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 高齢化に伴う医療介護需要が増加する一方で、支え手である生産年齢人口が減少し

ている日本は、持続可能な社会を構築するため様々な変革が求められています。私たちの

主業である、医療・介護・福祉・健康増進も変革が求められるほか、競合施設や対象人

口減少により競争もますます厳しくなってくるでしょう。したがって、ともすれば日々現場で直面

している業務に追われるばかりになってしまい、業務の「問題」に気付かなかったり、気づいて

もどのように行動すべきかを考察できないでいるかもしれません。私たちが直面する様々な

「問題」には、学生時代までのように答えが決まっている「問題」はありません。しかしこれを解

決していかないと、提供するサービスの向上に結びつかないばかりか、結果的に競合に対

処できなくなります。 

  研究活動とは、主として研究論文を執筆したり学会発表したりすることを意味します。研

究や発表は、「目的：問題提示と仮説の設定」「方法：仮説の検証」「結果：データ分析」

「考察：客観的科学的な結論」という過程をとります。また、その過程には論理的思考が求

められます。これらこそが、業務上で「問題」解決に最も役に立ち、社会で活躍する上で不

可欠な思考の方法です。 

社会は、たえず最善と思われる策を見つけ出し、検討と改善を繰り返し、力強く前進する

能力を求めます。私たちにも、根拠と論理を駆使して「問題」解決に向かうことこそ、最も求

められていることです。 

 研究論文の執筆や学会発表を通じて養われるのは、論理的思考能力であり、提出期限

や学会日時まで繰り返し検討と改善を積み重ねるため、論理思考の反復トレーニングが可

能となります。このため、研究や発表を推奨し、それを記録に留めることには、通常業務に役

立つ大きな意義があります。 

ここに、2017年 4月から 2019年 3月まで２年間の研究や発表、講演活動などの業績を

記録保存し、自らの励ましと振り返りとし、今後の検討課題の礎といたします。 

 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・福祉・

健康増進を担うオピニオンリーダーとして、勝木グループ職員相互へ、あるいは地域社会

へその成果を還元していくことを期待します。 
                            2020年 2月 29日 



論文書いてみませんか？ 
 

教育推進会議･学術年報部門 委員長 池永康規 
 
 
リハビリテーション・ケア合同研究大会金沢 2019 開催があったため発行が遅れていました
2017、2018 年度年報が完成しました。現在初稿の確認作業を行っていますが前回の年報と
比較して論文数が飛躍的に増えていることに驚きました。そして英語論文が 4 本もあり、
勝木グループのように研究中心ではなく地域の第一線で臨床メインに行う病院においてこ
れは特記すべき快挙といって良いと思います。 
 
最近自分の論文を読んで下さった方から講演の機会を頂く事が増えてきました。「あなたの
論文を読んでとても感心した。自分の地域の発展にとても役に立つ内容だと思うのでぜひ
講演に来て頂けませんか。」と学会で声をかけられたりメールで依頼が来たりしたときには
言葉で言い表せないほどの喜びがあります。そしてその土地に住む医療職の方々と楽しく
語り合い新たな繋がりが出来るとこの仕事を続けていて良かった、頑張って論文を書いて
本当に良かった、と心の底から思うことが出来ます。 
 
小さな事でも結果をまとめ日本語論文としてでも公表していると、どこかで誰かが必ず読
んでくれています。ビッグデータを用いて研究し、一流誌に載った英語論文ではなければ意
味が無い、なんてことは決してありません。日常診療のちょっとした気づきをまとめて地道
に日本語論文にすることを続けていても、必ず報われる日が来ると実感しています。 
 
研究をまとめて掲載されるまでには、日本語論文であっても本当に大変な作業が続くので
すがそれに見合う喜びは必ず得られます。多くの勝木グループ職員にこの喜びを感じて欲
しい。そしてこの仕事をしていて良かったと心の底から実感して欲しい。 
 
さあ、論文書いてみませんか？この年報に掲載された論文を参考に、自分も論文作成にチャ
レンジしてみたい、と多くの職員が感じて頂けたら委員長として嬉しい限りです。これから
も一緒に頑張りましょう！ 
 

 





氏　名 共同著者 タイトル 雑誌名 巻 号 年月

安田　絵美

中村立一、松儀
怜、後藤伸介、池
永康規、黒田一
成、仲村俊介、勝
木保夫、勝木達夫

Association between the
severity of symptomatic knee
osteoarthritis and cumulative
metabolic factors

Aging Clinical and
Experimental
Research

30 5 2017/5

勝木　達夫
心臓リハビリテーションにおける
早期リハビリテーションの意義

Journal of CLINICAL
REHABILITATION

26 5 2017/5

池永　康規

中山さやか、谷口
博紀、大堀功、小
松奈保子、西村一
志、勝木保夫

Factors Predicting Recovery of
Oral Intake in Stroke Survivors
with Dysphagia in a
Convalescent
RehabilitationWard

Journal of Stroke and
Cerebrovascular
Diseases

26 5 2017/5

林　真紀
第４章　ダイレクトソーシャル
ワーク実践におけるアセスメン
ト～多問題症例の退院支援～

保健医療ソーシャル
ワーク～アドバンスト
実践のために（中央
法規出版）

2017/6/2

林　真紀
提言『社会福祉研究』に期待す
るもの

公益財団法人鉄道弘
済会会福祉研究第
130号50周年記念号

2017/7/31

勝木　達夫
退院後の患者と家族の生活を
考えた心臓リハビリテーション

総合リハビリテーショ
ン

45 8 2017/8

勝木　達夫

疾病管理ＭＡＰによる糖尿病マ
ネジメントは次の時代へ　糖尿
病重症化予防外来による地域
連携の立ち上げ

メディカル・ビューポイ
ント（ＭＶＰ）

38 8 2017/8

林　真紀
巻頭言「患者や家族の歩みを
大切にすること～私たちはこれ
からずっとです～」

地域リハビリテーショ
ン誌（三輪書店）

12 9 2017/9/15

中村　準
地域でお役に立てる言語聴覚
士を目指して

石川医報 1645 2017/10

池永　康規
三苫純子、奥明
子、森百代、中村
英史

回復期リハビリテーション病棟
における介護指導

Journal of clinical
rehabiritation

26 12 2017/11

池永　康規、
小西あけみ

正源寺美穂、湯野
智香子、新多　寿、
西野昭夫、吉田美
香子

脳卒中患者に対する急性期病
棟から回復期リハビリテーショ
ン病棟への継続的排尿自立支
援の効果

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌

21 4 2017

中村　立一

藤田健司、近江
礼、黒田一成、髙
橋祐樹、池渕香瑞
美、西村一志、勝
木保夫

Closed Wedge Distal Femoral
Osteotomy with a
Polyaxial Locking Plate
Designed for the Proximal
Tibia: Minimum 5-Year

ＫＳＲＲ 29 3 2017

中村　立一
開大式楔状高位脛骨骨切り術
の合併症に対する予防と治療

整形外科 68 2017

堀田　陽平
介護予防事業における基準緩
和型サービスの取り組みと効果

石川県理学療法学雑
誌

18 1 2018/1

論文

− 7 −



氏　名 共同著者 タイトル 雑誌名 巻 号 年月

後藤　伸介
医療ITを活かすチームリハビリ
テーション

メディカルリハビリ
テーション

2018/2/15

後藤　伸介 MMT徒手筋力テスト リハビリナース 11 2 2018/3/10

池永　康規 私の3冊 総合リハ 46 4 2018/4

池永　康規
リハビリテーション現場で知って
おきたい検査データの意味　6.
栄養（NST）関連

Journal of clinical
rehabiritation

27 6 2018/6

勝木　保夫 健康スポーツ医へのお誘い 石川医報 1660 2018/6/1

勝木　達夫
｢病気にならないための病院｣を
めざして

石川医報 1660 2018/6/1

林　真紀 第10章３　契約

保健医療福祉専門職
の為のスーパービジョ
ン～支援の質を高め
る手法の理論と実際
（ミネルヴァ書房）

2018/7

西村　一志
回復期リハビリテーション病棟
における運動器リハビリテー
ションの効果

The Japanese Journal
of Rehabilitation
Medicine

55 4 2018/7/10

林　真紀

特集「リハビリテーションに活か
すソーシャルワーカーの力」
題目７「リハビリテーションを受
ける権利を阻害される人達への

Monthly Book Medical
Rehabilitation（全日本
病院出版会）

230 2018/12

西村　一志
地域医療を支えるリハビリテー
ション医療と施設計画

近代建築 72 2018

勝木　達夫
重複障害のマネジメントこそ心
リハ指導士の真骨頂

日本心臓リハビリテー
ション学会誌

24 1 2018

安田　絵美
変形性膝関節症の症状の重症
度とメタボリック症候群の重症
度の関係

日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会
誌

44 2018

池永　康規

計量テキスト分析を用いた加賀
脳卒中地域連携クリニカルパス
と従来型診療情報提供書との
情報量比較

日本クリニカルパス学
会誌

20 2018

後藤　伸介
回復期リハビリテーション病棟
の現状

総合リハビリテーショ
ン

47 2 2019/2/10

松井　圭子 医師事務作業補助者の育成
日本医療秘書学会学
会誌

16 1 2019/7/1

− 8 −





学会発表

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）

2017/4/21 黒田　一成

中村立一、池渕香瑞
美、近江礼、髙橋祐樹、
石井孝佳、西村一志、
勝木保夫

Outcome following combined
high tibial osteotomy and
autologous chondrocyte
implantation

4thＪapan-Korea Knee
Osteotomy Smposium

2017/4/22 中村　立一

近江礼、黒田一成、髙
橋祐樹、石井孝佳、池
渕香瑞美、西村一志、
勝木保夫

Closed wedge distal femoral
osteotomy with a polyaxial
locking plate designed for the
proximal tibia: Minimum 5-
year outcomes

4thＪapan-Korea Knee
Osteotomy Smposium

2017/4/23 片山　伸幸 中村暁子
アレルギー性気道疾患による
咳嗽診断における臨床的検
討

第57回日本呼吸器学会学
術講演会
（東京国際フォーラム）

2017/5/12～
5/14

堀田　陽平
霜下和也、後藤伸介、
城戸内駿、角谷昇一郎

簡便な運動機能評価を用い
た要支援者の持久力の推定

第52回日本理学療法学術
大会
（幕張メッセ）

2017/5/13 琴野　巧裕

CINの既往のあるCKID患者に
対する、炭酸ガス造影下造影
剤ｆreeのPTRSが有効であっ
た一例

日本心血管シンターベン
ション治療学会CVIT
(ウインク愛知)

2017/5/27 蓮井　静香

看護師の立場からチーム医
療における医師事務作業補
助者との関わりについて～互
いに必要な職種として～

第6回日本医師事務作業補
助研究会石川地方会
（石川県地場産業振興セン
ター）

2017/6/7 池永　康規 西村一志、三苫純子
加賀脳卒中地域連携パスの
有効性（第2報）

第54回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
(岡山コンベンションセン
ター)

2017/6/16 片山　伸幸
当院で経験したＭＴＸ肺炎の6
例

第66回日本アレルギー学
会
(東京国際フォーラム）

2017/6/16 坂下　真紀子

喜田恵、吉田桃子、堀
美希、北森友里恵、中
川貴子、表貴文、米田
みちる

病棟業務に関する調査報告
第66回日本医学検査学会
（幕張メッセ）

2017/6/22 髙橋　祐樹 中村立一
脛骨遠位斜め骨切り術におい
て2面骨切りを行なった変形
性足関節症の1例

第9回日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会
JOSKAS
（札幌コンベンションセン
ター）

2017/6/22 中村　立一 髙橋祐樹
Open Wedge HTOに対するカ
クテル注射の有効性

第9回日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会
JOSKAS
（札幌コンベンションセン
ター）

− 155 −



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）

2017/6/25 琴野　巧裕
起始異常のRCA CTOに対す
るPCIが成功した一例

第130回日本循環器学会北
陸地方会
(金沢大学）

2017/6/29 表　貴文

坂下真紀子、堀美希、
北森友里恵、中川貴
子、中村暁子、勝木達
夫

当院における、睡眠無呼吸症
候群（ＳＡＳ）初診時問診アン
ケートの質問項目についての
検討

第42回日本睡眠学会
（パシフィコ横浜）

2017/6/30 林　武弘 川西勝、大堀功
胃Ｘ線検査を用いたH.ｐｙｌｏｒｉ
感染診断とその精度

第23回日本ヘリコバクター
学会学術集会
（函館アリーナ）

2017/7/7 琴野　巧裕
虚血性心疾患に対する冠動
脈ＣＴ優先プロトコルの有効性

第26回日本心血管インター
ベンション治療学会
（国立京都国際会館）

2017/7/15 池永　康規
ID-link を用いた加賀脳卒中
地域連携パス運用状況

第6回全国ID-Link研究会
(ホテル金沢)

2017/7/15 山口　宏美 高木さおり、勝木達夫

維持期心臓リハビリにおける
多疾患の疾病管理プログラム
にむけて－糖尿病透析予防
指導管理との関連から

第23回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（岐阜メモリアルセンター）

2017/7/15 池田　拓史
池田拓史、酒井有紀、
喜田恵、坂下真紀子、
勝木達夫

高齢の心疾患患者へ高強度
インターバルトレーニングの実
施が運動継続へ有効であった
症例の経験

第23回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（岐阜メモリアルセンター）

2017/7/16 宮本　由香里
回復期リハビリテーション病
棟における看護師の退院支
援の実践状況

第22回日本在宅ケア学会
学術集会in札幌
（北星学園大学)

2017/7/16 喜田　恵
坂下　真紀子、高木さお
り、池田拓史、勝木達夫

当院の壮年期急性心筋梗塞
患者への心臓リハビリテー
ションの現状と課題

第23回日本心臓リハビリ
テーション学術集会
（長良川国際会議場）

2017/7/16 南　明子

ゴミ出し支援から見た認知症
高齢者へのヘルパーの役
割ー住み慣れた家で継続して
生活していくにはー

第24回日本介護福祉士会
全国大会・第15回日本介護
学会
（富山県民会館）

2017/9/3 谷口　雅行

勝木達夫、居軒功、琴
野　巧裕、福田敦夫、片
山伸幸、中村暁子、笠
原文和、小林武嗣

ＲＳ3PE症候群の合併が疑わ
れた糖尿病の１例

日本内科学会北陸支部主
催第233回北陸地方会
（金沢医科大学病院）

2017/9/25 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、川西勝、勝木達夫

背景胃粘膜X線診断の詳細な
分類からの ヘリコバクター・
ピロリ菌現感染・既感染が呈
する像の比較

第33回日本診療放射線技
師学術大会
(函館市民会館)

− 156 −



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）

2017/9/30 北森　友里恵
勝木達夫、中村暁子
坂下真紀子、堀美紀
表貴文、中川貴子

遠隔モニタリングシステムを
利用して、CPAP使用患者の
アドヒアランスが向上した1例

第9回日本臨床睡眠医学会
（金沢医科大学）

2017/10/12 林　武弘 川西勝、大堀功
胃Ｘ線検査を用いたH.ｐｙｌｏｒｉ
感染診断の精度と有用性

JDDW 2017
（福岡国際センター）

2017/10/14 谷口　雅行 勝木達夫

持続性ＧＬＰ-1受容体作動薬
デュラグルチドが有用であっ
た腎機能低下高齢者２型糖
尿病の一例

第91回日本糖尿病学会中
部地方会
（北國新聞赤羽ホール）

2017/10/19 山田　早紀

山田早紀 、橋本実、堀
田めぐみ、中山さやか、
上野弘樹、酒井有紀、
後藤伸介

回復期リハビリテーション病
棟におけるピアサポートを利
用した作業療法の報告

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2017
（久留米シティプラザ）

2017/10/20 城戸内　駿
角谷昇一郎、後藤伸
介、酒井広勝、佐々木
詩織

通所サービスでのピアサポー
トによる自立的な活動向上

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2017
（久留米シティプラザ）

2017/10/21 松川　啓子

通所リハビリテーションにおけ
るチームアプローチについて
～意識の変化と活動範囲が
拡大した一例～

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2017
（久留米シティプラザ）

2017/10/21 卜部　佳美
木下潤子、岩田明美、
北川敦子、酒井広勝、
後藤伸介

心不全を呈した症例に対する
在宅での作業療法 ～リスク
管理に留意しながら 自宅入
浴の再開に至った症例～

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2017
（久留米シティプラザ）

2017/10/21 佐々木　詩織
角谷昇一郎、城戸内
駿、酒井広勝、橋本実、
酒井有紀、後藤伸介

集団作業活動に主体的に参
加することで自己効力感が向
上した一例

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2017
（久留米シティプラザ）

2017/10/24 琴野　巧裕

CINの既往のあるCKID患者に
対する、炭酸ガス造影下造影
剤ｆreeのPTRSが有効であっ
た一例

Complex Peripheral
Angioplasty Conference
2017
（ロワジールホテル豊橋）

2017/10/28 喜田　恵 坂下真紀子、勝木達夫
臨床検査技師は心臓リハビリ
テーションにどのように関わる
か

第3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)

2017/10/28 坂下　真紀子
喜田恵、池田拓史、岩
佐和明、澤田美砂緒、
勝木達夫

臨床検査技師が心リハ現場
で関わる重要性～デバイスプ
ログラム変更が運動能力改
善に寄与した例を通じて～

第3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)

2017/10/28 城戸内　駿
酒井広勝、池田拓史、
酒井有紀、勝木達夫、
星野陽子、釜場なる子

総合事業を通して閉じこもり
予防、地域活動へ展開した
AMI患者の一例

第3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)
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2017/10/29 池永　康規
Ｃ5頚髄損傷患者の社会参加
促進に介助犬が及ぼす効果：
症例報告

身体障害者補助犬学会第
10回学術大会
（アオーレ長岡）

2017/11/4 梅元　晃美
中出奈津子、東昌代、
道下孝恒

入院高齢者に対するベンゾジ
アゼピン受容体作動薬の適
正使用に向けた取り組み

第27回日本医療薬学会年
会
（幕張メッセ）

2017/11/6 東　利紀
橋本実、酒井有紀、後
藤伸介

両側同時DLO後の歩行時の
膝関節内側動揺に対する理
学療法経験

第6回日本knee osteotomy
forum
(ホテル金沢)

2017/11/9～
11/10

中﨑　拓

回復期リハビリテーション病
棟における福祉就労支援事
例～ひきこもりガイドラインで
振り返る～

日本職業リハビリテーショ
ン学会　第25回職業リハビ
リテーション研究・実践発表
会
（東京ビッグサイト）

2017/11/11 大嶋　敏輝
後藤伸介、酒井有紀、
池田拓史

膝関節屈曲角度と大腿四頭
筋の収縮強度の違いが筋収
縮反応時間に及ぼす影響

第33回東海北陸理学療法
学術大会
(アオッサ・ハピリン)

2017/11/12 角谷　昇一郎
城戸内駿、佐々木詩
織、酒井広勝、後藤伸
介

利用者主体の行動を促すこと
により生活機能改善が認めら
れた一症例

第33回東海北陸理学療法
学術大会
(アオッサ・ハピリン)

2017/11/18 村上　応利
通所リハビリテーションにおけ
る介護福祉士の取り組み

第16回日本通所ケア研究
大会
（広島県まなびの館ローズ
コム）

2017/11/18 村上　応利 酒井広勝

通所リハビリテーションにおけ
る介護福祉士の取り組み　自
立支援にむけた「男の料理教
室」

第16回日本通所ケア研究
大会
(広島県民文化センターふく
やま)

2018/1/27 中口　恵子

山口千尋、山田千恵
佐々木結実、大井恭子
柿沢明子、馬場香、近
藤美紀子、北村祥子、
高田裕子、石倉恵、中
田勉、福村孝治、勝木
達夫、勝木保夫

内視鏡検査開始時間までの
平均案内人数を増やすため
の取り組み

日本総合健診医学会第46
回大会
（愛知県産業労働センター）

2018/2/2 池永　康規
リハビリテーション専門医が
運営する回復期リハビリテー
ション病棟の効果

回復期リハビリテーション
病棟協会第31回研究大会
（盛岡市民文化ホール他）

2018/2/2 南　優花
上野弘樹、中山さや
か、橋本実、酒井有紀、
後藤伸介

COPMを用いた作業療法～
ADLにおいて実用的な麻痺手
使用に至った脳卒中患者の
一例～

回復期リハビリテーション
病棟協会第31回研究大会
（盛岡市民文化ホール他）

− 158 −



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）

2018/2/2 坂中　良子
安田絵美、上野弘樹、
池田拓史、酒井有紀、
後藤伸介

脳血管疾患患者における
ベッド－車椅子間の移乗自立
に 関与する要因の検討

回復期リハビリテーション
病棟協会第31回研究大会
（盛岡市民文化ホール他）

2018/2/23 根上　剛
喜多真紀、石田美由
紀、佐分稲子

リンクナースの部署内での感
染防止対策活動～月目標を
掲示して取り組んだ実践報告
～

第33回日本環境感染学会・
学術集会
（グランドプリンスホテル新
高輪）

2018/2/25 本村　麻貴 堂下雅夫、岩井洋子
腰椎仰臥位側面撮影のおけ
るIntelligent-Gridの有用性

第10回北陸3県合同診療放
射線技師学術大会
（金沢医科大学病院）

2018/3/11 宮岸　宗太朗
当施設における大腸CT検査
の取り組みと問題点

第12回消化管先進画像診
断研究会
（石川県教育会館）

2018/4/27 中村　暁子 片山伸幸
当院における睡眠時無呼吸
症候群患者の予後調査

第58回日本呼吸器学会学
術講演会
(大阪国際会議場)

2018/5/11 林　武弘 大堀功、川西勝
胃腺腫に対する治療の現状と
予後への影響

第95回日本消化器内視鏡
学会総会
（グランドプリンスホテル新
高輪）

2018/6/14 髙橋　祐樹 上野勝也、東利紀

内側開大式高位脛骨骨切り
術における、術中駆血および
術後ドレーンの有無が術後短
期経過に与える影響の検討

第10回日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会
（福岡国際会議場）

2018/6/22 東　利紀
大田脩介、坂本恭一、
羽場俊広、後藤伸介、
髙橋祐樹、黒田一成

高位脛骨骨切り術後患者の
Lateral thrust・膝内転モーメ
ントの関連因子分析

第30回日本運動器科学会
（沖縄コンベンションセン
ター）

2018/6/22 坂本　恭一

後藤伸介、池田拓史、
酒井有紀、高木萌香、
久木佳苗、岩上倫太
朗、水江猟、佐々木賢
太郎

地域在住高齢者における1年
後のロコモ度進行の要因検討

第30回日本運動器科学会
（沖縄コンベンションセン
ター）

2018/6/22 髙木　洋之
浅野慶祐、木村剛、東
利紀、大泉真一、佐々
木賢太郎

三次元動作解析装置を用い
た利き手と非利き手の肩甲上
腕リズムの違い～前額面上
外転と肩甲骨面挙上における
検討～

第30回日本運動器科学会
（沖縄コンベンションセン
ター）

2018/6/28 谷口　雅行
「糖尿病疾病管理MAP」によ
る糖尿病腎症重症化予防の
取り組み

第68回日本病院学会
（ホテル日航金沢）

2018/6/28 上野　勝也

池田拓史、酒井有紀、
後藤伸介、勝木保夫、
近江礼、高橋祐樹、黒
田一成、吉村洋子、中
村芽衣 

高位脛骨骨切り術後のクリニ
カルパスにERAS導入の試み
について

第68回日本病院学会
（ホテル日航金沢）
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2018/6/28 吉田　友里恵

坂下真紀子、喜田恵、
山森直美、米田みちる、
宇野友紀、山口千尋、
宇野友康、勝木達夫

当院健診センターにおける心
電図精査受診率向上への取
り組み

第68回日本病院学会
（ホテル日航金沢）

2018/6/28 漆原　真姫
高畠朋子、野崎理恵、
松本政宏

誤配膳をどう防ぐか～ヒュー
マンエラー対策とシステム改
善を試みて～

第68回日本病院学会
（ホテル日航金沢）

2018/6/29 田畑 悦子 堂下雅雄、川西勝
当施設での背景胃粘膜診断
の取り組みとその評価～この
先も見据えて～

第68回日本病院学会
（ホテル日航金沢）

2018/6/29 勝木　達夫

心臓リハビリテーションの視
点を加えたリハビリテーション
病棟の運営（合同シンポジウ
ム：心臓リハビリテーションの
トピックス）

第55回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
（福岡国際会議場）

2018/6/29 池田　拓史
石川雄一、上野勝也、
酒井有紀、後藤伸介、
西村一志

人工膝関節全置換術後にお
ける早期の理学療法介入単
位数が機能改善に与える影
響についての検討（合同シン
ポジウム：心臓リハビリテー
ションのトピックス）

第55回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
（福岡国際会議場）

2018/6/29 西村　一志 障がい児・者の補装具
第55回日本リハビリテー
ション医学会学術集会
（福岡国際会議場）

2018/7/15 酒井　有紀 勝木達夫、山口宏美
心臓リハビリテーション指導
士資格失効と研修会開催状
況との関連性について

第24回日本心臓リハビリ
テーション学会学術集会
（パシフィコ横浜）

2018/7/27 東　利紀
大田脩介、坂本恭一、
羽場俊広、後藤伸介、
髙橋祐樹、黒田一成

高位脛骨骨切り術後のstiff
knee strategyに関連する因子
の検討

第7回日本knee osteotomy
forum
（京王プラザホテル札幌）

2018/7/27 田畑　悦子
黒田一成、髙橋祐樹、
中村立一

高位脛骨骨切り術を補助する
3種のツール

第7回日本knee osteotomy
forum
（京王プラザホテル札幌）

2018/9/15 街道　芳美
文書作成代行業務における
OJTへの取り組み

NPO法人日本医師事務作
業補助研究会第8回全国大
会
（広島コンベンションホー
ル）

2018/9/22 徳田　一輝 堂下雅雄

散乱線補正処理技術使用時
におけるExposure Indexを指
標とした許容線量範囲の検討
～腹部撮影を対象として～

第34回日本診療放射線技
師学術大会
（海峡メッセ下関）
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2018/10/3 上地　本高
東利紀、羽場俊広、酒
井有紀、後藤伸介

地域包括ケア病棟における運
動器疾患に対する集団型包
括リハビリテーションの効果

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2018　米子
（米子コンベンションセン
ター）

2018/10/4 谷内　香織
谷内香織、堀田洋平、
奥村美稀、酒井有紀、
後藤伸介

通所活動における地域活動・
参加への取り組み

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2018　米子
（米子コンベンションセン
ター）

2018/10/4
多和田　絵里
奈

西村一志、後藤伸介、
酒井広勝、上野弘樹

通所リハにて免荷式リフト
POPOを使用し，車椅子生活
から歩行自立した生活に至っ
た一症例

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2018　米子
（米子コンベンションセン
ター）

2018/10/4 石川　雄一
上野勝也、池田拓史、
酒井有紀、後藤伸介、
黒田一成、高橋祐樹

人工膝関節全置換術・高位脛
骨骨切り術患者におけるド
レーンおよびターニケットの有
無による術後経過の調査

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2018　米子
（米子コンベンションセン
ター）

2018/10/4 堀田　陽平
中村英史、奥村美稀、
霜下和也

基準緩和型通所サービスに
おけるサービス卒業者と継続
者の比較

リハビリテーション・ケア合
同研究大会2018　米子
（米子コンベンションセン
ター）

2018/10/12 上野　勝也

池田拓史、酒井有紀、
後藤伸介、勝木保夫、
近江礼、高橋祐樹、黒
田一成、吉村洋子、中
村芽衣 

高位脛骨骨切り術後のクリニ
カルパスにERAS導入の試み
について

第19回クリニカルパス学会
学術集会
（函館国際ホテル）

2018/10/14 宮下　高雄 平加保彦、高橋祐樹
超音波検査における内側半
月版逸脱量の評価～健常者
の検討～

第30回日本超音波検査学
会　中部学術研修会
（名古屋国際会議場）

2018/10/19 森安　隆宗
森安隆宗、東口睦、堀
田陽平、上野勝也、霜
下和也

鏡視下腱板修復術後の理学
療法新プロトコル導入による
効果

第15回肩の運動機能研究
会
（大阪国際会議場）

2018/10/20 片山　伸幸
臨床診断でみた当科における
遷延性・慢性咳嗽の傾向

第20回日本咳嗽学会
（東邦大学医療センター大
森病院臨床講堂）

2018/10/21 山田　竜也
西田智之(浅ノ川総合病
院)、吉田吏志(公立松
任石川中央病院)

北陸支部が提言する”連携”
のあるべき姿とは？

第7回全国医療経営士実践
研究大会・北海道大会
（札幌ビューホテル大通公
園）

2018/10/27 坂下　真紀子
喜田恵、城戸内駿、今
井美里、山口宏美、勝
木達夫

糖尿病患者の運動療法にフ
ラッシュグルコースモニタリン
グ（FGM）を活かす

第4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）

2018/10/27 山田　尚輝
後藤伸介、酒井有紀、
池田拓史

当院における術前の肩関節
可動域制限を伴う鏡視下腱板
修復術後の治療成績

第34回東海北陸理学療法
学術大会
（三重県総合文化センター）
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2018/10/27 田中　彩香
後藤伸介、酒井有紀、
三苫純子

骨盤半裁術施行後、義足装
着し疼痛のない座位獲得を目
指した症例を経験して～仮義
足ソケットの調整と体幹昨日
に着目して～

第34回東海北陸理学療法
学術大会
（三重県総合文化センター）

2018/12/2 中出　奈津子
他職種協働におけるリウマチ
財団登録薬剤師の活動につ
いて

平成30年度東海・北陸地区
リウマチの治療とケア教育
研修会
（金沢ニューグランドホテ
ル）

2019/1/12 高畠　朋子 災害と栄養療法
第22回日本病態栄養学会
年次学術集会
（パシフィコ横浜）

2019/2/2 稲田　智絵
川西　勝、大堀　功、林
武弘、北野　外美恵

当施設における大腸カプセル
内視鏡の腸管前処置および
ブースターの工夫

第15回日本消化管学会学
術集会
（グランデはがくれ佐賀県）

2019/2/21 橋本　恵
池永康規、三苫純子、
後藤伸介、酒井有紀、
中山さやか

回復期リハビリテーション病
棟における理学療法士の早
出輪番制の取り組み

回復期リハビリテーション
病棟協会第33回研究大会
in舞浜・千葉
（東京ディズニーシー・ホテ
ルミラコスタ）

2019/2/21 村上　拓也
後藤伸介、池永康規、
堀田めぐみ、橋本恵、
中山さやか

療法士の協業業務・専門業務
の実践状況

回復期リハビリテーション
病棟協会第33回研究大会
in舞浜・千葉
（東京ディズニーシー・ホテ
ルミラコスタ）

2019/2/21 坂下　和美

回復期リハビリテーション
病棟協会第33回研究大会
in舞浜・千葉
（東京ディズニーシー・ホテ
ルミラコスタ）

2019/2/23 道下　孝恒
石田美由紀、佐分稲
子、根上剛、喜多真紀、
勝木　達夫

当院における肺炎治療の現
状と課題

第34回日本環境感染学会
総会・学術集会
(神戸国際展示場)

2019/2/24 松井　圭子
医師事務作業補助者の育成
～当院の現状と課題、展望～

日本医療秘書学会第16回
学術大会
（石川県立音楽堂）

2019/3/10 宮下　高雄 平加保彦、高橋祐樹
超音波検査における内側半
月版逸脱量の評価～健常者
と損傷者の比較～

第37回東海超音波研究会
（ウインク愛知）
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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

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他職種
協働アプローチ

第128回中部日本整形外
科学会・学術集会

神戸国際会議場

後藤　伸介
評価項目の解説と留意点、
他

病院機能評価　付加機能
(回復期)サーベイヤー養
成研修会

日本医療機能評
価機構

中村　立一
ANAクラウンプラ
ザ富山

漆原　真姫 心も身体も元気になれる食 生涯学習サロン
パピヨン・ホール
（小松市）

片山　伸幸 最新の医学的知見の普及 アストラゼネカ㈱ ＫＫＲ金沢ホテル

松本　政宏
松下　美穂

当院の減塩の取り組み 調理師会減塩研修会
石川県女性セン
ター

田畑　美香
失語症・構音障害のある
方々との会話のコツ

高齢者のためのコミュニ
ケーションサポート講座

公立能登総合病
院

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

第9回日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

札幌コンベンショ
ンセンター

勝木　達夫

ＣＰＸができない、ＣＰＸを用
いない運動耐容評価Revisid
～｢歩行評価をした｣、その先
にあるもの～

第6回心臓リハビリテー
ションミーティングin 京都

メルパルク京都

中村　立一
学会では聞けない膝周囲骨
切り術のpitfalls（セミナー講
師）

第9回日本関節鏡・膝・ス
ポーツ整形外科学会

札幌コンベンショ
ンセンター

林　真紀
医療ソーシャルワーク部門
の人材養成～認定社会福祉
士制度の活用

岩手県医療ソーシャル
ワーカー協会

岩手県盛岡市

− 165 −



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

高畠　朋子
和食・日本型食生活のすす
め

農政局食育セミナー
石川県女性セン
ター

髙橋　祐樹
超音波を用いた運動器の診
療

北陸超音波研究会
石川県立中央病
院

林　真紀

関節リウマチ心理サポートセ
ミナー「RA患者さんに寄り添
う～ソーシャルワーカーの立
場から～」

アッヴィ合同会社 東京都

中村　立一
膝関節温存への情熱-運動
器療法を踏まえて

第4回さっぽろ下肢疾患懇
話会

札幌プリンスホテ
ル

片山　伸幸
ＧＳＫ模擬ディテールに対す
る評価と指導

グラクソ・スミスクライン㈱
研修

グラクソ・スミスク
ライン㈱

城戸内　駿
加齢に伴う身体変化、転倒
予防

加賀市 加賀市民会館

林　真紀

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‐「生活機
能障害とソーシャルワーク」

（公社）日本医療社会福祉
協会／厚生労働省

東京都

中村　立一
Around Knee Osteotomyへ
の登竜門―安全確実な
OWHTO―

中国Knee Osteotomy セミ
ナー

ホテルグランディ
ア広島

中村　立一
第2回四国Knee
Osteotomy 研究会

高松センタービル

勝木　保夫
リウマチ診療の院内連携
チームの実際

第29回中部リウマチ学会
金沢市文化ホー
ル

後藤　伸介 PT5か条

回復期リハビリテーション
病棟協会セラピストマネ
ジャー認定コースグルー
プワーク

三田NNホール

後藤　伸介 医療記録
回復期リハビリテーション
病棟協会　セラピストマネ
ジャー認定コース講義

三田NNホール
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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

谷口　雅行 社内勉強会
ノバルティスファーマ㈱社
内勉強会

ノバルティス
ファーマ㈱

漆原　真姫
障がいのある人の就職、企
業の人の声

障害者就職応援セミナー
小松サンアビリ
ティ-ズ

後藤　伸介 理学療法と倫理
日本理学療法士協会　新
人教育プログラム

石川県リハビリ
テーションセン
ター

片山　伸幸
呼吸音を考える～呼吸器疾
患診断セミナー～

｢呼吸音を考える～呼吸
器疾患診断セミナー～｣

ＴＫＲ金沢

片山　伸幸 薬学的知識の習得 杏林製薬社内勉強会 杏林製薬㈱

勝木　達夫
当院における睡眠時無呼吸
専門外来と循環器内科との
連携について

南加賀心臓リハビリテー
ションセミナー

やわたメディカル
センター

堀　美希
当院における睡眠時無呼吸
専門外来と循環器内科との
連携

南加賀心臓リハビリテー
ションセミナー

やわたメディカル
センター

田畑　悦子
受診者に優しいマンモグラ
フィーを目指して

女性部会研修会
金沢医科大学病
院

漆原　真姫
障がいのある人の就職、そ
して職場定着の実態

障害者就職応援セミナー
（実践編）

小松サンアビリ
ティ-ズ

城戸内　駿
加齢に伴う身体変化、転倒
予防

加賀市 アビオシティ加賀

漆原　真姫 栄養ケアプロセス
石川県栄養士会　生涯学
習

松寿園

漆原　真姫 栄養情報提供書を学ぼう
石川県栄養士会　伝達講
習会

やわたメディカル
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

居軒　功
当院における不整脈治療の
現状

地域で診る心疾患治療連
携勉強会

やわたメディカル
センター

林　真紀

基幹研修Ⅰ‐厚生労働省
第77回医療ソーシャルワー
カー初任者講習会‐「生活機
能障害とソーシャルワーク」

（公社）日本医療社会福祉
協会／厚生労働省

兵庫県

谷口　雅行

持続性ＧＬＰ-1受容体作動
薬が有用であった腎機能低
下高齢者2型糖尿病の症例
経験

南加賀生活習慣病セミ
ナー

やわたメディカル
センター

後藤　伸介
やわたメディカルセンターに
おける人事教育の取り組み

錦海リハビリテーション病
院職員研修会

錦海リハビリテー
ション病院

居軒　功
当院における心房細動の治
療とカテーテルアブレーショ
ンの現状

日本ベーリンガーインゲル
ハイム㈱

グランディア小松
エアポート

池永　康規
FIMってなんだ？～FIMが解
ると見える！～

第14回加賀脳卒中地域連
携協議会総会

石川県地場産業
振興センター

谷口　雅行 高齢者の糖尿病治療 糖尿病フォーラムｉｎ小松
小松市芸術劇場
うらら

～1/21
林　真紀

医療ソーシャルワーク部門
の人材育成

新潟県医療ソーシャル
ワーカー協会

新潟県

後藤　伸介

リハ実施単位数とADL改善
度の関係　～疾患や入棟時
自立による影響はあるのか
～

回復期リハビリテーション
病棟協会研究大会2018
保険・調査委員会企画「実
態調査報告から回復期リ
ハ病棟の進むべき道を考
える」

盛岡市民文化
ホール

後藤　伸介
セラピスト10か条について～
療法士によるリハビリテー
ションの基礎～

愛知回復期リハビリテー
ションの回セラピストマネ
ジャー委員会研修会

中部リハビリテー
ション専門学校

中出　奈津子
病院薬剤師の仕事　地域連
携への取り組みについて

平成29年度在宅医療連携
システム推進研修会

石川県地場産業
振興センター
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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

池永　康規
地域で診る脳卒中～診断治
療からICFとFIMを用いた地
域連携へ～

函館動脈硬化懇談会第44
回脳卒中フォーラム

ベルクラシック函
館

後藤　伸介
実態調査からみた療法士の
早出・遅出の現状

回復期リハ病棟協会研究
大会2019　PT・OT・ST委
員会企画「早出・遅出を考
える」

浦安市運動公園
総合体育館

谷口　雅行
糖防管5年間の歩みと今後
の課題

南加賀生活習慣病セミ
ナー

やわたメディカル
センター

漆原　真姫
糖尿病重症化予防 ネット
ワーク事業
栄養士会事業報告

H29年度石川県医師会
糖尿病対策推進会議　糖
尿病対策成果発表会

谷口　雅行 糖尿病の診断と治療
日本ベーリンガーインゲル
ハイム㈱　社内研修会

金沢勤労者プラ
ザ

林　真紀
平成30年度改正医療保険制
度について

社会福祉法人あさひ会
職員勉強会

あさひ会ファミー
ル

西村　一志
地域包括ケア時代に向けて
回復期機能を考える

平成30年度　診療報酬改
定説明会

東京

後藤　伸介

在宅リハビリテーション活動
紹介「訪問看護ステーション
リハケア芦城　訪問リハビリ
テーションの紹介」

リハビリテーション技術支
援ネットワーク強化事業
「在宅リハビリテーション
検討会」

小松市民センター

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14回　回復期リハ病棟
専従医師研修会

東京都

梅元　晃美
リウマチ治療におけるステロ
イド使用調査～南加賀地区
アンケートより～

第20回南加賀RAカンファ
ランス

ホテルグランディ
ア小松エアポート

勝木　達夫
適切な手術は命を、リハビリ
は人生を救う　だから運動し
ましょう

社）JA小松福祉会創立20
周年記念講演会

JA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 学会名または講演会名 会場名

後藤　伸介
回復期「専門性・協働性・主
体性のある人材を育てよう」

第53回日本理学療法学術
研修大会in茨城2018 シン
ポジウム「医療職として自
律した人材の育成を可能
とする部門運営」

つくば国際会議場

高畠　朋子
心疾患の食事～減塩あれこ
れ～

第18回CV-NET研修会 福井済生会病院

後藤　伸介
セラピスト10ヵ条とPT・OT・
ST5ヵ条の成り立ち

回復期リハビリテーション
病棟協会　第43回　PT・
OT・ST研修会

品川フロントビル

琴野　巧裕
今さら聞けない！循環器基
礎講座～解剖・心電図・使用
薬剤

北陸地区キャノンＣＴユー
ザー会　特別講演

ＴＫＰ金沢新幹線
口

居軒　功
心不全合併心房細動の治療
について

第4回｢地域で診る｣心疾
患連携勉強会　特別講演
座長

やわたメディカル
センター

西村　一志
回復期リハ対象の運動器疾
患の理解

回復期セラピストマネー
ジャー認定コース

東京都

後藤　伸介 医療記録
回復期リハビリテーション
病棟協会　セラピストマネ
ジャー認定コース講義

三田NNホール

松井　圭子
やわたメディカルセンターに
おける医師事務作業補助者
の教育体制

日本医師事務作業補助研
究会第2回人材育成を成
功に導くセミナー～医師事
務作業補助者のキャリア
パスを中心に～

医療イノベーショ
ン推進センター
（兵庫県）

林　真紀

基幹研修Ⅰ‐厚生労働省
第78回医療ソーシャルワー
カー初任者講習会‐「生活機
能障害とソーシャルワーク」

（公社）日本医療社会福祉
協会／厚生労働省

東京都

後藤　伸介 セラピスト10か条の理解

回復期リハビリテーション
病棟協会　セラピストマネ
ジャー認定コース　グルー
プワークⅠ

三田NNホール

琴野　巧裕
大製製薬株式会社　社内
招聘勉強会

大塚製薬株式会
社金沢出張所
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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

梅元　晃美
中出　奈津子

リウマチ治療におけるステロ
イド使用調査～南加賀地区
アンケートより～

石川関節リウマチの医療
連携を考える会

金沢ニューグラン
ドホテル

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15回　回復期リハ病棟
専従医師研修会

東京都

勝木　保夫 たんぽぽ薬局 富山県

西村　一志
回復期リハビリテーション病
棟総論

全職種研修会 東京都

西村　一志
回復期リハ対象の骨関節系
疾患の理解

回復期リハビリテーション
看護師認定コース

東京都

林　真紀

基幹研修Ⅰ‐厚生労働省
第79回医療ソーシャルワー
カー初任者講習会‐「生活機
能障害とソーシャルワーク」

（公社）日本医療社会福祉
協会／（社）日本社会福祉
士会

兵庫県

川岸　美貴子
当院におけるリウマチ看護
師の役割

加賀地区医療連携講演会
アンサンブルプ
ラース長生殿

福田　智恵子
文書作成代行業務の育成に
ついて

日本医師事務作業補助研
究会石川県支部第3回か
がやきセミナー『書類作成
業務について他院の取り
組みを聞いてみよう』

石川県地場産業
振興センター

林　真紀

「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」において
多職種に求められること

石川県看護協会/訪問看
護ステーション連絡会看
護協会

石川県小松市

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16回　回復期リハ病棟
専従医師研修会

東京都

山田　竜也
医療経営士の取り組み、南
加賀医療圏について

日本医療企画主催「森田
病院職員向け出前セミ
ナー」

森田病院
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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

林　真紀
社会状況におけるMSWの役
割から部門の業務を考える
講義と演習

滋賀県医療ソーシャル
ワーカー協会

滋賀県

漆原　真姫
切れ目のない食事支援を行
うために

管内病院・高齢者施設等
栄養士研修会

南加賀保健所

安田　忍

機能種別版評価項目3ｒｄH；
Ver2.0の概念と病院機能評
価を活用した質改善につい
て

石川県医師会館

漆原　真姫
回復期リハビリテーション病
棟における栄養を考える

全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
病棟協会全職種研修会

三田NNホール

林　真紀
相談援助専門職に求められ
るACP（アドバンス・ケア・プ
ランニング）

松寿園　相談援助職連絡
会

石川県小松市
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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

2017/5～6 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

中村　立一 ｢ハンズオンセミナー｣インストラクター
第1回　神奈川　Knee
Osteotomy 研究会

TKＰガーデンシティ横浜

東　利紀 理学療法士の職業説明 卒業生講話 金城大学

中村　暁子 睡眠時無呼吸ってご存知ですか？ 出前講座 那谷町会館

東　利紀 ロコモにならない身体づくり ボランティア団体ほっこり 芦城センター

福田　敦夫 血圧のおはなし 出前講座 長谷町研修センター

高畠　朋子
あなたの感じる塩辛さ、知ってみません
か？

出前講座 長谷町会館

勝木　達夫 司会
南加賀心臓リハビリテーション
セミナー

やわたメディカルセンター

琴野　巧裕 座長
南加賀心臓リハビリテーション
セミナー

やわたメディカルセンター

小松　奈保子 人食いダニのお話、ケガをしたら　ほか
第一小学校4年生学年懇談会
（出前講座）

第一小学校

勝木　達夫 教育講演3　座長
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

西村　一志 高齢者の骨折 JAきらら研修会（出前講座） JA小松市会館

福田　敦夫 Session ディスカッション座長
地域で診る心疾患治療連携勉
強会

やわたメディカルセンター

居軒　功 Session ディスカッションパネリスト
地域で診る心疾患治療連携勉
強会

やわたメディカルセンター

勝木　保夫 危ない腰痛の見分け方 出前講座 白松町会館
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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

中新　敏彦 お口の健康維持で認知症予防 出前講座 打越町公民館

山田　竜也
テーマ「医療連携」研究会
出前講座を通じた連携のあり方

日本医療経営実践協会北陸
支部研究会

TKP金沢新幹線口

琴野　巧裕 ライブセッションのコメンテーター 金沢循環器病院

北森　友里恵
当院におけるCPAP治療への検査技師
の関わり

睡眠時無呼吸症候群　診療連
携ミーティング

やわたメディカルセンター

琴野　巧裕 コメンテーター
石川県地場産業振興セン
ター

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

池田　拓史 運動アドヒアランスの高め方 第18回　CV-NET研修会 福井県済生会病院

居軒　功 座長
第4回　｢地域で診る｣心疾患
連携勉強会特別講演

やわたメディカルセンター

坂下　真紀子 意外と知らない健診結果の見かた 出前講座 瀬領町町民センター

谷口　雅行 座長 こまつ糖尿病症例検討会
ルートイングランディア小
松エアポート

東　利紀 理学療法士の職業説明 卒業生講話 金城大学

琴野　巧裕 ホテル金沢

居軒　功
元気でいきいき暮らせるように！心臓の
お話

出前講座 白江町公民館

松本　政宏 減塩嚥下食デモンストレーション 金沢調理師専門学校講義 金沢調理師専門学校

松下　美穂
あなたの感じる”塩辛さ”知ってみましょ
う

出前講座 打越町公民館

居軒　功
元気でいきいき暮らせるように！心臓の
お話

出前講座 若杉町公民館
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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

谷口　雅行 司会 南加賀生活習慣病セミナー やわたメディカルセンター

山口　宏美
心大血管疾患を合併した糖尿病患者の
運動療法が腎症の進展に及ぼす影響

南加賀生活習慣病セミナー やわたメディカルセンター

川西　勝 特別講演　座長
小松市・加賀市・能美市医師
会　学術講演会

ルートイングランディア小
松エアポート

漆原　真姫 心も身体も元気になれる食 ミニ講話 芦城クリニック

川西　勝
ピロリ菌は調べましたか？
～胃がんの原因はピロリ菌です～

出前講座 漆町公民館

酒井有紀
心不全患者さんの関わりを考える
～コメディカルスタッフの視点～

「心不全カンファレンス」 金沢循環器病院

片山　伸幸 たかが風邪、されど風邪 出前講座 佐々木町公民館

酒井　有紀
急性期リハビリテーション、回復期リハ
ビリテーションから在宅への関わり

石川県リハセンター「在宅リハ
ビリテーション検討会」

小松市民センター

大堀　功 座長
第63回　南加賀地区漢方研究
会「感染症と漢方」

ルートイングランディア小
松エアポート

池永　康規 明日から使えるＡＤＬ評価法　ＢＩとＦＩＭ
JAきらら職員研修
（出前講座）

ＪＡ小松市本店

高畠　朋子 スポーツする子の食事 野球肘健診 小松弁慶スタジアム

黒田　一成 ロコモと股関節の痛み 出前講座 沖町公民館

嵐　奈津子
生物学的製剤点滴投与における患者と
看護師のコミュニケーション機会の再検
討

南加賀RAカンファランス ホテルサンルート小松

堀　美希 睡眠時無呼吸症候群について 健康ミニ講話 八幡会館

高畠　朋子 スポーツする子の食事
ゴールデンイーグルプログラ
ム食育セミナー

能登島学習センター

山田　竜也
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

TKP金沢新幹線口
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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

犀藤　悠規 症例発表 新人教育プログラム 金城大学

黒川　遼太 症例発表 新人教育プログラム 金城大学

江藤　なつみ 症例発表 新人教育プログラム 金城大学

水落　秋里 症例発表 新人教育プログラム 金城大学

上田　晶子 症例発表 新人教育プログラム 金城大学

東　沙耶花 症例発表 新人教育プログラム 金城大学

吉田　桃子
座長
（チーム医療/災害時医療セッション）

第44回　石川県医学検査学会 アビオシティ加賀
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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 2017年度 2018年度

延外来患者数 110,888人 113,718人

延入院患者数 69,031人 68,006人

新入院患者数 3,872人 3,790人

病床平均稼働率 95.1% 93.2%

病床平均稼働率(3F)(3月は44床) 94.8% 95.8%

病床平均稼働率(4F) 95.8% 96.7%

病床平均稼働率(5・6F) 94.7% 90.2%

平均在院日数(3F) 54.6日 62.6日

平均在院日数(4F) 33.2日 24.7日

平均在院日数(5・6F) 10.8日 10.8日

紹介・逆紹介 2017年度 2018年度

紹介患者数 3,747人 3,980人

紹介入院患者数 902人 983人

逆紹介患者数 5,128人 5,671人

放射線検査紹介数 974件 914件

手術件数 2017年度 2018年度

手術件数 1,405件 1,359件

救急・時間外受入 2017年度 2018年度

救急患者数（救急車除く） 1,376人 1,436人

救急車搬送患者数 680人 694人

入院になった患者数 512人 398人

放射線検査件数 2017年度 2018年度

ＭＲＩ 5,053件 4,533件

ＣＴ 8,945件 8,294件

ＡＮＧＩＯ 415件 318件

エコー 2,865件 2,736件

内視鏡 3,357件 3,073件

リハビリテーション実施数 2017年度 2018年度

患者数（外来） 12,348人 12,113人

患者数（入院） 79,905人 76,941人

単位数（入院） 24,520単位 24,614単位

単位数（入院） 198,663単位 186,738単位
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薬剤関係 2017年度 2018年度

病棟服薬指導件数 2,607件 2,705件

DPC病棟　服薬指導件数 1,921件 2,036件

DPC病棟　退院時指導 425件 335件

外来化学療法1-A　件数 104件 64件

外来化学療法1-B　件数 1,020件 1,104件

無菌製剤処理料 121件 81件

後発医薬品割合 86.1% 83.0%

検体・生理検査関係 2017年度 2018年度

外来採血者数 34,252人 34,431人

血管エコー件数 1,221人 850人

心臓エコー件数 2,057人 2,175人

PSG/タイトレーション件数 204人 224人

栄養関係 2017年度 2018年度

栄養指導件数 2,762件 2,459件

ＮＳＴ介入患者数 55人 51人

在宅サービス

Ａスタジオ 2017年度 2018年度

延利用者数 8,024人 9,498人

1日利用者数 31.0人 37.2人

Ｂスタジオ 2017年度 2018年度

延利用者数 11,121人 9,381人

1日利用者数 35.7人 30.1人

みのり倶楽部みつや 2017年度 2018年度

延利用者数 5,523人 5,237人

1日利用者数 17.6人 16.8人

ヘルパーステーション 2017年度 2018年度

訪問回数 8,757回 7,928回

1日平均訪問回数 24.0回 21.9回

居宅介護支援 2017年度 2018年度

月平均利用者数 224.3人 214.1人
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薬剤関係 2017年度 2018年度

病棟服薬指導件数 2,607件 2,705件

DPC病棟　服薬指導件数 1,921件 2,036件

DPC病棟　退院時指導 425件 335件

外来化学療法1-A　件数 104件 64件

外来化学療法1-B　件数 1,020件 1,104件

無菌製剤処理料 121件 81件

後発医薬品割合 86.1% 83.0%

検体・生理検査関係 2017年度 2018年度

外来採血者数 34,252人 34,431人

血管エコー件数 1,221人 850人

心臓エコー件数 2,057人 2,175人

PSG/タイトレーション件数 204人 224人

栄養関係 2017年度 2018年度

栄養指導件数 2,762件 2,459件

ＮＳＴ介入患者数 55人 51人

在宅サービス

Ａスタジオ 2017年度 2018年度

延利用者数 8,024人 9,498人

1日利用者数 31.0人 37.2人

Ｂスタジオ 2017年度 2018年度

延利用者数 11,121人 9,381人

1日利用者数 35.7人 30.1人

みのり倶楽部みつや 2017年度 2018年度

延利用者数 5,523人 5,237人

1日利用者数 17.6人 16.8人

ヘルパーステーション 2017年度 2018年度

訪問回数 8,757回 7,928回

1日平均訪問回数 24.0回 21.9回

居宅介護支援 2017年度 2018年度

月平均利用者数 224.3人 214.1人

健診センター

健康診断 2017年度 2018年度

来館型 3,435人 3,653人

出向型 2,383人 2,411人

特定健診 1,668人 1,719人

健康ドック 2017年度 2018年度

　半日・1日ドック 1,889人 2,097人

　宿泊ドック 206人 216人

　協会けんぽドック 4,476人 4,695人

　生活習慣病予防健診 1,091人 1,067人

　脳ドック 337人 508人

フォローアップ 2017年度 2018年度

精密検査 1,198件 1,475人

労災保険二次 167件 214人

芦城クリニック 2017年度 2018年度

外来患者延数 23,857人 24,672人

1日平均患者数 98.9人 102.7人

1日平均初診 7.2人 8.0人

1日平均再診 91.8人 94.7人

1日平均リハ患者数 41.2人 478人

リハ実施単位数 19,532単位 22,364単位

健康スタジオ利用者数 1,737人 1,969人

居宅　ケアプラン作成数 1,164件 1,396件

丸内・芦城高齢者総合相談センター

要支援ケアプラン作成数 2,086件 2,028件

相談件数 1,154件 934件

実態把握調査件数 334件 384件

訪問看護ステーションリハケア芦城

介護保険 2017年度 2018年度

訪問看護利用者数 1,071人 1,037人

訪問回数 4,367回 4,340回

訪問リハ利用者数 1,054人 936人

訪問回数 3,625回 3,097回

医療保険

訪問看護利用者数 532人 642人

訪問回数 3,563回 4,011回

訪問リハ利用者数 478人 470人

訪問回数 1,812回 1,702回
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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）

松儀　怜
認知症と運動機能（ロコモティブシンド
ローム）の関係

第29回日本運動器科学会学
術集会（東京都）

小池　 順
健康増進施設利用者に対する運動療法
支援の効果について

第36回日本臨床運動療法学
会学術集会（大阪府）

大久保　祐一
民間こども園における継続的運動支援
の効果について

第68回日本体育学会大会
（静岡県）

松儀　怜
健康増進施設利用者における施設利用
効果

第33回東海北陸理学療法学
術集会（福井県）

松儀　怜
児童に対する運動器検診の結果につい
て

第28回日本臨床スポーツ医
学会学術集会（東京都）

大久保　祐一
小学校5年生における投運動の実践とそ
の成果

第30回 日本体力医学会北
陸地方会（富山地鉄ホテル）

松儀　怜 勝木保夫 中学生における運動器障害の現状
第30回 日本体力医学会北
陸地方会（富山地鉄ホテル）

松儀　怜
勝木保夫、勝木
達夫

健康増進施設の利用期間とロコモティブ
シンドロームの関係～施設利用者に対
する横断調査～

第37回日本臨床運動療法学
会学術集会（東京都：大妻女
子大学）

三井　外喜和
大久保祐一、勝
木保夫

小学校5年生における投運動の実践とそ
の成果

第31回 日本トレーニング科
学会大会（東海学園大学三
好キャンパス）

松儀　怜 勝木保夫
中学生を対象とした、「運動部活動の在
り方に関する総合的ガイドライン」の有用
性についての検討

第6回福井運動器理学療法
学術大会（島田病院）

学会発表
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講演会講師

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

郷　真里奈 ウォーキング指導
勝木グループ協力会お花
見ウォーキング

木場潟公園

2017/4/15、
5/13、5/20

三井　外喜和 保健体育講義
小松准看護学院保健体育
講義

小松准看護学院

大久保　祐一 ボディコンバット
小松ウォール工業(株)新
人研修

ダイナミック

2017/4/24、
5/1、5/22

小池　順 保健体育実技
小松准看護学院保健体育
講義

小松准看護学院

大久保　祐一 ボディコンバット
小松ウォール工業(株)新
人研修

ダイナミック

2017/4～8 中﨑　衣美 スポーツ栄養学講義 金沢星稜大学非常勤講師 金沢星稜大学

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
小松大谷高校、FC小松合
同スポーツ栄養講演

小松大谷高校

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

郷　真里奈 準備体操
加賀八幡町内会運動会時
の準備運動

第一保育所

大久保　祐一 格闘技エクササイズ
コマツウエイ総合研修セン
ター新人研修

小松市総合体育館

名倉　紀子 サーキットトレーニング
コマツウエイ総合研修セン
ター新人研修

小松市総合体育館

松儀　怜 腰痛予防講話
コマツウエイ総合研修セン
ター新人研修

小松市総合体育館

釜場　なる子
マット運動、鉄棒の指導
方法

小松市立第一小学校器械
運動研修会

第一小学校

2017/5～11 中﨑　衣美 栄養学講義
小松准看護学院栄養学講
義

小松准看護学院

名倉　紀子 姿勢について
小松市立金野小学校学校
保健委員会

金野小学校

三井　外喜和 運動習慣を見直そう 誠和建設(株)安全大会 建設会館

中﨑　衣美 栄養講話
小松鋼機(株)健康セミ
ナー

ダイナミック

東　香里 認知症予防体操
符津校下敬老会認知症予
防体操

符津町公民館

中村　亮太
ストレッチ＆ウォーキン
グ指導

小松市浜佐美町健康
ウォーキング

浜佐美本町

三井　外喜和 運動の継続と行動変容
七尾社会保険委員会研修
会

七尾サンライフプラザ

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
平成29年度ジュニア競技
者育成事業食育講義

いしかわ総合スポー
ツセンター

釜場　なる子 幼児の体力つくり
能美市「幼児の体力づく
り」事業保育士研修会

寺井保育園

三井　外喜和 運動の継続と行動変容
北陸基礎工業(株)労働安
全大会

小松市民センター
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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

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
金沢向陽高校バドミントン
部栄養講話

金沢向陽高校

大久保　祐一
幼児の体力つくり基礎
編

能美市「幼児の体力づく
り」事業保育士研修会

寺井保育園

三井　外喜和
ウォーキングの効能に
ついて

能美市スマートウォーク指
導者養成事業

能美市文化会館タン
ト

小池　綾子 腰痛肩こり予防体操 清水建設(株)運動指導
清水建設小松駅前現
場事務所

秋山　奈津美 ストレッチ
小松商工会議所体組成測
定と運動指導

ダイナミック

大久保　祐一
ウォーキング前のスト
レッチ、クールダウンに
ついて

能美市スマートウォーク指
導者養成事業

能美市文化会館タン
ト

大久保　徳人 トレーニング指導
小松商業女子バレーボー
ル部トレーニング指導

小松商業高校

中﨑　衣美 栄養講話
加賀市役所　職員組合栄
養講話

加賀観光ホテル

釜場　なる子 ラジオ体操講習会
芦城校下ラジオ体操講習
会

芦城センター

大久保　祐一
幼児の体力つくりオリジ
ナルプログラム

能美市「幼児の体力づく
り」事業保育士研修会

寺井保育園

名倉　紀子 ボディバランス
公立学校共済組合石川支
部平成29年度元気力アッ
プセミナー

七尾市勤労者総合福
祉センター

東　香里 運動実践
(株)北國銀行新人対象の
施設利用促進事業

ダイナミック

名倉　紀子 ボディバランス
公立学校共済組合石川支
部平成29年度元気力アッ
プセミナー

小松市民センター

中井　紹子 睡眠について 笠間中学校保護者会講演 笠間中学校

竹内　寛子 ボディバランス
公立学校共済組合石川支
部平成29年度元気力アッ
プセミナー

いしかわ総合スポー
ツセンター

東　香里
椅子に座ってできる運
動

清水建設(株)運動指導会
清水建設(株)北陸支
店

小池　綾子 健康講話
村井索道(株)健康セミ
ナー

村井索道(株)

大久保　祐一 レクリエーション
白山市若草町こども会小
学生対象のレクリエーショ
ン

加賀フルーツランド

中村　亮太
ロコモティブシンドロー
ム予防トレーニング

(株)小松村田製作所健康
セミナー

(株)小松村田製作所

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
日本ソフトテニス連盟競技
者育成プログラムSTEP3
栄養講演

辻のや花乃荘

大久保　祐一 ボディコンバット (株)東振精機運動実践 ダイナミック

− 192 −



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

中村　亮太
ロコモティブシンドロー
ム予防トレーニング

(株)小松村田製作所健康
セミナー

(株)小松村田製作所

勝木　保夫
はじめよう健康経営！
～社員の健康づくり実
践編～

健康経営セミナー 小松市民センター

大久保　徳人
メタボリックシンドローム
予防トレーニング

(株)小松村田製作所健康
セミナー

(株)小松村田製作所

三井　外喜和 各種疾患と運動指導
イオンリテールヘルスカウ
ンセラー養成研修会及び
症例監修

TKP大宮駅西口カン
ファレンスセンター

東　香里 脳の体操
糸町町内会敬老会脳の体
操

糸町公民館

釜場　なる子 認知症予防体操
符津町秋まつり認知症予
防体操

符津町公民館

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
日本陸上競技連盟U13ク
リニック栄養講話

西部緑地公園陸上競
技場

中村　美倫 アローマストレッチ
小松社会保険委員会運動
実践

ダイナミック

伴場　若菜 ウェーブストレッチ
自生園健康づくり事業（健
康サポート作戦、講師派
遣）

自生園

勝木　保夫
はじめよう健康経営！
～社員の健康づくり実
践編～

健康経営セミナー 七尾サンライフプラザ

松儀　怜 腰痛予防教室
小松シヤリング(株)腰痛予
防教室

小松シヤリング(株)能
美工場

名倉　紀子 姿勢について
荒屋小学校学校保健委員
会講演実技

荒屋小学校

中村　亮太
椅子に座ってできる運
動

丸運トラック健康セミナー 丸運トラック

小池　綾子 準備体操 月津校下運動会準備体操 月津小学校

越原　祥栄 ポールストレッチ 石川県理容組合セミナー
いしかわ総合スポー
ツセンター

三井　外喜和 各種疾患と運動指導
イオンリテールヘルスカウ
ンセラー養成研修会及び
症例監修

ホテルクライトン新大
阪

名倉　紀子 エアロビクス
金沢星稜大学エアロビク
スダンスの授業

金沢星稜大学

松儀　怜 腰痛予防教室
小松シヤリング(株)腰痛予
防教室

小松シヤリング(株)能
美工場

松儀　怜
知って防ごう！スポーツ
障害・スポーツ外傷

丸内中学校スポーツ障
害、スポーツ外傷の講演

丸内中学校

佐野　恭子 ヨーガ
(株)小松村田製作所健康
セミナー

(株)小松村田製作所

名倉　紀子 エアロビクス
金沢星稜大学エアロビク
スダンスの授業

金沢星稜大学

松儀　怜 腰痛予防教室
小松シヤリング(株)腰痛予
防教室

小松シヤリング(株)小
松工場
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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

松儀　怜
児童の柔軟性向上に向
けて

木場小学校学校保健委員
会講演実技

木場小学校

松儀　怜 姿勢について
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

釜場　なる子 運動指導
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

佐野　恭子 ヨーガ
(株)小松村田製作所健康
セミナー

(株)小松村田製作所

松儀　怜 腰痛予防教室
小松シヤリング(株)腰痛予
防教室

小松シヤリング(株)小
松工場

名倉　紀子 ピラティス
小松社会保険委員会運動
実践

ダイナミック

中﨑　衣美 食育講演 加賀高校食育講演 加賀高校

大久保　祐一 ロコトレ
自生園健康づくり事業（健
康サポート作戦、講師派
遣）

自生園

大久保　祐一 腰痛肩こり予防の運動
電源開発(株)職場におけ
る腰痛肩こり予防の運動

JPハイテック白山事
業所

中井　紹子 睡眠について
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

大久保　祐一 運動指導
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

名倉　紀子 姿勢について
加賀市立湖北小学校姿勢
講話

湖北小学校

小池　順 運動指導
寺井地区ジュニアスポー
ツクラブ運動指導

寺井高校

松儀　怜
ロコモティブシンドロー
ム予防トレーニング

庄地区保健推進委員会 庄地区会館

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
H29年度スポーツナース
講習会

木島病院

小池　順 運動指導
寺井地区ジュニアスポー
ツクラブ運動指導

寺井高校

中﨑　衣美 栄養講話
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

中村　亮太 運動指導
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

中村　亮太 職場で出来るストレッチ
ハウメットジャパン(株)運
動指導

ハウメットジャパン
(株)

名倉　紀子 運動指導
(株)フジセイカマルワ会運
動指導

山中温泉ゆーゆー館

釜場　なる子 運動指導
寺井地区ジュニアスポー
ツクラブ運動指導

寺井高校

名倉　紀子 簡単サーキット
自生園健康づくり事業（健
康サポート作戦、講師派
遣）

自生園

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
いしかわスポーツめしプロ
ジェクト「スポーツ食育セミ
ナー」

福井運動公園陸上競
技場
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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

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
いしかわスポーツめしプロ
ジェクト「スポーツ食育セミ
ナー」

七尾市能登島グラウ
ンド

三井　外喜和 運動講話
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

釜場　なる子 運動指導
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

松儀　怜 運動器障害について
松陽中学校学校保健委員
会調査・講演

松陽中学校

中﨑　衣美 栄養講話
早寝早起き朝ごはん運動
小松市民大会

サイエンスヒルズこま
つ

松儀　怜
柔軟性を向上させるた
めに

金沢大学付属特別支援学
校教職員研修講話

金沢大学付属特別支
援学校

中村　亮太 トレーニング指導
根上中学野球部、バス
ケットボール部トレーニン
グ指導

根上中学校

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話 KIT fitness　challenge 金沢工業大学

中﨑　衣美 栄養講話
ハウメットジャパン(株)運
動指導

ハウメットジャパン
(株)

越原　祥栄 トレーニング指導
石川県ソフトテニス連盟ト
レーニング指導

北陸電力体育館

中﨑　衣美 栄養講話
ハウメットジャパン(株)運
動指導

ハウメットジャパン
(株)

竹内　寛子 子供向けの体操
わくわく子供フィットネス体
験

イオン御経塚

松儀　怜 姿勢について
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

中村　亮太 トレーニング指導
根上中学野球部、バス
ケットボール部トレーニン
グ指導

根上中学校

中村　亮太 簡単サーキット
ハウメットジャパン(株)運
動指導

ハウメットジャパン
(株)

竹内　寛子 肩こり腰痛体操
丸文通商(株)肩こり腰痛
体操

丸文通商(株)

中井　紹子 睡眠について
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

大久保　祐一 運動指導
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

松儀　怜 腰痛予防講習会
石川県教育委員会「腰痛
予防講習会」

いしかわ総合スポー
ツセンター

中﨑　衣美 栄養講話 健康スポーツ医講習会 石川県医師会

三井　外喜和 正しい生活リズム 錦城東小学校講演 錦城東小学校

大久保　祐一
冬季に実施するトレー
ニング

加賀ジュニアテニスクラブ
トレーニング指導

ダイナミック

三井　外喜和 さざなみ講座
小松市符津校下公民館さ
ざなみ講座

南部公民館
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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

中﨑　衣美 栄養講話
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

中村　亮太 運動指導
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

松儀　怜 ロコトレ 丸文通商(株)ロコモ体操 丸文通商(株)

中﨑　衣美
メタボリックシンドローム
予防改善栄養講話

電源開発(株)管理栄養士
講話

JPハイテック白山事
業所

三井　外喜和 運動講話
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

釜場　なる子 運動指導
勝木グループ協力会ウエ
ルネスカレッジ

ダイナミック

中﨑　衣美 栄養サポート
金沢商業高校バスケット
ボール部栄養サポート

金沢商業高校

伴場　若菜 ストレッチ 小松精練（株）運動教室 小松精練（株）

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
いしかわスポーツめしプロ
ジェクト「スポーツ食育セミ
ナー」

七尾市能登島グラウ
ンド

中﨑　衣美 栄養講話
小松市サッカー協会指導
者講習会

ホテルサンルート小
松

三井　外喜和 腰痛予防
三島石油（株）腰痛予防の
講話と実技指導

三島石油（株）

三井　外喜和 腰痛予防
三島石油（株）腰痛予防の
講話と実技指導

三島石油（株）

中﨑　衣美 栄養サポート個別指導
金沢商業高校バスケット
ボール部栄養サポート

金沢商業高校

名倉　紀子 リズム体操
ハウメットジャパン(株)運
動指導

ハウメットジャパン

三井　外喜和
ビジネスマンと運動習
慣について

小松社会保険委員会研修
会講演

ホテルサンルート小
松

大久保　徳人 トレーニング指導
小松商業女子バレーボー
ル部トレーニング指導

小松商業高校

大久保　祐一
かんたんロコモ予防体
操

勝木グループ協力会ウエ
ルネスイベントお花見
ウォーキング

ダイナミック

中﨑　衣美 栄養講話
(株)東振精機職員食堂リ
ニューアルアドバイス及び
栄養講演

(株)東振精機

2018/4/16、
5/7、5/14

三井　外喜和 保健体育実技
小松准看護学院保健体育
講義

小松准看護学院

北村　喜代子 ウェーブストレッチ
ハウメットジャパン(株)講
師派遣

ハウメットジャパン
(株)

大久保　祐一 格闘技エクササイズ
小松ウォール工業株式会
社新人研修

ダイナミック

2018/4/23、
5/21、5/28

三井　外喜和 保健体育講義
小松准看護学院保健体育
講義

小松准看護学院

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
小松商業女子バレーボー
ル部スポーツ栄養講演

迎賓館ヴィクトリア
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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

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話 FC小松スポーツ栄養講話 小松大谷高校

2018/4～8 中﨑　衣美 スポーツ栄養学講義 金沢星稜大学非常勤講師 金沢星稜大学

河畑　豊純 ストレッチ
ハウメットジャパン(株)講
師派遣

ハウメットジャパン
(株)

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
高岡中学校トレーニング
指導及び栄養指導

高岡中学校

越原　祥栄 体幹トレーニング
高岡中学校トレーニング
指導及び栄養指導

高岡中学校

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

吉田　純 運動会準備体操
八幡町内ふれあい運動会
準備体操

認定こども園だいい
ち

三井　外喜和 運動の大切さ
小松市健康推進委員総会
講演

すこやかセンター

2018/5～11 中﨑　衣美 栄養学講義
小松准看護学院栄養学講
義

小松准看護学院

三井　外喜和
部活動に取り組む中で
日ごろからやっておい
た方がいいこと

片山津中学校教育講演会
（運動部選手指導者対象）

片山津中学校

中﨑　衣美 栄養講話 小松鋼機(株)セミナー ダイナミック

名倉　紀子 ストレッチ、健脚体操
木場町グランドゴルフ大会
内ストレッチ健脚体操

木場潟公園

中﨑　衣美 栄養講話
勝木グループ健康サポー
ト作戦脂質改善チャレンジ

ダイナミック

中﨑　衣美 栄養講話
勝木グループ健康サポー
ト作戦脂質改善チャレンジ

ダイナミック

中﨑　衣美
幼児期における運動と
食について

すえさみこども園スポーツ
塾

すえさみこども園

中村　亮太 ウォーキング指導
ウォーキングイベント講師
派遣

江口組

三井　外喜和
ウォーキングの効能と
事前ストレッチクールダ
ウンについて

能美市ウォーキング指導
者養成事業

泉台スポーツセン
ター

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
石川県ジュニアクライミン
グチーム栄養講話

野々市文化会館フォ
ルテ

小池　順 ストレッチ
ハウメットジャパン(株)講
師派遣

ハウメットジャパン
(株)

中井　紹子 快眠のすすめ アサヒ(株)健康講話 アサヒ(株)

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
平成30年度ジュニア競技
育成事業（小学生）食育プ
ログラム講義

いしかわ総合スポー
ツセンター

釜場　なる子 ロコモ予防講演
クアハウス九谷健康セミ
ナー「ロコモ予防の講話＆
実技」

クアハウス九谷
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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

松儀　怜 ロコモ予防実技
クアハウス九谷健康セミ
ナー「ロコモ予防の講話＆
実技」

クアハウス九谷

松儀　怜 腰痛予防
(有)平専電工安全大会講
師派遣

(有)平専電工

松儀　怜
スポーツ選手における
休養の考え方

加賀市立山中中学校部活
性化する講演

山中中学校

中﨑　衣美
健診結果の見方、栄養
講話

丸文通商(株)宿泊セミ
ナー

志賀高原ホテルタキ
モト

松儀　怜 運動について
丸文通商(株)宿泊セミ
ナー

志賀高原ホテルタキ
モト

中井　紹子 睡眠について
丸文通商(株)宿泊セミ
ナー

志賀高原ホテルタキ
モト

北村　喜代子 ウェーブストレッチ
ハウメットジャパン(株)講
師派遣

ハウメットジャパン
(株)

中村　亮太 かんたんトレーニング
(株)大和従業員向けイベ
ント

ダイナミック

松儀　怜 腰痛予防
(株)石川コンピューターセ
ンターI健康セミナー腰痛
予防対策

(株)石川コンピュー
ターセンター

中﨑　衣美 栄養講話
(株)石川コンピューターセ
ンターI健康セミナー腰痛
予防対策

(株)石川コンピュー
ターセンター

名倉　紀子 ボディバランス
公立学校共済石川支部
「平成30年度元気力アップ
セミナー」

七尾市勤労者総合福
祉センター

竹内　寛子 ボディバランス
公立学校共済石川支部
「平成30年度元気力アップ
セミナー」

いしかわ総合スポー
ツセンター

三井　外喜和 体力向上について
勝木G健康サポート作戦
ウエルネスポイント

やわたメディカルセン
ター多目的ホール

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話 KIT　Fitness　challenge 金沢工業大学

竹内　寛子 ボディバランス
公立学校共済石川支部
「平成30年度元気力アップ
セミナー」

小松市民センター

松儀　怜 職業性腰痛について
勝木G健康サポート作戦
ウエルネスポイント

やわたメディカルセン
ター多目的ホール

名倉　紀子 ボディバランス
公立学校共済石川支部
「平成30年度元気力アップ
セミナー」

金沢歌劇座

中﨑　衣美 栄養講話
勝木G健康サポート作戦
ウエルネスポイント

やわたメディカルセン
ター多目的ホール

吉田　純 ラジオ体操と体力づくり
第一小学校「ラジオ体操と
体力づくり」運動指導

第一小学校

三井　外喜和 体力向上について
勝木G健康サポート作戦
ウエルネスポイント

やわたメディカルセン
ター多目的ホール

松儀　怜 職業性腰痛について
勝木G健康サポート作戦
ウエルネスポイント

やわたメディカルセン
ター多目的ホール
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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

中﨑　衣美 栄養講話
勝木G健康サポート作戦
ウエルネスポイント

やわたメディカルセン
ター多目的ホール

中井　紹子 睡眠について
(株)島田鉄工「睡眠」講
演、簡単ストレッチ

(株)島田鉄工

小池　順 ロコモトレーニング
(株)小松村田製作所健康
イベント

(株)小松村田製作所

林　博美 腰痛肩こり体操
ハウメットジャパン(株)講
師派遣

ハウメットジャパン
(株)

小池　順 ロコモトレーニング
(株)小松村田製作所健康
イベント

(株)小松村田製作所

三井　外喜和 運動と健康
イオンリテール(株)ヘルス
ケアカウンセラー養成研
修会

TKP大宮駅西口カン
ファレンスセンター

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
いしかわスポーツめしプロ
ジェクト「スポーツ食育セミ
ナー」

七尾市和倉温泉運動
公園

三井　外喜和 運動と健康
イオンリテール(株)ヘルス
ケアカウンセラー養成研
修会

大阪コロナホテル

松儀　怜 腰痛肩こり予防
村井索道(株)労働衛生週
間での講話

村井索道(株)

大久保　祐一 運動実践 環境開発(株)運動指導 環境開発(株)

伴場　若菜 リズム体操
月津校下体育大会準備運
動

月津小学校

名倉　紀子 リズム体操
東レ株式会社健康イベン
ト

東レ株式会社

松儀　怜 スポーツ障害
小松市立国府中学校学校
保健委員会スポーツ障害
に関する講話

国府中学校

河畑　豊純 ストレッチ、簡単筋トレ (株)江口組講師派遣 (株)江口組

達　優起 簡単筋トレ
クラスター(株)運動実践と
講話

クラスター(株)

北村　喜代子 アローマウェーブ
(株)小松村田製作所健康
イベント

(株)小松村田製作所

大久保　祐一 筋トレ
(株)トーケンリンク健康づく
り

(株)トーケンリンク

名倉　紀子 アローマピラティス
(株)小松村田製作所健康
イベント

(株)小松村田製作所

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話 KIT　Fitness　challenge 金沢工業大学

小池　順
運動の取り入れ方と継
続方法

道場建設(株)労働衛生大
会での講話と実技

ホテルグランディア小
松

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
いしかわスポーツめしプロ
ジェクト「スポーツ食育セミ
ナー」

七尾市和倉温泉運動
公園

東　香里 かんたんヨーガ
ライオンパワー(株)講師派
遣

ライオンパワー(株)
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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

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話 スポーツナース講習会 木島病院

東　香里
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
小松鋼機(株)

小松鋼機(株)

松儀　怜 スポーツ障害
御幸中学校学校保健委員
会講演

御幸中学校

中﨑　衣美 時間栄養学
中能登町健康推進委員栄
養講義

ダイナミック

大久保　祐一 腰痛肩こり体操 (株)江口組講師派遣 (株)江口組

竹内　寛子
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
北日商事(株)

北日商事(株)

三井　外喜和 簡単筋トレ (株)島田鉄工運動指導会 (株)島田鉄工

中﨑　衣美 栄養講話 (株)トーケン健康づくり (株)トーケン

松儀　怜 スポーツ障害
小松市立松陽中学校学校
保健委員会

松陽中学校

中﨑　衣美 栄養講話
勝木グループ協力会ウエ
ルネスイベント「ウエルネ
スイベント」

ダイナミック

松儀　怜
家で出来る貯金トレー
ニング

勝木グループ協力会ウエ
ルネスイベント「ウエルネ
スイベント」

ダイナミック

山口　裕子 ヨーガ
ライオンパワー(株)講師派
遣

ライオンパワー(株)

伴場　若菜 姿勢改善エクササイズ 電源開発(株)運動指導 JPハイテック

中村　亮太 ウエイトトレーニング
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

中村　亮太 ウエイトトレーニング
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

松儀　怜
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
馬場化学工業(株)

馬場化学工業(株)

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
いしかわスポーツめしプロ
ジェクト「スポーツ食育セミ
ナー」

七尾市和倉温泉運動
公園

松儀　怜 スポーツコンディション
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

達　優起
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
蝶屋こども園

蝶屋こども園

名倉　紀子 姿勢改善ヨーガ
丸文通商(株)アンチエイジ
ングセミナー

地場産業センター

松儀　怜 スポーツコンディション
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

大久保　祐一 走り方トレーニング
苗代少年野球クラブ走り
方トレーニング

苗代小学校
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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

中村　亮太 トレーニング指導
根上中学校野球部、バス
ケットボール部トレーニン
グ指導

根上中学校

山口　裕子
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)中野製作所

(株)中野製作所

中﨑　衣美 勝負飯教室
いしかわジュニアアスリー
ト発掘事業

いしかわ総合スポー
ツセンター

伴場　若菜
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)タムラテント

(株)タムラテント

竹内　寛子
頭も体もリフレッシュ簡
単エクササイズ

社会保険診療報酬支払基
金「頭も体もリフレッシュ簡
単エクササイズ」

社会保険診療報酬支
払基金石川支部

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
金沢市水泳協会優秀選手
表彰式講演会

教育プラザ富樫

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
金沢高校柔道部栄養サ
ポート

金沢高校

名倉　紀子 アスリートヨガ
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

名倉　紀子 アスリートヨガ
小松大谷高校運動部サ
ポート事業

小松大谷高校

中村　亮太
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)共栄商会

(株)共栄商会

松儀　怜 腰痛予防講話
(株)ツキボシP&P腰痛予
防セミナー

(株)ツキボシP&P

山口　裕子 ヨーガ
ライオンパワー(株)講師派
遣

ライオンパワー(株)

伴場　若菜
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
学童つるぎピノキオクラブ

学童つるぎピノキオク
ラブ

竹内　寛子 腰痛肩こり予防 丸文通商(株)運動教室 丸文通商(株)

中村　亮太 トレーニング指導
根上中学校野球部、バス
ケットボール部トレーニン
グ指導

根上中学校

中﨑　衣美
トラックドライバーの生
活習慣病予防対策につ
いて

石川県トラック協会石川支
部全体会議健康講話

粟津温泉のとや

竹内　寛子
職場や自宅で出来る簡
単体操

丸文通商(株)運動教室 丸文通商(株)

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
金沢商業高校バスケット
ボール部栄養指導

金沢商業高校

大久保　祐一
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)ソフトバンク金沢

(株)ソフトバンク金沢

東　香里 姿勢改善ヨーガ
小松商工会議所健康セミ
ナー（女性向け）

小松商工会議所

山口　裕子 ヨーガ
ライオンパワー(株)講師派
遣

ライオンパワー(株)

瓦焼　友美
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
総合商社水島物産(有)

総合商社水島物産
(有)
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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

達　優起
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)オノモリ

(株)オノモリ

中﨑　衣美 スポーツ栄養講話
金沢高校柔道部栄養サ
ポート

いしかわ総合スポー
ツセンター

伴場　若菜
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
辰巳化学(株)

辰巳化学(株)

竹内　寛子
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)ホクコク地水

(株)ホクコク地水

瓦焼　友美
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

小松鋼機(株)講師派遣 小松鋼機(株)

大久保　祐一
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)アルパイン設計事務
所

(株)アルパイン設計
事務所

山口　裕子
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)江沼チエン製作所

(株)江沼チエン製作
所

伴場　若菜 リズム体操
ライオンパワー(株)講師派
遣

ライオンパワー(株)

三井　外喜和
運動を習慣化するため
の秘訣

はくさんタニタ健康倶楽部
会員募集セミナー講師派
遣

健康センター松任

山口　裕子 ピラティス
ライオンパワー(株)講師派
遣

ライオンパワー(株)

竹内　寛子
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
社会福祉法人希清軒傳六
会

社会福祉法人希清軒
傳六会

越原　祥栄
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)イガム

(株)イガム

三井　外喜和
これからの保健衛生事
業のあり方

高岡市伏木地区環境保健
衛生協会講演

ダイナミック

松儀　怜
腰痛肩こり予防のため
のストレッチ

協会けんぽ健康出前講座
(株)ビーケープラス

(株)ビーケープラス
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北陸体力科学研究所 2017年度 2018年度
会員数 1,327人 1,343人
入会数 259人 301人
退会数 258人 270人

ジュニアスクール会員数 429人 406人
カルチャースクール会員数 110人 95人

ウエル会員数 76人 45人 （11月で閉館）
やわた倶楽部会員数 72人 67人

セミナー実施数 34件 28件
講師派遣 94件 99件

いしかわ総合スポーツセンター
延利用者数 187,753人 183,338人

1日平均 521人 511人
クアハウス九谷

会員数 1,838人 1,861人
延利用者数 345,228人 353,525人

1日平均 1,023人 1,046人
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平成29年度　勝木グループ　研修計画

日程 対象（★は業務） テーマ ・内容など 講師 場所 主催 
4月１日（土）3日（月）
　　4日（火）5日（水）

H29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 

5月16日（火）
17:40～18:45

全職員
（外部受講者）

『病院の平常時ならびに災害時の安全について』
東京大学大学院
工学系研究科建築学専攻
　名誉教授　長澤泰先生

多目的
ホール

医療安全管理委員会

6月29日（木）
17：30～18：30

全職員 ★

医療安全および感染対策勉強会
　※別途DVDによる勉強会を設定します。⇒7/4、7/5、7/6
　※勝木会職員は、参加必須（業務時間内）です。
　　事前に各部門でシフト登録を行ってください。

院内講師
多目的
ホール

医療安全管理委員会
院内感染防止対策委員会

7月28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）

㈱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

8月18日（金）
16：30～17：30

管理職研修
（課長職以上）

「地域包括ケア病棟を活かす病院運営」（仮）
市立敦賀病院
院長　米島　學　先生

多目的
ホール

人事部

8月24日（木）
17:30～18:30

全職員 「地域に根ざした感染対策」
厚生連高岡病院総合診療科
　診療部長　狩野　惠彦先生

多目的
ホール

院内感染防止対策委員会

9月14日（木）
13：30～17：30

課長研修 ★
「アサーティブ・トレーニング」
　リーダーシップを発揮するためのアサーティブ・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28日（木）
17:45～18:45

全職員 「石川の同和問題」
石川県同和教育研究協議会
加賀市人権教育研究協議会
　砂上　昌一　氏

多目的
ホール

倫理委員会

10月5日（木）午後
H29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6日（金）
18:30～20:00

全職員
（外部受講者）

南加賀心臓リハビリテーションセミナー
①「当院における睡眠時無呼吸専門外来と
　　　　　　　　　循環器内科との連携について」
②「冠動脈疾患再発予防のための包括的管理の重要性
　　　　　　　～SGLT2阻害薬はその一翼となり得るか？」

①YMC臨床検査技師
　　　堀　美希さん
②KKR高松病院
心臓血管病ｾﾝﾀｰ循環器内科副部長
　　　松元　一郎先生

多目的
ホール

地域連携部
第一三共株式会社

10月7日（土）
14：30～16：00

YMC・北体研
合同訓練

「災害対応　トリアージ訓練」（法定訓練・毎年10月第1土曜）
　多重交通事故発生、多数の救急患者受け入れ、トリアージ開始。

防災委員会・救急部門委員会
YMC
北体研

救急部門委員会
防災委員会

10月12日（木）
18：00～19：00

全職員 「施設における看取りを考える」
レイクサイド木場
施設長　亀田健一先生

多目的
ホール

倫理委員会

10月28日（土）
8：30～17：30

H29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

11月9日（木）
18：00～19：00

全職員 「DNAR意思表示、家族と本人の想い」
やまと＠ホームクリニック
院長　大和　太郎先生

多目的
ホール

倫理委員会

11月13日（月）
18：50～20：10

全職員

Next TV Symposium 2017
　　ESDの最新Topics
①「食道表在癌に対する内視鏡治療の現状と今後の展望」
②「胃ESDのこれまでと最近の動向」

①長崎大学病院光学医療診療部院内講師
　　山口　直之先生
②虎ノ門病院消化器内科部長
　　布袋屋　修先生

職員食堂
外科
　第一三共㈱
　アストラゼネカ㈱

11月14日（火）
19：00～20：00

全職員

FD診療　WEBシンポジウム
講演「機能性ディスペプシアの病態と治療
　　　　　　　　～十二指腸粘膜の病態生理の観点～」
総合討論「発言メカニズムから考える上腹部症状の治療戦略」

川崎医科大学　検査診療学
　准教授　　眞部　紀明先生

職員食堂
外科
　ゼリア新薬工業㈱
　アウテラス製薬㈱

11月30日（木）
19:00～20:30

全職員
（外部受講者）

南加賀生活習慣病セミナー
①一般演題：「持続性ＧＬＰ-1受容体作動薬が有用であった腎機能低下高齢者
2型糖尿病の症例経験」
②特別講演：「最適な2型糖尿病食事療法を目指して」

①やわたメディカルセンター
糖尿病・内分泌内科科長　谷口雅行先生
②京都府立医科大学大学院医学研究科
内分泌・糖尿病内科学
　教授　福井道明先生

多目的
ホール

地域連携部
小松市医師会
協和発酵キリン

12月12日（火）
14：00～17：00

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：11/9⇒12/12に変更）

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

12月13日（水）
17：30～18：30

全職員 ★
第2回　医療安全・院内感染防止対策　職員勉強会
　※勝木会職員は、参加必須（業務時間内）です。
　　事前に各部門でシフト登録を行ってください。

院内講師
多目的
ホール

医療安全管理委員会
院内感染防止対策委員会

12月22日（金）
17:45～18:45

全職員
（外部受講者）

「リハビリテーション栄養とサルコペニア」
横浜市立病院
附属市民総合医療センター講師
　若林　秀隆　先生

多目的
ホール

ＮＳＴ委員会
（クリニコ協賛)

12月28日（木）
17:45～19:00

全職員 「介護報酬改訂について（仮）」
㈱日本経営　ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
　辻 秀也　氏

多目的
ホール

法人事務局

1月17日（水）18日（木）
     19日（金）

全職員 ★
「個人情報保護の勉強会」（参加必須）
　　各日とも2回開催　①12:30～13:00　②13:30～14:00　計6回開催(同じ
内容です)

情報部担当
多目的
ホール

情報部

1月19日（金）
18:50～20:00

全職員
（外部受講者）

「元気で長生き、脳外科手術」
石川県立中央病院脳血管診療センター室長
　林　裕（ﾊﾔｼﾕﾀｶ）先生

多目的
ホール

地域連携部
　第一三共㈱

1月27日（土）
9:30～11:00

全職員
「健康寿命の延伸」
　　ロコモ・認知症予防、高齢者対応等

金沢学院大学 人間健康学部
教授　平下 政美先生＜北体研理事＞

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ
３階講義室

北体研

2月２日（金）
17:30～18:30

全職員
「第4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

学術年俸委員会

2月15日（木）
17:45～18:45

全職員
「思いに寄り添うケアとは」
　　～介護職のやりがいについて～　（仮）

株式会社　あんすりー
　　　但馬　秀一郎氏

本館５階
健康ｽﾀｼﾞｵ

在宅サービス部

2月16日（金）17日（土）
19:00～

幹部職員
　①勝木グループの中長期計画等に関する講義
　②幹部職員による意見交換

講師：勝木保夫理事長
　　　勝木達夫院長

ホテル
アローレ

法人事務局

2月23日（金）
19:00～20:30

全職員

南加賀生活習慣病セミナー
①「糖防管5年間の歩みと今後の課題」
②「糖尿病教育入院の糖毒性に対する効果と
　　　　　　　胆汁酸関連薬による糖尿病治療の可能性」

①YMC糖尿病・内分泌内科　科長
　　谷口　雅行先生
②金沢大学附属病院内分泌・代謝内科
　　島　 孝佑先生

多目的
ホール

地域連携部
共催：田辺三菱、小松市
医師会

3月1日（木）
17:45～19:00

全職員
「診療報酬改訂について（仮）」
　　（2/9　⇒　3/1に変更）

㈱日本経営　ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
　辻 秀也　氏

多目的
ホール

法人事務局

3月9日（金）
17:45～18:45

全職員

診療報酬改訂セミナー
　「2025年に向けた医療政策の方向性と2018年診療報酬改訂のポイント」
※翌日、県地場産センターで行われるものを特別に当院向けに行っていただく
ことになりました。

㈱医療経営研究所
　取締役　伝え方コンサルタント
　　　　佐藤　健太　氏

多目的
ホール

法人事務局
協力：㈱ファイネス
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平成30年度　勝木グループ　研修計画
日程 対象（★は業務） テーマ ・内容など 講師 場所 主催 

4月2日（月）～5日（木）
H30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21日（土）
15：00～16：30

管理職研修
（他希望者）

★
　地域包括ケアと医療介護ネットワークの構築
　　-病院のポジショニングと人材の確保-

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事
務局
地方創生統括官　　唐澤　剛　氏

多目的
ホール

法人事務局

5月16日（水）
18：00～18：45

全職員
循環器領域　Webセミナー
Angioplaster　Master　Course　NewDeviceを極める
　～進化する末梢血管治療～

関西ろうさい病院循環器内科
　副部長　飯田　修　先生

YMC7F
701号室

薬剤課
共済：アステラス製
薬

5月29日（火）
18：00～19：00

全職員
糖尿病関連Web講演会
早期糖尿病治療の実際と多職種連携の在り方について
①地域医療連携におけるCDEの役割　②地域における糖尿病診療

①市立八幡浜総合病院栄養療法科　薬師
神江利先生
②市立八幡浜総合病院内科部長　酒井
武則先生

職員食堂
薬剤課
主催：協和発酵キリ
ン

6月7日（木）
17：30-18：30

全職員
南加賀心臓リハビリテーションセミナー
「心臓リハビリや保健指導に活かすアドラー心理学」

ヒューマンハピネス㈱　代表
　上谷　実礼（うえたに　みれい）先生
　（医学博士、アドラー心理学講師、産
業医他）

多目的
ホール

地域連携部
　第一三共共催

6月13日（水）
17：15～18：45

全職員

糖尿病関連DVD研修
①院内血糖異常への関わりについて　②妊婦糖尿病のスクリーニン
グと診断
③妊娠前管理

ＤＶＤ視聴研修
多目的
ホール

検査課

6月19日（火）
17：30～18：30

全職員
医療安全・感染①

★ 「医療安全・感染対策職員研修会」 医療安全管理委員会
多目的
ホール

医療安全管理委員会
院内感染防止対策委
員会

7月12日（木）
17：30～19：00

全職員
（要参加申込）

倫理委員会グループワーク研修会
「性的マイノリティ（LGBTs）をめぐる近年の状況と医療で直面す
る問題」

金沢大学人文学類准教授
　岩本　健良氏

多目的
ホール

倫理委員会

7月27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）

㈱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

８月１日（水）
17：45～18：30

全職員
防犯講習会
①最近の病院の防犯事情　②”さすまた”での対処法と護身術

小松警察署署員
多目的
ホール

総務部

8月23日（木）
17：45～18：45

全職員 「ＭＣＩ（認知症検査）について」（仮題）
金沢大学付属病院神経内科
　准教授　　岩佐　和夫　先生

多目的
ホール

法人事務局

9月10日（月）
18：00～19：45

全職員
第13回「最強の医療戦略フォーラム」Webセミナー
　①日常診療に必要なリスク管理
　②｢断らない医療｣を理念とした急性期病院経営

①東京農工大学保健管理センター教授
　　　　　　　　　　　原田賢治先生
②徳島赤十字病院院長　日浅芳一先生

多目的
ホール

アステラス製薬㈱
（法人事務局）

9月13日（木）
13：30～15：30

課長職 ★ 「生産性向上のためのマネジメント」
㈱Office・Can do
　宮永　満祐美　氏

多目的
ホール

人事部 

10月4日（木）
午後

H30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5日（金）
17：45～18：45

全職員 「早期リハビリーテーションの実際と効果」（仮）
神戸市立医療センター中央市民病院
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技師部　技師長代行
　　岩田　健太郎

多目的
ホール

リハ技師部

10月6日（土）
14：30～16：00

YMC・北体研
合同訓練

「災害対応　トリアージ訓練」（法定訓練・毎年10月第1土曜）
　多重交通事故発生、多数の救急患者受け入れ、トリアージ開始。

防災委員会・救急部門委員会
YMC
北体研

救急部門委員会 防災委員会

10月27日（土）
8：30～17：30

H30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31日（水）
17:45～18:45

全職員
小松市認知症サポーター養成講座
　「認知症の人の心に寄り添うために」

グループホームやたの
　管理者　 井家 朱美 氏

多目的
ホール

倫理委員会
医療安全対策室

11月8日（木）
14：00～17：00

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12日（月）
17:45～18:45

全職員 「エリアでの心リハの取り組みと今後のあり方」
やわたメディカルセンター
　　勝木　達夫　院長

多目的
ホール

診療部サポート室

12月5日（水）
17:45～19:00

全職員
（要参加申込）

倫理委員会グループワーク研修会「入院および在宅に求められる
ACP」
　～平成30年改定『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ

地域連携部 医療福祉相談課
         林 真紀 課長

多目的
ホール

倫理委員会

12月14日（金）
17：45～18：45

全職員 「在宅栄養管理の総論とトピックス」（仮）
小川医院（金沢市）
　院長　小川　滋彦　先生

多目的
ホール

NST検討会

12月18日（火）
17：30～18：30

全職員
医療安全・感染②

★ 「医療安全・感染対策職員研修会」 医療安全管理委員会
多目的
ホール

医療安全管理委員会
院内感染防止対策委
員会

１月26日（土）
9：00～11：00

全職員 “マインドフルネス（瞑想）”体験研修
五感のための瞑想 Grant notice ぜろ
  代表　　岩井伸太郎　氏

やわた
倶楽部

人事部

2月20日(水)
     21日(木)
     22日(金)

全職員 ★
「個人情報保護の勉強会」（参加必須）
　　各日とも2回開催　①12:30～13:00　②13:30～14:00
　　　計6回開催(同じ内容です)

情報統計部
多目的
ホール

情報統計部

3月13日（水）
17：30～18：30

全職員
南加賀心臓リハビリテーションセミナー
 「心臓リハビリテーションに活かす気候療法・地形療法」
　　　　　　　　　（屋外で行う運動療法の効用について）

福井大学医学部国際社会医学講座
　環境保健学助教　金山ひとみ先生

多目的
ホール

地域連携部
（第一三共共催）
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編集後記 
 

2017.2018年度の年報がようやく完成の運びとなりました。 
今号は「平成最後」の年報となり、「令和最初」に手にする号となります。今回も学術・年

報部門の池永委員長指導のもと、充実した内容のものが出来上がったと感じております。ぜ

ひ、ご一読いただき、勝木グループ職員の熱意を感じとっていただければと思います。 
年報作成にあたりお忙しい中、原稿をお寄せ頂いた皆様、研究に携わった全ての皆様、そ

して、原稿の収集等、協力いただいた学術・年報部門の委員に心から感謝申し上げます。 
院内で恒例となっている、業務活動発表会も年々活発になっており、各部門がその取り組

みや業務改善、学会発表などの活動を発信し、病院運営に活かされる場となってきているよ

うに感じます。各部門の工夫、熱意が伝わり、探求する力に感動しました。 
医療業界は変化の激しい時代をむかえています。診療報酬改定、働き方改革をはじめ多様

な側面で変化を求められてきています。今後も勝木グループ職員は、この変化に柔軟に対応

し、これまで同様に地域の方々の医療・健康増進サポートにつながる貢献ができるよう心よ

り願っています。 
 

 教育推進会議分化会 学術・年報部門 
看護部 看護師 稲田 智絵 
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