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論文・学会発表・講演

◎ 内　科
〈 学　　会 〉

１）北村　浩司、高畠　央、中村　勇一

孤立性上腸間膜動脈解離の 1 例

第 126 回日本消化器病学会北陸支部例会

福井大学

2018.6.10

２）茶谷圭祐、泉谷省晶、八重樫貴紀、山端潤也、

　　中野　学、吉村光弘

抑肝散による偽性アルドステロン症の 1 例

第 235 回日本内科学会北陸地方会

石川県地場産業振興センター

2018.6.17

３）中野　学、八重樫貴紀、村田　義治

院外心肺停止からの蘇生後に中心静脈留置型経皮的

体温調節システム（サーモガード）を使用した 2 例

第 136 回日本循環器学会北陸地方会

富山国際会議場

2018.7.8

４）海老沢武志、村本　信吾、上田　善道

IgG4 高値の膵癌で死亡した 2 型糖尿病の 1 剖検例

第 92 回日本糖尿病学会中部地方会

名古屋国際会議場

2018.9.22

５）竹内良太朗、山端潤也、泉谷省晶、藤岡正彦、

　　吉村光弘

腎動脈硬化による代償性腎肥大により尿蛋白が増加

した IgA 腎症の 1 例

第 48 回日本腎臓学会西部学術集会

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

2018.9.28

６）北川浩太、八重樫貴紀、中野　学、高畠　央

　　山端潤也、藤岡正彦、村本信吾、吉村光弘

トリカブト中毒が疑われた漢方薬内服中の 1 例

第 236 回日本内科学会北陸地方会

ボルファート富山

2018.9.30

７）中原 光尊、山端 潤也、高畠　央、泉谷 省晶、

　　中島 理晋、中村 勇一、藤岡 正彦、村本 信吾、

　　吉村 光弘

直接作用型経口抗凝固薬 (DOAC) の過量投与により

消化管出血を来した高齢者の 1 例

第 29 回日本老年医学会北陸地方会

金沢医科大学

2018.11.17

８）山端 潤也、村本 信吾、高畠　央、 泉谷 省晶、

　　中島 理晋、中村 勇一、 藤岡 正彦、田中 卓二、

　　吉村 光弘

腸管気腫性嚢胞症を伴った 石綿肺の 1 剖検例

第 29 回日本老年医学会北陸地方会

金沢医科大学

2018.11.17

９）中原 光尊、山端 潤也、高畠 央、泉谷 省晶

　　中島 理晋、中村 勇一、藤岡 正彦、村本 信吾

　　吉村 光弘

直接作用型経口抗凝固薬 (DOAC) の過量投与により

消化管出血を来した高齢者の 1 例

第 3 回石川県研修医学会

金沢医科大学

2018.1.26
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10）北川浩太、山端潤也、高畠　央、八重樫貴紀

　　 中野　学、泉谷省晶、中村 勇一、藤岡正彦

　　 村本信吾、吉村光弘

腹腔鏡下生検にて診断された腹膜偽粘液腫の 1 例

第 237 回日本内科学会北陸地方会

石川県地場産業振興センター

2018.3.17

◎ 外　科
〈 原　　著 〉

１）牛島　聡、多嶋　勇、石黒　要、徳楽正人、

　　守友仁志、古川幸夫

いわゆる腸癰に対する大黄牡丹皮湯の使用経験．漢方と最新医療

2018，27（1）：61-66．

２）牛島　聡

外科周術期に活用する漢方薬．Science of Kampo 

Medicine 漢方医学

2018,42（3）：120 － 123．

〈 学会発表 〉
１）牛島　聡

大黄牡丹皮湯が腹痛や頻尿などの症状に著効した膿

瘍形成性 S 状結腸憩室炎

第 69 回日本東洋医学会

大阪

2018.6.10　

２）牛島　聡、杉田浩章、石黒　要、徳楽正人

　　守友仁志

消化器外科領域での小建中湯の有用性の検討

第 16 回日本消化器外科学会大会，JDDW

神戸

2018 .11.3

３）牛島　聡、杉田浩章、石黒　要、徳楽正人

　　守友仁志

大腸穿孔症例における漢方の役割

第 80 回日本臨床外科学会総会

第 28 回外科漢方フォーラム学術集会

東京

2018.11.23

４）杉田浩章、石黒　要、徳楽正人、守友仁志

　　牛島　聡

鏡視下食道癌術後に発症した横隔膜ヘルニア嵌頓に

対して腹腔鏡手術を施行した 1 例

第 31 回日本内視鏡外科学会総会

福岡

2018.12.7　

５）石黒　要、杉田浩章、徳楽正人、守友仁志

腹腔鏡手術が有効であった外傷性腹壁ヘルニアに伴

う小腸壊死の一例

第 31 回　日本内視鏡外科学会総会

福岡

2018.12.

〈 研 究 会 〉
１）瀧本真紀、牛島　聡、石黒　要、徳楽正人

　　守友仁志

症例呈示

乳がん診療 Expert Meeting in 能登

七尾市

2018.2.9

２）杉田浩章、石黒　要、徳楽正人、守友仁志

　　牛島　聡

鏡視下食道癌術後に発症した横隔膜ヘルニア嵌頓に

対して腹腔鏡手術を施行した 1 例

北陸ヘルニア研究会

金沢 

2018.5.26

３）牛島　聡

乳がんチーム医療の歩み

第 3 回能登がん治療セミナー
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能登空港ターミナルビル（輪島市）

2018.5.26

〈 講 演 会 〉
１）牛島　聡

「湯本求眞の生涯とその醫學」

平成 30 年崎山湯本求眞顕彰会記念講演会

崎山地区コミュニティーセンター（七尾市）

2018.10.13

◎ 形成外科
〈 学会発表 〉

1）山城　薫

創傷管理関連看護師特定行為研修の実際と実施に向け

ての検討

第 91 回　北陸形成外科学会プログラム

金沢

2018.3.17

◎ 脳神経外科
〈 学会 ･研究会発表〉

１）圓角文英、廣田雄一、朴　在鎬

過疎地域における脳神経外科救急医療 ― 消防／他

病院との有効な連携 ― 

第 21 回日本臨床脳神経外科学会

金沢

2018.7.14

２）朴　在鎬、出村　宗大、廣田雄一 、圓角文英

頚椎神経根除圧術中検討を要した頚椎症性筋萎縮症

の 1 例

第 33 回日本脊髄外科学会

奈良

2018.6.14-15

３）朴　在鎬、廣田雄一、圓角文英、真智俊彦

多発性脳内出血をきたし、血管内リンパ腫が疑われ

た 1 症例

第 89 回石川脳血管障害研究会

金沢

2018.7.28

４）朴　在鎬、出村宗大、廣田雄一、喜多大輔

　　圓角文英

Contrecoup skull fracture の 3 例

日本脳神経外科学会 第 77 回学術総会

仙台

2018.10.10-12　

５）廣田雄一、朴　在鎬、出村宗大、圓角文英

公立能登総合病院における脳梗塞急性期再開通療法

の現状と課題

第 2 回金沢大学同門会カンファレンス

能美

2018.6.16

６）廣田雄一、内山尚之、朴　在鎬、圓角文英

破裂末梢性上小脳動脈解離性動脈瘤に対し血管内手

術を施行した１例

第 34 回日本脳神経血管内治療学会総会

仙台

2018.11.22

７）廣田雄一、朴　在鎬、圓角文英

脳梗塞急性期再開通療法　～最近の動向～

石川県救命救急研究会　第 34 回学術集会

七尾

2018.12.2　

８）廣田雄一、朴　在鎬、圓角文英

脳梗塞の急性期治療　～能登地区の現状を踏まえて～

2018 年度 能登脳卒中地域連携協議会総会

七尾

2018.12.8
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９）廣田雄一、内山尚之、朴　在鎬、中原光尊

 　　圓角文英

出血にて発症した海綿静脈洞および蝶形骨小翼部静

脈洞の硬膜動静脈瘻の 1 例

第 27 回北陸 IVNR 研究会

金沢

2019.1.26

10）廣田雄一、朴　在鎬、中原光尊、圓角文英

血栓回収術 1 週間後に重症くも膜下出血を発症し

た急性内頚動脈閉塞症の 1 例

第 90 回石川脳血管障害研究会

金沢

2019.2.16　

11）廣田雄一、内山尚之、朴　在鎬、中原光尊

　　 圓角文英

出血にて発症した海綿静脈洞および蝶形骨小翼部静

脈洞の硬膜動静脈瘻の 1 例

第 44 回日本脳卒中学会学術集会

横浜

2019.3.21

12）出村 宗大、朴　在鎬、 喜多 大輔、 廣田 雄一

　　 圓角 文英

Contrecoup skull fracture の 2 症例

第 94 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会

福井

2018.4.21

13）中原 光尊、山端 潤也、高畠　央、泉谷 省晶

　　 中島 理晋、中村 勇一、藤岡 正彦、村本 信吾

　　 吉村 光弘

直接作用型経口抗凝固薬 (DOAC) の過量投与により

消化管出血を来した高齢者の 1 例

第 29 回　日本老年医学会北陸地方会

内灘

2018.11.17

14）山本楓、薮越文佳、鹿山麻里亜、脇本凪沙

　　 能登谷晶子、廣田雄一

左皮質下出血により発語失行を呈した一症例

第 19 回日本言語聴覚学会

富山

2018.6.22

15）小島礼奈、島田外美子、出村宗大、廣田雄一

過疎地域で発症した進行性症候性左内頚動脈狭窄症患

者を救うために　－石川県能登地区の医療間連携－

第 21 回日本臨床脳神経外科学会

金沢

2018.7.15

16）脇本凪沙、薮越文佳、鹿山麻里亜、山本　楓

　　 能登谷晶子、廣田雄一

左前頭葉・頭頂葉梗塞により軽度失語を呈した一症

例のタイピング訓練経過

第 9 回石川県言語聴覚学術集会

金沢

2018.11.18

17）圓角文英

過疎地域における脳神経外科救急医療の現状と課題

- 消防／他病院との有効な連携を目指して ― 

第 24 回日本脳神経外科救急医学会

大阪

2019.2.1

〈 講 演 会 〉
１）圓角文英

能登空港での災害時における医療活動

第１回平成 30 年度 DMAT 局地災害対応向上研修会

輪島（能登空港）

2018.7.2　

２）圓角文英

石川県の災害医療体制　災害時における糖尿病診療

の経験から
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ベーリンガーインゲルハイム社講演会

七尾

2018.8.23

３）圓角文英

脳卒中の予防と対応ー安心して下さい、間に合いますよー

脳卒中予防教室

南大呑公民館

2018.11.1

４）圓角文英

石川県の災害医療体制：七尾市の被害想定のシミュ

レーションを通じての考察

公立能登総合病院

2019.1.8

◎ 耳鼻咽喉科
〈 学会発表 〉

１）西前徳繁、山田健太郎、中村有加里、三輪高喜

内頚静脈血栓を伴った扁桃周囲膿瘍の 1 例

第６回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会・学術講演会

金沢市

2018.9.7

◎ 泌尿器科
〈 学会発表 〉

１）南　秀朗、中野　泰斗、上木　修

腹腔鏡下前立腺全摘除術の際にバーブ針が損傷し肛門

挙筋内に迷入したが透視にて速やかに摘出できた 1 例

第 106 回日本泌尿器科学会総会

京都

2018.4.19

２）南　秀朗、高野　晃暢、中野泰斗、上木　修

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術

の導入初期経験

第 32 回日本泌尿器内視鏡学会総会

仙台

2018.11.28.

３）高野　晃暢、南　秀朗、上木　修

酢酸アビラテロンが著効した転移性去勢抵抗性前立

腺癌の１例

第 68 回日本泌尿器科中部総会

名古屋

2018.10.6

〈 講 演 会 〉
１）南　秀朗

高齢者という視点からみる泌尿器科領域のがん薬物療法

第 31 回　日本老年泌尿器科学会　イブニングセミナー

福井

2018.5.11

２）南　秀朗

からだにやさしい癌治療

～ロボットがあなたを治す～

～腹腔鏡下手術から手術支援ロボットの時代に～

市民公開講座

七尾

2018.9.1

３）高野　晃暢、南　秀朗、上木　修

当院におけるカバジタキセルの使用経験

前立腺がん講演会

金沢

2018.11.20

４）南　秀朗

前立腺癌について　～ 手術支援ロボットと前立腺

癌検診の勧め ～

石川県がん診療連携協議会　県民公開講座

七尾

2018.11.25

５）南　秀朗

第 7 回フォーラム～骨盤外科手術を学ぼう！～　
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他診療科に学ぶ骨盤解剖　泌尿器科領域から

Future  surgical  innovation  and  orchestration 

network

金沢

2019.1.19

６）南　秀朗

当院におけるロボット支援手術の現状と能登地域に

おけるＰＳＡ検診の状況

開放病床運営委員会

七尾

2019.1.24

◎栄養部
〈 学会・研究会発表 〉

１）前田美紀、籔越文佳、森野外喜子、小蔵要司

　　長谷剛志

脳卒中患者における退院時の食形態と在宅復帰率の関連

　― 能登脳卒中地域連携パスと「食形態マップ」より ―

第 24 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会

仙台

2018.9.8

２）前田美紀

脳出血後の栄養摂取不良患者に切れ目のない栄養ケ

アを実施し摂取エネルギー量が増加した 1 例

第二回能登脳卒中地域連携協議会症例検討会

七尾

2018.11.14

〈 原　　稿 〉
１）前田美紀　長谷剛志

地域包括型食支援をめざして～病院・施設、そして

地域へ～

月刊誌「臨床栄養」2018 年 6 月号

◎ リハビリテーション部
〈 原著・論文 〉

１）橋　秀之、小泉加奈子、鹿山麻里亜

画像所見から機能予後、ADL 予後を予測し、CPG

を賦活した歩行練習を行ったが、実用 的な歩行に

課題が残った片麻痺患者の 1 例

公立能登総合病院医療雑誌

29:29-32、2018

〈 学会・研究会発表 〉
１）山本　楓、薮越文佳、鹿山麻里亜、脇本凪沙

　　能登谷晶子、廣田雄一

左皮質下出血により発語失行を呈した一症例

第 19 回日本言語聴覚学会

富山

2018.6.22

２）脇本凪沙、薮越文佳、鹿山麻里亜、山本　楓

　　能登谷晶子、廣田雄一

左前頭・頭頂葉梗塞により軽度失語を呈した一症例

のタイピング訓練経過

第 9 回石川県言語聴覚学術集合

金沢

2018.11.18

３）前田詩帆、織平秀一、南登代子、叶田祥子

廃用症候群リハビリテーションを実施した超高齢者

の転帰先に関する調査

第 28 回石川県理学療法学術大会

七尾

2019.3.3

４）森屋彩央理、織平秀一、薮越康夫

公立能登総合病院の脳卒中患者の傾向 - 能登脳卒中

地域連携パスデータを基にした調査 第 28 回石川県

理学療法学術大会

七尾

2019.3.3
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５）坂下寿成、岩島誠、織平秀一

脳血管疾患に対する POPO の導入と考察

第 28 回石川県理学療法学術大会

七尾

2019.3.3

６）薮谷美紀

体幹筋力向上・記銘力低下の代償手段の検討により、

排泄動作介助量軽減を目指した症例

能登支部事例検討会

七尾

2019.3.8

７）舛岡里紗

ADL 向上するにつてれ、障害受容が変化した症例

能登支部事例検討会

穴水

2018.6.29

８）舛岡里紗

OT・多職種の関わりで、具体的な不安が聞かれた

症例

能登支部事例検討

七尾

2019.3.8

９）小泉加奈子

起居動作が全介助となった症例、排泄動作の再獲得

と妻の介護負担軽減に向けて

能登支部事例検討

穴水

2018.6.29

10）山崎健生

セルフモニタリングを通し、行動の振り返りが可能

となった一例

能登支部事例検討

穴水

2018.6.29

11）薮越文佳、前田美紀、長谷剛志

脳卒中患者における嚥下調整食の有無と自宅退院率

の関連 -能登脳卒中地域連携パス と「食形態マップ」

より

第 24 回摂食嚥下リハビリテーション学会

仙台

2018.9

12）薮越文佳

てんかん発作により高次脳機能が悪化した脳腫瘍術

後の一症例

金沢 CC 

2018.4.6

13）薮越文佳

音声表出に重度の障害を呈した左中大脳動脈領域梗

塞の一例

金沢 CC

2018.9.28

14）薮越文佳、前田美紀、石垣敦子、小山岳海

　　 長谷剛志

H30 年度石川県高度・専門医療人材養成支援事業研修会

金沢

2019.3.21

〈 講演会等 〉
１）長井康広

膝関節の評価と治療

日本運動器徒手理学療法学会北陸支部定例勉強会

金沢

2018.5.25、2018.6.29、2018.7.27

２）島大二郎

七尾市・中能登町 PT・OT・ST・連絡会

平成 30 年度第 2 回勉強会

七尾

2018.12.3
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３）薮越文佳

子どもの構音障害と食べる機能について

七尾特別支援学校 H30 年度教員研修

七尾

2018.11.25

４）薮越文佳

地域ケア会議における専門職による助言の目的と意義

市町事業に関するリハビリテーション専門職の育成研修

金沢

2018.9

５）薮越文佳

「地域で活躍できる言語聴覚士を目指して」地域ケ

ア会議について

石川県言語聴覚士会地域リハリーダー研修

七尾

2019.1.20

６）織平秀一

医療から在宅までのリハビリテーションの連携を考

える ? 急性期病院として ?

石川県リハビリテーションセンター主催在宅リハビ

リテーション検討会

能登中部

2018.9.22

７）織平秀一

医療から在宅までのリハビリテーションの連携を考

える ? 急性期病院として ?

石川県リハビリテーションセンター主催在宅リハビ

リテーション検討会

能登北部

2018.11.3

８）叶田祥子

当院の地域包括ケア病棟について

国診協）　リハビリ専門職の人材育成にかかる研修会

羽咋市役所

2019.2.15　

◎ 看護部
〈 論　　文 〉

１）西崎いづみ

外来化学療法で末梢神経障害のある患者に対するア

ロマトリートメントの効果

第 49 回　日本看護学会慢性期看護

〈 学会発表 〉
１）閨　利志子

急性期病院に入院する高齢者の在宅療養に関する看護援

助 ～ 高齢者のための在宅療養支援プログラムの検証 ～

日本老年看護学会第 23 回学術集会

久留米シテイプラザ

2018.6.24

２）内山広志

周術期で取り組む継続的な手術看護　－ 多発外傷

患者の腹臥位手術症例から －

第 35 回日本手術看護学会北陸地区学会

富山県高岡市

2018.5.26

３）閨　利志子

地域包括ケアシステムを見据えたシームレスな認知

症ケアの実践

第 5 回日本ＣＮＳ看護学会

大田区産業プラザ

2018.6.2

４）宮西知世

妊娠 17 週の死産経験がある長期入院切迫早産妊婦

の思いの調査

第 35 回石川県母性衛生学会総会・学術集会

第 33 回北陸母性衛生学会総会・学術集会

金沢大学附属病院

2018.6.30
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５）小島礼奈

過疎地域で発症した進行性症候性左内頸動脈狭窄症

患者を救うために －石川県能登地区の医療間連携―

石川県立音楽堂

第 21 回日本臨床脳神経外科学会

2018.7.14

６）堂ヶ平卓紀

急性期病院における認知症ケアを実践にしていくた

めの学習支援　～ 電子メールでのニュースレター

を活用した取り組み ～

第 40 回日本看護学会看護管理学術集会

宮城県仙台国際センター

2018.8.10

７）硲　寿枝

脅迫症状と日常生活全般にこだわりのある長期入院

患者の自宅外出に向けた関わり　－ 認知行動療法

を取り入れてみて －

看護実践学会

2018.9.1

８）松本加菜

地域包括ケア病棟における看護師の役割　－インタ

ビューから見える家族の不安―

看護実践学会

2018.9.1

９）一瀨　円嘉

高齢患者の意思決定支援における看護師の役割

～経口摂取不十分な高齢患者と家族との役割～

看護実践学会

2018.9.1

10）佃　卓海

救命救急センターにおける災害発生時の患者の避難

誘導に関する意識調査

第 49 回日本看護学会　急性期看護

別府国際コンベンションセンター

2018.9. ７

11）西崎　いづみ

外来化学療法で末梢神経障害のある患者に対するア

ロマトリートメントの効果

第 49 回日本看護学会慢性期看護

静岡市コンベンションセンターグランシップ

2018.9.27

12）西本　志穂

くも膜下出血を発症した壮年期の在宅生活を支える

妻の思い

第 45 回日本脳神経看護研究学会

宮城県仙台国際センター

2018.10.13

13）川田　利香

医療的ケア児と仕事を持つ母親への在宅療養に向け

ての退院支援

第 49 回日本看護学会　ヘルスプロモーション

岡山コンベンションセンター

2018.9.20-21

14）中村　全美

日常生活動作が低下した患者の主介護者が退院後介

護する上での困りごと ～地域包括ケア病棟での一

日介護体験をうけて～

第 57 回全国自治体病院学会

郡山市民文化センター

2018.10.18

15）鉾田　瑞枝

脳神経外科病棟における抑制解除に関する実態調査

～看護師の意識調査を実施して～

第 25 回石川県看護学会

石川県地場産業振興センター

2018.10.27
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16）竹田　美佐子

腹臥位手術における麻酔覚醒直後に出現する膀胱留

置カテーテル違和感の要因

第 32 回日本手術看護学会

パシフィコ横浜

2018.11.23-24

17）番匠　稀

急性期病棟の看護師の口腔ケアに関する現状 ～ 勤

務帯での違いに着目して～

第 13 回中能登看護研究会発表会

七尾美術館

2019.3.9

18）秦　裕美

遠方で暮らす子どもが肝がんの老親の療養生活を支

える思いと要因 ～ 繰り返す肝動脈化学塞栓療法中

一事例より ～

第 13 回中能登看護研究会発表会

七尾美術館

2019.3.9

19）野村　桂子

救命救急センターに緊急入院となった患者のキー

パーソンのニーズ

第 13 回中能登看護研究会発表会

七尾美術館

2019.3.9

〈 講 演 会 〉
１）玄田　詩織

進路講和

石川県立田鶴浜高等学校

2018.6.14

２）閨　利志子

平成 30 年度石川県看護職員認知症対応能力向上研

修会の講師

県庁 1105 会議室

2018.6.27

３）坂本　早苗

看護師がもちたい組織力

第 55 回糖尿病看護ケア研究会の講師

金沢医薬保健学域保健系１号館

2018.6.30

４）閨　利志子

第１回北陸認知症ＳＵＭＭＩＴの講師

金沢医科大学病院

2018.9.15

５）澤田明美

高齢者施設における感染症拡大防止策の講師

あっとほーむ若葉

2018.10.26

６）稲田　早苗

救急から在宅支援につなぐ小児看護

平成 30 年度件看護協会の講師

県地場産業振興センター

2018.11.10

７）若木　千恵

ＮＵＲＳＥによるコミュニケーションスキルトレーニング

ＮＵＲＳＥ－ＣＳＴ研修会の講師

浅ノ川総合病院

2018.11.23

８）花出　利恵

ストーマケアの実践（講義）

能登地区ストーマセミナーの講師

七尾サンライフプラザ

2018.11.17

９）上野谷　優子

看護専門職の役割と機能

平成 30 年石川県看護協会認定看護管理者教育課程
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ファーストレベルの講師

看護協会研修センター

2018.12.6

10）閨　利志子

認知症高齢者の看護実践に必要な知識

平成 30 年度看護協会の講師

県看護研修センター

2018.12.11-12

11）稲田　早苗

小児救急シミュレーションに関するセミナー

県小児医療ネットワーク事業協議会セミナー講師

金沢大学附属病院

2019.1.5-6

12）稲田　早苗

小児救急シミュレーションに関するセミナー

県小児医療ネットワーク事業協議会セミナー講師

金沢大学附属病院

2019.1.5-6

13）山本　楓

看護職への夢と志を育む

進路講和の講師

県立田鶴浜高等学校

2019.3.18

◎ 地域医療支援センター（ＭＳＷ）
〈  講 演 会 等 〉

１）高名　祐美

「ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職

種協働の実践」

石川県介護支援専門員専門研修過程Ⅰ　講師

ワークパル七尾

2018.6.12

２）高名　祐美

「ケアマネジメントの演習 / 看取り等に関する看護

サービスの活用に関する事例」

石川県介護支援専門員専門研修過程Ⅰ　ファシリテーター

ワークパル七尾

2018.6.21

３）高名　祐美

「ケアマネジメントの演習 / 家族への支援の視点が

必要な事例」

「社会資源の活用に向けた関係機関との連携による事例」

石川県介護支援専門員専門研修過程Ⅰ　ファシリテーター

ワークパル七尾

2018.7.12

４）高名　祐美

「入退院支援において理学療法士に期待すること」

平成 30 年度第 1 回能登地区地域理学療法ネット

ワーク研修会　講師

公立能登総合病院　第 3 会議室

2018.8.25

５）高名　祐美

「身寄りのない方への支援を考える」

石川県介護支援専門員協会能登中部支部　第 1 回

研修会　コーディネーター

七尾サンライフプラザ　視聴覚室

2018.8.26

６）高名　祐美

「人権擁護とソーシャルワーク研修」

平成 30 年度北陸ブロック HIV/AIDS ソーシャル

ワーク研修会　ファシリテーター

石川県立中央病院

2018.12.16

７）高名　祐美、堤　千晶

「相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助

技術の基礎」
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「ケアマネジメントに必要な基礎知識及び技術　受

付及び相談並びに契約」

「ケアマネジメントのプロセス（インテーク含む）」

石川県介護支援専門員実務研修　講師

七尾サンライフプラザ　1 階　多目的ホール

2018.12.21

８）高名　祐美

「ケアマネジメントの展開　看取りに関する事例」

石川県介護支援専門員実務研修　講師

七尾サンライフプラザ　1 階　多目的ホール

2019.2.21

◎ 能登島診療所
〈  原著論文 〉

１）Yamashita A, Maeda T, Kita Y, Sakagami S, Myojo 

Y, Wato Y, Yoshita Y,  Inaba H. The  impact of 

prehospital  assessment and EMS  transport of 

acute aortic syndrome patients. Am J Emerg Med 

2018;36:1188-1194. 

２）Yamashita A, Maeda T, Myojo Y, Ohta K, Inaba H. 

Poor outcomes of out-of-hospital cardiac arrest 

at dinnertime in the elderly: Diurnal and seasonal 

variations. Am  J Emerg Med 2018;36:1555-

1560. 

３）Yamashita A, Maeda T, Myojo Y, Wato Y, Ohta 

K,  Inaba H. Temporal variations  in dispatcher-

assisted and bystander-initiated  resuscitation 

efforts. Am J Emerg Med 2018;36:2203-2210. 

４）Kurosaki H, Ohta K, Wato Y, Yamashita A, Inaba 

H. Assessing  the efficacy of  the new protocol 

for  chest  compressions  before  definit ive 

cardiac arrest  in  emergency medical  service-

witnessed adult out-of-hospital cardiac arrests. 

Resuscitation 2018;130:92-98. 


