
 

 

Ⅵ  研究 
１  医局 
⑴  学会・研修会等出席者数 

48件    延べ56名 

 

⑵  学会及び研究会報告 

 「ピロリ菌除菌後の胃Ｘ線検診の陽性判定率に与える喫煙の影響」 

谷若 弘一 

第13回  日本禁煙学会学術総会  2019年11月３日～４日  山形 

 

⑶  対外活動（講演会等） 

①  第18回  富士透析勉強会 

座長：野口 武雄  2019年５月９日  富士 

 

②  薬学講座「飲酒・喫煙・薬物乱用防止について」（富士市立富士見台小学校） 

講師：谷若 弘一  2019年６月25日  富士 

 

③  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  2019年７月２日  富士 

 

④  富士・富士宮地区糖尿病講演会 

座長：古川 卓  2019年７月２日  富士 

 

⑤  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  2019年７月５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  2019年７月８日  富士 

 

⑦  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  2019年７月10日  富士 

 

⑧  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  2019年７月11日  富士 

 

⑨  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中学校） 

講師：谷若 弘一  2019年７月12日  富士 

 

⑩  「Diabetes Academy～より良い高齢者医療を実践するために～」 

座長：古川 卓  2019年９月６日  富士 

 

⑪  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  2019年９月19日  富士 

 



 

 

⑫  富士・富士宮骨粗鬆症セミナー 

座長：加藤 純一郎  2019年11月14日  富士 

 

⑬  薬学講座「喫煙や飲酒等の害について知り、健康について考えよう」（富士市立元吉原中学校） 

講師：谷若 弘一  2019年11月18日  富士 

 

⑭  富士医療圏を考える会 

座長：西ヶ谷 和之  2020年１月22日  富士 

 

⑮  DiaMond Seminar in Fuji 

演者：古川 卓  2020年２月17日  富士 

 

⑯  薬剤師生涯学習講座 

演者：加藤 純一郎  2020年２月25日  富士 



 

 

２  診療技術部 
⑴  学会・研修会等出席者数 

薬局                    12件    延べ42名 

放射線科                31件    延べ47名 

検査科                  16件    延べ22名 

リハビリテーション科    42件    延べ66名 

 

⑵  著書・刊行論文 

リハビリテーション科 

 「心原性脳梗塞（右片麻痺・全失語・意識障害）リスク管理を行いながら廃用症候群を予防

し、どう運動を引き出すか？」 

書籍名：『症例検討で身につける脳卒中の理学療法』，P10-22，2019． 

著  者：和泉謙二 

 

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について（ATC/DDDシステム

とベアーズ・クライテリア）」 

竹下 秀司、佐野 一也、久保田 倫代 

静岡県病院薬剤師会東部支部例会 2019年６月20日 

 

 「共立蒲原総合病院における院外処方箋疑義照会簡素化プロトコル導入とその効果について」 

渡辺 俊輔、竹下 秀司、久保田 倫代 

第29回日本医療薬学会年会 2019年11月４日 

 

 「疑義照会簡素化プロトコル導入について」 

渡辺 俊輔、竹下 秀司、久保田 倫代 

日本病院薬剤師会東海ブロック 中小病院・療養病床・診療所・精神科病院 

薬剤師セミナー2020  2020年１月26日 

 

放射線科 

 「蒲原病院における骨折予防チームの役割」 

渡邉 知巳 

骨粗鬆症リエゾンカンファレンス  2019年７月18日 

 

リハビリテーション科 

 「自己導尿の自立を目指した症例 ～環境設定を中心としたアプローチ～」 

飯田 綾香、増田 和也、三上 舞 

第19回東海北陸作業療法学会  2019年11月17日  アクトシティ浜松 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

放射線科 

 富士・富士宮骨粗鬆症セミナー 

座長：渡邉 知巳  2019年11月14日 

 



 

 

 富士市ＯＬＳチームミーティング 

座長：渡邉 知巳  2019年12月18日 

 

リハビリテーション科 

 京都エコロジカルアプローチ研究会研修会 

「自律的な反応を導く治療的アプローチ～重力・支持面・平衡反応～」 

講師：和泉 謙二  2019年４月27日  仏教大学 

 

 共立蒲原総合病院 市民公開講座 

「明日から取り組む介護予防・転倒予防」 

講師：和泉 謙二  2019年５月29日 

 

 静岡市「自宅でずっと」在宅医療・介護連携推進事業キックオフミーティング 

「地域リハビリテーションの基礎知識とその推進について」 

講師：和泉 謙二  2019年６月16日  城東保健福祉エリア 

 

 第23回静岡県理学療法士学会 

座長：早川 和秀  2019年６月15日～16日  プラサヴェルデ 

 

 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） 

「重力のある環境に包み込まれて適応していく～支持面から捉えるプレーシング・平衡反応 

～」 

講師：和泉 謙二  2019年６月29日～30日  富士リハビリテーション専門学校 

 

 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  2019年８月４日  湖山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 

「外部環境への適応と知覚システム」 

講師：和泉 謙二  2019年８月24日～25日  野洲病院（滋賀県） 

 

 静岡県薬剤師会健康サポート薬局研修会 

「地域包括ケアシステムにおけるリハビリテーション専門職と薬局の連携を模索する」 

講師：和泉 謙二  2019年９月16日  静岡商工会議所会館 

 

 第３回日本リハビリテーション医学会学術集会ランチョンセミナー 

座長：和泉 謙二  2019年11月16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（アドバンスコース） 

「抗重力の環境下での身体反応に重きをおいた治療的誘導～望ましい自己組織化の糸口を

探る～」 

講師：和泉 謙二  2019年11月23日～24日  浜松市リハビリテーション病院 

 

 

 



 

 

 第８回静岡災害リハビリテーション研修会シンポジウム 

「災害時の活動について 〜できること・できないこと〜」 

座長：和泉 謙二  2019年12月７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  2020年１月18日  静岡市 

 

 愛知県理学療法士会災害リハビリテーション研修会 

「災害時の備え 発災時の取り組み～平時に何を考えるべきか～」 

講師：和泉 謙二  2020年２月１日  中部リハビリテーション専門学校 

 

 藤田医科大学卒後研修会臨床動作分析講習会ベーシックセミナー 

「感受性の高い身体づくりへのアプローチ ～パーキングファンクションの視点から～」 

講師：和泉 謙二  2020年２月８日～９日  藤田医科大学 

 



 

 

３  看護部 
⑴  学会・研修会等出席者数  64件  延べ102名 

 

⑵  学会及び研究会報告 

 「ケアミックス型の病院で院内デイケアを行った効果」 

齋藤 美和 

日本老年看護協会  第24回学術集会 

令和元年６月６日～７日  宮城県 

 

 「透析歴10年以上・65歳以上の高齢患者の永続的な治療に対する思いを知る～透析スタッフ

から聴く患者の会話からの分析～」 

内垣内 清奈 

第64回  日本透析医学会集会・総会 

令和元年６月30日  神奈川県 

 

 「自己決定を尊重する支援」 

村松 友美子 

固定チームナーシング全国研究集会 

令和元年10月６日  兵庫県 

 

 「検査時における苦痛緩和ケアが及ぼす影響と課題～上部内視鏡検査受診者の心理状態を検

証して～」 

塩川 祐子 

日本看護協会  慢性期看護 

令和元年11月14日～15日  鹿児島県 

 

 「患者・家族の意思決定支える退院支援～患者・家族の思いに寄り添うために～」 

大橋 茉里子 

固定チームナーシング研究会  中部地方会 

令和元年11月30日  愛知県 

 


