






























































































































































別添１

平成２８年度　医師を対象とした研修　　（川崎市立川崎病院　病診連携の会）

名称 第２２回川崎リウマチ・膠原病診療懇話会 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　１１
講師 川崎病院医師　１６ 27
講演内容 症例検討

参加者 計
開業医　１０

場所
川崎病院医師　２１

31

講演内容 外科系症例検討会

名称 第３６８回川崎小児科医会 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　１２
講師 川崎病院医師　１５ 42
講演内容 小児科症例検討会

名称 第４回川崎泌尿器科病診連携の会 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　４

講師
川崎病院医師　８

12

講演内容 泌尿器科症例検討会

名称 学術講演会 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　４　　他職種　１０
講師 川崎病院医師　２０　
講演内容 「基礎から理解する前立腺癌の臨床」 川崎病院看護師　２０

名称 精神科講演会 参加者 計
場所 川崎病院 開業医・他職種　１９
講師 川崎病院医師　７

川崎病院看護師　１２
川崎病院PSW　３

名称 第２３回川崎リウマチ膠原病診療懇話会 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　４
講師 川崎病院医師　１７
講演内容 症例検討会

名称 川崎病院学術講演会 参加者 計
場所 川崎病院 川崎病院医師　４５
講師 川崎病院看護師　６
講演内容 症例検討会 川崎病院事務職　６

名称 川崎地区 Risk Management　学術講演会 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　２
講師 川崎病院医師　７

川崎病院看護師　２
川崎病院薬剤部　１１
川崎病院事務職　１

６月１５日（水）

５月２７日（金）

６月７日（火）

名称
第２回川崎区医師会・川崎病院「外科系
症例検討会」
川崎病院

６月２４日（金）

７月１４日（木）
54

７月１５日（金）
41

講演内容 「精神医療における多点支持の必要性
～地域化の取組とアウトリーチ～」

「持続性注射製剤治療の基本と実際」

１１月１６日
（水） 21

１１月28日
（月） 57

１１月２９日
（火） 23

講演内容
「最近の病院リスクマネジメントについて
～不眠症とせん妄を中心に～」



参加者 計
調剤薬局薬剤師　５１

場所 川崎病院 川崎病院職員　１７
講師 学生他　４
講演内容 「臨床検査値の考え方」

名称 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　１
講師 川崎病院医師　１０
講演内容 「ループス胃炎の治療戦略」

名称 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　１０
講師 川崎病院医師　１５
講演内容 症例検討会

名称 参加者 計
場所 川崎病院 開業医　１３
講師 川崎病院医師　１９

「虚血性心疾患のリスク低減について」

１２月１２日
（月）

名称
院外処方箋の臨床検査値記載に関する
勉強会

72

平成２９年
１月２０日（金）

第２回リウマチ膠原病セミナー

11

平成２９年
２月１５日（水）

第３７４回川崎小児科医会

25

平成２９年
２月２４日（金）

第７階幸・川崎病院NET

32
講演内容 「川崎病院における悪性脳腫瘍治療に

ついて」



別添２
平成２８年度　医師以外を対象とした研修　　　（川崎市立川崎病院　認定看護師の勉強会）

名称 しっとくナース川崎病院公開講座 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師等　１５
講師
講演内容

名称 認定看護師出張講座 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師等　１５
講師
講演内容

名称 しっとくナース川崎病院公開講座 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師　１９　　　　　　
講師 福祉職　１２
講演内容 「食べるためにできること」 川崎病院看護師　２６

名称 しっとくナース川崎病院公開講座 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師等　１８
講師
講演内容 「高齢者のインスリン療法」

名称 認定看護師出張講座 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師等　３０
講師
講演内容 感染症対策

名称 認定看護師出張講座 参加者 計
場所 ふれあいの園 院外看護師　１１
講師
講演内容 緊急時の対応

名称 地域ケア懇談会 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師等　４５
講師 川崎病院看護師　３５
講演内容 事例検討会

名称 認定看護師出張講座 参加者 計
場所 老人保健施設協会 院外看護師等　２５
講師
講演内容 「高齢者のフットケア」

名称 認定看護師出張講座 参加者 計
場所 育桜福祉会　障害者福祉施設「こぶし園」院外看護師等　２０
講師

名称 認定看護師出張講座 参加者 計
場所 老人福祉施設「葵の園」 院外看護師　２５

講師
施設職員　５　　　　　

講演内容 「誤嚥性肺炎を防ぐコツ」

５月１１日（水）
15

「脳卒中患者の体位変換とポジショニング」

６月１５日（水）
15

「認知症高齢者の急変時を見逃さないポイント」

７月６日（水）
57

９月７日（水）
18

９月２３日（金）
30

９月２７日（火）
11

１０月４日（火）
80

１０月７日（金）
25

１０月２８日（金）
20

講演内容
「皮膚トラブルに対しての最新看護ケア
と施設での対応」

１２月２日（金）
30



名称 しっとくナース川崎病院公開講座 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師等　１９
講師
講演内容 「排便ケア」

名称 地域ケア懇談会 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師　８
講師 ケアマネージャー　５・医師　１

社会福祉士他　３
講演内容 事例検討会 川崎病院職員　４６

名称 しっとくナース川崎病院公開講座 参加者 計
場所 川崎病院 院外看護師等　１４
講師 川崎病院看護師　２９
講演内容 「認知症高齢者のアセスメントの視点とは」

名称 認定看護師出張講座 参加者 計
場所 帝京大学老人保健センター 院外看護師等　４０　　　 　
講師
講演内容 「褥瘡の予防と褥瘡の対応」

平成２９年
３月３日（金） 40

平成２９年
１月１１日（水） 19

平成２９年
１月１９日（木） 63

平成２９年
３月１日（水） 43








































































































