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〇市民向け出張講座（平塚市公民館）

報告科
講座

開催日
講座名 講座内容 講座の対象者 開催場所 講師所属 講師名

参加
人数

備考

病院総務課 H29.5.12 市民大学講座
糖尿病にならないために
でもなったら

市民 中央公民館 内科 候 金成 医師 34

病院総務課 H29.5.22 高齢者学級 熱中症対策 市民 松原公民館 看護科 毛利 友美 看護師 81

病院総務課 H29.5.26 市民大学講座 高血圧にご用心 市民 中央公民館 内科 飯ヶ谷 嘉門 医師 31

薬剤科
病院総務課

H29.6.6 いきいきプラチナ学級
健康講座「薬についての初歩の初歩、薬の上手な
使い方」

岡崎地区在住の60歳以上の方 岡崎公民館 薬剤科 鈴木 辰三 薬剤師 61

循環器内科
病院総務課

H29.6.9 市民大学講座
不規則な生活がまねく怖い病気
心疾患のリスクに注意し、突然死を防ごう～急性
心筋梗塞～

市民 中央公民館 循環器内科 高木 俊介 医師 32

リハビリテーショ
ン技術科
病院総務課

H29.6.9 シニアいきいき学級 体を動かしいきいき生活 市民 豊田公民館 リハビリテーション技術科 大塚 敬三 技師 30

消化器内科
病院総務課

H29.6.12 ほがらか学級 おなかのがんをよく知ろう 市民 旭南公民館 消化器内科 厚川 和裕 医師 62

感染対策室
病院総務課

H29.6.13 シニアスクール なるほど納得！ 家庭でできる感染対策 市民（旭北地区在住60歳以上） 旭北公民館 感染対策室 石井 美千代 看護師 58

栄養科
病院総務課

H29.6.13 シニアスクール
今日から実践してみよう！
食事の食べ方・塩分を抑えた食事を

市民 富士見公民館 栄養科 角田 彩香 栄養士（嘱託） 39

脳神経外科
病院総務課

H29.6.19 高齢者学級 脳卒中の予防 市民 横内公民館 脳神経外科 宮﨑 宏道 診療部長 33

退院支援・医療相
談室
病院総務課

H29.6.23 市民大学講座
ひとり暮らしで始める健康管理
ひとり暮らしの入院生活
①これだけは普段から準備しておこう

市民 中央公民館 退院支援・医療相談室
女屋 早苗 室長代理
大石 仁 主査

31

脳神経外科
病院総務課

H29.6.26 シニアいきいき学級 脳卒中の予防 市民 豊田公民館 脳神経外科 宮﨑 宏道 診療部長 34

退院支援・医療相
談室
病院総務課

H29.6.30 市民大学講座
ひとり暮らしで始める健康管理
ひとり暮らしの入院生活
②手術から退院までの流れを知っておこう

市民 中央公民館 退院支援・医療相談室
女屋 早苗 室長代理
熊谷 晃江 主任

28

554

〇当院主催市民向け院内講座

報告科
講座

開催日
講座名 講座内容 講座の対象者 開催場所 講師所属 講師名

参加
人数

備考

栄養科 H29.8.24 糖尿病患者会湘友会茶話会 高血圧を知って健康寿命を延ばそう 患者 院内中会議室 内科 飯ヶ谷 嘉門 医師 18 患者13、家族5

小児科
看護科

第２、第４
火曜日

母親学級
・妊娠、出産するってどういうこと？？
・赤ちゃんに会えるのはもうすぐ！

患者 院内中会議室 小児科医師、産科医師、助産師、栄養士 122 参加人数は8月第1回目まで

栄養科 H29.10.12 糖尿病患者会湘友会食事勉強会
「詰まらない、破れない～血管を丈夫にしよう
～」
「糖尿病の薬について」

患者 院内大会議室
栄養科
薬剤科

角田 彩香 栄養士（嘱託）
長橋 克樹 薬剤師

栄養科 H29.11.16 ブルーサークルフェスタ
今日一日血糖について考えませんか。栄養相談、
服薬指導、血糖、血圧測定など

市民、患者、医療関係者 院内売店横 糖尿病診療対策委員

栄養科 H30.3.15 糖尿病患者会湘友会食事勉強会 未定 患者 院内大会議室
栄養科
看護科

安藤 智恵美 栄養士
山本 靜 看護師

救急科 H30.2～3月 救命救急センター24時 市内小中学生に医療職の体験、紹介 市民 院内 未定 未定

看護科
第２、第４

火曜日
母親学級

・妊娠、出産するってどういうこと？？
・赤ちゃんに会えるのはもうすぐ！

患者 院内中会議室 小児科医師、産科医師、助産師、栄養士

140

講座等開催実績報告書
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〇当院主催医療機関向け公開講座
・院外医師等も参加可能とした講座（２病院での勉強会などごく限られた範囲で実施したものは除外）

報告科
講座

開催日
講座名 講座内容 講座の対象者 開催場所 講師所属 講師名

参加
人数

備考

救急科、医事課 H29.4.13 ICLSコース
日本救急医学会認定 医療従事者向け救命蘇生ト
レーニング

医療関係者（消防） 院内 救急科 福嶋 友一 医師 6 院内4、院外2

病診連携室 H29.5.11
登録医連携の会「クロスミーティン
グ」

登録医 院内 - - 82 院内27、院外55

救急外科、医事課 H29.6.13 ICLSコース
日本救急医学会認定 医療従事者向け救命蘇生ト
レーニング

医療関係者（消防） 院内 救急科 福嶋 友一 医師 11 院内9、院外2

神経内科 H29.7.29 ISLSコース
日本救急医学会・日本神経救急医学会認定 神経蘇
生基礎法

医療関係者（院内医師・看護師、平塚市消
防救急救命士）

神経内科 小出 隆司 医師 30 院内25、院外5

救急外科、産婦人
科

H29.8.20 NCPR-B コース 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法講習会 医療関係者（消防） 院内 8 院内3、院外5

消化器内科 H29.9.15 消化管疾患を考える 当院におけるESD治療 医療関係者（院外医師も含む） 院内中会議室 消化器内科 谷口 礼央 医師 35 院内20、院外15

緩和医療委員会 H29.9.16/17 緩和ケア研修会 医療関係者（院外医師も含む）

救急科 H29.9.19～20
平塚市民病院救命救急センター飛行
場外離着陸場見学会

救命救急センターの紹介、ヘリポート見学 医療関係者（消防） 院内 救急科 葉 季久雄 医師 98 院内8、院外90

医療安全管理室
病診連携室

H29.12.15
医療安全研修「患者・家族との良い
関係を築くために」

・コミュニケーションの種類・目的
・患者・家族とのコミュニケーションの留意点
・情報伝達の工夫

医療関係者（院外医師も含む） 院内大会議室
東京海上日動メディカルサービス株式会社
医療安全管理室

山内 桂子 氏
奥貫 由美 室長

小児科
H29.9月～H30.3月

の間で1回
（年1回）

児童虐待防止対策講演会（内容未
定）

児童虐待をテーマにした講演会 医療関係者 院内 未定 未定

栄養科 未定 NST勉強会 口腔ケア（変更あり） 医療関係者（院外医師も含む） 院内大会議室
平塚市歯科医師会会長
看護科

増井 峰夫 氏
石井 勝江 看護師

臨床工学科 未定 （仮）将来の臨床工学技士の現状
（仮）公立病院で臨床実習を行っている将来の臨
床工学技士（学生）について

医療関係者（院外医師も含む） 院内会議室 桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 山内 忍 氏

救急科 未定 ひらつかER救急事例検討会 救急搬送された事例の検討、講演 医療関係者（消防） 院内 未定

救急科 未定 ひらつかER救急事例検討会 救急搬送された事例の検討、講演 医療関係者（消防） 院内 未定
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〇講演講師派遣
・当院以外が主催した講座等に当院職員を派遣したもの

報告科
講演

実施日
主催者名 講演内容 講座の対象者 開催場所 講師所属 講師名

参加
人数

備考

外科 H29.4.15
第28回内視鏡外科フォーラム東北in
山形・オリンパスメディカルサイエ
ンス販売株式会社　共催

エキスパートが伝える腹腔鏡手術～胃・ヘルニア
から発信する3D Surgery～

外科医師 山形市 外科 中川 基人 医師

消化器外科 H29.4.15 メドトロニックス 腹腔鏡Ｓ状結腸切除術の基本手技 医師 東京 消化器外科 山本 聖一郎 医師

外科 H29.6.2
第15回日本ヘルニア学会学術集会・
オリンパス株式会社　共催

3D映像で解説、鏡視下手術のピットフォール～基
本手技から女性症例まで～

外科医師 東京都 外科 中川 基人 医師

整形外科 H29.6.8
平塚市医師会整形外科部会
日本臓器製薬株式会社

上肢外来診療のコツ 医療関係者
平塚市（グランドホテル神奈中平
塚）

整形外科 杉木 正 医師

内科 H29.6.9 大塚製薬 ADPKDのう胞腎 医療関係者 厚木 内科 今福 俊夫 医師

放射線治療科 H29.6.17 千津北お達者倶楽部 がんーその成り立ちと診療について 伊勢原市千津北地区住民 千津北自治会館 放射線治療科 玉井 好史 医師 30～40人

小児科 H29.6.21 平塚市社会福祉協議会 子どものからだと病気 市民 平塚市福祉会館 小児科 山田 健一朗 医師

退院支援・医療相
談室

H29.6.28 神奈川県看護協会 入院から行う退院支援 県内の看護師 神奈川県看護協会 退院支援・医療相談室 女屋 早苗 室長代理

感染対策室 H29.6.28 平塚共済病院 平塚市民病院における手指衛生の取り組み 共済病院職員 平塚共済病院 感染対策室 石井 美千代 看護師

小児科 H29.7.6 平塚市 学校でのアレルギー対応について 小学校職員 勤労会館 小児科 石井 憲行 医師

放射線技術科 H29.7.12 平塚歯科医師会 インプラント術前CTについて 平塚市歯科医師会所属の歯科医師 平塚市保健センター 放射線技術科 藤代 渉 技師

リハビリテーショ
ン技術科

H29.7.14
湘南西部地区リハビリテーション連
絡会

平塚市に於ける地域リハビリテーションの取り組
み

理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言
語聴覚士（ST）

ふれあい平塚ホスピタル リハビリテーション技術科 大塚 敬三 技師

消化器外科 H29.7.20～22 日本消化器外科学会 大腸癌穿孔に対する外科手術 医師 金沢 消化器外科 山本 聖一郎 医師 ビデオ講演

小児科 H29.7.26 平塚市医師会 症例呈示「新生児水痘の１例」 医師 グランドホテル神奈中 小児科 杉野 有里 医師

外科 H29.7.27 コヴィディエンジャパン株式会社
e-Thoth Theater　「面」で「自己接着」－理想を
追求したメッシュによるTAPPとLichtenstein－

外科医師 web配信講演 外科 中川 基人 医師

退院支援・医療相
談室

H29.7.29
神奈川ストーマリハビリテーション
研究会

在宅ケアストーマ保有者を地域につなげる在宅に
おけるストーマケア

県内の看護師 聖マリアンナ医科大学付属病院 退院支援・医療相談室 女屋 早苗 室長代理

リハビリテーショ
ン技術科

H29.8.2 神奈川県理学療法士協会 理学療法について 県内高校生 当院リハ室 リハビリテーション技術科 金野 千帆 技師

泌尿器科 H29.9.1 小田原市医師会 排尿管理について 医療関係者 小田原 泌尿器科 森 紳太郎 医師

感染対策室 H29.9.1 湘南平塚看護専門学校 環境における感染３防 看護学生 湘南平塚看護専門学校 感染対策室 石井 美千代 看護師

内科 H29.9.6
アステラス・アンジェロバイオ
ファーマ

動脈硬化疾患予防ガイドライン2017の改正点 医師、コメディカル 湘南クリスタルホテル 内科 今福 俊夫 医師

退院支援・医療相
談室

H29.9.9 神奈川県看護協会 小田原支部 地域連携 退院支援における看護師の役割 小田原支部看護職 おだわら総合医療福祉会館 退院支援・医療相談室 女屋 早苗 室長代理

循環器内科 H29.9.16 東海大学 狭心症、心筋梗塞について 神奈川県民 東海大学松前記念講堂 循環器内科 松原 隆 医師 ディスカッサーとして参加

消化器外科 H29.9.16 近畿内視鏡下大腸手術研究会 市中病院における腹腔鏡手術 医師 奈良 消化器外科 山本 聖一郎 医師

消化器内科 H29.9.22 平塚市医師会
Next Synposium2017 平塚市医師会内科部会学術講
演会」

医療関係者 ホテルサンライフガーデン 消化器内科 髙橋 久雄 副病院長

リハビリテーショ
ン技術科

H29.9.29 低体重出生児の会（お日様クラブ）
・小児の発達について
・母子のかかわりについて

患者家族 保健センター リハビリテーション技術科 笠原 まゆみ 技師

退院支援・医療相
談室

H29.9.29 神奈川県看護協会 入院から行う退院支援 県内の看護師 神奈川県看護協会 退院支援・医療相談室 女屋 早苗 室長代理

消化器外科 H29.10.7 雄勝中央病院
１　この20年間の大腸癌の進歩
２　腎臓癌とつきあう方法

市民、医療関係者 秋田県湯沢市 消化器外科 山本 聖一郎 医師

小児科 H29.11.15 平塚市社会福祉協議会 子どものからだと病気 市民 平塚市福祉会館 小児科 山田 健一朗 医師

リハビリテーショ
ン技術科

H29.11 平塚リハビリテーション連絡会 急性期リハビリテーションについて
理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言
語聴覚士（ST）

ふれあい平塚ホスピタル リハビリテーション技術科 杉本 綾 技師

リハビリテーショ
ン技術科

H29.11
平塚市医師会地域リハビリテーショ
ン研究会

未定
医師、理学療法士（PT）、作業療法士
（OT）、言語聴覚士（ST）

未定 未定 未定

感染対策室 H30.1.15 湘南平塚看護専門学校 ウイルス感染における感染３防 看護学生 湘南平塚看護専門学校 感染対策室 石井 美千代 看護師

感染対策室 H30.1.27 神奈川県看護協会 介護保険施設における感染管理 介護保険施設に勤務する管理者、NS 神奈川県ナースセンター 感染対策室 石井 美千代 看護師
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講座等開催実績報告書

H29将来構想目標値
実施済

（H29.8.31時点）
予定

（H29.8.31時点）
H29年間見込み

市民向け出張講座開催数 11 13 0 13

市民向け院内講座開催数 55 11 18 29

医療機関向け公開講座開催数 16 5 9 14

講演講師派遣数 40 17 15 32
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