研究会発表
1.

𠮷田

誠：

重症喘息における Precision Medicine、福岡病院における Benralizumab の使用経験

福岡気管支喘息

講演会 2018.4.4

2.

𠮷田

誠：

呼吸器内科の取り組み

3.

第 1 回福岡病院 病診連携の会 2018.7.25（福岡）

小田嶋博：
就学期の喘息患者の予後悪化因子対策モデルの構築

第 11 期環境保健調査研究成果発表会 2019.3.15

（東京）

4.

小田嶋博：
ぜん息・CODP 患者の患者教育及びアドヒアランスの向上に関する調査研究，就学期の喘息患者の予
後悪化因子対策モデルの構築に関する研究

第 11 期環境保健調査研究成果発表会平成 30 年度

総括

票・発表要旨集 2019.3.15（東京）

5.

中野

博：

気管音ソノグラム画像解析による睡眠/覚醒判定および無呼吸・低呼吸検出 第 43 回肺音(呼吸音)研究
会 2018.11.11（東京）

6.

中野

博、古川智一、谷川

武：

気管音スペクトログラム画像解析による睡眠／覚醒判定および無呼吸・低呼吸検出－畳込みニューラ
ルネットワークを用いて― 第 56 回睡眠呼吸障害研究会 2019.2.16（東京）

7.

野上裕子：
喘息予防管理ガイドライン 2018 について 筑紫呼吸器検討会 2018.10.3（福岡）

8.

平井文彦：
肺がん診療ガイドライン 2018

9.

門脇雅子、吉村元樹、吉澤

筑紫呼吸器検討会 2019.2.6（福岡）

滋：

呼吸困難感、胸痛、発熱を主訴に受診した気管支喘息患者の一例

第 91 回福岡南呼吸器検討会

2018.6.6（福岡）
10. 門脇雅子：
重症心身障害児者病棟における感染制御

平成 30 年度重症心身障害児者医療に関する研修

2018.12.7（福岡）
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11. 門脇雅子：
呼吸器感染症の診断と医療

第 87 回医薬研究『ふくおか』2018.3.8（福岡）

12. 古川智一：
睡眠時無呼吸症候群について

第 93 回福岡南呼吸器検討会

2018.11.7（福岡）

13. 平本哲哉：
ストレスと慢性咳嗽

第 94 回福岡南呼吸器検討会

2019.3.6（福岡）

14. 二宮崇仁：
症例検討会

アナフィラキシーを疑い救急搬送を繰り返した 3 歳女児 第 25 回福岡南地区小児科カ

ンファレンス 2018.4（福岡）
15. 岡部公樹：
アスピリン喘息～当院における AERD の実態～

第 26 回福岡南地区小児科カンファレンス特別講演

2018.10.16（福岡）
16. 川野聖明：
症例検討会

アトピー性皮膚炎に合併したブドウ球菌性熱傷様皮ふ症候群（SSSS）の 1 例 第 25 回

福岡南地区小児科カンファレンス 2018.4（福岡）
17. 杉山晃子：
特別講演

アトピー性皮膚炎とアレルギーマーチ

第 25 回福岡南地区小児科カンファレンス 2018.4

（福岡）
18. 沖 剛：
嘔吐、腹痛を主訴に受診した 9 歳の女児

第 408 回福岡地区小児科勤務医会カンファレンス 2018.6（福

岡）
19. 若槻雅敏：
小児の睡眠時無呼吸

第 92 回福岡南呼吸器検討会 2018.8.1（福岡）

20. 若槻雅敏、二宮崇仁、岡部公樹、川野聖明、岡本友樹、赤峰裕子、沖
田場直彦、本荘

剛、下村

豪、岩田実穂子、

哲、本村知華子、小田嶋博：

ピーナツ負荷試験陰性後の自宅での摂取時にアナフィラキシー症状を認めた 2 例

第 46 回西日本ア

レルギー研究会 2018.8（福岡）
21. 二宮崇仁、岡部公樹、川野聖明、若槻雅敏、岡本友樹, 赤峰裕子、沖
田場直彦、本荘

剛, 下村

豪、岩田実穂子、

哲、本村知華子, 小田嶋博：

食物経口負荷試験後の適切な指導法についての検討
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第 46 回西日本アレルギー研究会 2018.8（福岡）

22. 下村

豪：

咳嗽が持続する 8 歳女児例

第 32 回福岡小児感染症研究会 2018.8（福岡）

23. 沖 剛：
症例検討会

経鼻ハイフローセラピーを行ったマイコプラズマ肺炎の一例

第 26 回福岡南地区小児

科カンファレンス 2018.10（福岡）
24. 岩田実穂子：
大豆の乳児食物蛋白胃腸症の症例

第 26 回福岡南地区小児科カンファレンス 2018.10（福岡）

25. 岡部公樹：
特別講演

アスピリン喘息について

第 26 回福岡南地区小児科カンファレンス 2018.10（福岡）

26. 押川千恵：
当院における小児への舌下免疫療法の治療経験

小児アレルゲン免疫療法講演会 IN 福岡 2018.11（福

岡）
27. 岩田実穂子：
アナフィラキシーの初期対応―アドレナリンはいつ使用すべきかー

第 1 回福岡地区小児科症例検討

会 2019.1（福岡）
28. 岡部公樹：
お好み焼き摂取後にアナフィラキシーを起こした 1 例

四病院の会 2018.8.22（福岡）

29. 二宮崇仁：
小児気管支喘息における呼気中 NO 測定

第 90 回福岡小児呼吸器研究会 2019.2.6（福岡）

30. 杉山晃子：
アトピー性皮膚炎とアレルギーマーチ

第 25 回福岡南地区小児科カンファレンス 2017.4.10（福岡）

31. 杉山晃子：
アルブミン低下を来した重症アトピー性皮膚炎の一例

第 2 回北部九州若手医師炎症性皮膚疾患研究

会 2019.2.24（福岡）
32. 陶山美津子：
身体拘束適正化への取り組み評価～導入経過とスタッフの意識変化～
害研究会 2019.3.9（福岡）
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第 41 回九州地区重症心身障

33. 木場彰子：
重症心身障害児（者）病棟に勤務する新人看護師が重症心身障害児（者）とのコミュニケーショ時に
抱く思い

第 41 回九州地区重症心身障害研究会 2019.3.9（福岡）

34. 大角めぐみ：
重症心身障害児（者）病棟における看護師・療養介助職の倫理観の向上を目指して～倫理カンファレ
ンスを活用して～第 2 報

第 41 回九州地区重症心身障害研究会 2019.3.9（福岡）

35. 西村晋作：
療養介助職の爪切りの手技の確認と今後の対策

第 41 回九州地区重症心身障害研究会 2019.3.9（福

岡）
36. 小林美華子：
重症心身障害児（者）病棟において療養介助職が実施する口腔ケアについて

第 41 回九州地区重症

心身障害研究会 2019.3.9（福岡）
37. 深野雅文：
重症心身障害者病棟における看護師・療養介助専門員の連携と療養介助専門員業務の方向性について
第 41 回九州地区重症心身障害研究会 2019.3.9（福岡）
38. 長谷高志：
気分転換につながる日常生活援助による関わりの充実を目指して

第 41 回九州地区重症心身障害研

究会 2019.3.9（福岡）
39. 下川満美：
医療チームとして呼吸療法に関与するには？

福岡呼吸ケア研究会 2018.12.2（福岡）

40. 下川満美：
慢性呼吸器疾患患者の在宅支援～外来での日常生活指導からの考察～福岡呼吸療法・NPPV 研究会
2018.9.22（福岡）
41. 服部雄城：
検査データと尿沈渣

福岡地区

臨床一般検査分野勉強会 2018.11.28

42. 西元大悟：
日中の関わりを通してミトン抑制除去に向けての取り組み
意識統一へのアプローチ～

～看護師・介療養助職への抑制に対する

第 41 回九州地区重症心身障害研究会 2019.3.9（福岡）
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学術講演
1.

岩永知秋：
福岡呼吸器アーベント講演

2.

岩永知秋：
福岡県健康増進課

3.

気管支喘息―診療の進歩と課題 2018. 7.10（福岡市）

禁煙指導員養成研修講演 2018. 8.19（福岡市）

岩永知秋：
第 21 回佐賀呼吸ケア研究会講演 2018. 9.29（佐賀市）

4.

岩永知秋：
大牟田喘息勉強会

5.

ここまで進んだ気管支喘息診療 2018.11.15（大牟田市）

岩永知秋：
Respiratory Forum in Fukuoka 講演「COPD 考」2019. 2.21（福岡市）

6.

𠮷田

誠：

喘息・COPD における咳

7.

𠮷田

Scientific Exchange Meeting 2018.6.14

誠：

福岡病院における Benralizumab の使用経験

8.

𠮷田

筑紫野気管支喘息カンファレンス 2018.6.27

誠：

気管支喘息の長期管理－ガイドラインに基づく標準治療と最新の治療戦略－

第 1 回福岡南地区呼

吸器疾患ネットワーク 2018.8.27

9.

𠮷田

誠：

福岡病院における重症気管支喘息の実態と Benralizumab の使用経験

第 2 回 Asthma Symposium

2018.8.31
10. 𠮷田

誠：

福岡病院における Benralizumab の使用経験
11. 𠮷田

明日からの喘息治療を考える会 2018.9.28

誠：

福岡病院における重症気管支喘息の実態と Benralizumab による治療戦略 Meet the Specialist Forum in
Fukuoka 2018.10.1
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12. 𠮷田

誠：

気管支喘息の長期管理－ガイドラインに基づく標準治療と最新の治療戦略－第 58 回きらく会
2018.11.6
13. 𠮷田

誠：

気管支喘息の長期管理－ガイドラインに基づく標準治療と最新の治療戦略－第 7 回 直方呼吸器セミ
ナー2018.11.16
14. 𠮷田

誠：

福岡病院における重症喘息の実態と生物学的製剤による治療戦略 Scientific Exchange Meeting in
Kagoshima2018.12.1
15. 𠮷田

誠：

福岡病院における重症喘息の実態と Benralizumab による治療戦略アレルギー治療を考える会
2019.1.29
16. 𠮷田

誠：

福岡病院における重症喘息の実態と生物学的製剤による治療戦略

長崎県重症喘息治療を考える会

2019.3.7
17. 𠮷田

誠：

福岡病院における重症喘息の実態と生物学的製剤による治療戦略

慢性呼吸器疾患を考える会 in 大

分 2019.3.26（大分）
18. 小田嶋博：
小児気管支喘息治療上の注意点～検査値との関連を含めて～

第 7 回奈良喘息・アレルギー研究会

2018.9.29（奈良）
19. 小田嶋博：
（教育講演）小児喘息

第 1 回日本アレルギー学会九州・沖縄支部地方会 2019.2.16（福岡）

20. 小田嶋博：
アレルギーの子どもを扱う上での注意点

平成 30 年度（第 1 回）留守家庭子ども会主任支援員研修

会 2018.5.13（電気ビル共創館 4F みらいホール）
21. 小田嶋

博：

アレルギーのある児童の注意点と実際の対応

留守家庭子ども会主任支援員研修会 2018.12.2（福岡市

中央市民センター）

-6-

22. 小田嶋博：
エピペンの使用法に関する指導

2018.5.22（福岡市玉川小学校）

23. 小田嶋博：
アレルギー疾患の管理

平成 30 年度福岡県新規採用養護教諭研修 2018.7.4（アクシオン福岡）

24. 小田嶋博：
エピペン研修 2

018.7.10（福岡市東花畑小学校）

25. 小田嶋博：
エピペン講習会

2018.7.24（春日市立春日西小学校）

26. 小田嶋博：
エピペン教室

2018.8.27（春日市立春日野小学校）

27. 小田嶋博：
小児アレルギー疾患治療の歴史と進歩および今後の課題 第 17 回指宿カンファレンス 2019.2.23（鹿児
島）
28. 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 理学・作業療法士特定技能派遣研修会（Ⅴ）2019.2
29. 中野

博：

いびきと睡眠時無呼吸

第 18 回福岡県臨床衛生検査技師会医学検査デー市民講演会 2018.4.14（福岡）

30. 大塚淳司：
肺結核

平成 30 年度 感染症対策研修会 2018.9.25（太宰府市）

31. 本村知華子：
施設におけるエピペンの使用法と注意点～施設でエピペンを活用するために

放課後等デイサービ

ス暖母研修会 2018.8.1（福岡）
32. 本村知華子：
学校におけるエピペンの使用法と注意点～校内でエピペンを活用するために
2018.8.3（福岡）
33. 本村知華子：
第 13 回校内研修会～エピペン講習会

東風小学校研修会 2018.8.29（福岡）
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志免南小学校研修会

34. 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 30 年度栄養管理実習技能研修会（Ⅱ）2018.10.12

（福岡）
35. 本村知華子：
鼻炎と小児アレルギー性疾患～最近の話題～

第 6 回小倉・京築耳鼻咽喉科病診連携の会 2019.1.30

（小倉）
36. 押川千恵：
～自分で体質改善～スギ花粉症、アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法

第 15 回福岡病院市民公開講座・

第 14 回アレルギー喘息教室 2018.11.23（福岡）
37. 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

第 244 回佐世保耳鼻科会学術講演会

2019.1.17（佐世保市）
38. 西江温子：
市民公開講座

子どものぜん息・アレルギー ここがポイント！アレルギー疾患のコントロール

トピー性皮膚炎とは/治療・スキンケアのコツ

ア

第 35 回日本小児臨床アレルギー学会 2018.7.28-29

（福岡）
39. 松本吉洋：
呼吸器疾患患者の口腔と嚥下

福岡病院交流研修会 2018.9.27（福岡）

40. 松本吉洋：
呼吸器疾患患者さんの口腔と嚥下について

いきいきセミナー2018.10.12（福岡）

41. 松本吉洋：
重症心身障害児（者）の口腔機能の特徴と効果的な口腔ケア

平成 30 年度重症心身障害児（者）看

護エキスパートナース研修 2018.10.16（福岡）
42. 松本吉洋：
重症心身障害児（者）の摂食嚥下のアプローチ

平成 30 年度重症心身障害児（者）看護エキスパー

トナース研修 2018.10.16（福岡）
43. 松本吉洋：
食習慣、歯みがき、むし歯・・・お口に関するよくある疑問
アレルギーぜんそく教室 2018.11.23（福岡）
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第 15 回福岡病院市民公開講座第 14 回

44. 松本吉洋：
重症心身障害者の口腔について、高齢化する重症心身障害児者の摂食機能にどう向き合うか？

重症

心身障害者医療講習会 2018.12.6-12.7（福岡）
45. 法師山絢：
高齢者の摂食嚥下障害と誤嚥性肺炎の予防

福岡病院交流研修会 2018.7.31（福岡）

46. 法師山絢：
重症心身障害児者の摂食嚥下機能低下への対応

重症心身障害児医療研修会 2018.12.6（福岡）

47. 法師山絢：
誤嚥性肺炎と口腔ケア～口から始める肺炎予防～

いきいきセミナー2019.2.8（福岡）

48. 山本貴博：
食物アレルギーの基礎知識～アレルギーの除去と代替の基本～

福岡市留守家庭子ども会主任支援

員研修会 2018.5.13
49. 松井智美：
食物アレルギー児への対応と献立･調理～保護者連絡・アレルゲン対応の基礎・献立作成と調理への
展開～

北筑後保健福祉事務所

平成 30 年度特定給食施設研修会 2018.10.2

50. 松井智美：
栄養食事指導のロールプレイ～症例を用いた検討～食物アレルギーと医療安全管理 RCA 分析

平成

30 年度栄養管理実習技能研修会Ⅱ（NHO 九州グループ主催）2018.10.11-12
51. 山本貴博：
福岡病院における食物アレルギーの現状と対策

平成 30 年度栄養管理実習技能研修会Ⅱ（NHO 九州

グループ主催）2018.10.11-12
52. 西村玲泉：
食物アレルギー代替食品による調理の実際

平成 30 年度栄養管理実習技能研修会Ⅱ（NHO 九州グル

ープ主催）2018.10.11-12
53. 西村玲泉：
病院食におけるアレルギーチェックの実際

平成 30 年度栄養管理実習技能研修会Ⅱ（NHO 九州グル

ープ主催）2018.10.11-12
54. 藤田麻奈美：
多種食物除去の献立展開

平成 30 年度栄養管理実習技能研修会Ⅱ（NHO 九州グループ主催）

2018.10.11-12
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55. 藤田麻奈美：
食物アレルギーにおける食物除去と栄養食事指導

平成 30 年度栄養管理実習技能研修会Ⅱ（NHO

九州グループ主催）2018.10.11-12
56. 藤田麻奈美：
栄養食事指導～症例を用いた検討～

平成 30 年度栄養管理実習技能研修会Ⅱ（NHO 九州グループ主

催）2018.10.11-12
57. 松井智美：
重症心身障害児(者)の栄養管理の実際

平成 30 年度重症心身障害児（者）看護エキスパートナース研

修 2018.10.17
58. 山本貴博：
食物アレルギーの基礎知識及びサービス提供上の注意について

株式会社ニューオータニ九州食物

アレルギー研修 2018.11.13
59. 山本貴博：
アレルギーの除去食と代替食の基本

福岡市留守家庭子ども会支援員研修会 2018.12.2
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