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1 西神戸循環器オープンカンファレンス
江尻　純哉
佐藤　信浩

年2回
（6月8日、11月30日）

症例検討および招待講師講演を通じ、循環器疾患の診断、治療、検査
について、地域医療機関との連携の向上を目的とする

2 消化器内科オープンカンファレンス 井谷　智尚
年2回
（6月1日、
2月1日または8日）

消化器病学会、消化器内視鏡学会、超音波医学会、肝臓学会などで発
表した内容について、近隣の施設と皆さんの前でも発表し、交流を行う

3 西神戸ＮＳＴオープンカンファレンス 井谷　智尚
年2回
（7月頃、3月頃）

栄養療法についての地域医療機関との情報共有を行う
一般演題　各5～6題

4 西神戸糖尿病・内分泌カンファレンス 辻　和雄
年3回
（6月29日、10月19日、
　2月22日）

糖尿病,内分泌疾患に関して、地域の先生方に紹介頂いた患者さんを中
心に症例検討を行う
症例数は5～6例

秋永　美津江 年1回（7月29日） 透析関連施設における地域包括ケア

児玉　哲也 年1回（2月頃） 透析施設における災害対策

6 神戸西地域呼吸器疾患合同カンファレンス 池田　顕彦
年2回
（5月11日、10月19日）

1.紹介患者の症例検討
2.相談症例検討

7 呼吸ケアチーム　情報交換会 桜井　稔泰
年2回
（9月26日、3月6日）

神戸西地域の施設で呼吸ケアチームとして活動されている方を対象に
した情報交換会

8 ＲＭＴ　呼吸セミナー 桜井　稔泰
年3回
（10月24日、11月28日、
　12月12日）

呼吸ケアに役立つ内容を３回シリーズで行う

9 呼吸療法認定士受験対策講座 桜井　稔泰
年12回
（毎月第4木曜日）

呼吸療法認定士は、「呼吸療法を習熟し、呼吸管理を行う医療チーム構
成員を養成すること」を目的とした学会認定の資格
一緒に学び、資格取得を目指す　　※今年度の参加募集は終了しまし
た

10 （震災後）心のケア研究会 福武　将映

年5回
（6月8日、8月24日、
10月12日、12月14日、
1月11日）

神戸市教育委員会と共催
学校で困っている事例を取り上げ、助言者と伴に討論する

11 西神戸精神科リエゾンカンファレンス 福武　将映
年2回
（6月、11月頃）

精神科リエゾンチーム活動に関するテーマでのカンファレンス

12 西神戸心理臨床研究会 白川　敬子 年1～2回
医療・教育・福祉などの領域で心理臨床の業務に従事している人を対
象として、治療の理論や技法、心理検査についての研修や事例の報告
および検討などを行う

13 神戸市小児科医会学術講演会 松原 康策
年2回
（5月、10月頃）

神戸西地域、明石周辺の小児科医が参集して、日常に遭遇する小児疾
患の疑問点や貴重症例を共有します
同時に外部講師を招き、最近の医療情報を共有する

14 西神戸小児アレルギー研修会 松原 康策
年1回
（7月または8月）

食物アレルギー、喘息などのアレルギー疾患の対応の仕方を、小児科
医、養護教諭とともに共有する

15 西神戸乳腺病理画像診断カンファレンス 奥野　敏隆
年12回
（月1回）

主に西神戸医療センターにおいて手術を行った乳腺疾患患者の画像、
病理所見をもとに討議する

16 西神戸泌尿器科オープンカンファレンス 伊藤　哲之
年2回
（6月15日、2月15日）

泌尿器科に関することで、地域の先生方と意見交換を行う

17 西神戸北播ダーマカンファレンス 正木　太朗
年1回
（未定）

西神戸北藩地区の皮膚科医が集まり、症例検討会を行う

18
西神戸医療センター
産婦人科・画像・病理カンファレンス

竹内　康人 年1～2回 産婦人科領域の悪性腫瘍を中心に、画像・病理学的に検討する

19 西神戸眼科合同カンファレンス 三河　章子
年1回
（2月15日）

症例報告など2～3題と2019年報告
院外からの講師の講演

20 耳鼻いんこう科合同オープンカンファレンス 雲井　一夫
年1回
（3月15日）

平成29年度の当科実績報告とご紹介いただいた患者の治療経過報告

21 西神戸臨床放射線カンファレンス 吉川　俊紀
年2回
（7月4日、12月5日）

興味深い画像所見を呈した症例の画像検討
画像診断、放射線治療、IVRなど各領域でテ－マを決めたミニレクチャ
－

22 西神戸中放部カンファレンス 北村　ゆり
年2回
（10月3日、2月6日）

当院中央放射線部で行っている検査・治療に関して、担当医師や診療
放射線技師、看護師が解説・検討を行い、診療の向上を目指す勉強会

23 周術期口腔機能管理カンファレンス 岩城　太
年3回
（4月13日、9月14日、
3月9日）

周術期口腔機能管理の医科・歯科連携を推進するために、歯科医師会
会員とともに意見交換を行う

24 看護実践報告会 小林　由香
年1回
（6月）

看護研究発表、看護実践事例報告

25 教育指導者育成研修会 小林　由香
年１回
（6月頃）

人材育成、教育に関する研修会

　　　　　　　　　　　　　　　平成29年度オープンカンファレンス一覧　　　　　　　　　は新規
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26
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

結核を知ろう　初期対応から治療まで
中島　佳代

年1回
（5月11日）

結核とは・結核の検査・結核の治療・結核患者の対応について学ぶ

27
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

抗がん剤投与の基礎
投与当日の流れに沿ってポイントをおさえよう

高木　美希
年1回
（6月1日）

抗がん剤投与当日の流れに沿って注意点や確認するポイントについて
抗がん剤投与前、投与中、投与後の場面に区切って整理。ルートの選
択やアレルギー、血管外漏出などの際の観察点、代表的な薬剤の注意
点について振り返る
昨年とほぼ同様の内容

28
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

明日から取り組める　急性期の早期離床技術
片寄　妙子

年1回
（7月5日）

早期離床に関するエビデンスや基礎的な考え方を復習し、急性期から
取り組める離床後術を学ぶ

29
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

皮膚・排泄ケア編
小西　千枝

年1回
（9月7日）

褥瘡・創傷ケアのトピックス
医療関連機器圧迫創傷（ＭＤＲＰＵ）、スキンテアのアセスメントケア、予
防方法

30
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

小児救急看護編
身近に潜む、子どもの『ぎゃくたい』

中谷　尚子
年1回
（10月5日）

子ども虐待について「知る・考える・気づく」をテーマに、あらゆる視点か
ら子どもと家庭を捉えることの必要性と重要性を考える

31
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

集中ケア編
藤岡　明子

年1回
（11月2日）

「モニター心電図を学ぼう」
基本的なモニター心電図について学習する

32
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

明日からやりたくなるシュミレーションの
１・２・３

瀧澤　紘輝
年1回
（2月1日）

明日から現場でやりたくなるシュミレーション教育についてのカンファレ
ンス

33
西神戸医療センター専門・認定看護師の会主催勉強会

がん放射線療法看護編
田中　幸江

年1回
（3月1日）

放射線の「なぜ？なに？」について、勉強会を行う
日頃聞かない放射線治療についての理解を深め、看護にいかせるポイ
ントを説明する

34
臨床検査オープンカンファレンス
症例から読み取る検査の見方･考え方

 山本　剛
年2回
（5月、11月予定)

生体から検査を介して得られる情報を基にして、データの読み方・考え
方などについて学んでいく。また、最新のトピックスや新しい技術なども
随時アップデ-トしていく予定。

35 西神戸ME機器保守管理カンファレンス（仮） 石橋　一馬
年1回
（8月予定）

ＩＣＵ業務に関わる臨床工学技士対象のカンファレンス

36 Ｉmaging　Ｔechnical   Conference 中島　正量
年2回
（6月頃、11月頃)

毎回のテーマごとに、各検査モダリティから画像収集や画像処理につい
て、基礎から応用、臨床画像も含めて検討する

37 西神戸臨床栄養研究会  三浦　陽子
年3回
（6月13日、11月14日、
3月13日）

西区・垂水区・須磨区の各病院に勤務する管理栄養士が参加し、栄養
管理業務（臨床栄養・給食管理）について、講演会・症例検討会等を実
施し、知識を深め、相互理解や地域連携に努める

38
地域連携カンファレンス
～多職連携と地域連携～

板東　由美
年1回
（6月24日予定）

非がん患者のアドバンスケアプランニング　現状と課題

39 地域を支える医療者と考える地域包括ケア 板東　由美
年1回
（10月頃）

講演および事例検討会

40 リハビリテーション専門職が考える地域連携 田中　利明
年2回
（夏頃、秋頃）

神戸西地域のリハビリテーションスタッフの知識向上と情報交換、急性
期（当院）から回復期へ転院した患者の施設間症例報告やその他地域
連携の取り組みの紹介

41 緩和ケアチーム主催合同カンファレンス 今中　一文
年3回
（11月、1月、2月）

緩和ケアに関連したテーマの講演

42 緩和ケア研修 御園　和美
年12回
（9月～3月）

緩和ケアに関連する全12回シリーズの研修会

43 がん看護研修 御園　和美
通年
（12月～11月）

集学的治療、５大がん治療、がん看護、事例検討、教育方法などに関
する研修会

44 がんリハビリテーション 西原　賢在
年1回
（6月23日）

がんサバイバーが増加しており、病状の進行や治療の有害事象により
がん患者は様々な症状を伴って生活を送っている。その中でがんリハビ
リテーションのニーズは年々増加しており、医療スタッフや地域の介護
スタッフの知識向上が求められている
今回は臨床でがんリハビリテーションを積極的に行っているセラピストを
講師に招き、実臨床を通して院内や地域のがんリハビリテーションの質
の向上や情報共有を図っていく

45
認知症サポートチーム
オープンカンファレンス

髙野　真
年1回
（9月頃）

認知症患者へのケア方法について

合　計
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