
医療者向け公開講座 
 

 2017年  

 

第 40回 感染症対策勉強会 2017.3.3 （中会議室） 

 「手術部位感染（SSI）に関するガイドラインについて～当院における抗菌薬

の使用状況を踏まえた～」 

                    青山 智 

 「抗菌薬適正使用における電子カルテ活用術」 

                    馬渕 成博 

 参加者 15名 

 

新人看護師教育研修 2017.5.11 （サルビア） 

「医療安全に関する知識（薬剤部）」 

                    後藤 千寿 

 参加者 46名 

 

第 43回 感染症対策勉強会 2017.7.7 （中会議室） 

 「TDM（薬物血中濃度）って知っていますか？～医療従事者が知っておくべ

きポイント～」 

                    青山 智 

 

第 45回 感染症対策勉強会 2017.9.15 （第 3会議室） 

 「菌血症，敗血症例の抗菌薬適正使用―ICTテーム介入事例から考える―」 

                    馬渕 成博 

 

第 48回 感染症対策勉強会 2017.12.8 （サルビア） 

 「感染症の小話」 

                    後藤 千寿 

  

 

 

 

 



 2016年  

 

医療従事者向け 2016.2.18 （中会議室） 

 「感染症について」 

                    山下 直樹 

 参加者 14名 

 

医療従事者向け 2016.3.3  （中会議室） 

 「ステロイドについて」 

                    伊藤 剛 

 参加者 18名 

 

第 33回 感染症対策勉強会 2016.7.1 （中会議室） 

 「どう使う！抗菌薬」 

                    馬渕 成博 

 参加者 17名 

 

第 37回 感染症対策勉強会 2014.11.4 （中会議室） 

 「消毒薬について」 

                    青山 智 

 参加者 12名 

 

 2015年  

 

医療従事者向け 2015.2.10 （サルビアホール）  

 「細菌のおはなし」 

 ～グラム染色、感受性検査、検査に要する日数、検体の扱い方、 

そして、細菌の性質と特徴～ 

                岐阜市民病院中央検査部 武藤敏弘 

 参加者 64名 

 

医療従事者向け 2015.2.18 （サルビアホール）  

 「効果的な抗菌薬の使い方と豆知識」 

                    川鍋 誠 

 参加者 26名 

 



医薬品学習会 2015.2.27 （サルビアホール） 

 「実践で役立つ中毒の知識」 

                大垣市民病院薬剤部長 森 博美 

 参加者 44名 

 

平成 27年度 新採用看護師研修会 2015.3.30 

 「薬剤の基礎知識（麻薬），薬剤部紹介・見学」 

                    小林 健司 

 参加者 27名 

 

研修医向け 2015.4.3 （中会議室） 

「処方薬と注射薬」 

                 佐橋 誠 

参加者 14名  

 

新人看護師向け 2015.5.7 （中会議室） 

「医療安全に関する知識（薬剤部）」 

                    後藤 千寿 

参加者 27名  

 

緩和ケア勉強会 Part 1 2015.6.11 （第 3会議室） 

「オピオイドの種類と副作用対策について」 

                    笹山 博士 

参加者 12名  

 

緩和ケア勉強会 Part 2 2015.6.26 （第 3会議室） 

「神経障害性疼痛の治療について」 

                    笹山 博士 

参加者 12名  

 

輸液ライン設計 2015.7.6 （サルビアホール） 

「輸液ラインの組み立てを考える」 

                   青西 伊都子 

参加者 59名 

 

 



I.Vナース向け 2015.7.9 （サルビアホール） 

 「平成 27年度院内研修トピックス ―薬剤使用と安全―」 

                    水井 貴詞 

参加者名 72名 

 

医療品・医療機器に関する医療安全学習会 2015.7.17 （サルビアホール） 

 「病院における医薬品・医療機器の医療安全対策」 

  独立行政法人医薬医療機器総合機構 

       安全第一部医療機器安全課 北山 裕子 

参加者 50名 

 

第 24回 感染症対策勉強会 2015.8.7 （中会議室） 

 「抗菌薬適正使用について」 

                    青山 智 

 参加者 16名 

 

I.Vナース向け 2015.9.8 （サルビアホール） 

 「平成 27年度院内研修トピックス ―薬剤使用と安全―」 

                    水井 貴詞 

参加者名 61名 

 

新人看護師，新人薬剤師向け 2015.10.6 （看護学校講堂） 

 「輸液ポンプ・シリンジポンプの適正使用と注射薬の配合変化」 

 参加者 30名 

 

I.Vナース認定プログラム（レベルⅡ） 2015.10.15 （中会議室） 

 「平成 27年度院内研修トピックス ―薬剤使用と安全―」 

                    水井 貴詞 

参加者名 25名 

 

I.Vナース向け 2015.10.15 （サルビアホール） 

「平成 27年度院内研修トピックス －麻薬について－」 

                    田中 和秀 

参加者名 56名 

 

 



 2014年  

 

第 10回 感染症対策勉強会 2014.1.10 （サルビア） 

 「洗浄・消毒・滅菌について」 

                    後藤 千寿 

 参加者 39名 

 

研修医向け 2014.4.1 （中会議室） 

「処方薬と注射薬」 

                 佐橋 誠 

参加者 15名  

 

新人看護師向け 2014.5.1 （中会議室） 

「医療安全に関する知識Ⅰ（医薬品編）」 

                    後藤 千寿 

参加者 32名  

 

第 14回 感染症対策勉強会 2014.7.4 （中会議室） 

 「抗MRSA薬の TDMについて」 

                    青山 智 

 参加者 23名 

 

第 16回 感染症対策勉強会 2014.9.5 （中会議室） 

 「抗菌薬に使い方」 

                    青山 智 

 参加者 18名 

 

I.Vナース向け 2014.9.25 （サルビアホール） 

 「平成 26年度院内研修トピックス ―薬剤使用と安全―」 

                    後藤 千寿 

参加者 176名  

 

新人看護師向け 2014.10.14 （中会議室） 

 「平成 26年度院内研修トピックス ―薬剤使用と安全―」 

                    後藤 千寿 

参加者 31名  



医療従事者向け 2014.10.21 （サルビアホール）  

 「輸液栄養勉強会 ～水電解質輸液から末梢輸液まで～」 

                    松本 匡史 

 参加者 46名 

 

新人看護師，新人薬剤師向け 2014.10.28 （看護学校講堂） 

 「注射薬の配合変化と輸液ポンプ・シリンジポンプの適正使用 

 参加者 46名 

 

I.Vナース向け 2014.11.4 （サルビアホール） 

 「平成 26年度院内研修トピックス ―薬剤使用と安全―」 

                    水井 貴詞 

参加者名 150名 

 

I.Vナース向け 2014.11.11 （サルビアホール） 

 「平成 26年度院内研修トピックス －麻薬について－」 

                    田中 和秀 

参加者名 179名 

 

I.Vナース向け 2014.11.26 （サルビアホール） 

 「平成 26年度院内研修トピックス －麻薬について－」 

                    田中 和秀 

参加者名 136名 

 

 2013年  

 

抗がん薬の曝露に関する勉強会 2013.5.14 （サルビアホール） 

参加者名 35名 

 

第 8回 感染症対策勉強会 2013.11.1 （中会議室） 

 「抗真菌薬について」 

                    青山 智 

 参加者 24名 

 

 

 



医薬品学習会 2014.7.19 （サルビアホール） 

 「アナタの常識は，ワタシの常識ではない!!」 

         山口大学附属病院薬剤部長 古川 裕行 

参加者名 112名 

 

 2012年  

 

医薬品学習会 2013.5.30 （サルビアホール） 

 「健康被害救済制度について」 

                       PMDA 

参加者名 148名 

 


