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Web公開医学講座2021
4月

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。

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！！

●講座の一覧から参加を希望される「講座名」
  をクリック！！

登録完了後、
「URLとID・パスコード」が届きます。

当日は講座開始5分前までに、メール本文中の
「ここをクリックして参加」をクリック！！

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

clickclick

clickclick

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。

「登録完了メール（招待メール）」は参加時に必要な
メールです。講座当日まで削除しないでください。

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、昨年2月末から中止としておりました公開医学講座を
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、昨年2月末から中止としておりました公開医学講座を
新たに『Web公開医学講座』として開催しております。

お申込
必要
無料
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正しい「エピペン」の使い方 
～アナフィラキシーになったら～

4 7 水

10:00～

小児科・アレルギーセンター　三宅 隆太

新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されてから「アナフィラキ
シー」という言葉をニュースで見ない日はありません。アナフィラキ
シーはワクチンや薬以外にも、食べ物、昆虫（蜂など）、ラテックス、
運動などいろいろな原因で引き起こされますが、実は治療法はすべて
一緒です。アナフィラキシーは決してテレビの中の
話ではなく身近な病気です。正しく知って、正しく
対応するために家族が何をするか、教育現場でどの
ような対策を練るか、職場ではどうするか。みなさ
んの疑問にお答えします。

【資　　格】日本小児科学会専門医、日本アレルギー学会専門医
【専門分野】小児一般・アレルギー
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4 1 木

10:00～11:00

Web公開医学講座に参加したいけど「Zoomの使い方
が分からなくて不安」、そんな方を対象としたZoom練
習会です。
公開医学講座に関わるZoomの使い方をご案内します。

はじめてWeb講座を
受ける方のためのZoom練習会

●表示される登録フォームに必要事項を入力し、
「登録」ボタンを押してください。

メールが届かない場合は、当院からのメールが受信できない
設定になっていることや、メールアドレスの入力を間違えて
いることがございますので、ご注意ください。

・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。

注意事項

注意
事前申込

不要

2021年4月から

お申込み方法が

変わりました。



公開医学講座2021

湘南鎌倉総合病院　職員募集のお知らせ

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合せください。
応 募 先：湘南鎌倉総合病院　総務課

TEL：0467-45-9798　mail：soumu@shonankamakura.or.jp

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。

4月 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。

無料

はじめてWeb講座を受ける方のためのZoom練習会
オンライン講座 　 日　時 　 4月1日（木）　10：00～11：00

Web公開医学講座に参加したいけど「Zoomの使い方が分からなくて不安」、そんな方を対象とした
Zoom練習会です。
公開医学講座に関わるZoomの使い方をご案内します。
練習会当日は以下のURLとID・パスコードを使用してログインしてください。
 URL   https://zoom.us/j/96555182048?pwd=aUU2d2ZvN1FiYjhNZmRrU2kvS2w4QT09
 ミーティングID   965 5518 2048　　　　　 パスコード   378534

事前
申込
不要

1 （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

【14:30】 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

【15:30】 未来が変わる！オススメワクチン厳選集 総合診療科医師 ■■熊谷　知博

3 （土） 【11:00】 ～のどのつかえはありませんか？～ 食道がんのお話 外科部長 ■■下山　ライ

5 （月） 【14:00】 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

7 （水）
【10:00】 正しい「エピペン」の使い方 ～アナフィラキシーになったら～ 小児科部長 ■■三宅　隆太

【17:00】 漏斗胸と鳩胸の治療 胸壁外科医師 ■■飯田　浩司

8 （木）

【13:00】 MRI ってどんな検査？ ～ 3T（テスラ）MRIのご紹介～ 放射線科主任 ■■千葉　威志

【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

【14:00】 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～

産婦人科部長 ■■福田　貴則
【15:00】 子宮体がんの腹腔鏡・ロボット手術

～基礎知識と手術について～

9 （金） 【14:00】 CT検査で早期発見を！ ～命の危険を早く察知する～ 放射線科副技師長 ■■清水　利光

10（土）
【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

13（火） 【14:00】 フレイルを知り「100年人生」を、生きる。 リハビリテーション科
室長 ■■根本　　敬

14（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

15（木）

【13:30】 胆のう・胆道の悪性腫瘍の外科治療について 肝胆膵外科部長 ■■川原　敏靖

【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

【14:30】 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

【15:15】 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

16（金） 【14:00】 人間ドックにおける生活習慣病予防 健康管理センター長 ■■酒井　　規

17（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

【11:00】 肺癌と縦
じゅうかくしゅよう

隔腫瘍に対するロボット手術

【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

【14:00】 前立腺がんの最新治療 
～ロボット手術（ダヴィンチ）について～ 泌尿器科医長 ■■村田　憲彦

19（月） 【14:00】 頭
とう

頸
けい

部
ぶ

がんのお話 頭頸部外科部長 ■■日髙　竜太

20（火） 【14:30】 身近な腰痛 ～知っておきたいこと～ リハビリテーション科
副室長 ■■栗原　大輔■

21（水） 【14:00】 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

22（木）

【13:45】 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

【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

【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

【16:00】 減塩習慣で健康に生きよう　塩分と腎臓の深い話 腎臓病総合医療センター
部長 ■■鈴木　洋行

【16:00】 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～ 外科医長 ■■村田　宇謙

24（土）
【13:00】 おなかにキズがない最新手術 ～胆石・胆のうポリープ～ 肝胆膵外科部長 ■■柏木　宏之

【14:00】 当院における気胸治療と肺癌の縮小手術について 呼吸器外科医長 ■■西田　智喜

27（火） 【15:00】 自宅でできる効果的なストレッチ リハビリテーション科
副主任 ■■南條　恵悟

28（水） 【15:00】 下肢閉塞性動脈硬化症 ～足の動脈閉塞について～ 外科部長 ■■磯貝　尚子


