
通算回数 月    日 講義名 講師 テーマ

2 4月13日 月 電子カルテの基本、My Web等 原　晋一 主事 電子カルテの基本

4 4月20日 月 当院の救急システム
西村　和修 院長
伊藤　辰哉 部長

当院の救急医療体制について
当院の救急について

8 5月11日 月 院内感染対策 丸岡　一恵 看護師長 職員に必要なワクチンと抗体価

10 5月18日 月 医療安全
山本　晃義 医療安全推進室長
藤田　文恵 医療安全管理者

当院の医療安全に対する取り組みについて
インシデントレポートと本院の現状（CLIPより）

13 6月1日 月 カルテ記載・文献・図書 新原　祐司 係長 中止

15 6月8日 月 放射線科 安部　一成 技師長 医療法施行規則の改正に伴う医療放射線の安全管理について

17 6月15日 月 救急看護
宍戸　麻由美 認定看護師
宮瀬　貴子 看護師長

救急外来について
ICUでの看護

19 6月22日 月 薬剤について 六車　浩史 薬事課長 医薬品添付文書の読み方

21 6月29日 月 検査 高杉　淑子 技師統括 検査部について

23 7月6日 月 臨床工学課 松本　浩伸 課長 臨床工学課の現況について

26 7月20日 月 病理科 神野　真理 医師 死体解剖保存法について

★ 7月27日 月 事例検討1
松田　拓朗 研修医
安冨　華捺 研修医

研修医事例検討

★ 8月31日 月 事例検討2
末澤　優 研修医
牧平　悠也 研修医

研修医事例検討

29 9月7日 月 緩和ケア・ACP 酒井　智子 看護係長 緩和ケアとACPについて

31 9月14日 月 精神科 井上　幸代 部長 せん妄の理解と対応

★ 9月28日 月 事例検討3
戸田　拓也 研修医
平瀬　公威 研修医

研修医事例検討

35 10月5日 月 院長講義 西村　和修 院長 海外留学・異文化を知る意義

37 10月12日 月 褥瘡管理 山本　由利子 看護師長 当院における褥瘡管理とストマー管理

39 10月19日 月 呼吸ケア 増田　浩子 理学療法士 RST活動と呼吸リハビリテーションについて

★ 10月26日 月 事例検討4
福家　和諭 研修医
澁谷　拓都 研修医

研修医事例検討

41 11月2日 月 嚥下機能と嚥下リハ 森　敏裕 部長 当院における嚥下臨床の現況

43 11月9日 月 脳神経外科 新堂　敦 副部長 当院における急性期脳卒中診療

45 11月16日 月 認知症ケア 峯　秀樹 部長 急性期病院での認知症ケアチームについて

★ 11月30日 月 事例検討5 宮井　瑛子 研修医 研修医事例検討

49 12月7日 月 産婦人科2（生殖） 佐藤　幸保 部長 がん治療前の妊孕性温存

51 12月14日 月 レセプト・DPC
太田　智恵 主事
小笠原　崇文 主事

レセプトと病名

令和2年度(2020年度)　「モーニングセミナー」実施表

月曜日は、病院基礎セミナー

（対象は、研修医、1年以内の新採用Ｄｒ及びこれに興味のある病院職員）



令和2年度(2020年度)　「モーニングセミナー」実施表

通算回数 月    日 講義名 テーマ

1 4月9日 木 呼吸器内科1 六車　博昭 部長 肺炎の診療

3 4月16日 木 循環器内科1 萬谷　薫 先生 補助人工心臓って

5 4月23日 木 消化器内科1 柴峠　光成 部長 消化器病と検診

6 4月30日 木 血液内科1 大野　博文 先生
低悪性度B細胞リンパ腫の治療の変遷～化学療法を中
心に薬剤作用機序の観点から～

7 5月7日 木 内分泌・代謝内科 大山　知代 部長 日常診療で注意すべき糖尿病合併症について

9 5月14日 木 神経内科 峯　秀樹 部長 パーキンソン病について

11 5月21日 木 腎臓内科 横山　倫子 副部長 利尿薬の使い方

12 5月28日 木 泌尿器科 泉　和良 副部長 腎がんに対するロボット手術

14 6月4日 木 産婦人科1 後藤　真樹 部長 産婦人科の救急および医療安全について

18 6月18日 木 皮膚科 細川　洋一郎 医師 アトピー性皮膚炎治療における最近の話題

20 6月25日 木 胸部・乳腺外科 法村　尚子 副部長 当院での内視鏡下甲状腺手術

22 7月2日 木 放射線科1 小野　優子 副部長 胸部CT読影の基本とコツ

24 7月9日 木 整形外科 玉置　俊輔 医師 救急外来で診る整形疾患

25 7月16日 木 消化器外科 岡本　佳樹 副部長 胆のう炎について

27 7月30日 木 心臓血管外科 幾野　毅 副部長 TAVI時代のAS治療

28 9月3日 木 循環器内科2 谷　良介 医師 心房細動の薬物・非薬物治療（新ガイドラインを中心に）

30 9月10日 木 消化器内科2 野村　貴子 副部長 アルコール性肝障害の実態と問題点

32 9月17日 木 眼科 齋藤　了一 部長 眼科領域の救急対応

33 9月24日 木 腎不全外科 山中　正人 部長 感染症治療のいろは

34 10月1日 木 耳鼻咽喉科 能田　淳平 副部長　 気管切開

36 10月8日 木 内分泌・代謝内科 笠木　寛治 医師 甲状腺疾患の診療について

38 10月15日 木 小児科 幸山　洋子 部長 小児への薬剤投与で気をつけること

42 11月5日 木 放射線科2 外山　芳弘 部長 日常診療で少しだけ役立つ画像診断のコツ

44 11月12日 木 麻酔科 松本　幸久 部長 全身麻酔

46 11月19日 木 小児外科 久保　裕之 副部長 小児外科診療　～地域の現況と取り扱う疾患～

47 11月26日 木 血液内科2 大西　宏明 副院長 血液検査で異常値をみたら・・・

48 12月3日 木 歯科口腔外科 橋本　和樹 医師 病院歯科の役割　周術期口腔管理を中心に

50 12月10日 木 呼吸器内科2 小川　瑛 医師 呼吸器救急診療

52 12月17日 木 消化器内科3 久保　敦司 副部長 膵臓癌の疫学と早期診断

53 12月24日 木 循環器内科3 吉田　直史 医師 救急外来での循環器疾患

54 1月7日 木 栄養課 碣石　峰子 管理栄養士 当院における栄養管理について

55 1月14日 木 小児科2 市原　朋子 副部長 成長曲線は語る

56 1月21日 木 研修報告 川口　圭吾 研修医 研修医が知っておくべき保険診療

57 1月28日 木 研修報告 岡田　裕希 研修医 認知症について

58 2月4日 木 研修報告 岡村　敏志 研修医 研修を通しての学び、症例提示とともに

59 2月18日 木 研修報告 川野　桂太郎 研修医 最近の骨髄移植について

60 2月25日 木 研修報告 下野　祐輝 研修医 予防接種について

61 3月4日 木 研修報告 川口　幸穂 研修医 コロナ禍における初期研修

62 3月11日 木 研修報告 砂川　滉 修医 初期研修で経験したこと・身につけたこと

木曜日は、臨床のコアレクチャー

（対象は、初期研修医、後期修練医及びこれに興味のある病院職員）


