
西牟婁郡医師会 行事･事業等(案内) カレンダー (詳細は西牟婁郡医師会事務局へお問い合わせください。℡0739-42-2067) 

７月期                                                            (敬称略) 
 日 (曜 日) 時  場  所  事 業 内 容 

 ７ ㈯ 
14:50-16:00 

糖尿病懇話会 
;ガーデンホテルハナヨ
℡0739-26-0874 

紀南糖尿病懇話会  ｢病態に応じた糖尿病治療選択｣            ※生涯教育 1単位 

＝福原淳範 大阪大学大学院准教授 
三医師会共催 ※MSD㈱ ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 寿製薬㈱  製品紹介｢スージャヌ配合錠について｣ 

 １２ ㈭ 
14:30-15:30 

肝臓病教室 
 ;南和歌山医療ｾﾝﾀｰ  
℡0739-26-7050 

肝臓病教室(第 3回)      (※9/13㈭に第 4回を行います。) 
(最新のウイルス性肝炎の治療法や、メタボと脂肪肝について、など肝臓病についてのお話し) 
※問℡0739-26-7063(南和歌山医療ｾﾝﾀｰ 地域医療連携室) 

 １２ ㈭ 
10:00-16:30 

実務者研修会 
 ;プラザホープ4F  
℡073-425-3335 

継続学習制度 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース)    受講料 7,200円 
｢産業廃棄物処理の基礎、産業廃棄物の委託処理と委託契約、産業廃棄物管理票･帳簿、質疑応答、修了証交付｣ 
※問℡073-435-5600 (和歌山県産業資源循環協会) 

 １４ ㈯ 
14:30-15:30 

協議会 
 ;県医師会会議室  

郡市医師会 救急･災害医療担当理事連絡協議会     ※問℡073-424-5101(和歌山県医師会) 
○県医師会の災害医療体制、○緊急通報安否確認システム、○郡市医師会からの提出議題、ほか 

 １８ ㈬ 
14:00～ 

糖尿臓病教室 
 ;南和歌山医療ｾﾝﾀｰ  
℡0739-26-7050 

糖尿病教室      (※9/19㈬には、｢糖尿病とお薬の関係｣などを行います。) 
(糖尿病と口の病気 、運動してよくなろう糖尿病 、一緒に 1日 1600Kcalの献立を考えてみよう) 
※問℡0739-26-7065 (南和歌山医療ｾﾝﾀｰ 地域医療連携室) 

 １８ ㈬ 
17:00-18:45 

教授就任記念講演会 
;和医大病院 臨床講堂  
℡073-447-0711 

和医大 医学部教授就任記念講演会   
｢和歌山県の総合診療の未来を拓く｣=廣西昌也 紀北分院内科教授 
｢質量分析法の高度化と環境･バイオ分野への応用｣=茂里康 教養･医学教育講座教授 
｢生活習慣病に対する生理学徒の挑戦｣=中田正範生理学第２講座教授 
※問℡073-441-0711 (和医大 事務局総務課) 

 ２１ ㈯ 
14:30-17:30 

研修会 
;御坊商工会議所  
℡0738-22-1008 

㍻ 30年度 胃がん(内視鏡)検診従事者研修会        ※問℡073-424-5101(和歌山県医師会) 
概況説明＝和歌山県における胃がんの状況について＝和歌山県健康推進課 
講演｢胃内視鏡検診の精度管理｣=松浦英夫 和歌山市保健所地域保健課長､ 高垣沙也佳 技術副主任 

｢対策型胃内視鏡検診のあり方、現状と課題｣=井口幹崇 和医大内科学第二講座講師 、・質疑応答                      

 ２８ ㈯ 
14:00-17:00 

フォーラム 
;和歌山商工会議所4F 
大ホール 

第 1回 産業医スキルアップ専門研修            ※問℡073-424-5101(和歌山県医師会) 
｢メンタルヘルス不調者への対応｣=岩根幹能氏  
｢労働安全衛生行政について｣=宮下康彦 和歌山労働局健康安全課長  
｢職場における受動喫煙防止について｣=森岡郁晴 和医大保健看護学部教授 

 ２８ ㈯ 
14:00-16:00 

専門研修 
 ;南和歌山医療ｾﾝﾀｰ  
℡0739-26-7050 

肝臓病市民フォーラム 日本肝炎ﾃﾞｰ In 田辺 2018 
14:00-14:50 ｢肝炎ウイルス克服時代到来！｣=籔内以和夫 南和歌山医療ｾﾝﾀｰ副院長 
15:00-15:30 ｢あなたの周りに､まだウイルス検査を知らない方がいませんか？｣=千葉明大先生 
15:30-16:00 ｢ストレスマネジメント～疲れた心の処方箋～｣渡辺晋吾先生 

 ３１ ㈫ 
10:00-16:00 

(看護学科) 
 
オープンキャンパス 
；県立高騰看護学院 
℡0736-75-6280 

オープンキャンパス  ※高校生･看護学生の方は､学校を通じて申し込み 、一般参加はﾊｶﾞｷで申込 
･看護学科 10時から 16時    ：看護師を目指している方 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(約 20分を 6回)=入学試験,就職状況,学生生活について等 
模擬試験(約 20分を 7回)、在校生との交流 、看護体験 、個別相談 
※ﾊｶﾞｷに住所･指名･性別･電話番号を記入 
(〒649-6604 紀の川市西野山 505-1   和歌山県立高等看護学院 オープンキャンパス係)あて 

http://wakayama.med.or.jp/?post_type=doc_lec&p=6853
https://www.hosp.go.jp/~swymhp2/cnt1_000030.html
http://www.hosp.go.jp/files/000051355.pdf
https://www.hosp.go.jp/~swymhp2/profession/cnt0_000162.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050111/kenkan/index_d/fil/oupunnkyannpasu.pdf


西牟婁郡医師会 行事･事業等(案内) カレンダー (詳細は西牟婁郡医師会事務局へお問い合わせください。℡0739-42-2067) 

 ３１ ㈫ 
10:00-11:30 

(助産学科) 
 
オープンキャンパス 
；県立高騰看護学院 
℡0736-75-6280 

オープンキャンパス  ※高校生･看護学生の方は､学校を通じて申し込み 、一般参加はﾊｶﾞｷで申込 
･助産学科 10時から 11時 30分 ：助産師を目指している看護師さん 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＝入学試験,就職状況,学生生活について、模擬試験(分娩介助) 、在校生との交流     
※ﾊｶﾞｷに住所･指名･性別･電話番号を記入(〒649-6604 紀の川市西野山 505-1和歌山県立高等看護学院 
                                オープンキャンパス係 

 
８月期                                                            (敬称略) 
 日 (曜 日) 時  場  所  事 業 内 容 

 ４ ㈯ 
15:15-16:30 

懇談会 
;和歌山県医師会 会議室 

2018年度 地域における女性医師支援懇談会｢わかJOY会｣の開催について 
※当日の託児サービス希望は、併せて申込のこと 
※申込･問合せ℡073-424-5101 (和歌山県医師会) 

 ５ ㈰ 
15:15-16:30 

研修会 
;ＪＡビル2階 和ホール 

㍻30年度 難病指定医･協力難病指定医研修会 
対象者＝県内医療機関で難病患者の診療に従事する医師のうち、診断又は治療に5年以上従事した経験が
有り、難病指定医及び協力難病指定医の指定を希望する方 

※申込･問合せ℡073-441-2640 (県 健康推進課) 

 ２６ ㈰ 
9:00-17:00 

研修会集合研修 
;和医大 高度医療人育成
センター5F 大研修室  

2018年度 ｢和歌山県においてがん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会集合研修｣ 
※集合研修受講のためにはe-learningを修了している必要があります。 
申込には、申込書とe-learning修了証書を併せて提出のこと 

※｢がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針｣の定めに基づいた集合研修です。 
※申込･問合せ℡073-441-0516(和医大病院 緩和ｹｱｾﾝﾀｰ 山田、経理課 權田) 

   
９月期                                                            (敬称略) 
 日 (曜 日) 時  場  所  事 業 内 容 

 ９ ㈰ 
9:00-17:00 

研修会集合研修 
;那賀病院 北別館 
講義室･会議室 

㍻30年度 ｢和歌山県においてがん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会(集合研修)｣ 
※集合研修受講のためにはe-learningを修了している必要があります。 
申込には、申込書とe-learning修了証書を併せて提出のこと 

※｢がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針｣の定めに基づいた集合研修です。 
※申込･問合せ℡0736-77-2019(内線1197)(那賀病院 医事課 松下) 

15㈯-17㈪㈷ 
専門講習会 
;大阪市立大学医学部 

産業医学振興財団 産業医学専門講習会       ※受講料 3.5万円  生涯 20単位 
15日㈯9:30-18:30  16日㈰9:00-17:30  17日㈪㈷9:00-16:30   Fax申込 03-5209-1020 東京会場 1月開催 

２２ ㈯ 
14:00-17:30 

日医生涯教育講座 
県医師会移動懇談会 
;ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾊﾅﾖ(の予定) 

 

㍻30年度 日医生涯教育講座・和歌山県医師会移動懇談会 

２２ ㈯ 
15:00-17:00 

カンファレンス 
;ガーデンホテルハナヨ 

第22回 地域医療連携カンファレンス 
｢南和歌山医療ｾﾝﾀｰで導入した最新の胆膵内視鏡治療｣(仮題)=今井元 消化器科医師 

｢南和歌山医療ｾﾝﾀｰこだわりの消化管内視鏡治療｣(仮題)=木下幾晴 消化器科医長 

特別講演｢膵疾患診療における最近の話題｣=北野雅之 和医大第二内科教授 
                                                       

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050111/kenkan/index_d/fil/oupunnkyannpasu.pdf

