


富士市立中央病院「 出前講座」

「 出前講座」 は、市民の皆さまに当院職員が持つ専門的知識・ 技術などをご紹介

するための講座です。

この講座を通じて、市民の皆さまの医療や健康に対する意識と知識向上のため

のお手伝いができればと思います。

○講座メニュー

・ 別表に記載の28のメニューからお好みのテーマをお選び下さい。

・ テーマの組み合わせもできます。

○開催会場と開催可能期間・ 時間

・ 会場は申込者により手配していただきます。（ 原則として市内に限ります。）

・ 開催可能期間は、５月から翌年２月までです。日曜日と国民の祝日に関する

法律に規定する休日及び12月29日から１月３日までは除きます。

・ 開催時間は、月曜日から金曜日の午後１時30分から午後９時までと、土曜日

の午前９時から午後９時までの間で、いずれも１講座につき２時間以内です。

○申し込みができる方

・ 原則として、市内に住んでいるか、通勤・ 通学されている人で構成され、講

座当日10人以上の参加が見込まれるグループ・ 団体です。（ 学校・ 会社・ 町

内会・ 医療施設等）

○その他

・ 講座はすべて無料です。

・ 政治、宗教、営利活動などの会場及び催しには職員を派遣できません。

・ 講座に関する質問や意見交換は行いますが、苦情や要望などはご遠慮くださ

い。

・ 業務の都合などによりご希望の日程に添えない場合もありますので、予めご

了承ください。

○申し込み方法

・ 受講を希望する日の前々 月の15日までに､事務部病院経営課まで「 富士市立

中央病院｢出前講座｣利用申請書」（ 第１号様式） を提出してく ださい。

○問い合わせ先

・ その他、不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒417－8567 富士市高島町50番地

富士市立中央病院

事務部 病院経営課

電 話<0545>52-1131 内線2221・ 2222

Ｆ ＡＸ <0545>51-7077

Ｅ-mai l ch-kei ei @di v. ci ty. fuj i . shi zuoka. j p



1

乳がん検診のススメ 乳ガン検診を受けたことがない人のために、検診で何をするのか、自己
検診の方法、乳腺構造や乳がんの種類を解説します。 ４５分 学生・ 一般 中央放射線科

2

放射線は安全なの？ど
うして見えないの？

身の回りにある電磁波や紫外線・ 赤外線と言われる光など、放射線の種
類や日常的に存在する放射線の量など、また検査で使われるＸ線につい
てわかりやすく説明します。

４５分 学生・ 一般 中央放射線科

3

ＭＲＩ 検査でできること 最新のＭＲＩ 装置での臨床画像を提示して、ＭＲＩ 検査の歴史、原理、
装置の仕組み、磁場の危険性等をわかりやすく説明します。 ４５分 学生・ 一般 中央放射線科

4

ＣＴ検査で人体の３Ｄ
画像が見える

ＣＴ検査で画像処理技術や高速撮影技術によって、三次元グラフィック
スとして表現することが増えました。臨床例を交えて様々 な技術や3Ｄ
画像の有用性をお話しします。

４５分 学生・ 一般 中央放射線科

5

痛い！尿路結石とその
治療

腎結石ができる仕組みから治療方法である結石破砕装置について解説し
ます。 ４５分 一般 中央放射線科

6

それでもあなたはタバ
コを吸いますか？

タバコを吸うことで、体にどんな事が起こっているのか？どんな病気に
なりやすいのか、胸部ＸＰ、ＣＴ画像を中心に見ながら解説します。 ４５分 学生・ 一般 中央放射線科

7

病院薬剤師のお仕事 富士市立中央病院の薬剤科の業務内容や病院薬剤師の役割についての知
識が得られます。 ６０分 学生・ 一般 薬剤科

8

糖尿病治療薬について 糖尿病で使用される治療薬にどんな薬があるか、その効能や特徴、服薬
の注意点などを解説します。 ６０分 一般 薬剤科

9

眼科検査について 眼科ではどのような検査が行われているのか？検査の目的や方法・ 原理
などをわかりやすく解説・ 説明します。 ３０分 一般 医療技術科

10

口腔ケアってなんだろ
う？

口腔ケアの必要性や歯の磨き方など実技を交えながらわかりやすくお話
しします。 ６０分 一般 医療技術科
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11

飲み込みの障害のある
方への対応とリハビリ

飲み込みの障害が重くなると、肺炎などを引き起こしやすく なります。
そうならないための予防法について紹介します。 ４５分 一般

リハビリテーショ
ン科

12

骨折と転ばぬ為の身体
づく り

高齢者に多い四大骨折と” 転倒しない身体作り” について体操を交えて
わかりやすく説明します。 ６０分 一般

リハビリテーショ
ン科

13

認知症予防 認知症予防のための頭と身体を使った体操を体験しましょう。

６０分 一般
リハビリテーショ

ン科

14

糖尿病と検査 糖尿病で状態を判断する指標に血糖や心電図検査など多くの検査が用い
られます。日常の療養に必要な検査の知識が得られます。 ６０分 一般 臨床検査科

15

血液の話 赤血球の形や大きさの話、白血球の役割、貧血は多くの種類があり治療
法も異なる事や、白血病など様々 な話題を提供します。 ４５分 学生・ 一般 臨床検査科

16

未病と検査 未病とは病気ではないけれど、身体の中で病気になる変化が起きている
状態をいいます。特に最近話題になっているのがメタボリック症候群で
す。未病についての知識が得られます。

６０分 一般 臨床検査科

17

臨床検査科のお仕事 富士市立中央病院での臨床検査技師の仕事の内容や役割を紹介します。

４５分 学生 臨床検査科

18

人工心肺の仕組みと役
割

心臓の手術をするときに使用する人工心肺装置の役割と仕組みについて
わかりやすく説明をします。 ４５分 学生・ 一般 臨床工学科

19

糖尿病と食事療法 糖尿病の食事療法は、過食や偏食をせずに規則正しく食べることが基本
です。カロリーをコントロールし栄養バランスが良い食生活をするため
の食事管理ポイントなどの講話です。

６０分 一般 栄養科

20

10代のハローワーク
～診療技術部の紹介～

病院で働く 様々 な医療職の仕事内容をわかりやすく説明。資格を取るた
めの条件や病院内での役割の解説。　※薬剤師､検査技師､放射線技師､
臨床工学技士､理学療法士､視能訓練士､歯科衛生士､管理栄養士など。

６０分 学生 診療技術部
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21

10代のハローワーク
～看護師編～

看護師になるために・ ・ ・ 資格、学校紹介等。
看護師（ 助産師・ 保健師） とは・ ・ ・ ナースの仕事、病院での仕事等。 ６０分 学生・ 一般 看護部

22

家庭でできる感染予防 感染防止の基礎知識と技術を解説します。

６０分 一般
感染対策室
看護部

23

褥瘡を防ぐには・ ス
トーマの管理

ストーマ造設・ 褥瘡（ とこずれ） などの創傷及び失禁に伴い生ずるトラ
ブルへの対処・ 基礎知識を解説します。 ６０分 一般 看護部

24

手術の安全管理 麻酔・ 手術侵襲による心身への影響を最小限にするための安全管理等に
ついて解説します。 ６０分 医療従事者 看護部

25

COPDってなに
（ 慢性閉塞性肺疾患）

呼吸器障害のある方が肺の機能を高め、症状を軽減するための技術を解
説します。 ６０分 一般 看護部

26

生命の誕生・ いのちの
大切さ

生命の誕生と生きることの大切さを伝えます。

６０分 小学生 看護部

27

生活につながる退院支
援

入院から退院までの看護師が行う支援についてお話します。

６０分 一般
地域医療
連携センター

28

医療費相談～医療費に
ついて考える～

一般にはわかりにくい医療費の助成制度等を、専門職員（ 医療ソ－シャ
ルワーカー） がわかりやすく説明します。※疾患別、年齢別、制度別、
施設別

４５～
６０分

一般
地域医療
連携センター
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