
院外での講師活動一覧（平成30年10月分）

所　　属 職　　名 氏　　名

熊本胃がん免疫治療研究会
「胃がん免疫療法の現状と課題～自施設での経
験から見えてきたもの～」

熊本市
ザ・ニューホテル熊
本

H30.10.31 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

インターネットライブセミナー
「NICUに入院している新生児の痛みのケアガイド
ラインを活用するために」

広島市
TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅前 H30.10.31 新生児科 主任部長 福原　里恵

第20回広島機能的脳神経外科研究会
「三叉神経脊髄路核の疼痛知覚に影響する因子
について-頭痛や顔面痛に関する基礎研究-」

広島市
広島大学医学部　広
仁会館 H30.10.31 脳神経外科 部長 竹下　真一郎

救命救急センター
（ICU）

看護専門員 北尾　剛明

救命救急センター
（ICU）

主任 三輪　晴花

救命救急センター
（HCU）

主任 西村　将吾

臨床工学科 主任 胡　範明

広島県看護協会　訪問看護研修ステップⅠ
「訪問看護技術論-家庭や地域につなぐ小児疾患
への支援-」

広島市
広島県看護協会会
館 H30.10.28 新生児科 主任部長 福原　里恵

広島県地域保健医療推進機構　広島県市町がん
検診胃内視鏡検査従事者研修会（基礎編）
「胃がん診断と症例提示」

福山市
福山すこやかセン
ター H30.10.28 内視鏡内科 部長 佐野村　洋次

第42回福山大学薬学部　卒後教育研修会
「終末期緩和ケアを支える薬薬連携」

福山市
広島県民文化セン
ターふくやま H30.10.27 薬剤科 医療技術専門員 笠原　庸子

第10回知多消化器癌化学療法研究会
学術講演会「消化器癌化学療法適正使用情報の
提供」

常滑市
中部国際空港セント
レア H30.10.26 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

東区薬剤師会講演会
「心房細動とデバイス治療-ハイブリッド治療-」

広島市 東区民文化センター H30.10.26 循環器内科 部長 三浦　史晴

内　　　容 開催場所 開催日
職　員　（　講　師　）  氏  名

広島県看護連盟　看護技術研修会
講義・実技「人工呼吸器の安全な管理と装着患者
の看護」

広島市
広島県看護協会会
館

H30.10.31



所　　属 職　　名 氏　　名
内　　　容 開催場所 開催日

職　員　（　講　師　）  氏  名

広島県歯科衛生連絡協議会　8020運動推進特別
事業「子どもの歯と口の健康格差解消事業」
第２回研修会「幼児の摂食嚥下問題」等

広島市
広島県歯科医師会
館 H30.10.25 小児感覚器科 主任部長 益田　慎

Severe Asthma Symposium
「当院における抗体製剤の使用経験について」

広島市
オリエンタルホテル
広島 H30.10.24 呼吸器センター センター長 石川　暢久

広島県看護協会研修会
「運動器疾患の理解とケア～基礎知識を学ぶ臨
床実践に活かす～」

広島市
広島県看護協会会
館 H30.10.24 南6病棟 看護専門員 横井　由美

抗凝固療法カンファレンス
講演「心房細動の最新治療」

広島市 済生会広島病院 H30.10.26 循環器内科 部長 三浦　史晴

緩和ケア薬剤師研修
「在宅緩和ケアチームでの薬剤師の役割・緩和ケ
アにおける薬薬連携」

広島市 広島県薬剤師会館 H30.10.21 薬剤科 医療技術専門員 笠原　庸子

第10回がん診療連携拠点病院共催市民講演会
「栄養と食事のヒント」

広島市
広島県民文化セン
ター

H30.10.20 栄養管理科 栄養指導管理員 伊藤　圭子

褥瘡対策に関する医療・介護従事者対象セミナー
「明日から使えるスキンケア」

広島市
JMSアステールプラ
ザ H30.10.20 外科外来 看護専門員 西村　智美

広島市立翠町小学校「心の参観日」
講話「生命の誕生と命の尊さ」

広島市
広島市立翠町小学
校 H30.10.19 NICU 副看護師長 原田　雅子

救命救急センター
（ICU）

看護専門員 北尾　剛明

救命救急センター
（HCU）

主任 西村　将吾

臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

臨床腫瘍科外来 主任 田村　翼

鳥取県西部医師会学術講演会
「心房細動とデバイス治療-ハイブリッド治療-」

米子市
米子ワシントンホテ
ルプラザ H30.10.17 循環器内科 部長 三浦　史晴

広島県看護協会研修会「退院調整看護師養成研
修」「退院調整看護師の役割と機能～事例紹介
(社会資源の活用も含んで）～」

広島市
広島県看護協会会
館 H30.10.16

患者総合支援セ
ンター

副センター長 迫井　敏美

広島工業大学　キャリア教育科目
「キャリアデザイン演習A」進路講義

広島市 広島工業大学 H30.10.15 臨床工学科 技師 新川　達士

H30.10.17

県立安芸津病院
集中ケア認定看護師による集中ケアシリーズ研
修

東広島市 県立安芸津病院 H30.10.18

Colorectal Cancer Seminar in Minoh（北摂地域の
がん診療病院の医師・薬剤師・看護師対象）
「大腸がん治療に関する情報提供」

箕面市 箕面市立病院
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第93回広島泌尿器科医会
「当院におけるザルティア錠の使用経験」

広島市
リーがロイヤルホテ
ル広島 H30.10.13 泌尿器科 主任部長 梶原　充

第136回札幌市耳鼻咽喉科医会　学術研修会
「耳鼻咽喉科医がみる発達障害」

札幌市
ANAクラウンプラザ
ホテル札幌 H30.10.13 小児感覚器科 主任部長 益田　慎

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「アドバンスコース」

広島市 広島大学病院 H30.10.13 NICU 副看護師長 原田　雅子

第26期救急救命士養成課程
講義「外傷総論」

広島市
広島市消防局救急
救命士養成所 H30.10.12 救急科 部長 楠　真二

第9回広島腎移植検討会
「広島県の腎移植の現状の検討」

広島市
ホテルグランヴィア
広島 H30.10.11 移植外科 部長 森本　博司

Severe Asthma Symposium
「重症喘息の患者像とファセンラへの期待」

山口市 山口グランドホテル H30.10.10 呼吸器センター センター長 石川　暢久

小児難病相談支援事業　小児難病講演会・交流
会　「こどもの腎臓疾患」

広島市 広島県庁農林庁舎 H30.10.10 小児腎臓科 部長 藤井　寛

広島県国民健康保険団体連合会 審査委員特別
研修（医科）「整形外科疾患について」

広島市 国保会館 H30.10.9 整形外科
副院長兼主任部
長

望月　由

広島県小児科医会 第14回日本小児科医会生涯
教育研修セミナー「連携で進める小児医療・発音
がわるい子」

広島市
ホテルグランヴィア
広島 H30.10.8 小児感覚器科 主任部長 益田　慎

日本臨床衛生検査技師会中四国支部　生物化学
分析部門研修会　「検体採取から測定までに起こ
り得るデータへの影響～その値，本当にパニック
値ですか？～」

鳥取市 鳥取赤十字病院 H30.10.7 臨床研究検査科 技師 柴田　茜

鳥取県地域医療連携研修会
第2回鳥取県MCLS-CBRNEコース（CBRNEテロ・
災害現場の初期対応研修コース）

米子市 鳥取大学医学部 H30.10.7 麻酔科 部長 櫻井　由佳

気管支内視鏡検査の手技とPD-L1セミナー
「当院における検体採取の取り組み」

広島市
TKPガーデンシティ
広島駅前大橋

H30.10.5 呼吸器センター センター長 石川　暢久

大腸がん化学療法セミナー in 能登
「大腸がんの標準的な治療戦略」

石川県
能登町

公立宇出津総合病
院 H30.10.5 臨床腫瘍科 主任部長 篠崎　勝則

広島県立広島国泰寺高等学校　心肺蘇生法講習
会

広島市
広島県立広島国泰
寺高等学校 H30.10.5 救急科 部長 世良　俊樹

Hiroshima Neuroendovascular Therapy
Seminar～2018 autumn～　「脳血管内治療」

広島市
広島大学医学部 広
仁会館

H30.10.5 脳神経外科 部長 岐浦　禎展
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広島県看護協会研修会
「医療安全管理者養成研修」

広島市
広島県看護協会会
館 H30.10.2，3 医療安全管理部 副看護部長 品川　恵己


