
 

Ⅵ  研究 
１  医局 
⑴  学会・研修会等出席者数 

48件    延べ52名 

 

⑵  著書・刊行論文 

 「PaclitaxelとCisplatinの併用療法により胃転移が消失した進行・再発乳癌の１例」 

雑誌名：癌と化学療法 vol.44 第４号 

著  者：中島 亨、谷若 弘一、後藤 秀樹 

 

⑶  学会及び研究会報告 

 「経過観察のみで自然に退縮した肝細胞癌の一例」 

中島 亨、谷若 弘一、後藤 秀樹 

JDDW2017 第25回日本消化器関連学会  2017年10月12日～15日  福岡 

 

 「親の癌罹患が子の禁煙意識に及ぼす影響」 

谷若 弘一 

第11回  日本禁煙学会学術総会  2017年11月４日～５日  京都 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

①  薬学講座「薬物乱用防止に関する講話」（富士市立田子浦小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年６月15日  富士 

 

②  薬学講座「飲酒、喫煙の害について  薬の正しい使い方について」（富士市立吉永第一小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年６月22日  富士 

 

③  薬学講座「飲酒、喫煙の害について  薬の正しい使い方について」（富士市立富士見台小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年７月４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」（富士市立丘小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年７月６日  富士 

 

⑤  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  2017年７月７日  富士 

 

⑥  薬学講座「薬物乱用防止に関する講話」（富士市立富士川第一小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年７月13日  富士 

 

⑦  生活習慣病予防教室（静岡市立由比小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年７月18日  静岡 

 

⑧  喫煙防止教室（静岡市立由比小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年７月19日  静岡 
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⑨  講習会「ドーピングについて」（静岡県ボウリング連盟） 

講師：河合 勉  2017年９月17日  静岡 

 

⑩  SAMURAI SEIKEI MEETING 

特別講演 演者：加藤 純一郎  2017年９月21日  三重 

 

⑪  薬学講座「薬物乱用防止に関する講話」（富士市立富士川第二小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年９月22日  富士 

 

⑫  Diabetes Symposium 

講師、座長：古川 卓  2017年９月28日  富士 

 

⑬  第14回富士・富士宮整形外科懇話会 

総合司会：加藤 純一郎  2017年10月３日  富士 

 

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  2017年10月26日  富士 

 

⑮  薬学講座「薬物乱用防止に関する講話」（富士市立富士南小学校） 

講師：谷若 弘一  2017年11月14日  富士 

 

⑯  市民公開講座「糖尿病を知ろう 

～身近な話題から最新の治療まで（当院の取り組みを含め）～」 

講師：古川 卓  2017年11月14日  共立蒲原総合病院 

 

⑰  富士市顎骨壊死対策講演会 

一般講演 演者：加藤 純一郎  2017年11月16日  富士 

 

⑱  焼津病院ACLS研修 

講師：野口 武雄  2017年11月24日  焼津 

 

⑲  第43回岳南脳疾患研究会 

座長：西ヶ谷 和之  2018年２月21日  富士 

 

⑳  静岡県病院薬剤師会  東部支部例会 

特別講演 講師：古川 卓  2018年２月21日  三島 
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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                14件    延べ32名 

検査科                  13件    延べ23名 

リハビリテーション科    26件    延べ35名 

 

⑵  著書・刊行論文 

リハビリテーション科 

 「クラインフォーゲルバッハの運動学の治療的応用 ―パーキングファンクション（構えと

知覚）」 

雑誌名：『臨床動作分析－ＰＴ・ＯＴの実践に役立つ理論と技術』，冨田昌夫他（編）， 

三輪書店，P55-66，2018. 

著  者：和泉 謙二 

 

⑶  学会及び研究会報告 

薬局 

 「血液透析患者におけるバンコマイシン注投与設計を行った１症例」 

竹下 秀司  静岡県病院薬剤師会東部支部会  富士・富士宮ブロック会 学術研修会 

2017年11月４日 

 

 「高齢者における薬剤使用量の評価と、今後の薬学的介入に対する検討」 

竹下 秀司  日本医療薬学会年会  2018年３月20日 

 

放射線科 

 「読影レポートの現状」 

佐野 吉彦  第７回東静消化管研究会  2017年６月30日 

 

リハビリテーション科 

 「小脳出血患者に対する理学療法－床上基本動作に着目して－」 

高林 佑介、原木 公祐、和泉 謙二、 杉山 基 

第21回静岡県理学療法士学会  2017年６月25日  グランシップ 

 

 「風船とロッキングチェアを用いたリハビリ介入によるパーキンソン症状の改善」 

伊藤 泰明、和泉 謙二 

第13回空間認知と運動制御研究会学術集会（旧JAXAワーキンググループ） 

2018年３月３日  京都大学 

 

 第５回『生態心理学とリハビリテーションの融合』研究会 

大会長：和泉 謙二  2018年３月３日～４日  滋賀県おごと温泉 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

放射線科 

 「セミナーⅤ  読影実習」 

講師：市川 和秀  第９回東静消化管研究会  2017年12月２日 
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リハビリテーション科 

 第21回静岡県理学療法士学会 

座長：早川 和秀  2017年６月25日  グランシップ 

 

 静岡エコロジカル・アプローチ研究会主催講習会（ベーシックコース） 

「生態心理学概念に基づくアプローチ～知覚と運動の観点から～」 

講師：和泉 謙二  2017年７月８日～９日  浜松市リハビリテーション病院 

 

 第６回静岡災害リハビリテーション研修会 

シンポジウム「平時から何をしておくべきか」 

講師：和泉 謙二  2017年９月３日  浜松市福祉交流センター 

 

 第９回JIMTEF災害医療研修ベーシックコース 

ファシリテーター：和泉 謙二  2017年９月９日  JICA東京 

 

 静岡エコロジカル・アプローチ研究会主催講習会（アドバンスコース） 

「抗重力の環境下における身体反応に重きをおいた治療的誘導」 

講師：和泉 謙二  2017年11月25日～26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  2017年12月17日  常葉大学 

 

 藤田保健衛生大学リハビリテーション学科卒後研修会臨床動作分析講習会基礎編 

「Klein-Vogelbachの運動学と生態心理学的概念に基づくアプローチ（導入編）」 

講師：和泉 謙二  2018年２月10日～11日  藤田保健衛生大学 

 

 静岡県リハビリテーション専門職団体協議会主催 

静岡県訪問リハビリテーションシンポジウム 

『訪問リハビリテーションへの期待』 

シンポジスト：和泉 謙二  2018年３月11日  グランシップ 
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３  看護部 
⑴  学会・研修会等出席者数  67件  延べ155名 

 

⑵  著書・刊行論文 

 「在宅復帰を目指す患者の排泄自立援助」～自宅の排泄環境を取り入れた三事例～ 

雑誌名：第48回  日本看護学会 慢性期看護学会誌 

著  者：松永 奈名恵、村上 香奈子（新３病棟） 

 

⑶  学会及び研究会報告 

①「小規模施設で質の高い化学療法看護を維持するための取り組み」 

松永 光代 

第55回日本癌治療学会学術集会 

平成29年10月20日  パシフィコ横浜 

 

②「在宅復帰を目指す患者の排泄自立援助」～自宅の排泄環境を取り入れた三事例～ 

松永 奈名恵、村上 香奈子（新３病棟） 

第48回 平成29年度日本看護学会学術集会 慢性期看護 

平成29年８月31日～９月１日  神戸ポートピアホテル  

 

③「医療依存度が高い療養者の在宅介護が継続できている要因」 

久保田 憲子、野村 万里江、佐野 千恵（訪問看護ステーション） 

平成29年度静岡県看護協会富士地区支部 看護実践報告会 

平成30年２月17日  富士市ロゼシアター 

 

④「長期療養患者の肥厚爪ケアへの取り組み」 

小長井 早織 

平成29年度固定チームナーシング全国研究集会 

平成29年10月９日  神戸ポートピアホテル 

 

⑤「患者・家族の思いに寄り添う看護の提供～カンファレンスノートでの意見交換～」 

米川 早苗 

固定チームナーシング研究会  第17回中部地方会 

平成29年11月11日  愛知県産業労働センター（ウインク愛知） 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

桑原 和美 

看護の日・看護週間  みんなで話そう－看護の出前授業－ 

キャリアガイダンス「働く人の話を聞こう」 看護職の仕事 看護職への道 

平成29年６月15日(木)  常葉大学附属橘中学校 ２年生58人 

-112-


