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論　文　発　表

　 題　　目 発　表　者 備　　考

Bordelek hernia causing right ureteric
obstruction with pyelonephritis.

Masatomo Kanno,Fumihiro Oshita
Yoriko Kuboi,Shinsuke Ueta
Yuichi Kurakami,Mao Matsubayashi
Keisuke Iwabuchi,Yosuke Kunishi
Mitsuyasu Ohta,Takeshi Watanabe
Kohichiro Yoshie

Clinical Case Reports and
Reviews;2:425-426,2016

腹水貯留で発症した腹膜サルコイドーシスの1例

國司洋祐、吉江浩一郎
太田光泰、久保井頼子
神野正智、田中　聡
柳橋崇史、松林真央
羽尾義輝、亀田陽一

消化器病学会雑誌
2016；113：1743-1751

A case of abdominal in a middle-aged Woman

Yosuke Kunishi,Yuri Iwata
Mitsuyasu Ota,Yuichi Kurakami
Mao Matsubayashi,Masatomo Kanno
Yoriko Kuboi,Koichirou Yoshie
Yoshio Kato,

Internal Medicine
2016 Oct 1;55(19):2793-2798

How Accurate Are First Visit Diagnoses
Using Synchronous Video Visits with
Physicians?

Ohta M,Ohira Y,Uehara T,Keira K
Noda K,Hirakawa M,Shikino K
Kajiwara S,Hirota Y,Ikegami A
Ikusaka M

Telemad J E Health
2016 Jun 28

総合診療医育成のための当院の取り組み
～トライアンドエラー

太田光泰、岩渕敬介、加藤佳央
全国自治体協議会雑誌
2016；5：12-16（1/4）

痛みの症候と診察 太田光泰、生坂正臣
Clinical Neuroscience
2017;35(2):197-200

Phase II study of carboplatin and
pemetrexed followed by gefitinib for
patients with advanced non-small cell lung
cancer harboring sensitive EGFR mutation.

 Manabe S, Oshita F, et al.
J Cancer Therapy 6, 1214-
1222, 2015

Relationship between phosphorylation of
sperm-specific antigen and prognosis of
lung adenocarcinoma. J Proteomics.

Okayama A, Oshita F, et.al.  2016 Apr 29;139:60-6

 Prognostic value of EGFR mutations in
surgically resected pathological stage I
lung adenocarcinoma.

Nishii T, Oshita F, et. al.
Asia Pac J Clin Oncol. 2016
Jun 28. 2.

 Multiplex genomic test of mutation and
fusion genes in small biopsy specimen of
lung cancer.

Oshita F, Kasajima R, Miyagi Y.
J Exp Ther Oncol 11.3, 189-
194, 2016.

Bordelek hernia causing right ureteric
obstruction with pyelonephritis.

Kanno M, Oshita F, et. al.
 Clinical Case Reports and
Reviews Vol. 2 (5):425-426,
2016.

第　5　章　　　研　究　等
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題　　目 発　表　者 備　　考

A Case of Successful PCI to Three Vessel
Coronary Disease with Two Vessel Occlusion
in a Patient with ST-Elevation Myocardial
Infarction

Daiki Gyotoku, Suguru Yasuda,
Hiroyuki Suzuki, Takashi
Tsunematsu

日本心血管インターベンショ
ン学会誌　Vol. 9 (2017) No.
1 p. 43

A case of heparin-induced thrombocytopenia
with subacute stent thrombosis, multiple
cerebral infarction, and acute limb
ischemia

Hiroyuki Suzuki, Takashi
Tsunematsu, Hironori Takahashi,
Suguru Yasuda, Daiki Gyotoku,
Keisuke Miyajima, Masao
Takahashi, Satoshi Umemura, Kazuo
Kimura

Journal of Cardiology Cases
Volume 15, Issue 5　Pages
145-149

上行結腸憩室炎から波及したと考えられた大腿
ヘルニア膿瘍の1例

神谷真梨子、白井順也、鈴木喜裕
羽鳥慎祐、米山克也、益田宗孝

日臨外会誌　第77巻　第5号
1255－1260　2016

乳腺腺様嚢胞癌の1例

吉田達也、清水　哲、菅沼伸康
岡本浩直、小島いずみ、山中隆司
稲葉將陽、岩崎博幸、米山克也
亀田陽一、利野　靖、益田宗孝

横浜医学　第67巻　第2号
79－82　2016

FOLFIR療法再導入が有効であった切除不能肝転
移を伴う直腸癌の1例

神谷真梨子、米山克也、土井雄喜
白井順也、鈴木喜裕、羽鳥慎祐
山田貴允、佐藤　勉、山本直人
大島　貴、湯川　寛夫、吉川貴己
利野　靖、益田宗田

癌と化学療法　第43巻　第12
号　2016年

85歳以上の高齢者における胃切除後の合併症評
価―Clavien-Dindo分類を用いた評価―

長澤伸介、青山　徹、山田貴允
林　勉、玉川　洋、福島忠男
松川博史、蓮尾公篤、谷　和行
米山克也、鈴木紳一郎、湯川寛夫
吉川貴己、利野　靖、益田宗孝

癌と化学療法　第43巻　第12
号　2016

変形断裂の半月板切除　機械的症状の改善効果
なし－半月板変形断裂患者における機械的症状
と関節鏡視下半月板部分切除術：無作為化試験
の副次的解析

牧田浩行
The Mainichi Medical
Journal,12(6):316-317,2016

表面置換型人工股関節置換術後に骨性強直を認
めた1例

古谷一水、牧田浩行、藤原　稔
内野洋介、小林大悟、斎藤知行

日本関節病学会誌
35（2）、175-179、2016

転移性骨腫瘍を伴う変形性股関節症に対して人
工股関節全置換術を行った1例

津村　碧、牧田浩行、藤原　稔
内野洋介、松本匡洋

神奈川整災誌29（4）：73-
76、2016

ヘッドレスコンプレッションスクリューで固定
を行った踵骨裂離骨折の3例

内野洋介、牧田浩行、藤原　稔
古谷一水、松本匡洋、小林大悟
津村　碧

神奈川整災誌29（4）：73-
76、2016

外　科

整　形　外　科

循 環 器 内 科
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題　　目 発　表　者 備　　考

Revision total hip arthroplasty using the
Kerboull acetabular reinforcement device

and structural allograft for severe defects

of the acetabulum

Makita H,Kerboull M,Inaba Y

Saito T,Kerboull L
J Arthroplasty,2017

「どう対応するか、スポーツ頭部外傷

‐‐‐頭部外傷10か条の提言から考える‐‐‐

スポーツ現場での頭部外傷への対策
意識障害がなくても脳震盪である」

野地雅人
臨床スポーツ医学

Vol.33 No.7 622-626.2016

しびれ患者2000人の分析と脳神経外科のこれか

らの役割

～しびれ外来のすすめ～

野地雅人
脊髄外科　Vol.30 (2)：202-

205、2016

頭部外傷10か条の提言　改訂版の要旨

荻野雅宏、野地雅人

福田　修、谷　諭
森　達郎、川又達朗

杉本信吾、中山晴雄

佐藤晴彦、重森　裕
田戸雅宏、成相　直

日本臨床スポーツ医学会誌

Vo24　No.3　：364-366,2016

脊髄硬膜外血腫の診断と治療

野地雅人、稲垣　浩

遠藤　聡、波良勝裕
田中　聡、権藤学司

脊椎脊髄29（12）：1111-
1120,2016

股関節全置換術中に術前に診断されていなかっ
た骨腫瘍のための大量出血を来たした1症例

大塚立夫、黒河内裕 麻酔　66：154-156、2017

麻　酔　科

脳　神　経　外　科

学　会　発　表

　 題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

「当院における大腸憩室炎の現状」 松林真央
第102回
日本消化器病学会総会

「Streptococcus Intermediusによる化膿
生肝膿瘍の1例」

安井一馬
第623回
日本内科学会関東地方会

「ヒトパレコウイルス3型による成人発症
した流行性筋痛症の3症例」

小野純佳
第630回
日本内科学会関東地方会

「来院時に下痢を認めなかったカンピロ
バクター腸炎の2例」

安田綾子
第80回
神奈川県感染症医学会

「多発胃底腺性胃癌の1例」 柳橋崇史
第103回
消化器内視鏡学会関東支部例
会

「Periportal halo sign を伴ったカンピ
ロバクター腸炎の一例」

野村朋子
第343回
日本消化器病学会関東支部例
会

総　合　診　療　科　（内　科）
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題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

Phase II study of carboplatin and
pemetrexed followed by gefitinib for
patients with advanced non-small cell
lung cancer harboring sensitive EGFR
mutation.

Oshita F, et al 平成28年7月
第14回
日本臨床腫瘍学会総会

「高齢者特発性肺動脈性肺高血圧症の1
例」

行徳大紀、安田優
鈴木弘之、常松尚志

平成29年9月
第64回
日本心臓病学会学術集会

「集学的治療にて改善した拘束型心筋症
の一例 」

行徳大紀、安田優
鈴木弘之、常松尚志

平成29年9月
第241回
日本循環器学会関東甲信越地
方会

左室緻密化障害の1例
鈴木弘之、安田優
行徳大紀、常松尚志

平成29年10月
第23回
西湘循環器カンファレンス

「最新の骨セメントと人工関節置換術に
おけるモダンセメンティングテクニッ
ク」

牧田浩行
横浜
平成28年5月14日

第89回
日本整形外科学会学術総会

「THA周囲骨折に対する予防と治療のpit-
fall」

牧田浩行
横浜
平成28年5月15日

第89回
日本整形外科学会学術総会

「Kerboull十字プレートと同種骨移植を
用いた人工股関節再再置換術の成績」

牧田浩行、L Kerboull
稲葉　裕、藤原　稔
内野洋介、松本匡洋
津村　碧、斎藤知行

横浜
平成28年5月15日

第89回
日本整形外科学会学術総会

「セメントTHAの今後の展望　Charnley-
Kerboull stem(CMK)を用いた大転子切離
セメントTHA　－セメントマントルの考
察ー」

牧田浩行、稲葉　裕
藤原　稔、内野洋介
松本匡洋、津村　碧
大河内誠、斎藤知行

横浜
平成28年5月15日

第89回
日本整形外科学会学術総会

「偽関節手術を施行した不安定型骨盤骨
折の1例」

松本匡洋、牧田浩行
藤原　豊、坂口　彰
内野洋介、津村　碧

札幌
平成28年6月17日

第22回
救急整形外傷シンポジウム

「背筋の凍った症例」 牧田浩行
大津
平成28年7月29日

第24回
Hip Forum

「高齢者率30.9％地区での大腿骨近位部
骨折調査」

大場敬義、牧田浩行
田中堅一郎、中村祐之
松本匡洋、広田哲史

横浜
平成28年8月6日

第392回
横浜市立大学整形外科同門談
話会

「足外傷の疼痛コントロール　リスフラ
ン関節脱臼骨折も1例」

広田哲史、牧田浩行
田中堅一郎、中村祐之
松本匡洋、大場敬義

小田原
平成28年8月29日

第4回
足柄地区整形外科研究会

「大腿骨近位部骨折のクリニカルパスに
ついて」

松本匡洋、牧田浩行
田中堅一郎、中村祐之
広田哲史、大場敬義

小田原
平成28年8月29日

第4回
足柄地区整形外科研究会

循　環　器　内　科

整　形　外　科
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題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

The operation for lumbar spinal
stenosis ~Which operation should you
select if you are a bignner?~

Masato　Noji
Canbodia
平成28年4月

Joint Neurosurgical
Convention
The 7th internationall
Mt.Bandai symposium for
neuroscience
The 8th Pan-Pacific
neurosurgery songerss

The standard operation for lubar
apinal stenosis ~Which operation sre
less invasive?~

Masato　Noji
Hiroshi Inagaki
Satoshi Endo

カンボジア
平成28年4月

Joint Neurosurgical
Convention
The 7th internationall
Mt.Bandai symposium for
neuroscience
The 8th Pan-Pacific
neurosurgery songerss

Recommendation of outpatient clinic
for numbnesss
(Shibire-clinic in Japanese)

Masato Noji
シンガポール
平成28年5月

Spine week 2016

「広がるスポーツ神経学：脳震盪から認
知症まで」
～スポーツ頭部外傷の機序と症候～

野地雅人
神戸
平成28年5月

第57回
日本神経学会学術大会
（教育コース）

「前額部皮膚萎縮によるチタンプレート
突出に対して大腿筋膜を用いて再建した1
例」

稲垣　浩、野地雅人
遠藤　聡

平塚
平成28年5月

第44回
西湘脳神経外科懇話会

「全国統計調査より判明した今後、当学
会が注目すべきスポーツ外傷」
（スポーツ関連脊椎・脊髄損傷　シンポ
ジウム4）

野地雅人、内田　良
東京
平成28年6月

第31回
日本脊髄外科学会

「しびれ患者2000人における末梢神経患
者の分析と脳神経外科の役割」
（末梢神経を深めよう　シンポジウム3）

野地雅人、遠藤　聡
稲垣　浩

東京
平成28年6月

第31回
日本脊髄外科学会

「Cervical anginaと考えられ、手術に
よって著名改善した1例」

野地雅人、遠藤　聡
稲垣　浩、常松尚志

東京
平成28年6月

第31回
日本脊髄外科学会

「脊椎・脊髄疾患の診断における単純CT
の有用性について」

遠藤　聡、稲垣　浩
野地雅人

東京
平成28年6月

第31回
日本脊髄外科学会

「当施設における変形性頚椎症に対する
手術アプローチ」

稲垣　浩、遠藤　聡
野地雅人

東京
平成28年6月

第31回
日本脊髄外科学会

「腰椎椎間孔病変のための3D VISTA法に
よる腰椎MRI撮影」

権藤学司、遠藤　聡
渡辺剛史、田中雅彦
山本一徹、田中　聡
野地雅人

東京
平成28年6月

第31回
日本脊髄外科学会

「腰部脊柱管狭窄症に対する顕微鏡下の
低侵襲手術」

野地雅人
東京
平成28年7月

第6回
低侵襲・内視鏡脊髄神経外科
研究会

脳　神　経　外　科
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題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

「しびれ患者2000人の分析と脊髄・脊
椎・末梢神経患者の実態」
（末梢神経を深めよう　シンポジウム3）

野地雅人
札幌
平成28年9月

第5回
札幌夏季脊髄セミナー

「しびれ外来患者から分析した脊髄・脊
椎・末梢神経患者実態」

野地雅人、遠藤　聡
大貫隆広、横井育宝
小佐野靖己

札幌
平成28年9月

第23回
日本脊椎・脊髄神経手術手技
学会学術集会

Medical issues in Japan concerning
spinal and peripheral nerve disease～
Why are they not diagnosed correctly?
～

Masato Noji
Hiroshi Inagaki
Satoshi Endo

ソウル　韓国
平成28年9月

Asian Spine 2016

「Posterior fusion surgery following
the KUSABI fixateon technique：A case
report

Hiroshi Inagaki
Masato Noji
Satoshi Endou

ソウル　韓国
平成28年9月

Asian Spine 2016

「診断されない脊髄・脊椎・末梢神経患
者の実態」
～誰が診断するのか？脳神経外科でしょ
う！～

野地雅人、遠藤　聡
稲垣　浩

福岡
平成28年9月

日本脳神経外科学会
第75回　学術総会

「腰椎変形疾患の診断における単純CTと
MRIの比較」

遠藤　聡、野地雅人
稲垣　浩

福岡
平成28年9月

日本脳神経外科学会
第75回　学術総会

「本邦のスポーツ競技団体におけるス
ポーツ頭部外傷への取り組みの現状と対
応」

中山晴雄、野地雅人
福岡
平成28年9月

日本脳神経外科学会
第75回　学術総会

「当施設における最近10年間の変形性頚
椎症に対する手術」

野地雅人、遠藤　聡
稲垣　浩

幕張
平成28年11月

第51回
日本脊髄障害学会

「発症時期の特定が困難であった精巣成
熟奇形腫の一例」

畔越陽子、星野耕二
渡邉岳志

第90回
神奈川県泌尿器科医会

「慢性閉塞性肺疾患患者の栄養管理にお
ける中鎖脂肪酸油を用いた検討」

杉野万紀、岩渕敬介

パシフィコ横浜
会議センター
平成28年
10月10～11日

第26回
日本呼吸ケア・リハビリテー
ション学会学術集会

「Nutritional Status and Resting
Energy  Expenditure in Patients with
Chronic Obstructive Pulmonary
Disease」

Maki Sugino,
Kozo Yoshimori、
Hideki Katsura、
Shoji Kudoh

Granada Spain
17th
International Congress of
Dietetics

「Blood Suprpressionを併用したNATIVE
spacelによる鎖骨下動脈の抽出の検討

杉谷匡彦
平成28年
9月17日

第32回
日本診療放射線技師学術大会

「胸水に出現した直腸カルチノイドの1
例」

大金直樹
大分県別府市
平成28年
11月18～19日

第55回
日本臨床細胞学会総秋季大会

検　査　科

放 射 線 技 術 科

管　理　栄　養　科

泌  尿  器  科
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題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

「大腿骨頚部骨折患者における受傷前と
退院時の変化と認知症の影響について」

朝山信司、三澤香織
成田春香、安美菜子

横浜
平成28年10月

第35回
関東甲信越ブロック理学療法
士学会

「陰部洗浄と陰部清拭のスキントラブル
発生率の比較」

高橋佳織、遠藤泰子
平成28年
11月10～11日

第47回
日本看護学会－慢性期看護－
学術集会

「地域の介護職員対象の研修を実施して
～その振り返り～」

遠藤泰子
平成29年
2月24～25日

第32回
日本環境感染学会総会・学術
集会

「院内トリアージ訓練におけるトリアー
ジタグの記載率から見える訓練のあり
方」

生田正美、山本陽平
平成29年
2月13～15日

第22回
日本集団災害学会

「熊本地震の経験に基づいた医療救護班
についての考察」

生田正美
平成29年
2月13～15日

第22回
日本集団災害学会

リハビリテーション室

看　護　局

研 修 ・ 研 究 等

講　演

　 題　　目 発　表　者 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

「痛みの臨床～症例を中心に」 太田光泰

横浜市立大学附属市
民総合医療センター
横浜市
平成28年10月15日

神奈川県内科医学会第41回臨床
医学研修講座

「痛みの病態生理と診断」 太田光泰
神奈川区医師会
横浜市
平成28年10月25日

平成28年度第6回神奈川在宅緩
和医療研究会

「問診と身体診察でここまでわかる腹
痛診療」

國司洋祐
神奈川区医師会
横浜市
平成28年11月22日

平成28年度第7回神奈川在宅緩
和医療研究会

「肺がん検診、安心してください、治
りますよ」

尾下文浩 平成28年7月2日
平成28年度第1回
足柄上病院「医学講座」

「さあ！禁煙を始めましょう」 尾下文浩 平成29年2月4日
平成28年度第2回
足柄上病院「医学講座」

総　合　診　療　科
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題　　目 発　表　者 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

「給食施設で働くあなたに知っておい
てほしい高血圧の話」

常松尚志 平成28年6月23日 足柄上合同庁舎

「動脈硬化疾患の治療」 常松尚志 平成29年2月4日
平成28年度第2回
足柄上病院「医学講座」

「姿勢について」 中村祐之
中井町立
井ノ口小学校
平成28年6月18日

「出前講座」

「足の役割と仕組みとその対策につい
て」

田中堅一郎
中井町
保健福祉センター
平成28年7月22日

「出前講座」

「しびれ外来」10年間の動向調査
～2000人以上のしびれ患者を診察して
わかったこと～

野地雅人
小田原
平成28年5月

小田原内科医会学術講演会

かかりつけ医のためのしびれ診療 野地雅人
南足柄
平成28年10月

足柄上医師会ベッドサイドカン
ファレンス

「病棟薬剤師配置にむけて」 斎木　一郎 平成28年10月18日 機構本部勉強会

「糖尿病治療薬について」 菊地　梢 平成29年1月26日 平成28年度「糖尿病公開講座」

「平成28年
熊本地震における医療救護班の
活動について」

小清水郁夫 平成29年2月22日
第2回
神奈川県立病院機構
薬剤科研究発表

Tim TrueShape～ZOOMit～を用いた骨
軟部領域への試み

杉谷匡彦 平成28年5月14日
第13回

神奈川MAGNETOM研究会

血管撮影装置の新規導入について 大谷　慎 平成28年7月19日
神奈川県立病院放射線技師会総
会

薬　剤　科

放 射 線 技 術 科

循　環　器　内　科

脳　神　経　外　科

整　形　外　科
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研 修 ・ 研 究 等

座　長

　 講 演 会 名 題 目 座長名 年月日

平成28年度　保健医療セミナー
①お口の環境を整えておこう
②認知症について

尾下文浩
足柄上合同庁舎
平成28年10月20日

第242回
日本循環器学会関東甲信越地方会

教育セッションⅥ 常松尚志 平成28年12月

第6回低侵襲・内視鏡脊髄神経外科研

究会
一般口演「内視鏡3」 野地雅人

東京

平成28年7月

第90回
神奈川消化管撮影技術研究会

大谷　慎 平成29年9月3日

放　射　線　技　術　科

総　合　診　療　科

循  環  器  内  科

脳　神　経　外　科

　 内容 講　師　名 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

ハンズオン
セミナー講
師

野地雅人
東京
平成28年7月

平成28年度第2回低侵襲脊椎手術手技ハンズオンコース
第6回低侵襲・内視鏡脊髄神経外科研究会

助言者 丹下純子
平成28年7月9日
平成28年9月12日

神奈川県立病院機構　看護職員研修
専門コースⅠ

演習
指導者

丹下純子
平成28年11月～2月
計6回

公益社団法人神奈川県看護協会
平成28年度認定看護管理者教育課程 セカンドレベル

助言者 佐藤裕季子
平成28年7月21日
平成29年1月27日

神奈川県立病院機構  看護職員研修
管理コースⅢ

非常勤講師 佐藤裕季子 平成28年7月21日
神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学研究科　1.2年次
臨床薬理学

研 修 ・ 研 究 等

看　護　局

講　師　等

脳　神　経　外　科
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内容 講　師　名 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

助言者 田中純子 平成28年6月13日
神奈川県立病院機構　看護職員研修
管理コースⅠ

助言者 丹伊田聖子
平成28年7月9日
平成28年9月12日

神奈川県立病院機構　看護職員研修
専門コースⅠ

講師 丹伊田聖子
平成28年6月～
平成29年1月
（計11回）

積善会看護専門学校「医療安全」

助言者 渡邉千恵
平成28年6月20日
平成28年11月28日

神奈川県立病院機構　看護職員研修
管理コースⅡ

非常勤講師 桜井大輔 平成28年4月25日
国際医療福祉大学　小田原保健医療学部　4年生
在宅看護論演習「在宅ケアと家族」

アドバイザー 桜井大輔
平成28年5月28日
平成28年7月30日

東海大学大学院健康科学研究科
家族看護学・遺伝看護学専攻修了生および大学院生
「家族支援専門看護師受験対策講座」

講師 桜井大輔
平成28年6月3.17日
平成28年7月8.15日

神奈川県立平塚看護専門学校　1年次
家族看護論

講師 桜井大輔 平成28年6月6日
東海大学大学院健康科学研究科　修士課程　大学院生
家族援助論1

講師 桜井大輔 平成28年6月9日
神奈川県立保健福祉大学　実践教育センター
認定看護管理者教育課程　ファーストレベル
ヒューマンサービス論　「家族の機能と役割」

講師 桜井大輔
平成28年6月16日
平成28年10月22日

公益社団法人川崎市看護協会
平成28年度訪問看護師養成講習会
「訪問看護の対象となる在宅療養者の家族看護」

講師 桜井大輔
平成28年6月27日
平成28年7月4日

神奈川県立よこはま看護専門学校　3学年
在宅看護論Ⅳ（継続看護）

助言者 桜井大輔
平成28年7月26日
平成28年10月27日

神奈川県立病院機構　看護職員研修
専門コースⅡ

講師 桜井大輔 平成28年10月15日
公益社団法人神奈川県看護協会　小田原支部
「家族看護研修」

講師 桜井大輔 平成28年11月4日
公益社団法人埼玉県看護協会
「家族看護研修」

講師 桜井大輔
平成28年11月10日
平成29年2月2日

秦野赤十字病院
家族看護研修会

講師 桜井大輔 平成28年12月10日
神奈川県立循環器呼吸器病センター
第1回慢性呼吸器疾患看護専門研修「家族支援①②」

講師 桜井大輔 平成29年1月26日
公益社団法人神奈川県看護協会
家族看護～多様な家族を理解し支援するために～
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内容 講　師　名 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

講師 桜井大輔
平成29年1月27日
平成29年2月3.10日

神奈川県立よこはま看護専門学校　2学年
在宅看護論Ⅲ（家族看護）

講師 生田正美 平成28年5月28日
南足柄市
「ママのためのスマイル講座」

講師 生田正美
平成28年9月25日
平成28年10月25日
平成28年11月22日

医療法人興生会　相模大病院
災害研修①災害の基礎知識
災害研修②災害トリアージ
災害研修③災害時の医療体制

講師 生田正美 平成29年2月9日
神奈川県歯科保健研修
「熊本地震医療救護班活動報告」

講師 高橋佳織
平成28年
9月13.27日

神奈川県立平塚看護専門学校　2年次
老年看護学Ⅲ

講師 高橋佳織 平成28年10月28日
神奈川県立西部総合職業技術校
「介護職員のための高齢者の健康維持」

講師 高橋佳織 平成29年1月23日
社会福祉法人県西福祉会　足柄療護園
「褥瘡」

講師 高橋佳織 平成29年3月10日
白十字株式会社
「陰部のスキンケア　清潔・保護について」

講師 山口ひろみ 平成28年8月6日
社会福祉法人聖テレジア会　小さき花の園
「ターミナルケアの基礎知識」「エンゼルメイク」

講師 香川仁美
平成28年
10月23.30日

JA神奈川県厚生連　伊勢原協同病院
ELNEC₋Jコアカリキュラム看護師教育プログラム
in伊勢原

アドバイザー 遠藤泰子
平成28年9月5日
平成28年11月28日
平成29年3月6日

日本感染管理ベストプラクティス“Saizen”研究会
自施設の手順書の見直しと作成

講師 遠藤泰子 平成28年10月18日
神奈川県立西部総合職業技術校
「介護職員のための緊急対応・感染症対策」

講師 遠藤泰子
平成28年10月19日
平成28年11月7日

小田原市消防　救急救命士勉強会
「感染防止対策について」

講師 遠藤泰子 平成28年12月5日
神奈川県立　中井やまゆり園
「感染症の予防」

講師 遠藤泰子 平成29年2月4日
社会福祉法人聖テレジア会　小さき花の園
「当園における感染防止上の視点からの現状と課題」

講師 向田明美
平成28年12月15日
平成29年1月16日

神奈川県立平塚看護専門学校　2年次
成人看護学Ⅵ

講師 竹内尚美 平成28年11月1.2日
神奈川県立保健福祉大学　実践教育センター
看護実習指導者講習会　「実習指導の実際　再構成」



- 106 -

内容 講　師　名 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

救護係 久保なぎさ 平成28年4月29日
県西地域県西総合センター
第5回神奈川チェンソーアート競技大会

講師 湯川恵利子
平成28年6月9.16日
平成28年7月7.13日

神奈川県立よこはま看護専門学校　2学年
母性看護学Ⅱ

講師 湯川恵利子 平成29年1月18日
神奈川県立よこはま看護専門学校　1学年
母性看護学Ⅰ

非常勤講師 鈴木美穂 平成28年8月26日
北里大学看護学部
平成28年度実習指導者研修会

研 修 ・ 研 究 等

執　筆　・　マスコミ

　 内　　　容 担　当　者 年　月　日

お腹の張った感じ（腹部膨満感）

伴信太郎、生坂政臣、橋本正良編
総合診療専門医マニュアル

太田光泰 南光堂、168-171

「足のしびれ」もう、あきらめない。 野地雅人
いきいき　2月号　P.73-79

平成28年6月26日発刊

～箸がもてない！歩けない！～
チェックで見つけよう！手足の病気

野地雅人
TBSテレビ
健康カプセル・ゲンキの時間

ここが知りたかった！急変対応Q＆A
Q21　気管挿管時の咽頭展開。
なぜ、肩枕をいれないの？
Q22　気管挿管時、リドカインスプレーは、

使わなくていいの？

生田正美
照林社
Expert Nurse
8月臨時増刊号

「熊本地震における足柄上病院救護班活動報告」 生田正美

メディカ出版

「月間エマージェンシー・ケ
ア」
平成28年8月号

特集：外来未経験者・パート職員の早期戦力化！
　　　教育体制・マニュアル整備の具体策
「ブランクのある看護師が安心して働ける体制・教
育・マニュアル整備」

原　こずえ
日総研出版
「継続看護を担う外来看護」

平成28年4月号

脳 神 経 外 科

看　護　局

総 合 診 療 科
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研 修 ・ 研 究 等

翻　訳

　 内　　　容 担　当　者 年　月　日

マイヤース腹部放射線診断学
発生学的・解剖学的アプローチ
－Morton A.Meyerset al（原著）

太田光泰、幡多政治（監訳） 医学書院

総 合 診 療 科

文　献

　 内　　　容 担　当　者 年　月　日

「頭部外傷10か条の提言」
Protect Your Brain and Save Our Lives

スポーツに参加させる選手・コーチ・ご家族
の皆様へ

野地雅人、福田　修
谷　諭、森　達朗

川又達朗、杉本信吾
中山晴雄、佐藤晴彦
重森　裕、田戸雅宏
成相　直、荻野雅宏

日本臨床スポーツ医学会
脳神経外科部会
平成28年3月

脳　神　経　外　科


