
成田赤十字病院出前講座　テーマ一覧 2023/3/20　更新

No カ テ ゴ リ テ ー マ 講 演 者 管理番号

1 貧血と血液疾患 内科医師 1

2 高血圧 内科医師 11

3 生活習慣病と動脈硬化 内科医師 12

4 冠動脈硬化症と大動脈硬化症 病理部医師 94

5 血液浄化と諸臓の変化 病理部医師 95

6 内分泌 甲状腺の病気について 内科医師 2

7 膠原病 関節リウマチの克服 内科医師 3

8 糖尿病性腎臓病 内科医師 4

9 慢性腎臓病の悪化予防　～透析にならないために～ 内科医師 5

10 糖尿病の基礎知識　～血糖値が高めですと言われたら～ 内科医師 6

11 妊娠糖尿病について 内科医師 7

12 糖尿病黄斑浮腫について　～原因と治療～ 眼科医師 53

13 膵島の加齢変化と糖尿病の世界 病理部医師 103

No 講 演 者 管理番号

14 小児科医師 24

15 小児科医師 25

16 形成外科医師 46

17 皮膚科医師 56

18 皮膚科医師 57

19 皮膚科医師 58

20 認定看護師 113

No 講 演 者 管理番号

21 脳神経内科医師 23

22 脳神経内科医師 21

23 脳神経内科医師 20

24 脳神経内科医師 22

25 小児科医師 26

26 脳神経外科医師 38

27 脳神経外科医師 39

28 脳神経外科医師 40

29 認定看護師 114

30 認定看護師 115

31 認定看護師 116

No 講 演 者 管理番号

32 眼科医師 53

33 眼科医師 54

34 眼科医師 55

No 講 演 者 管理番号

35 耳鼻咽喉科医師 66

　成田赤十字病院では、地域の皆様に医療・介護・福祉をもっと身近に感じていただこうと医療スタッフが講師としてご希望の地域にお伺いする「出前

講座」を開催しています。100以上のテーマの中から皆様にとって役立つ知識・技術を学んでいただき、ぜひ日々の健康づくりにご活用ください。

※同じテーマが複数ある場合がありますが、「管理番号」が同一の場合は同じ内容です。

全身

血液・血管

糖尿病

皮膚

軟膏の使い方、選び方

在宅における褥瘡（床ずれ）の予防とケア

頭・顔
テ ー マ

認知症について

片頭痛について

テ ー マ

その症状ってアレルギー？食物アレルギーとその対応

みんなで知ろう！小児の湿疹

傷のキレイな治し方

ほくろと悪性黒色腫の話

知っておきたいじんましん

知って得する脳卒中　～もしかして脳卒中 いざという時に～

脳卒中の早期発見について

脳卒中予防について

目・まぶた
テ ー マ

糖尿病黄斑浮腫について　～原因と治療～

パーキンソン病について

脳梗塞について

こどもの頭痛　改善のポイント

クモ膜下出血について

三又神経痛、顔面痙攣について

脳梗塞の最新の治療について

白内障と緑内障　～基本事項を中心に～

網膜剥離について　～原因と治療～

耳・鼻
テ ー マ

頭頚部癌の診断と治療　～鼻・のど・口のがん～
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成田赤十字病院出前講座　テーマ一覧 2023/3/20　更新

No 講 演 者 管理番号

36 耳鼻咽喉科医師 66

37 歯科口腔外科医師 69

38 歯科口腔外科医師 70

39 歯科口腔外科医師 71

40 歯科口腔外科医師 72

No 講 演 者 管理番号

41 内科医師 2

42 耳鼻咽喉科医師 67

43 耳鼻咽喉科医師 66

44 救急・集中治療科医師 73

45 作業療法士 81

46 病理部医師 101

No カ テ ゴ リ テ ー マ 講 演 者 管理番号

47 狭心症・心筋梗塞 内科医師 13

48 不整脈 内科医師 14

49 大動脈瘤に対するステントグラフト治療 心臓血管外科医師 45

50 冠動脈硬化症と大動脈硬化症 病理部医師 94

51 心筋症と心筋梗塞 病理部医師 96

52 息切れって何だろう？ 内科医師 15

53 放置すると危ない病気「睡眠時無呼吸症候群」 内科医師 16

54 禁煙と肺がん検診 呼吸器外科医師 47

55 肺がんの外科治療 呼吸器外科医師 48

56 肺がん検診のお話 呼吸器外科医師 49

57 肺がん治療の実際 呼吸器外科医師 50

58 肺がんとその転移論 病理部医師 104

59 乳がんのいろいろについて　～正しい知識で自分を守ろう～ 外科医師 36

60 乳腺腫瘍の世界 病理部医師 92

No 講 演 者 管理番号

61 精神科医師 17

62 精神科医師 18

63 精神科医師 19

64 脳神経内科医師 23

65 作業療法士 82

66 認定看護師 129

67 認定看護師 130

68 認定看護師 117

69 認定看護師 118

70 認定看護師 119

No 講 演 者 管理番号

71 内科医師 3

テ ー マ

頭頚部癌の診断と治療　～鼻・のど・口のがん～

口の中の粘膜疾患（ガン～口内炎）

顎関節症について

口の中の色々な病気

口の中の悩みに答えます

口・舌・あご

作業療法士が教える肩の体操

甲状腺の基本構造と甲状腺疾患の世界

胸

血液・血管

肺

乳腺

のど・首・肩
テ ー マ

甲状腺の病気について

甲状腺がんについて

頭頚部癌の診断と治療　～鼻・のど・口のがん～

誤飲と誤嚥

認知症を知ろう・防ごう

あなたの睡眠大丈夫ですか

𠮟り方講座

アンガーマネジメントを学ぼう　～怒りのコントロールってどうしたら良いの？～

みんなで知ろうストレス緩和　～ストレスって何だろう？～

認知症に関して　～家族の関わり方～

こころ・精神
テ ー マ

より自然な睡眠が得られるコツ

上手なお酒のつき合い方

認知症の基礎知識

認知症について

手・腕・ひじ
テ ー マ

関節リウマチの克服
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成田赤十字病院出前講座　テーマ一覧 2023/3/20　更新

No 講 演 者 管理番号

72 内科医師 8

73 内科医師 9

74 内科医師 10

75 外科医師 37

76 心臓血管外科医師 45

77 臨床検査技師 83

78 病理部医師 100

No 講 演 者 管理番号

79 整形外科医師 41

80 整形外科医師 42

81 整形外科医師 43

82 理学療法士・作業療法士 79

No 講 演 者 管理番号

83 内科医師 4

84 内科医師 5

85 小児科医師 27

86 泌尿器科医師 59

87 泌尿器科医師 60

88 泌尿器科医師 61

89 泌尿器科医師 62

90 泌尿器科医師 63

91 泌尿器科医師 64

92 泌尿器科医師 65

93 病理部医師 102

94 病理部医師 103

95 薬剤師 106

No 講 演 者 管理番号

96 整形外科医師 44

No 講 演 者 管理番号

97 内科医師 7

98 外科医師 36

99 産婦人科医師 68

100 病理部医師 92

No カ テ ゴ リ テ ー マ 講 演 者 管理番号

101 その症状ってアレルギー？食物アレルギーとその対応 小児科医師 24

102 みんなで知ろう！小児の湿疹 小児科医師 25

103 頭 おねしょ（夜尿症？）病院受診の目安と最新治療 小児科医師 27

104 血液・血管 血算と血液像が教えてくれること 小児科医師 29

105 みんなで勉強しよう！夜間救急外来の受診の仕方 小児科医師 28

106 誤飲と誤嚥 救急・集中治療科医師 73

107 看護 家での子どもの看かた　～家庭における初期対応～ 幼児安全法指導員 120

早期胃がんとピロリ菌について

慢性便秘症について

肝・胆道・膵がんについて　～診療と治療～

大動脈瘤に対するステントグラフト治療

食中毒について

肝の基本構造と肝疾患の世界

おなか
テ ー マ

炎症性腸疾患について

泌尿器
テ ー マ

糖尿病性腎臓病

慢性腎臓病の悪化予防　～透析にならないために～

おねしょ（夜尿症？）病院受診の目安と最新治療

排尿障害の治療について　～前立腺肥大と過活動膀胱を中心に～

腰・背中
テ ー マ

体にやさしい人工股関節手術

坐骨神経痛との付き合い方

椎間板ヘルニア

腰痛予防教室

腎の基本構造と腎疾患の世界

膵島の加齢変化と糖尿病の世界

腎臓とくすり

足・ひざ
テ ー マ

膝の痛み、あきらめていませんか？

夜間頻尿

高齢者の排尿障害

最新の泌尿器科手術治療と前立腺癌の地域医療連携

腎がんの診断・治療

前立腺肥大症の診断と治療について

膀胱がんとストーマ

こども

皮膚

救急

女性
テ ー マ

妊娠糖尿病について

乳がんのいろいろについて　～正しい知識で自分を守ろう～

知っておきたい女性疾患

乳腺腫瘍の世界
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成田赤十字病院出前講座　テーマ一覧 2023/3/20　更新

No カ テ ゴ リ テ ー マ 講 演 者 管理番号

108 生活習慣 家族を守るための禁煙 新生児科医師 32

109 ご自宅での成長と発達に合わせた事故予防 新生児科医師 33

110 チャイルドシートを正しく装着して子どもたちを事故から守ろう！ 新生児科医師 34

111 毎年制度が変わっていく小児の予防接種 新生児科医師 35

112 みんなで知ろう！小児虐待と要支援家庭 小児科医師 30

113 医療的ケア児について　～連携・災害対応～ 新生児科医師 31

No 講 演 者 管理番号

114 精神科医師 19

115 脳神経内科医師 23

116 泌尿器科医師 59

117 泌尿器科医師 61

118 泌尿器科医師 64

119 作業療法士 82

120 理学療法士・作業療法士 80

121 薬剤師 107

No カ テ ゴ リ テ ー マ 講 演 者 管理番号

122 ヒトに害のあるバイキン 臨床検査技師 84

123 蚊が媒介する病気、デング熱・マラリアについて 臨床検査技師 85

124 食中毒について 臨床検査技師 83

125 微生物検査について 臨床検査技師 86

126 感染症と病理形態学 病理部医師 93

127 冬季に流行する感染症対策 認定看護師 121

128 ワクチンについて 感染症科医師 75

129 海外渡航で気をつけること 感染症科医師 76

130 標準予防策　～感染経路別予防策について～ 認定看護師 122

131 手洗い、マスクのつけ方 認定看護師 123

No 講 演 者 管理番号

132 内科医師 9

133 外科医師 37

134 外科医師 36

135 呼吸器外科医師 47

136 呼吸器外科医師 48

137 呼吸器外科医師 49

138 呼吸器外科医師 50

139 泌尿器科医師 62

140 泌尿器科医師 63

141 泌尿器科医師 65

142 耳鼻咽喉科医師 67

143 耳鼻咽喉科医師 66

144 歯科口腔外科医師 69

145 放射線科医師 77

146 病理部医師 98

こども

予防

子育て

前立腺肥大症の診断と治療について

認知症を知ろう・防ごう

高齢者のための筋力トレーニング

高齢者のための薬の知識

感染症

細菌・

ウイルス

高齢者
テ ー マ

認知症の基礎知識

認知症について

排尿障害の治療について　～前立腺肥大と過活動膀胱を中心に～

高齢者の排尿障害

禁煙と肺がん検診

肺がんの外科治療

肺がん検診のお話

肺がん治療の実際

最新の泌尿器科手術治療と前立腺癌の地域医療連携

腎がんの診断・治療

予防

がん
テ ー マ

早期胃がんとピロリ菌について

肝・胆道・膵がんについて　～診療と治療～

乳がんのいろいろについて　～正しい知識で自分を守ろう～

膀胱がんとストーマ

甲状腺がんについて

頭頚部癌の診断と治療　～鼻・のど・口のがん～

口の中の粘膜疾患（ガン～口内炎）

放射線を使う検査と治療

悪性リンパ腫の病理

4/7



成田赤十字病院出前講座　テーマ一覧 2023/3/20　更新

No 講 演 者 管理番号

147 病理部医師 104

148 病理部医師 92

149 認定看護師 124

150 認定看護師 125

151 認定看護師 126

152 認定看護師 127

No 講 演 者 管理番号

153 小児科医師 28

154 新生児科医師 31

155 救急・集中治療科医師 73

156 救急・集中治療科医師 74

157 幼児安全法指導員 120

158 認定看護師 128

No 講 演 者 管理番号

159 認定看護師 129

160 認定看護師 130

161 認定看護師 122

162 認定看護師 117

163 認定看護師 124

164 認定看護師 125

165 認定看護師 126

166 認定看護師 127

167 認定看護師 118

168 幼児安全法指導員 120

169 認定看護師 113

170 認定看護師 123

171 認定看護師 128

172 認定看護師 114

173 認定看護師 121

174 認定看護師 119

175 認定看護師 115

176 認定看護師 116

No 講 演 者 管理番号

177 泌尿器科医師 59

178 泌尿器科医師 61

179 泌尿器科医師 65

180 認定看護師 127

181 認定看護師 113

がん
テ ー マ

肺がんとその転移論

乳腺腫瘍の世界

がんの痛みと医療用麻薬（オピオイド）について

がんの痛みとの向き合い方について

誤飲と誤嚥

災害時への備えとサバイバル

家での子どもの看かた　～家庭における初期対応～

集中治療室の中での看護　～集中治療室で看護師はこんなことをしています～

看護
テ ー マ

がんの痛みについて

ストーマケアについて　～スキントラブル時の対応について～

救急・災害
テ ー マ

みんなで勉強しよう！夜間救急外来の受診の仕方

医療的ケア児について　～連携・災害対応～

がんの痛みについて

ストーマケアについて　～スキントラブル時の対応について～

みんなで知ろうストレス緩和　～ストレスって何だろう？～

家での子どもの看かた　～家庭における初期対応～

在宅における褥瘡（床ずれ）の予防とケア

手洗い、マスクのつけ方

あなたの睡眠大丈夫ですか

𠮟り方講座

標準予防策　～感染経路別予防策について～

アンガーマネジメントを学ぼう　～怒りのコントロールってどうしたら良いの？～

がんの痛みと医療用麻薬（オピオイド）について

がんの痛みとの向き合い方について

介護・排泄
テ ー マ

排尿障害の治療について　～前立腺肥大と過活動膀胱を中心に～

高齢者の排尿障害

膀胱がんとストーマ

ストーマケアについて　～スキントラブル時の対応について～

集中治療室の中での看護　～集中治療室で看護師はこんなことをしています～

知って得する脳卒中　～もしかして脳卒中 いざという時に～

冬季に流行する感染症対策

認知症に関して　～家族の関わり方～

脳卒中の早期発見について

脳卒中予防について

在宅における褥瘡（床ずれ）の予防とケア
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成田赤十字病院出前講座　テーマ一覧 2023/3/20　更新

No 講 演 者 管理番号

182 作業療法士 81

183 作業療法士 82

184 理学療法士・作業療法士 80

185 理学療法士・作業療法士 79

No 講 演 者 管理番号

186 臨床検査技師 87

187 臨床検査技師 88

188 臨床検査技師 89

No 講 演 者 管理番号

189 内科医師 12

190 精神科医師 18

191 新生児科医師 32

192 呼吸器外科医師 51

193 呼吸器外科医師 52

194 管理栄養士 109

195 管理栄養士 110

196 管理栄養士 111

No カ テ ゴ リ テ ー マ 講 演 者 管理番号

197 糖尿病 糖尿病の食事療法 管理栄養士 112

198 輸血について 臨床検査技師 90

199 冠動脈硬化症と大動脈硬化症 病理部医師 94

200 血液浄化と諸臓の変化 病理部医師 95

201 心筋症と心筋梗塞 病理部医師 96

202 内分泌 甲状腺の基本構造と甲状腺疾患の世界 病理部医師 101

203 検査・治療 放射線を使う検査と治療 放射線科医師 77

204 細菌・ウイルス 食中毒について 臨床検査技師 83

205 ヒトに害のあるバイキン 臨床検査技師 84

206 蚊が媒介する病気、デング熱・マラリアについて 臨床検査技師 85

207 微生物検査について 臨床検査技師 86

208 感染症と病理形態学 病理部医師 93

209 悪性リンパ腫の病理 病理部医師 98

210 アミロイドーシスの世界 病理部医師 99

211 肝の基本構造と肝疾患の世界 病理部医師 100

212 腎の基本構造と腎疾患の世界 病理部医師 102

213 膵島の加齢変化と糖尿病の世界 病理部医師 103

214 肺がんとその転移論 病理部医師 104

215 脾の基本構造と脾疾患の世界 病理部医師 105

216 腹膜透析の世界 病理部医師 97

217 健康診断採血データの見方、考え方 臨床検査技師 87

218 生理機能検査について 臨床検査技師 88

219 超音波検査について 臨床検査技師 89

220 生活習慣 夏に負けない体を作ろう　～その「良かれと思って」を見直してみましょう～ 管理栄養士 109

腰痛予防教室

検診
テ ー マ

健康診断採血データの見方、考え方

生理機能検査について

超音波検査について

リハビリ
テ ー マ

作業療法士が教える肩の体操

認知症を知ろう・防ごう

高齢者のための筋力トレーニング

知っておきたいたばこの知識　～タバコの害から禁煙まで～

夏に負けない体を作ろう　～その「良かれと思って」を見直してみましょう～

減塩のすすめ

体に良い？悪い？油と脂の話

病理・検査

血液・血管

生活習慣
テ ー マ

生活習慣病と動脈硬化

上手なお酒のつき合い方

家族を守るための禁煙

たばこ病を考える　～COPDと肺がん～

感染症

臓器障害

検診
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成田赤十字病院出前講座　テーマ一覧 2023/3/20　更新

No カ テ ゴ リ テ ー マ 講 演 者 管理番号

221 診療放射線技師のお仕事 診療放射線技師 78

222 臨床検査技師のお仕事知っていますか？ 臨床検査技師 91

No 講 演 者 管理番号

223 薬剤師 107

224 薬剤師 108

225 薬剤師 106

No 講 演 者 管理番号

現在、該当するテーマはありません。

テ ー マ

高齢者のための薬の知識

治験ってなんだろう？

腎臓とくすり

その他
テ ー マ

病理・検査

仕事

薬

出前講座に関するお問い合わせ先

成田赤十字病院 社会課

〒286-8523 千葉県成田市飯田町90-1

電話番号：0476-22-2311（内線：7502・7508）

Fax番号：0476-22-1311

受付時間：平日（午前9時から午後4時30分）

メールアドレス：demae@narita.jrc.or.jp

成田日赤 出前講座

詳しくは成田赤十字病院ホームページをご覧ください。

スマートフォン

からはこちら
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