カルテ時代のカルテ運用

16 総合診療医育成における東北大学病院の役割

17 研修医のための漢方入門　第2回目

18 検案の基本

14
ＤＰＣデータの活用と経営改善への取り組み／病
院指標について

15 一人十色の人生観

10
今なぜ母乳なの？～母乳育児を成功させる
ための10か条～

11 データに基づいたパスの作成と運用

12
パスの面白さを知り、アウトカム志向パスを活用し、デー
タ分析で質の高い医療を実現しよう！/中部病院におけ
るパス活動

9 医療メディエーションの理論と技法

4 循環器病学－その最近の話題－

5 研修医のための漢方入門

6
地域包括ケアシステム、地域医療ビジョンと
県立病院の向かう方向性

13 医療安全、責めない文化とデブリーフィング

1 地域生活習慣病予防と地域病院の役割

2 地域包括ケア病棟について

3 病院で行うべき口腔ケア

7 医療安全と事故調査制度

8
だれひとり取り残されない母子保健サービスをめざして：
世界の取り組みから私たちが学ぶこと
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平成28年度 岩手県立病院医学会自主研修会　開催実績表

№ 分　科　会　名 開　催　日 開催場所 演題及び研修内容 講師名及び役職名 参加人数

① 15：00～17：00 3階視聴覚室 老年科分野　教授　寺山　靖夫 16名

医療安全 平成28年11月１７日（木） 県立千厩病院 順天堂大学大学院医学研究科病院管理学 （7名）

④ 17：30～19：00 大会議室 教授　小林　弘幸 69名

内分泌 平成28年11月18日（金） 県立中央病院 青森県立中央病院内分泌内科 （3名）

① 19：00～20：00 3階視聴覚室 部長　松井　淳 6名

呼吸器 平成28年11月24日（木） 県立大船渡病院 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 （13名）

② 18：00～19：00 大会議室 理事長　小西　一樹 44名

皮膚科 平成28年11月27日（日） 岩手医科大学 岩手医科大学皮膚科学講座 （4名）

① 10：00～14：00 60周年記念館 講師　前田　文彦 41名

緩和医療研究会 平成28年11月30日（水） 県立大船渡病院 岩手医科大学緩和医療学科 （7名）

② 18：00～19：00 大会議室 特任教授　木村　祐輔 45名

検査医学 平成28年12月2日（金） 県立中央病院 東北大学病院病理部 （4名）

① 17：30～20：30 3階視聴覚室 副技師長　三浦　弘守 40名

消化器 平成28年12月2日（金） 県立磐井病院 東北大学病院卒後研修センター （14名）

① 17：30～19：00 多目的会議室 専任教員　菅野　武 28名

医療安全 平成28年12月7日（水） 県立中部病院 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 （30名）

⑦ 17：30～19：00 講堂 院長補佐　長谷川　剛 290名

リハビリテーション 平成28年12月17日（土） 県立胆沢病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター （4名）

① 14：00～16：00 大会議室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科診療講師　若林　秀隆 31名

医療安全 平成28年12月19日（月） 県立久慈病院 第一印象研究所 （14名）

⑥ 18：00～19：00 大会議室 代表　杉浦　永子 226名

クリニカルパス 平成衣29年1月14日（土） 県立中央病院 医療法人社団整志会沢田記念高岡整志会病院 （11名）

③ 10：30～12：00 4階大ホール 関節鏡・スポーツ整形外科部長　今田　光一 122名

感染対策 平成29年1月20日（金） 県立中部病院 Sapporo Medical Academy （43名）

② 17：30～18：30 講堂 代表理事　岸田　直樹 241名

緩和医療研究会 平成29年1月20日（金） 県立磐井病院 医療法人社団心和会八千代病院 （9名）

③ 18：00～19：30 多目的会議室 副院長　三浦　伸義 84名

リハビリテーション 平成29年１月24日（火） 県立千厩病院 気仙沼市立病院 （3名）

② 17：30～18：45 大会議室 脳神経外科長　成田　徳雄 38名

一般・消化器外科 平成29年2月1日（水） 県立中央病院 一般社団法人日本病院会 （20名）

③ 18：15～20：00 4階大ホール 会長　堺　常雄 135名

医療安全 平成29年2月10日（金） 県立大船渡病院 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 （11名）

⑧ 17：30～19：00 大会議室 院長補佐　長谷川　剛 74名

医療研修科 平成29年2月16日（） 県立久慈病院 岩手医科大学神経精神科学講座 （8名）

② 18：30～20：00 大会議室 教授　大塚　耕太郎 143名

地域連携・医療福祉 平成衣29年2月21日（火） 県立中部病院 とみつか脳神経外科クリニック （6名）

⑥ 18：00～20：15 講堂 院長　冨塚　信彦 151名

一般消化器外科、放射線、 平成29年2月24日（金） 県立中央病院 弘前市立病院　 （7名）

臨床病理合同 19：00～20：00 3階視聴覚室 医療局長兼乳腺外科長　長谷川　善枝 34名

脳神経外科 平成29年3月11日（土） 県立中央病院 岩手医科大学医学部脳神経外科講座 （15名）

① 未定 未定 教授　小笠原　邦昭 15名

クリニカルパス 平成29年3月15日（水） 県立磐井病院 地方独立行政法人国保旭中央病院 （6名）

④ 18：00～19：40 多目的会議室 院長補佐　松永　高志 75名

（590名）

小　　　計 4,612名

※参加人数上段（）内は参加人数のうちの医師数

52
多職種協働で進めるパス活動～医師・ナース・
メディカルスタッフ・事務、みんなに役立つパス
とは？～

49 認知症に関する講演

50 センチネルリンパ節生検の現状と課題

51 ＭＲＩによる画像診断の新しい展開

46 いま求められている医療提供体制改革

47 医療安全とノンテクニカルスキル

48 救急関連領域のメンタルヘルス対応について

43 職業感染対策とインフルエンザ

44
知ってるようで知らない『せん妄』
～せん妄、って「精神症状？」「暴れること？」～

45 地域包括ケアにおけるリハビリテーションの役割

40 リハビリテーションと臨床栄養

41 イライラを笑顔に変えるアンガーマネジメント

42
あなたが変えるみんなのパス
　　　／あなたが照らす明るいパス活動

37 尿細胞診における異型細胞の捉え方

38
東日本大震災を通して残せることは何か
～被災した医療者として～

39 医療安全の最近の話題

34 タバコと病院

35 皮膚悪性腫瘍の治療について

36 岩手県の緩和ケア～現状と展望～

31
ＴＩＡの画像診断－超高磁場ＭＲＩ画像からわかるこ
と－

32 医療安全の光と影

33
肥満とレニン・アンンギオテンシン・アルドステロン
系の異常


