
Ⅵ  研究 
１  医局 
⑴  学会・研修会等出席者数 

48件    延べ57名 

 

⑵  対外活動（講演会等） 

①  第12回静岡てんかん地域ネットワーク研究会 

世話人：西ヶ谷 和之  2016年４月22日  静岡 

 

②  第38回岳南脳疾患研究会 

世話人：西ヶ谷 和之  2016年５月11日  富士 

 

③  富士地区骨粗鬆症セミナー 

座長：加藤 純一郎  2016年５月19日  富士 

 

④  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立田子浦小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年６月16日  富士 

 

⑤  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立富士中央小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年６月24日  富士 

 

⑥  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立富士見台小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年６月28日  富士 

 

⑦  喫煙防止講座「喫煙の怖さについて」（富士市立富士川第二中学校） 

講師：谷若 弘一  2016年７月１日  富士 

 

⑧  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立丘小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年７月６日  富士 

 

⑨  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立元吉原小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年７月７日  富士 

 

⑩  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立鷹岡小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年７月12日  富士 

 

⑪  喫煙防止教室（静岡市立由比小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年７月13日  静岡 

 

⑫  生活習慣病予防教室（静岡市立由比小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年７月19日  静岡 

 

⑬  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立富士川第二小学校）  

講師：谷若 弘一  2016年９月15日  富士 
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⑭  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立吉原小学校） 

講師：谷若 弘一  2016年10月５日  富士 

 

⑮  第13回静岡てんかん地域ネットワーク研究会 

講演座長：西ヶ谷 和之  2016年10月26日  静岡 

 

⑯  第７回富士・富士宮地区消化器癌研究会 

特別講演Ⅰ座長：後藤 秀樹  2016年10月28日  富士 

 

⑰  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立富士川第一小学校）  

講師：谷若 弘一  2016年11月10日  富士 

 

⑱  薬学講座「たばこ・アルコール・薬物が体に与える影響について」（富士市立富士南小学校）  

講師：谷若 弘一  2016年11月15日  富士 

 

⑲  市民公開講座「骨粗しょう症で、「いつの間にか骨折」!?」（共立蒲原総合病院） 

講師：加藤 純一郎  2016年11月15日 

 

⑳  地域医療研修懇談会「病院紹介と医師の羅針盤」 

一般講演：西ヶ谷 和之  2017年１月27日  静岡 

- 110 -



２  診療技術部 
⑴  学会・研修会等出席者数 

薬局                     3件    延べ 4名 

放射線科                21件    延べ28名 

検査科                  12件    延べ22名 

リハビリテーション科    45件    延べ64名 

 

⑵  著書・刊行論文 

リハビリテーション科 

 「運動器疾患に対する生態心理学的アプローチ －クラインフォーゲルバッハの運動学を

踏まえて－」 

雑誌名：『知覚に根ざしたリハビリテーション：実践と理論』 

樋口貴広・和泉謙二・真下英明・他（編），シービーアール，p106-129，2017 

著  者：和泉 謙二 

 

 「脳卒中片麻痺患者の起立・歩行改善のための理学療法アプローチ」 

雑誌名：理学療法34巻4号，メディカルプレス，p336-343，2017 

著  者：和泉 謙二 他 

 

 クリニカルヒント「私は股関節ROM拡大時にこう工夫している」 

雑誌名：『図解 運動療法ガイド』，内山靖・他（編），文光堂，p1255，2017 

著  者：和泉 謙二 

 

 「膝内側側副靱帯単独損傷に対する保存的治療の一症例について」 

雑誌名：静岡理学療法ジャーナル31号，p62-65，2015 

著  者：早川 和秀、望月 一磨、加藤 純一郎 

 

 「急性期脳卒中における発症早期からの歩行獲得にむけた理学療法の実際：早期からの積

極的な歩行介助が予後に及ぼす影響について」 

雑誌名：静岡理学療法ジャーナル33号，p46-50，2016 

著  者：早川 和秀 

 

⑶  学会及び研究会報告 

薬局 

 「抗がん剤調整用アイソレーターの導入について」 

渡辺 俊輔 

静岡県病院薬剤師会東部支部例会  2016年12月14日 

 

放射線科 

 「副作用の患者参加型情報共有」 

－副作用カード発行にあたり静岡県の現状と診療放射線技師の役割－ 

演者：中村 潤  第25回診療放射線技師富士富士宮研究会  2016年10月28日 

 

 「アンケート調査報告：東部地域の胃がん検診と読影補助の現状」 

座長：市川 和秀  第５回東静消化管研究会  2016年11月12日 
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 「胃部Ｘ線画像によるピロリ感染評価情報の提供」 

座長：佐野 吉彦  第１回胃がん検診Ｘ線撮影従事者講習会  2017年１月28日 

 

 「非イオン性造影剤オプチレイの情報提供」 

座長  澤瀬 敏之  第９回静岡県血管撮影研究会  2017年３月４日 

 

 「TACEに向けての取り組み」 

演者：岩本 智宏  第９回静岡県血管撮影研究会  2017年３月４日 

 

リハビリテーション科 

 第20回静岡県理学療法士学会 

学会長  早川 和秀  2016年６月18日～19日 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

放射線科 

 「日本放射線技師会主催 法改正に伴う統一講習会」 

指導者講習会講師：嶋崎 龍洋  2016年４月24日  仙台医療センター  他３回 

 

 「救急撮影認定機構主催講習会」 

講師：嶋崎 龍洋  2016年５月13日  ビックパレットふくしま 

 

 「AHA BLS講習会」 

インストラクター：嶋崎 龍洋  2016年６月５日  島田市民病院  他２回 

 

 「日本放射線技師会主催 救急医療学講習会」 

BLS講習会講師：嶋崎 龍洋  2017年２月12日  名古屋掖済会病院 

 

リハビリテーション科 

 静岡県理学療法士会主催 協会指定管理者研修会 

講師：和泉 謙二  2016年５月14日  静岡県男女共同参画センターあざれあ 

 

 静岡エコロジカル・アプローチ研究会主催講習会 

「生態心理学概念に基づくアプローチ（ベーシック・コース）」 

講師：和泉 謙二  2016年７月２日～３日  富士リハビリテーション専門学校 

 

 徳島県理学療法士協会主催理学療法士講習会 

「生態心理学的概念に基づいたクラインフォーゲルバッハの運動学」 

講師：和泉 謙二  2016年７月30日～31日  徳島文理大学 

 

 静岡県リハビリテーション専門職団体協議会主催多職種連携シンポジウム 

「地域包括ケア構築へ向けた医療・介護連携・リハ職への期待」 

シンポジスト：和泉 謙二  2016年９月８日  ユーフォニア 

 

 静岡県理学療法士会主催 協会指定管理者研修会（初級・伝達） 

講師：和泉 謙二  2016年９月25日  静岡県産業経済会館 
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 富士市呼吸機能訓練教室講演会 

講師：川上 勇一  2016年11月30日  フィランセ 

 

 静岡エコロジカル・アプローチ研究会主催講習会 

「生態心理学概念に基づくアプローチ（アドバンス・コース）」 

講師：和泉 謙二  2016年11月12日～13日  浜松市リハビリテーション病院 

 

 静岡県理学療法士会教育部研修会 

「理学療法と倫理」 

講師：和泉 謙二  2016年12月４日  静岡医療科学専門大学校 

 

 静岡県理学療法士連盟主催第１回学術セミナー 

～脳卒中患者の理学療法を再考する～「脳卒中患者の体幹を創る」 

講師：和泉 謙二  2016年12月18日  富士リハビリテーション専門学校 

 

 日本理学療法士協会主催 理学療法士講習会（基本編） 

「姿勢・基本的動作の基礎－中枢神経疾患の評価・治療の基礎－」 

講師：和泉 謙二  2017年１月22日  常葉大学水落キャンパス 
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３  看護部 
⑴  学会・研修会等出席者数  74件  延べ141名 

 

⑵  著書・刊行論文 

 「リハビリカンファレンスを生かした退院支援」 

雑誌名：看護実践の科学2016年６月臨時増刊号 

著  者：阿部 聡美、池上 まり（東３病棟） 

 

⑶  学会及び研究会報告 

①「仕事のやりがい感につながる承認への取り組み」 

○村松 友美子 

平成28年度固定チームナーシング全国研究集会 

平成28年10月16日  神戸ポートピアホテル 

 

②「小規模地域病院におけるがん化学療法看護認定看護師の存在、患者評価」 

○松永 光代 

第54回日本癌治療学会学術集会 

平成28年10月20日～22日  パシフィコ横浜 

 

③「血液透析患者のフットケアに対する意識調査」 

○谷口 香織、望月 美幸 

日本看護学会学術集会 慢性期看護 

平成28年11月10日～11日  米子コンベンションセンター・米子市民文化センター 

 

④「一般病棟における認知症高齢者のBPSDへの対応から得られた患者反応」 

～QOL向上を目指して～ 

○太田 絢子、若林 佐知子、伊澤 寿奈、稲葉 映 

日本看護学会学術集会 慢性期看護 

平成28年11月10日～11日 米子コンベンションセンター・米子市民文化センター 

 

⑤「プリセプター制度を導入した応援スタッフの育成」 

○清 浩子 

平成28年度固定チームナーシング中部地方会 

平成28年11月23日  刈谷市総合文化センターアイリス 

 

⑥「入退院を繰り返す慢性心不全・誤嚥性肺炎患者の入退院及び生活支援の検討」 

－介護支援専門員へのインタビューから明確になる課題－ 

○佐野 克也、坂 舞、地田 和希、桑原 和美 

第５回 静岡県看護学会 

平成29年１月21日  グランシップ 

 

⑦「患者家族のニーズに合わせた退院支援」～質の髙い患者指導を目指して～ 

○井出 由佳 

第16回静岡県看護協会富士地区支部 看護実践報告会 

平成29年２月４日 富士宮市総合福祉会館 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

杉山 博世 

「職業講話」講師  富士市立吉原第二中学校  平成28年11月11日（金） 
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