
出前講演のご案内
浅ノ川総合病院

浅ノ川総合病院は「救急から在宅まで、地域の医療を守り支える病院」を目指しています。
地域の皆さまとの交流、健康づくりに対する意識と知識向上を目的に、当院職員による
「出前講演」をご用意いたしました！
皆様が知りたい、興味がある講演（裏面の出前講演一覧をご覧ください）について申し
込みください。当院講師が地域の皆様のもとに伺います。

 

① FAXまたは来院して申し込み 
    ※裏面の講演一覧より講演をお選び、「出前講演申込書」をご記入ください。 

 

 

② スケジュールを調整 
    ※当院担当者が、講師とスケジュールを調整します。 

 

 

③ 当院担当者から代表者の方へご連絡します 
    ※業務の都合等によっては別の日程をご提案する場合もあります。 

 

 

④ 出前講演開催 

出前講演の申し込み方法 

▼申し込みに関して ▼ 
 

※申し込みは、原則2カ月以上前までにお願いします。 

※原則10名以上のグループ・団体で申し込みください。 

※原則開催場所は石川県内とさせていただきます。 

※営利目的でのご利用はできません。 

※会場は申込み者により手配をお願いします。 



浅ノ川総合病院　出前講演一覧（1/2） 平成29年5月版

　部門 No. 講演名
1 「高血圧治療について」 副病院長　内科部長 髙﨑　秀昭

2 「早期胃がん、慢性肝炎について」 内科部長　内視鏡センター長 浜野　直通

3 「検診は結果をもらった後からの方が大事なんです！」

4 「おうちでも血圧を測ってみましょう～在宅血圧測定の大切さ～」

5 「胃癌の内視鏡診断・治療の進歩」 内科医長 早稲田　洋平

6 「自分でやってみよう生活習慣病予防」

7 「糖尿病ってどんな病気？」

看護部師長

日本糖尿病療養指導士

9 「知っていますか?あなたのおくすり～メタボリックシンドロームを中心に～」
薬剤師
日本糖尿病療養指導士

西村　勲

10 「糖尿病の検査～種類と自己血糖測定について」 臨床検査技師

11 「理学療法士が教える減量・体力UP計画」 理学療法士 小ノ澤　真一

12 「みんなで学ぼう健康食～糖尿病の食事療法」
管理栄養士
日本糖尿病療養指導士

西田　雅美

13 「慢性腎臓病について」

14 「透析療法について」

15 「脳卒中の予防と治療」

16 「てんかんとはどんな病気？」

17 「パーキンソン病とはどんな病気？」

脳神経外科部長

定位放射線外科センター長

19 「放射線のメスを用いた、体に優しいがん治療　～ガンマナイフ、ノバリス」 臨床研修センター長

20 「傷の小さな腹腔鏡下手術ってどんな手術？」

21 「胆石症、胆のうポリープは、小さな傷で治せます」

22 「あなたは大丈夫？ソケイヘルニアの治療について」

23 「乳がんについて」 外科医長 道輪　良男

外科医長

外来化学療法センター長

整形外科 25 「骨粗鬆症の診断と治療」
副病院長
整形外科部長

徳海　裕史

26 「やけどに注意しましょう」

27 「スポーツのけがと予防」

28 「アンチドーピング活動　～スポーツとドーピング」

泌尿器科 29 「夜間頻尿なぜなるの？～原因と対策について～」 泌尿器科医長 石井　健夫

30 「白内障～目がかすむ、光がまぶしい！」

31 「緑内障～片眼で見たら見えない部分がある！」

32 「黄斑疾患～片眼で見たら中心が歪んで見える！」

33 「PET検査による、がんの早期発見」 副病院長

34 「がん検診による、がんの早期発見」 PETセンター長

35 「最新のがん治療および検査について」

36 「最新鋭320列CT～普通のCTとここがちがう！」 放射線科部長 西田　宏人

リハビリテーション科医長

リハビリテーション副ｾﾝﾀｰ長

38 「正しく知ろう子供のてんかん」

39 「子供の発達　～小児科医の診
ミ

かた～」
40 「ジェネリック医薬品と上手につき合おう！」 薬剤部長 笹山　潔

41 「コツコツ“骨美人”のお話（薬・食事・運動）」 薬剤部副部長

42 「見えにくい、見えない方への薬の基礎知識」 薬剤師・健康食品管理士

43 「なるほどくすり箱　知って納得！！～健康食品と薬のおはなし」 骨粗鬆症マネージャー

44 「知らないと怖い！正しい薬の飲み方と飲みあわせ」

45 「知ってみよう臨床検査技師　仕事・検査について」

46 「血圧脈波検査と頸動脈エコーで動脈硬化の早期発見」

47 「超音波検査で何が見える？～検査前の注意点ほか」

※講演時間の目安は30分～60分程度です。一覧にない講演・演者希望など、お気軽にご相談ください。

検査部

神経内科医師神経内科

小児科 小児科医長

眼科 眼科部長 白尾　裕

放射線科
東　光太郎

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科

37 「リハビリについて」 井戸　一憲

中川　裕康

薬剤部
船戸　元子

検査部副部長 元地　進

脳神経外科
18 「脳ドックのすすめ～瑞々しい脳を保つには～」

光田　幸彦

形成外科 形成外科部長 池田　和隆

外科

副病院長
外科部長

中野　達夫

24 「大腸がんについて～検診のすすめと当院での治療」 尾島　英介

講師

内科
内科部長 善田　貴裕

腎臓内科医師腎臓内科

糖尿病内分泌センター 織田　展成

「糖尿病～自宅で気をつけてほしいこと」 高坂　美香
糖尿病
内分泌
センター

8
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　部門 No. 講演名
48 「健康いきいき　～今日からあなたもロコモ予防～」 理学療法士（副部長） 宮森　俊充

49 「運動始めて腰痛 ・ 膝痛予防」 理学療法士（主任） 畠山　幸夫

50 「安心して下さい　転倒予防できますよ」 理学療法士 判多　勇也

51 「認知症予防しませんか？」 作業療法士 竹田　はるか

52 「食事でむせることありませんか？」 言語聴覚士 穴田　亜希子

管理栄養士

日本糖尿病療養指導士

54 「減塩だけじゃない！？～食事からの降圧～」
管理栄養士
日本糖尿病療養指導士

白井　陽子

55 「骨コツ貯金　食事で骨粗鬆症予防」 管理栄養士 月村　彩乃

56
「知るから学ぶ！自分の理想栄養量は？
             ～何をどのくらい食べたらいいの？～」

管理栄養士 西　佳奈美

57 「Good Bye便秘　腸美人になろう！」 管理栄養士 長谷川　彩子

58 「基本を知ろう！介護保険と施設あれこれ」
医療福祉相談室主任
社会福祉士

鳥越　彩英子

59 「医療費の負担を軽くする方法」 社会福祉士 粟原　怜子

60 「身体障害者手帳って、どんなときにもらえるの？」 社会福祉士 今井　郁代

高坂　美香

荒井　明美

泉屋　裕一

看護部副師長

透析看護認定看護師

63 「感染予防は手洗いから」

64 「かんたん・便利　今日からの感染対策」 上島　雅子

65 「目でみよう！手洗いの効果」 江波　麻貴

66 「標準予防策ってなんじゃらほい？」

67 「今から知っておきたい、認知症のこと」 認知症看護認定看護師 川島　由賀子

68 「我慢しないで！がんの痛み～痛みでつらい思いをしていませんか？～」

69
「本当に怖いの？医療用麻薬
             ～医療用麻薬について誤解していませんか？～」

脳卒中リハビリテーション

看護認定看護師

※講演時間の目安は30分～60分程度です。一覧にない講演・演者希望など、お気軽にご相談ください。

看護部

62 「慢性腎臓病～気にしてますか塩分摂取量」 余田　昭彦

講師

地域医療連
携部

リハビリ
テーション
センター

西田　雅美53

感染管理認定看護師

70 柳　美知代

61 「備えあれば憂いなし～身につけよう心肺蘇生法」 看護師

「みんなで知ろう脳卒中～大切な家族を守るため知っておきたいこと～」

がん性疼痛看護認定看護師 加藤　あゆみ

「アンチエイジングと食事～食生活を考えて内側からキレイに」

栄養部



　(　勤務先　/　自宅　)

〒

※ 記入できる範囲でご記入下さい。ご不明な点は遠慮なくご相談下さい。

医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院

<申し込み・問い合わせ先>

出前講演申込書

広報室　TEL　076-252-2101　FAX　076-252-2102　

申込日　　年　　月　　日

講演
第２希望

催事名称

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

携帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail

ご担当者
連絡先

　No.　　　　　講演名
講演

第１希望

開催日時

第１希望

　平成 　　年 　　月　　 日　　 曜日

　午前/午後　　　　時　　　分　～　　　時　　　分　　　　講演時間（　　　　　　）分間

団体名

ご担当者名
（部署）

その他
連絡事項

　パソコン　　プロジェクタ　　スクリーン　　マイク　　　（可能なものに○）
使用できる

機材

開催趣旨
目的

対象・人数

会場名
住所

第２希望 　午前/午後　　　　時　　　分　～　　　時　　　分　　　　講演時間（　　　　　　）分間

開催日時 　平成 　　年 　　月　　 日　　 曜日

　No.　　　　　講演名


