
〔 講演・講義 〕 

 

1. コンピュータの基本操作（I） 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2008.04 

 

2. 講義・実習の進め方，情報学について，アンケート 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2008.04 

 

3. 第 16 回春のアトピー教室 

 藤原愉高 

第 16 回春のアトピー教室，岡山県早島町，2008.04 

 

4. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦 

日総研出版，名古屋，2008.04 

 

5. 成人喘息の発症・病態と LT 拮抗薬の役割 

 高橋清 

美作医会学塾講演会，美作，2008.04 

 

6. 高齢者喘息の治療 

 岡田千春 

Abbott Japan University for Primary Care Physicians，東京，2008.05 

 

7. 解剖生理学 III 血液・造血器 

 竹内誠 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 15 期生，岡山，2008.05 

 

8. 成人喘息の発症・病態と上下気道の連鎖-LT 拮抗薬の役割- 

 高橋清 

安佐学術講演会，広島，2008.05 

 

9. EXCEL によるグラフの作成，ミニレポート 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2008.05 

 

10. EXCEL の初歩 



 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2008.05 

 

11. コンピュータの基本操作（II），ミニレポート 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2008.05 

 

12. 気管支喘息・COPD 治療の最前線-長引く咳症状を含めて- 

 岡田千春 

新見医師会学術講演会，新見，2008.05 

 

13. 気管支喘息における病診連携の問題点 

 岡田千春 

第 2 回鳥取県中部吸入療法研究会講演会，倉吉，2008.05 

 

14. 岡山での結核感染症の取り組み 

 多田敦彦 

特定非営利活動法人 AMDA 国際保健セミナー in Okayama，岡山，2008.05 

 

15. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦 

日総研出版，広島，2008.05 

 

16. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦 

日総研出版，福岡，2008.05 

 

17. 小児看護学 小児看護学概論 

 遠部泰子 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 14 期生，岡山，2008.06 

 

18. 病理学 III 血液・造血器 

 竹内誠 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 14 期生，岡山，2008.06 

 

19. 解剖生理学 III 血液・造血器 

 竹内誠 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 15 期生，岡山，2008.06 

 

20. 情報処理入門 WWW ブラウザと HTML（I） 



 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.06 

 

21. 情報処理入門 WWW ブラウザと HTML（II），ミニレポート 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.06 

 

22. 情報処理入門 マクロ（EXCEL）による簡易プログラミング（I） 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.06 

 

23. 発達に障害がある小児の家族の看護 –重症心身障害児（者）の看護- 

 山田早苗 

吉備国際大学保健科学部看護学科，高梁，2008.06 

 

24. 気管支喘息・COPD 治療の最前線-長引く咳症状を含めて- 

 岡田千春 

光市医師会学術講演会，光，2008.06 

 

25. 非結核性抗酸菌症の臨床 

 多田敦彦 

第 15 回山口県呼吸器セミナー，山口，2008.06 

 

26. 管理栄養士の道のり 

 山本初美 

中国学園大学人間栄養学科，岡山，2008.06 

 

27. 病弱児教育研究 

 水内秀次 

島根大学教育学部，松江，2008.06 

 

28. やさしく学ぶ呼吸管理の基礎知識と呼吸不全のケア 

 斎藤智彦 

日総研出版，名古屋，2008.06 

 

29. グループ討議 助言者 

 岩井洋子 

平成 20 年度中国四国ブロック医療安全対策研修会 I（育成研修），2008.06 

 

30. 事例分析の方法 



 岩井洋子 

平成 20 年度中国四国ブロック医療安全対策研修会 I（育成研修），2008.06 

 

31. 最近の麻疹の流行について 

 春摘誠 

医師と学校の先生との勉強会，岡山県早島町，2008.06 

 

32. 気管支喘息・COPD 治療の最前線-長引く咳症状を含めて- 

 岡田千春 

柳井医師会学術講演会，柳井，2008.06 

 

33. 呼吸管理の基礎 

 斎藤智彦 

（社）岡山県看護協会平成 20 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2008.06 

 

34. 摂食、嚥下障害者のリハビリテーション 

 大石廣 

（社）岡山県看護協会平成 20 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2008.07 

 

35. コミュニケーション障害について 

 有吉希充恵 

（社）岡山県看護協会平成 20 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2008.07 

 

36. 難病患者の看護 

 林博子 

（社）岡山県看護協会平成 20 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2008.07 

 

37. 小児看護学 小児看護学概論 

 遠部泰子 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 14 期生，岡山，2008.07 

 

38. 病理学 III 血液・造血器 

 吉田親正 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 14 期生，岡山，2008.07 

 

39. 高齢者の口腔ケアについて 

 大石廣 

岡山県邑久在宅介護支援センター，瀬戸内，2008.07 

 

40. 情報処理入門 EXCEL のマクロ 



 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.07 

 

41. 情報処理入門 ネットワークの利用と岡山大学の現状 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.07 

 

42. 情報処理入門 ネットワークを利用した医学情報の検索 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.07 

 

43. 情報処理入門 マクロ（EXCEL）による簡易プログラミング（II） 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.07 

 

44. 情報処理入門 マクロ（EXCEL）による簡易プログラミング（III），ミニレポート 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.07 

 

45. 情報処理入門 総合演習 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.07 

 

46. 小児ぜん息-思春期に向けて- 

 浦上知子 

公開講座岡山アレルギーシンポジウム 2008 サマーセミナー，岡山県早島町，2008.07 

 

47. なぜアトピーは大変な病気になってしまったのか？ 

 藤原愉高 

公開講座岡山アレルギーシンポジウム 2008 サマーセミナー，岡山県早島町，2008.07 

 

48. 長びく“せき”とアレルギー 

 木村五郎 

公開講座岡山アレルギーシンポジウム 2008 サマーセミナー，岡山県早島町，2008.07 

 

49. アトピーにまつわる疑問，誤解を解消し治療の実践へ 

 藤原愉高 

第 17 回夏のアトピー教室，岡山県早島町，2008.07 

 

50. 内科より アトピー全般について 



 木村五郎 

第 17 回夏のアトピー教室，岡山県早島町，2008.07 

 

51. 小児科より アトピー皮膚炎と食物アレルギーについて 

 春摘誠 

第 17 回夏のアトピー教室，岡山県早島町，2008.07 

 

52. やさしく学ぶ呼吸管理の基礎知識と呼吸不全のケア 

 斎藤智彦 

日総研出版，広島，2008.07 

 

53. 指導助言 

 水内秀次 

全国肢体不自由養護学校 PTA 総会第 5 分科会，岡山，2008.08 

 

54. 関節リウマチの治療 

 岡本享 

愛媛県南予地区医療従事者勉強会，西予，2008.08 

 

55. COPD と高齢者喘息─現状と最近の治療 

 高橋清 

岡山県医師会生涯教育研修会，岡山，2008.08 

 

56. 摂食・嚥下障害の対応と実技 

 大石廣 

岡山市建部支所，岡山県建部町，2008.08 

 

57. 情報処理入門 総合演習，試験 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部医学部医学科 1 年生，岡山，2008.08 

 

58. 高齢者の口腔ケアについて 

 大石廣 

建部町老人クラブ研修会，岡山県建部町，2008.08 

 

59. 高齢者喘息における治療の考え方～アドヒアランスを中心に～ 

 岡田千春 

広島県内科会学術講演会，広島，2008.08 

 

60. 障害児の摂食・嚥下機能障害者のリハビリテーション 



 大石廣 

国立病院機構全国指導員協議会研修会，岡山県早島町，2008.08 

 

61. 関節リウマチの治療戦略と合併症について 

 岡本享 

西予レミケードセミナー，西予，2008.08 

 

62. 吸入ステロイド薬シクレソニドの服薬遵守状況の調査について 

 高橋清 

第 4 回中国･四国喘息研究フォーラム，岡山，2008.08 

 

63. やさしく学ぶ呼吸管理の基礎知識と呼吸不全のケア 

 斎藤智彦 

日総研出版，福岡，2008.08 

 

64. 整形外科学 

 太田裕介 

CAC 医療技術専門学校夜間部理学療法学科第 2 年生，福山，2008.09 

 

65. 喘息死ゼロ大作戦 ─高齢者の喘息を中心に─ 

 高橋清 

岡山県倉敷保健所喘息治療ガイドライン等研修会，倉敷，2008.09 

 

66. 成人喘息の発症・病態と上下気道の連鎖-LT 拮抗薬の役割- 

 高橋清 

関西北陸喘息治療研究会 in 和歌山，和歌山，2008.09 

 

67. 高齢者喘息に適した治療-アドヒアランスを中心に- 

 岡田千春 

高齢者呼吸器疾患を考える会，宇都宮，2008.09 

 

68. 高齢者喘息の現状と最近の治療 

 高橋清 

高齢者喘息フォーラムイン神奈川，横浜，2008.09 

 

69. 在宅酸素療法 導入から日常管理の実際～病診連携を中心に～ 

 濱田昇 

児島医師会，倉敷，2008.09 

 

70. 難病患者に対する摂食・嚥下障害の対応について 



 大石廣 

倉敷市保健所水島支所在宅難病患者家族交流会，倉敷，2008.09 

 

71. 高齢者喘息の治療 

 岡田千春 

Abbott Japan University for Primary Care Physicians，京都，2008.10 

 

72. 病理学 III 免疫 

 岡本享 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 14 期生，岡山，2008.10 

 

73. 喘息死ゼロ作戦～高齢者の喘息を中心に～ 

 岡田千春 

岡山県保健福祉部健康対策課アレルギー疾患特別対策事業（喘息死ゼロ作戦） 

研修会，玉野，2008.10 

 

74. 整形外科学 

 奥谷珠美 

玉野総合医療専門学校理学療法科・作業療法科，玉野，2008.10 

 

75. 口腔ケアについて 

 大石廣 

建部町高齢者交流会研修，岡山県建部町，2008.10 

 

76. 成人看護援助論 V 重症心身障害児看護 

 逸見恵子 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護学校，岡山，2008.10 

 

77. 在宅看護論 在宅技術論 

 赤木節子 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護学校，岡山，2008.10 

 

78. 成人看護援助論 V 難病看護 

 越村雅彦 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護学校 2 年生，岡山，2008.10 

 

79. 高齢者喘息の診断と治療 

 岡田千春 

所沢・狭山・入間地区高齢者喘息フォーラム，所沢，2008.10 

 



80. 気管支喘息・COPD 治療の最前線 

 岡田千春 

福山学術講演会，福山，2008.10 

 

81. 政策医療看護論 神経難病看護 

 宮本敏子 

平成 20 年度中国四国ブロック管内実習指導者講習会，東広島，2008.10 

 

82. 病理学 III 免疫 

 木村五郎 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 14 期生，岡山，2008.11 

 

83. 成人喘息の発症・病態と上下気道の連鎖-LT 拮抗薬の役割- 

 高橋清 

気管支喘息フォーラム in 筑後，久留米，2008.11 

 

84. 整形外科学 

 奥谷珠美 

玉野総合医療専門学校理学療法科・作業療法科，玉野，2008.11 

 

85. 難病患者の在宅支援-心理的サポートを中心に- 

 田邊康之 

香川県西讃保健福祉事務所難病患者の在宅支援研修会，観音寺，2008.11 

 

86. 成人看護援助論 V 重症心身障害児看護 

 逸見恵子 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護学校，岡山，2008.11 

 

87. 結核看護 

 橋本浜子 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護学校，岡山，2008.11 

 

88. 成人看護援助論 V 難病看護 

 越村雅彦 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護学校 2 年生，岡山，2008.11 

 

89. 喘息の最新治療～喘息治療における病診連携を中心に～ 

 岡田千春 

児島地区呼吸器疾患勉強会，倉敷，2008.11 

 



90. 長期的寛解を目指した喘息治療の戦略～ロイコトリエン拮抗薬の可能性～ 

 岡田千春 

出雲医師会学術講演会，出雲，2008.11 

 

91. 小児とアレルギー性鼻炎 

 赤木博文 

第 14 回岡山アレルギーを考える会，岡山，2008.11 

 

92. 難病患者の在宅支援-心理的サポートを中心に- 

 田邊康之 

難病患者の在宅支援研修会，観音寺，2008.11 

 

93. 鼻アレルギーについて 

 赤木博文 

平成 20 年度アレルギー・リウマチ疾患研修会，岡山県早島町，2008.11 

 

94. 病理学 III 免疫 

 木村五郎 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科第 14 期生，岡山，2008.12 

 

95. 口腔・咽頭・喉頭科学総論 口腔・咽頭・喉頭疾患 

 赤木博文 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 4 年次生，岡山，2008.12 

 

96. 整形外科学 

 奥谷珠美 

玉野総合医療専門学校理学療法科・作業療法科，玉野，2008.12 

 

97. 岡山市における病診連携の現状と問題点 

 岡田千春 

山口医療圏喘息地域連携の会，山口，2008.12 

 

98. リウマチの脊椎病変（頸椎を中心に） 

 太田裕介 

日本リウマチ友の会岡山支部 医療講演会，倉敷，2008.12 

 

99. 人工呼吸器実習（人工呼吸器標準化の問題討議含む） 

 笠井健一 

平成 20 年度中国四国ブロック管内呼吸器疾患に関する研修会，広島，2008.12 

 



100. 人工呼吸器実習（人工呼吸器標準化の問題討議含む） 

 斎藤智彦 

平成 20 年度中国四国ブロック管内呼吸器疾患に関する研修会，広島，2008.12 

 

101. 呼吸器疾患トピックス 肺結核 

 多田敦彦 

平成 20 年度中国四国ブロック管内呼吸器疾患に関する研修会，広島，2008.12 

 

102. 病状から見た呼吸器疾患疾患（症例検討） 

 多田敦彦 

平成 20 年度中国四国ブロック管内呼吸器疾患に関する研修会，広島，2008.12 

 

103. 病理学 血液造血器 

 竹内誠 

ベル総合福祉専門学校保健看護学科 3 年生，岡山，2009.01 

 

104. 喘息死ゼロ作戦～高齢者の喘息を中心に～ 

 岡田千春 

岡山県津山保健所アレルギー疾患特別対策事業（喘息死ゼロ作戦）研修会，津山，2009.01 

 

105. 整形外科学 

 奥谷珠美 

玉野総合医療専門学校理学療法科・作業療法科，玉野，2009.01 

 

106. 膠原病 

 岡本享 

西予市医師会学術講演会，西予，2009.01 

 

107. スギ花粉症 薬物治療の選択は如何にすべきか 

 赤木博文 

中国地区上気道アレルギー研究会，広島，2009.01 

 

108. 今年のスギ花粉症と発症予防法 

 赤木博文 

アレルギー週間の集い 2009・岡山県アレルギー疾患特別対策事業県民公開講座 

「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2009.02 

 

109. 喘息死ゼロ作戦 ─高齢者の喘息を中心に─ 

 高橋清 

岡山県アレルギー疾患特別対策事業研修会，新見，2009.02 



 

110. 喘息死ゼロ作戦～高齢者の喘息を中心に～ 

 岡田千春 

岡山県高梁保健所アレルギー疾患特別対策事業（喘息死ゼロ作戦）研修会，高梁，2009.02 

 

111. 倉敷薬剤師会学術講演会 

 岡田千春 

岡山県薬剤師会倉敷支部，倉敷，2009.02 

 

112. 整形外科検診 

 太田裕介 

岡山県立早島養護学校，岡山県早島町，2009.02 

 

113. 高齢期の口腔ケアについて 

 大石廣 

岡山市愛育委員協議会研修会，岡山県建部町，2009.02 

 

114. 整形外科学 

 奥谷珠美 

玉野総合医療専門学校理学療法科・作業療法科，玉野，2009.02 

 

115. 喘息治療のコツ-喘息死ゼロに向けて- 

 岡田千春 

赤磐医師会，赤磐，2009.02 

 

116. アレルギーの最新情報 ～正しい対処と予防法～ 

 岡田千春 

備前市市役所保健課，備前市伊里地区・西鶴山地区・東鶴山地区，2009.02 

 

117. 高齢者の喘息対策 ─喘息死ゼロ作戦─ 

 高橋清 

平成 20 年度群馬県・群馬県医師会アレルギー医療研修会，前橋，2009.02 

 

118. 喘息治療のコツ-喘息死ゼロに向けて- 

 岡田千春 

邑久医師会学術講演会，瀬戸内，2009.02 

 

119. 耳の病気相談 

 赤木博文 

(社）岡山県難聴者協会 2009 年耳の日の集い，岡山，2009.03 



 

120. 高齢者喘息の現状から喘息死ゼロ作戦を考える 

 高橋清 

Abbott Elderly Asthma Meeting in Sapporo 2009，札幌，2009.03 

 

121. 高齢者喘息の治療 

 岡田千春 

Abbott Japan University for Primary Care Physicians，東京，2009.03 

 

122. disucussion 

 竹内誠 

岡山ダサチニブ適正使用セミナー，岡山，2009.03 

 

123. 整形外科学 

 奥谷珠美 

玉野総合医療専門学校理学療法科・作業療法科，玉野，2009.03 

 

124. 人工呼吸器装着中の筋萎縮性疾患患者の栄養評価と至適栄養量の検討 

 高田裕，頃末薫，原口俊，山本初美，信國圭吾，井原雄悦 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 20 年度合同研究発表会， 

岡山県早島町，2009.03 

 

125. 看護師の意識による消臭行動の差（違い）～意識調査からみえた知識･感情･行動の関連性～ 

 守本友美，渡利理恵子，三宅奈奈，林博子，鶴海以積 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 20 年度合同研究発表会， 

岡山県早島町，2009.03 

 

126. 人工呼吸器装着 ALS 症例における内臓脂肪蓄積 

 信國圭吾，坂井研一，原口俊，永井太士，髙田裕，田邊康之，長尾茂人，井原雄悦，水内秀次，

 三島康男 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 20 年度合同研究発表会， 

岡山県早島町，2009.03 

 

127. L-55 乳酸菌含有ヨーグルトのスギ花粉症に対する臨床効果の検討-第 2 報- 

 赤木博文，岡田千春，木村五郎，平野淳，中重歓人，大村悦子，石尾みどり，田中玲子， 

 砂田洋介，中村昇二，宗田良，高橋清 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 20 年度合同研究発表会， 

岡山県早島町，2009.03 

 

128. Ａ型通園事業における摂食、嚥下訓練に対する現状と課題 



 大石廣，寺地幸喜，有吉希充恵，高田裕 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 20 年度合同研究発表会， 

岡山県早島町，2009.03 

 

129. 神経筋疾患患者における人工呼吸器装着に関する直接介護者である長女の思いの分析 

 平松由枝，花房育美，木村古都，秋山真紀子，宮本敏子 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 20 年度合同研究発表会， 

岡山県早島町，2009.03 

 

130. 重症心身障害者の社会性に着目したグループでの作業療法 

 堀田来以，梶田裕右，松本勉，越智壽美江 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 20 年度合同研究発表会， 

岡山県早島町，2009.03 

 

131. 高炭酸ガス血症治療の切り札，非侵襲的陽圧換気療法(NIPPV)の実際 

 多田敦彦 

第 445 回児島臨床医の集い，倉敷，2009.03 

 

132. 喘息治療における病診連携-喘息カード・連携パスの普及を目指して- 

 岡田千春 

喘息医療連携セミナー，岡山，2009.03 

 

133. あなたは大丈夫？本当は怖いぜんそく 

 髙橋清 

おしえてドクターいきいき健康ライフ第 1 回ぜんそく 中国テレビ，岡山，2008.10 

 

134. 最新ぜんそく治療法～コントロールで快適生活～ 

 髙橋清 

おしえてドクターいきいき健康ライフ第 2 回ぜんそく 中国テレビ，岡山，2008.10 

 

135. 花粉症に乳酸菌 

 赤木博文 

イブニング・ニュース 山陽放送テレビ，岡山，2009.02 

 

136. 治療薬と乳酸菌併用にて花粉症が改善 

 赤木博文 

山陽新聞ニュース RSK ラジオ，岡山，2009.02 

 

 

 


