
1 

誌上発表 

 

 

【2020 年度】 

薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2021 年版（分担執筆），第 4 章 チーム医療への参画 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

246-261 じほう出版社 

 

胆道感染症治療に対する重症度判定テンプレートを利用した院内推奨抗菌薬の導入とその評価 

杢保貴幸，濵田真由子，石井康友，安冨香里，向井浩一朗，坂上恭子，植田宏治，松岡裕士，徳竹裕貴，

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

日本病院薬剤師会雑誌 57(1): 37-44  2021 

 

精神科の長期入院患者へのエンド・オブ・ライフケア 

中栄加陽子 1) 高橋淳 2) 細井孝章 1)  與那城隆幸 1) 

1) 水口病院（看護部 看護師） 2) 水口病院（医局 医師） 

精神科治療学 35(10): 1125-1130 2020 

 

 

【2019 年度】 

薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2020 年版（分担執筆），第 4 章 チーム医療への参画 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

190-205 じほう出版社 

 

 

【2018 年度】 

薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2019 年版（分担執筆），第 4 章 チーム医療への参画 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

188-203 じほう出版社 

 

感染制御チームによる週 1 回の抗菌薬適正使用支援の成果 

杢保貴幸，大西優里，徳竹裕貴，石井康友，中西智美，植田宏治，松岡裕士，大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

日本医療薬学会誌 医療薬学 45(1): 34-43 2019 

 

 

第 17 回 精神科治療学賞 

最優秀論文に選出 
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【2017 年度】 

救急外来での精神科的対応テクニックを身につけよう 

大槻秀樹 

水口病院（医局 医師） 

研修医通信 2018 31-35 

 

精神科病院での認知行動療法－本人の自己効力感に焦点を当てた事例－ 

上田有果里 

水口病院（心理科 臨床心理士） 

精神療法 43(6): 857-864 2017 

 

 

【2016 年度】 

統合失調症治療薬 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

医薬ジャーナル新薬展望 2017 53 S-1 471-480 

 

Plastic Wrap Versus Occlusive Dressings for the Management of Skin Ulcers: Comparison of Two 

Symmetrical Wounds in Two Individual Patients 

Jun Takahashi1) Masaharu Miyagawa2) Osamu Yokota3)4)  Harusuke Aoki1)  Takesuke Aoki1) 

1) Minakuchi Hospital 2) Minamikusatsu Keyaki Clinic 3) Kinoko Espoir Hospital 4) Okayama University 

Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences 

Dermatology Case Report 2(1): 1-3 2017 
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学会発表 

 

 

【2020 年度】 

 

 

【2019 年度】 

著名な肝酵素上昇を呈し消化器内科との併診で治療した神経性無食欲症の一例 

宮本大輔 1) 眞田陸 2) 尾関祐二 2) 

1) 水口病院（医局 医師） 2) 滋賀医科大学精神医学講座 

第 126 回 近畿精神神経学会 

 

双極性障害の患者に社会リズム療法（SRT）を試みて 

辻悠一 戸田琢也 

水口病院（看護部 看護師） 

第 44 回 日本精神科看護学術集会 

 

次はなに唄おう！～歌唱プログラムを通した社会参加へのアプローチ～ 

東澤滋 野村幸太 中井佑哉 

スキナヴィラ甲賀（理学療法士） 

滋賀県老人保健施設協会 合同研究発表会 

 

 

【2018 年度】 

皮膚障害と手指拘縮 ―個人に適したグッズの作成― 

高橋明香 衣川喜子 横手公巳 

スキナヴィラ水口（理学療法士） 

滋賀県老人保健施設協会 合同研究発表会 

 

 

【2017 年度】 

交通事故を契機に PTSD を呈した女性に対する認知行動療法－不眠と運転恐怖に焦点を当てて－ 

上田有果里 1) 田中宏一 2) 青木治亮 2)  別司ちさと 3) 

1) 水口病院（心理科 臨床心理士） 2) 水口病院（医局 医師） 3) 福井大学医学部付属病院（看護部） 

第 10 回 不安症学会学術大会 

 

介護職員対象の腰痛に関する質問紙調査結果－リハビリ専門職の勧める腰痛予防策－ 

平野達也 西山博貴 関戸聖次 吉原学 高橋明音 吉岡美咲 東澤滋 服部静香 西山美由紀 

スキナヴィラ水口（理学療法士／作業療法士等） 

滋賀県老人保健施設協会 合同研究発表会 
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母との対話を機に活動量が増加した一症例 

山本美樹 1) 稲熊敏廣 2) 青木治亮 2) 

1) 水口病院（心理科 臨床心理士） 2) 水口病院（医局 医師） 

第 121 回 近畿精神神経学会 

 

自閉スペクトラム症における精神行動特性の一考察 

金光博樹 稲熊敏廣 青木治亮 

水口病院（医局 医師） 

第 121 回 近畿精神神経学会 

 

アルコール使用障害の経過中に両下肢のしびれが悪化した 1 例 

長谷川隼人 稲熊敏廣 青木治亮 

水口病院（医局 医師） 

第 121 回 近畿精神神経学会 

 

 

【2016 年度】 

アルツハイマー病患者への日光浴における概日リズム改善の試み 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

第 5 回 日本精神科医学会学術大会 奨励賞 

 

精神科病棟における不穏時頓服薬使用時の看護師の判断 

金子静香 吉村秀隆 

水口病院（看護部 看護師） 

第 41 回 日本精神科看護学術集会 

 

精神科における暴力回避について短期予測指標の検討 

谷口友美 中島舞 吉村秀隆 

水口病院（看護部 看護師） 

第 41 回 日本精神科看護学術集会 

 

急性期のステージⅢ/Ⅳの褥瘡に対する「ラップ療法」の有効性－標準治療を対照としたランダム化比較

研究－ 

高橋淳 

水口病院（医局 医師） 

第 18 回 日本褥瘡学会学術集会 
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講演会等 

 

 

【2020 年度】 

認知症の基本理解、関わり方、医療受診について 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

地域住民向け研修 

 

認知症に関する啓発 

長谷川隼人 

水口病院（医局 医師） 

テレビ収録「行政チャンネルきらめき甲賀」 

 

高齢期のメンタルヘルス 

高橋淳 

水口病院（医局 医師） 

湖南市居宅介護支援事業者 連絡調整会議 

 

 

【2019 年度】 

薬剤師キャリアガイダンス 

辰巳英里子 

水口病院（薬局 薬剤師） 

大谷学園薬剤師育成プログラム 

 

認知症の理解について 

谷口麻有子 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

認知症サポーター ステップアップ講座 

 

医学的根拠に基づいた認知症看護・ケアをおこなうために～患者の言動から症状を予測する～ 

小宅由朗 

水口病院（医局医師） 

看護ネットワーク 地域包括ケアフォーラム 

 

認知症疾患医療センターの機能と BPSD への対応について 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

甲賀湖南医師会学術講演会 甲賀圏域認知症医療連携研修会 
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統合失調症の治療について 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

ニプロ株式会社 医薬営業本部 招聘講演 

 

認知症の症状と予防 

大仲陽子 

水口病院（心理科 公認心理師） 

株式会社ゴーシュー 出前健康講座 

 

高齢者のメンタルヘルス 

高橋淳 

水口病院（医局 医師） 

湖南市高齢者福祉部会 全体研修会 

 

認知症予防について 

遠藤夢万 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

湖南市まちづくりセンター 出前健康講座 

 

 

【2018 年度】 

薬剤師キャリアガイダンス 

辰巳英里子 

水口病院（薬局 薬剤師） 

大谷学園薬剤師育成プログラム 

 

精神科病院でのプレアボイド症例 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

平成 30 年度滋賀県病院薬剤師会 プレアボイド報告研修会 

 

うつ病のガイドラインと UPDATE および睡眠障害へのアプローチを含めて 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

第 4 回滋賀県精神療法・薬物療法研究会 
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認知症の基礎知識と認知症予防について 

豊島左智男 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

野田ゆうゆうクラブ定例研修会 

 

認知症独居高齢者の服薬支援～薬の使い方と注意点～ 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

第 19 回 甲賀湖南うつ病・認知症・在宅医療等懇話会 

 

軽度認知障害と認知症予防について 

豊島左智男 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

滋賀県職員退職者会甲賀支部 教養懇話会 

 

認知症について 

高橋淳 

水口病院（医局 医師） 

甲賀市認知症キャラバン・メイト養成研修 

 

在宅支援を推進する多職種の役割と連携のありかた 

與那城隆幸（司会） 

水口病院（看護部 看護師） 

平成 30 年度退院支援機能強化事業 全体研修会 

 

認知症疾患医療連携協議会及び認知症疾患医療センターについて 

豊島左智男 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

映画「ケアニン～あなたでよかった」上映会 

 

一般社団法人 水口病院 認知症疾患医療センターについて 

豊島左智男 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

第 6 回 認知症疾患医療センター全国研修会 滋賀県大会 

 

身近な精神疾患について 

青木治亮 

水口病院（医局 医師） 

水口社会福祉センター 生活福祉部会 
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軽度認知障害と認知症予防について 

高橋淳 

水口病院（医局 医師） 

平成 30 年度 甲賀市高齢者介護予防事業従事者研修会 

 

認知症の周辺症状について 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

第 8 回 甲賀湖南うつ病・認知症・在宅医療等懇話会 

 

診断・治療に難渋した精神病性うつ病の一例 

金光博樹 

水口病院（医局 医師） 

第 34 回 滋賀県臨床行動科学研究会 

 

双極性障害の治療について 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

東和薬品株式会社 OIC 推進部 招聘講演 

 

認知症の基礎知識とケアについて 

上田有果里 

水口病院（心理科 臨床心理士） 

ゆうゆう甲賀支部連合会大会 

 

認知症について～認知症の方への接し方～ 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

看護の日まつり 特別講演 
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【2017 年度】 

身体表現性障害の高齢男性への治療と支援 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

甲賀湖南医師会学術講演会 

 

病院薬剤師への招待 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

日本病院薬剤師会 病院薬剤師に関する講演 立命館大学薬学部 

 

統合失調症の治療について 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

東和薬品株式会社 OIC 推進部 招聘講演 

 

あなたは、お酒で悩んでいませんか 

安東毅 

水口病院（医局 医師） 

市民公開セミナー 

 

もし、あなたが認知症になったら～在宅医療と地域の支え～ 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

甲賀圏域在宅医療推進フォーラム 

 

循環器疾患の遺伝的背景－抗凝固療法の副作用出現を 1 例に－ 

山形高志（座長） 

水口病院（スキナヴィラ甲賀 医師） 

甲賀・湖南循環器懇話会 

 

認知症の早期治療における薬剤選択 

青木治亮（座長） 小宅由朗（演者） 

水口病院（医局 医師） 

甲賀・湖南エリア 認知症多職種地域連携ワークショップ 

 

高齢者のお話の聴き方について 

上田有果里 

水口病院（心理科 臨床心理士） 

湖南市生活支援サポーター養成講座 
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【2016 年度】 

あなたは、お酒で悩んでいませんか 

安東毅 

水口病院（医局 医師） 

市民公開セミナー 

 

せん妄対策に係る院内研修 

大槻秀樹 

水口病院（医局 医師） 

近江八幡市立総合医療センター 

 

認知症の容態に応じた本人・家族への精神療法（支援）の意義と実際 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

甲賀湖南医師会 認知症研修会 

 

認知症の専門的な治療の必要性 

古野由美子 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

湖南市介護者のつどい 

 

認知症疾患の基礎知識について 

杉山美鈴 

水口病院（地域連携室 精神保健福祉士） 

認知症講演勉強会 

 

認知症の基礎知識 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

平成 28 年度 認知症啓発事業 

 

アルコール健康障害やアルコール依存症の基礎知識と対応方法について 

安東毅 

水口病院（医局 医師） 

平成 28 年度 アルコール講座 

 

認知症疾患の基礎知識とその対応方法について 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

甲西リハビリ病院 共催勉強会 
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認知症についての講和・質疑応答等 

田中宏一 

水口病院（医局 医師） 

甲賀市認知症キャラバンメイト養成講座 

 

身体表現性障害の高齢男性への治療と支援 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

甲賀湖南医師会学術講演会 

 

職場のメンタルヘルス～疾患の知識とメンタル不調者への適切な対応～ 

高橋淳 

水口病院（医局 医師） 

メンタルヘルスセミナー 

 

アドヒアランス工場の為の工夫 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

京滋統合失調症学術講演会 

 

抗うつ薬における服薬アドヒアランスの重要性について 

細井孝章 

水口病院（看護部 看護師） 

滋賀精神科医学会／滋賀臨床行動科学研究会 

 

これからの服薬指導～老健施設、在宅医療などのチーム医療・連携の現状を踏まえて～ 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

第 10 回 大津薬薬連携の会 

 

再入院に関わる要因と在宅支援 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

大塚製薬社内研修会 

 

患者さまのお役に立てる心理教育とは～教育と心理教育の違い～ 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

第 2 回 滋賀県精神療法薬物療法研究会 



12 

 

統合失調症患者における服薬指導の EBM とより実践的な NBM 

大久保雅則 

水口病院（薬局 薬剤師） 

精神科臨床薬学研究会（PCP）近畿ブロック講演 

 

職場としての医療機関とは 

青木治亮 

水口病院（医局 医師） 

キャリアカレッジ ITOGEN 

 

認知症疾患の基礎知識とその対応について 

小宅由朗 

水口病院（医局 医師） 

介護教室 

 

 


