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Web公開医学講座2020
9月 お申込

必要

お申込みから参加までの流れ

Web公開医学講座は
事前のお申込みが必要です。

・使用するパソコン等の操作方法については当方でご対応できませんので、予めご了承ください。
・講演内容の録画やスライドの二次利用等は禁止とさせていただきます。
・ご質問のお時間には限りがございます。参加者の人数によっては、全てのご質問にお答えできない場合がございますので、予めご了承ください。

Web公開医学講座は、
オンラインミーティングアプリ
『Zoom』
を利用して開催します。

当院ホームページからお申込みを
お願い致します。

●当院ホームページの「Web公開医学講座お申込み」
をクリック！！

●必要事項を記入のうえ送信してください。

講座開始2時間前までに
「URLとID・パスコード」を
送付します。

当日は公開医学講座開始5分前までに
お送りした
URLとＩＤ・パスコードを使用して
ログインしてください。

上記のような画面で講座の開始をお待ちください。

Zoom公式ページ

※参加を希望される公開医学講座の日程と演題名を
記入してください。

　注意
事項

clickclick

参加を希望する
公開医学講座開催日の

17:00まで前 日

【例】9/12（土）「もっとがんについて知ろう」の講座を希望。など

がんサロン開催について

当院では従前より様々な感染症疾病の予防・治療に積極的に取り組んできており、
新型コロナウイルスに対しても同様に感染予防対策を強化し取り組んでおります。
新型コロナウイルス感染症の治療において、感染面での安全を構築することができまし
たことから、9月19日の「がんサロン」は、先月に引き続き当院院内にて開催致します。
従来同様の各会場での公開医学講座につきましては、近隣におけるコロナウイルス感染
症患者の発生状況を鑑みながら、今後再開を予定しております。
なお、従来通り一般の外来における診療、安心・安全な通院や入院できる環境を
提供させて頂きます。
皆様には、ご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

募集
締め切り

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
公式ページ最下部の「ミーティングクライアント」より
ダウンロードのうえ、インストールしてください。

この度の新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、

ご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2月末から中止としておりました公開医学講座を

7月より新たに『Web公開医学講座』として開催しております。

この度の新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、

ご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2月末から中止としておりました公開医学講座を

7月より新たに『Web公開医学講座』として開催しております。



Web（オンライン講座）
Web公開医学講座は事前のお申込みが必要です。お申込み方法は表面をご参照ください。 皆様に安心してご来院いただけるよう、感染防止対策を実施して開催いたします。

従来同様の各会場での公開医学講座につきましては、
近隣におけるコロナウイルス感染症患者の発生状況を鑑みながら、今後再開を予定しております。

会場：湘南鎌倉総合病院

公開医学講座2020

2 （水） 【14:00】 がん治療最先端！ ～最新鋭！！放射線治療装置 トモセラピー～ 放射線科副主任 ■■山下部　亘

3 （木） 【14:00】 脳卒中の予防はコロナ重症化予防 脳血管障害予防センター長
脳卒中センター
脳卒中診療科　顧問

■■森　　貴久

4 （金） 【15:00】 肺がん検診、本当にこれでいいの？
～早期発見のための肺がん検診について～ 放射線科技師長 ■■関根　　聡

5 （土） 【14:00】 胆石症・胆のうポリープと日帰り手術 副院長 ■■河内　　順

7 （月）
【13:30】 最新ＣＴ登場！！この凄さ、体感してください！

～ 320列マルチスライスCT ～ 放射線科副技師長 ■■清水　利光

【15:00】 自分で治すリハビリテーション“膝” ～痛みなく歩けますか？～ リハビリテーション科
副主任 ■■南條　恵悟

8 （火） 【15:00】 認知症の早期発見について ～核医学（RI）検査でわかること～ 放射線科副主任 ■■長谷川義久

9 （水） 【14:30】 乳がん検診 ～あなたと、あなたの大切な人のために～ 放射線科副主任 ■■満岡　邦恵

10（木）
【13:30】 沈黙の臓器に話しかけてみよう！ ～すい臓がんのお話～ 肝胆膵外科部長 ■■川原　敏靖

【14:00】 子宮筋腫でお悩みの方へ ～病気の概要と当院での治療について～
産婦人科部長 ■■福田　貴則

【15:00】 がんと遺伝子
～卵巣がんを中心とした遺伝性乳がん卵巣がん症候群について～

12（土）

【11:00】 もっとがんについて知ろう ～コロナウイルス感染症とがん治療～ 外科部長 ■■下山　ライ

【11:00】 知っておきたい乳がんの基礎知識 乳腺外科部長 ■■田中久美子

【12:00】 痛くない痔の日帰り手術
東京西徳洲会病院
院長 ■■渡部　和巨

【13:00】 肺がんのお話

16（水）
【14:00】 アンチエイジングのヒント

～これからを健康で楽しく生きるために！～ 健康管理センター長 ■■酒井　　規

【14:00】 自分で治すリハビリテーション“肩”
～痛みなくバンザイできますか？～

リハビリテーション科
副主任 ■■桂川　泰明

【17:30】 胸郭変形・漏斗胸・鳩胸の治療について 胸壁外科医師 ■■飯田　浩司

17（木）
【13:30】 睡眠時無呼吸症候群の検査 ～そのいびき、その眠気、病気かも？～ 臨床検査部技師長 ■■加賀谷範芳

【15:00】 パーキンソン病とは？ ～診療の現状について～ 脳神経内科部長 ■■川田　純也

19（土） 【14:00】 気胸のお話 ～肺から空気がもれる病気について～ 呼吸器外科医長 ■■西田　智喜

23（水）
【14:00】 足の静脈瘤でお悩みの方へ ～保険が使える高周波治療のおすすめ～ 外科部長 ■■磯貝　尚子

【15:30】 MRI ってどんな検査？ ～新設・3T（テスラ）MRIのご紹介～ 放射線科主任 ■■千葉　威志

24（木）
【13:30】 沈黙の臓器と語り合ってみよう！ ～肝臓がんについて～ 肝胆膵外科部長 ■■川原　敏靖

【15:00】 肥満がなくても要注意！
～睡眠時無呼吸症候群の診断と治療について～ 睡眠時無呼吸センター長 ■■杉本　幸子

25（金）
【14:00】 塩分と食事の話 栄養管理センター 

管理栄養士主任 ■■伊藤　典子

【15:00】 フレイルを知り予防する ～健康寿命の延ばし方～ リハビリテーション科室長 ■■根本　　敬

26（土）
【10:00】 症状を出さずにしのびよる肺がん ～診断と治療のポイント～ 呼吸器外科部長 ■■深井　隆太

【13:00】 膵臓がんに対する外科的治療のお話
～病気の概要と手術の実際について～ 肝胆膵外科部長 ■■柏木　宏之

28（月） 【15:00】 前立腺がんの放射線治療
～トモセラピーによる強度変調放射線治療～ 放射線腫瘍科部長 ■■大村　素子

9月

◦ 募集職種 ◦
看護師・看護補助者・保育士

詳細はお電話にてお問い合わせの上、履歴書をご郵送ください。
◦ 応 募 先 ◦

湘南鎌倉総合病院　総務課
TEL：0467-45-9798　mail：soumu@shonankamakura.or.jp

今、医療は医師たちだけのテーマではありません。市民の皆様はじめ、我々すべてが考えて行かねばならない身近なテーマです。
その第一歩として、この公開講座をどうぞご利用下さい。ご家族の為、そして何より、あなたご自身の為にご参加下さい。
医師、看護師、職員一同、ご一緒出来ます事を心よりお待ちしております。

湘南鎌倉
バースクリニック

富士見町駅

大船
三丁目

台二丁目

湘南鎌倉医療大学

0467-46-1717
〒247-8533 鎌倉市岡本1370番1

当院無料シャトルバス

●大 船 駅 東 口↔湘 南 鎌 倉 総 合 病 院

●大 船 駅 西 口↔湘 南 鎌 倉 総 合 病 院

●湘南鎌倉総合病院↔湘南かまくらクリニック　　　　　　　　　　 湘南鎌倉バースクリニック

がんサロン

日　　　時 9月19日（土）　 14：00 ～ 15：00

場　　　所 湘南鎌倉総合病院　 2Fオンコロジーセンター 待合室

ミニレクチャー 14：00 ～ 14：30
「自宅でできる筋力低下予防のための運動」

リハビリテーション科主任　中出　裕一

対　　　象 患者さんとそのご家族

湘南鎌倉総合病院　職員募集のお知らせ


