
学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1993 ⽇本放射線技術学会総会 広島
決定論的モンテカルロ計算（遮体透過Ｘ線スペクトル） 放射線科

丸⽯ 博⽂ 他

1993 ⽇本放射線技術学会中四国部会 ⿃取
上部消化管Ｘ線検査における撮影条件の検討（第１報） 放射線科

丸⽯ 博⽂ 他

1993 ⽇本放射線技術学会中四国部会 ⿃取
上部消化管Ｘ線検査における撮影条件の検討（第２報） 放射線科

丸⽯ 博⽂ 他

1993 ⽇本放射線技術学会中四国部会 ⿃取
上部消化管Ｘ線検査における撮影条件の検討（第３報） 放射線科

丸⽯ 博⽂ 他

1993 広島消化管撮影研究会 広島
⾼濃度硫酸バリウムの評価（撮影管電圧の変化による主観的な
好みの違いについて）

放射線科
丸⽯ 博⽂ 他

1994 第3回  計測部会 神⼾
モンテカルロ計算による被曝線量の変化（CT検査における被
曝線量）

放射線科
丸⽯ 博⽂ 他

広島⼤学⻭学部附属病院：砂屋敷忠

1994 ⽇本放射線技術学会広島⽀部 広島
Ｘ線コントラストの成⽴について（散乱線の影響） 放射線科

丸⽯ 博⽂ 他

1995 ⽇本放射線技術学会中四国部会 宇部
増感紙のＸ線吸収特性（ﾓﾝﾃｶﾙﾛｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ）シンポジウム｢最近
の増感紙フィルムの特性と評価｣

放射線科
丸⽯ 博⽂ 他

1995 ⽇本放射線技術学会広島⽀部 広島
グレーデル効果を⽤いた術中撮影 放射線科

丸⽯ 博⽂ 他

1996 ⽇本放射線技術学会中四国部会 岡⼭
消化管Ｘ線画像の技術的問題点の検討（第１報）（第２報） 梶川病院 福重栄治 ⽔畑健吾、原みゆき、安楽浩⼀、浜脇病

院：丸⽯博⽂他

1996 ⽇本放射線技術学会中四国部会 岡⼭
フィルムのｸﾛｽｵｰﾊﾞｰとMTFの関係ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ増感紙フィルムの
光の過程（光の線減弱係数と距離逆2乗則）

放射線科
丸⽯ 博⽂ 他

1996 ⽇本放射線技術学会中四国部会 岡⼭
グレーデル効果を利⽤した術中撮影（腰椎側⽅向撮影を中⼼
に）

放射線科
塙  総⼦ 他

1997 ⽇本放射線技術学会中四国部会 ⾼松
X線透視検査での術者被爆線量推定および低減（線束内の⼿の
被爆）

放射線科
今井 ⼀也 他

1997.02.01 第8回  広島スポーツ医学研究会 広島
ｽﾎﾟｰﾂ現場におけるﾄﾚｰﾅｰの帯同−第14回男⼦世界学⽣ﾊﾝﾄﾞ
ﾎﾞｰﾙ選⼿権−海外遠征におけるﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄの報告と考察

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
川波 賢⼀

豊嶋伸介、沖本信和、⾼橋光彦、有⽥ 忍、
村瀬正昭、浜脇純⼀

1997.02.16 第22回  広島県病院学会 広島
⼿術室の清浄化について−クリーンライザーによる殺菌効果の
検討

看護部
坂井 博美

⽵本宰美、⾼梨ルミ⼦、⾺場真理⼦、平⽥
晶⼦



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1997.02.16 第22回  広島県病院学会 広島
⼊院という環境の変化が⽼⼈に及ぼす影響−術後せん妄症状を
⾼齢者との関わり−

看護部
蓼沼 奈穂

辻村ヒロ⼦、⽚野史⼦、中元理恵、浅枝好
恵、稲草朋美、平野京⼦

1997.11.30 第1回 広島県トレーナー協会研修会 広島市
なみはや国体 ハンドボール成⼈男⼦トレーナー帯同報告 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

川波 賢⼀

1998.02.15 第23回 広島県病院学会 広島市
当院外来におけるアメニティの追及 看護部

中⽥ 輝⼦

1998.02.15 第23回 広島県病院学会 広島市
術中の体温管理について −保温⽤具の有効性− 看護部

中⽥ 輝⼦

1998.02.14 第9回  広島スポーツ医学研究会 広島市
スポーツ現場におけるトレーナーの帯同 −第11回ハンドボー
ル⼥⼦Ｊｒ．世界選⼿権⼤会−海外遠征

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
峠  真由美

川波賢⼀、本宮幸治、村瀬正昭、浜脇純⼀

1999.02.06 第10回  広島スポーツ医学研究会 広島市
海外遠征におけるトレーナー活動−ハンドボール競技における
スポーツ障害−

看護部
成瀬 美紀

川波賢⼀、沖本信和、浜脇純⼀、藤本宏
紀、本宮幸治、平⽊強志、村瀬正昭

1999.12.18 スポーツ医・科学研修会 広島市
発育期のスポーツ外傷・障害 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

川波 賢⼀

2000.02.12 第11回  広島スポーツ医学研究会 広島市
職場からのトレーナー活動 −広島県某実業団ハンドボールチー
ムトレーナー帯同報告−

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
井升 聖慈

成瀬美紀、川波賢⼀

2000.02.20 第25回 広島県病院学会 広島市
システム思考を⽤いた質の⾼い退院への取り組み−問題解析か
ら評価まで−

看護部
恒松 洋⼦

2000.04.07 第56回 ⽇本放射線技術学会 横浜市
散乱X線除去⽤グリッドのX線透過理論（原著） 放射線科

丸⽯ 博⽂

2000.05.14
⽇本放射線技術学会中四国部会第40回学術
⼤会

広島市
オープンＭＲによる腰椎臥位撮影⽅法 放射線科

葉 美栄

2001.02.03 第12回  広島スポーツ医学研究会 広島市
トレーナー帯同における障害予防効果の試み ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

廣⽥達也
松本真由美、川波賢⼀、重野陽⼀

2002.02.02 第13回 広島スポーツ医学研究会 広島市
トレーニングプログラムの作成〜広島県某実業団⼥⼦バレー
ボールチームトレーナーの活動報告

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
児⽟ 直哉

楫野允、川波賢⼀、重野陽⼀

2002.02.17 第27回 広島県病院学会 広島市
当院の看護基準･⼿順の活⽤状況と今後の取り組みについて 看護部

⾓真 志帆

2002.02.17 第27回 広島県病院学会 広島市
当⼿術室における⼿術前⼿洗いの検討 看護部

中村 玲⼦



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2002.03.28 広島県放射線技師会 広島中央⽀部研修会 広島市
椎⾻（頸椎･胸椎･腰椎）の撮影⽅法について 放射線科

葉 美栄

2002.05.16〜19 第75回 ⽇本整形外科学会学術集会 岡⼭市
病院内におけるマネージメントコントロールシステムの構築 理事

濱脇 澄伊

2002.07.04〜06 第37回 ⽇本理学療法学術⼤会 静岡市
腰椎術後における腰痛と体幹筋⼒の関係について ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

葉 清規
川波賢⼀、藤本宏紀、四海公貴

2002.07.06〜07 第14回 ⽇本理学診療医学会 福岡市
筋疲労が固有痛覚に及ぼす影響 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

平⽊ 強志
廣⽥達也、葉清規、楫野充也

2002.09.21〜22
第43回 ⽇本放射線技術学会中国・四国部
会学術⼤会

松⼭市
すず箔による濃度補償フィルタ 放射線科

⻄村 卓久
今井⼀也、葉美栄、丸⽯博⽂

2002.10.12〜13 第44回 全⽇本病院学会⼤阪⼤会 ⼤阪市
事故防⽌からみた新⼈教育計画の検討 看護部

塚迫 理恵
菅原史⼦、胤森征⼦、迫⽥邦⼦

2002.10.19 第3回 広島クリニカル研究会 広島市
指⽰･看護記録⼀体型の脊髄造影クリニカルパスを使⽤して 看護部

藤本 あゆみ
菅原史⼦、恒松洋⼦、迫⽥邦⼦

2002.10.19 第3回 広島クリニカル研究会 広島市
外傷に伴う四肢の⾻折パス （展⽰発表） 看護部

菅原 史⼦・恒松 洋⼦

2002.11.22 第3回 全国クリニカルパス学会 横浜市
腰椎クリニカルパスに対するリハビリテーション項⽬の細分化
〜パンフレット作成のこころみ〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
井升聖慈

兵頭優幸、藤本宏紀、川波賢⼀ 重野陽⼀、
浜脇純⼀

2003.02.16 第28回 広島病院学会 広島市
ISO9001取得を通して看護師として学んだこと 看護部

菅久 育美

2003.06.21 第38回 ⽇本理学療法学術⼤会 ⻑野市
肩関節多⽅向性不安定症に対する理学療法の治療経験 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

葉 清規
川波賢⼀、平⽊強志、古岡智⼦、楫野允
也、村瀬正昭、畠⼭英嗣

2003.08.23 第9回 医⽤画像情報研究会サマースクール 因島市

CR腰椎側⾯の撮影条件の検討 放射線科
⼩村 哲也

丸⽯博⽂、広島県⽴保険福祉⼤学：⻄原貞
光、九州⼤学医学部保険学科：坂本弘⼰、
東⽥善治

2003.09.12〜13
第30回 ⽇本肩関節学会“肩フォーラムin群
⾺”

前橋市
肩関節多⽅向性不安定症の治療経験〜ADL障害を改善し、ス
ポーツ復帰を果たした⼀症例〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
葉 清規

川波賢⼀、廣⽥達也

2003.09.14
第44回 ⽇本放射線技術学会中国･四国部会
学術⼤会

宇部市

CR腰椎側⾯の撮影条件の検討 放射線科
⼩村 哲也

丸⽯博⽂、広島県⽴保険福祉⼤学：⻄原貞
光、九州⼤学医学部保険学科：坂本弘⼰、
東⽥善治

2003.10.11〜12 第45回 全⽇本病院学会 郡⼭市
当院における新⼈看護師技術研修の検討〜安全な看護を実践す
るために〜

看護部
沖 由紀代

塚迫理恵、繁村秀美、菅原史⼦、迫⽥邦⼦



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2004.02.07 第15回 広島スポーツ医学研究会 広島市
肘関節内側側副靭帯損傷に対する再建術後理学療法の経過 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 兵頭

優幸
児⽟直哉、楫野允也、今井⼀彦

2004.02.16 第29回 広島県病院学会 広島市
単科病院の継続教育の⽅向性を考える〜質問紙による調査研究
を基に〜

看護部
⼤川 真喜⼦

2004.02.16 第29回 広島県病院学会 広島市
当院における電⼦カルテ導⼊後のリハビリ科業務の変⾰ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

藤本 宏紀
廣⽥達也、兵頭優幸

2004.04.26 第6回 広島おると会研究会 広島市
当院における⾻粗鬆症患者の⾻折の実態 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

池上 裕⼦
松橋淳、廣⽥達也、村瀬正昭

2004.06.26〜27 第46回 全⽇本病院学会 札幌市
整形外科専⾨病院の回復期リハビリテーション病棟 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

廣⽥ 達也

2004.06.26〜27 第46回 全⽇本病院学会 札幌市
当院における電⼦カルテ導⼊後のリハビリ科業務変⾰ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

楫野 允也

2004.06.26〜27 第46回 全⽇本病院学会 札幌市
整形外科病院における３〜５年⽬の看護師の継続教育 中堅看護
師の臨床実践能⼒の向上を⽬指して

看護部
⼤川 真喜⼦

2004.06.26〜27 第46回 全⽇本病院学会 札幌市
研修会：ヤングフォーラム〜失敗の研究〜 「有資格者集団の組
織における運営の苦労」

理事
浜脇 澄伊

2004.06.27
第13回 ⽇本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会中国四国地
⽅会

徳島市
当院における⾻粗鬆症患者の⾻折の実態  『04-5』と同じ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

池上 裕⼦
松橋淳、廣⽥達也、村瀬正昭

2004.10.07〜08 第31回 肩関節学会 横浜市
不安定姿勢下における挙上肢位のⅩ線学的検討 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

葉 清規

2004.10.10 第1回 転倒予防医学研究会 京都市
⾻塩量の低下は転倒内因⼦になりうるか〜⾻塩量とＦＲの関連
性から〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
松橋 淳

2004.10.10 第1回 転倒予防医学研究会 京都市
転倒予防を⽬的とした重荷下・⾮荷重下での運動効果の⽐較 〜
転倒経験とバランス機能の関係から〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
兵頭 優幸

2004.12.12 第8回 広島県トレーナー協会研修会 広島市
各競技におけるトレーナー活動を例として  〜バレーボール
における肩の痛みについて〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
上岡 奈美

2005.02.05 第16回 広島スポーツ医学研究会 広島市
某実業団⼥⼦バレーボール選⼿の⾷事に関する認識調査につい
て

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
上岡 奈美

2005.02.20 第30回 広島県病院協会 広島市
電⼦カルテによる看護業務の変⾰ 看護部

渡部 朋⼦



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2005.07.21 第36回 ⽇本看護学会 成⼈看護Ⅱ ⻘森市
整形外科回復期リハビリテーション病棟における患者の退院前
不安 〜状態不安と不安要因の分析から〜

看護部
⼟岸 由佳

松原みゆき、辻和美、迫⽥邦⼦

2005.09.02〜03 第2回 肩の運動機能研究会 浦安市
⾻盤側⽅傾斜姿勢における肩関節挙上運動のＸ線学的検討 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

葉 清規

2005.09.03 第19回 中国ブロック理学療法⼠学会 松江市
通所リハビリテーション利⽤頻度別運動効果の⽐較 はまわきﾃﾞｲｹｱｾﾝﾀｰ

四海 公貴

2005.09.19 第47回 全⽇本病院学会 宮崎市
全⽇病委員会企画 "ヤングフォーラム"皆が気になる亜急性期
をやってみて

理事
浜脇 澄伊

2005.09.19 第47回 全⽇本病院学会 宮崎市
退院計画導⼊への取り組み 〜職員アンケートから明らかに
なった事〜

看護部
上杉 朱美

2005.09.19 第47回 全⽇本病院学会 宮崎市
電⼦カルテ･オーダリングシステム導⼊と医事業務の変化 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ課 後藤

淳

2005.09.19 第47回 全⽇本病院学会 宮崎市
地域講習会の取り組み 〜地域を⽀える整形外科病院を⽬指し
て〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⽥室 博雄

川波賢⼀、⾼嶋潤⼀

2005.10.10 第2回 転倒予防医学研究会 京都市
⼤腿⾻頚部⾻折術後患者における平衡機能指標の検討 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

松橋 淳

2005.11.20 第23回 ⼤分県病院学会 別府市
活⼒ある⼈材育成を⽬指して 理事

浜脇 澄伊

2005.12.02 第6回 ⽇本クリニカルパス学会 新潟市
患者･家族参加型治療を試みて〜患者アンケート調査結果より
〜＜ポスター発表＞

看護部
河野 恵

2005.12.03〜04 第10回 広島県理学療法⼠学会 広島市
Informed−decision への取り組み 〜⼀症例を通じて〜 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

上岡 奈美
川波賢⼀、⼭中⼀誠

2005.12.03〜04 第10回 広島県理学療法⼠学会 広島市
膝前⼗字靭帯再建術後理学療法における等速性筋⼒評価 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

坪倉 千絵
上岡奈美、神原清⼦、川波賢⼀

2005.12.03〜04 第10回 広島県理学療法⼠学会 広島市
肩関節回旋筋腱板評価の検討 〜三⾓筋筋硬度の変化より〜」 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

楫野 允也
葉清規、川波賢⼀

2005.12.03〜04 第10回 広島県理学療法⼠学会 広島市
脊柱椎体の側⽅変位とパワースペクトルとの関係 【最優
秀新⼈賞 受賞】

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
佐藤 友紀

渡辺みき、廣⽥達也、種村純⼦

2005.12.11 第9回 トレーナー協会研修会 広島市
各競技における腰部傷害への取り組み 〜ハンドボール競技〜 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

楫野 允也



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2005.12.11
第21回 中国四国リハビリテーション医学
研究会

倉敷市
整形外科における腰椎・股関節・膝関節疾患に対する作業療法
の現状

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 佐々⽊
夏美

末岡美穂、村瀬正昭

2006.01.28 第55回 広島県看護研究学会 広島市
ギプスベッド使⽤での腹臥位⼿術の効果的な除圧⽤具の検討 看護部

渡邉 江梨⼦

2006.02.04 第17回 広島スポーツ医学研究会 広島市
実業団男⼦ハンドボールチームのトレーナー活動報告 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

⽥室 博雄
楫野允也、末⽥愛⼸、川波賢⼀

2006.02.11
第3回 HITACHIメディコ中国MRPユー
ザー会

広島市
オープンＭＲＩの特性を活かして - 主に整形領域で - 放射線科

葉 美栄

2006.03.25
第9回 看護ラベルワーク研究会ワーク
ショップ

広島市
臨床におけるラベルワークの活⽤ 看護部

⼤川 真喜⼦

2006.05.25 第41回 ⽇本理学療法学術⼤会 前橋市
病院周辺の地域住⺠に対する講習会活動の取り組み 〜 地域住
⺠からのアンケート調査による報告 〜 （ポスター発表）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⽥室 博雄

川波賢⼀、⾼嶋潤⼀

2006.05.28
第22回 中国四国リハビリテーション医学
研究会

宇部市
腰椎疾患患者の健康関連QOLについて 〜 JOAスコアとの相関
と⼿術前後の推移の検討より 〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⽇南 ⿇有

葉清規、兵頭優幸、村瀬正昭、⼤⽯陽介

2006.09.02〜03 中国ブロック理学療法⼠学会 倉敷市
⼤腿⾻頚部⾻折術後患者の荷重時期の違いにおける重⼼動揺検
査の検討

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
野⽊ 有⼦

2006.09.02〜03 第13回 ⽇本家族看護学会 広島市
退院計画導⼊による医療チームから家族介⼊へのアプローチに
ついて （⼤腿⾻頚部⾻折患者へ退院計画導⼊前後の⽐較）

看護部
菅原 史⼦

2006.09.30 第10回広島⼤学OT専攻学術研修会 広島市
腰椎疾患患者の健康関連QOLについて 〜JOAscoreとの相関
と⼿術前後の推移の検討より〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⽇南 ⿇有

2006.10.01 第3回転倒予防医学研究会研究集会 東京都
⼈⼯膝関節全置換術施⾏患者における重⼼動揺変化の特徴 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

松橋 淳
世並昇⼦、吉岡徹

2006.10.01 第3回転倒予防医学研究会研究集会 東京都
⼈⼯膝全置換術前後における平衡機能・筋⼒の変化 （ポス
ター発表）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
世並 昇⼦

松橋淳、佐々⽊夏美、吉岡徹

2006.10.07 第6回広島クリニカルパス研究会 広島市
当院の連携の状況 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

渡辺 みき
松橋淳、葉清規、⼤⽯陽介

2006.10.08
第2回専⾨学校⽳吹ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ卒後研
修会

広島市
腰椎圧迫⾻折に対する⽴位体幹保持運動の効果について ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

宮本健志

2006.10.20 四院合同勉強会 広島市
FBIについて 放射線科

葉 美栄



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2006.10.25 第37回 ⽇本看護学会 埼⽟市
職場環境に求められるもの 看護部

橋元 瞳
住村和⼦

2006.11.03 第48回 全⽇本病院学会 徳島市
患者の⼊院環境による看護師の接遇に対する満⾜度の違い 看護部

上杉 朱佳
後藤⽂⼦、⾕上⽂⼦

2006.11.03 第48回 全⽇本病院学会 徳島市
当院における看護師のストレスについて 看護部

近藤 ⾹

2006.11.03〜04 第48回 全⽇本病院学会 徳島市
⼈⼯膝関節全置換術後における⽇常⽣活動作〜困難さや不安感
のある動作の把握〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⻑峯 寛⼦

佐々⽊夏美、⼭中⼀誠

2006.11.18 第14回 ⽇本腰痛学会 福井市
腰椎疾患患者の健康関連QOLについて 〜各年代におけるJOA
scoreとの相関と⼿術前後の推移の検討より〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
葉 清規

⽇南⿇有、兵頭優幸、村瀬正昭、⼤⽯陽介

2006.12.02 第11回 広島県理学療法⼠学会 福⼭市
変形性膝関節症に対する⼈⼯膝全置換術とその術後荷重開始時
期が静⽌時重⼼動揺に影響を与えるか？

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
酒井 かおり

2007.01.18 広島診療情報勉強会 特別企画 広島市
当院の医療事務職業務体制 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ課 後藤

淳

2007.02.03 第18回広島スポーツ医学研究会 広島市
某実業団⼥⼦バレーボール選⼿の性格分析と、ストレスに関す
る調査

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
神原清⼦

上岡奈美、川波賢⼀

2007.02.03 第6回 広島中⽀部看護研究発表会 広島市
実験研究実施における倫理⾯に配慮した研究⽅法の検討 〜⼈⼯
膝関節置換術における術前⽇消毒効果より〜

看護部
柴 寿⼦

⾦⼭光薫、原畑希世

2007.02.18 第32回 広島県病院学会 広島市
地域連携クリニカルパスの現状 看護部

⼤⻄ 裕美⼦

2007.02.18 第32回 広島県病院学会 広島市
当院における⽔中運動療法への取り組み ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

松⽥ 考司
兵頭優幸、⾼嶋潤⼀

2007.02.18 第32回 広島県病院学会 広島市
電⼦カルテの導⼊により診療情報管理の業務がどのように変化
したか  ＜誌上発表＞

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ課
岩元 征⼀

2007.02.18 第32回 広島県病院学会 広島市
グループウエアを活⽤した院内マネジメント 〜リスク報告へ
の取り組み〜  ＜誌上発表＞

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ課
渡邉 貴⼦

2007.02.23 広島県理学療法⼠会中⽀部症例検討会 広島市
関節可動域制限を有する上腕⾻頸部⾻折患者のニーズ及び理解
度と現状の相違についての検討

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
宮本 健志

2007.06.22〜24 第41回 ⽇本作業療法学会 ⿅児島市
外側側副靱帯縫合を⾏った肘関節脱⾅⾻折に対する作業療法 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

梅崎 愛
佐々⽊夏美、池⽥昌樹



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2007.06.22〜24 第41回 ⽇本作業療法学会 ⿅児島市
腰椎椎間板ヘルニアの健康関連QOLについて 〜⼿術前後の
推移と国⺠標準値との⽐較より〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⽇南 ⿇有

宇津⽥⾹、葉清規、兵頭優幸、⼤⽯陽介

2007.07.01 第7回 広島転倒予防セミナー 広島市

整形外科単科における転倒転落の特性 〜転倒転落報告書の集計
から〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
四海公貴

佐々⽊夏美、松橋淳、渡辺みき、
⻑峯寛⼦、世並昇⼦、葉清規、吉岡徹、胤
森征⼦

2007.09.02 第21回中国ブロック理学療法⼠学会 広島市
腰椎変性辷り症における腰椎不安定性と重⼼動揺の関係 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

船引達朗
佐藤友紀、松橋淳、渡辺みき、葉清規、⼤
⽯陽介

2007.09.22〜23 第49回全⽇本病院学会秋⽥⼤会 秋⽥市
⼤腿⾻⾻折術後のせん妄発症関連因⼦の実態調査 看護部

⼟⽣ 紗千⼦
温井⼩百合

2007.09.22〜23 第49回全⽇本病院学会秋⽥⼤会 秋⽥市
DPC準備病院における取組み ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ課

⽶沢 晃代

2007.09.22〜23 第49回全⽇本病院学会秋⽥⼤会 秋⽥市

整形外科単科病院における転倒危険予測 〜転倒アセスメント
シートにおける臨床判断の妥当性〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
松橋 淳

四海公貴、⻑峯寛⼦、笹元亜紀、
⾦⼭光薫、上藤友美、⽟川育美、胤森征
⼦、吉岡徹

2007.09.22〜23 第49回全⽇本病院学会秋⽥⼤会 秋⽥市

上肢疾患患者の転倒転落の実態 〜転倒転落報告書の集計から
〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⻑峯 寛⼦

四海公貴、松橋淳、笹元亜紀、
⾦⼭光薫、上藤友美、⽟川育美、胤森征
⼦、吉岡徹

2007.09.22〜23 第49回全⽇本病院学会秋⽥⼤会 秋⽥市

整形外科病院における転倒・転落の特性 〜認知症の視点から
〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
四海 公貴

松橋淳、⻑峯寛⼦、笹元亜紀、
⾦⼭光薫、上藤友美、⽟川育美、胤森征
⼦、吉岡徹

2007.09.22〜23 第49回 全⽇本病院学会秋⽥⼤会 秋⽥市
広報委員会企画「ヤングフォーラム」 医療創造〜患者職員と地
域を元気付けるしくみと仕掛け

理事
濵脇 澄伊

2007.09.29 第11回 広島⼤学OT専攻学術研修会 広島市
認知症におけるリハビリテーションの⼯夫 〜整形外科病院で
の現状〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⽇南 ⿇有

佐藤夏美、宇津⽥⾹

2007.10.05〜06 第8回 ⽇本クリニカルパス学会学術集会 札幌市
⼤腿⾻頚部⾻折患者の退院延期要因の検討 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

⻑尾 ひとみ
渡辺みき、葉清規、⼤⽯陽介

2007.10.12〜13 第4回 肩の運動機能研究会 宇都宮市
肩関節固定装具が肩関節周囲筋に与える影響 〜筋硬度計での
検討〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
塚根 愛

葉清規、吉岡徹

2007.10.27 第7回 ⼤会広島クリニカルパス研究会 広島市
当院における⼤腿⾻頚部⾻折・地域連携パスの現状と課題 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

種村 純⼦
葉清規、浜脇純⼀、⼤⽯陽介、池⽥祐⼀

2007.11.10 第15回 ⽇本腰痛学会 ⼤阪市
腰椎疾患患者の健康関連QOLについて 〜疾患による⽐較と
⼿術前後の推移の検討より〜

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
葉 清規

⼤⽯陽介、⽇南⿇有、兵頭優幸、酒井かお
り

2007.12.09 第11回広島県トレーナー協会主催研修会 広島市
ハンドボールにおける⾜関節捻挫への現場での対応 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

松⽥ 考司



学会 他部署
発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2008.02.02 第19回 広島スポーツ医学研究会 広島市
⾼校球児における肩の疼痛とストレッチの関係についての検討 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

宮本 健志
松⽥考司、林知希、船引達朗、兵頭優幸、
吉岡徹、沖本信和

2008.02.17 第33回 広島県病院学会 広島市
下肢⼿術後患者における転倒予防⾏動の現状 看護部

中尾 愛
徳永早紀、⼤村由紀美（広島⼤学⼤学院）

2008.02.17 第33回 広島県病院学会 広島市

⼤腿⾻頚部⾻折に対する地域連携クリニカルパスの導⼊ ―在
院⽇数と⾃宅復帰率からの検討―
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