南部徳洲会病院
【出張無料 医療講話の御案内】
少しでも地域の皆様のお役に立てればと無料にて医療講話を実施いたしております。
医療講話の内容は下記の通りです。御希望する医療講話がございましたら御連絡下さい。
医 療 講 話 演 題

3 下肢静脈瘤について

講 師
赤崎 満 院 長
赤崎 満 院 長
赤崎 満 院 長

4 メタボッリクシンドロームについて

小渡輝雄内科部長 常務理事

39 膝関節の運動療法について

5 肝機能・腎機能について

小渡輝雄内科部長 常務理事

40 お薬の飲み方について

6 脳卒中について

嘉手苅勤副院長 脳外科部長

41 高血圧・脂質異常症・糖尿病の薬の話

7 頭部外傷について

嘉手苅勤副院長 脳外科部長

42 食事で免疫力アップ

8 心筋梗塞・狭心症について

川満克紀副院長 循環器内科部長

43 外食との付き合い方

9 肺がんを退治する方法

下地光好 胸部外科部長

44

1 生活習慣病と心臓血管の病気
2 動脈瘤について

医 療 講 話 演 題
36 沖縄の健康長寿復活へのかぎ

講 師
渡辺 信幸

こくらクリニック
院
長

37 心肺蘇生法（BLS)・ＡＥＤについて 看護師

16 ロコモティブシンドロームについて 砂川秀之 整形外科医長

51 沖縄県に多い糞線虫について

看護師
理学療法士
薬剤師
薬剤師
管理栄養士
管理栄養士
放射線技師
放射線技師
臨床工学士
臨床工学士
臨床工学士
検査技師
検査技師
検査技師

17 ばね指について～女性に多い～ 砂川秀之 整形外科医長

52 尿酸値（痛風）について

ゲノムコーディネーター

18 手足のしびれについて

砂川秀之 整形外科医長

53

家庭内血圧を測りましょう!! 高血圧について

ゲノムコーディネーター

19 新しい創傷処置について

玉城

聡 消化器外科部長

54

コレステロール値が高い!! 脂質異常症について

20 沈黙の臓器 すい臓について

玉城

聡 消化器外科部長

55 後期高齢者医療制度について

メディカルソーシャルワーカー
メディカルソーシャルワーカー

10 メタボッリクシンドロームについて 下地光好 胸部外科部長

38 高血圧について

マンモグラフィー検査で乳がんの早期発見

45 ＭＲＩ・ＣＴ検査について

11 動脈瘤について

瀬名玻栄信

心臓血管
外科医長

12 骨粗鬆症について

金城幸雄副院長

整形外科医

47 高気圧酸素治療について

13 頚部痛と肩こりについて

金城幸雄副院長

整形外科医

48 透析について

14 腰痛について

金城幸雄副院長

整形外科医

49 食中毒の季節がやって来た!!

15 膝の痛みについて

新垣宜貞 整形外科部長

人間は誰でも痔主予備軍
（痔のできかたと新しい治療法）

46 あなたは大丈夫？睡眠時無呼吸症候群

50 検査データの数値で何がわかるの？

渡邊 正俊 総合診療部長

56 介護保険について

22 乳がんについて

渡邊 正俊 総合診療部長

57 介護と訪問看護について

23 膀胱がんワクチンについて

泌尿器科部長

58

24 前立腺がんについて

向山秀樹
向山秀樹

泌尿器科部長

59

25 ＣＴ・ＭＲＩ検査について

大兼 剛 放射線科部長

60

26 肝臓がんについて

大兼 剛 放射線科部長

61

27 よく見られる皮膚病のはなし

富永 智 皮膚科部長

62

28 アトピーについて

富永 智 皮膚科部長

63

29 発展途上国の医療について

清水 徹郎

30 酸素とからだ

清水 徹郎

21

ゲノムコーディネーター

ケアマネジャー
医療費を抑えるポイント!!
大城 安之 医事課
交通事故!! 受診時・入院時の手続きについて 地域医療連携室
国民皆保険 医療保険の大切さ 地域医療連携室
後期高齢者医療制度について
地域医療連携室
夏バテを防ぐ食事とは
総務課（栄養士）
長寿食としての沖縄料理
総務課（栄養士）
スポーツと食事について
総務課（栄養士）
チンして出来る簡単料理!! (電子レンジの活用法) 総務課（栄養士）
手作りそば教室（食育について） 地域医療連携室
餃子教室（食育について）
地域医療連携室

31 認知症のお薬について

服部 真己

32 熱中症について

服部 真己

高気圧酸素
治療部長
高気圧酸素
治療部長
副院長
内科部長
副院長
内科部長

33 生活習慣病について

今西 康次

小児科部長

34 正しいウォーキングについて

今西 康次

小児科部長

68 認知症を予防するためには!!（笑いヨガ） 嘉数 世利子:認知症ケア専門士
グループホームひめゆり
69 移動介助、入浴介助のコツ
介護福祉士

小児の急な発熱の対応
解りやすく説明！こども救急ハンドブック

朝倉 秋乃

小児科医

70 楽しい踊り・三味線・体操

35

～病院で行う酸素カプセル治療～

64
65
66
67

グループホームひめゆり
介護福祉士

※ 上記の医療講話の内容で御希望する講話がありましたら御連絡下さい。日程を調整いたします。
※ 遠方及び日曜・祝祭日については、お断りする場合も御座いますのでご了承下さい。
※ 上記以外の医療講話を御希望でしたらご相談下さい。

問合先 ： 南部徳洲会病院
℡ ０９８‐９９８‐７８０３

担当

古波津

FAX ０９８－９９８－７８１４

