国際学会
1.

Satoshi Honjo:
A scheme offering assistance to women with profound and multiple disabilities to receive mammography.

第 59

回日本小児神経学会学術集 2017.6.17（大阪）

2.

Kawano T, Nagao M, Fujisawa T, Odajima H, Inagaki S, Ohya Y, Azuma Y, Nomura N, Izuhara K:
Serum squamous cell carcinoma antigen-2 is a highly sensitive biomarker for atopic dermatitis in children. 2018
World Allergy Organization（WAO）/ American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) Joint
Congres (Mar,2018,Orland, FL,USA)

3.

Hiroshi Nakano, Tomoe Nishihara, Akiko Ishimatsu, Tomoaki Iwanaga :
Lung sounds of a patient with bronchiolitis obliterans: comparison with pulmonary emphysema. The 42nd annual
conference of international lung sounds association, The 42nd annual conference of international lung sounds
association,

4.

Tromso, Norway. 2017.9.15

Tomokazu Furukawa, Hiroshi Nakano:
Snoring or apnea, which is important? The 11th Sleep Respiration Forum in Hawaii

5.

2017.11.16（Honolulu）

C Motomura, M Wakatsuki, K Okabe, M Iwata, R Ono, N Taba, S Honjho, H Odajima：Exercise-induced
anaphylaxis with hyperleukotrieneuria in the challenge tests. 2018 World Allergy Organization（WAO）/ American
Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) Joint Congres (Mar,2018,Orland, FL,USA)

6.

Y Murakami, B. K. Choudhury, R. M. Goldblum, T Midoro-Horiuti:
Bisphenol A(BPA) alters molecular signaling in Immune cells that promotes the development of childhood asthma.
2018 World Allergy Organization（WAO）/ American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) Joint
Congres (Mar,2018,Orland, FL,USA)

国内学会
招待講演、特別講演、シンポジウム等
1.

吉田 誠：
COPD 長期管理における薬物治療戦略. 佐賀 COPD 専門医の会

2.

2018.3.16（佐賀）

野上裕子：
長引く咳と成人百日咳について. あぐら会講演 2017.8.27（広島）

3.

金子恵美：
地域の患者教育のために PAE が今できること地域で求められる PAE の役割. 第 34 回日本難治喘息ア
レルギー疾患学会 2017.7.22（滋賀）
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4.

金子恵美：
いま改めて問い直す

これからのアレルギーエデュケーターに期待されること看護師からの現状評価.

第 34 回日本難治喘息アレルギー疾患学会

5.

2017.7.22（滋賀）

金子恵美：
学校・保育所等での食物アレルギー対応研修はどこまで進んでいるのか

アレルギー非専門医とメディ

カルスタッフが活用できる研修ツールの紹介. 第 18 回食物アレルギー研究会 2018.2.18（横浜）

6.

池田奈央：
九州ブロック活動報告.

第 34 回日本難治喘息アレルギー疾患学会 2017.7.22（滋賀）

一般演題
1.

黒木圭二、恐田尚幸、前川真貴子、大塚淳司、猪島尚子、田口和仁、吉田

誠、吉澤

滋、野上裕子、

岩永知秋：
重症呼吸不全に至った抗 CCP 抗体陽性器質化肺炎の 1 例. 第 320 回日本呼吸器学会九州地方会 2018.1.20
（福岡）

2.

川野奈菜、猪島尚子、山城朋子、春藤裕樹、恐田尚幸、石松明子、田口和仁、大塚淳司、野上裕子、
北原大和、上田

仁、吉田 誠、渡辺憲太朗、岩永知秋：

夏型過敏性肺炎を合併した PPFE に対して抗線維化薬が有効であった一例. 第 80 回日本呼吸器学会春期
学術講演会

3.

2018.3.10（長﨑）

山城朋子、大塚淳司、春藤裕樹、川野奈菜、門脇雅子、恐田尚幸、石松明子、猪島尚子、田口和仁、
野上裕子、吉田

誠、長安英治、丸山治彦、岩永知秋：

Diploscapter 属線虫の偶発寄生例と考えられた気腫合併間質性肺炎の 1 例. 第 80 回日本呼吸器学会春期
学術講演会

4.

2018.3.10（長﨑）

春藤裕樹、山城朋子、川野奈菜、門脇雅子、恐田尚幸、石松明子、大塚淳司、猪島尚子、田口和仁、
吉田 誠、岩永知秋：
Nocardia cyriacigeorgica による肺ノカルジア症の 1 例. 第 80 回日本呼吸器学会春期学術講演会
2018.3.10（長﨑）

5.

大塚淳司、吉澤

滋、前川真貴子、恐田尚幸、石松明子、森脇篤史、野上裕子、下田照文、吉田

誠、

岩永知秋：
当院における関節リウマチ合併間質性肺炎急性増悪例の臨床的検討. 第 57 回日本呼吸器学会学術講演会
2017.4.21-23（東京）

-2-

6.

吉田 誠、森脇篤史、恐田尚幸、平本哲哉、岩永知秋：
COPD の併存症が身体活動性に及ぼす影響. 第 57 回日本呼吸器学会学術講演会 2017.4.21-23（東京）

7.

吉田 誠、金子靖子、岩永知秋、井上博雅：
喫煙及び非喫煙気管支喘息患者におけるチオトロピウムの効果. 第 66 回日本アレルギー学会学術講演会
2017.6.16（東京）

8.

野上裕子、吉田

誠、本荘

哲、岩永知秋：

肺 NTM 症の予後について. 日本呼吸器学会 2017.4（東京）

9.

野上裕子、押川千恵、本荘

哲、岩永知秋：

遷延性慢性咳嗽患者における慢性副鼻腔炎合併の影響について. 第 19 回日本咳嗽研究会 2017.10.18
（東京）
10. 中野 博、石松明子：
閉塞性細気管支炎と肺気腫の/肺音の比較. 第 42 回肺音（呼吸音）研究会 2017.11.12（東京）
11. 恐田尚幸：
トキソカラによる好酸球性肺炎の一例. 第 47 回南区合同症例検討学術会
12. 古川智一、中野

2017.4.19（福岡）

博：

一般就労者における睡眠時間、睡眠リズムと肥満との関連について. 第 58 回日本心身医学会学術講演会
2017.6.16（札幌）
13. 古川智一、中野

博：

一般就労者における睡眠時間、睡眠リズムと肥満との関連について. 第 42 回日本睡眠学会定期学術集会
2017.6.29（横浜）
14. 平本哲哉、吉田

誠、岸川禮子、西江温子、杉山晃子、押川千恵、木附

康、岩永知秋：

ブデソニド吸入による薬物アレルギー患者の 1 例. 第 66 回アレルギー学会 2017.6（東京）
15. 平本哲哉、吉田

誠、古川智一、中村ひとみ、岩永知秋：

COPD 患者における抑うつ・不安症状が呼吸器症状に及ぼす影響. 第 22 回心療内科学会総会 2017.11（鹿
児島）
16. 平本哲哉、古川智一、中村ひとみ、岩永知秋：
COPD 患者における呼吸困難感への対応. 第 57 回日本心身医学九州地方会 2018.1（福岡）
17. 平本哲哉：
不眠症の治療

次の一手 ～どのように減量する？難治例への対応は？ 第 177 回心療内科フォーラム

2018.3.19（福岡）
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18. 門脇雅子、恐田尚幸、大塚淳司、吉澤

滋：

薬剤アレルギーと長期抗菌薬投与歴から非標準療法を行い除菌に成功した Helicobacter pylori 陽性鳥肌
胃炎の 1 例. 第 91 回日本感染症学会総会・学術講演会

2017.4.6-8（東京）

19. 門脇雅子、北原大和、上田仁：
細菌性肺炎のコントロール後に肺アスペルギルス症に対して葉切除を施行した一例. 第 84 回九州真菌懇
話会 第 2 回日本医真菌学会九州・中四国支部会 2018.3.17（福岡）
20. 岸川禮子、増本夏子、児塔栄子、手塚純一郎：
山麓の一戸建て購入後に発症した多種食物アレルギーの小児例. 日本花粉学会第 58 回大会 2017.9.16
（浜
松）
21. 赤峰裕子：
呼吸性アシドーシスを伴う換気不全発作を繰り返した呼吸器心身症. 講演Ⅰ「第 0-1 期：入院前の状況、
入院から鑑別、診断、退院まで」第 177 回心療内科フォーラム 2018.3（福岡）
22. 吉澤 滋、前川真貴子、松井利浩、沢田哲治、布川貴博、橋本

篤、當間重人：

NinJa2015 に見る高齢発祥関節リウマチ (EORA)患者の特徴ーEORA における男女間の相違についての
検討ー. 第 61 回日本リウマチ学会総会・学術集会 2017.4.20-22（福岡）
23. 堺

浩二：

呼吸器疾患における心臓カテーテル検査の意義. 第 48 回南区合同症例検討学術会 2017.7.26（福岡）
24. 黒川 徹、横溝裕子、本荘

哲：

注意欠陥多動症と自閉スペクトラム症における臨床症状の変遷－乳幼児期から思春期まで－. 第 494 回
日本小児科学会福岡地方例会 2017.4.8（福岡）
25. 本荘 哲：
2 つの医療機関の連携により内視鏡的粘膜切除術を施行した重度重複障害者の 1 例. がん予防学術大会
2017 大阪 2017.6.16（大阪）
26. 本荘 哲、杉山晃子、田場直彦、西江温子、辻

功介、金子恵美、池田奈央、川畑ひとみ、中村ひとみ、

川野聖明、若槻雅敏、小野倫太郎、岩田実穂子、本村知華子、小田嶋博：
重症アトピー性皮膚炎を持つ母親のステロイド忌避願望を一時的に受容し、受診中断を回避し軽快に至
った重症アトピー性皮膚炎女児. 第 34 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（大津）
27. 小田嶋博：
アレルギー疾患の移行期医療. 第 54 回日本小児アレルギー学会 2017.11.18-19（栃木）
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28. 小田嶋博：
これからの PAE の新たな展開-PAE 誕生と臨床の変化、PAE の今後について. 第 54 回日本小児アレルギ
ー学会 2017.11.18-19（栃木）
29. 小田嶋博、金谷久美子：
大気環境と子どもの呼吸. 第 50 回小児呼吸器学会 2017.11.10-11（東京）
30. 本村知華子：
特別セミナー1、
「小児難治喘息」これからの展望―小児喘息治療の方向性と今後の課題ー. 第 34 回日本
小児難治喘息アレルギー疾患学会 2017.7（滋賀）
31. 本村知華子：
イブニングセミナー1「チャート式アレルギー病診連携：一般小児科医と専門医の正しい連携とは？」
「喘
息」. 第 34 回日本小児難治喘息アレルギー疾患学会 2017.7（滋賀）
32. 本村知華子、岡本友樹、植松浩司、二宮崇仁、川野聖明、岡部公樹、岩田実穂子、小野倫太郎、
田場直彦、小田嶋博：
肉 （牛肉, 豚肉, 鶏肉） 経口負荷試験の検討. 第 66 回日本アレルギー学会学術大会

2017.6（東京）

33. 本村知華子、岡本友樹、植松浩司、二宮崇仁、赤峰裕子、若槻雅敏、小野倫太郎、岩田実穂子、
田場直彦、小田嶋博：
小児アトピー性皮膚炎教育入院を複数回行った症例の特徴. 第 54 回日本小児アレルギー学会

2017.11

（宇都宮）
34. 本村知華子、植松浩司、岡本友樹、川野聖明、若槻雅敏、岩田実穂子、二宮崇仁、赤峰裕子、
小野倫太郎、田場直彦、本荘

哲、小田嶋博：

救急車での時間外入院を繰り返しオマリズマブ投与し改善した喘息小児例. 第 50 回日本小児呼吸器疾患
学会 2017.11（東京）
35. 本村知華子、小野倫太郎、岩田実穂子、田場直彦、岡部公樹、若槻雅敏、小田嶋博、井手康二、
下田照文：
尿中ロイコトリエン E4（LTE4）上昇を認めた運動誘発アナフィラキシー（EIAn）の一例. 第 120 回日本
小児科学会学術集会 2017.4（東京）
36. 吉田之範、 長谷川美紀、 亀田 誠、本村知華子、 岡本友樹、高増哲也、田阪祐子、古賀健史、
小川俊一、植田

穣、福田啓伸、吉原重美、村端真由美、磯崎

淳、 岡本

薫：

喘息キャンプ参加がステロイド吸入を行っている喘息児と保護者のセルフエフェカシーに与える効果に
ついての多施設共同研究. 第 34 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 2017.6（滋賀）
37. 植松浩司、本村知華子、二宮崇仁、川野聖明、池田政徳、伊藤浩明、大矢幸弘、緒方美佳、佐藤一樹、
手塚純一郎、長尾みづほ、増本夏子、松崎寛司、柳田紀之、小田嶋博：
小児食物アレルギーQOL に関する質問紙開発. 第 66 回日本アレルギー学会学術大会 2017.6（東京）
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38. 植松浩司、本村知華子、二宮崇仁、川野聖明、池田政徳、伊藤浩明、大矢幸弘、緒方美佳、佐藤一樹、
手塚純一郎、長尾みづほ、増本夏子、松崎寛司、柳田紀之、小田嶋博：
小児食物アレルギーQOL に関する質問紙開発、質問項目の収集段階における調査対象者の背景. 第 54
回日本小児アレルギー学会 2017.11（宇都宮）
39. 植松浩司、本村知華子、二宮崇仁、川野聖明、池田政徳、伊藤浩明、大矢幸弘、緒方美佳、佐藤一樹、
手塚純一郎、長尾みづほ、増本夏子、松崎寛司、柳田紀之、小田嶋博：
小児食物アレルギーQOL に関する質問紙開発、一次質問紙作成段階で見えてくるもの. 第 45 回西日本小
児アレルギー研究会 2017.8（福岡）
40. 若槻雅敏、本村知華子、小田嶋博：
胃食道逆流 （GER)を合併した難治性喘息の乳児の 2 例. 第 66 回日本アレルギー学会学術大会

2017.6

（東京）
41. 若槻雅敏、岡部公樹、植松浩司、川野聖明、岡本友樹、二宮崇仁、小野倫太郎、赤峰裕子、
岩田実穂子、田場直彦、本村知華子、本荘

哲、小田嶋博：

当院における小児の睡眠時無呼吸検査の現状について. 第 50 回日本小児呼吸器疾患学会 2017.11（東京）
42. 若槻雅敏、岡部公樹、植松浩司、川野聖明、岡本友樹、二宮崇仁、小野倫太郎、赤峰裕子、
岩田実穂子、田場直彦、村上洋子、本村知華子、本荘

哲、小田嶋博：

食物アレルギー疑いの一例. 第 54 回日本小児アレルギー学会 2017.11.18-19（東京）
43. 岡部公樹、本村知華子、植松浩司、川野聖明、若槻雅敏、二宮崇仁、出口秀治、岡本友樹、小野倫太郎、
岩田実穂子、田場直彦、本荘

哲、小田嶋博：

救急隊員を対象とした食物アレルギー講義の有用性. 第 66 回日本アレルギー学会学術大会 2017.6.16-18
（東京）
44. 岡本友樹、本村知華子、岡部公樹、植松浩司、川野聖明、若槻雅敏、二宮崇仁、小野倫太郎、
岩田実穂子、田場直彦、本荘

哲、小田嶋博：

重症喘息児に対するオマリズマブ治療の有効性と関連する臨床因子の検討. 第 66 回日本アレルギー学会
学術大会 2017.6.16-18（東京）
45. 岡本友樹、本村知華子、植松浩司、岡部公樹、川野聖明、若槻雅敏、植松浩司、二宮崇仁、赤峰裕子、
小野倫太郎、岩田実穂子、田場直彦、本荘

哲、小田嶋 博：

アレルギーキャンプ参加児童におけるアドヒアランス評価質問票（PAAQ）の有用性の検討. 第 496 回日
本小児科学会福岡地方会例会 2017.10.21（福岡）
46. 小野倫太郎、岡部公樹、岡本友樹、川野聖明、植松浩司、若槻雅敏、二宮崇仁、岩田実穂子、田場直彦、
本荘 哲、本村知華子、小田嶋博：
気管支喘息は食物負荷試験において呼吸器症状のリスクを増加させる要因となるかの検討. 第 66 回日本
アレルギー学会学術大会 2017.6.16-18（東京）
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47. 岩田実穂子、小田嶋博、本村知華子、本荘

哲：

イクラの食物アレルギーと診断された患者に関する検討. 第 54 回日本小児アレルギー学会 2017.11.8-19
（東京）
48. 岩田実穂子、小田嶋博、本村知華子、本荘

哲：

高流量経鼻酸素療法よりも、β 刺激剤持続吸入が有効であった肺炎の 2 症例. 第 50 回小児呼吸器学会
2017.11.10-11（東京）
49. 川野聖明、岡部公樹、植松浩司、若槻雅敏、岡本友樹、二宮崇仁、赤峰裕子、小野倫太郎、岩田実穂子、
田場直彦、本村知華子、本荘

哲、小田嶋博：

福岡病院サマーキャンプに参加した食物アレルギー児の QOL 調査. 第 54 回日本小児アレルギー学会
2017.11.18-19（東京）
50. 二宮崇仁、岡部公樹、植松浩司、川野聖明、若槻雅敏、岡本友樹、赤峰裕子、小野倫太郎、岩田実穂子、
田場直彦、本荘

哲、本村知華子、小田嶋博：

アデノウイルス感染症を契機に肺炎像、KL-6 上昇が遷延している症例. 第 50 回小児呼吸器学会
2017.11.10-11（東京）
51. 上田 仁、北原大和：
胸腔内穿破し血胸を生じた胸壁軟骨肉腫の一例. 第 34 回日本呼吸器外科学会 2017.5.18-19（福岡）
52. 上田 仁、北原大和、原武直紀：
喀血を主訴として手術を行った低肺機能肺癌の一例. 第 58 回日本肺癌学会総会 2017.10.14-15（横浜）
53. 北原大和、上田

仁：

慢性進行性血腫との鑑別を要した胸壁デスモイド腫瘍の外科切除の一例. 第 34 回日本呼吸器外科学会
2017.5.18-19（福岡）
54. 西江温子、杉山晃子、岡本友樹：
小児に生じた、反応性穿孔性膠原線維症の 1 例. 第 68 回 日本皮膚科学会中部支部学術大会 2017.10（京
都）
55. 杉山晃子、岸川禮子、岡部貴裕、千貫祐子、森田栄伸、下田照文、西江温子、岩永知秋、古江増隆：
HWP-WDEIA 患者の治療と効果判定－小麦運動負荷検査の意義－. 第 66 回日本アレルギー学会学術大会
2017.6.17-18（東京）
56. 杉山晃子、岸川禮子、河野徳子、岡部公樹、松本吉洋、本荘

哲、岩永知秋、古江増隆：

局所麻酔薬アレルギー検査の検討. 第 47 回日本アレルギー・接触皮膚炎学会学術大会 2017.12.8-10（鹿
児島）
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57. 押川千恵 、岸川禮子 、宗

信夫、下田照文 、岩永知秋：

九州における 30 年間のスギ、ヒノキ科花粉捕集数の変遷. 第 66 回日本アレルギー学会学術大会
2017.6.17-18（東京）
58. 金子恵美：
地域の患者教育のために PAE ができること、地域で求められて PAE の役割. 第 34 回日本小児難治喘
息・アレルギー疾患学会 2017.7.22（滋賀）
59. 金子恵美：
いま改めて問い直す

これからのアレルギーエデュケーターに期待されること看護師からの現状評価.

第 34 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（滋賀）
60. 金子恵美：
小学校職員に対するアナフィラキシー対応の教育プログラムの検討 ～行動を考えるシミュレーション
教育～. 第 6 回日本小児診療多職種研修会 2018.3.11（沖縄）
61. 池田奈央、松崎寛司、赤峰裕子、小野倫太郎、岩田実穂子、田場直彦、本荘

哲、本村知華子、

小田嶋博：
アドレナリン自己注射器の適切な取扱いに影響する因子の検討. 第 66 回日本アレルギー学会学術大会
2017.6.16-18（東京)
62. 池田奈央、松崎寛司、金子恵美、川畑ひとみ、末藤明穂、佐々野涼子、大津美砂、二宮崇仁、
小野倫太郎、岩田実穂子、田場直彦、本荘

哲、本村知華子、小田嶋博：

エピペンの不適切な取扱い事例に基づいた患者教育用リーフレット作成の取り組み. 第 34 回日本小児難
治喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（滋賀）
63. 新田智大、小宮有加、本村知華子、若槻雅敏、岡本友樹、川野聖明、出口秀治、岡部公樹、小田嶋博：
アレルギーキャンプに参加した食物アレルギー児に対して行ったエピペンの集団教育の効果. 第 34 回日
本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（滋賀）
64. 林真紀子、有吉有衣子、二宮崇仁、田場直彦、本村知華子、小田嶋博：
水泳教室における喘息患者・家族へのアンケートのまとめ. 第 34 回日本小児難治喘息アレルギー疾患学
会 2017.7.22-23（滋賀）
65. 松井千愛：
自宅での管理が困難であり難治化した重症アトピー性皮膚炎の患児と母親への介入～治療効果を高めた
親子トレーニングの経験～. 第 34 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（滋賀）
66. 松田有加：
小学校における吸入ステロイド使用者への吸入指導
喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（滋賀）
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吸入指導前後の NO の変化. 第 34 回日本小児難治

67. 松田有加：
地域の患者教育のために、PAE が今、できること「PAE として、これから地域のためにできること」.
第 34 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（滋賀）
68. 泉

真琴：

家族の思いに沿った整容と皮膚トラブル予防に向けた関わり. 第 40 回九州地区重症心身障害研究会
2018.3.10（沖縄）
69. 斎藤武司：
異食のある患児の衣類・寝具破損行為の軽減に向けた取り組み. 第 40 回九州地区重症心身障害研究会
2018.3.10（沖縄）
70. 向井理香：
自閉症患者との関わり

～多職種との連携でその人らしさを考える～. 第 40 回九州地区重症心身障害研

究会 2018.3.10（沖縄）
71. 宮原綾子：
6 年間の非経口摂取期間を経て、喉頭気管分離術後に経口摂取再開となった患者の看護. 第 40 回九州地
区重症心身障害研究会 2018.3.10（沖縄）
72. 大角めぐみ：
重症心身障害児（者）病棟におけるスタッフの倫理向上を目指して～倫理カンファレンスを活用して～
中間報告. 第 40 回九州地区重症心身障害研究会 2018.3.10（沖縄）
73. 久保山絵理：
重症心身障害児（者）病棟における経管栄養物品取り扱い手順の統一に向けた取り組み. 第 40 回九州地
区重症心身障害研究会 2018.3.10（沖縄）
74. 安武千賀子：
多機能型通所「ひまわり」における行事活動の検討（第 2 報）第 40 回九州地区重症心身障害研究会
2018.3.10（沖縄）
75. 中原佐代子：
成年後見制度利用への取り組み～金銭管理委託事業における転換期～（第 2 報） 第 40 回九州地区重症
心身障害研究会 2018.3.10（沖縄）
76. 下川満美：
独居高齢者に対する日常支援の在り方について～症例検討から～. 第 5 回日本呼吸器ケア・リハビリテ
ーション学会

九州・沖縄支部 学術集会 2018.2.25（福岡）
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77. 平嶋奨悟：
重症心身障害児（者）の仮歯の管理について～仮歯誤飲事例を通して～. 日本医療マネジメント学会第
17 回福岡支部学術集会 2018.3.10（福岡）
78. 栗秋亜実、川野聖明、西原侑希、本村知華子、若槻雅敏、岡本友樹、岡部公樹、小宮有加、中尾友美、
上野奈津美、大重佑士、鹿毛恵理、森安祐名、中尾育未、小田嶋博：
国立病院機構福岡病院 サマーキャンプ活動報告. 第 34 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会
2017.7.22-23（滋賀）
79. 角田芳美、本村知華子、金子恵美、岡部公樹、外垣亮太、柴田彩、小嶺優樹、若槻雅敏、岡本友樹、
出口秀治、川野聖明：
アレルギーキャンプに参加した食物アレルギーを持つ小学生と親への料理経験アンケート調査. 第 34 回
日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 2017.7.22-23（滋賀）
80. 山本貴博、松井智美、麻生博史：
高度の低栄養呼吸器疾患患者の栄養管理～COPD の栄養療法について検討～. 日本健康栄養システム学
会第 15 回九州地方会 2017.11.23（大分）
81. 山本貴博、松井智美、藤田麻奈美、西村玲泉、加藤勝則、立山節子、麻生博史、安武健一郎：
呼吸器疾患患者に対する当院オリジナル 高栄養主食の認容性・有用性の検討 クロスオーバー比較試験.
第 21 回日本病態栄養学会年次学術集会 2018.1.13（京都）
82. 藤田麻奈美、松井智美、山本貴博、小田嶋博、本村知華子、赤峰裕子：
食物アレルギー教室の役割と今後の課題～保護者へのアンケート結果分析から～. 第 21 回日本病態栄養
学会 2018.1.14（京都）
83. 西村玲泉、山本 貴博、松井 智美、藤田 麻奈美、野上 裕子、小川 夏海、片桐 義範：
COPD 患者の入院時栄養状態に影響を与える因子の検討. 第 14 回国立病院栄養研究学会 2018.2.10（福岡）
84. 毛利大輝：
福岡市におけるスギ花粉およびダニ抗体と抗原量との関係. 第 71 回国立病院総合医学会 2017.11.11（香
川）
85. 辻

啓介：

重症心身障がい児（者）に対する骨密度測定実施率向上への取り組み. 日本医療マネージメント学会第
16 回九州・山口連合大会 2017.12.1-2（大分）
86. 辻

啓介：

臨床指標を用いた PDCA サイクルに基づく医療の質の改善プロジェクト」への放射線科としての取り組
み. 日本医療マネージメント学会第 17 回福岡支部学術集会 2018.2.24（福岡）
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87. 足立仁志：
サルコペニアとフレイル－合併による影響とリハビリテーションの要点－第 5 回日本呼吸ケア・リハビ
リテーション学会九州・沖縄地方会

学術集会

2018.2.25（福岡）

88. 古賀英史：
呼吸器疾患患者の運動耐容能代替指標としての CS30 と 4MGS の比較. 第 71 回国立病院総合医学会
2017.10.10-11（高松）
89. 寺田由紀：
重症児に対する鏡を使用した作業療法アプローチ. 第 71 回国立病院総合医学会 2017.10.10-11（高松）
90. 伊藤千裕、高木奈央、小林快至、坂本やよい、大坪輝行、楠原哲也、湊本康則：
ゲフィチニブにて副作用が発現した患者に対してアファチニブで回避出来た一症例. 第 71 回国立病院総
合医学会 2017.10.10-11（高松）
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