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診療科名 カンファランス名 日程 開始時間 場所 連絡先

血液標本病理組織検討会 木曜日（不定期） 18時00分

医師・看護師・技師合同勉強会 木曜日（不定期） 18時00分

総合診療科症例検討会 毎週金曜日 16時00分

総合診療科カンファレンス 毎週火曜日 16時00分

手術・処置カンファランス 毎週水曜日 17時30分

抄読会 毎週水曜日 18時00分

症例検討会 毎週月曜日 18時00分

病理検討会 毎週金曜日 16時00分 2階検査室

外来化学療法カンファランス 毎週金曜日 16時30分 1階外来化学療法室

合同キャンサーボード 第3木曜日 18時00分 視聴覚室

MRIカンファランス

（神経内科、脳神経外科、放射線科合同）

MRIカンファランス

（神経内科、脳神経外科、放射線科合同）

脳外科抄読会 毎週金曜日   8時00分

脳外科術後ビデオカンファランス 毎週金曜日   8時30分

臨床精神心理治療カンファランス 毎週木曜日 12時30分

精神科外来カンファランス 第3木曜日 14時00分

呼吸器術前術後カンファランス 毎週金曜日 17時00分 5階西病棟・外来

《月・水・金》 8時 

《火・木》 7時45分

呼吸器内科外科カンファランス 毎週金曜日 17時00分 5階西病棟

呼吸器外科新患症例検討会 毎週木曜日 16時00分 1階呼吸器外科外来

消化器疾患画像病理検討会 毎週火曜日   8時00分 内視鏡室

消化器センターカンファランス 毎週月曜日 17時15分 8階カンファランス室

消化器センターカンファレンス

（キャンサーボード）

消化器外科抄読会 毎週火曜日   8時00分

消化器外科術前カンファランス 毎週金曜日   8時00分

循環器病術前カンファランス 毎週火曜日 16時00分

シネカンファランス 毎日 14時00分

抄読会 毎週水曜日   8時30分 循環器外来

循環器センターミーティング 毎週水曜日   8時00分 6階カンファランス室 小田　克彦

心外術前ミーティング 毎週木曜日 16時30分

循環器センターミーティング 毎週水曜日   8時00分

抄読会 毎週月曜日   8時00分

産科・小児科合同カンファランス 毎週月曜日 18時00分

小児科・小児外科合同カンファランス 毎週火曜日（やや不定期） 17時00分

小児科レントゲンカンファレンス 毎週月曜日 18時00分

小児科・小児外科合同カンファランス 毎週火曜日 17時00分

小児合同抄読会 毎週月曜日   8時00分

外科合同抄読会 毎週火曜日   8時00分

外科術前症例検討会 毎週金曜日   8時00分

乳腺外科病理検討会 第3木曜日 17時30分 2階病理診断センター

マンモグラフィカンファランス 毎週木曜日 16時00分

手術症例検討会 毎週金曜日   8時00分

整形外科・ペインクリニック合同カンファランス 毎日   8時00分

術前カンファランス 毎日   8時00分

症例検討会 毎週火曜日 18時00分 2階泌尿器科外来

手術標本と画像の比較検討会 不定期 18時00分 放射線科読影室

産科・小児科合同カンファランス 毎週月曜日 18時00分

産科・婦人科合同カンファランス 第1、第3水曜日   8時30分

産婦人科症例検討会 毎週水曜日 18時00分 2階産婦人科外来

婦人科悪性腫瘍症例検討会 毎月第2・4木曜日 15時30分

婦人科臨床勉強会 毎月第3木曜日 15時30分

眼科抄読会 第2水曜日 17時15分 2階眼科外来

眼科症例検討会 毎週金曜日   8時30分 2階カンファランス室

耳鼻咽喉科 放射線科との合同カンファレンス 毎週月曜日 16時30分 2階耳鼻咽喉科外来 遠藤　芳彦

ペインクリニック科 がん疼痛カンファレンス 毎日   8時10分 2階認定看護師室 野口　浩輝

歯科口腔外科 口腔外科術前カンファランス 毎週水曜日 17時30分 2階歯科口腔外科外来 八木　正篤

麻酔科抄読会 毎週月曜日   8時15分

麻酔科術前カンファレンス 毎日   8時30分

消化器外科麻酔科術前カンファレンス 毎週金曜日   8時00分 8階カンファランス室

18時00分

（やや不定期）

勉強会 月1～2回 18時00分 不定期

消化器疾患画像病理検討会 偶数月 第2火曜日 17時30分 3階視聴覚室

MRIカンファランス

（神経内科、脳神経外科、放射線科合同）

消化器センターカンファランス 毎週月曜日 17時15分 8階カンファランス室

耳鼻科合同カンファレンス 毎週月曜日 17時00分 2階耳鼻咽喉科外来

放射線科抄読会 毎週月曜日   8時00分 地下放射線科読影室

放射線治療ミーティング 毎週月曜日～金曜日   8時45分 8階カンファランス室

消化器疾患画像病理検討会 偶数月 第2火曜日 17時30分 3階視聴覚室

消化器術前セミナー 毎週月曜日 17時15分 8階カンファランス室

乳腺甲状腺症例検討会 月1回（木曜日） 17時30分 2階病理診断センター 宇佐美・八重樫

死亡症例検討会 毎週木曜日 8時～9時 （医療情報管理室）

全国がんセンターTVカンファレンス（年2回県医師会報掲載） 隔週木曜日 17時30分

岩手緩和ケアテレカンファランス 毎月第3月曜日 18時30分

7階カンファランス室

病理診断科
小野　貞英

院内全体 3階視聴覚室
（業務企画室）

放射線治療科 松岡　祥介

眼科 吉田　憲史

麻酔科
3階麻酔科医師室

下田　栄彦

ＩＣＵ科
ジャーナルクラブ 毎週木曜日 3階ICUカンファランス室

宮手　美治

放射線診断科 及川　茂夫毎週月曜日 17時30分

泌尿器科 藤澤　宏光

産婦人科

4階カンファランス室

三浦　史晴

4階多目的室

乳腺・内分泌外科 大貫　幸二
2階乳腺・内分泌外科外来

整形外科 1階整形外科外来 松谷　重恒

小児科 4階カンファランス室 三上　仁

小児外科

4階カンファランス室

島岡　理

8西カンファランス室

循環器内科

6階カンファランス室
中村　明浩

心臓血管外科 6階カンファランス室 小田　克彦

消化器内科 池端　敦

消化器外科

毎週月曜日 17時15分

8階カンファランス室 臼田　昌広

呼吸器外科 大浦　裕之

脳神経外科

毎週月曜日 17時30分

7階カンファランス室 菅原　孝行

精神科 2階精神科外来 佐賀　雄大

呼吸器内科 宇部　健治
胸部X線写真読影 毎日 呼吸器外来

腎臓・リウマチ科
9階病棟

相馬　淳

がん化学療法科 加藤　誠之

神経内科 毎週月曜日 17時30分 7階カンファランス室 菊池　貴彦

総合診療科 9階西カンファランス室 菅原　隆

【28年度】院内カンファランスのご案内

血液内科 7階カンファランス室 宮入　泰郎


