
平成29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

麻酔・ペイン 平成29年5月1日（月） 県立中央病院 ①星薬科大学薬理学教室　教授　成田　年 （8名）

① 18：30～20：30 3階視聴覚室 ②県立大船渡病院　緩和医療科長　村上　雅彦 25名

眼科 平成29年5月13日（土） 県立中央病院 岩手医科大学医学部眼科学講座 （2名）

① 13：00～14：00 3階視聴覚室 講師　田中　三知子 16名

一般・消化器外科 平成29年5月25日（木） 県立中部病院 東北大学病院　移植・再建・内視鏡外科 （11名）

① 18：00～19：00 大会議室 助教　赤松　大二朗 29名

循環器 平成29年5月26日（金） 県立中央病院 東北大学大学院医学系研究科・医学部外科 （16名）

① 18：00～19：00 4階大ホール 病態講座心臓血管外科学分野　教授　齋木　佳克 108名

医療研修科 平成29年6月19日（月） 県立久慈病院 岩手県立久慈病院 （7名）

① 18：00～19：00 大会議室 総合診療科長　溝部　宏毅 46名

循環器 平成29年6月22日（木） 県立中央病院 東北大学大学院医学系研究科・医学部循環器 （16名）

② 18：30～19：30 2階第1会議室 内科学分野　教授　下川　宏明 20名

地域連携・医療福祉 平成29年7月11日（火） 県立久慈病院 一関市国民健康保険藤沢病院　一関市病院 （10名）

① 18：00～19：00 大会議室 事業管理者　佐藤　元美 81名

消化器 平成29年7月11日（火） 県立千厩病院 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科 （7名）

① 17：15～18：15 大会議室 肝臓分野　教授　滝川　康裕 39名

医療安全 平成29年8月23日（水） 県立大船渡病院 認定特定非営利活動法人ささえあい医療人権センターCOML （10名）

① 18：00～19：00 3階大会議室 理事長　山口　育子 88名

地域連携・医療福祉 平成29年8月23日（水） 県立中部病院 社会福祉法人恩賜財団済生会北上済生会病院 （8名）

② 18：00～19：00 講堂 病院長　赤坂　俊英 150名

感染対策 平成29年9月1日（金） 県立中部病院 東京慈恵会医科大学附属病院 （12名）

① 17：30～19：30 講堂 客員教授　柴　孝也 16名

総合診療科 平成29年9月10日（日） 県立中央病院 大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座 （10名）

① 14：00～15：30 4階大ホール 特任教授　鈴木　富雄 92名

地域連携・医療福祉 平成29年9月11日（月） 県立大船渡病院 一般社団法人未来かなえ機構 （7名）

③ 18：00～19：00 3階大会議室 事務局長　阿部　白道 51名

リハビリテーション 平成29年9月26日（火） 県立久慈病院 岩手医科大学医学部リハビリテーション医学科 （7名）

① 18：00～19：00 大会議室 教授　西村　行秀 71名

医療研修科 平成29年9月28日（木） 県立久慈病院 岩手県立久慈病院 （8名）

② 18：00～19：00 大会議室 総合診療科長　溝部　宏毅 32名

医療安全 平成29年10月2日（月） 県立久慈病院 岩手県立大船渡病院 （16名）

② 18：00～19：00 大会議室 病院長　伊藤　達朗 207名

リハビリテーション 平成29年10月10日（火） 県立千厩病院 盛岡市立病院 （5名）

② 17：15～18：15 大会議室 病院長　加藤　章信 52名

耳鼻咽喉科 平成29年10月13日（金） 県立中央病院 岩手医科大学医学部頭頸部外科学科 （11名）

① 17：30～18：30 第1会議室 教授　志賀　清人 29名

検査医学 平成29年10月13日（金） 県立中央病院 東北大学病理部 （5名）

① 17：30～18：30 3階視聴覚室 副部長・准教授　渡辺　みか 44名

精神 平成29年11月1日（水） 県立南光病院 社会医療法人智徳会未来の風せいわ病院 （5名）

① 17：30～19：00 多目的会議室 理事長　智田　文徳 65名

脳神経外科・神経内科 平29年11月11日（土） 県立中部病院 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 （14名）

① 15：00～17：00 会議室 脳神経外科部長　岩崎　真樹 15名

整形外科 平29年11月11日（土） 県立中央病院 仙台北部整形外科スポーツクリニック （14名）

① 16：00～17：30 3階視聴覚室 院長　小松田　辰郎 15名

総合診療科 平成29年11月16日（木） 県立胆沢病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター （18名）

② 17：30～18：30 大会議室 名誉教授　長谷川　修 39名

感染対策 平成29年11月24日（金） 県立久慈病院 岩手県立高田病院 （3名）

② 18：00～19：00 大会議室 第2内科長　高橋　宗康 190名

小児科 平成29年11月28日（火） 東京都立小児総合医療センター　救命・集中治療部 （29名）

① 17：40～19：00 集中治療科　医長　齊藤　修 76名

感染対策 平成29年12月8日（金） 県立中部病院 国立国際医療研修センター病院 （99名）

③ 17：15～18：15 講堂 副院長兼総合感染症科長　大曲　貴夫 806名

腎臓・リウマチ 平成30年1月11日（木） 県立中央病院 東北大学病院臨床研修推進センター （12名）

① 19：00～20：00 第2会議室 特任教授　石井　智徳 15名

医療安全 平成30年1月18日（木） 県立久慈病院 岩手県立中部病院 （8名）

③ 18：30～20：00 大会議室 遠藤　秀彦 136名

泌尿器科 平成30年2月2日（金） 県立胆沢病院 盛岡市立病院泌尿器科 （11名）

① 18：00～19：30 大会議室 泌尿器科長　工藤　大輔 21名

医療安全 平成30年2月5日（月） 県立中部病院 医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院 （58名）

④ 17：30～19：00 講堂 情報管理部部長兼院長補佐兼総合診療科顧問兼救急医療科長　長谷川　剛 257名

クリニカルパス 平成30年2月9日（金） 県立磐井病院 トヨタ記念病院 （3名）

① 18：00～19：40 2階多目的会議室 形成外科　科部長　岡本　泰岳 75名

1
①包括的緩和医療研究のオープンシステムサ
イエンスとリバーストランスレーショナルリサーチ
②破局的思考の症例

2
小児の眼疾患：こんな症例がきたらどうす
る？

3 血管外科治療の進歩と課題

9 患者と医療者が協働する医療を目指して

4
植込型補助人工心臓治療の導入と病棟・外来
管理について

5 研修医のための漢方入門　第3回目

6 循環器研究の最近の話題

7 地域包括ケアと生活モデル

8 無症状肝障害に潜む肝不全

14 これからのリハビリテーション

15 「研修医のための漢方入門」第4回目

10
済生会病院の将来構想と地域医療の思いにつ
いて

11 嫌気性感染症

12
住み慣れた地域で暮らし続けるために―総合
診療医のミッション―

13 認知症は「家族」の病気

16 コンフリクトマネジメントと個人情報

17
地域包括ケア病床におけるリハビリテーションに
ついて

18
頭頸部癌の診断と治療　～頭頸部癌は予防で
きる？～

19
軟部腫瘍の病理診断における基礎の基礎と細
胞診の有用性について

20
精神科急性期治療　～「スーパー救急病棟」に
ついて～

21
てんかんの外科的治療、内科的治療の最新の
知識

22
投球障害を中心とした肩関節疾患治療につい
て

23 プライマリーケアにおける神経疾患診療

24 抗菌薬適正使用とインフルエンザ

25
小児集中治療室における呼吸管理の現状―酸
素投与からECMO―まで

26
「感染症診療のロジック2017」（抗微生物薬適正
使用の手引き第一版の解説あり）

27 リウマチ膠原病診療

岩手医大循環器
医療センター4階

カンファランス
ルーム

28 チームSTEPPSで医療安全を

29
難治性尿路結石の状況別マネージメント；ｆ-
TULとECIRS

30 確認について

31
クリニカルパスを本当に知っていますか？使え
ていますか？
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平成29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

クリニカルパス 平成30年2月１0日（土） エスポワールいわて 高岡整志会病院　関節鏡・スポーツ整形外科部長 （8名）

② 10：00～16：30 大中ホール 今田　光一 114名

医療情報 平成30年2月21日（水） 県立大船渡病院 岩手医科大学小児科教授、地域医療情報連携担当教授 （8名）

① 18：00～19：00 3階大会議室 小山　耕太郎 27名

医療研修科 平成30年2月23日（金） 県立磐井病院 新潟大学大学院医師学総合研究所法医学分野（死因究明教育センター） （23名）

③ 17：30～19：00 多目的会議室 助教　舟山　一寿 33名

周産期 平成30年3月1日（木） 県立大船渡病院 岩手医科大学　小児科助教 （8名）

① 18：00～14：00 3階大会議室 松本　敦 24名

感染対策 平成30年3月2日（金） 県立磐井病院 医療法人静仁会　静仁会静内病院 （3名）

④ 17：30～18：30 多目的会議室 病院長　井齋　偉矢 42名

一版・消化器外科、放射線科、臨床病理合同 平成30年3月9日（金） 県立中央病院 東北医科薬科大学医学部外科学第三（乳腺・内分泌外科） （10名）

19：00～20：00 3階視聴覚室 教授　鈴木　明彦 57名

脳神経外科 平成30年3月10日（土） 県立中央病院 東北大学病院　脳神経外科 （16名）

② 15：00～16：30 3階視聴覚室 助教・医局長　齋藤　竜太 18名

放射線 平成30年3月17日（土） 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 （10名）

① 16：00～ 放射線診断科　主任部長　小山　貴 25名

感染対策 平成30年3月28日（水） 県立磐井病院 東京大学医学部附属病院　薬剤部 （18名）

⑤ 18：00～19：00 多目的会議室 助教　高山　和郎 64名

医療研修科 平成30年3月28日（水） 県立中央病院 UCLA終身名誉教授 （33名）

④ 17：30～18：30 4階大ホール 菅原　正博 95名

（587名）

小　　　計 3,405名

※参加人数上段（）内は参加人数のうちの医師数

32
見直そう！クリニカルパスの基本～用語・作成・
組織・改善～

33
いわて医療情報連携・遠隔医療システムの構
築

34
異常死体の届け出義務と死亡診断書・死体検
案書の記載について

35 岩手県の周産期医療

36 院内感染と漢方

40 東京大学ICT活動

41 アメリカの医学教育について

37 高濃度乳房と乳がん検診

38 脳腫瘍の最新の話題

39 研修医に伝えたい画像診断のstrategyと面白さ
岩手医科大学附
属循環器医療セ
ンター3階研修室
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