
平成２９年度 雲南市立病院医療出前講座実績

No. 日にち 時間 曜日 講座名 派遣職員 依頼先 地区 ところ 参加人数

1 4月18日 14:00～15:30 火 認知症について 松浦保健師 久野地域振興会 大東町 上組公民館 12名

2 4月26日 19:00～20:00 水 女性の健康予防について 松浦保健師 下久野　婦人会 大東町 どんぐり公民館 10名

3 6月5日 14:30～15:50 月 生活習慣病を防ぐ食事 新田管理栄養士 雲南市食生活改善推進協議会（健康づくり政策課）木次町 チェリバ　３階大会議室 35名

4 6月22日 13:30～15:00 木 認知症について

遠藤医師

森山看護師長

鳥谷看護副師長

雲南市社会福祉協議会 加茂町 加茂健康福祉センター 21名

5 6月22日 19:30～20:30 木
若い方からお年寄りまで健康に過ごすための

よい生活をアドバイスします！！
松浦保健師 幡屋地区健康を守る会 大東町 幡屋交流センター 30名

6 6月22日 13:30～14:30 木 お薬の飲み方 上代薬剤師 雲南市社会福祉協議会 大東町 久野交流センター 20名

7 6月23日 13:30～14:30 金 お薬の飲み方 渡部薬剤師 雲南市社会福祉協議会 大東町 佐世交流センター 16名

8 6月25日 14:00～15:00 日 腰痛・ひざ痛・肩痛予防 土江理学療法士 下町サロン 三刀屋町 奥井さん宅 8名

9 6月25日 10:00～12:00 日 お薬の飲み方 本田薬剤師 雲南視聴障者協会 大東町 大東地域交流センター 15名

10 6月25日 10:00～12:00 日 認知症について 笠医師 三刀屋地区まちづくり協議会 三刀屋町 三刀屋総合センター 30名

11 6月29日 16:00～17:00 木 褥瘡・白癬の基礎知識と対策

大藤医師

西村看護師長

吉岡副師長

みとやの郷 三刀屋町 みとやの郷　会議室 36名

12 6月30日 13:30～14:30 金
若い方からお年寄りまで健康に過ごすための

よい生活をアドバイスします！！
松浦保健師 地域自主組織　日登の郷 木次町 日登交流センター 30名

13 7月19日 10:00～11:30 水 高齢者に大切な食事について 大島管理栄養士 大東町南本町千歳会 大東町 大東町南本町公民館 17名

14 7月19日 10:00～11:30 水 地域医療と訪問介護事業所との連携 太田医師 雲南地域訪問部会 三刀屋町 三刀屋健康福祉センター 40名

15 7月19日 13:30～15:00 水 地域医療と訪問介護事業所との連携 笠医師 雲南地域訪問部会 三刀屋町 三刀屋健康福祉センター 40名

16 7月21日 19:30～20:30 金 看取りと訪問診療について
太田医師

笠医師
幡屋地区振興会 大東町 幡屋交流センター 50名

17 7月25日 13:30～14:30 火 お薬の飲み方 吉野薬剤師 雲南市社会福祉協議会 大東町 幡屋交流センター 15名

18 7月26日 13:30～14:30 火 お薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会 大東町 海潮交流センター 16名

19 7月27日 10:00～11:00 木 腰痛・ひざ痛・肩痛予防 落合理学療法士 波多コミュニティ協議会 掛合町 波多交流センター 16名

20 8月17日 13:30～14:30 木 お薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会 大東町 春殖交流センター 13名

21 8月24日 18:00～19:00 木
介護施設におけるMRSA,ESBL保菌者の対応を

学ぶ
茂富認定看護師 雲南市社会福祉協議会 掛合町 えがおの里 17名

22 8月28日 14:00～16:00 月 生活習慣病について

笠医師

渡部保健師

藤原保健師

加茂まちづくり協議会 加茂町 加茂交流センター 20名

23 8月29日 14:00～15:00 火 腰痛・ひざ痛・肩痛予防 熱田理学療法士 いきいきサロンむつみ会 木次町 木次町新市上集会所 16名

平成30年3月31日現在
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24 9月14日 13:30～15:30 木
腰痛・ひざ痛・肩痛予防

嚥下障害・誤嚥について

吉岡理学療法士

角作業療法士

佐々田言語聴覚士

雲南市地域包活支援センター 加茂町 加茂健康福祉センター（かもてらす） 20名

25 9月19日 14:00～15:00 火 医師からみた生活習慣病について 太田医師 三新塔あきば協議会 木次町 三新塔交流センター 40名

26 9月25日 13:30～14:30 月 お薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会 大東町 阿用交流センター 16名

27 9月26日 13:30～15:30 火
腰痛・ひざ痛・肩痛予防

嚥下障害・誤嚥について

吉岡理学療法士

藤原作業療法士

佐々田言語聴覚士

雲南市地域包活支援センター 木次町 木次健康福祉センター 20名

28 10月4日 14:00～16:00 水 住み慣れた地域で健康に過ごす 笠医師 川北寿会、川北イキイキ、西廻いきいきサロン大東町 幡屋交流センター 30名

29 10月22日 9:00～11:30 日 うしおまつりでの健康相談
藤原保健師

藤原事務
海潮地区振興会　福祉部 大東町 雲南市立海潮中学校 50名

30 10月23日 13:30～14:30 月 お薬の飲み方 吉野薬剤師 雲南市社会福祉協議会 掛合町 吉田健康福祉センター 14名

31 10月25日 11:00～12:00 水 高齢者に大切な食事について 江角管理栄養士 湯村寿クラブ 木次町 湯村和の郷会館 35名

32 10月25日 13:30～14:30 水 お薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会 掛合町 多根交流センター 15名

33 10月26日 14:00～15:00 木 高齢者に大切な食事について 新田管理栄養士 木次町寿クラブ連合会 木次町 チェリバホール　３階大会議室 60名

34 10月26日 13:30～14:30 木 お薬の飲み方 上代薬剤師 雲南市社会福祉協議会 掛合町 吉田ふるさとセンター 14名

35 10月29日 午前中 日 桃源郷祭りでの健康相談
藤原保健師

藤原事務
久野振興協議会 大東町 清流の館 61名

36 10月29日 10:00～14:00 日 糖尿病について

永瀬看護師

佐藤臨床検査技師

渡部薬剤師

長谷川管理栄養士

木次ライオンズクラブ 木次町 市立木次小学校体育館 60名

37 11月6日 15:00～16:00 月 腰痛・ひざ痛・肩痛予防 菅田理学療法士 吉田地区振興協議会 吉田町 上町集会所 10名

38 11月8日 19:00～21:00 水 男の健康道場（がん予防について）
大谷院長

松浦保健師
久野地区振興会 大東町 久野交流センター 75名

39 11月13日 13:30～14:30 月 お薬の飲み方 渡部薬剤師 雲南市社会福祉協議会 吉田町 吉田健康福祉センター 16名

40 11月15日 10:00～11:00 水 目の病気について 小野視能訓練士 久野地域振興会　いきいきサロン「ぼちぼち」大東町 下久野交流センター 10名

41 11月15日 10:00～12:00 水 在宅医療の現状と住民にできること 太田医師 三刀屋地区まちづくり協議会 三刀屋町 ほほ笑み 35名

42 11月16日 19:30～20:40 木 がん予防
大谷院長

渡部保健師
海潮地区振興会　福祉部 大東町 海潮交流センター 60名

43 11月17日 13:30～14:30 金 お薬の飲み方 上代薬剤師 雲南市社会福祉協議会 掛合町 好老センター 13名

44 11月20日 13:30～14:30 月 お薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会 掛合町 入間コミュニティセンター 13名

45 11月22日 10:00～11:00 水 目の病気について 小野視能訓練士 久野地域振興会　いきいきサロン「こぶし」 大東町 下組センター 8名
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46 11月23日 10:00～12:00 火 地域医療の現状と今後の在宅について
太田医師

笠医師
大東地区福祉委員会 大東町 大東交流センター 102名

47 11月28日 10:00～11:00 火 目の病気について 小野視能訓練士 久野地域振興会　いきいきサロン「和輪話」 大東町 日向生活改善センター 12名

48 12月5日 18:00～19:00 火 高齢者・障がい者施設における感染症対策 茂富認定看護師 加茂福祉会 加茂町 かもてらす 70名

49 12月5日 10:00～11:00 火 目の病気について 小野視能訓練士 久野地域振興会　いきいきサロン「まめな会」大東町 下圧公会所 10名

50 12月11日 13:30～14:30 月 お薬の飲み方 吉野薬剤師 雲南市社会福祉協議会 木次町 高齢者コミュニティセンター 13名

51 12月12日 18:00～19:00 火 高齢者・障がい者施設における感染症対策 茂富認定看護師 加茂福祉会 加茂町 かもてらす 70名

52 12月14日 13:30～14:30 木 お薬の飲み方 渡部薬剤師 雲南市社会福祉協議会 木次町 温泉交流センター 13名

53 12月16日 10:00～12:00 土 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 吉岡理学療法士 幡屋中組自治会 大東町 中組会館 15名

54 12月22日 13:30～14:30 金 お薬の飲み方 高木薬剤師 雲南市社会福祉協議会 木次町 斐伊交流センター 11名

55 1月7日 10:00～12:00 日 病院建設について 小川病院建設事務 佐世地区宮上自治会 大東町 宮上自治会館 40名

56 1月16日 13:30～14:30 火 お薬の飲み方 上代薬剤師 雲南市社会福祉協議会 木次町 新市交流センター 19名

57 1月18日 14:00～16:00 木 ふるさと教育

奥田医師

上田研修医

鶴原看護師

小野視能訓練士

渡部薬剤師

勝部事務員

阿用小学校 大東町 阿用小学校 13名

58 1月19日 10:00～12:00 金 嚥下障害・誤嚥について 清水認定看護師 ふれあいいきいきサロン 木次町 新市交流センター 16名

59 1月21日 10:00～11:30 日 認知症について 笠医師 雲南市社会福祉協議会 三刀屋町 飯石交流センター 70名

60 1月22日 13:30～14:30 月 お薬の飲み方 渡部薬剤師 雲南市社会福祉協議会 木次町 三新塔交流センター 8名

61 1月23日 13:30～14:30 火 お薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会 木次町 西日登交流センター 8名

62 1月26日 14:00～16:00 金 ふるさと教育

永瀬医師

松浦保健師

原看護師

常松臨床検査技師

渡部薬剤師

勝部事務員

加茂小学校 加茂町 加茂小学校（視聴覚室） 56名

63 1月30日 10:45～11:35 火 薬物乱用防止教室 渡部薬剤師 吉田中学校　1年生 吉田町 吉田中学校 10名

64 1月31日 14:05～14:50 水 薬物乱用防止教室 渡部薬剤師 斐伊小学校　6年生 木次町 斐伊小学校 20名
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65 1月31日 19:00～21:00 水 これからの雲南市立病院

松井事業管理者

秦副事業管理者

石原事務部長

太田医師

勝部事務員

大東町東町公民館管理運営委員会 大東町 東町公民館 50名

66 2月6日 14:15～15:05 水 防煙・禁煙について 本田薬剤師 西日登小学校　５・６年生 木次町 西日登小学校教室 16名

67 2月8日 14:00～15:00 木 医師からみた生活習慣病について 太田医師 新市いきいき会 木次町 新市交流センター 20名

68 2月9日 13:30～14:30 金 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 長谷川理学療法士 春殖交流センター 大東町 春殖交流センター 40名

69 2月15日 14:00～14:45 木 薬物乱用防止教室 上代薬剤師 田井小学校　5,6年生 吉田町 田井小学校 12名

70 2月16日 14:00～14:45 金 薬物乱用防止教室 渡部薬剤師 佐世小学校　6年生 大東町 佐世小学校 15名

71 2月20日 15:00～15:50 木 防煙・禁煙について 本田薬剤師 加茂中学校　1年生 加茂町 加茂中学校　ミーティングルーム 65名

72 2月21日 13:00～14:30 水
耳鼻咽喉科の先生に教わる、耳よりなお話し

～聞こえの低下や耳鼻科の病気について～
佐野医師 里方寿会 木次町 斐伊交流センター 35名

73 2月22日 13:45～14:15 木
地域における多職種連携について…大東町よ

り発信！
太田医師 大東町介護サービス事業所連絡会 大東町 雲南市社会協議福祉会大東支所2階 20名

74 2月27日 10:00～11:00 火
乳幼児期によくみられる病気

～小児救急にかかる前に～
山口医師 雲南市妊婦サロン 大東町 大東健康福祉センター　機能訓練質室 40名

75 2月28日 15:10～16:00 水 防煙・禁煙について 本田薬剤師 三刀屋中学校　1年生 三刀屋町 三刀屋中学校　音楽室 56名

76 3月7日 10:30～11:30 水 住み慣れた地域で健康に過ごす 大谷院長 躍動鍋山 三刀屋町 紺屋 42名

77 3月8日 10:30～11:30 木 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 吉岡理学療法士 雲南市社会福祉協議会　大東支部 大東町 大東健康福祉センター　機能訓練質室 20名

78 3月14日 14:15～15:05 水 防煙・禁煙について 本田薬剤師 大東中学校　1年生 大東町 大東中学校　メディアルーム 93名

79 3月21日 19:00～20:00 水
腰痛・ひざ痛・肩痛の予防、車椅子の正しい

使い方
田中理学療法士 大木原自治会 大東町 大木原公民館 30名

80 3月28日 18:00～19:30 水 特老での看取り、ターミナルケア 竹田認定看護師 特別養護老人ホーム笑寿苑 加茂町 笑寿苑 40名

全80回 計2368名

大東町 33
木次町 19
加茂町 8
三刀屋町 9
掛合町 7
吉田町 4
計 80


