
独立行政法人　国立病院機構

呉医療センター・中国がんセンター
� 地域医療連携室

〒737-0023　　広島県呉市青山町3− 1

� TEL�0823−22−3816��
� FAX�0823−22−3175

renkei@kure-nh.go.jp
http://www.kure-nh.go.jp/

E-mail
U R L
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地域医療研修センター研修会・勉強会のご案内

第4回呉国際医療フォーラム（K−INT）開催のお知らせ
　平成23年７月22日㈮～７月24日㈰に開催されるK−INTの日程表・ポスターをご参照ください。
医療従事者の方であればどなたでも参加は自由です。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

平成23年７月１日発行

平成23年

月号７

平成23年７月28日㈭　19：00～

「肺塞栓症」
� 循環器科医長　田村　　律

症例１「下垂足をきたした２症例」
� 神経内科医師　同道　頼子
症例２「NBIが術前診断に有用であった早期直腸癌の１例」
� 消化器科医師　平田真由子

呉医療センター外来管理棟４階　地域医療研修センター１･２

内科オープンカンファレンス

日　　時

場　　所

医長講義

ご予約に際して

※初診で紹介の場合、患者さんの健康保険証の医療機関をお問い合わせさせて頂いておりま
すので、ご理解とご協力を何卒お願いします。

　当院診療科の医師が事前に患者さんの情報を把握し円滑な診療をさせて頂くために、ご予約をお
取りになられる際は、「診療申込書」と共に「診療情報提供書（紹介状）」も一緒に付けてFAXで
予約頂くようお願い申し上げます。

連携だより



救急外来へのご紹介について

がんサロンのご案内

「波と風ネットワーク」について

　救急車で搬送する患者様のご紹介は、救命救急センター医師が症状等を直接お伺いさせていただ
きますので、「救急外来受付」まで電話でご連絡いただきますようお願い申し上げます。

　７月８日㈮　別紙ポスターの通り、「がんサロン」を開催します。

　「波と風ネット」の運用を平成23年３月22日より開始しております。
　インターネット接続端末（WindowXp以上）であれば、画像を含めた電子カルテ情報が閲覧でき
ます。「波と風ネットワーク」に申し込まれる方は運用講習会参加が必須事項となっております。

「波と風ネット」
運用講習会のお知らせ

●運用講習会へのご参加は「参加申込書」に必要事項をご記入の上、事前にＦＡＸに
てお申し込み下さい。講習会聴講のみの方も受け付けております。

●呉医療センターホームページにも「波と風ネットワーク」の申込み各種様式も載せ
ております。

●次回の運用講習会は10月を予定しています。診療・検査予約がオンライン上で可能
となり、体温表等も参照できる新しい機能のお知らせをします。

呉医療センター外来管理棟４階　地域医療研修センター１･２

平成23年７月19日㈫　19：00～20：00

「呉医療センター地域医療連携室　貫目」まで。
TEL　0823 − 22 − 3111（代表）
FAX　0823 − 22 − 3175
E-mail　kanme@kure-nh.go.jp　

「波と風ネットワーク」に関する直接のお問い合わせは

17：15～８：30　　☎0823−23−1020土・日および夜間

平日昼間 ８：30～17：15　　☎0823−22−3111 

日　　時

場　　所



July 22, 23, 24
AT National Hospital Organization

Kure Medical Center /
Chugoku Cancer Center

THE 4th KURE
INTERNATIONAL 
MEDICAL FORUM(K-INT)

IN 2011 ENDOSCOPIC SURGERY IN ASIA
─ Current issues and future perspective ─

◦会　　長：上池　渉（院長）
◦開催期間：2011年7月22㈮・23㈯・24日㈰
◦開　　催：�国立病院機構呉医療センター・�

中国がんセンター
◦会　　場：�呉医療センター4F�

地域医療研修センター

【問い合わせ先】〒737-0023  呉市青山町3－1 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター内  呉国際医療フォーラム事務局
TEL：0823-22-3111　FAX：0823-21-0478

第4回
呉国際医療
フォーラム



第４回呉国際医療フォーラム 
The 4th Kure International Medical Forum (K-INT) 

アジアにおける“内視鏡外科治療” 
— 現状と将来展望 — 

ENDOSCOPIC SURGERY IN ASIA 
Current issues and future perspective 

2011年 7月 22日（金曜日）、23日（土曜日）、24日（日曜日） 
独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター内 

４階 地域医療研修センター 
〒737-0023呉市青山町 3-1 Tel:0823-22-3111, Fax:0823-21-0478 

 
<日程表> 
7月22日(金曜日) 
１）開会式          16:30 – 16:45 
  祝辞   呉市長         小村 和年 
      呉市医師会長        豊田 秀三 
  開会宣言  第4回K-INT会長       上池 渉 
 
２）シンポジウム１  ”胸腔鏡手術”     16:45 – 18:15 
       座長 呉医療センター・中国がんセンター   山下芳典 

 講演  １）呉医療センター・中国がんセンター    原田洋明 
    ２）安佐市民病院         向田秀則 
    ３）広島大学病院         宮田義浩 
    ４）タイラジャビチ病院       Wittawat PIBUL 
    ５）ソウル国立大医科大学       Sanghoon JHEON 

６）ベトナムチョ・レイ病院      Bui An THO 
 
３）イブニングセミナー       18:15 – 19:15 
       座長  呉医療センター・中国がんセンター   吉川幸伸 
  演者  呉医療センター・中国がんセンター    繁田正信 
           協賛  武田薬品工業株式会社 
 
４）会長招宴 （呉阪急ホテル）      19:00 – 21:00 
 
 
7月23日(土曜日) 
５）午前の部 （9:00 – 11:30） 
 サテライト会議        9:00 – 10:00 

“タイにおける胎児奇形登録システム構築のための日タイ国際会議” 
＜休憩＞ 

 
シンポジウム２ ”小児に対する内視鏡手術”   10:30 – 11:45 

座長  兵庫医科大学        奥山宏臣 
  講演 １）香川小児病院         夫 敬憲 
    ２）岡山医療センター        高橋雄介 
    ３）タイクイーンシリキット小児病院     Wannisa POOCHAROEN 
    ４）タイクイーンシリキット小児病院     Maitree ANUNTKOSOL 
    ５）兵庫医科大学         奥山宏臣 



６）ランチョンセミナー       12:00 – 13:00 
座長  呉医療センター・中国がんセンター   吉川幸伸 

  演者  徳島大学／北里大学       白坂哲彦 
           協賛  大鵬薬品工業株式会社 
 
７）全体写真撮影 
 
８）午後の部 （13:30 – 16:00） 
シンポジウム３ ”腹腔鏡手術” 
前半           13:30 – 14:45 

座長  広島大学病院        岡島正純 
  講演 １）呉医療センター・中国がんセンター    清水洋祐 
    ２）広島大学病院         恵木浩之 
    ３）マレーシアマラヤ大学       Kin-Fah CHIN 
    ４）タイラジャビチ病院       Vachira JANTHAKUN 
    ５）タイラジャビチ病院       Sa-Ard TREEPONGKARUNA 

＜休憩＞ 
後半           15:00 – 16:00 

座長  大阪大学大学院       中島清一 
講演５）県立広島病院         池田 聡 

  ６）大阪大学大学院       中島清一 
   ７）台湾ベテラン総合病院    Hwei-Ming WANG 
   ８）シンガポール大学病院       Davide LOMANTO 
 
９）第4回K-INT応援        16:15 – 16:45 
    呉医療センター付属看護学校応援団  （応援団、ベル演奏） 
    呉市民ボランティア     （音戸の舟歌、ダンス） 
 
１０）閉会式          17:00 – 17:10 
    第4回K-INT副会長       杉田 孝 
 
１１）さよならパーティー（第３研修室 ２０人程度） 17:30 – 18:30 
  挨拶  第4回K-INT副会長       森脇克行 
    各国招待者代表 
    第4回K-INT会長        上池 渉 
 
 
7月24日(日曜日)         10:00 – 16:00 
 地域医療視察   討論会  “第5回K-INTにむけて”  於）宮島 
       座長  第4回K-INT事務局長      谷山清己 

備考 ・公用語は英語です
（初日の開会式祝辞、２日目ランチョンセミナーと応援団歌は、日本語）

・参加事前登録を推奨します（当日参加可能 ）

・問い合わせ先呉国際医療フォーラム事務局 担当 入江 恵美 ／ 岸田 直子
〒 呉市青山町





地域医療研修センター定期講演会 

 

 

問い合わせ 

 〒737-0023 呉市青山町3番1号 

 独立行政法人国立病院機構 

 呉医療センター・中国がんセンター 

 管理課  TEL(0823)22-3111 

    緩和ケア最前線 

  緩和ケアの目標はＱＯＬの向上です。ＱＯＬが向上すれば、予後に良い影響を

与えるのではないかと言われてきました。昨年、「がん診断早期より、がん治療と

共に緩和ケアを開始すると、生存期間の有意な延長が認められた。」という  前

向きな試験結果が論文発表されました。早期からの緩和ケアの必要性が  再認

識されました。緩和ケアの最前線に立つ専門家として、緩和ケアの最新の知見と

共に、新規発売薬剤の使い方のちょっとしたコツについて、お話しします。 

 砂田 祥司 
   すなだ    しょうじ  

呉医療センター・中国がんセンター 緩和ケア科科長 

 平成23年７月２０日（水）18時30分～19時

呉医療センター・中国がんセンター 

◆当講演会は、院内外を問わず、医療関係者すべての方を対象とさせてい

ただいております。お気軽にご参加下さい。 

講師 

日時 

場所 

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

 座長 呉医療センター・中国がんセンター 内科系診療部長  

  なかの     きくお  

 中野  喜久雄  

～新規発売薬剤の使い方のコツ～



 

 
 

連絡先：〒737-0023 呉市青山町３番１号 

    国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 管理課 石田 

℡(0823)22-3111   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kure-nh.go.jp/ 

        ＜医師・看護師・コメディカル向け研修会＞ 
 

「静脈血栓塞栓症(VＴＥ) 

 ―予防と診断・治療のアップデート」 

平成２３年７月１３日（水）  

    １８時００分 ～ １９時００分 

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

   外来管理棟４階 地域医療研修センター１・２ 

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

 

   副院長 杉田 孝  

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

 

   副院長・中央手術部長   森脇 克行 

日 時 

場 所 

座 長 

講 師 

2004年にVＴＥ予防管理料の新設，予防ガイドラインの公表が行われ，わが国 

の周術期VＴＥの発生率は低下してきたと報告されています．しかし，未だに 

VＴＥによる死亡は少なくありません．予防ガイドラインは2009年に改定され，

最近フォンダパリヌクスや低分子ヘパリンなど新しい薬物も使用できるように 

なりました．本講演ではVＴＥの基礎知識を整理し，アップデートを行います． 


