
 

 

Ⅵ  研究 
１  医局 
⑴  学会・研修会等出席者数 

49件    延べ58名 

 

⑵  著書・刊行論文 

 「関節胃集団検診における検査前48時間以上の禁煙が偽陽性判定数を減少させる」 

雑誌名：日本消化器がん検診学会雑誌 2018年56巻５号 

著  者：谷若 弘一 

 

⑶  学会及び研究会報告 

 「職場検診からみた前喫煙者の家族の癌罹患から受ける禁煙意識の検討」 

谷若 弘一 

第12回  日本禁煙学会学術総会  2018年11月10日～11日  香川 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

①  富士富士宮地区糖尿病講演会 

一般講演演者：古川 卓  2018年４月９日  富士 

 

②  薬学講座「タバコの害：お酒の害・だめぜったい薬物！」（富士市立田子浦小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年６月14日  富士 

 

③  薬学講座「喫煙と薬物における健康被害について」（富士市立伝法小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年６月28日  富士 

 

④  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  2018年６月29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」（富士市立丘小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年７月３日  富士 

 

⑥  薬学講座「タバコ、アルコール、薬物」（富士市立富士見台小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年７月５日  富士 

 

⑦  薬学講座（富士市立富士川第一小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年７月６日  富士 

 

⑧  薬学講座「喫煙飲酒薬物乱用防止について」（富士市立鷹岡小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年７月10日  富士 

 

⑨  「Diabetes Paradigm shift～SGLT2阻害剤とその結果～」 

演者：古川 卓  2018年７月12日  富士 
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⑩  生活習慣病予防教室（静岡市立由比小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年７月18日  静岡 

 

⑪  喫煙防止教室（静岡市立由比小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年７月19日  静岡 

 

⑫  第２回富士市緩和医療連携カンファレンス 

パネリスト：横山 ともみ  2018年７月31日  富士 

 

⑬  静岡東部骨粗鬆症リエゾンサービスカンファレンス 

司会：加藤 純一郎  2018年９月９日  沼津 

 

⑭  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  2018年９月13日  富士 

 

⑮  「第135回薬物療法研修会」 

演者（特別講演等）：古川 卓  2018年９月18日  沼津 

 

⑯  薬学講座「たばこの害及び薬の害」（富士市立吉原小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年11月１日  富士 

 

⑰  富士肝炎フォーラム 

座長：河合 勉  2018年11月19日  富士 

 

⑱  薬学講座「タバコ、アルコール、覚醒剤による健康被害」（富士市立富士中央小学校） 

講師：谷若 弘一  2018年12月11日  富士 

 

⑲  「第４回Diabetes Forum」 

一般演題演者：古川 卓  2019年１月23日  富士 

 

⑳  Kowa Web カンファレンス 

演者：古川 卓  2019年２月20日  富士 
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２  診療技術部 
⑴  学会・研修会等出席者数 

薬局                     4件    延べ11名 

放射線科                14件    延べ32名 

検査科                  12件    延べ29名 

リハビリテーション科    33件    延べ40名 

 

⑵  著書・刊行論文 

薬局 

 雑誌名：静岡県病院薬剤師会  会報  2019 年３月  学術部報告 

著  者：久保田 倫代 

 

 雑誌名：静岡県病院薬剤師会  会報  2019 年３月  中堅薬剤師の声 

著  者：渡辺 俊輔 

 

リハビリテーション科 

 「脳卒中片麻痺患者におけるホームエクササイズ指導のポイント」 

雑誌名：『理学療法第36巻第３号』p196-204，メディカルプレス，2019 

著  者：和泉謙二他 

 

 書評「樋口貴広著『研究的思考法―想いを伝える技術』」 

雑誌名：『理学療法第36巻第３号』p196-204，メディカルプレス，2019 

著  者：和泉謙二9 

 

⑶  学会及び研究会報告 

薬局 

 「療養病棟における高齢者の薬剤使用量の評価と薬学的介入」 

竹下 秀司、佐野 一也、久保田 倫代 

第28回日本医療薬学会年会  2018年11月23日 

 

放射線科 

 「蒲原病院における乳房の構成と高濃度乳房問題」 

谷本 清美 

第28回診療放射線技師富士富士宮研究会  2018年４月20日 

 

 第28回診療放射線技師富士富士宮研究会 

座長  渡邉 知巳  2018年４月20日 

 

 骨粗鬆症リエゾンサービスカンファレンス 

渡邉 知巳  2018年９月９日 

 

 「当院における骨シンチの現状（半定量検査の実施状況）」 

澤瀬 敏之 

第29回診療放射線技師富士富士宮研究会  2018年10月12日 
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リハビリテーション科 

 「床上基本動作を通し歩行機能の改善に繋がった視床出血の一症例」 

高林 佑介、 原木 公祐、 杉山 基、和泉 謙二 

第34回東海北陸理学療法士学術大会  2018年10月27日  三重県総合文化センター 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

リハビリテーション科 

 エコロジカルアプローチ研究会スキルアップセミナー（2018年度第1回） 

「パーキングファンクションに近づけるための評価と治療的アプローチ」 

講師：和泉 謙二  2018年４月14日～15日  藤田医科大学 

 

 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） 

「姿勢・動作の理解と評価の視点～ヒトの動きと取り巻く環境に着目して～」 

講師：和泉 謙二 2018年６月30日～７月１日 富士リハビリテーション専門学校 

 

 京都エコリハ研究会主催第１回研修会 

「エコロジカルアプローチ：京都導入編：パーキングファンクション」 

講師：和泉 謙二  2018年９月22日  仏教大学 

 

 静岡県理学療法士会新人教育部研修会 

「理学療法と倫理」 

講師：和泉 謙二  2018年８月５日  藤枝市立総合病院 

 

 エコロジカルアプローチ研究会福井講習会 

「エコロジカルアプローチ入門編～生態心理学の基礎的な概念に触れる～」 

講師：和泉 謙二  2018年11月10日  公立丹南病院 

 

 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） 

「感受性の高い身体へ導く治療的アプローチ～自律的な反応を引き出すために～」 

講師：和泉 謙二  2018年11月23日～24日  浜松市リハビリテーション病院 

 

 第３回滋賀エコロジカルアプローチ研究会講習会 

「エコロジカルアプローチから基本動作をみる」 

講師：和泉 謙二  2018年12月22日～23日  京都橘大学 

 

 静岡県理学療法士会部門責任者協議会 

「パワハラ・モラハラ～職場のパワーハラスメントを考える～」 

講師：和泉 謙二  2019年１月26日  静岡市 

 

 静岡県理学療法士会領域別管理者研修会 

「地域包括ケア病棟」 

講師：和泉 謙二  2019年１月26日  静岡市 

 

 静岡市医療・介護専門職のための研修会 

「多職種協働で「自宅でずっと」を支える」 

-108-



 

 

ナビゲーター：和泉 謙二  2019年１月26日  もくせい会館 

 

 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 

「姿勢・動作を重力下の環境で理解する～パーキングファンクションの視点から～」 

講師：和泉 謙二  2019年２月９日～10日  藤田医科大学 
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３  看護部 
⑴  学会・研修会等出席者数  79件  延べ182名 

 

⑵  学会及び研究会報告 

 「退院支援の評価」 

石原 英子、長岡 知子 

固定チームナーシング全国研究集会 

平成30年９月15日  神戸ポートピアホテル 

 

 「レスパイト入院に対する病棟看護師の認識の実態」 

桑原 和美、溝尻 結美、西川 純子 

第49回日本看護協会－慢性期看護－学術集会 

平成30年９月27日  静岡県コンベンションセンター（グランシップ） 

 

 「地域包括ケア病棟の現状と課題  第２報」 

伊藤 さゆり 

第57回全国自治体病院学会 

平成30年10月18日～19日  福島県郡山市民文化センター 

 

 「入院前情報用紙、退院時カンファレンス用紙を作成して～ケアマネジャーと連携し退院支

援に繋げる」 

大垣 陽子 

固定チームナーシング研究会  中部地方会 

平成30年11月23日  愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

 

 「外来手術患者への手術室看護師による術前訪問の効果～不安の軽減に努めて～」 

安藤 公子、久保田 恵 

平成30年度静岡県看護協会富士地区支部 看護実践報告会 

平成31年２月２日  富士市立中央病院 

 

⑶  対外活動（講演会等） 

 職業講話 

「看護の仕事」 

講師：桑原 和美  平成30年６月21日  常葉大学附属橘中学校２年生 

 

 学会座長 

第49回日本看護学会－慢性期看護－学術集会 

「身体のケア」 

座長：今井 碧  平成30年９月28日  静岡県コンベンションセンター（グランシップ） 

 

 「訪問看護」 

講師：杉山 博世 平成30年11月16日  富士市立鷹岡中学校１年生 
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