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題　　目 発　表　者 備　　考

Serere human parechovirus ty pe 3 infection
in adults associated with gastroenteritis
in their children.

Tanaka S,Kunishi Y,Ota M
Ono A,Kanno N,Kurakami Y
Yanagibashi T,Mastubayashi M
Hao Y,Iwabuchi K,Oshita F
Yoshie K,Kato Y

Infect Dis.2017 May 12:1-3.

Cancer treatment and management for elderly
patients 80 years of age or older with
malignant solid tumors.

Matsubayasi M,Oshita F,Kawata N
Yanagibashi T,Tanaka S,Hao Y
Kurakami Y,Iwabuchi K
Kunishi Y,Ota M,Nakamura Y and
Yoshie K

J Exp Ther Oncol.2017
Nov;12:143-149

Pneumatosis cystoides intestinalis:lung
window setting on CT.

Kunishi Y,Ota M,Kato Y
Maeda S

Clin Case Rep.2017 Sep
12;5:1896-1897

Nedaplatin and irinotecan with concurrent
thoracic radiotherapy followed by docetaxel
consolidation in patients with locally
advanced non-small cell lung cancer.

Oshita F,Murakami S,Kondo T
Saito H,Yamada K,Nakayama Y

J Exp Ther Oncol 12:17-
23,2017

Serere human parechovirus ty pe 3 infection
in adults associated with gastroenteritis
in their children.

Tanaka S,Kunishi Y,Ota M
Ono A,Kanno N,Kurakami Y
Yanagibashi T,Mastubayashi M
Hao Y,Iwabuchi K,Oshita F
Yoshie K,Kato Y

Infect Dis(Lond) May 12:1-
3.2017

Randomized phase Ⅱtrial of weekly dose-
intensive chemotherapy or amrubicin plus
cisplatin chemotherapy following induction
chemoradiotherapy for limited-disease small
cell lung cancer(JCOG1011)

Sekine I,Harada N
Yamamoto M,Wakabayashi M
Murakami H,Goto K,Nogami N
Seto T,Oshita F,Okamoto H
Tanaka H,Tamura T,Ishikura S
Ohe Y

Lung Cancer 108:232-
237,2017

Phase Ⅲ、Randomized,Placebo-
Controlled,Double-Blind Trial of
Motesanib(AMG-706)in Combination With
Paclitaxel and Carboplatin in East Asian
Patients With Advanced Nonsquamous Non-
Small-Cell Lung Cancer.

Kubota K,Yoshioka H,Oshita F
Hida T,Yoh K,Hayashi H,Kato T
Kaneda H,Yamada K,Tanaka H
Ichinose Y,Park K,Cho EK,Lee KH
Lin CB,Yaug JC,Hara K,asato T
Nakagawa K

J Clin Oncol 35:3662-
3670,2017

Cancer treatment and management for elderly
patients 80 years of age or older with
malignant solid tumors.

Matsubayasi M,Oshita F,Kawata N
Yanagibashi T,Tanaka S,Hao Y
Kurakami Y,Iwabuchi K
Kunishi Y,Ohta M,Nakamura Y
and Yoshie K

J Exp Ther Oncol 12:143-
149.2017

乳房外Paget病による皮膚潰瘍から小腸脱出を来
した鼠径ヘルニア破裂の１例

神谷真梨子、北川太郎、鈴木喜裕
羽鳥慎祐、米山克也、益田宗孝

日臨外会誌　第78巻　第4号
864-868　2017
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題　　目 発　表　者 備　　考

術前補助化学療法　mFOLFOX6+Bevacizumab　施
行後に切除した局所進行大腸癌の4例

土井雄喜、鈴木喜裕、菅野伸洋
山奥公一朗、高田　賢、松浦　仁
米山克也、亀田陽一、利野　靖
益田宗孝

癌と化学療法　第44巻
第12号　1414-1416　2017

New scoring system at admission to predict
walking ability at discharge for patients
with hip fracture.

Oba T、Makita H,Inaba Y
Yamana H,Saito T

Orthop Traumatol Surg
Res.In Press

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
Tezuka　T,Saito　T,Kerboull　L

J Arthroplasty,32(11):3502-
3509,2017

県西地区における地域医療構想への取り組み 牧田浩行
神奈川県病院学会誌
36：29-34、2017

大腿骨ステム周囲骨折に対する予防と治療の
pitfall（解説/特集）

牧田浩行、稲葉　裕、斎藤知行
整形・災害外科
60（6）、771-776、2017

レッグポジショナーを使用した仰臥位前方アプ
ローチによる大腿骨人工骨頭挿入術

石田　崇、柁原俊久、佐藤昌明
玉置　聡、蜂谷將史

日本人工関節学会誌
47　529-530、2017

大腿骨頚部骨折に対するレッグポジショナーを
使用した最小侵襲前方進入法による大腿骨人工
骨頭挿入術

石田　崇、瀧上秀威、中村祐之
柁原俊久

骨折、40：135-140、2018

乳房外Paget病による皮膚潰瘍から小腸脱出を来
した鼠径ヘルニア破裂の１例

神谷真梨子、北川太郎、鈴木喜裕
羽鳥慎祐、米山克也、益田宗孝

日臨外会誌　第78巻　第4号
864-868　2017

がんリハビリテーションの評価
－理学療法の臨床と研究における評価の重要性
と方法－

米永悠佑
理学療法福岡31号
2018

リハビリテーション室

整　形　外　科

皮　膚　科

学　会　発　表

題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

A mass carbon monoxide poisoning
among members of japanese traditional
teaceremony

Aoki Y,Yoshie K,Ota M
Shimizu T,Iwabuchi K
Kunishi
Y,Matsubayashi M
Kurakami Y,Ono A
Takahashi K

ACP Internal Medicine
Meeting 2017

初診時に下痢を認めなかったカンピロバ
クター腸炎についての検討

田中　聡、國司洋佑
柳橋崇史、松林真央
羽尾義輝、倉上優一
太田光泰、吉江浩一郎
玉井拙夫、加藤佳央

第103回
日本消化器病学会総会

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

肝障害を契機に発見された慢性EBウイル
ス感染症の一例

日下恵理子、柳橋崇史
國司洋佑、大石梨津子
田中　聡、羽尾義輝
吉江浩一郎、加藤佳央

第62回
神奈川消化器病研究会

腹腔内出血、胆道出血を繰り返した肝血
管肉腫の1剖検例

大石梨津子、羽尾義輝
國司洋佑、日下恵理子
田中　聡、柳橋崇史
松林真央、太田光泰
吉江浩一郎、加藤佳央

第344回
日本消化器病学会関東支部例
会

大腸憩室炎の発症は若年化している

柳橋崇史、國司洋佑
大石梨津子、日下恵理子
田中　聡、松林真央
羽尾義輝、加藤佳央

第59回
日本消化器病学会大会

好酸球性胃腸炎の診断における生検部位
に関する検討

田中　聡、國司洋佑
太田光泰、大石梨津子
日下恵理子、倉上優一
柳橋崇史、松林真央
羽尾義輝、吉江浩一郎
加藤佳央

第59回
日本消化器病学会大会

陰嚢痛が初発症状であったヒトパレコウ
イルス3型による流行性筋痛症の1例

田中　聡、國司洋佑
太田光泰、大石梨津子
日下恵理子、安田　優
倉上優一、柳橋崇史
羽尾義輝、岩渕敬介
清水　泉、尾下文浩
吉江浩一郎、加藤佳央

第66回
日本感染症学会東日本地方会
学術集会

急性肝炎の疑いとして紹介されたツツガ
ムシ病の1例

山本浩世、羽尾義輝
國司洋佑、大石梨津子
日下恵理子、田中　聡
柳橋崇史、太田光泰
吉江浩一郎、加藤佳央

第348回
日本消化器病学会関東支部例
会

術前補助化学療法 mFOLFOX6+Bevacizumab
施行後に切除した局所進行大腸癌の4例

土井雄喜、鈴木喜裕
菅野伸洋、山奥公一朗
高田　賢、松浦　仁
米山克也、亀田陽一
利野　靖、益田宗孝

平成29年6月23日
京都

第39回
日本癌局所療法研究会

内視鏡所見と病理所見に乖離があった進
行結腸癌の1例

服部京子、鈴木喜裕
菅原　海、松浦　仁
高田　賢、米山克也

東京
平成29年11月25日

第79回
日本臨床外科学会総会

胃未分化癌の一手術例

菅原　海、米山克也
高田　賢、松浦　仁
鈴木喜裕、利野　靖
益田宗孝

横浜
平成29年9月23日

第149回
神奈川県臨床外科医学会集談
会

外　科
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題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

多椎間に及んだ特発性硬膜外血腫の1例

中村祐之、牧田浩行
瀧上秀威、篠原健太郎
石田　崇、近藤直也
川島大輔

横浜
平成29年2月10日

第162回
神奈川整形災害外科学会

Revision total hip arthroplasty using
the Kerboull acetabular reinforcement
device and structural allograft for
severe defects of the acetabulum.

Makita H,Kerboll M
Inaba Y,Tezuka T
Saito T,Kerboll L

日光
平成29年5月12日

14eme Association Franco-
Japonaise d`Orthopedie

Utilization of scores at admission
for patients with proximal femur
fracture to predict th ADL at
discharge.

Oba T,makita H
Tanaka K,Nakamura Y
Matsumoto M,Hirota T
Saito T

日光
平成29年5月12日

14eme Association Franco-
Japonaise d`Orthopedie

Short-tern outcomes of bipolar
hemiarthroplasty for displaced
femoral neck fractures in elderly
patients by direct anterior approach
using leg positioner.

Ishida T,Makita H
Kajiwara T,Sato M
Tamaoki S,Hachiya M

日光
平成29年5月12日

Congres 14eme AFJO
Association France-Japon
dOrthopedie

大腿骨近位部骨折の退院時ADLを入院時所
見から予測するスコアの作成と検証

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
津村　碧、斎藤知行

仙台
平成29年5月21日

第90回
日本整形外科学会学術総会

THA前方系アプローチを観る、聴く、織る
－DAAの立場から－

石田　崇
横浜
平成29年6月10日

第2回
神奈川股関節研究会

高齢者の大腿骨頚部骨折に対するレッグ
ポジショナーを使用した仰臥位前方進入
法による大腿骨人工骨頭挿入術

石田　崇、牧田浩行
柁原俊久、佐藤昌明
玉置　聡、蜂谷將史

福島
平成29年7月8日

第43回
日本骨折治療学会

大腿骨人工骨頭挿入術後のレントゲンで
亜脱臼に気付き再手術を要した1例

石田　崇、牧田浩行
横浜
平成29年7月28日

第25回
Hip　Forum

大腿骨頚部骨折に対するレッグポジショ
ナーを使用した仰臥位前方進入法による
大腿骨人工骨頭挿入術

石田　崇、瀧上秀威
篠原健太郎、中村祐之
近藤直也、川島大輔
牧田浩行

横浜
平成29年8月5日

第394回
横浜市立大学整形外科同門会
談話会

patellectomy後のTKAの外傷性変形性膝関
節症に対してTKAを施行した1例

近藤直也、牧田浩行
瀧上秀威、篠原健太郎
石田　崇、中村祐之
川島大輔

横浜
平成29年8月5日

第394回
横浜市立大学整形外科同門会
談話会

《パネルディスカッション
地域包括ケア時代における病院経営の未
来を考える》
神奈川県西地区における現状と対策

牧田浩行
東京
平成29年9月13日

Hospital Management Japan
Summit

軽微な外力により生じたLisfranc関節脱
臼骨折の1例

川島大輔、牧田浩行
瀧上秀威、篠原健太郎
石田　崇、中村祐之
近藤直也

横浜
平成29年10月28日

第161回
神奈川整形災害外科研究会

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

大腿骨人工骨頭挿入術における低侵襲前
方進入法（AMIS)と前側方進入法の比較

石田　崇、牧田浩行
柁原俊久、佐藤昌明
玉置　聡、蜂谷將史

東京
平成29年10月21日

第44回
日本股関節学会学術集会

《シンポジウム　地域医療構想の推進》
県西地区における地域医療構想への取り
組み

牧田浩行
横浜
平成29年11月13日

第36回
神奈川県病院学会

大腿骨転子部骨折骨接合術後にラグスク
リューの内側移動を認めた一例

近藤直也、牧田浩行
瀧上秀威、篠原健太郎
石田　崇、中村祐之
川島大輔

平成29年12月13日
平成29年度
横浜股関節研究会

臼蓋巨大骨欠損に対しKerboll十字プレー
トと塊状同種骨を用いた人工股関節再置
換術

牧田浩行、Kerboll M
稲葉　裕、手塚太郎
松本匡洋、斎藤知行
Kerboll L

沖縄
平成29年12月

第47回
日本人工関節学会

レッグポジショナーを使用した最小侵襲
前方進入法による人工股関節全置換術
－術中骨盤傾斜とカップ前方開角の変化
－

石田　崇、瀧上秀威
篠原健太郎、中村祐之
近藤直也、川島大輔
牧田浩行、柁原俊久
佐藤昌明、玉置　聡
鈴木　宙、蜂谷將史

東京
平成30年2月24日

第48回
日本人工関節学会

人工関節置換術前後における
Midflexioninstabilityの変化について

篠原健太郎、牧田浩行
瀧上秀威、石田　崇
中村祐之、川島大輔
近藤直也

東京
平成30年2月24日

第48回
日本人工関節学会

第5CM関節掌側脱臼の一例

近藤直也、牧田浩行
瀧上秀威、篠原健太郎
石田　崇、中村祐之
川島大輔

平成30年3月5日 足柄上地区整形外科研究会

レッグポジショナーを使用した最小侵襲
前方進入法（AMIS)による人工股関節全置
換術

石田　崇、牧田浩行
東京
平成30年3月17日

第58回
関東整形災害外科学会

石灰化病変を伴う症例への脳深部刺激電
極植込術

濱田幸一、川崎　隆
木村活生、岸田日帯
岡村　泰、樋口優理子

大阪
平成29年1月

第56回
日本定位機能神経外科学会

同日内に複数回減圧開頭血腫除去術を施
行した症例の臨床像

濱田幸一、川崎　隆
間中　浩、坂田勝巳

東京
平成29年3月

第40回
日本脳神経外傷学会

Treatmentof spinal epidural hematoma
- an experiments－

稲垣　浩、遠藤　聡
野地雅人、波良勝裕
田中　聡、権藤学司

大阪
平成29年6月

ASIA SPINE　2017

脳梗塞を疑い脳神経外科にコンサルトと
なった症例

稲垣　浩、濱田幸一
神奈川
平成29年10月

第2回
足柄上臨床医会

頭部外傷後の高次機能障害患者の社会復
帰に必要な支援

濱田幸一、坂田勝巳
川崎　隆、間中　浩

名古屋
平成29年10月

第76回
日本脳神経外科学会総会

Gpi-DBS電極留置時内包への刺激波及回避
のため高頻度に外側トラックが選択され
る

濱田幸一、川崎　隆
木村活生、岸田日帯
岡村　泰、樋口優理子

東京
平成29年10月

第11回
パーキンソン病・不随意運動
学会

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

重症頭部外傷後の高次脳機能障害
社会復帰を妨げる要因

濱田幸一、森村尚登
岩下眞之、日野耕介

大阪
平成29年10月

第45回
日本救急医学会総会

ITB療法について 濱田幸一
厚木
平成29年11月

西湘脳神経外科懇話会

アンギオ装置コーンビームCTにおける
CTAP撮影の最適化の検討

岩佐　脩、大谷　慎
筑丸勝人

千葉
平成29年10月

第56回
全国自治体病院学会

神奈川県臨床検査技師会精度管理調査
輸血部門における取り組み

田島正輝
千葉
平成29年6月24日

第65回
日本輸血・細胞治療学会総会

左室肥大症例における心負荷動態および
腎機能障害が血漿BNP値に与える影響

町田　淳
埼玉県
平成29年10月28～29
日

第54回
関甲信支部・首都圏支部医学
検査学会

膵臓原発NECの1例
大金直樹、佐々木秀貴
亀田陽一

福岡県
平成29年11月19日

第56回
日本臨床細胞学会秋季大会

A介護施設で起きたアウトブレイクから入
院受け入れを経験して
～当院の対策を振り返る～

佐々木由香、遠藤泰子
東京都
平成30年2月23～24
日

第33回日本環境感染学会総会
学術集会

ADL能力、身体機能、倦怠感、認知機能が
入院がん患者のPerformance statusにお
よぼす影響

米永悠佑
千葉県
平成29年5月12日

第52回
日本理学療法学術大会

当院における大腿骨近位部骨折術後患者
の転帰に及ぼす因子について

新井昌行、朝山信司
三澤香織、米永悠佑
成田春香

千葉県
平成29年10月19日

第56回
全国自治体病院学会

安心して在宅療養ができる仕組みづくり
～A病院在宅支援看護師の実践インタビュ
から～

牛田多恵子、丹伊田聖子
平成29年
10月19～20日

第56回
全国自治体病院学会

「時々入院ほぼ在宅」を叶えるために
～後方支援登録患者の関わりから考える
多職種連携～

麻生みちる、鈴木美絵
平成29年
10月19～20日

第56回
全国自治体病院学会

消化器外科手術を受ける高齢患者の安全
対策
～術後口腔ケアとせん妄の関連性～

竹下みのり、丸岡陽子
小平美槻

平成30年2月17～18
日

第4回
日本医療安全学術総会

院内急変シュミレーション研修の効果 生田正美 平成29年10月6～7日
第19回
日本救急看護学会学術集会

A介護施設で起きたアウトブレイクから入
院受け入れを経験して
～当院の対策を振り返る～

佐々木由香、遠藤泰子
平成30年2月23～24
日

第33回
日本環境感染学会総会学術集
会

エンゼルケアセットの見直しについて 遠藤泰子
平成30年2月23～24
日

第33回
日本環境感染学会総会学術集
会

検　査　技　術　科

リハビリテーション室

看　護　局

放　射　線　技　術　科
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題　　目 発　表　者 年 月 日 学 会 ・ 講 演 会 等

中規模病院Aにおける常勤看護師のキャリ
アラダー熟達段階の現状
～採用（新卒・経験者）や経験年数の違
いから～

山本照恵、竹内尚美
田中純子

平成30年3月10日
第19回
神奈川県看護教育フォーラム

研 修 ・ 研 究 等

講　演

題　　目 発　表　者 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

高齢者医療
～どこまでやるか？～

國司洋佑
開成町
平成29年9月15日

第1回医療・介護地域連絡会

題　　目 発　表　者 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

高齢者に対するTHA 牧田浩行
東京
平成29年4月29日

ZIMMER BIOMET Hip Symposium
2017

あなたの足腰大丈夫？－40代から始め
るロコモ予防－

牧田浩行
開成町
平成29年6月1日

第28回
足柄上病院　医学講座

デュピュイトレン拘縮に対する新しい
コラゲナーゼ注射療法

瀧上秀威 平成29年6月6日 足柄上臨床医師会

「ロコモ」にご用心.今から対策 牧田浩行
山北町
平成29年7月6日

足柄上病院　出前講座

人工膝関節置換術における疼痛管理と
ナビゲーション手術

篠原健太郎
小田原市
平成29年8月28日

小田原お堀端コンベンション
ホール

『これからは骨・関節の健診』丈夫な
足腰を維持するために

牧田浩行
大井町
平成29年10月14日

第29回
足柄上病院　医学講座

ひざの痛みに悩んでおられる方へ 篠原健太郎
開成町
平成29年10月19日

足柄上医師会
医療セミナー

関節リウマチ手関節障害に対する手術
療法

瀧上秀威 平成29年11月1日
第23回湘南西部リウマチ性疾患
症例検討会

学童期の外傷と疾患 篠原健太郎 平成30年2月14日
南足柄市放課後児童健全育成事
業支援員研修会

総　合　診　療　科

整　形　外　科
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題　　目 発　表　者 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

手術で治せる脳・神経・脊髄の働き
機能的脳神経外科とは

濱田幸一 平成29年7月 足柄上合同庁舎

肺炎治療における抗菌薬について 小清水郁夫 平成29年11月30日 感染対策研修会

アンギオ装置におけるCTAP2相撮影の
有用性の検討

岩佐　脩
大谷　慎
筑丸勝人

小田原市
平成30年2月

西湘放射線技師会学術講演会

スキルアップ講座 大金直樹
大阪府
平成29年5月28日

第58回
日本臨床細胞学会春季大会

輸血検査に求められる技術と精度 田島正輝
横須賀市
平成29年11月19日

第66回
神奈川県医学検査学会

平成29年度神臨技精度管理調査報告 田島正輝
横浜市
平成29年4月19日

神奈川県臨床検査技師会
輸血検査研究班
第29年度第1回研修会

輸血学的検査 田島正輝
横浜市
平成30年3月15日

平成29年度
精度管理調査研修会

検　査　技　術　科

薬　剤　科

放　射　線　技　術　科

脳　神　経　外　科

研 修 ・ 研 究 等

研修会主催

研 修 名 担 当 者 年 月 日

第23回湘南西部リウマチ性疾患症例検討会 牧田浩行 平成29年11月1日

足柄地区リウマチ懇話会 牧田浩行 平成30年2月19日

整　形　外　科
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内容 講　師　名 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

講師 大金直樹
大阪府
平成29年5月28日

第58回日本臨床細胞学会春季大会
スキルアップ講座　鏡検実習

講師 田島正輝
横浜市
平成29年7月2日

平成29年度　神臨技輸血検査　実技講習会

講師 田中純子
平成29年
7月31日、8月28日

医療法人　杏林会　八木病院
看護職員研修「重症度、医療・看護必要度」

非常勤講師 佐藤裕季子 平成29年7月24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

講師 佐藤良枝 平成29年6月27日
南足柄　子育て支援センター
ママのためのすまいる講座
「おっぱいの話～卒乳について」

助言者 石井奈穂子
平成29年
6月9日、7月28日、
9月25日

神奈川県立病院機構看護職員研修
「人材育成」

助言者 渡邉千恵
平成29年6月16日、
11月17日

神奈川県立病院機構看護職員研修
「問題解決・リーダーシップ」

演者 櫻井大輔 平成29年4月25日

神奈川在宅緩和医療研究会
平成29年度第1回　神奈川在宅緩和医療研究会
急性期病院における家族支援
～緩和ケア・救急の現場で働く立場から～

講師 櫻井大輔 平成29年4月27日
神奈川県立平塚看護大学校
平成29年度「看護を考える日」
「相手の立場に立った思いやりのある看護」

非常勤講師 櫻井大輔 平成29年5月1日
国際医療福祉大学　小田原保健医療学部4年生
在宅看護額演習「在宅ケアと家族」

アドバイザー 櫻井大輔
平成29年5月20日、
7月29日

東海大学大学院健康科学研究科
家族支援専門看護師　受験対策講座

講師 櫻井大輔 平成29年5月22日
東海大学大学院健康科学研究科
看護学専攻家族援助論Ⅰ
「渡辺式家族アセスメント/支援モデル」

研 修 ・ 研 究 等

看　護　局

講　師　等

検　査　技　術　科
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内容 講　師　名 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

講師 櫻井大輔 平成29年6月8日
神奈川県立保健福祉大学　実践教育センター
認定看護管理者養成課程　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」

ゲストスピーカー 櫻井大輔 平成29年6月24日
神奈川県立保健福祉大学
コンサルテーション論

講師 櫻井大輔 平成29年7月15日
神奈川県立循環器呼吸器病センター
第2回慢性呼吸器疾患看護専門研修「家族看護」

講師 櫻井大輔 平成29年7月22日
神奈川県重心協看護師長会
重症心身障害看護師研修「家族支援看護」

助言者 櫻井大輔
平成29年7月24日、
10月30日

神奈川県立病院機構　看護職員研修
看護倫理・臨床倫理

講師 櫻井大輔 平成29年9月1～2日
第24回日本家族看護学会
学術集会教育促進委員会
「家族支援専門看護師による“よろず相談”」

講師 櫻井大輔 平成29年9月8日
足柄上地区在宅・医療介護連携支援センター
地域で生きる-家族と共に最後まで-

講師 櫻井大輔 平成29年9月29日
神奈川県看護協会ナースセンター
平成29年度「看護の仕事　再就職セミナー」
家族を支える看護-患者・家族と共に歩むために-

講師 櫻井大輔 平成29年10月25日 秦野赤十字病院　家族看護研修

講師 櫻井大輔 平成29年11月11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 櫻井大輔 平成30年1月22日
公益社団法人神奈川県看護協会小田原支部
家族看護～多様な家族を理解し支援するために～

講師 櫻井大輔 平成30年2月6、9日
神奈川県立よこはま看護専門学校
在宅介護論Ⅲ（家族看護）

講師 櫻井大輔 平成30年2月21日
松田町福祉課
家族介護教室　家族とともに生きる

講師 湯川恵理子
平成29年
7月20、27、31日、
8月29日

神奈川県立よこはま看護専門学校2年次
母性看護学Ⅱ

講師 湯川恵理子
平成29年
11月21、28日、
12月6日

神奈川県立よこはま看護専門学校2年次
母性看護学Ⅲ
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内容 講　師　名 年 月 日 研 修 ・ 講 演 会 名

講師 湯川恵理子 平成30年1月11日
神奈川県立よこはま看護専門学校2年次
母性看護学Ⅰ

講師 小室晴美
平成29年
12月7、13日

神奈川県立平塚看護大学校2年次
母性看護学Ⅲ

講師 小室晴美
平成29年
9月11、14日

神奈川県立平塚看護大学校2年次
母性看護学Ⅱ

講師 丸川いずみ 平成29年12月8日
神奈川県立中井やまゆり園
保健委員会研修会　感染症予防講習

講師 丸川いずみ 平成30年2月21日
医療法人社団　三井会　伊勢原日向病院
感染対策研修

講師 向田明美
平成29年12月18日
平成30年1月15日

神奈川県立平塚看護大学校2年次
成人看護学Ⅵ

講師 高橋佳織
平成29年
9月8、13日

神奈川県立平塚看護大学校
老年看護学「高齢者の皮膚」

講師 高橋佳織 平成30年1月31日 足柄療護園　褥瘡

シンポジスト 高橋佳織 平成29年11月25日
金沢大学・越屋メディカルケア
あなたの悩みや疑問を解決　～スキンケア編～

講師 高橋佳織 平成29年11月25日
金沢大学・越屋メディカルケア
陰部清拭導入に向けた取り組み

講師 高橋佳織 平成29年12月9日
足柄上地区在宅・介護連携支援センター
皮膚自壊部のケア指導

講師 高橋佳織
平成29年
9月8、13日

神奈川県立平塚看護大学校
老年看護学「高齢者の皮膚」

講師 高橋佳織 平成30年1月31日 足柄療護園　褥瘡

講師 曽我輝之 平成30年1月19日

足柄上地区在宅・医療介護連携支援センター
第3回医療・介護地域連絡会
在宅における高齢者の看取り
～自然な最期の迎え方～

講師 竹内尚美
平成29年
7月18、19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」

─ 102 ─



 

 

 

研 修 ・ 研 究 等

執　筆　・　マスコミ

内　　　容 担　当　者 年　月　日

実践から学ぶ　婦人科細胞診

大金直樹、北村隆司
加藤智美、矢野恵子
加藤久盛（監修）
安田政実（監修）

医療科学社
平成29年5月26日発行

家族とのコミュニケーションについて学ぼう！
慢性疾患をもつ初老期の患者と家族への看護

櫻井大輔
学研メディカル秀潤社
Nursing Canvas、11月号
平成29年10月10日

第4章　さまざまなアセスメント・介入モデル
渡辺式家族アセスメント・支援モデル

櫻井大輔
医学書院、系統別看護学講座
家族看護
平成30年2月24日

スペシャリストが行く「家族支援専門看護師」
患者・家族とともに歩む！
～当たり前のことを当たり前にするために～

櫻井大輔
看護だより　5月号
平成29年5月

救急看護ケア　アセスメントとトリアージ
輝く救急ナース

生田正美
日総研
平成29年4～5月号

「私の忘れられない症例」 生田正美
メディカ出版
Emergency Care
平成29年5月

第3章　1-2　「産科混合病棟ユニットマネジメ
ント」
P.67-71

佐藤良枝

日本看護協会出版会
新版　助産師業務要覧
第3版[Ⅲアドバンス編]
2018年版
平成29年11月1日発行

特集「基本的な知識セット」標準予防策
感染経路別予防策

遠藤泰子
メディカ出版
INFECTION CONTROL
平成29年4月

看　護　局

検　査　技　術　科

研 修 ・ 研 究 等

その他

内　　　容 担　当　者

World Para Athletics CHAMPIONSHIPS LONDON 2017
日本代表チーム帯同

武田　知仁

リハビリテーション室

─ 103 ─


