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２．学術論文
西村立也、横川明男、山城輝久、下崎英二、下崎慎吾：TomoFix を用いた足関節固定術の経験，
中部日本整形外科災害外科学会誌 2019; 62: 181-182
梅下翔、中野智尋、加畑千春、山田秀治、河原昌美：ナルデメジン投与でコリン作動薬併用患者に
発現した重篤な下痢症状の 1 例，日本緩和医療薬学雑誌 2019；12(2)：61-64
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３．学会・研究会・講演会演者
荒木勉（講演）：高齢者の心房細動診療～心不全・癌・認知症の場合～，DOAC Web Seminar，
平成 31 年 4 月，金沢市．
荒木勉（座長）：透析医療におけるフットケアを考える会，令和元年 12 月，金沢市．

荒木勉（座長）：生活習慣病を考える〜地域連携を踏まえて〜，令和元年 12 月，金沢市．
荒木勉（講演）：高齢者の心房細動診療～心不全・癌・認知症の場合～，抗凝固療法 TV セミナー，
令和 2 年 1 月，金沢市．
荒木勉（座長）：イグザレルト Web カンファレンス，令和 2 年 2 月，金沢市．
瀬田孝(座長):第 43 回金沢市北西部糖尿病地域医療研究会,令和元年 7 月,金沢市.
武田仁裕、藤本彩、瀬田孝(共同演者)：SGLT2 阻害薬による治療中,著明な高 Na 血症により意
識障害を来した一例,第 93 回日本糖尿病学会中部地方会,令和元年 9 月,福井県．
武田仁裕（演者）：生活習慣病を考える〜地域連携を踏まえて〜，令和元年 12 月，金沢市．
代田幸博(演者)：食道・胃のがんの予防と早期発見・早期治療,日本消化器病学会第 74 回市民公
開講座,令和元年 5 月,金沢市．
方堂佑治(演者)：大腸がんの早期発見と内視鏡治療,日本消化器病学会第 74 回市民公開講座,令
和元年 5 月,金沢市．
熊井達男(発表)、代田幸博、方堂祐治、富田剛治、今井哲也、龍沢泰彦、若林時夫：膵頭十二指
腸切除術（PD）後に腹水や下腿浮腫を来した高度脂肪肝の 2 例,日本消化器病学会北陸支部 第
128 回支部例会,令和元年 6 月,富山県．
代田幸博(発表)、宮澤正樹、方堂祐治、若林時夫：結核治療による薬物性非昏睡型急性肝不全を
併発した結核性腹膜炎の 1 例,日本内科学会北陸支部主催 第 238 回北陸地方会,令和元年 6 月,
福井県．
方堂祐治(発表)、代田幸博、熊井達男、若林時夫：膵管鏡下 EHL とステントリトリーバーを用いて
膵石による主膵管閉塞を解除させた一例,第 113 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会,令和元
年 6 月,富山県．
方堂祐治(ディスカッサー)：第 6 回北陸胆膵内視鏡 Round Table,令和元年 9 月,金沢市．
熊井達男(発表)、代田幸博、方堂祐治、富田剛治、今井哲也、龍沢泰彦、若林時夫：抗菌薬治療
開始後比較的早期に腹腔内に破裂した無症候性脾膿瘍の 1 例,日本消化器病学会北陸支部 第
129 回支部例会,令和元年 11 月,金沢市．
方堂祐治(発表)、代田幸博、熊井達男、若林時夫：当院における十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に
対する Cold snare polypectomy の経験,第 114 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会,令和元
年 12 月,金沢市．
方堂祐治(座長)：初期研修医Ⅱ(肝胆膵),第 114 回日本消化器内視鏡学会北陸支部会,令和元年
12 月,金沢市．
川北整(発表)、岸谷都：難渋した大腿骨近位部骨折 2 例－症例報告－，第 46 回日本リハビリテー
ション医学会 北陸地方会，令和元年 8 月，金沢市．
北川カズ美（講師）：日本手術看護学会（石川ブロック 2019）麻酔科講義，令和元年 8 月，金沢
市．
北川カズ美（講師）：日本手術看護学会北陸地区手術看護認定看護師研修会，令和元年 9 月，金
沢市．
北川カズ美（講師）：日本手術看護学会（富山ブロック 2019）事例講義，令和元年 11 月，富山県．

笠原加奈子（発表）：当院における骨粗鬆症治療の現状―骨粗鬆症マネージャーに求められること
―，第 3 回全国済生会整形外科研究会学術集会，令和元年 10 月，東京都．
細田夕子（発表）：フットケア看護外来開設後の現状と効果，第 11 回日本下肢救済・足病学会学
術集会，令和元年 6 月，神戸市．
細田夕子（発表）：「院内フットケアイベントで靴屋と協働した効果」，第 16 回日本整形靴技術協会
学術大会，令和 2 年 1 月，福岡県．
松田美紀（講師）：認知機能低下をきたした高齢入院患者への看護，北陸認知 SUMMIT2019，
令和元年 9 月，河北郡．
松田美紀（発表）：「非薬物療法をうける認知症高齢者間の交流・相互作用の特徴」，第 39 回日本
看護科学学会学術集会，令和元年 12 月，金沢市．
山崎里美（発表）：当院における入退院支援体制の構築と評価，第 13 回看護実践学会学術集会,
令和元年 9 月，河北郡．
森戸敏志（講師）：薬局における研究倫理～学生発表会・学会での研究倫理～，石川薬剤師会指
導者研究会，令和元年 6 月，金沢市．
後藤義之（講師）：第 41 回新任薬剤師研修会，令和元年 7 月，金沢市．
後藤義之（講師）：令和元年度石川県糖尿病療養指導士研修会糖尿病薬の基本，令和元年 7 月,
金沢市．
後藤義之（座長）：第 47 回 kanazawa pharaceutical 研究会，令和元年 9 月，金沢市．
後藤義之（座長）：かかりつけ薬剤師・薬局機能推進事業委員会研修会，令和元年 10 月，金沢
市．
後藤義之（発表）：当院における経口抗菌薬の使用実態調査―経口第 3 セフェム系薬の使用許可
制にむけた取り組み―，第 29 回日本医療薬学会年会，令和元年 11 月，福岡県．
角紀一郎（発表）：がん緩和医療と栄養管理，石川県病院薬剤師会 NST 委員会，令和元年 8 月,
金沢市．
梅下翔（共同演者）、吉田芙美、鍛冶保奈実、今井富紀子、中野智尋、河原昌美：終末期に低栄
養投与量で疼痛コントロールと QOL を維持できた一例，第 13 回日本緩和医療学会年会，令和
元年 5 月，千葉県．
青木理恵（発表）：当院における睡眠薬の病棟常備薬変更による転倒転落発生状況の変化，石川
県病院薬剤師会 令和元年度第 1 回（通算 69 回）学術研修会，令和元年 9 月，金沢市．
木村知樹（発表）：検査中に困った事例 全縦隔腫瘤，第 7 回マグネトム研究会，令和元年 7 月.
矢野根滋明（講師）：VA エコーの活用方法，第 58 回日臨技中部圏支部医学検査学会，令和元年
10 月，岐阜県．
小野寺圭祐（発表）：自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed の性能評価と導入検討～
CEA・CA19-9・AFP・PSA・TSH・FT3・FT4 の検討～，第 72 回済生会学会，令和 2 年 2 月，新
潟県．
浦田恵（発表）：当院回復期リハビリテーション病棟における高齢脳卒中患者の栄養状態と ADL と
の関連について，第 4 回済生会リハビリテーション研究会，令和元年 11 月，福岡県．

柿崎亜紗奈（発表）：仙骨部褥瘡を呈した不全体麻痺患者の自己管理を促して―チームにおける
作業療法の実践―，第 21 回日本褥瘡学会学術集会，令和元年 8 月，京都府．
笠原知子（発表）：骨髄梗塞と診断された下肢感覚障害を主症状とする一例，第 4 回済生会リハビ
リテーション研究会，令和元年 11 月，福岡県．
原淳子（発表）：頚椎症性神経根症と診断された上腕痛を有する患者に対し、姿勢に着目して介入
した一例，第 7 回日本運動器学術大会，令和元年 10 月，岡山県．
森健太郎（講師）：Janda Aproch での非特異性腰痛の見方，第 7 回日本運動器学術大会，令和
元年 10 月，岡山県．
小川和俊（座長）：在宅医療における臨床工学技士の役割，第 20 回中部「臨床工学会，令和元年
11 月，金沢市．
小川和俊（発表）：透析用プライミングロート内異物に対する薬剤の検討，第 64 回日本透析医学
会，令和元年 6 月，神奈川県．
林直博（発表）：患者・看護師・臨床工学技士と医師をつなぐ透析回診シートの作成，石川県臨床
工学技士会，令和元年 6 月，金沢市．
林直博（発表）：患者・看護師・臨床工学技士と医師をつなぐ透析回診シートの作成，第 72 回済生
会学会，令和 2 年 2 月，新潟県．
玉谷亮一（発表）：ベッドサイドモニタに混入したノイズの原因が RO 装置だと判明した事例，日本
臨床工学技士学術大会，令和元年 5 月，岩手県．
玉谷亮一（発表）：アレンドロン酸が透析患者の血管石灰化に与える影響について，日本透析医学
会，令和元年 6 月，神奈川県．
北村友香里（発表）：人が人を支援するということ～当事者主体の支援を考える～，第 8 回生活困
窮者問題シンポジウム，令和元年 11 月，金沢市．

４．その他
荒木 勉（審査委員）：金沢大学附属病院臨床試験審査委員会，平成 31 年 4 月～令和 2 年 3
月．
齋藤優生（講師）：金沢医科大学病院 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラム，令和元
年 9 月，金沢市．
齋藤優生（講師）：石川県地域緩和ケア研究会主催 NURSE‐CST 研修，令和元年 10 月，金沢
市．
齋藤優生（講師）：第 39 回日本看護科学学会学術集会ナーシング・サイエンス・カフェ，令和元年
11 月，金沢市．
齋藤優生（講師）：金城大学看護学部看護学科 成人看護学実習Ⅱ緩和ケア臨床講義，令和 2 年
1 月，金沢市．
青木真紀（発表）：回復期リハビリテーション病棟におけるフットケアの意義，第 11 回日本下肢救
済・足病学会学術集会，令和元年 6 月，兵庫県．

西尾道子（発表）：フットケア看護外来開設後の現状と効果，第 11 回日本下肢救済・足病学会学
術集会，令和元年 6 月，兵庫県．
家重恭子、仲村知子、松田澄子（講師）：「骨・関節・筋疾患患者の看護」，石川県立看護専門学校
成人看護学Ⅲ講義，令和元年 11 月,金沢市．
細田夕子（講師）：なでしこ出前健康講座「家庭でできるフットケア」，黒田地域サロン，令和元年 6
月，金沢市．
細田夕子（講師）：「透析ケアセミナーin Fukui」，令和元年 8 月，福井県．
細田夕子（非常勤講師）：『創傷のアセスメント』，『2019 年度京都橘大学看護研修センター認定看
護師教育課程皮膚・排泄ケア分野』，令和元年 8 月，京都府．
細田夕子（講師）：令和元年石川県専門的看護実践力研修「皮膚・排泄障害看護」下肢の潰瘍の
アセスメントのケア，困っている事例の検討，令和元年 9 月，かほく市．
細田夕子（講師）：2019 年度石川県ナースセンター再就職支援セミナー「皮膚の清潔・褥瘡」，令
和元年 10 月，金沢市．
細田夕子（非常勤講師）：『成人看護Ⅱ内分泌・代謝疾患患者の看護』，平成 31 年度石川県立総
合看護専門学校，令和元年 12 月，金沢市．
細田夕子（講師）：「透析患者の足をまもるための知識と技術」，透析医療におけるフットケアを考え
る会，令和元年 12 月，金沢市．
細田夕子（講師）：「透析患者の足をまもるための知識と技術」，透析医療におけるフットケアを考え
る会，令和元年 12 月，東京都．
松田美紀（講師）：心不全に罹患した認知症高齢者の看護，金城大学看護学部，令和元年 7 月，
白山市．
松田美紀（講師）：「フレイルとサルコペニアを知ろう！」，なでしこ出前健康講座，令和元年 8 月，
野々市市．
松田美紀（講師）：呼吸・循環器系アセスメント，石川県立看護大学付属看護キャリア支援センター
認定看護師教育課程認知症看護，令和元年 9 月，かほく市．
松田美紀（講師）：「認知症患者の環境調整」，済生会認知症支援ナース育成研修，令和元年 10
月，東京都．
森戸敏志（講師）：知っておきたい薬の知識，なでしこ出前健康講座，令和元年 7 月，金沢市．
森戸敏志（講師）：薬剤師とうまくつきあおう～入院・退院での継続支援体制，第 55 回石川県民糖
尿病フォーラム in 金沢，令和元年 11 月，金沢市．
森戸敏志（非常勤講師）：臨床准教授，金沢大学医薬保健学域薬学類，令和元年度，金沢市．
森戸敏志、角紀一郎（外部評価者）：薬学共用試験・客観的臨床能力試験（OSCE），金沢大学医
薬保健学域薬学類，令和元年 12 月，金沢市．
森戸敏志（外部評価者）：薬学共用試験・客観的臨床能力試験（OSCE），北陸大学薬学部，令和
2 年 2 月，金沢市．
後藤義之（非常勤講師）：北陸大学薬学部 医療薬学 感染症，令和元年度，金沢市．

後藤義之、角紀一郎（外部評価者）：薬学共用試験・客観的臨床能力試験（OSCE），北陸大学薬
学部，令和元年 11 月，金沢市．
梅下翔（講師）：痛みどめとあれこれ，石川県がん安心生活サポートセンター学びの会「薬剤師さん
と仲良くなろう！」，令和元年 11 月，金沢市．
梅下翔（講師）：NST 活動の実際～急性期から生活の場、その後～，特定給食施設等栄養士研修
会，令和元年 11 月，金沢市．
梅下翔（寄稿）：金沢大学付属病院 緩和ケアセンター 報告集 2019－石川県で薬剤師と「死の共
生を考える」－，令和 2 年 3 月，金沢大学付属病院 緩和ケアセンター 金沢がん哲学外来．
森健太郎（講師）：軟部組織の異常と機能障害，いしかわ守破離塾加賀教室，令和元年 9 月，加
賀市．
森健太郎（講師）：過緊張筋の抑制テクニック，いしかわ守破離加賀教室，令和元年 11 月，加賀
市．
森健太郎（講師）：筋膜へのアプローチ、トリガーポイント、ポジショナルリリース、PIR，いしかわ守破
離塾特別研修会，令和元年 12 月，金沢市．
平元まどか（講師）：在宅ターミナルにおけるチームケア，石川県看護協会 在宅ターミナル研修，
令和元年 6 月，金沢市．
平元まどか（講師）：訪問看護の実際と継続看護，済生会本部 退院調整看護師育成研修，令和元
年 8 月，東京都．
平元まどか（講師）：訪問看護の実際，石川県立看護大学付属看護キャリア支援センター認知症看
護認定看護師教育課程，令和元年 9 月，金沢市．
平元まどか（講師）：在宅ターミナルケアについて，地域包括支援センターきたづか CM 研修，金沢
市．
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