
 

Ⅵ  研究 
１  医局 
⑴  学会・研修会等出席者数 

55件    延べ65名 

 

⑵  学会及び研究会報告 

高齢過疎の地域医療における鼠径部ヘルニア再発症例の検討 

谷若 弘一、後藤 秀樹、中島 亨 

第70回  日本消化器外科学会総会  2015年７月17  浜松 

 

⑶  対外活動（講演会等） 

①  第10回静岡てんかん地域ネットワーク研究会 

座長、世話人：西ヶ谷 和之  2015年４月24日  静岡 

 

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  2015年６月16日  富士 

 

③  薬学講座「薬物乱用防止に関する講和」（富士市立田子浦小学校） 

講師：谷若 弘一  2015年６月18日  富士 

 

④  薬学講座「喫煙、アルコールの怖さについて」（富士市立富士川第二小学校） 

講師：谷若 弘一  2015年６月25日  静岡 

 

⑤  薬学講座（富士市立富士見台小学校） 

講師：谷若 弘一  2015年６月30日  富士 

 

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  2015年７月３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  2015年７月７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  2015年７月14日  静岡 

 

⑨  第６回富士・富士宮IBDセミナー 

一般演題演者：横山 ともみ  2015年９月10日  富士 

 

⑩  薬学講座「たばこやお酒の健康被害について」（富士市立大淵第一小学校） 

講師：谷若 弘一  2015年９月15日  富士 

 

⑪  薬学講座「たばこの害及び薬の害」（富士市立吉原中学校） 

講師：谷若 弘一  2015年10月７日  富士 
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⑫  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  2015年11月10日  富士 

 

⑬  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  2015年11月17日  富士 

 

⑭  第37回岳南脳疾患研究会  特別講演会 

座長：西ヶ谷 和之  2016年１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                     1件    延べ 1名 

放射線科                12件    延べ32名 

検査科                  21件    延べ38名 

リハビリテーション科    36件    延べ42名 

 

⑵  著書・刊行論文 

放射線科 

 「救急放射線技術に関連したOFF THE JOB TRAININGの受講の実態調査」 

雑誌名：日本臨床救急医学会誌 投稿論文共同執筆 

著  者：嶋崎 龍洋 

 

⑶  学会及び研究会報告 

薬局 

 「各施設における持参薬管理業務への取り組み」 

漆畑 毅 

富士・富士宮ブロック会  2016年３月25日 

 

放射線科 

 「術者に応える腹部血管造影」 

嶋崎 龍洋 

第20回静岡県放射線技師学術大会  2015年５月31日 

 

 第20回静岡県放射線技師学術大会 

セッションⅡ  X線撮影技術  座長  渡邉 知巳  2015年５月31日 

 

 第６回静岡県血管撮影研究会 

座長  澤瀬 敏之  2015年９月５日 

 

 富士・富士宮放射線技師研究会 

セッション  座長  渡邉 知巳  2015年10月23日 

 

 「乏血性肝細胞癌へのアプローチ」 

浅見 浩明 

富士・富士宮放射線技師研究会  2015年10月23日 

 

 「静脈注射後の抜針・止血の現状」 

渡邉 知巳 

静岡県放射線技師会  医療安全セミナー  2015年12月12日 

 

 「上部消化管検査に於ける読影補助業務」 

佐野 吉彦 

第２回胃がん検診Ｘ線撮影従事者講習会  2016年１月30日 
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リハビリテーション科 

 「運動器・脳神経系疾患に対し理学療法を実施した入院症例におけるがん既往・合併の検

討」 

上原 晴加、上 奈津子、早川 和秀、川上 勇一、伊東 誠、漆畑 知子、諏訪 智弘、佐藤 彩、

加藤 康二、神谷 知子、笠井 公二、飯田 綾香、増田 和也、西ヶ谷 和之、和泉 謙二 

第53回日本癌治療学会学術集会  2015年10月31日  国立京都国際会館 

 

 「マイクロスリップと理学療法に関する一考察」 

和泉謙二 

第４回生態心理学とリハビリテーションの融合研究大会  2016年３月６日 

藤田保健衛生大学 

 

⑷  対外活動（講演会等） 

放射線科 

 「第18回日本臨床救急医学会総会・学術集会」 

BLS講習会講師：嶋崎 龍洋  2015年６月４日  富山県民会館 

 

 「救急撮影認定機構主催講習会」 

講師：嶋崎 龍洋  2015年11月15日  大阪府立泉州救命救急センター講堂 

 

 「AHA BLS講習会」 

インストラクター：嶋崎 龍洋 2016年２月１日  島田市民病院 

 

リハビリテーション科 

 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  2015年７月４日～５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部門責任者協議会 

「保険診療・介護報酬の理解のために～リハ料・適時調査を参考に～」 

和泉 謙二  2015年10月17日  あざれあ 

 

 富士市呼吸機能訓練教室講演会 

川上 勇一  2015年10月28日  フィランセ 

 

 IMSグループPT研修会 

「生態心理学的概念とクラインフォーゲルバッハの運動学を導入したアプローチ」 

和泉 謙二  2015年11月22日  横浜リハビリテーション専門学校 

 

 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  2015年11月28日～29日  浜松市リハビリテーション病院 
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 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  2015年12月６日  磐田市立総合病院 

 

 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24日  常葉学園静岡リハビリテーション専門学校 
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３  看護部 
⑴  学会・研修会等出席者数  63件  延べ148名 

 

⑵  学会及び研究会報告 

①「閉鎖式接続器具の実技訓練」－小規模施設での抗がん剤曝露対策の導入と質的管理 

○松永 光代、上 奈津子、藤原 有紀、遠藤 和代、有永 久美子、佐藤 八千代、中島 亨、 

後藤 秀樹、谷若 弘一 

第53回日本癌治療学会学術集会  Ｈ27年10月29日～30日  国立京都国際会館 

 

②「療養病棟における患者家族への関わり」－連絡ノートを活用してー 

○望月 隆正、米川 早苗、遠藤加奈子 

第46回日本看護学会 慢性期看護 学術集会  Ｈ27年９月２日～３日 

ビッグパレットふくしま 

 

③「地域包括ケア病棟におけるチームでの退院支援の取り組み」 

○池谷 みどり、井出 由佳 

平成27年度固定チームナーシング全国研究集会 Ｈ27年10月３日 

神戸ポートピアホテル 

 

④「退院支援・退院調整における入退院連携シートの活用から見えたこと」 

○村上 香奈子、田中 奈実 

固定チームナーシング研究会第15回中部地方会 Ｈ27年11月23日 ウインク愛知 

 

⑤「療養病棟における介護職とのバディ活動」 

○原 恵美子、髙木 未名 

固定チームナーシング研究会第15回中部地方会 Ｈ27年11月23日 ウインク愛知 

 

⑥「退院支援ファイルに対する意識調査と活用状況の把握」 

○坂 舞、地田 和希、佐野 克也、桑原 和美 

第15回富士地区支部看護実践報告会 Ｈ28年２月６日 富士宮市総合福祉会館 

 

⑶  対外活動（講演会等） 

①  伊藤 さゆり 

「手からはじまる。伝える 伝わる アロマハンドトリートメントを取り入れて」 

～日常から災害時まで～ 

ホテルクエスト清水  Ｈ28年１月29日 

 

②  有永 久美子 

「看護の出前授業」講師 

富士市立富士見台小学校  Ｈ27年11月26日 
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