


勝木グループ 年報（平成 27.28 年度版） 巻頭言 
 
                     勝木グループ 代表 勝木保夫 

 
 
平成 27 年度から平成 28 年度の 2 年間の研究や発表、講演活動などの業績集を刊行しま

す。今回の特徴としては、過去と比較して、学会や論文での発表がこれまでより多くの部

署や職種から行われ、講演依頼も増していることです。特に、勝木グループでは、多職種

協働して取り組んでいるチームアプローチがグループの特色であり強みでもありますが、

今回の業績にも、一人の研究や一部所の業績をはじめ、多部署多職種でおこなった成果が

多く発表されています。加えて、医療職のみならず、介護職や事務系職員の発表も増えて

きています。これらの成果は、他の多くの職員の励みにもなります。 
勝木グループは、全事業所共通の理念として「あなたの健康が私達の願いです」と掲げ

ています。私達は日常的に、直接目前の患者さんや会員さんにより良いサービスを提供す

ることが求められていますし、地域へ向けて健康情報を発信することも求められています 
このためには知識技術の習得や研鑽が欠かせませんが、近年の医療・健康関連の研究や

技術革新はますますそのスピードを増しています。数年前までは、Ｃ型肝炎の患者さんに

はご苦労をかけてインターフェロンによる辛い治療を受けていただいたのにもかかわらず、

残念ながら肝癌が発症する場合があったなどその効果は十分でなかったわけです。しかし、

現在ではほぼ完治できる薬剤が開発され、当院でも使用できています。また、30 年前まで

は半数は寝たきりになるといわれていた関節リウマチも、現在ではほとんど寝たきりや車

椅子に生活は至らず、就労継続や一般の生活が可能になってきました。新たな手術方法や

治療システム、効率よい院内連携の手法など、日々の進歩は暇がありません。 
私達には、「医療・介護・健康増進」の分野で世の中の進歩に遅れることなく研鑽を積み、

さらにより良いサービス提供のための方策を工夫する責務があります。このために、グル

ープ職員は、世界のどこかで開発された技術、知識を吸収して多くの患者さんや会員さん

に提供できるよう研修すること、自らの職務領域についてより良いサービスや新しいサー

ビスを研究開発し、学会や論文等にて発表して質の高い内容に高めることが求められます。、 
学会発表や論文投稿、講演活動を行うためには、検証、探求、反省といった労力が必要

ですが、このことが質の高いサービス提供につながります。 
 勝木グループ職員には、絶えず探求心をもって日々の業務にあたり、医療・介護・健康

増進を担うオピニオンリーダーとして、地域社会へその成果を還元していくことを期待し

ます。 
 
 







氏　名 タイトル 雑誌名 巻 号 年月 ページ

中村　立一
医療機関の垣根を越えた健康増進
施設（スポーツジム）との多職種連携

日本クリニカルパス学
会誌

17 2 2015年6月 P199-202

中村　立一
健康増進施設（スポーツジム）との連
携を活用したロコモティブシンドロー
ムの予防

中部日本整形外科災
害外科学会雑誌

58 4 2015年7月 P647-648

中村　立一

The validity of the classification for
lateral　hinge fractures in open
wedge high tibial
osteotomy

Bone Joint J
97-
B

2015年9月 P1226-31

勝木　建一
温浴施設での健康支援サービスの可能
性-クラハウス九谷の事例-

日本温泉気候物理医学会
雑誌

78 4 2015年10月 P323-325

林　真紀
2015年に向けてチーム医療における
各専門職の役割

杏林書院　保健の科学
11月号

0:00:00

片山　伸幸 気管支異物による気瘤を認めた１例
気管支学：日本呼吸器
内視鏡学会雑誌

38 1 2016年1月 P32-36

高橋　和代
簡易無呼吸検査と睡眠ポリグラム検
査の比較検討

日本心臓リハビリテー
ション学会誌

21
1・
2・3

0:00:00 P37-40

加藤　千夏
「待ってほしい患者」と「いつもでも待
てない看護師」

日本糖尿病医療学研究
会会誌

1 1 0:00:00 P142-145

宮本　由香里
デジタルストーリーテリングを活用した在
宅療養生活に関する映像の作成と病棟
看護師への介入効果

日本看護研究学会 38 2 0:00:00 P33-42

勝木　達夫
心臓リハビリテーションの普及状況にお
ける都道府県格差

心臓リハビリテーション 20 1 2015年 P91-99

漆原　真姫

食材のコスト削減が招く喫食率の低
下
～業務の選択と集中で患者満足の実
現をめざす～

栄養経営士テキスト
日本医療企画

2 2015年4月

平成27年度 寄稿・論文



氏　名 タイトル 雑誌名 巻 号 年月 ページ

勝木達夫
PD-4　患者とスタッフの心に灯をとも
す能力～医師こそがSTART WITH
WHYを語れ～

日本心臓リハビリテーション学会誌

22

H28.4 266-268

中村立一
以前とどこが違う？人工膝関節置換
術とはどこが違う？—より進化した高
位脛骨骨切り術の現在—

オペナーシング

31

.H28.7 706-708

鮒田達郎

MRI 前室におけるbelt partition を用
いた区域分割の有用性―アンケート
調査による危険行動抑制効果の分
析―

日本放射線技術学会 72 8 Ｈ28.8 681-688

漆原　真姫
おいしい嚥下調整食とは
（作製のコツ）

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
の嚥下調整食ﾚｼﾋﾟ集105
医歯薬出版株式会社

Ｈ28.9

中村立一
変形性膝関節症トータルサポート
チームによる多職種協働アプローチ

整形・災害外科 59 9 H28.12 1203-1210

勝木達夫
下肢閉塞性動脈硬化症（LEAD)に対
する包括的血管リハビリテーション

循環器内科 80 6 H28.12 526-530

勝木達夫

解説論文　シンポジウム３｢医療情報
技術を用いた糖尿病患者教育とチー
ム医療｣糖尿病疾患管理ＭＡＰによ
る可視化がもたらすチームの翼とは

日本糖尿病情報学会 15 H28.12 96-104

林　武弘
Ｐ-CABのＨelicobacter pylori除菌判
定に及ぼす影響

Ｈelicobacter　Ｒeserch H29.1

堀田陽平
簡便な運動機能評価を用いた要支
援者の持久力の推定

石川県理学療法学雑
誌

17 1

平成28年度 寄稿





年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

H27�4�1� 中村　立一
勝木保夫、池渕香瑞
美、太田敬、藤田健
司

健康増進施設（スポーツジム）との連
携を活用したロコモティブシンドロー
ムの予防

第124回中部日本整形外
科災害外科学会
（ホテル日航金沢)

H27�4�1� 片山　伸幸 中村暁子
吸入デバイス回収による吸入ステロ
イド薬のアドヒアランス調査

第55回日本呼吸器学会
学術講演会
（東京国際フォーラム）

H27�6�12 飴谷　礼子
松山渚、澤田優、松
儀怜、谷口侑花、中
村立一

変形性膝関節症患者に対する看護
師と管理栄養士による生活指導の効
果

第17回日本医療マネジメ
ン卜学会学術総会
（大阪国際会議場）

H27�6�12 松儀　怜 中村立一
健康増進施設における医療機関と連
携したリスク管理システムの概要

第17回日本医療マネジメ
ン卜学会学術総会
（大阪国際会議場）

H27�6�12 谷口　侑花
松儀怜、中西真弓、
飴谷礼子、中村立一

人工膝関節全置換術後患者の退院
後紹介先と今後の課題

第17回日本医療マネジメ
ン卜学会学術総会
（大阪国際会議場）

H27�6�1� 中村　立一 髙橋祐樹
健康増進施設（いわゆるスポーツジ
ム）との多職種連携におけるリスク管
理

第7回日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会・
����A�
(札幌コンベンションセン
ター)

H27�6�1� 漆原　真姫 �
「Iスケール」（石川県栄養士会食事
形態スケール）を用いた食事形態情
報共有化にむけての取り組み」

第65回日本病院学会
（軽井沢プリンスホテル）

H27�6�2� 池永　康規
中山さやか、谷口博
紀、小松奈保子、西
村一志、勝木保夫

Pro�i�ti�e �a�tor� re�ainin�
�om�lete oral inta�e in �����a�i�
�tro�e �atient� �it� internal t��e
�ee�in�� in a �onrale��ent
re�a�ilitation �ar�

�t� �orl� �on�re�� o�
International �o�iet� o�
P���i�al An�
�e�a�ilitation Me�i�ine
（Maritim Hotel,Berlin）

H27�7�1� 高橋　和代
坂下真紀子、勝木達
夫

無拘束睡眠時無呼吸検査装置の検
査精度に関する検討

第21回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（福岡国際会議場）

H27�7�1� 山口　宏美
伊藤泰信、酒井有
紀、勝木達夫

ワークショップ２　生涯にわたる患者
教育を考える――医療者が支援する
患者会の運営からみる患者教育

第21回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（福岡国際会議場）

H27�7�1� 山口　宏美

伊藤泰信 、琴野巧裕
、池田拓史 、酒井有
紀 、坂下真紀子 、中
村美紀 、喜田恵 、松
儀怜 、居軒功 、勝木
達夫

疾病管理MAPを用いた多職種協働
による包括的マネジメントに向けて

第21回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（福岡国際会議場）

H27�7�1� 勝木　達夫
勝木達夫、池田拓
史、酒井有紀、片山
郁子

通院和温療法と通院心臓リハビリ
テーションの併施が奏効した2症例

第21回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（福岡国際会議場）

H27�7�1� 池田 拓史
岩佐和明、酒井有
紀、山口宏美、勝木
達夫

回復期心臓リハビリテーションにおい
て、最高酸素摂取量に影響を与える
身体機能因子の検討

第21回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（福岡国際会議場）

学会発表

− 159 −



年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

�2����9 勝木 達夫 -
当院のStand-Alone型疾病管理MAP
の構築と成果

日本慢性疾患重症化予
防学会第1回サマーセミ
ナー
(兵庫医科大学平成記念
会館)

�2����1� 古田　さおり -
在宅療養移行支援（退院支援）検討
シートを使用した事例検討

在宅療養移行（退院支
援）研究会

�2����30 勝木　達夫 (招待シンポジスト）
疾病管理MAPによる可視化がもたら
すチームの翼とは

第15回日本糖尿病情報
学会学術集会
（海運クラブ　東京）

�2��9�5 勝木　達夫 -
和温療法、運動療法などの集学的リ
ハビリにより救肢できた重症虚血肢
の一例

第34回日本臨床運動療
法学会学術集会
（東北大学医学部）

�2��9�11 池永　康規
中山さやか、谷口博
紀

回復期リハビリテーション病棟退院
時経管栄養離脱できた嚥下障害患
者の特徴

第21回日本摂食・嚥下リ
ハビリテーション学会学
術大会
（国立京都国際会館）

�2��9�11 野崎　理恵

山口満弓、漆原真姫
谷口博紀、中山さや
か
池永康規

ゲル化剤を使用しないムース食品の
開発～第2報～

第21回日本摂食嚥下ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会学術大会
（京都国際会議場）

�2��9�12 谷口　博紀 中新敏彦
当院における口腔アセスメントシート
導入への取り組み（第2報）～病棟間
アンケート調査の結果から～

第9回看護実践学会学術
集会
（石川県地場産業振興セ
ンター）

�2��9�13 林　真紀 シンポジスト
新しい生活概念～文化と変容、医療
の進歩の中で

第25回大会医療社会福
祉学会
（日本女子大学目白キャ
ンパス）

�2��10�2 後藤　伸介 シンポジスト
組織的、継続的な医療の質改善活
動の実践～病院機能評価を活用し
て～

リハビリテーション・ケア
合同研究大会神戸2015
（神戸国際会議場）

�2��10�2 上田　美里
加藤千夏、前橋真由
美、谷口真由美

回復期リハ病棟における介護福祉士
の課題

リハビリテーション・ケア
合同研究大会神戸2015
（神戸国際会議場）

�2��10�2 上野　弘樹

西谷拓也、上地本
高、中村英史、谷内
香織、北川敦子、池
田拓史、中山さや
か、杉浦有子、霜下
和也、茶谷雅明、橋
本実、酒井有紀、後
藤伸介

当院における理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士の経験年数及び病棟
配属年数とアクシデントとの関連性

リハビリテーション・ケア
合同研究大会神戸2015
（神戸国際会議場）

�2��10�3 堀田  陽平 後藤伸介、中村立一
外来理学療法における自主練習指
導により改善が認められた高位脛骨
骨切術術後の一症例

第31回東海北陸理学療
法学術大会
（金沢市文化ホール）

�2��10�9 堀田　陽平
羽場俊広、多和田絵
里奈、後藤伸介、中
村立一

腱板断裂術後患者の入院期間の違
いによる術後成績の比較

第12回肩の運動機能研
究会
（仙台国際センター）

− 160 −



年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

�2��1��11 加藤　千夏 �
「待ってほしい患者」と「いつまでも
待っていられない看護師」

第2回糖尿病医療学研究
会（京都教育会館）

�2��1��22 清水　ふき
金大、浜松医大、順
天大、中京病院、兵
庫医大

インストラクションコース
たしかに伝え、そっと教える「斜視診
療の基礎と裏ワザ」

第69回日本臨床眼科学
会（名古屋国際会議場）

�2��1��24 道下　孝恒

中村美紀、中出奈津
子、梅元晃美、多保
田千佳子、梅元晃
美、高畠恵美、石田
美由紀

腎機能低下患者における、レボフロ
キサシン錠適正使用への取り組み

第9回日本腎臓病薬物療
法学会学術集会
(仙台国際センター)

�2��1��31 加藤　洋平 �
駐車場不足問題解消のための取り
組み　～いつでも安心して来院でき
るクリニックを目指して～

第4回全国医療経営士実
践研究会金沢大会
（石川県地場産業振興セ
ンター）

�2��11�1 山田　竜也 �
事務総合職が取り組む、院内連携強
化の第一ステージ

第4回全国医療経営士実
践研究会金沢大会
（石川県地場産業振興セ
ンター）

�2��11�14 羽場　俊広
鈴木勝也、松儀怜、
中村立一

変形性膝関節症術後における健康
増進施設との連携の有効性

第16回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（東京ベイ舞浜ホテルク
ラブリゾート）

�2��11�14 宮島　美穂 �
地域での安全な運動継続のための
紹介先の検討について

第16回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（東京ベイ舞浜ホテルク
ラブリゾート）

�2��11�14 田畑　悦子
中村立一、中島和香
子、岸良子

チームワーク向上を目的とした手術
手技介助マニュアルの作成

第16回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（東京ベイ舞浜ホテルク
ラブリゾート）

�2��11�14 木戸　久美子
小西あけみ、中村立
一

鏡視下腱板修復術のパス短縮化に
よる不安の分析と今後の課題

第16回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（東京ベイ舞浜ホテルク
ラブリゾート）

�2��11�1� 小川　尚栄 �
働き続けられる職場づくりの取り組
み～変則3交代勤務及び夜勤ポイン
トの導入

新潟看護協会

�2��11�21 田畑　るみか
平加保彦、黒田他寿
子、堂下雅雄

当院における脳血流ECD画像統計
法eZISに与える吸収補正の影響

第31回日本診療放射線
技師学術大会
（国立京都国際会館）

�2��11�21 徳田　一輝
宮下高雄、三ッ出徳
子、畑耕子、宮岸宗
太朗、堂下雅雄

腰椎CTにおける被曝線量低減への
取り組み

第31回日本診療放射線
技師学術大会
（国立京都国際会館）

�2��11�22 中出　奈津子

東昌代、梅元晃美、
中村美紀、多保田千
佳子、高畠恵美、道
下孝恒、石田美由紀

整形外科病棟における薬剤師の薬
物療法への介入

第25回日本医療薬学会
年会
（パシフィコ横浜）

�2��11�23 岸　良子
中島和香子、市島
哲、中村立一

継続看護に繋がる手術記録の検討

第16回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（東京ベイ舞浜クラブリ
ゾート）
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年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

�27�11�29 中村　立一 -
S��e��-Fi��� ���e����� ��� A���n
�nee

201�10�� A��n Meni����
� ���e����� S�����i��
(韓国：アサンメディカル
センター）

�27�12�6 田畑　るみか
平加保彦、黒田他寿
子、堂下雅雄

当院における脳血流ECD画像統計
法eZISに与える吸収補正の影響

石川県放射線技師学術
大会
（石川県立中央病院健康
教育館）

�27�12�6 徳田　一輝
宮下高雄、三ッ出徳
子、畑耕子、宮岸宗
太朗、堂下雅雄

腰椎CTにおける被曝線量低減への
取り組み

石川県放射線技師学術
大会
（石川県立中央病院健康
教育館）

�27�12�13 城戸内　駿
後藤伸介、酒井広
勝、中正二郎、宮島
美穂、高塚慧味

二次予防事業におけるPTの役割
第2回日本地域理学療法
学会学術集会
（千葉県教育会館）

�28�2�19 根上　剛
本田房子、喜多真
紀、　石田美由紀、佐
分稲子

インフルエンザアウトブレイク時の職
員への対応

第31回日本環境感染学
会
（国立京都国際会館 ）

�28�2�26 池永　康規
大堀功、漆原真姫、
野崎理恵

ラコールNF配合経腸用半固形剤専
用アダプタが業務時間短縮に及ぼす
効果

2016JSPEN臨床栄養セミ
ナー福岡
(福岡国際会議場)

�28�2�28 小松　奈保子 -
ビジネススクールで学び、MBAを取
得して

日本皮膚科学会北陸地
方会第449回例会
（金沢大学宝ホール）

�28�3�4 塚田　楓
城野友哉、橋本実、
霜下和也、酒井有
紀、後藤伸介

排泄動作の多面的分析に基づく作業
療法～便座座位の恐怖感により活
動制限をきたした一症例～

第27回回復期リハビリ
テーション研究大会in沖
縄
（沖縄コンベンションセン
ター）

�28�3�� 谷口　博紀

池永康規、吉村洋
子、中山周子、伊藤
仁美、霜下和也、辻
寿彦、寺岡莉沙、出
村佳苗

安全管理分科会による転倒・転落予
防の取り組み

第27回回復期リハビリ
テーション研究大会in沖
縄
（沖縄コンベンションセン
ター）

�28�3�8 宮下　高雄
渋谷翼、羽場俊広、
吉田円、高橋祐樹、
勝木保夫

小松市学童期野球検診の二次検査
の報告-超音波検査のピットホール

第8回北陸3県合同研修
会
(富山大学杉谷キャンパ
ス)

�28�3�8 宮岸　宗太朗 -
内視鏡室への業務拡大と放射線課
業務への応用

第8回北陸3県合同研修
会
(富山大学杉谷キャンパ
ス)

�28�3�8 渋谷　翼
宮下高雄、羽場俊
広、吉田円、高橋祐
樹、勝木保夫

小松市における学童期野球検診の
報告-検診内容と超音波画像につい
て-

第8回北陸3県合同研修
会
(富山大学杉谷キャンパ
ス)

�28�3�11 谷口　博紀

中山周子、伊藤ひと
み、中真智子、麻田
淑子、吉村洋子、辻
寿彦、寺岡莉沙、霜
下和也、塚田楓、出
村佳苗、灰田憂美奈

転倒・転落予防の取り組み
石川県回復期リハ病棟
連絡協議会研究大会
2016
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年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

H28���1� 羽場　俊広

吉田円、上野弘樹、
後藤伸介、渋谷翼、
宮下高雄、中﨑衣
美、髙橋祐樹、勝木
保夫

小松市少年野球チームに対する野
球検診の実際と検診結果

石川県理学療法学術大
会
（金城大学）

H28���22 中村　立一
飴谷礼子、澤田優、
市島哲、鮒田達郎、
松儀怜

変形性膝関節症後における健康増
進施設との連携の有効性

第18回日本医療マネジメ
ント学会
（福岡国際会議場ほか）

H28���22 飴谷　礼子
澤田優、市島哲、鮒
田達郎、松儀怜、中
村立一

変形性膝関節症患者に対する継続
的な生活指導を目指して

第18回日本医療マネジメ
ント学会
（福岡国際会議場ほか）

H28���22 鮒田　達郎 飴谷　礼子
左右誤認防止を目的としたひらがな
（混合）表記の効果検証

第18回日本医療マネジメ
ント学会
（福岡国際会議場ほか）

H28���22 市島　哲 中村立一、飴谷礼子
安全に効率化を考えた手術運営の
取り組み

第18回日本医療マネジメ
ント学会

H28�5�12 中村　立一

藤田健司、近江礼、
太田敬、高橋祐樹、、
池渕香瑞美、西村一
志、勝木保夫

Open wedge HTOにおける至適ヒン
ジ位置

第89回日本整形外科学
会学術総会
（パシフィコ横浜)

H28�5�19 小山　美雪

勝木達夫、山口宏
美、蓮井静香、川田
智恵美、室川梨恵
子、四十坊真由美、
加藤千夏、宇野友
紀、山本睦、若松裕
美子

糖尿病透析予防指導の指導回数と
今後の課題

第59回日本糖尿病学会
（京都みやこメッセ）

H28�5�22 谷口　博紀　 -
当院における口腔ケアラウンドの取
り組み～評価を充実させケアの質を
高めよう～

第12回金沢口腔フォーラ
ム
（石川県地場産業振興セ
ンター）

H28�5�2� 堀田　陽平 後藤伸介
要支援者における転倒リスク評価の
検討

第51回日本理学療法学
術大会
（札幌コンベンションセン
ター）

H28�5��� 池永　康規 -
『Effects of the use of RACOL-NF
Se�i Solid enteral for�ula and an
adaptor on nursing workload』

世界物理療法・理学療法
会議
（ＩＳＰＲＭ）

H28���5 林　武弘 川西勝、大堀功
ボノプラザン併用除菌治療成績と
UBTを用いた除菌判定精度

日本消化器病会北陸地
方会
（福井県済生会病院）

H28���9 R�uichi Naka�ura� 

Nahoko Ko�atsu�
�asaki Takahashi�
Rei O�i� Ka�u�i
�ke�uchi� Ka�unari
Kuroda� Kei �noue�
Hitoshi Nishi�ura�
�asuo Katsuki

The �alidit� of the classification for
lateral hinge fractures in open wedge
high ti�ial osteoto��

�rd� Congress of Asia-
Pacific Knee�
Arthroscop� and Sports
�edicine Societ�
(APKASS　香港)

− 163 −



年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

H2��6�� 堀田　陽平

茂岩岳史、村田明
代、谷内香織、田畑
美香、伊藤清美、後
藤伸介、勝木建一

短時間通所リハビリテーションにおけ
る活動・参加状況の変化と課題

第53回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
（国立京都国際会館）

H2��6�11 池田　拓史
酒井有紀、後藤伸
介、河南昌美、勝木
達夫

当院の内科急性期病棟における入
院初期からの多職種カンファレンス
が在棟日数に及ぼす効果について
の検討

第53回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
（国立京都国際会館）

H2��6�1� 池永　康規
『ICFを共有概念にした脳卒中地域連
携体制の構築』～加賀脳卒中地域
連携協議会　生活期連携委員会

第11回能登脳卒中
フォーラム
（七尾美術館）

H2��6�1� 片山　伸幸 中村暁子
『アレルギー性気道疾患による咳嗽
の鑑別に関する取り組み』

第65回日本アレルギー
学会
（東京国際フォーラム）

H2��6�24 林　武弘 川西勝、大堀功
�rob�e�� o� a��ura�y o� urea breath
te�t a�ter �onopra�an-ba�ed
eradi�ation therapy

Ｔhe 13th Korea-Japan
Joint Sy�po�iu� on
He�i�oba�ter in�e�tion

H2��6�25 林　武弘 川西勝、大堀功
ボノプラザン併用除菌治療後におけ
る尿素呼気試験を用いた除菌判定
精度の問題点

第22回日本ヘリコバク
ター学会
（別府ビーコンプラザ）

H2��6�26 小松　奈保子
MBAを取得して：MBAの視点で女性
医師のキャリア、医療制度、医局制
度を考える

日本皮膚科学会北陸地
方会第450回例会

H2��7�7 小山　美雪
糖尿病透析予防指導の取り組みに
ついて

（金沢勤労者プラザ）

H2��7�15 居軒　功

A �a�e o� �e�ora� he�ato�a �au�ed
by the pudendaｌartery  injury,
�u��e���u��y treated �ith �oi�
e�bo�i�ation a�ter the �ather
ab�ation �or paro�y��a�
�upra�entri�u�ar te�hy�ardia�

第63回日本不整脈心電
学会
（札幌コンベンションセン
ター）

H2��7�17 今井　美里
池田拓史、酒井有
紀、勝木達夫

退院後1ヶ月で再入院となったうっ血
性心不全を呈する高齢者の在宅復
帰を目指した症例

第22回日本心臓リハビリ
テーション学会
(東京国際フォーラム）

H2��7�17 池田　拓史
岩佐和明、酒井有
紀、山口宏美、勝木
達夫

かかりつけ医への心リハ関連の情報
提供書の作成と課題

第22回日本心臓リハビリ
テーション学会
(東京国際フォーラム）

H2��7�17 勝木　達夫 -

心臓リハビリを実施するメディカルス
タッフに求められる知識・技能・能力
とは何か？患者さんとスタッフのここ
ろに灯をともす能力　医師こそが
START WITH WHY を語れ

第22回日本心臓リハビリ
テーション学会
(東京国際フォーラム）

H2��7�2� 田畑　悦子
堂下雅雄、坂水桂
子、川西勝

当施設においての背景胃粘膜X線診
断の導入とその結果

第57回日本人間ドック学
会(松本市民芸術館)
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年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

H28�7�28 中村　立一 �
Open wedge HTOの合併症とその対
策

第8回　日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会
（福岡国際会議場）

H28�7�28 中村　立一
高橋祐樹、仲村俊
介、藤田健司

Open Wedge HTOの外側ヒンジ骨折
に対するTakeuchi分類の妥当性

第8回　日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会
（福岡国際会議場）

H28�7�2� 喜田　恵

久保田由美、古仲美
紀子、大井恭子、柿
沢明子、中口恵子、
勝木達夫

当施設の心臓ドックにおいて、冠動
脈CT有所見者の特徴は?

第57回日本人間ドック学
会
(松本市民芸術館)

H28�8�10 卜部　佳美 �
「できるADL」と「しているADL」に差が
生じ介護指導に難渋した症例

平成28年度加賀支部研
修会・第1回事例検討会
（芦城クリニック）

H28�8�10 山田　早紀
橋本実、堀田めぐ
み、酒井有紀、上野
弘樹、後藤伸介

見当識障害を呈し，不穏行動が見ら
れた症例‐日記の記載による効果‐

平成28年度加賀支部研
修会・第1回事例検討会
（芦城クリニック）

H28���3 中村　美紀 �
C型肝炎治療薬の 適正使用への取
り組み

第163回石川県病院薬剤
師会学術研修会
（石川県立中央病院健康
教育館）

H28���4 小松　奈保子 �
当院における過去5年間のマダニ刺
症の動向

日本皮膚科学会北陸地
方会　第451回例会

H28���4 前橋　真由美
加藤千夏、瀧上沙
代、谷口真由美、北
秀子

LED調光調色照明が術後回復期患
者の睡眠に及ぼす影響（第一報）～
アクチグラフによる睡眠評価に着目
して～

第10回看護実践学会学
術集会
（金沢医科大学）

H28���4 瀧上　沙代
加藤千夏、前橋真由
美、谷口真由美

LED調光調色照明が術後回復期患
者の睡眠に及ぼす影響（第二報）～
看護師へのアンケート調査と聞き取
り調査より～

第10回看護実践学会学
術集会
（金沢医科大学）

H28���11 中出　奈津子 � リウマチ登録薬剤師としての活動
第36回石川県リウマチケ
ア研究会

H28���16 橋本　典子 岩井洋子、堂下雅雄
トラブルシューティングを目的とした
透視装置の機器管理について

第32回日本診療放射線
技師学術大会
（長良川国際会議場）

H28���23 林　武弘 �
C�np�ehen�i�e Ana���i� �� �ene
�u�a�i�n� in Li�e� Cance� ��e�
Ce���

The 12�h ��H �ing�e
T�pic C�n�e�ence

H28���24 東野　美佐子
中山さやか、池永康
規

重度ワレンベルグ症候群に対して嚥
下機能改善手術を行い、経口摂取へ
の満足度に繋げることが出来た一例

第22回日本摂食嚥下リ
ハビリテーション学会
（朱鷺メッセ）

H28���24 中山　さやか
東野美佐子、池永康
規

訪問リハビリテーションで言語聴覚
士が関わり長期絶食後に食べる楽し
みを継続できたくも膜下出血の一例

第22回日本摂食嚥下リ
ハビリテーション学会
（朱鷺メッセ）

− 165 −



年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

H2����2� 小川　尚栄 シンポジスト
働き続けられる職場作りの取り組み
～変則3交代制夜勤とINCENTIVE導
入～

第47回日本看護学会「看
護管理」学術集会
（石川県立音楽堂）

H2��10�1 池田　拓史

岩佐和明、茂岩岳
史、酒井有紀、後藤
伸介、坂下真紀子、
喜田恵、勝木達夫

北陸における心臓リハビリテーション
のＣＰＸ実施状況と運動処方や効果
判定に関しての調査報告

第2回日本心臓リハビリ
テーション学会北陸地方
会
（石川県地場産業振興セ
ンター）

H2��10�15 田畑　悦子
中村立一、藤田健
司、巻克好

診療放射線技師がHTO手術を最大
限にサポートするためのHTO手術介
助マニュアルの作成

knee osteotomy フォーラ
ム

H2��10�15 吉田　優子 -
医師事務作業補助者の配置とロー
テーションについて考える　パネリス
ト

日本医師事務作業補助
研究会　石川県支部『第
1回　医師事務作業補助
者　とことん活用セミ
ナー』『第2回　かがやき
セミナー』
（白山市民交流センター5
階大会議室）

H2��10�15 中村　立一 シンポジウム DFOの必要性と術中の留意点

第5回日本Knee
Osteotomyフォーラム
（アクロス福岡　国際会
議場）

H2��10�20 �os�i�i�o Kotono
� RC�-CTO ��se �e �o���n�t inse�t
��i�in� ��t�ete�� �e���se o�
�nom��o�s o�i�in �n� osti�� stenosis�

ＣＣＴ2016

H2��10�21 森安　隆宗

堀田陽平、羽場俊
広、酒井有紀、後藤
伸介、中村立一、勝
木保夫

鏡視下腱板修復術後の理学療法規
定プログラム導入による変化

リーガロイヤルホテル広
島

H2��10�27 城戸内　駿
酒井広勝、中正二
郎、後藤伸介、星野
陽子、釜場なる子

通所サービスと訪問指導の複合実施
による活動支援の展開

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）

H2��10�27 上野　勝也

後藤伸介、酒井有
紀、池田拓史、森安
隆宗、山西侑花、池
田拓史

人工股関節全置換術患者の術後6ヶ
月までの主観的評価結果の検証

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）

H2��10�27 城野　友哉
池田拓史、茂岩岳
史、橋本実、酒井有
紀、後藤伸介

『RUN TOMO-RROW2015in石川 通
称RUN伴〔らんとも〕』 活動報告

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）

H2��10�27 山﨑　晋平 -
転倒状況の聴取内容の標準化～転
倒により骨折し入院した患者を対象
として～

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）

H2��10�27 石川　雄一
後藤伸介、酒井有
紀、森安隆宗、羽場
俊広

高位脛骨骨切り術術後患者の独歩
獲得期間に影響する因子の検討

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）
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年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

�28�10�27 堀田　陽平
霜下和也、谷内香
織、後藤伸介

介護予防のための基準緩和型通所
サービスの取り組み

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）

�28�10�27 橋本　恵
宮本由香里、山田千
代子、後藤伸介、霜
下和也

尾骨部に褥瘡を形成した多系統萎縮
症患者の在宅生活におけるチームア
プローチ
 —QOLの保守とケアの両立—

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）

�28�10�28 山森　深雪 酒井広勝、後藤伸介
通所リハビリテーションにおける介護
福祉士の役割

リハビリテーション・ケア
合同研究会茨城2016
（つくば国際会議場）

�28�10�29 片山　伸幸 中村暁子
アレルギー性気道疾患による咳嗽の
鑑別に関する取り組み

第18回日本咳嗽研究会
（KKR京都くに荘）

�28�11�4 林　武弘 川西勝、大堀功
ボノプラザン併用除菌治療後におけ
る尿素呼気試験を用いた除菌判定
の問題点

第24回日本消化器関連
学会週間
（神戸コンベンションセン
ター）

�28�11�� 吉田　円
吉田円、羽場俊広、
高橋祐樹

石川県小松市における野球検診の
実施報告－二次検診受診率を上げ
るための取り組み－

第27回臨床スポーツ医
学会学術集会
（幕張メッセ)

�28�11�6 徳田　一輝 宮下高雄、堂下雅雄
鏡視下腱板縫合術術後CTにおける
撮影条件の最適化

第9回中部放射線医療技
術学術大会
（鈴鹿医療科学大学）

�28�11�6 宮下　高雄 渋谷翼、高橋祐樹
小松市学童期野球検診の二次検査
の報告～内側型野球肘の検討～

第9回中部放射線医療技
術学術大会
（鈴鹿医療科学大学）

�28�11�11 黒田　一成

中村立一、池渕香瑞
美、近江礼、井上啓、
髙橋祐樹、西村一
志、勝木保夫

高位脛骨骨切り術と自家培養軟骨
移植術の併用

第44回日本関節病学会
(別府国際コンベンション
センター B-con Plaza ）

�28�11�20 林　武弘 川西勝、大堀功
ペニシリンアレルギー症例にたいす
るＨelicobacter pylori除菌治療の試
み

日本消化器病会地方会

�28�11�2� 中村　芽衣 中村立一
高位脛骨骨切り術の疼痛管理～硬
膜外麻酔とカクテル注射の比較～

第17回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（石川県立音楽堂）

�28�11�2� 福圓　真利子
村上裕之、中島和香
子、羽場俊広、中村
立一

変形性膝関節症の手術前説明に対
する患者満足度調査

第17回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（石川県立音楽堂）

�28�11�26 梅元　晃美 中村立一
レジメンシステムを利用した関節リウ
マチ点滴バイオ製剤の管理

第17回日本クリニカルパ
ス学会学術集会
（石川県立音楽堂）

�28�11�26 佐々木　詩織 酒井広勝、後藤伸介
リハビリテーション会議におけるOT
の役割

第16回東海北陸作業療
法学会
（石川県地場産業振興セ
ンター）
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年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

�28�11�26 元地　志津香 �

多職種協同での入浴介助により自律
した生活構築へ
の第一歩となった事例における介護
職の役割

第23回全国大会・第14回
日本介護学会
（別府国際コンベンション
センター　Ｂ－Ｃon Ｐ
laza）

�28�11�26 井家　歩美 �
手続き記憶を通した学習により食事
動作が自立した認知障害の事例

第16回東海北陸作業療
法学会
（石川県地場産業振興セ
ンター）

�28�11�26 山田　早紀
橋本実、堀田めぐ
み、酒井有紀、上野
弘樹、後藤伸介

見当識障害を呈し，不穏行動が見ら
れた症例‐日記の記載による効果‐

第16回東海北陸作業療
法学会
（石川県地場産業振興セ
ンター）

�28�11�2� 石川　こすも
城野友哉、橋本実、
後藤伸介

人工股関節全置換術後の不安によ
り生活指導に難渋した事例～作業に
関する自己評価・改訂版を用いた介
入～

第16回東海北陸作業療
法学会
（石川県地場産業振興セ
ンター）

�28�12�1� 中村　立一 �
大腿骨の高度な弯曲によるストレス
骨折―バイオメカニクス検討の必要
性―

第23回 奈良・横浜・京都
バイオメカニクスカンファ
レンス
（京都）

�28�12�1� 坂下　真紀子

山森直美、喜田恵
み、上村真由美、吉
田桃子、巽友里恵、
結城恵莉那、村中紗
智子

病棟における検査備品管理について
～病棟業務拡大の第１歩～

第55回日臨技中部圏支
部医学検査学会
（ホテル金沢）

�28�12�11 田畑　悦子

宮下高雄、橋本典
子、田畑るみか、三
ツ出徳子、平加保
彦、堂下雅雄

当院の背景胃粘膜X線診断～初年
度の結果をふまえて～

石川県診療放射線技師
学術大会
（石川県立中央病院健康
教育館）

�28�12�11 加藤　千夏 �

������ o� �olo� an� in��n�i�� ��na�l�
��� li���in� in ��� �o��o���a�i��
���o���� ��a�� o� �o�al �n��
a����o�la���(��A�

第36回日本看護科学学
会学術集会
（東京国際フォーラム）

�28�12�11 小松　奈保子 �
MBAを取得して：ＭBAの視点で女性
医師のキャリアと医局制度、勤務医
不足との関連を考える

日本皮膚科学会北陸地
方会　第452回例会
（ホテル日航金沢）

�28�12�11 小松　奈保子 �

MBAを取得して：ＭBAの視点で女性
医師のキャリアと医局制度、｢女性医
師が医局という後ろ盾を持つことよ
り、対外的交渉力を獲得すること｣の
意味を考える

日本皮膚科学会北陸地
方会　第452回例会
（ホテル日航金沢）

�29�2�4 中出　奈津子 梅元晃美
多職種におけるリウマチ登録薬剤師
の活動～生物学的製剤の安全管理
を中心に～

第18回RAトータルマネジ
メントフォーラム
（品川インターシティホー
ル）

�29�2�1� 西出　千恵美
加藤千夏、谷口真由
美、西村一志

介護福祉士が家屋訪問に同行する
ことの必要性と課題

回復期リハビリテーショ
ン病棟協会第29回研究
大会in広島
（広島国際会議場）

�29�2�1� 上田　利佳 �
脳卒中再発予防パンフレットを活用
した患者教育～変化ステージモデル
を用いた調査～

回復期リハビリテーショ
ン病棟協会第29回研究
大会in広島
（広島国際会議場）

�29�2�1� 石田　美由紀
中村美紀、多保田千
佳子、西村一志

回復期リハビリテーション病棟におけ
る薬剤師業務

回復期リハビリテーショ
ン病棟協会第29回研究
大会in広島
（広島国際会議場）
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年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場）

�29�2�19 田畑　るみか
平加保彦、黒田他寿
子、三ツ出徳子、堂
下雅雄

脳血流SPECTにおける吸収補正が
3DSRTに与える影響

第9回北陸3県診療放射
線技師学術研修会
（金沢医科大学病院）

�29�2�2� 中村　美紀 -
高齢患者への糖防管指導の効果-
⊿eGFRに注目して

南加賀地域連携セミナー

�29�2�26 小松　奈保子 -
MBAを取得して5：ＭBAの視点で女
性医師のキャリアと医局制度、勤務
医不足との関連を考える

日本皮膚科学会北陸地
方会　第453回例会
（金沢医科大学医学教育
棟４F）

�29�2�26 小松　奈保子 -

MBAを取得して6：ＭBAの視点で女
性医師のキャリアと医局制度、｢医局
の後ろ盾という交渉力｣があれば、出
産後もキャリアの継続は可能である

日本皮膚科学会北陸地
方会　第453回例会
（金沢医科大学医学教育
棟４F）

�29�3�3 林　武弘
林武弘、金沢大学消
化器内科

門脈血栓症に対する治療成績と予
後への影響

第1回北陸門脈圧亢進症
研究会

�29�3�1� 堀　美希 -
当院における循環器内科との連携に
ついて

第15回睡眠呼吸障害・
NPPV研究会

�29�3�12 堀田　陽平
霜下和也、谷内香
織、勝木建一、後藤
伸介

小松市における短期集中予防サー
ビスにおいて家事動作を獲得できた
一症例

第26回石川県理学療法
学術大会
（石川県立中央病院）
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講演会

年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

�27���17 笠原　文和 病理疾病論Ⅵ（全5回） 専門学校講義 武生看護専門学校

�27���1� 宮本　由香里 在宅援助論 大学講義 金沢大学

�27���23 中村　立一
J���nese e��er�ence �nd ho� to
��o�d

AO　course　講演
ホテルグランテラス富
山

�27���3� 宮本　由香里 在宅援助論 大学講義 金沢大学

�27�5�7 酒井　有紀 内部障害(循環器疾患） 専門学校講義
金沢リハビリテーション
アカデミー

�27�5�15 勝木　達夫
疾病管理MAPで展開する「弱くて
も勝てる」糖尿病多職種協働診
療

佐賀医療連携懇話会
アバンセ第一研修室
（佐賀県）

�27�5�22 宮本　由香里 回復期リハ病棟に求めるもの
石川県回復期リハビリ
テーション協議会研修会

石川県リハビリテーショ
ンセンター

�27�5�22 宮本　由香里
生活期の立場から回復期リハビ
リテーションに求めること

石川県回復期リハビリ
テーション病棟連絡協議
会情報交換会

石川県リハビリテーショ
ンセンター

�27�5�2� 西村　一志 運動器リハビリテーション
平成２７年度第８回回復
期リハ病棟専従医師研修
会

東京コンファレンスセン
ター品川

�27�6�� 勝木　達夫
心リハにおけるCPX以外の運動
能評価とフィードバック、Why?
Wh�t? �o�?

第31回北九州心臓リハビ
リテーションセミナー

KP小倉シティセンター6
階　小倉ホール

�27�6�� 本田　房子 手術部位感染防止対策
石川県専門的看護実践
力研修「感染管理」

石川県立看護大学

�27�6�16 野崎　理恵
病院における栄養士・管理栄養
士の役割

フレッシュマンセミナー 金沢学院短期大学

�27�6�1� 中村　立一
We�come to the Wor�d o� Modern
Knee Osteotomy!-基本コンセプト
と成功の鍵-

第7回日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会・
JO�KA�

札幌コンベンションセン
ター

�27�6�1� 酒井　有紀
循環器疾患のリハビリテーション
（全2回）

専門学校講義
金沢リハビリテーション
アカデミー

�27�6�1� 中村　立一
高位脛骨骨切り術を併用した培
養軟骨移植術

The 2nd JACC Users’
Meet�n�

TKPガーデンシティー札
幌駅前
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

�27���2� 城野　友哉
経営者が直面する脳梗塞・くも膜
下出血 症例とリハビリテーション
から見る 予防と対策

中小企業家同友会　南加
賀支部

小松芸術劇場うらら

�27���27 林　真紀
医療ソーシャルワーク部門の人
材養成～地域に働きかけるソー
シャルワーカー

三重県医療ソーシャル
ワーカー協会平成27年度
全体研修

三重県総合文化セン
ター

�27�7�� 池永　康規
「チーム医療に役立つICFと脳卒
中連携パス」～歯科医の参加で
最強のチーム結成へ！～

歯科シート活用キックオフ
ミーティング

石川県地場産業振興セ
ンター

�27�7�7 中村　立一
屍体膝を用いた関節鏡下手術ト
レーニングについて

屍体膝を用いた関節鏡下
手術トレーニング

Art�ro�A�����e P�w��
S�rger� Center

�27�7�� 中村　暁子
SAS診療の流れ（当院初診から
CPAP治療まで）

第3回「地域で診る」CPAP
治療連携勉強会

やわたメディカルセン
ター新館８F　ミーティン
グルーム

�27�7�� 堀　美希
当院におけるCPAP治療への検
査技師の関わり

第3回「地域で診る」CPAP
治療連携勉強会

やわたメディカルセン
ター新館８F　ミーティン
グルーム

�27�7��2 西村　一志
地域包括ケアにおける回復期リ
ハ病棟

第８２回全職種研修会 三田NNホール

�27�7��� 勝木　保夫
リウマチ診療体制における医療
者間コミュニケーションの重要性

インフリキシマブミーティン
グin彦根

彦根グランデューホテ
ル

�27�7��� 国本　鮎子
看護師が担うバイオ製剤のトータ
ルマネジメント

金沢市西地区リウマチセ
ミナー

石川県済生会病院

�27�7�23 居軒　功
当院におけるカテーテルアブレー
ションの現状

南加賀やわた地域医療連
携Network　meeting

ホテルグランティア小松
エアポート

�27�7�23 勝木　保夫 アバタセプト中止例の報告
ブリストルマイヤーズ社内
研修会

ブリストルマイヤーズ金
沢支店

�27�7�23 中村　立一 ���ri� S�rgi����e��ni��e
2n� Anno�n�ement A�i�
P��i�i� ��ri� Inter�ention
�nee Co�r�e

��ngkok����i��n�

�27�7�2� 中村　立一 Com��i��tion� ��ow to ��oi�
2n� Anno�n�ement A�i�
P��i�i� ��ri� Inter�ention
�nee Co�r�e

��ngkok����i��n�

�27�7�2� 中村　立一
�inge Fr��t�re �n� �e���i�it�tion
��ter ��en �e�ge ���

2n� Anno�n�ement A�i�
P��i�i� ��ri� Inter�ention
�nee Co�r�e

��ngkok����i��n�

�27�7�2� 中村　立一
�ow to �er�orm ����� �rom
Ato �

2n� Anno�n�ement A�i�
P��i�i� ��ri� Inter�ention
�nee Co�r�e

��ngkok����i��n�

�27�7�2� 中村　立一
C����er �r��ti�e �
C��F� wit� �omoFi��
�emon�tr�tion �n� te��ni��� ti��

2n� Anno�n�ement A�i�
P��i�i� ��ri� Inter�ention
�nee Co�r�e

��ngkok����i��n�
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

�27�7�2� 西村　一志 回復期リハ対象の運動器疾患
平成27年度　回復期セラ
ピストマネジャーコース

三田NNホール

�27�7�3� 勝木　保夫
エタネルセプト32例の経験～中
止例の検討～

ファイザー社内勉強会
ファイザー製薬株式会
社北陸営業所

�27���5 宮本　由香里 経管栄養と中心静脈栄養 訪問看護研修Step1
石川県看護研修セン
ター

�27���� 西村　一志
地域包括ケアにおける回復期リ
ハ病棟

第８３回全職種研修会 三田NNホール

�27���27 漆原　真姫 病気から見る食事のヒント
石川県ホームヘルパー協
議会ブロック別研修会

小松市民センター

�27���2�
松本　政宏
山口　満弓

減塩カレーレシピ講習会
石川県栄養士会能登支
部
研修会

七尾市谷田郷公民館

�27���5 本田　房子
病原体の拡がる様子を実演確認
しよう！～その前に標準予防策
を学ぼう～

感染管理認定看護師によ
る感染対策セミナーin石
川

金沢大学十全講堂

�27���� 勝木　保夫 書類を極めよう
日本医師事務作業補助
研究会石川県支部加賀
地区会

やわたメディカルセン
ター

�27���1� 勝木　保夫
他職種で取り組むバイオ製剤の
マネジメント

UCBジャパン社内研修会
UCBジャパン北陸営業
所

�27���11 漆原　真姫 リハビリテーションと栄養管理
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学会
ｾﾗﾋﾟｽﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰｺｰｽ講師

三田NNホール

�27���13 林　真紀
新しい生活概念～文化と変容、
医療の進歩の中で（シンポジス
ト）

日本医療社会福祉学会
第25回日本医療社会福
祉学会シンポジウム

東京都

�27���1� 西村　一志
回復期リハ対象の骨関節系疾患
の理解

平成27年度　回復期リハ
ビリテーション看護師認定
コース

三田NNホール

�27���1� 中村　立一 ひざを元気にしよう！
小松市民公開講座　ひざ
健康講座

こまつ芸術劇場うらら

�27���27 西村　一志 運動器リハビリテーション
平成２７年度第９回回復
期リハ病棟専従医師研修
会

AP東京八重洲通り

�27�1��2 勝木　達夫
CPXできない方への運動耐容評
価とフィードバックを考える

第5回京都心臓心臓リハ
ビリカンファランス

ホテルグランヴィア京都

�27�1��5 宮本　由香里
医療依存度の高い人の訪問看護
の実際

専門学校講義 こまつ看護学校
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

H27�1��� 池永　康規
ラコール NF 配合経腸用半固形
剤＆専アダプタ　介護（業務）負
担軽減に及ぼす効果

大塚製薬工場社内研修
会

こまつ芸術劇場うらら

H27�1��� 勝木　保夫
新病院建設から学んだリーダー
の役割

科研製薬社内研修会 近江町市場交流プラザ

H27�1��1� 片山　伸幸
自覚症状で咳嗽の原因疾患推定
は可能か？

第17回日本咳嗽研究会 AP大阪駅前

H27�1��1� 琴野　巧裕
MRさんと作る最高に医療を目指
して

武田薬品工業株式会社
社外講師勉強会

武田薬品工業株式会
社　金沢営業所会議室

H27�1��2� 西村　一志 脳性麻痺
石川県立瀬領特別支援
学校職員研修会

石川県立瀬領特別支
援学校

H27�1���� 池田　拓史
ミニレクチャーシリーズ　なぜ、理
学療法士は握力を測るのか

第1回日本心臓リハビリ
テーション学会、北陸支部
地方会

石川県地場産業振興セ
ンター

H27�1���1 中村　美紀
なぜ薬剤師が 腎機能をチェック
し クレアチニンクリアランスに こ
だわるのか

日本心臓リハビリテーショ
ン学会第1回北陸支部地
方会

石川県地場産業振興セ
ンター

H27�11�1 林　真紀 生活機能障害とソーシャルワーク
基幹研修Ⅰ‐厚生労働省
第72回医療ソーシャル
ワーカー初任者講習会‐

東京都

H27�11�1� 高野　明美
医療依存度の高い在宅療養児の
看護－子どもの身体のサインに
応じたケアの実際－

ご家庭で医療ケアや医療
的配慮が必要なお子様と
ご家族のための学習会

南加賀保健福祉セン
ター

H27�11�21 宮本　由香里 在宅褥瘡セミナー 日本褥瘡学会 金沢医科大学

H27�11�22 西村　一志
地域包括ケアにおける回復期リ
ハ病棟

第８６回全職種研修会 三田NNホール

H27�11�27 勝木　保夫
リウマチ診療における院内チー
ム体制の構築

第1回魚沼リウマチミー
ティング

南魚沼市立ゆきぐに大
和病院

H27�11�27 勝木　保夫
リウマチ診療における院内チー
ム体制の構築

第一回魚沼リウマチミー
ティング

新潟県魚沼市UOSHIN

H27�12�� 勝木　保夫 地域における大学との協働
小松４年生大学を創る会
セミナー

ホテルサンルート小松

H27�12�1� 山田　竜也
事務総合職が取り組む、院内連
携強化の第一ステージ

「受賞者から学べ!!病院経
営のキーポイント」日本医
療経営実践協会北陸支
部研究会

アパホテル金沢駅前

H2��1�2� 漆原　真姫 Iスケールの作成から運用へ NST定期教育講演会 豊橋市民病院
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

H28�2�� 漆原　真姫
食事情報の共有化にむけて
～南加賀の地域連携を目指して
～

管内病院・高齢者施設等
栄養士研修会

南加賀保健所

H28�2�11 林　真紀 「生活機能障害とソーシャルワー
ク」

基幹研修Ⅰ‐厚生労働省
第73回医療ソーシャル
ワーカー初任者講習会‐

兵庫県

H28�2�13
岩佐　和明
高塚  慧味
松儀　怜

維持期を支える施設との連携
（リレープレゼンテーション）

第18回　石川県心臓リハ
ビリテーション研究会

金沢大学病院CPDセン
ター

H28�2�1� 西村　一志
回復期リハビリテーション病棟の
現状と今後のあり方

第１回富山県回復期リハ
ビリテーション病棟研究大
会

富山

H28�2�18 濱田　希佳
シンポジウム「在宅医療介護にお
ける他職種連携～療養上の選択
を支えるために」

こまつ在宅医療研究会 小松市

H28�2�20 居軒　功
持続性心房細動に対するカテー
テルアブレーション術前CTにおけ
る左房遅延像の有用性

第10回北陸循環器疾患
薬物療法研究会

金沢ニューグランドホテ
ル

H28�3�10 片山　伸幸
COPD治療のアドヒアランスを考
える

石川県ＣＯＰＤマネジメント
フォーラム

ホテル金沢

H28�3�11 西村　一志
平成28 年度診療報酬改定につ
いて

石川県回復期リハビリ
テーション病棟連絡協議
会研究大会2016

石川県リハビリテーショ
ンセンター大研修室

H28�3�12 田畑　悦子
当院の背景胃粘膜X線診断の取
り組み

石川県消化管画像研究
会

地域医療機能推進機
構金沢病院

H28���1� 勝木　保夫 リウマチ診療における院内連携
第5回砺波地区リウマチ
火病診連携フォーラム

オークス砺波平安閣

H28���15 笠原　文和 病理疾病論Ⅵ（全5回） 専門学校講義 武生看護専門学校

H28�6�2 西村　一志
回復期リハビリテーション病棟が
求められる役割

第15回愛知回復期リハビ
リテーション病棟の会

名古屋

H28�6�5 田畑　美香 基礎知識、会話演習
H28年度失語症コミュニ
ケーション支援指導者養
成講座

金沢脳神経外科病院

H28�6�11 西村　一志
運動器リハビリテーション（回復
期リハ対象の運動器疾患）

第10回回復期リハ病棟専
従医師研修会

京都

H28�7�� 鮒田　達郎
整形領域における MRの有効性
－CT との求められることの違い-

第17回CT立山セミナー 立山国際ホテル

H28�7�1� 勝木　保夫 リウマチ診療における院内体制 中外製薬社内勉強会
中外製薬株式会社金
沢支店
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

H28.7.15 宮本　由香里 経管栄養と中心静脈栄養 訪問看護研修　Step1 石川県庁

H28.7.2� 中村　立一 ACIを併用したHTOの短期成績
The 3rd. JACC Users’
Meeting

福岡

H28.7.30 中村　立一
(1�骨切り術の陥りやすいミステイ
ク (2�Open �edge HTOの合併症
とその対策

第8回　JOSKASセミナー
（日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会セミナー）

福岡国際会議場

H28.7.30 鮒田　達郎 膝関節について
第3回北陸MR撮像技術研
究会

AOSSA福井市地域交
流プラザ

H28.7.30 渋谷翼 肩関節について
第3回北陸MR撮像技術研
究会

AOSSA福井市地域交
流プラザ

H28.7.30 西村　一志
運動器リハ－運動器障害（大腿
骨近位部骨折を中心に）患者の
回復期リハを極める－

回復期リハ病棟専従医師
研修会【アドバンスコー
ス】2016年

東京

H28.8.� 漆原　真姫 診療報酬改定を受けた栄養指導
管内病院・高齢者施設等
栄養士研修会

南加賀保健所

H28.8.11 林　真紀 生活機能障害とソーシャルワーク
基幹研修Ⅰ‐厚生労働省
第75回医療ソーシャル
ワーカー初任者講習会‐

東京都

H28.8.20 林　真紀
コミュニティ・ベースド・ソーシャル
ワーク　講義と演習

保健医療分野における
ソーシャルワーク専門研
修

神奈川県

H28.�.3 中村　立一 Hy�rid C�osed �edge HTO
第3回　九州Knee
Osteotomy研究会

福岡

H28.�.� 中村　立一
�arious Osteotomies around the
Knee

2016 Catho�i� Uni�ersity
Medi�a� Center Knee
Symposium―Management
o� �ar�y Osteoarthritis o�
the Knee―

ソウル、韓国

H28.�.� 高畠　朋子 栄養講習会
日本陸上競技連盟U-13ｸ
ﾘﾆｯｸ

富山県空港緑地公園
陸上競技場

H28.�.6 西村　一志 回復期リハ対象の運動器疾患
回復期セラピストマネ
ジャー認定コース(第７期
生）

東京

H28.�.� 漆原　真姫 リハビリテーションと栄養管理
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学会ｾﾗﾋﾟｽﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰｺｰｽ
講師

三田NNホール

H28.�.11 濱田　希佳
職場内コミュニケーション技術の
向上

石川県ホームヘルパー協
議会

小松市
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

H28�9�24 田畑　悦子
一緒に背景胃粘膜X線診断を始
めませんか?

福井県消化管撮影研究
会

福井県済生会病院

H28�9�2� 中村　立一 ひざを元気にしよう！
七尾市民公開講座
ひざ健康講座

七尾市

H28�1��1 中﨑　拓 退院支援
（社）石川県医療ソーシャ
ルワーカー協会

金沢脳神経外科病院

H28�1��12 松本　政宏 調理実習「減塩カレー」
石川県栄養士会加賀支
部会研修会

第一地区コミュニティセ
ンター

H28�1��12 林　真紀 医療保険制度の動向
社会福祉法人あさひ会
ファミール職場内研修

小松市

H28�1��1� 勝木　保夫
医師事務作業補助者の外来補
助業務の実際

第2回石川県医師事務作
業補助者教育セミナー

白山市民交流センター

H28�1��16 高畠　朋子 スポーツする子の食事
石川県バレーボール協会
「長身長者強化練習会」

星稜大学

H28�1��22 高畠　朋子 スポーツする子の食事 FC小松 小松大谷高校

H28�1��2� 西村　一志
運動器リハビリテーション（回復
期リハ対象の運動器疾患）

第11回回復期リハ病棟専
従医師研修会

東京

H28�1��29 中村　立一 HTO & DFO―基礎と応用― 第4回　大阪HTO研究会 大阪

H28�1���� 勝木　達夫
CPXがなくても心リハ―循環器内
科医が考える包括的アプローチ

第11回日本リハビリテー
ション学会専門医会学術
集会

金沢ニューグランドホテ
ル

H28�11�12 田畑　美香
失語症・構音障害のある方々と
の会話のコツ

高齢者のコミュニケーショ
ンサポート講座

金沢脳神経外科病院

H28�11�18 中山　さやか 食事形態と誤嚥予防

石川県栄養士会主催　高
度医療人材育成事業「高
齢者の食の対応を多職種
から学ぶ」

白山市民交流センター

H28�11�21 西村　一志
回復期リハ対象の骨関節系疾患
の理解

平成28年度回復期リハビ
リテーション看護師認定
コース【第11期生】

東京

H28�11�2� 林　真紀 生活機能障害とソーシャルワーク
基幹研修Ⅰ‐厚生労働省
第76回医療ソーシャル
ワーカー初任者講習会‐

兵庫県

H28�12�2� 高畠　朋子 スポーツする子の食事
日本陸上競技連盟U19強
化研修合宿

石川県スポーツセン
ター
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

����1�� 高畠　朋子 スポーツする子の食事
北信越ジュニアテニス協
会

石川県スポーツセン
ター

����1��3 中山　さやか
高齢者の摂食嚥下障害～ケアの
ポイント～

南加賀保健福祉センター
主催　「高齢者の摂食嚥
下支援研修会」

南加賀保健福祉セン
ター

����1��� 中村　立一
様々なOsteotomyへの���st �te�
―安全確実なO�en �e��e ��O
―

第3回 関東Knee
Osteotomy研究会

東京

������� 中村　立一
日本人の特性を考慮した��Oを
めざして

第1回 京都
KneeOsteotomy セミナー

京都
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その他

年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

�������� 小松　奈保子 怖～い・恐～い人喰いダニのお話 出前講座 白江町公民館

������� 中新　敏彦 口は万病のもと 出前講座 沖町公民館

������� 木村　誠 生活習慣病と脳ドック 出前講座 打越公民館

�������� 池永　康規
在宅生活を地域で支えるリハビリ
テーション

出前講座 八幡公民館

�������� 川西　勝
胃がん・大腸がん最新のトピックス
～早期発見早期治療でがんは怖
くない～

出前講座 白松町公民館

������� 片山　伸幸 たかが風邪されど風邪 出前講座 符津公民館

��������� 茂岩  岳史 生活期リハビリでのBEARの活用
第二回トヨタリハビリロボッ
ト研究会

名古屋サンスカイ
ルーム

�������� 山田　竜也
課題解決・プロジェクト推進に向
け、現場をどう巻き込んでいくか

月刊医療経営士：座談会
企画

㈱日本医療企画
もとみやセミナー
ルーム（東京）

�������� 勝木　達夫
適切な手術は命を、心リハは人生
を救う、心臓病だからこそ運動しま
しょう

出前講座（ちょくしまちクリ
ニックとのコラボ）

那谷町

������� 勝木　達夫
疾病管理MAPで展開する、『弱くて
も勝てる』糖尿病多職種協働診療

平成２８年度勝木グル－プ
協力会総会

サンルート小松

�������� 中村　立一 ひざの元気で伸ばそう健康寿命 出前講座 沖町公民館

�������� 琴野　巧裕
動脈硬化を抑えて健康寿命UPを
目指そう！

出前講座 打越町公民館

�������� 大堀　功 お腹の元気と乳酸菌の関係 出前講座 漆町公民館

������� 村中　洋子 熱中症 出前講座 末広町会館

�������� 堀  桃子 認知症予防 出前講座 西町公民館

�������� 琴野　巧裕
動脈硬化を抑えて健康寿命upを
目指そう！

出前講座 糸町会館
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 学会名または講演会名 会場名

�2����� 勝木　達夫

虚血性心疾患診療における当院
のスタンス～心電図相談に始まる
外来診療、ＰCI適応とパス診療、
薬剤点ではなく、線で診る

院内講演『地域で診る』心
疾患連携勉強会

�2�����3� 勝木　達夫
⊿eGFRを用いたトリアージで取り
組んできた当院の糖尿病重症化
予防

南加賀生活習慣病セミナー

�2�����3� 谷口　雅行
当院における糖尿病重症化予防
外来について

南加賀生活習慣病セミナー

�2��2�24 琴野　巧裕
当院における虚血性心疾患の治
療について

第2回｢地域で診る｣心疾患
連携勉強会

ルートイングラン
ティア小松エア
ポート

�2��2�24 福田　敦夫
当院における下肢閉塞性動脈硬
化症治療の実際

第3回｢地域で診る｣心疾患
連携勉強会

ルートイングラン
ティア小松エア
ポート

�2��2�24 居軒　功
当院における心房細動の薬物療
法及びカテーテルアブレーション
治療について

第4回｢地域で診る｣心疾患
連携勉強会

ルートイングラン
ティア小松エア
ポート
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事業所実績（抜粋）

やわたメディカルセンター

患者数 Ｈ27 Ｈ28

外来患者数 108,833人 107,743人

入院患者数 67,861人 69,180人

新入院患者数 3,888人 3,822人

病床平均稼働率 93.2% 95.2%

病床平均稼働率(回復期) 92.6% 95.0%

病床平均稼働率(急性期) 93.7% 95.5%

平均在院日数(回復期) 41.4日 40.4日

平均在院日数(急性期) 10.0日 10.9日

紹介・逆紹介 Ｈ27 Ｈ28

紹介患者数 3,737人 3,636人

紹介入院患者数 686人 808人

逆紹介患者数 3,560人 3,587人

放射線検査紹介数 889件 869件

手術件数 Ｈ27 Ｈ28

手術件数 1,357件 1,468件

救急・時間外受入 Ｈ27 Ｈ28

救急患者数（救急車除く） 1,612人 1,563人

救急車搬送患者数 676人 619人

入院になった患者数 610人 567人

放射線検査件数 Ｈ27 Ｈ28

ＭＲＩ 5,127人 4,641人

ＣＴ 8,411人 8,515人

ＡＮＧＩＯ 917人 430人

エコー 2722人 2,724人

内視鏡 3,394人 3,288人
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リハビリテーション実施数 Ｈ27 Ｈ28

患者数（外来） 7,789人 11,195人

患者数（入院） 86,162人 87,832人

単位数（入院） 16,699単位 21,497単位

単位数（入院） 223,381単位 210,632単位

薬剤関係 Ｈ27 Ｈ28

病棟服薬指導件数 3,100件 2,800件

外来化学療法件数 1,197件 1,169件

無菌製剤処理件数 142件 119件

検体・生理検査関係 Ｈ27 Ｈ28

採血者数 32,069人 32,147人

血管エコー件数 1,616件 1,394件

心臓エコー件数 1,843件 2,063件

ＣＰＡＰ治療件数 5,088件 4,466件

栄養関係 Ｈ27 Ｈ28

栄養指導件数 2,909件 2,740件

ＮＳＴ介入患者数 71人 98人

在宅サービス

Ａスタジオ Ｈ27 Ｈ28

実利用者数 1,573人 1,446人

延利用者数 9,704人 8,779人

1日利用者数 450.1人 406.6人

Ｂスタジオ Ｈ27 Ｈ28

実利用者数 1,149人 1,292人

延利用者数 11,336人 11,975人

1日利用者数 437.7人 462.3人
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単位数（入院） 16,699単位 21,497単位

単位数（入院） 223,381単位 210,632単位

薬剤関係 Ｈ27 Ｈ28

病棟服薬指導件数 3,100件 2,800件

外来化学療法件数 1,197件 1,169件

無菌製剤処理件数 142件 119件

検体・生理検査関係 Ｈ27 Ｈ28

採血者数 32,069人 32,147人

血管エコー件数 1,616件 1,394件

心臓エコー件数 1,843件 2,063件

ＣＰＡＰ治療件数 5,088件 4,466件

栄養関係 Ｈ27 Ｈ28

栄養指導件数 2,909件 2,740件

ＮＳＴ介入患者数 71人 98人

在宅サービス

Ａスタジオ Ｈ27 Ｈ28

実利用者数 1,573人 1,446人

延利用者数 9,704人 8,779人

1日利用者数 450.1人 406.6人

Ｂスタジオ Ｈ27 Ｈ28

実利用者数 1,149人 1,292人

延利用者数 11,336人 11,975人

1日利用者数 437.7人 462.3人

みのり倶楽部みつや Ｈ27 Ｈ28

実利用者数 753人 657人

延利用者数 6,099人 5,875人

1日利用者数 234.6人 224.7人

ヘルパーステーション Ｈ27 Ｈ28

実利用者数 1,030人 879人

訪問回数 10,144回 8,350回

1日平均訪問回数 27.7回 22.8回

居宅介護支援 Ｈ27 Ｈ28

実利用者数 246.1人 228.8人

健診センター

健康診断 Ｈ27 Ｈ28

来館型 3,029人 3,062人

出向型 2,731人 2,883人

特定健診 1,788人 1,654人

健康ドック Ｈ27 Ｈ28

　半日・1日ドック 1,842人 1,853人

　宿泊ドック 274人 226人

　協会けんぽドック 4,003人 4,071人

　生活習慣病予防健診 878人 946人

　脳ドック 358人 310人

フォローアップ Ｈ27 Ｈ28

精密検査 1,037件 1,148件

労災保険二次 176件 156件
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芦城クリニック Ｈ27 Ｈ28

外来患者延数 30,044人 30,134人

1日平均患者数 103.6人 103.2人

1日平均初診 9.1人 8.0人

1日平均再診 94.5人 95.2人

1日平均リハ患者数 40.5人 43.4人

リハ実施単位数 19,782単位 18,969単位

健康スタジオ利用者数 1,649人 1,579人

リハケア芦城

介護保険 Ｈ27 Ｈ28

訪問看護利用者数 1,033人 1,021人

訪問リハ利用者数 1,169人 1,285人

医療保険 Ｈ27 Ｈ28

利用者数 828人 542人

やわたデンタルクリニック Ｈ27 Ｈ28

患者延数 7,220人 -

一日平均初診 4.7人 -

一日平均再診 22.0人 -

一日平均自費人数 2.3人 -
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氏　名 タイトル 雑誌名 巻 号 年月

松儀　怜
「地域住民におけるロコモティブシ
ンドロームとメタボリックシンド
ロームとの関連性」

運動器リハビリテーション 27 3 2016年9月

松儀　怜
「Body　Mass　Indexの増加とロコ
モティブシンドロームの関係は年代
により異なる」

石川県理学療法学雑誌 17 1 2016年7月

平成28年度 寄稿





年月日 氏　名 共同研究者 発表演題名または講演題名 学会名(会場） 発表時の所属

�27�5�17 松儀怜

カヌースプリントナショナル
チームの合宿における障害
発生状況とコンディショニング
サポートの概要

第27回日本体力医学
会北陸地方会大会
(石川県)

企画開発部

�27�5�17 中井詔子
健康増進施設と医療機関の
シームレスな連携による健康
づくり支援の効果

第27回日本体力医学
会北陸地方会大会
(石川県)

ヘルスケア課

�27�5�17 秋山奈津美
健康増進施設利用者におけ
るロコモティブシンドロームの
現状と求められる支援内容

第27回日本体力医学
会北陸地方会大会
(石川県)

ダイナミック課

�27�7�4 松儀怜
ロコモティブシンドロームとメタ
ボリックシンドロームの関連

第27回日本運動器学
会
（宮崎県）

企画開発部

�27���5 秋山奈津美
健康増進施設利用者におけ
るロコモティブシンドロームの
現状と求められる支援内容

第34回日本臨床運動
療法学会
(東京都)

ダイナミック課

�27�1��3 松儀怜
肥満が地域住民のロコモティ
ブシンドロームに及ぼす影響

第31回東海北陸理学
療法学術大会
(石川県)

企画開発部

�27�11�7 松儀怜
糖尿病がロコモティブシンド
ロームに及ぼす影響

第26回日本臨床ス
ポーツ医学会学術集
会
（兵庫県）

企画開発部

�28�2�14 松儀怜
3種類のロコモ度テストの複数
活用法について

第4回福井運動器理
学療法学術大会
（福井県）

企画開発部

�28�7�� 松儀怜
運動機能と身体活動量の組
み合わせからみたロコモティ
ブシンドローム対策

第28回日本運動器科
学会学術大会
(福島県)

企画開発部

�28���3 大久保徳人
松儀怜、後藤伸
介、勝木達夫、
勝木保夫

健康増進施設利用者の運動
中断率抑制を目指した取り組
み

第35回日本臨床運動
療法学会
(東京都)

ダイナミック課

�28���23 中井詔子
松儀怜、澤田
亨、川上諒子、
勝木保夫

握力と糖尿病罹患：健康増進
施設を利用する女性を対象と
したコホート研究

第71回日本体力医学
会大会
（岩手県）

ヘルスケア課

学会発表
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講演会

年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 依頼主または講演会名 会場名

�27����� 河畑　豊純 元気になるラジオ体操 ㈱小松シアリング ㈱小松シヤリング

�27���2� 樽見　藍 パワーアップ陸上教室 白山市立美川小学校 白山市立美川小学校

�27���� 河畑　豊純 コマツウェイ新人研修 小松製作所㈱ 小松市総合体育館

�27���2� 松儀　怜
グローバルアスリートサポート
(カヌー)

石川県カヌー協会 木場潟研修センター

�27���� 高畠　朋子 食育講話 小松市立丸内中学校 小松市立丸内中学校

�27���7 松儀　怜 ケガの予防について
小松市立金野小学校学
校保健委員会

小松市立金野小学校

�27����� 大久保　祐一 子どもの体力向上に関する実技
志賀町教育委員会講演
会

志賀町教育委員会

�27����� 高畠　朋子 食生活と栄養 小松准看護学院 小松准看護学院

�27���27 松儀　怜
気になる「ロコモティブシンドロー
ム」予防と改善

クアハウス健康イベント クアハウス九谷

�27���2� 釜場　なる子 ラジオ体操と健康講話 加賀市役所健康課 加賀市民会館

�27�7�� 釜場　なる子 女性向けロコモ講話・実技 金平町公民館婦人会 金平町公民館

�27�7��2 高畠　朋子 バランス食で若返り クアハウス健康イベント クアハウス九谷

�27�7��2 高畠　朋子
h27年度ジュニア競技育成事業
食育プログラム

石川県体育協会グルー
プ主催セミナー

いしかわ総合スポーツセ
ンター

�27�7��2 秋山　奈津美 頭と体をほぐす体操 田谷泌尿器科医院 蓮代寺地区公民館

�27���� 釜場　なる子 シニア向けの簡単体操 ベルセレマ コマツシティーホール

�27����2 釜場　なる子 ロコモ講義
石川県栄養士会加賀支
部

第一コミュニティー

�27���� 松田　由宣子 健診結果の見方 小松鋼機㈱ 小松鋼機㈱
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 依頼主または講演会名 会場名

�������� 松儀　怜 腰痛予防について 陸上貨物災害防止協会 石川県トラック会館内

�������� 高畠　朋子
中・高運動部担当者研修栄養
講演

石川県教育委員会ス
ポーツ育成課主催セミ
ナー

�������� 松儀　怜 ケガの予防について
小松市立南部中学校運
動部活動支援事業

小松市立南部中学校

�������� 平田　裕司 ストレスについて クラスター㈱ クラスター㈱

�������� 松田　由宣子
中高年齢労働者の健康確保対
策について

石川産業保健総合支援
センター

小松商工会議所

��������� 東　香里
リラクゼーションについての実
技・講話

金沢高等学校 金沢高等学校

��������� 竹内　寛子 親子ランニング教室 第一地区公民館
第一コミュニティーセン
ター

��������� 小池　順
運動の必要性についての講話・
実技

古府町婦人会 国府会館

��������� 高畠　朋子
ジュニアテニス「食育、トレーニ
ング、キャリア育成事業」　食育
講座

石川県テニス協会
辰口丘陵公園テニスコー
ト

�������� 松儀　怜 コーディネーショントレーニング
小松市立南部中学校運
動部活動支援事業

小松市立南部中学校

�������� 越原　祥栄 冬季に向けたトレーニング指導 金沢市立金石中学校 金沢市立金石中学校

�������� 釜場　なる子 小松ロコモ体操指導 小松市長寿介護課
第一コミュニティーセン
ター

�������� 名倉　紀子 親子でできるレクレーション
小松市立符津小学校主
催セミナー

小松市立符津小学校

�������� 樽見　藍 トレーニング指導
寺井地区ジュニアスポー
ツクラブ

寺井高校体育館

��������� 松儀　怜
あなたも足腰鍛えてロコモ予
防！

越前市介護予防市民公
開講座

越前市シピー内講義室

��������� 中井　詔子 ぐっすり眠って元気はつらつ
小松市白江町主催セミ
ナー

小松市第一校下公民館

��������� 竹内　寛子 頭もからだもすっきり体操 能美ロータリークラブ 寺井地区公民館
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 依頼主または講演会名 会場名

����11�1� 高畠　朋子 スポーツのための栄養
白山市水泳協会栄養講
座

白山市交流センター

����1��� 越原　頌栄 トップを目指す体力トレーニング
小松市立丸内中学校主
催セミナー

小松市立丸内中学校

����1��� 中崎　衣美 トップを目指すスポーツ栄養
小松市立丸内中学主催
セミナー

小松市立丸内中学校

����1��1� 松儀　怜 腰痛予防セミナー 自生園 ダイナミック

����1���� 高畠　朋子
日本陸上競技連盟　U19強化研
修合宿　栄養講習会

日本陸連 富山県

����1���� 松儀　怜
運動部活動指導の工夫改善支
援事業　「ケガの予防とコーディ
ネーショントレーニング」

小松市立中海中学校 小松市立中海中学校

����1��� 竹内　寛子 親子でできる体力づくり 西軽海保育園 西軽海保育園

����1��� 大久保　徳人
アスリート向け　敏捷性向上ト
レーニング

能美市立根上中学校 能美市立根上中学校

������� 中井　詔子 睡眠講話 芦城クリニック 芦城クリニック

������� 松儀　怜 腰痛予防セミナー
石川県教育委員会主催
セミナー

いしかわ総合スポーツセ
ンター

������� 三井　外喜和
正しい生活リズム(睡眠の大切
さ)

加賀市立錦城東小学校
主催セミナー

加賀市立錦城東小学校

������1� 河畑　豊純
親子でできる運動・レクレーショ
ン指導

小松市市民協働課 サイエンスヒルズこまつ

������1� 松田　由宣子
健康で快適な職場環境の推進
について

県トラック協会 小松市民センター

�������� 竹内　寛子
転倒を予防するための運動講
座

北陸電力株式会社主催
セミナー

北陸電力株式会社小松
支社

������� 三井　外喜和
健康寿命の延伸についての講
話

羽咋市市民活動支援セ
ンター

コスモアイル羽咋

������1� 村田　智子
おもしろやましろキャンペーンイ
ベント「湯ったりストレッチ」

山代温泉旅館協同組合 山代温泉古総湯

�������� 中崎　衣美
健康講話「元気で長生き　食生
活の秘訣」

松東高齢者総合センター JA小松市松東支店
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 依頼主または講演会名 会場名

H28����� 野崎　理恵
小松市準看護学院　食生活と栄
養講義

小松准看護学院 小松准看護学院

H28���2� 釜場　なる子 高齢者指導の注意点
高齢者向け体操教室の
指導員要請講座

能美市辰口福祉会館

H28���2� 三井　外喜和 見直そう！生活習慣
誠和建設株式会社　安
全衛生大会

小松・能美建設業協会

H28���� 中崎　衣美 栄養講話
グローバルアスリートサ
ポート支援事業(競歩)

北陸体力科学研究所

H28����� 大久保　祐一 親子で参加！ラジオ体操
芦城校下ラジオ体操講
習会

芦城センター

H28����8 大久保　祐一 親子運動、保護者向け講話
すえさみこども園・親子
運動指導・保護者向け講
演会

すえさみこども園

H28���2� 中井　詔子 ぐっすり眠ってストレス解消
小松・能美地区社会保
険委員会

サンルート小松

H28���2� 大久保　祐一 親子でできる運動・あそび
やたの認定こども園あお
ぞら親子運動

やたの認定こども園

H28���2� 大久保　徳人 バランスエクササイズ
共和工業所㈱主催運動
教室

共和工業所㈱

H28���2� 中崎　衣美 スポーツ選手の基本的な食事
H28年度　一環指導ジュ
ニア育成事業＜柔道＞

石川県立武道館

H28����� 松儀　怜 腰痛予防セミナー 自生園 ダイナミック

H28���2� 三井　外喜和 運動の継続について
能美市スマートウォーキ
ングアドバイザー養成事
業

寺井地区公民館

H28���2� 三井　外喜和 ラジオ体操指導
小松市立今江小学校ラ
ジオ体操

小松市立今江小学校グ
ラウンド

H28���28 松儀　怜 腰痛予防を身につけよう テラコー安全衛生大会 ㈱テラコー

H28����� 松儀　怜
運動部活動時に多いケガの予
防について

H28年度運動部活動指
導の工夫改善支援事業
研修会

石川県立武道館

H28�8�� 三井　外喜和
運動部活動におけるコンディショ
ニング

石川県教育委員会ス
ポーツ健康課

石川県内

H28�8�� 大久保　祐一 児童クラブ遊びの研修 小松市施設管理公社 小松市西部児童センター
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 依頼主または講演会名 会場名

�2����12 越原　祥栄
石川県バレーボール協会「長身
長者強化練習会：トレーニング
実技」

石川県バレーボール協
会

星稜大学

�2����12 野崎　理恵
石川県バレーボール協会「長身
長者強化練習会：スポーツ栄養
学講義」

石川県バレーボール協
会

星稜大学

�2����1� 松儀　怜
グローバルアスリートサポート
「カヌートレーニング指導」

石川県カヌー協会 ダイナミック

�2����2� 松田　由宣子 メタボリックシンドローム
公立学校共済組合石川
支部「元気力アップセミ
ナー」

石川県内

�2����2� 野崎　理恵 スポーツ栄養相談
親子わくわくスポーツフェ
スタ2016

金沢市総合体育館

�2����6 松儀　怜 腰痛予防講話
丸ノ内芦城高齢者相談
センター

打越町会館

�2����11 樽見　藍 運動指導 石川県小学生陸上教室
西部緑地公園陸上競技
場サブトラック

�2����22 三井　外喜和 健康づくりのための運動
石川県件幸福支部健康
推進課

金沢市ものづくり会館

�2����2� 松田　由宣子 健康診断結果の見方セミナー
石川コンピューターセン
ター

石川コンピューターセン
ター

�2��10�1� 三井　外喜和 運動と健康寿命 小松ライオンズクラブ サンルート小松

�2��10�22 野崎　理恵
練習期、試合期、試合当日およ
び前日の食事について

小松大谷高等学校 小松大谷高等学校

�2��10�26 小池　順
転倒を予防するための運動講
座

北陸電力小松支社 北陸電力小松支社

�2��10��0 三井　外喜和
子どもの体力づくりについて(保
護者向けセミナー)

社会福祉法人安宅福祉
協会

あたか認定こども園

�2��11�2 松儀　怜 腰痛・肩こり体操 小松シヤリング 小松シヤリング

�2��11�� 大久保　祐一
教員向け　コーディネーショント
レーニング

小松市立南部中学校 小松市立南部中学校

�2��11�� 釜場　なる子 ロコモDVDの活用について 小松市長寿介護課
第一コミュニティーセン
ター

�2��11�� 中井　詔子 ぐっすり眠ってストレス解消 道場建設
ルートインホテルグラン
ディア小松エアポート
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年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 依頼主または講演会名 会場名

�������� 名倉　紀子 背筋ピン！体・心を整える 小松市立稚小小学校 小松市立稚小小学校

�������� 三井　外喜和 健康で長生き 今江町老人会 今江町しろやま会館

�������� 樽見　藍
寺井地区　ジュニアスポーツクラ
ブ　運動指導

寺井地区ジュニアスポー
ツクラブ

寺井高等学校

��������� 中崎　衣美
スポーツナース育成セミナー(栄
養)

公財）石川県体育協会 木島病院

�������� 松儀　怜 冬の運動不足を防ぐために
輪島市地域包括支援セ
ンター

輪島市門前公民館

��������� 東　香里
はつらつ脳トレDVDの活用方法
について

小松市長寿介護課
第一コミュニティーセン
ター

��������� 多江　真里奈 若々しく姿勢美人 丸文通商㈱ 丸文通商㈱

��������� 三井　外喜和 理想的な生活習慣
小松市公民館連合会東
部地区講演会

第一コミュニティーセン
ター

�������� 越原　祥栄 運動能力向上トレーニング 白山市立松任中学校 白山市立松任中学校

�������� 松儀　怜 腰痛予防 あたか認定こども園 あたか認定こども園

��������� 松儀　怜 ケガの予防
運動部活動指導の工夫
支援事業

小松市立中海中学校

�������� 大久保　祐一
ランニングフォーム助言および
指導

かなざわ総合スポーツク
ラブ

いしかわ総合スポーツセ
ンター

�������� 三井　外喜和
運動部活動所属選手に対する
「トレーニング総論」

大聖寺高等学校 大聖寺高等学校

�������� 小池　順
選手向けのトレーニング＆コン
ディショニング

FC小松 小松大谷高等学校

������� 中村　亮太 簡単筋トレ・腰痛肩こり運動 コマニー(株) コマニー(株)

�������� 小池　順 親子でできる体幹運動
舟見ヶ岡幼保園　保護者
会

舟見ヶ岡幼保園

������� 大久保　徳人
敏捷性・下半身強化トレーニン
グ

能美市立根上中学校 能美市立根上中学校

− 210 −



年月日 氏　名 発表演題名または講演題名 依頼主または講演会名 会場名

H2��2�8 越原　祥栄
H28年度運動部活動指導の工
夫改善支援事業「ケガの予防に
対する講話・実技」

小松市立丸内中学校 小松市立丸内中学校

H2��2�8 松儀　怜
H28年度運動部活動指導の工
夫改善支援事業「ケガの予防に
対する講話・実技」

小松市立松東中学校 小松市立松東中学校

H2����2 東　香里
北陸電力小松支社「エコライフ
サロン」

北陸電力小松支社
石川県こまつ芸術劇場う
らら

H2����28 三井　外喜和
健康保険組合連合会石川連合
会主催セミナー「健康講話およ
び運動指導」

小松精練健康保険組合 全日空ホテル
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事業所実績（抜粋）

北陸体力科学研究所 Ｈ27 Ｈ28

ダイナミック

会員数 1353.6人 1331.7人

入会数 269人 239人

退会数 259人 287人

ジュニアスクール会員数 499.8人 481.0人

カルチャースクール会員数 113.6人 106.9人

ウエル会員数 132.1人 110.3人

やわた倶楽部会員数 100.1人 74.6人

いしかわ総合スポーツセンター

利用者数 192,481人 199,727人

クアハウス九谷

利用者数 357,448人 356,111人

会員数 1,823人 1,811人
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平成27年度　勝木グループ　研修計画

日程 対象（☆は必須） テーマ ・内容など 講師 場所 主催 

4月１日～４日 
H27年度
新入職員

☆ 新入職員研修 
多目的
ホール他

人事教育部 

6月22日（月）
18:00～19:00

全職員 「パートナー・ナーシング・システム（PNS）」講演会
PNS研究会会長
前・福井大学医学部付属病院副病院長
　看護部長　橘　幸子先生

多目的
ホール

看護部

6月25日（木）
17：45～18：45

全職員 「栄養管理と口腔ケア」
やわたデンタルクリニック
院長　中新　敏彦先生

多目的
ホール

ＮＳＴ委員会

６月30日（火）
17:45～18:45

全職員
医療安全①

☆ 「医療安全職員研修会」 医療安全委員会
多目的
ホール

医療安全委員会

7月22日（水）
13：30～17：30

3年目職員 ☆ 3年目研修　「ＴＡ（交流分析）　研修」
㈱ヒューマンスキル開発センター
笠井　徳子　氏

多目的
ホール

人事教育部

7月23日（木）
　 　24日（金）
13：30～17：30

リーダー研修 ☆
リーダーシップ研修（入門編）
上司の推薦による約80名（40名×2回）を対象に研修を行う。
ヒューマンスキルの向上を目的とした内容で実施予定

㈱ヒューマンスキル開発センター
笠井　徳子　氏

多目的
ホール

人事教育部

8月1日(土)
17：45～19：00

リハスタッフ
他希望者

テーマ：『生活の中から高次脳機能障害をみる』

医）珪山会鵜飼ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
　森田秋子氏
言語聴覚士、回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟協
会理事

多目的
ホール

リハ技師部

8月11日（火）
17：45～18：45

全職員
感染対策①

☆
今年話題になっているMERSへの対応のほか、
デング熱、エボラ出血熱、ダニ、結核などについて

南加賀保健福祉センターより
講師招聘

多目的
ホール

感染対策委員会

9月7日（月）
17:45～18：45

全職員
TS-KOA全体会を開催します。
ご興味のある方、是非ご参加ください。

TS-KOA研究会
多目的
ホール

TS-KOA研究会

9月8日（火）
17：45～19:00

全職員
医療安全②

☆ 「医療従事者の法的責任（民事）」
弁護士　松本　哲哉先生
（山崎利男法律事務所）

多目的
ホール

医療安全委員会

9月15日(火)
     16日(水)
     17日(木)

全職員 ☆
各日12:30～13:00又は13:30～14:00の2回、計6回開催(同じ内容です)
　　1月から運用開始される「マイナンバー制」の取り扱い方と
　　個人情報保護の勉強会です。（参加必須）

法人総務部情報担当
多目的
ホール

総務部

10月1日（木）
13:30～17:30

H27年度
中途採用者

☆ 中途採用者研修 院内講師（教育推進委員他）
多目的
ホール

人事教育部 

10月3日（土）
13：45～15：00

主にYMC職員
災害対応訓練「トリアージ訓練」
集団災害発生を想定したトリアージエリアの設置等の訓練を実施。

救急部門委員会・防災委員会
YMC院内
（主に外
来）

救急部門委員会
防災委員会

10月9日（金）
17:45～19：00

全職員
第2回「業務活動発表会」
部門の取り組みや改善活動を発信し、多職種協働の推進、発展を目指しま

各部署発表者
多目的
ホール

総合職経営塾

10月20日（火）
17：45～19:00

全職員
「禁煙」のお話しを居軒先生にお願いしました。
　職員の皆様とそのご家族の健康管理にお役立てください。

YMC循環器内科　科長
　居軒　功　先生

多目的
ホール

健康サポート作戦
（安全衛生委員会）

10月23日（金）
17:45～18:45

全職員 在宅リハ研修会「これからの在宅介護・リハ」（仮題）
ほっとリハビリシステムズ
　代表取締役　松井一人氏

多目的
ホール

在宅統括部

10月24日（土）
8：30～17：30

H27年度
新入職員

☆
新人フォローアップ研修
（毎年10月第4土曜）

院内講師（教育推進委員他）
オフィスワン　中川真由美様

多目的
ホール

人事教育部
教育推進会議

10月30日（金）
18：50～

全職員
（外部受講者）

『臨床に活かす糖尿病医療学の知』
糖尿病患者の「こころ」に注目した診療の重要性についての講演

奈良県立医科大学　教授
　石井　均　先生

多目的
ホール

協和発酵キリン㈱
（勝木達夫副院長）

11月12日（木）
　　13日（金）
13：30～16：30

2年目職員 ☆
「グループディスカッション：顧客サービスについて考える」
グループディスカッションをとおし、部署や職種により異なる事情を理解
した上で日常業務やプロジェクトを進めることの大切さを学ぶ。

院内講師（教育推進委員他）
多目的
ホール

人事教育部
教育推進会議

11月21日（土）
13：00～14：30

管理・監督者
（主任級以上）

☆
「医療・介護をめぐる最近の動き」
　～地域包括ケアの具体化に向けて～

厚生労働省大臣官房審議官
　　吉田　学　様

多目的
ホール

人事教育部

12月3日（木）
17：45～18：45

全職員
『移植の現状とそれぞれの役割』
グループ内では、はじめてとなる臓器移植をテーマにした研修会。
多数ご参加ください。

石川県臓器移植推進財団
石川県臓器移植ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
　　山口　裕美子　様

多目的
ホール

倫理委員会
院内臓器移植コー
ディネーター

12月７日（月）
17：45～18：30
12月９日（水）
��：15～13：00
��：45～18：30

全職員
医療安全③

☆
※

「コミュニケーションエラーと
　　コミュニケーションツールとしてのＳＢＡＲ」
　※同一内容で３回開催します。いずれかにご参加ください。
　※6/30、9/8の研修会に不参加の方は、必須です。（年２回参加のこ
と）

第一三共株式会社医療環境担当
　入江　精一　様

多目的
ホール

医療安全委員会

12月16日（水）
17：45～18：35

全職員 「交通安全講習会」
小松警察署交通課長
　警部　西村　泉　様

多目的
ホール

総務部
安全衛生委員会

1月14日（木）
14：00～17：00

3年目
振返り研修

☆
平成25年度入社職員対象
医療業界の現状を学び、３年間を振返り、同僚との意見交換などを
通じて、今後のレベルアップに役立てる。

院内講師（教育推進委員他）
多目的
ホール

人事教育部
教育推進会議

2月2日（火）
17：45～18：45

全職員
感染対策②

☆ 　テーマ「手指衛生について」
感染防止対策部門員
ICTメンバー

新館１Ｆ
外来待合

感染対策委員会

2月19日（金）
17:40～18:50

役職者
その他希望者

【診療報酬】
　「平成28年度診療報酬改訂の最新情報」

株式会社日本経営
　（公社）日本医療経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

　　執行役員　先崎　浩　様
別館６Ｆ 法人事務局

2月25日（木）
18：30～20：00

全職員
（外部受講者）

【病診連携セミナー】
　①「心房細動患者に対する抗凝固療法」
　②「心不全治療における訪問看護の意義」
　③「心血管疾患における心肝連関」

①第一三共
②リハケア芦城　高野明美看護師
③金大循環器内科　薄井荘一郎先生

多目的
ホール

地域連携部
（第一三共）

3月11日（金） 全職員
「新たな病院歯科の役割と医科歯科連携とは」
　～高齢化が進む、能登の現状と課題より～」

公立能登総合病院　歯科口腔外科
　歯科部長　長谷　剛志　先生

多目的
ホール

ＮＳＴ委員会

2018/1/6　　人事教育部
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日程 対象（☆は必須） テーマ ・内容など 講師 場所 主催 
4月１日（金）2日（土）
　　4日（月）5日（火）

H28年度
新入職員

☆
新入職員研修
（毎年4月１日から4日間）

グループ内講師他
多目的ホール
他

人事部 

4月27日（水）
17:45～（1時間程度）

全職員 「地域包括ケアにおける回復期リハビリテーション病棟」
YMC副院長
　西村　一志先生

多目的ホール リハ技師部

4月28日（木）
18：30～20：00

全職員
（外部受講者）

南加賀生活習慣病セミナー
講演①：「糖尿病透析予防指導管理のための多職種協働
　　　　－疾病管理MAPを用いた3年間の指導結果から－」
講演②：「糖尿病性腎症と肥満腎症、その違いと臨床的なアプローチ」

①病歴統計課　山口宏美さん
②金沢大学大学院医学系研究科
　内分泌・代謝内科学准教授
　　御簾　博文先生

多目的ホール
地域連携部
第一三共㈱
（4/18までに申込）

5月16日（月）
13:30～14:30

接遇委員
及び一般職員

コミュニケーションや初期のクレーム対応について
（ロールプレイングを中心に行う実践的研修）

5月16日（月）
17:45～18:45

医師
及び管理職向け

クレームから考える接遇研修
（アンガーマネジメント＝怒りのコントロール）

5月17日（火）
12:30～13:30

北体研職員
及び一般職員

電話対応も含めた基本的な接遇対応

6月29日（水）
17：45～19：00

全職員
医療安全①

☆ 「医療安全職員研修会」 医療安全管理委員会 多目的ホール 医療安全管理委員会

7月7日（木）
17：45～18：45

全職員
感染対策①

☆ 「感染対策職員研修会」
浜松医療センター副院長
　矢野　邦夫先生

多目的ホール 院内感染防止対策委員会

7月29日（金）
13：30～17：30

3年目職員 ☆
3年目研修　「ＴＡ（交流分析）　研修」
（毎年7月第4金曜）⇒今回都合により第5金曜日に変更お願いします。

㈱ヒューマンスキル開発センター
　笠井　徳子　氏

多目的ホール 人事部

①9月7日（水）
②9月16日（金）
13：30～17：30

主任研修 ☆
「リーダーシップとアサーションスキル」
　自己表現しづらい場面でも、自分の意見を伝えるトレーニング

㈱Office・Can do
　宮永　満祐美　氏

多目的ホール 人事部

9月15日（木）
17：45～19：00

全職員
医療安全②

（外部受講者）
☆

①「当院外来化学療法室における
　　　生物学的製剤実施時の医療安全対策」
②「医療事故と具体的なリスクマネジメント」

①看護部外来　源田俊子主任
②日本大学法医学名誉教授
　　押田　茂實先生

多目的ホール 医療安全管理委員会

10月6日（木）
H27年度

中途採用者
☆

中途採用者研修
（毎年10月第１木曜）

院内講師（教育推進委員他） 多目的ホール 人事部 

10月2日（日） 50周年記念事業「大運動会」 小松ﾄﾞｰﾑ 実行委員会

10月17日(月)
17:45～18:45

全職員
H28年度　TS-KOA研究会活動報告
①ミニレクチャー「さまざまな高位脛骨骨きり術の種類と適応について」
②調査報告「変形性膝関節症患者に対する新しいパンフレットの導入」

①診療部　中村立一先生
②看護部　福園真理子看護師

多目的ホール TS-KOA研究会

10月22日（土）
8：30～17：30

H28年度
新入職員

☆
新人フォローアップ研修
（毎年10月第4土曜）

院内講師（教育推進委員他）
オフィスワン　中川真由美氏

多目的ホール
人事部
教育推進会議

10月27日（木）
17：45～18：30

全職員
「ストレスチェックについて」（大切な説明会です）
　　　　　　メンタルヘルス・セルフケアに活かすための勉強会です

勝木グループ産業医
　中西　由美子先生

多目的ホール 人事部
（安全衛生委員会）

11月1日（火）
17：45～18：45

全職員
「がん治療医ががん患者になってわかったこと、
　　　　　　考えたこと、医療者に期待したいこと」

金沢赤十字病院　副院長
　西村元一先生

多目的ホール 学術・年報分科会主催

11月4日（金）
17：45～18：45

全職員 「腸内フローラでかわる栄養管理」 院内講師（ＮＳＴ委員） 多目的ホール ＮＳＴ委員会

11月10日（木）
13：30～16：30

2年目職員 ☆
「グループディスカッション：顧客サービスについて考える」
異なる部署や職種の事情を理解し、日常業務やプロジェクトを進めることの大切さを
学ぶ。（毎年11月第2木曜）

グループ内講師
（教育推進委員他）

多目的ホール
人事部
教育推進会議

11月25日（金）
18：00～19：00

　リハ研修会「生活の再構築と自律支援（仮）」
　　※日本の作業療法の先駆者（金城大学ＨＰより）と言われる先生の講演

金城大学医療健康学部長
　澤　俊二先生（作業療法士）

多目的ホール リハ技師部

11月27日（日） 50周年記念大会・コンサート うらら 実行委員会

11月30日（水）
18：30-20：00

全職員
（外部受講者）

南加賀生活習慣病セミナー
①「点ではなく線で診る糖尿病性腎症」
⊿eGFRを用いたトリアージで取り組んできた当院の糖尿病重症化予防の成果

②「当院における糖尿病重症化予防外来について」
③「「食」 による生活習慣病予防医学の展開」

①やわたMC副院長　勝木　達夫先生
②やわたMC糖尿病・内分泌内科 科長
　　　　　　　　　谷口　雅行先生
③金沢大学医薬保健研究域 脳・肝ｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽﾒﾃﾞｨｼﾝ研究センター 准教授
　　　　　　　　　太田　嗣人 先生

多目的ホール
やわたﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
田辺三菱製薬㈱

12月7日（水）
17:45～18:30

全職員
感染対策②

☆
「冬に流行する感染症対策」（院内講師による嘔吐物処理実演）
　　　　　　　　※17:40～17:45に臓器移植に関する報告

院内感染防止対策委員会 多目的ホール 院内感染防止対策委員会

12月９日（金）
17：30頃～（予定）

全職員
第3回「業務活動発表会」
◆カイゼンの取り組み ◆他部門と協働の取り組み ◆部門の情報発信

各部署発表者 多目的ホール 経営企画部

12月13日(火)
17:45～19:00

全職員
看護部リーダー研修Ⅱ
おむつ交換、そこに患者さんはいますか？
～思いやりのあるおむつ交換～

看護部担当 多目的ホール 看護部

1月18日（水）
     19日（木）
     20日（金）

全職員 ☆
「個人情報保護の勉強会」（参加必須）
　　各日12:30～13:00又は13:00～13:30の2回
　　計6回開催(同じ内容です)

法人総務部情報担当 多目的ホール 総務部

2月18日（土）
13：30～15：00

YMC・北体研
合同訓練

「災害対応訓練」（法定訓練）
　災害発生を想定した法定訓練を実施。（毎年10月第1土曜）

救急部門委員会・防災委員会
YMC
北体研

救急部門委員会
防災委員会

2月20日（月）
17：45～19：00

全職員
（外部受講者）

南加賀地域連携セミナー
①「高齢患者への糖防管指導の効果-⊿eGFRに注目して」
②「心不全患者に考慮すべきナトリウム含有医薬品について」
③「地域医療、地域創生を地域基盤型医学教育からアプローチする」

①病歴統計課　山口 宏美さん
②薬剤課　　　中村 美紀さん
③金沢医科大学 医学教育学
　　講師　　　高村　昭輝　先生

多目的ホール
地域連携部
第一三共（株）

２月２３日（木）①②
２月２４日（金）③

　　主任以上
　役職者

（診療部除く）
☆

新人事制度に基づく、評価者研修
２３日（木）　①13：30～15：30　②16：30～18：30
２４日（金）　③13：30～15：30　のいずれかに参加
※対象者には、別途上司経由で出欠案内があります。

日本経営戦略人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ　兄井　利昌氏

多目的ホール 人事部

2月24日（金）
17:45～

全職員
講演：「介護職の役割・専門性とやりがい」について
グループワーク：テーマ“私たちが目指す介護職像とは”

一般社団法人ケア・クリエイト
　大貫　真二氏

健康スタジオB
本館5階

在宅サービス部

2月24日（金）
17:45～（30分程度）

看護師
他希望者

「医療関連機器圧迫褥瘡とスキンケアについて」
リハケア芦城所長
　宮本　由香里課長

多目的ホール 褥瘡委員会

３月17日（金） 新任管理者研修 ☆ 昇格者およびチーフリーダー対象。詳細は別途個別に案内します 人事部 未定 人事部

ファイザー㈱
接遇専属トレーナー
　金子　恵美　氏

多目的ホール 接遇委員会

リハ技師部
他どなたでも

※DVD 6/30 ①12：45～14：00
②17：45～19：00

※DVD
9/21①12：15～13：15

②17：45～18：45
9/23①17：45～18：45
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