
Ⅵ  研究 
１  医局 
⑴  学会・研修会等出席者数 

61件    延べ67名 

 

⑵  著書・刊行論文 

間接胃集団検診の陽性判定率に対する喫煙の影響 

雑誌名：「日本禁煙学会雑誌 第９巻 第２号」（2014） 

著 者：谷若 弘一 

 

⑶  学会及び研究会報告 

①  間接胃集団検診の陽性判定率に対する喫煙の影響 

谷若 弘一 

第８回  日本禁煙学会学術総会  2014年11月15日～16日  沖縄 

 

②  過疎高齢化地域における大腿ヘルニア症例の検討 

上 奈津子 

第76回  日本臨床外科学会総会  2014年11月20日～22日  福島 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

①  富士・富士宮Ｃ型肝炎学術講演会 

特別座長：河合 勉  2014年４月17日  富士 

 

②  第２階静岡県のＣ型肝炎学を考える会 

一般講演座長：河合 勉  2014年４月26日  富士 

 

③  薬学講座「たばこの害及びくすりの害」（富士市立鷹岡中学校） 

講師：谷若 弘一  2014年６月19日  富士 

 

④  薬学講座「たばこ・飲酒・薬物が与える影響について」（富士市立富士南中学校） 

講師：谷若 弘一  2014年６月27日  富士 

 

⑤  喫煙防止教室（静岡市立由比小学校） 

講師：谷若 弘一  2014年７月１日  静岡 

 

⑥  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  2014年７月４日  富士 

 

⑦  生活習慣病予防教室（静岡市立由比中学校） 

講師：谷若 弘一  2014年７月８日  静岡 

 

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  2014年７月11日  富士 
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⑨  薬学講座「たばこの害及びくすり」（富士市立吉原小学校） 

講師：谷若 弘一  2014年10月８日  富士 

 

⑩  喫煙防止講座（富士市立富士川第一中学校） 

講師：谷若 弘一  2014年10月21日  富士 

 

⑪  がんと生活習慣病のかかわりについて（富士宮市立北山中学校） 

講師：谷若 弘一  2014年12月４日  富士宮 

 

⑫  職業講話（富士市立富士南中学校） 

講師：加藤 純一郎  2015年1月30日  富士 
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２  診療技術部 
⑴  学会・研修会等出席者数 

①  薬局                     7件    延べ11名 

②  放射線科                16件    延べ28名 

③  検査科                  18件    延べ28名 

④  リハビリテーション科    43件    延べ60名 

 

⑵  著書・刊行論文 

なし 

 

⑶  学会及び研究会報告 

①  薬局 

なし 

 

②  放射線科 

ア  静岡県診療放射線技師会 学術大会  2014年5月25日 

MRIセクション 座長：嶋崎 龍洋 

 

イ「診療放射線技師におけるOFF THE JOB TRAININGの現状」 

嶋崎龍洋 

富士・富士宮放射線技師研究会  2014年10月24日 

 

ウ「当院におけるマンモグラフィーの症例報告」 

佐野裕子 

富士・富士宮放射線技師研究会  2015年３月20日 

 

③  リハビリテーション科 

ア  当院Branch atheromatous disease（BAD）患者における急性期症状の進行及び退院時機能と

病巣位置の関係について 

伊東 誠、川上 勇一、早川 和秀、西ヶ谷 和之、嶋崎龍洋 

第49回日本理学療法学術大会  2014年６月１日  パシフィコ横浜 

 

イ  中大脳動脈梗塞と卵巣癌の合併で難渋した一症例を経験して 

上原 晴加、 伊東 誠、川上 勇一、西ヶ谷和之、上 奈津子 

第30回東海北陸理学療法学術大会  2014年11月15日  静岡市民文化会館 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

①  放射線科 

ア  「AHA BLS講習会」 

インストラクター：嶋崎 龍洋 2014年４月19日  静岡県立総合病院 他９回 

 

イ  日本診療放射線技師会 BLS講習会 

講師：嶋崎 龍洋 2015年２月28日～３月１日 

 

 

- 123 -



②  リハビリテーション科 

ア 第49回日本理学療法士学術大会 

基礎系 座長：早川 和秀  2014年５月31日  パシフィコ横浜 

 

イ 日本理学療法士協会主催 理学療法士講習会（応用編） 

「生態心理学的概念に基づいた運動療法（ベーシック･コース）」 

和泉 謙二  2014年７月５日～６日  富士リハビリテーション専門学校 

 

ウ  富士市主催 呼吸不全者の会講演会「呼吸機能訓練教室」 

和泉 謙二  2014年10月29日  フィランセ 

 

エ  第30回東海北陸理学療法学術大会  

基礎系 座長：早川 和秀  2014年11月15日  静岡市民文化会館 

 

オ  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）」 

和泉 謙二  2014年11月28日～29日  浜松市リハビリテーション病院 

 

カ  静岡県理学療法士会教育部研修会「理学療法と倫理」 

和泉 謙二  2014年12月21日  常葉大学静岡キャンパス 

 

キ  白寿医療学院スキルアップセミナー 

「生態心理学概念に基づくアプローチ（インフォメーション・コース）」 

和泉 謙二  2015年１月18日  白寿医療学院 

 

ク  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－」 

和泉 謙二  2015年１月25日  常葉学園静岡リハビリテーション専門学校 

 

ケ  静岡エコロジカル・アプローチ研究会主催公開勉強会 

「生態心理学概念に基づくアプローチ（インフォメーション・コース）」 

和泉 謙二  2015年３月22日  富士市立中央病院 

 

コ  富士広域リハビリテーション支援事業研修会 

「摂食嚥下について」 

青島 このみ  2014年９月  オアシス中之郷 
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３  看護部 
⑴  学会・研修会等出席者数  62件  延べ155名 

 

⑵  著書・刊行論文 

①  終末期における訪問看護師と他職種との連携を考える 

～他職種とのデスカンファレンスを活用して～ 

    雑誌名：第45回日本看護学会論文集  在宅看護 

    著 者：佐野 千恵、平尾 由香里、吉野 深雪 

 

②  リハビリカンファレンスを活かした退院支援 

雑誌名：「看護実践の科学」VOL.40  NO.2  FEB.2015 

著 者：渡辺 弥生、松永 美萌子 

 

⑶  学会及び研究会報告 

①『腕上輸液加温法』：オキサリプラチン末梢投与時の温罨法-輸液加温法変法の提案 

○松永 光代、上 奈津子、藤原 有紀、望月 和美、小林 千也子、渡辺 富士子、中島 亨、 

後藤 秀樹、谷若 弘一 

第52回日本癌治療学会学術集会  H26年８月28日～29日 神奈川県 

 

②「地域2次病院における救急救命士訪問看護実習の意義について」 

○河村 香苗 

第16回日本救急看護学会学術集会  H26年10月10日  大阪府 

 

③「退院支援の質向上を目指す取り組み」 

～患者家族へのインタビューを通して検討する～ 

○見上 恵亮、遠藤 隆成、加藤 智子、桑原 和美 

第45回日本看護学会 慢性期看護学術集会  H26年９月11日～12日 徳島県 

 

④「終末期における訪問看護師と他職種との連携を考える」 

～他職種とのデスカンファレンスを活用して～ 

○佐野 千恵、平尾 由香里、吉野 深雪 

第45回日本看護学会 在宅看護 学術集会  H26年10月２日～３日  山形県 

 

⑤「リハビリカンファレンスを活かした退院支援」 

○渡辺 弥生、松永 美萌子 

固定チームナーシング研究会  全国研究集会  H26年９月14日  兵庫県 

 

⑥「褥瘡新規発生率減少に向けた取り組み」 

○稲葉 由希子、赤池 統子 

固定チームナーシング研究会  全国研究集会  H26年９月14日  兵庫県 

 

⑦「カンファレンスを通じて学んだこと」 

～その人らしい生き方を最期まで支援するとは～ 

○吉田 茂美、田中 奈実 

固定チームナーシング研究会 第14回中部地方会 H26年11月22日  愛知県 
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⑧「家族とともに人生の最期に向き合う」～家族との面談・看護師の語りから～ 

○村上 香奈子、宇田 由紀 

固定チームナーシング研究会 第14回中部地方会 H26年11月22日  愛知県 

 

⑨「維持透析患者の災害意識調査」 

○中司 美嘉子、松熊 幸子 

第53回全国自治体病院学会  H26年10月30日～31日  宮崎県 

 

⑩「一般外来における看護師によるトリアージの現状」 

○竹下 聖子、岩間 有紀子、宇佐美 善子 

第14回静岡県看護協会富士地区支部 看護実践報告会  H27年２月７日  富士市 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

①  佐藤 八千代 

「風邪予防（手指消毒について）」  講師 

ケアハウス 富士の里  H26年12月10日 

 

②  河村 香苗 

「フィジカルアセスメント・ベーシック」 

～薬剤師のためのスキルアップセミナー～  講師 

沼津商工会議所  H26年６月15日 

 

「災害看護地区研修」 講師 

富士市フィランセ  H26年11月６日 

 

③  久保 美咲 

看護の日・看護週間記念行事「自宅でできる床ずれ予防」 講師 

イオンタウン富士南  H26年５月17日 

 

社会適応訓練講習会  講師 

三島市民文化会館  H26年７月19日 

 

④  後藤 ひさみ 

新人看護職員指導者研修  コーディネーター 

静岡県看護協会  H27年１月21日 

 

⑤  坂 舞 

新人会員研修「先輩看護師のメッセージ」 講話 

静岡県看護協会  H26年８月11日  アクトシティ浜松 

 

⑥  天願 香織 

職業講話 

富士市立広見小学校  H26年11月13日 
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