地域医療機関等向け勉強会 開催予定一覧（2018 年度 11 月現在）
＊は、日程および会名称調整中／
開催日
11 月 8 日（木）
19：00～21：00

メーカー共催あり

医師
研究会名

看護師
会場

その他コメディカル
定員

介護スタッフ
備考

初学者でもわかる漢方セミナーⅡ
一般講演:「女性のために漢方ができること」 産婦人科 加藤奈緒先生
特別講演:「多愁訴に対する漢方治療」
医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 院長 井齋偉矢先生

だいどうクリニック
5 階講堂

申込制

―

対象：

≫詳細案内(ポスター)

http://www.daidohp.or.jp/postdata/pdf/1108kampo.pdf

11 月 15 日（木）
18：00～20：00＊

第１回だいどうリハ 顔の見える地域ネットワーク会議 研修会
基本のトランスファー技術を共有しようー腰痛予防を踏まえたテクニックー
大阪労災病院 治療就労両立支援センター 理学療法士 浅田史成先生
≫詳細案内（ポスター）

申込制
だいどうクリニック
5 階講堂

50

対象：

―

緑区医師会共催

http://www.daidohp.or.jp/14news/postdata/pdf/20181115transfer.pdf
≫お申込み URL → https://goo.gl/forms/ehoVCXkVSQ1ZdqNr1

11 月 16 日（金）
20：00～21：30

第 7 回 緑・大同病診連携研究会

11 月 17 日（土）
15：30～17：00

第 14 回名古屋呼吸器疾患フォーラム

「集中治療管理と院内急変、ドクターカー運用について」 救急科 主任部長 田村有人

緑区休日急病診療所
１階会議室

対象：

一般講演：「当院における地域包括ケアシステムのサポート体制について」 院長 野々垣浩二
特別講演：「COPD 最新の診療～配合剤時代の COPD 治療～」
慶応義塾大学医学部 呼吸器内科 准教授 福永興壱先生

だいどうクリニック
5 階講堂

―

≫詳細案内（ポスター）
http://www.daidohp.or.jp/postdata/pdf/1117respiratory-forum.pdf

11 月22 日（木）

地域医療講演会

18：00～19：00

「退院調整から再入院予防プログラムへのパラダイムシフト」
医療法人かがやき理事長 市橋亮一先生
≫詳細案内（ポスター）

http://www.daidohp.or.jp/postdata/pdf/1122communitycare.pdf

対象：
だいどうクリニック
5 階講堂

―

11 月 27 日（火）
20：00～21：00

臨床消化器疾患セミナー～見逃してはならない診療のポイント～
１．「当院における消化管検査・治療について
～カプセル内視鏡・小腸ダブルバルーン内視鏡検査を中心に～」
消化器内科 部長 菊池正和
２．「非肝臓専門医が知っておくべき肝疾患診療のポイント」

対象：
だいどうクリニック
5 階講堂

―

名古屋大学医学部附属病院 消化器内科 助教 石津洋二先生

≫詳細案内（ポスター）

http://www.daidohp.or.jp/postdata/pdf/1127shokaki.pdf
11 月 28 日（水）
19：30～21：00

Cardio Diabetes Meeting ～心血管合併症を考える～
一般講演：「当院における心房細動合併した心不全の治療戦略」
特別講演：「循環器内科医からみた糖尿病治療～心不全診療ガイドラインの行間を読む～」
名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター 奥村貴裕先生

対象：
大同病院 B 棟 2 階
会議室 1・2

40 強

≫詳細案内（ポスター）

http://www.daidohp.or.jp/postdata/pdf/1128cardio-diabetes.pdf
12 月 8 日（土）
15：00～17：00

第２回東海地区小児結核対策検討会 ＊東海地区行政、病院向け
一般演題（症例提示）

対象：

症例１ 多剤耐性結核患者に接触した乳幼児（兄妹）の健診について
小児科・予防接種センター長 浅井雅美
愛知県知多保健所健康支援課 技師 中西忍先生
症例２ 肺結核・気管支結核の 13 歳男児例
藤田医科大学ばんたね病院 小児科 助手 河野透哉先生

だいどうクリニック
5 階講堂

―

大同病院 B 棟 2 階
会議室 1・2

40 強

小児科 加藤千恵
愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課 技師 堀江孝太朗先生
特別講演
「コッホ現象について」 東京都立小児総合医療センター 呼吸器科 医長 宮川知士先生
≫詳細案内（ポスター）

12 月 20 日（木）
19：45～21：00

http://www.daidohp.or.jp/14news/postdata/pdf/1208TB.pdf
Severe Asthma Meeting
「重症喘息治療における生物学的製剤の位置づけと使い分け」
静岡県立総合病院 呼吸器内科 部長 白井敏博先生
≫詳細案内（ポスター）

http://www.daidohp.or.jp/postdata/pdf/1220severe-asthma.pdf

対象：

1 月 22 日（火）
20：15～21：45

第 11 回 南・大同地域連携研究会
１．眼科 診療責任医師 久保田文洋
２．学び直し講座（腹部の画像①） 消化器内科 部長 菊池正和

2 月 15 日（金）
20：00～21：30

第 8 回 緑・大同病診連携研究会

2 月 26 日（火）
20：15～21：45

第 12 回 南・大同地域連携研究会

消化器外科 部長 渡邉克隆
１．産婦人科 部長 境康太郎
２．学び直し講座（腹部の画像②） 消化器外科 部長 渡邉克隆

3 月 2 日（土）
16：00～18：00

第 4 回 大同病診連携研究会
大同病院 小児科

各会、変更が生じる場合もございます。各案内状をご確認ください。
＜問い合わせ先＞ 社会医療法人宏潤会 経営企画部 光田 052-611-6261（内線 3229）

南区医師会館
（休日急病診療所 2 階）
緑区休日急病診療所
１階会議室
南区医師会館
（休日急病診療所 2 階）
だいどうクリニック
5 階講堂

30 強

南区医師会共催

30～
40

緑区医師会共催

30 強

南区医師会共催

―

申込制
対象

