
平成３０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14日 10:45～11:45 土 これからの地域医療について 大谷院長 西日登高津寿会 木次町 西日登交流センター 55名

2 4月25日 13:30～14:30 水 薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 三刀屋町 三刀屋交流センター 11名

3 4月27日 13:30～14:30 金 薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 三刀屋町 中野多目的集会センター 11名

4 5月11日 13:30～14:30 金 認知症の理解と看取り 笠医師 市町村職員年金者連盟大東分科会 大東町 大東地域交流センター 50名

5 5月14日 14:00～15:00 月 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 八澤理学療法士 雲南市社会福祉協議会 三刀屋町 三刀屋健康福祉センター 10名

6 5月24日 13:30～14:30 木 薬の飲み方 吉野薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 三刀屋町 鍋山交流センター 10名

7 5月27日 9:30～10:30 日 薬の飲み方 本田薬剤師 佐世交流センター 大東町 苅山公会所 15名

8 5月28日 17:45～18:45 月 糖尿病について
本田薬剤師

内田保健師
あおぞら福祉会 大東町 あおぞらの家 25名

9 5月31日 16:00～17:00 木 糖尿病について 松浦保健師 ホタルハウス 大東町 ホタルハウス 20名

10 6月3日 13:30～15:30 日 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 加多納理学療法士 雲南聴障者協会 木次町 サンワーク木次 17名

11 6月12日 14:30～15:30 火 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 野津理学療法士 食育改善推進協議会雲南支部 木次町 チェリバホール 30名

12 6月17日 13:30～15:30 日
腰痛・ひざ痛・肩痛の予防

生活習慣病と食事

湯村理学療法士

内田保健師

藤原保健師

田中下自治会 大東町 田中下自治会 30名

13 6月19日 18:00～19:30 火 認知症について

遠藤医師

江角看護師

松崎看護師

毛利看護師

森山看護師

川本看護師

えがおの里 掛合町 えがおの里 25名

14 6月19日 13:30～14:30 火 薬の飲み方 上代薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 三刀屋町 飯石交流センター 10名

15 6月21日 14:30～15:00 木 糖尿病について 新田管理栄養士 あおぞら福祉会 大東町 野の花 25名

16 6月22日 10:00～11:00 金 薬の飲み方 本田薬剤師 雲見の里いいし 三刀屋町 中口公民館（三刀屋町多久和） 10名

17 6月25日 13:30～14:30 月 薬の飲み方 高木薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 三刀屋町 一宮交流センター 20名

18 6月27日 9:00～10:30 水 目の病気について 小野視能訓練士 久野地域振興会 大東町 段原公会所 10名

19 6月27日 14:00～16:00 水
多職種連携～顔のみえる医療介護連携を目指

して～
太田医師 雲南地域介護支援専門員協会 三刀屋町 三刀屋農村環境改善メインセンター 63名

20 6月27日 13:45～14:45 水 誤嚥とその予防について
佐野先生

清水認定看護師
木次里方寿会 木次町 斐伊交流センター 110名

21 6月28日 14:00～16:00 木 高血圧と薬の飲み方 本田薬剤師 加茂自主組織 加茂町 加茂交流センター 35名

平成31年3月31日　現在
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22 7月3日 10:00～11:00 火 医師からみた病院と地域のつながりの大切さ 坂口医師 下多根自治会 掛合町 下多根集会所 20名

23 7月5日 13:30～14:30 木 薬の飲み方 本田薬剤師 久野地域振興会 大東町 中組公民館？ 10名

24 7月13日 13:30～14:30 金
小児の食物アレルギー（アナフキラシーに

なったときの対処）
山口医師 木次こども園 木次町 木次こども園 10名

25 7月15日 10:00～11:00 日 薬の飲み方 本田薬剤師 東自治会婦人会 木次町 和郷会館 10名

26 7月20日 19:30～20:20 金
病院と地域のつながりの大切さ

医師からみた生活習慣病について

笠医師

坂口医師
幡屋交流センター 大東町 幡屋交流センター 60名

27 7月25日 10:00～11:30 水 嚥下障害・誤嚥について 清水認定看護師 南本町自治会老人会 大東町 南本町公民館 15名

28 8月21日 13:30～14:30 火 薬の飲み方 渡部薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 加茂町 かもてらす 11名

29 8月23日 13:30～14:30 木 薬の飲み方 吉野薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 加茂町 かもてらす 10名

30 8月23日 18:00～19:30 木 認知症について

遠藤医師

石田理学療法士

森山看護師

川本看護師

高橋理恵看護師

鳥谷看護師

毛利看護師

えがおの里 掛合町 えがおの里 20名

31 8月24日 19:00～21:00 金 働く男性の健康長寿

大谷院長

渡部保健師

江角看護師

海潮地区振興会福祉部 大東町 海潮交流センター 50名

32 8月25日 10:00～12:00 土
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 幡屋交流センター 大東町 中組会館 15名

33 8月25日 19:00～20:00 土 望む医療と看取り 太田医師 塩田地区振興会 大東町 塩田交流センター 20名

34 9月1日 19:00～20:30 土 これからの地域医療について 大谷院長 鍋山交流センター 三刀屋町 里坊交流館 35名

35 9月3日 13:30～14:30 月 薬の飲み方 上代薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 加茂町 かもてらす 11名

36 9月11日 10:00～11:00 火 赤ちゃん体操 濱村助産師 木次子育て支援センター 木次町 斐伊交流センター 20名

37 9月11日 10:00～12:00 火 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 稲田理学療法士 下熊谷ふれあい会 木次町 下熊谷交流センター 20名

38 9月11日 14:00～15:00 火 認知症について

遠藤医師

森山看護師

高橋理恵看護師

久野地域振興会 大東町 太聖集会所 13名

39 9月13日 14:00～15:00 木 これからの地域医療について 大谷院長 波多交流センター 掛合町 波多交流センター 16名

40 9月16日 9:30～11:00 日 救急医療について 坂口医師 三新塔交流センター 木次町 三新塔交流センター 35名

41 9月19日 13:30～14:30 水 薬の飲み方 吉野薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 加茂町 かもてらす 14名
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42 9月19日 10:20～11:30 水
医師からみた生活習慣病について

～検診から診る健康に生きるためのコツ～
太田医師 下佐世寿朗会 大東町 潤谷公会所 55名

43 9月23日 10:00～11:00 日 血糖、糖尿病について 本田薬剤師 刈山自治会サロン（佐世地区） 大東町 狩山公会所 15名

44 9月25日 10:00～11:00 火 薬の飲み方 本田薬剤師 多根交流センター 掛合町 上多根集会所 15名

45 9月28日 15：00～16：00 金

被災地での活動を通して

～一緒に考えよう、明日災害が起きたら！！

～

永瀬医師

高木薬剤師

濱田看護師

大坂看護師

藤原事務員

寺領小学校 木次町 寺領小学校　ランチルーム 70名

46 9月28日 16:00～17:00 金 感染症について 茂富認定看護師 みとやの郷 三刀屋町 みとやの郷 30名

47 9月28日 18:00～19:00 金 認知症について

遠藤医師

川本看護師

森山看護師

鳥谷看護師

毛利看護師

雲南市社会福祉協議会 三刀屋町 三刀屋健康福祉センター 20名

48 10月9日 11:00～12:00 火 薬の飲み方 本田薬剤師 舟津サロン 掛合町 舟津集会所 15名

49 10月12日 13:45～14:30 金 薬の飲み方 本田薬剤師 雲南市社会福祉協議会在宅福祉部 加茂町 かもてらす 10名

50 10月20日 13:30～14:30 土
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

藤原保健師
ラブッククラブ 加茂町 加茂総合センター　３階会議室 30名

51 10月23日 11:00～12:00 火 薬の飲み方 本田薬剤師 寿クラブ 木次町 湯村和の郷会館 35名

52 10月26日 18:30～19:30 金 臥床時の嘔吐処理について 茂富認定看護師 笑寿苑 加茂町 笑寿苑 30名

53 10月28日 9:30～15:00 日 健康相談 松浦保健師 久野地域振興会 大東町 上久野桃源郷 23名

54 10月28日 9:30～11:30 日 身体と心の健康
渡部保健師

内田保健師
海潮地区振興会福祉部 大東町 雲南市立海潮中学校 30名

55 10月31日 14:00～15:30 水 嚥下障害・誤嚥について 清水認定看護師 健康クラブ 木次町 下熊谷交流センター 15名

56 11月4日 10:00～14:00 日 市民健康相談糖尿病について

新田管理栄養士

佐藤検査技師

内田保健師

藤原保健師

木次ライオンズクラブ 木次町 木次小学校体育館 57名

57 11月6日 13:30～15:00 火
豊かな暮らしのために伝えよう！自分の望む

「医療」について
太田医師 健康すてっぷ 木次町 木次総合センター 15名

58 11月8日 17:45～19:15 木 褥瘡（床ずれ）予防について

大藤医師

西村看護師

吉岡看護師

藤原作業療法士

さくら苑 木次町 さくら苑 40名
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59 11月9日 15：00～16：00 金 感染症の予防 茂富認定看護師 簸の上園 大東町 簸の上園 16名

60 11月10日 9:30～15:00 土 健康相談 内田保健師 幡屋地区振興会 大東町 幡屋交流センター 46名

61 11月11日 10:00～11:00 日 DMATについて
高木薬剤師

藤原事務員
新市東上自治会 木次町 新市東上自治会公会所 20名

62 11月13日 13:30～15:00 火 認知症について

遠藤医師

神田舞看護師

藤原里恵看護師

高橋理恵看護師

久野地区振興会 大東町 下区公会所 15名

63 11月16日 10:00～11:00 金 白内障について 小野視能訓練士 里方寿会 木次町 斐伊交流センター 40名

64 11月16日 19:00～20:00 金 男の健康道場

大谷院長

渡部保健師

内田保健師

久野地区振興会 大東町 久野交流センター 72名

65 11月20日 10:00～11:30 火 腰痛・ひざ痛・肩痛の予防 太田理学療法士 南本町自治会老人会 大東町 南本町公民館 15名

66 11月21日 10:00～11:30 水

訪問介護士の方への

介護と医療の円滑な連携へー在宅患者の異変

を効果的に発見するには？

太田医師 雲南圏域訪問介護部会 木次町 JA島根雲南地区本部　第一会議室 30名

67 11月21日 13:30～15:00 水

訪問介護士の方への

介護と医療の円滑な連携へー在宅患者の異変

を効果的に発見するには？

笠医師 雲南圏域訪問介護部会 木次町 JA島根雲南地区本部　第一会議室 30名

68 11月30日 17:40～18:40 金 流行している感染症から身を守ろう 茂富認定看護師 ほっと大東 大東町 デイサービス新庄 40名

69 11月30日 19:00～21:00 金 医師からみた病院と地域のつながりの大切さ 太田医師 波多コミュニティ協議会 掛合町 波多交流センター 30名

70 12月4日 14:00～14:50 火 薬物乱用、薬の弊害について 渡部薬剤師 雲南市立吉田中学校 吉田町 吉田中学校 14名

71 12月6日 14:05～15:45 木 ふるさと教育

森脇医師

内田保健師

渡部薬剤師

加藤研修医

勝部事務員

阿用小学校 大東町 阿用小学校 11名

72 12月9日 10:00～11:00 日 食生活改善について 新田多智子管理栄養士 久野地区振興会 大東町 下組生活改善センター 50名

73 12月11日 15:00～16：30 火 認知症について

遠藤医師

古川看護師

川本看護師

高橋理恵看護師

坂口看護師

簸の上園 大東町 簸の上園 20名

74 12月13日 18:00～19:00 木 感染症の予防 茂富認定看護師 雲南市社会福祉協議会 三刀屋町 三刀屋健康福祉センター 33名
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75 1月16日 17:30～19:00 水 嚥下障害・誤嚥について 清水認定看護師 山楽園 掛合町 山楽園　会議室 12名

76 1月19日 10:15～11:00 土 目の病気について 小野視能訓練士 ふれあいいきいきサロン　おんぼら会 木次町 新市交流センター　研修室 15名

77 1月22日 17:30～19:00 火 嚥下障害・誤嚥について 清水認定看護師 山楽園 掛合町 山楽園　会議室 12名

78 1月23日 14:00～15:30 水 ふるさと教育

佐藤医師

毛利看護師

尾原看護師

常松検査技師

渡部薬剤師

菊地事務員

加茂小学校 加茂町 加茂小学校 43名

79 1月25日 14:15～15:45 金 ふるさと教育
矢壁敏宏

勝部事務員
阿用小学校 大東町 雲南市立病院 10名

80 1月29日 14:05～14：50 火 薬物乱用、薬の弊害について 渡部薬剤師 阿用小学校 大東町 阿用小学校 10名

81 1月31日 14:05～14：50 木 薬物乱用、薬の弊害について 渡部薬剤師 斐伊小学校 木次町 斐伊小学校 28名

82 2月5日 13:30～15:00 火 ふるさと教育

遠藤医師

神田看護師

川本看護師

山根作業療法士

掛合小学校 掛合町 雲南市立病院 31名

83 2月6日 10:00～11:00 水 薬の飲み方 本田薬剤師 三刀屋地区まちづくり協議会 三刀屋町 特別養護老人ホーム梅里苑 20名

84 2月7日 14:00～14:45 木 薬物乱用、薬の弊害について 渡部薬剤師 佐世小学校 大東町 佐世小学校　６年生教室 13名

85 2月8日 14:00～15:00 金
生活習慣病を防ぐ食事、高齢者に大切な食事

について
新田管理栄養士 塩田地区振興会　配食グループ 大東町 笹谷「なかよし会館」 11名

86 2月13日 10:00～11:00 水 薬の飲み方 本田薬剤師 三刀屋地区まちづくり協議会 三刀屋町 みとや世代間交流施設「ほほ笑み」 20名

87 2月13日 14:00～17:00 水
地域包括ケアから地域医療に求められている

こと
笠医師 雲南市医療介護連携室 三刀屋町 三刀屋交流センター 145名
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平成31年3月31日　現在

88 2月15日 14:00～16:30 金 救急処置について（学校で起きる怪我）

永瀬医師

原めぐみ看護師

石原看護師

藤原富夫事務員

雲南市教育研究会養護教諭部会 大東町 雲南市立病院 23名

89 2月27日 14:10～15:00 水 防煙について 本田薬剤師 三刀屋中学校 三刀屋町 三刀屋中学校　音楽室 52名

90 2月20日 16:00～17:00 水 安全な配薬方法について 高木薬剤師 みとやの郷 三刀屋町 みとやの郷　会議室 40名

91 2月20日 10:40～11:20 水 薬物乱用、薬の弊害について 本田薬剤師 掛合小学校 掛合町 掛合小学校　６年生教室 31名

92 2月22日 13:30～15:00 金 薬の飲み方 本田薬剤師 里方寿会 木次町 斐伊交流センター 40名

93 2月25日 14:05～14:55 月 防煙について 本田薬剤師 加茂中学校 加茂町 加茂中学校　ミーティングルーム 60名

94 2月26日 14:00～15:00 火 嚥下障害・誤嚥について 清水認定看護師 えがおの里 掛合町 えがおの里 32名

95 2月26日 13:40～14:25 火 薬物乱用、薬の弊害について 本田薬剤師 加茂小学校 加茂町 加茂小学校 43名

96 3月5日 14:00～15:00 火 嚥下障害・誤嚥について 清水認定看護師 えがおの里 掛合町 えがおの里 20名

97 3月14日 14:15～15:05 木 防煙について 本田薬剤師 大東中学校 大東町 大東中学校　メディアルーム 100名

98 3月12日 13:30～15:00 火 認知症について

遠藤医師

神田看護師

江角看護師

齋藤看護師

久野地区振興会 大東町 上組集落振興会館 14名

99 3月16日 10:00～12:00 土 ＡＥＤの使用法

大坂看護師

芝原看護師

原めぐみ看護師

石原看護師

小林放射線技師

北町自治会自主防災クラブ 大東町 北町公民館 20名

100 3月19日 17:40～18:40 火
小さな気づきが利用者の安全につながる

～多職種連携の介護職の役割
太田医師 ほっと大東 大東町 デイサービス新庄 30名

全100回 計2836名


