
院外での講師活動一覧（平成30年６月分）

所　　属 職　　名 氏　　名
岡山大学産科・婦人科学教室
J-CIMELS 2018 in Okayama「母体救命ベーシック
コース・インストラクターコース」

岡山市
岡山大学病院医歯薬
融合型教育研究棟 H30.6.30 救急科 部長 世良　俊樹

ストーマケアに携わる看護師対象セミナー
「装具選択・アセスメントについて」「症例検討」

広島市
広島YMCA国際文化
センター H30.6.30 外科外来 看護専門員 西村　智美

全国自治体病院協議会 臨床検査部会研修会
「県立広島病院としてISO15189を受審する意義」

東京都 AP浜松町 H30.6.29 臨床研究検査科 主任部長 西阪　隆

全国自治体病院協議会 臨床検査部会研修会
「審査までの道のり-院内支援を受けて-」

東京都 AP浜松町 H30.6.29 臨床研究検査科 技師長 高野　孝江

県立広島大学看護学科
「母性看護方法論Ⅰ（不妊症・不育症の看護）」

三原市
県立広島大学三原
キャンパス H30.6.29 生殖医療科外来 看護専門員 植田　彩

矯正研修所広島支所 矯正医療科第1回（看護師
等）研修
「重症の外傷傷病者に遭遇した際の対応につい
て（JPTEC)」

広島市 矯正研修所広島支所 H30.6.28 救急科 部長 竹崎　亨

矯正研修所広島支所矯正医療科第1回（看護師
等）研修
「重症の外傷傷病者に遭遇した際の対応につい
て（JPTEC)」

広島市 矯正研修所広島支所 H30.6.28 麻酔科 部長 櫻井　由佳

講演会「IPF Academy in TOYOTA」
「特発性肺線維症の分子病態から考える治療戦
略」

豊田市 豊田スタジアム H30.6.27 呼吸器センター センター長 石川　暢久

第1回広島県診療放射線技師会研修会
「膝関節Ｘ線撮影のとりかた・みかた～基本撮影
から特殊撮影まで～」

広島市 広島大学病院 H30.6.24 放射線診断科 主任 須藤　優

佛教大学保健医療技術学部作業療法学科
「生きる希望を支える作業療法」

京都市
佛教大学二条キャン
パス H30.6.22

リハビリテーション
科

医療技術専門員 河本　敦史

広島県臨床検査技師会 生理検査部門研修会（心
電図入門）
「心電図（虚血編）」

広島市
広島市立広島市民病
院 H30.6.23 臨床研究検査科 主任 中本　里美

内　　　容 開催場所 開催日
職　員　（　講　師　）  氏  名
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広島大学医学部
「器官・システム病態制御学Ⅰ」

広島市
広島大学霞キャンパ
ス H30.6.21 消化器内科 副院長 山田　博康

県立広島大学
「病態別栄養マネジメント」

広島市
県立広島大学広島
キャンパス H30.6.20，6.27 栄養管理科 栄養指導管理員 伊藤　圭子

広島県病院薬剤師会呉支部研修会
「HR陽性HER2陰性乳癌の進行再発乳癌治療」

呉市 呉市阪急ホテル H30.6.18 消化器・乳腺外科 部長 松浦　一生

Hiroshima Retina Conference
「～診断や治療に苦慮した症例～網膜黄斑疾患
症例」

広島市
ホテルグランヴィア広
島 H30.6.17 眼科 部長 沖本　聡志

第23回日本緩和医療学会学術大会
「薬にまつわる多施設連携～施設特性による薬
物療法の工夫～」

神戸市 神戸国際展示場 H30.6.15 薬剤科 医療技術専門員 笠原　庸子

発達障害支援基礎研修会
「LDの理解と支援」

東広島市
東広島芸術文化ホー
ルくらら H30.6.14 小児感覚器科 主任部長 益田　慎

講演会「Professional Respiratory Conference in
Hiroshima」
「県立広島病院 呼吸器センターの取り組み」

広島市
オリエンタルホテル広
島 H30.6.13 呼吸器センター センター長 石川　暢久

県立広島大学
「病態別栄養マネジメント」

広島市
県立広島大学広島
キャンパス H30.6.13 栄養管理科

主任医療技術専
門員

天野　純子

広島県臨床心理士会全体研修会
「チームアプローチで心理職に求められているこ
と」

広島市
広島県民文化セン
ター H30.6.10 - 副院長 板本　敏行

広島大学病院看護実践教育研修センター
小児看護に関する専門研修「基本コース」
「小児看護の基礎知識」

広島市 広島大学病院 H30.6.9 NICU 副看護師長 原田　雅子

広島大学病院看護実践教育研修センター
小児看護に関する専門研修「基本コース」
「小児看護の基礎知識」

広島市 広島大学病院 H30.6.9 救急外来 主任 山下　洋平

吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科
「作業に焦点を当てた実践の展開」

高粱市 吉備国際大学 H30.6.7
リハビリテーション
科

医療技術専門員 河本　敦史

警察職員OB鶴見会
「脳卒中の予防～健やかな老後に向けて～」

広島市 ひろしま国際ホテル H30.6.6 - 院長 木矢　克造

広島大学大学院医歯薬保健学研究科
「生命・医療倫理特論」

広島市
広島大学霞キャンパ
ス H30.6.6 生殖医療科 主任部長 原　鐵晃
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広島県看護協会　認定看護管理者ファーストレベ
ル教育課程（第1期）
「看護専門職論（看護専門職の役割と機能）」

広島市 広島県看護協会会館 H30.6.5，6.6 総務課 主任 原田　仁美

広島大学保健学科看護学専攻
「助産学概論」

広島市 広島大学大学院 H30.6.5 生殖医療科外来 看護専門員 植田　彩

日本赤十字広島看護大学
「修士課程小児看護学Ⅲ」

廿日市市
日本赤十字広島看護
大学 H30.6.2，6.30 NICU 副看護師長 原田　雅子

広島・山口Dementia Lecture Meeting
「認知症疾患における早期診断のコツ」

広島市
ホテルメルパルク
HIROSHIMA H30.6.2 脳神経内科 主任部長 時信　弘

金沢区呼吸器疾患学術講演会
「特発性肺線維症の分子病態から考える治療戦
略」

横浜市
神奈川県立循環器呼
吸器病センター H30.6.1 呼吸器センター センター長 石川　暢久


