
- 1 - 

 

研究会発表                               

 

1. 本村知華子、岡本友樹、川野聖明、二宮崇仁、赤峰裕子、岡部公樹、若槻雅敏、小野倫太郎、 

岩田実穂子、田場直彦、小田嶋博： 

アレルギー疾患の花粉感作と口腔アレルギー症候群. 第 18 回食物アレルギー研究会 2018.2（横浜） 

 

2. 本村知華子： 

小児アトピー性皮膚炎の慢性掻破への対応に関する事前アンケート結果の報告. 第 3 回小児アトピー性

皮膚炎コンセンサスフォーラム 2018.3（東京） 

 

3. 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： 

うずらの卵アレルギーの一例. 第 45 回西日本小児アレルギー研究会 2017.8（福岡） 

 

4. 岡部公樹、木村翔一、河野徳子、今岡通厳、岸川禮子： 

アスピリン喘息～当院における AERD の実態～. 福岡アレルギー研究会 2017.10.13（福岡） 

 

5. 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（横浜） 

 

6. 長 峻太郎： 

当院における NPPV モニタリングの現状と、iVAPS モードの検討. 第 6 回福岡呼吸ケア・NPPV 研究会

2017.9.30（福岡） 

 

 

学術講演 

1. 岩永知秋： 

COPD の最近のトピックス. 第 11 回長崎県央呼吸ケア研究会 2017. 9.14 （諫早）     

       

2. 岩永知秋： 

気管支喘息診療の捉え方・考え方. 九州大学心療内科開講記念会講演 2017.11.18（福岡） 

     

3. 岩永知秋： 

結核の早期発見. 南保健所結核研修会講演 2018. 2. 1（福岡）  

   

4. 岩永知秋： 

重症 COPD とその対策. 筑後呼吸ケア講演会 2018. 3. 7（久留米） 

 



- 2 - 

 

5. 小田嶋博： 

アレルギー疾患の特徴と付き合い方：喘息. 第 24 回アレルギー週間記念講演会 2018.2.18（福岡） 

 

6. 小田嶋博： 

小児気管支喘息における最近の話題. 第 16 回指宿カンファレンス 2018.2.17（鹿児島） 

 

7. 小田嶋博： 

PM2.5 や黄砂が気管支喘息に及ぼす影響について. 第 24 回福岡南地区小児科カンファレンス 2017.10.3

（福岡） 

 

8. 吉田 誠： 

長引く咳の原因は？第 14 回福岡病院市民公開講座 2017.11.25（福岡） 

 

9. 野上裕子： 

呼吸不全を起こす主要な疾患の評価と治療について. 平成 28 年度理学･作業療法士等特定技能派遣研修

会(V) 2018.2 

 

10. 岸川禮子： 

成人になって発症する食物アレルギー. 中央区内科医会学術講演会 2017.7.10（福岡） 

 

11. 岸川禮子： 

「花粉症とかしこくつきあうために」黄砂・PM2.5 と花粉症の関係は? 市民公開講座、日本花粉学会第

58 回大会 2017.9.16（浜松） 

 

12. 岸川禮子： 

喘息、COPD、ACO の吸入療法. 福岡市西部地区医師会講演会 2017.11.7（福岡） 

 

13. 岸川禮子： 

黄砂・PM2.5 のアレルギー鼻炎に対する影響. 第 55 回久留米耳鼻科会講演会 2017.11.9（久留米） 

 

14. 岸川禮子： 

黄砂・PM2.5 のアレルギー鼻炎に対する影響. 延岡医学会学術講演会 2018.1.26（延岡） 

 

15. 岸川禮子： 

成人の食物アレルギー. 南区呼吸器勉強会 2018.3（福岡） 

 

16. 小田嶋博： 

アレルギー疾患のある高校生への対応について. 平成 28年度福岡県高等学校養護教諭研究会福岡支部第

3 回研修会 2017.2.22（福岡） 
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17. 小田嶋博： 

平成 29 年度新入生アレルギー健康相談について. 福岡講倫館高等学校 2017.4.11（福岡） 

 

18. 小田嶋博： 

アナフィラキシーショック対応のためのエピペン講習会及び健康相談. 福岡県立修猷館高等学校

2017.5.2（福岡） 

 

19. 小田嶋博： 

食物アレルギーの基礎知識ならびに緊急対応（エピペン）について. 福岡市立福岡西陵高等学校 2017.8.22

（福岡） 

 

20. 小田嶋博： 

アレルギーに関する健康相談について. 福岡県立修猷館高等学校 2017.10.16（福岡） 

 

21. 本村知華子： 

学校におけるエピペンの使用方法及び注意点について. 高木小学校校内エピペン研修会 2017.4.5（福岡） 

 

22. 本村知華子： 

食物依存性運動誘発アナフィラキシーについて. 平成 28 年度栄養管理実習技能研修会（Ⅱ）2017.10.2（福

岡） 

 

23. 本村知華子： 

アレルギー疾患を持つこどもの学校での対応について. 糸島市小中学校養護教諭研究会 2017.11.22（福

岡） 

 

24. 本村知華子： 

喘息の技術 スパイロ、PEF、セルフモニタリング. 平成 29 年度小児アレルギーエデュケーター認定講

習会 2017.12.2（大阪） 

 

25. 本村知華子： 

医療者のサブスペシャリティーを考える～小児アレルギーエデュケータ―とその将来. 薬剤師の未来を

考える会 2017.12.9（福岡） 

 

26. 西江温子： 

～乾燥肌の痒みに困っていませんか～ 薬の塗り方、スキンケアのコツ. 第 14 回福岡病院市民公開講座

2017.11（福岡） 

 

27. 西江温子： 

小児一般診療でよく診る皮膚疾患の鑑別. 第 396 回福岡東部地区小児科医会 2018.3（福岡） 
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28. 押川千恵： 

九州のスギ、ヒノキ科花粉飛散と花粉症患者の変遷. 第 23 回福岡南呼吸器検討会特別講演会 2017.4.5（福

岡） 

 

29. 押川千恵： 

アレルギー性鼻炎と舌下免疫療法. 第 89 回福岡南呼吸器検討会 2017.11.1（福岡） 

 

30. 押川千恵： 

アレルギー性鼻炎と舌下免疫療法. 第 37 回筑紫呼吸器検討会 2017.11.29（福岡） 

 

31. 押川千恵： 

九州における 30 年間のスギ花粉飛散とスギ花粉症患者の変遷. Allergy symposium in Fukuoka 2018.1.13

（福岡） 

 

32. 山本貴博： 

栄養ケアプロセス 栄養管理まるわかりシリーズ①最適な栄養ケアのための基本と実際. 平成 29 年度福岡

県栄養士会生涯教育基本研修 2017.8.27（福岡） 

 

33. 松井智美： 

ここが違う！大人と子供の食物アレルギー～アレルギーの食事療法. 第 14 回市民公開講座/第 13 回アレル

ギー・喘息教室 2017.11.25（福岡） 

 

34. 金子恵美： 

食物負荷試験での看護～小児アレルギー疾患専門病院の取り組み～. 474 回福岡地区小児科医会（丹々

会）学術講演会 2018.3.30（福岡） 

 

    


