
過去開催テーマ（バックナンバー）
日時 テーマ 部署

2017年02月16日 「腹腔鏡手術について」 手術室　看護師
2017年02月06日 「薬を飲まないと、どうなる？？」 薬剤部　薬剤師
2017年01月19日 「みんなでロコモ体操」 4病棟　看護師
2016年12月05日 「知って得！糖尿病Life」 栄養科　管理栄養士
2016年11月17日 「突発性難聴について」 東4病棟　看護師
2016年11月07日 「骨粗鬆症　あなたは大丈夫？」 整形外科外来　看護師

2016年10月03日 「こんにちは！訪問看護です」
訪問看護ステーション
訪問看護師

2016年09月15日
「なんだかフラフラする。意外と知らない貧血の種類と様々な症
状」

中央検査科　臨床検査技師

2016年09月05日
「入院から退院に向けて社会福祉士の関わり」－脳卒中で入院と
なった場合－

地域医療室　社会福祉士

2016年08月18日 「「地域包括ケア病棟」について」 5病棟
2016年07月14日 「「放射線業務　血管造影」について」 中央放射線科　診療放射線技師
2016年06月16日 「アロマテラピーで暮らしを豊かに」 マタニティ
2016年05月19日 「筋肉と歩行について」  リハビリ 
2016年04月14日 「アレルギー性結膜炎」について 眼科　視能訓練士
2016年03月07日 「加西病院の今」 総務課
2016年02月18日 「心臓リハビリについて」 6病棟
2016年02月01日 「安心して手術を受けて頂くために」 手術室
2016年01月21日 「薬の正しい使い方」 薬剤部
2015年12月17日 「ロコモティブ・シンドロームについて」 4病棟
2015年12月07日 「感染性胃腸炎について」 3病棟
2015年11月19日 「特定健診・特定保健指導とは」 栄養科
2015年11月02日 「脳梗塞再発予防のために」 東4病棟
2015年10月05日 「耳のお話し」 耳鼻科外来
2015年09月17日 「検査でわかる　動脈硬化症について」 中央検査科
2015年09月07日 「定期巡回 随時対応 訪問介護・看護サービスの紹介」 訪問看護ステーション
2015年08月13日 「せん妄って何かな？　－ご家族の方へ－」 5病棟
2015年07月16日 「CT と MRI のお話し　－身近なものを撮ってみました－」 中央放射線科

2015年06月18日
「日常生活の中で骨盤底筋を鍛えよう！＆マタニティ・ヨガの紹
介」

マタニティ

2015年05月21日 「せん妄について」 リハビリ
2015年04月16日 「緑内障について」 眼科　視能訓練士
2015年03月02日 「変わった！わかった！医療制度」 医事課
2015年02月19日 「サルコペニアについて」 栄養科
2015年02月02日 「薬の飲み間違い・飲み忘れ」 薬剤部
2015年01月15日 「透析について」 中央検査科
2014年12月18日 「放射線画像検査について」 中央放射線科
2014年12月01日 「今こそ孫育て」 マタニティ
2014年11月27日 「インフルエンザについて」 外来
2014年11月10日 「目の病気 加齢黄斑変性症について」 手術室

2014年10月23日
「あなたにしか救えない大切な命　－心臓突然死と一次救命装
置－」

ICLS委員会

2014年10月06日 「下肢閉塞性動脈硬化症と家庭でできるケア」 6病棟
2014年09月18日 「糖尿病について」 5病棟
2014年09月01日 「訪問看護について」 訪問看護ステーション
2014年08月14日 「認知症について」 東4病棟
2014年07月17日 「みんなでロコモ体操」 4病棟
2014年06月19日 「すい炎ってどんな病気？」 3病棟
2014年05月22日 「大人の筋力トレーニング」について リハビリ
2014年03月03日 「医療費が高額になったら～高額医療費制度～」 医事課
2014年02月20日 「慢性腎不全の栄養管理」 栄養科
2014年02月03日 「『糖尿病』放っておくと怖い病気です」 薬剤部
2014年01月16日 「検尿について」 中央検査科
2013年12月19日 「放射線について」 中央放射線科
2013年12月02日 「これでわかる！肝硬変の内服と食事」 3病棟
2013年11月28日 「認知症について」 外来
2013年11月11日 「全身麻酔について」 中材室
2013年10月07日 「慢性閉塞性動脈硬化症について」 6病棟
2013年09月19日 「睡眠時無呼吸症候群について」 5病棟
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2013年09月02日
「介護保険ってどんなもの？～自宅で介護が必要になった時困
らないために～」

地域医療室

2013年08月15日 「みんなでロコモ体操」 4病棟
2013年07月18日 「夏に危険脳梗塞」 東4病棟
2013年06月20日 「風疹について」 マタニティ
2013年05月23日 「健康なお口で元気にすごす」 言語聴覚士
2013年04月18日 「ヒトはなぜ近視化するのか？」 眼科   視能訓練士
2013年03月21日 「あなたの知らない加西病院 頼れる病院ナンデス！」 総務課
2013年03月04日 「日本人の食生活と塩について」 栄養科
2013年02月21日 「ジェネリック医薬品について」 薬剤部
2013年02月04日 「マイコプラズマ肺炎について」 中央検査科
2013年01月24日 「認知症の診断と脳血流シンチ」 中央放射線科
2012年11月22日 「最後まで自宅で過ごすために」 マタニティ
2012年11月05日 「加齢黄斑変性について」 外来
2012年10月18日 「涙道のお話し」 中材室
2012年09月20日 「心筋梗塞について」 6病棟
2012年09月03日 「これでもタバコ吸いますか？」 5病棟
2012年08月06日 「水虫について」 東4病棟
2012年07月19日 「骨粗鬆症について」 4病棟
2012年06月21日 「あなたの生活を支援します！」 地域包括支援センター
2012年06月04日 「乳がん検診を受けましょう」 3病棟
2012年05月24日 「認知症のはなし」 リハビリ
2012年04月19日 「アレルギーによる目の病気」 視能訓練士
2012年03月15日 「母乳と育児」 マタニティ
2012年03月05日 「薬について」 薬剤部
2012年02月16日 「脂肪肝ってどんな病気？」 3病棟
2012年02月06日 「ノロウイルスによる胃腸炎について」 中央検査科
2012年01月19日 「麻酔科外来について」 中央手術室
2011年12月15日 「OCT(光干渉断層計)について」 視能訓練士
2011年12月05日 「動脈硬化について」 6病棟
2011年11月17日 「医療費と賢く付き合う２つの方法」 医事課
2011年11月07日 「睡眠時無呼吸について」 5病棟
2011年10日03日 「早めに気づこうロコモティブ・シンドローム」について 4病棟
2011年09月15日 「NST（ｴﾇｴｽﾃｨｰ）栄養サポートﾁｰﾑってなぁに？」 NST
2011年09月05日 「急性期脳梗塞・スピードが命なんだよ！！」 救急
2011年08月18日 「口腔内の健康を考えよう」 東４病棟
2011年08月01日 「介護保険制度とケア・マネージャーの仕事」について 介護支援専門員協会
2011年07月21日 「転ばない為に出来る事」 リハビリ
2011年07月04日 「夏の子どもの事故防止（乳幼児）」 マタニティセンター
2011年06月16日 「ピロリ菌の除菌薬の治療について」 薬剤部
2011年06月06日 「まむし咬傷「症状と咬まれた時の処置」 3病棟
2011年05月20日 「胃炎や胃潰瘍の原因となるピロリ菌について」 中央検査
2011年04月21日 「痔の新治療法「ジオン注射」について」 中央手術室
2011年04月04日 「訪問看護を受けよう」 地域医療室
2011年03月17日 「腎不全について」 6病棟
2011年03月07日 「そうだったのか！加西病院 「統計からみる病院の現状」」 医事課
2011年02月17日 「腹臥位療法のすすめ」 腹臥位療法推進委員会
2011年02月07日 「新しいＣＴ装置について」 中央放射線科
2011年01月20日 「子供の感染症「RSウィルスについて」」 4病棟
2010年12月16日 「インフルエンザを知ろう」 外来看護部
2010年12月06日 「冬の乾燥から皮膚を守ろう」 東4病棟
2010年11月18日 「ドライアイについて」 眼科
2010年11月01日 「飲み込みの障害について」 リハビリ
2010年10月21日 「子宮がんについて」 マタニティ
2010年10月04日 「睡眠について」 薬剤部
2010年09月16日 「胃がんについて」 3病棟
2010年09月06日 「子宮頸がん検診を受けよう」 中央検査科
2010年08月20日 「本院における腹腔鏡下手術」 中央手術室

2010年08月02日
「介護で困らないために」
(講師 特定非営利活動法人ふきのとう 村上弘幸)

地域医療室

2010年07月15日 「心筋梗塞と狭心症について」 6病棟
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2010年07月05日 「乳がんとマンモグラフィ検診について」 中央放射線科
2010年06月18日 「糖尿病教育入院について」 5病棟
2010年06月07日 「医療費にまつわる7つの素朴な疑問」 医事課
2010年05月27日 「血尿のお話」 外来看護部
2010年05月20日 「腰痛について」 4病棟
2010年05月10日 「睡眠時無呼吸について」 中央検査科
2010年04月15日 「誤嚥予防について」 東4病棟
2010年04月05日 「食行動の改善と運動」 栄養科
2010年03月18日 「認知症と予防」 リハビリ
2010年03月01日 「今時のお産事情」 マタニティ
2010年02月18日 「薬についての疑問」 薬剤部
2010年02月08日 「手術室ってどんな所」 中材室
2010年02月01日 「脱水とその処置法」 3病棟
2010年01月21日 「輸血ってご存知ですか」 中央検査科
2009年12月17日 「介護に困っていませんか」 地域医療室
2009年12月07日 「心筋梗塞について」 6病棟
2009年11月19日 「医療費の深イイ話」 医事課
2009年11月02日 「うつ病について」 5病棟
2009年10月27日 「心電図って何が分るの？」 中央検査科
2009年10月15日 「放射線って大丈夫」 中央放射線科
2009年10月05日 「骨粗しょう症について」 4病棟
2009年09月17日 「健康食品についてパートⅡ」 栄養科
2009年09月07日 「糖尿病のお話」 外来看護部
2009年08月20日 「膝の話」 リハビリ
2009年08月03日 「脳梗塞について」 東4病棟
2009年07月23日 「子宮脱と尿もれについて」 マタニティ
2009年07月16日 「当院での白内障手術の流れ」 視能訓練士
2009年07月06日 「腹痛ってどんな病気？」 3病棟
2009年06月18日 「健康食品について」 栄養科

3 / 3 


