
　　　　　地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
　　　　　地域医療研修プログラム

1 地域医療従事者研修

2 地域医療従事者がん研修会

3 好生館医学会

4 病院マネジメント推進会

5 連携パス合同カンファレンス

6 脳卒中センター勉強会

7 栄養サポートチーム（NST）勉強会

8 細胞診研修会

9 臨床病理カンファレンス（CPC）

　　　　　令和元年度

　令和元年度の地域医療研修プログラムとして、次の研修会・講演会を予定して
おります。研修日程、内容は変更になる場合がありますので、詳細につきましては
ホームページの「研修会・講演会のご案内」でご確認ください。
　多数の皆様のご参加をお待ちしております。



開催予定日 曜日 時間

年2回(5月・12月) 15:00～17:00

期日未定

開催予定日 曜日 時間

7月17日 水 19:00～20:00

10月19日 土 13:00～16:30

未定 19:00～20:00 ピカピカリンク勉強会

未定 18:30～19:30 NST研修会

開催予定日 曜日 時間

隔月 19:00～20:30 緩和ケアにおける症例検討会

5月18日 土 9:30～16:30

11月または12月 土 13:30～16:00

2月 水 19:00～20:00 地域がん診療推進講演会

3月 小児がん研修会

開催場所：病院棟2階 多目的ホール

名称

緩和ケアにおける基本教育

がん県民公開講座

2．地域医療従事者がん診療研修会

※令和元年度は偶数月

◎令和元年度　地域医療研修プログラム　

1．地域医療福祉研修会

開催場所：病院棟2階 多目的ホール

テーマ

重要被支援者連絡会、研修会

テーマ

好生館共同利用登録医研修会　

県民公開講座

DV、児童虐待、高齢者虐待、性暴力被害者支援協議会

    地域医療従事者研修会

開催場所：病院棟2階 多目的ホール
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年間テーマ

開催予定日 曜日 時間

好生館医学会総会

※毎月第3木曜日 17:30～18:10

2月20日 木

3月8日 土 9:00～12:00

11月14日 木

12月19日 木

1月16日 木

5月16日 木

17:30～18:10

7月18日 木

9月19日 木

10月17日 木

◎令和元年度　地域連携研修プログラム

3．好生館医学会

開催場所：病院棟2階 多目的ホール

テーマ 担当

「　　未定　　」

6月20日 木
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医療安全研修会 医療安全管理部

院内感染対策研修会 感染制御部

メンタルヘルス研修会

ハラスメント研修会

医療安全研修会 医療安全管理部

院内感染対策研修会 感染制御部

医療情報部

2月6日 第159回

3月5日 第160回

＊担当部署または委員会は、発表タイトルを遅くとも1ヶ月前までに教育センターへ連絡する
＊原則、毎月第1木曜日17:30より開催
　ただし、必須研修は16:30～17:15、自己研鑽による研修は17:30～18:20、専門医共通講習は17:30～18:30とする
＊一般演題に関する情報についても募集し、17:30～17:45を割り当てる（原則、テーマが1つの月に割り当てる）
＊テーマが2つのときは、1テーマ20～25分程度を目安とする
＊担当部署または委員会は会場準備・進行を行う

45分

12月5日 第157回

1月9日 第158回 情報セキュリティ研修会

11月7日 第156回 医療コミュニケーション研修会 50分 医療コミュニケーション委員会

9月5日 第154回

10月3日 第155回 保険診療研修会

医療安全研修会
＊日本専門医機構　共通講習　医療安全　１単位

8月 休　会

4月25日 第151回

6月6日 第152回

7月4日 第153回

45分

保険診療研修会 45分 教育センター

総務課

◎令和元年度　地域医療研修プログラム

4．病院マネジメント推進会年間計画

開催
予定日

回数 テーマ
所要見込み
時間（分）

担当

60分 医療安全管理部

50分

45分

褥瘡研修会 50分 褥瘡対策委員会

教育センター45分

院内感染対策研修会
＊日本専門医機構　共通講習　感染対策　１単位

60分 感染制御部

必須

必須

必須

必須

必須
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各年3回

開催予定月 曜日 時間

4月24日 水

9月

12月

開催予定月 曜日 時間

7月

11月

3月

テーマ

脳卒中地域連携パス合同カンファレンス　　

※11月は佐賀大学にて開催

※　詳細未定（脳パスの日程は変動あり）

大腿骨近位部骨折地域連携パス合同カンファレンス

◎令和元年度　地域医療研修会プログラム

5.連携パス合同カンファレンス

開催場所：病院棟2階 多目的ホール

テーマ
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開催予定月 曜日 時間

多目的ホール

脳卒中連携パス（好生館）

脳卒中連携パス（佐賀大学）

トランスファーについて（院内のみ）

高次脳機能障害について

せん妄について

6階リハビリ室

5月

超音波、糖尿病について

メートプラザ

9月

10月

11月

救急隊対象勉強会

研修室AB

脳卒中連携パス（好生館）

◎令和元年度　地域医療研修会プログラム

6.脳卒中センター勉強会

テーマ

多目的ホール

脳卒中とは

意識障害、症状等について

麻痺、画像評価について

12月

1月

2月

3月

6月

7月
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【前半】新人向け基礎編

　　　　6～7月　　第2・4水曜日　12:30～13:00

【後半】専門分野の話題・トピックス

　　　　9～3月　　第3火曜日　17：30～18:30

開催日 時間帯 内容 講師

12日 栄養管理の重要性、栄養素の役割

26日 経腸栄養について

10日 経静脈栄養について

24日 水・電解質と輸液

8月

9月 24日※

10月 15日

11月 19日

12月 17日

1月 21日

2月 18日

3月 17日

※勉強会の内容については、決定次第サイボウズメール・掲示板にてご連絡します。

夏休み

17:30～18:30 （計画中）

◎令和元年度　地域医療研修会プログラム

7．NST勉強会

開催場所：病院棟2階 多目的ホール　A・B

6月

12:30～13:00

7月

大塚製薬工場
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開催予定日 曜日 時間
4月9日 火
5月14日 火
6月11日 火
7月9日 火 症例検討会（各病院持込症例含む）
9月10日 火 県内及び院内検査技師参加自由
10月8日 火 ※8月・12月は休み
11月12日 火 ※5月・10月は佐賀大学開催
1月14日 火
2月11日 月
3月10日 日

開催予定日 曜日 時間
5月15日 水
6月19日 水
7月17日 水
9月18日 水 解剖症例検討会
10月16日 水 症例内容等は、月初めに告知
11月20日 水 ※8月は休み
12月18日 水
1月22日 木
2月19日 水
3月18日 水

開催場所：研修棟１階　研修室１
テーマ

17:30～
19:00

◎令和元年度　地域医療研修会プログラム

8．細胞診研修会

開催場所：検査部カンファレンスルーム
テーマ

18:00～

　
9．臨床病理カンファレンス（CPC)
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