
 

 

〔 講演・講義 〕 

 

1. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 2009 

  笠井健一 

(株)日総研出版，福岡，2009.04 

 

2. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 2009 

   斎藤智彦 

(株)日総研出版，福岡，2009.04 

 

3. 臨床におけるバイタルサインと身体診察 

   多田敦彦 

第 8 回 ORCA セミナー（岡山県呼吸療法士協会），岡山，2009.04 

 

4. コンピュータの基本操作，アンケート，ミニレポート 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.04 

 

5. 英語自己学習支援システム ALC NetAcademy2 の紹介 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.04 

 

6. 講演・実習の進め方，情報学について 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.04 

 

7. 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 

(株)日総研出版，岡山，2009.05 

 

8. 整形外科学 

   太田裕介 

CAC 医療技術専門学校，福山，2009.05 

 

9. 整形外科学 

   太田裕介 

CAC 医療技術専門学校，福山，2009.05 

 

10. 整形外科学 



 

 

   太田裕介 

CAC 医療技術専門学校，福山，2009.05 

 

11. EXCELによるグラフの作成，ミニレポート 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.05 

 

12. EXCELの初歩 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.05 

 

13. 「高齢者喘息座談会」座談会コメンテーター 

    岡田千春 

(株)医薬情報センター，東京，2009.05 

 

14. 院内感染防止対策職員研修 

   溝内育子 

医療法人創生会渡辺胃腸科外科病院，倉敷，2009.06 

 

15. 子どものアレルギーの基礎知識 

   水内秀次 

岡山市保健協議会研修会，岡山，2009.06 

 

16. 発達に障害のある小児と家族の看護 ～重症心身障害児（者）の看護～ 

   谷井美保 

学校法人高橋学園吉備国際大学，高梁，2009.06 

 

17. 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 

(株)日総研出版，松山，2009.06 

 

18. 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 

(株)日総研出版，名古屋，2009.06 

 

19. 在宅酸素療法および呼吸リハビリテーション 

   多田敦彦 

赤磐医師会学術講演会，赤磐，2009.06 

 

20. 結核と非結核性抗酸菌について 



 

 

   多田敦彦 

和気医師会学術講演会，備前，2009.06 

 

21. 呼吸管理の基礎 

   斎藤智彦 

（社）岡山県看護協会，岡山，2009.06 

 

22. 病理学III 免疫 

   山中隆夫 

ベル学園岡山医療福祉専門学校，岡山，2009.06 

 

23. 血液・造血器 

   吉田親正 

ベル学園岡山医療福祉専門学校，岡山，2009.06 

 

24. 血液・造血器 

   竹内誠 

ベル学園岡山医療福祉専門学校保健看護学科（4 年過程）第 13 期生（4 年生），岡山，2009.06 

 

25. WWWブラウザとHTML(I)  

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.06 

 

26. WWWブラウザとHTML(II)，ミニレポート 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.06 

 

27. ネットワークの利用と岡山大学の現状 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.06 

 

28. マクロ（EXCEL)による簡易プログラミング(I) 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.06 

 

29. 摂食，嚥下障害者のリハビリテーション 

   大石廣 

平成 21 年度岡山県訪問看護師養成講習会，岡山，2009.06 

 

30. コミュニケーション障害について 



 

 

   有吉希充恵 

平成 21 年度岡山県訪問看護師養成講習会，岡山，2009.06 

 

31. 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（4 年課程）第 15 期生（2 年生），岡山，2009.06-07 

 

32. スタンダードプリコーション～MRSA・インフルエンザ等への対応方法～ 

   形山優子 

（社）岡山県看護協会，岡山，2009.07 

 

33. がん看護における疼痛ケア 

   三谷順子 

（社）岡山県看護協会，岡山，2009.07 

 

34. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 2009 

   笠井健一 

(株)日総研出版，岡山，2009.07 

 

35. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 2009 

   笠井健一 

(株)日総研出版，名古屋，2009.07 

 

36. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 2009 

   斎藤智彦 

(株)日総研出版，岡山，2009.07 

 

37. 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 2009 

   斎藤智彦 

(株)日総研出版，名古屋，2009.07 

 

38. こどもの薬の使い方・つきあい方 

   水内秀次 

公開講座岡山アレルギーシンポジウム 2009 サマーセミナー，岡山県早島町，2009.07 

 

39. 外用薬（塗り薬）の正しい使い方 

   藤原愉高 

公開講座岡山アレルギーシンポジウム 2009 サマーセミナー，岡山県早島町，2009.07 

 

40. 大人の喘息薬の使い方と注意点 



 

 

   木村五郎 

公開講座岡山アレルギーシンポジウム 2009 サマーセミナー，岡山県早島町，2009.07 

 

41. EXCELのマクロ（ミニレポート：解説） 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.07 

 

42. ネットワークを利用した医学情報の検索（講演，実習） 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.07 

 

43. マクロによる簡易プログラミング(II)，ミニレポート 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.07 

 

44. 総合演習，試験 

   斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生情報処理入門，岡山，2009.07 

 

45. 結核について 

   多田敦彦 

財団法人仁厚医学研究所児島中央病院院内研修会，倉敷，2009.08 

 

46. 社会不安障害について 

   田邊康之 

岡山県立早島養護学校医教協議会，岡山県早島町，2009.08 

 

47. 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 

(株)日総研出版，福岡，2009.08 

 

48. あなたの眠り方は大丈夫？—高齢者と睡眠の関係— 

   田邊康之 

興除公民館、健康こうじょ 21 推進会共催事業「こんこうまつりこうじょ」記念講演会， 

岡山，2009.08 

 

49. 難病患者に対する摂食・嚥下障害への支援の実際 

   大石廣 

倉敷市保健所，倉敷，2009.08 

 



 

 

50. 神経難病者のコミュニケーション障害への支援の実際 

   有吉希充恵 

倉敷保健所，倉敷，2009.08 

 

51. 再発に対して集学的治療を行った小細胞肺癌の 3 例 

   柴山卓夫 

第 40 回国立病院機構肺がん研究会夏期講習会，堺，2009.08 

 

52. 岡山県における喘息地域医療連携の現状 

   岡田千春 

喘息医療連携セミナー，岡山，2009.08 

 

53. COPDの病態と薬物治療 

   多田敦彦 

笠岡医師会学術講演会，笠岡，2009.09 

 

54. 胸部画像診断入門編 

   多田敦彦 

岡山県呼吸療法士協会 第 9 回 ORCA セミナー，岡山，2009.09 

 

55. 気管支喘息診療における呼気NO測定の有用性 

   木村五郎 

Airway Forum 2009 in 岡山，岡山，2009.09 

 

56. 機能性健康食品と花粉症－L-55 乳酸菌の効果－ 

   赤木博文 

Airway Forum 2009 in 岡山，岡山，2009.09 

 

57. COPDと呼吸リハビリテーション 

   多田敦彦 

倉敷生活習慣病勉強会，倉敷，2009.09 

 

58. 健康なからだと心を育てる生活習慣 

   水内秀次 

倉敷市立倉敷東小学校学校保健委員会，倉敷，2009.09 

 

59. 喘息治療の現状と今後の展望 

   木村五郎 

浅口医師会第 326 回研修会，浅口，2009.10 

 



 

 

60. パーキンソン病およびその類似疾患の診断と最近の治療 

   坂井研一 

平成 21 年度特定疾患プライマリ・ケア研修会，高梁，2009.10 

 

61. 口腔機能向上について 

   大石廣 

岡山市愛育委員協議会研修会，岡山，2009.10 

 

62. 息切れを克服する会を開催して～より良く生きるための情報提供～ 

   岡内淑 

第 20 回在宅呼吸ケアを勉強する集い，岡山，2009.10 

 

63. 口腔機能向上についての話と実技指導 

   大石廣 

建部町老人クラブ研修会，岡山，2009.10 

 

64. 成人看護援助論V：難病看護 

   大島美貴 

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（10 期生），岡山，2009.10 

 

65. 在宅看護技術論：特殊技術 

   池上美智子 

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（10 期生）， 

岡山，2009.10-2010.01 

 

66. 難病患者を中心とした嚥下リハビリケア 

   大石廣 

岡山県備中保健所，総社，2009.11 

 

67. 神経難病患者の摂食・嚥下リハビリーテション障害 

   大石廣 

岡山県備北保健所，高梁，2009.11 

 

68. 神経難病患者の摂食・嚥下リハビリーテション障害 

   大石廣 

岡山県備北保健所，新見，2009.11 

 

69. 筋萎縮性側索硬化症について 

   信國圭吾 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 



 

 

岡山県早島町，2009.11 

 

70. 神経・筋疾患の心理的サポート 

   田邊康之 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 

岡山県早島町，2009.11 

 

71. 神経・筋病棟の看護の実際 

   越村雅彦 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 

岡山県早島町，2009.11 

 

72. 筋萎縮性側索硬化症の患者の看護 

   和田晶 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 

岡山県早島町，2009.11 

 

73. 神経・筋疾患の呼吸理学療法 

   森川竜也 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 

岡山県早島町，2009.11 

 

74. 神経・筋疾患の摂食嚥下障害へのリハビリテーション 

   川﨑美香 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 

岡山県早島町，2009.11 

 

75. 神経難病患者のコミュニケーション障害への支援の実際 

   有吉希充恵 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 

岡山県早島町，2009.11 

 

76. 呼吸管理について 

   齊藤智彦 

神経•筋疾患政策医療ネットワーク協議会平成 21 年度神経・筋疾患研修会， 

岡山県早島町，2009.11 

 

77. 機能性食品と花粉症～L-55 乳酸菌含有ヨーグルトの効果～ 

   赤木博文 

倉敷家庭医研修会（三月会）特別講演，倉敷，2009.11 



 

 

 

78. 看護師の離職とメンタルサポートの実際 

   武海栄 

平成 21 年度全国国立病院看護部長協議会中国四国支部会員研修会，岡山，2009.11 

 

79. パーキンソン病およびその類似疾患の診断と最近の治療 

   坂井研一 

平成 21 年度特定疾患プライマリ・ケア研修会，津山，2009.11 

 

80. 喘息治療の現状と問題点，抗IgE抗体療法への期待 

   木村五郎 

学術講演会「重症喘息治療の新展開」，岡山，2009.11 

 

81. 睡眠時呼吸障害～睡眠時無呼吸症候群 

   山中隆夫 

都窪郡医師会講演会，岡山県早島町，2009.11 

 

82. 親子でおいしく食べられるように 

   大石廣 

つくし病棟保護者研修会，岡山県早島町，2009.11 

 

83. 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，2009.11 

 

84. 結核看護 

   藤本みどり 

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（10 期生），岡山，2009.11 

 

85. 人工呼吸器の管理と呼吸リハビリテーションを学ぶ 

   斎藤智彦 

岡山県訪問看護ステーション連絡協議会平成 21 年度 12 月度研修会，岡山，2009.12 

 

86. 在宅難病患者の摂食・嚥下障害とリハビリテーション 

   大石廣 

岡山県備北保健所，高梁，2009.12 

 

87. 進路指導(食育教育） 

   山本初美 

岡山少年院，岡山，2009.12 



 

 

 

88. 進路指導 

   文屋佳子 

岡山少年院，岡山，2009.12 

 

89. 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 

(株)日総研出版，札幌，2009.12 

 

90. 血液・造血器 追加 

   竹内誠 

ベル学園岡山医療福祉専門学校保健看護学科（4 年過程）第 13 期生（4 年生）， 

岡山，2009.12 

 

91. 口腔・咽頭・喉頭科学総論 口腔・咽頭・喉頭疾患 

   赤木博文 

岡山大学医学部 4 年次生臨床講義，岡山，2009.12 

 

92. 南岡山医療センターにおける気管支鏡の実際と気管支鏡検査のup to dateの話題 

   柴山卓夫 

岡山県内視鏡技師研究会 岡山県内視鏡看護勉強会，岡山，2010.01 

 

93. ALSの長期臥床例における下肢深部静脈血栓症についての検討 

   永井太士，坂井研一，片山尚子，長尾茂人，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾， 

   井原雄悦，渡部敬二 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 21 年度研究発表会， 

岡山県早島町，2010.02 

 

94. 当院における人工呼吸器関連トラブルの現状報告 

   片山尚子，坂井研一，長尾茂人，永井太士，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾， 

   井原雄悦，岩井洋子 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 21 年度研究発表会， 

岡山県早島町，2010.02 

 

95. 口腔乾燥が著明な神経・筋疾患患者の口腔ケア ～湿潤剤を使用しての効果～ 

   宮地裕子，佐藤聖子，守本友美，大久保麻衣，山下多美子，中務加奈枝，和田晶，橋本数江 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 21 年度研究発表会， 

岡山県早島町，2010.02 

 

96. 神経・筋難病病棟の腰痛を持つ職員の思いの分析 



 

 

   西田聖子，藤原典子，平良早代，加藤元樹，宮本敏子 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 21 年度研究発表会， 

岡山県早島町，2010.02 

 

97. 重症心身障害児・者の姿勢への検討 

   大石廣，有吉希充恵，川﨑美香，高田裕，井上美智子 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 21 年度研究発表会， 

岡山県早島町，2010.02 

 

98. 長期入院中の慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーに対しての作業療法 

   堀田来以、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ﾌﾞﾛｯｸ平成 21 年度研究発表会， 

岡山県早島町，2010.02 

 

99. 神経難病患者の摂食・嚥下リハビリテーション障害 

   大石廣 

岡山県備中保健所，浅口，2010.02 

 

100. パーキンソン病およびその類似疾患の診断と最近の治療 

   坂井研一 

平成 21 年度特定疾患プライマリ・ケア研修会，岡山，2010.02 

 

101. 南岡山医療センターにおける医療連携パスの紹介 

   多田敦彦，藤本みどり，川本奈保 

平成 21 年度備中県民局管内地域 DOTS 研修会，倉敷，2010.02 

 

102. ぜん息の新薬あれこれ 

   木村五郎 

アレルギー週間の集い 2010 県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2010.02 

 

103. ゾシンが有効であったALSに合併した多剤耐性緑膿菌気道感染症の一例 

   信國圭吾 

ゾシン発売 1 周年記念講演会，岡山，2010.02 

 

104. 意外と身近な病気，睡眠時無呼吸症候群 

   多田敦彦 

多聞会，岡山県早島町，2010.02 

 

105. Imatinib 開始 40 ヶ月後にCCyR,77 ヶ月後にMMRに達した，IFN-α抵抗性CML-CP例 

   竹内誠 



 

 

第 2 回岡山 Ph(+)白血病セミナー，岡山，2010.02 

 

106. 血管炎症候群の戦略的な治療 

   宗田良 

献血ベニロン I 適応追加記念講演会，岡山，2010.03 

 

107. COPD管理のノウハウ 

   多田敦彦 

日医生涯教育協力講座セミナー「肺の生活習慣病：COPD<慢性気管支炎・肺気腫>」， 

岡山，2010.03 

 

108. COPD管理のノウハウ 栄養 

   山本初美 

日医生涯教育協力講座セミナー「肺の生活習慣病：COPD<慢性気管支炎・肺気腫>」， 

岡山，2010.03 

 

109. 2010 年耳の日の集い 耳鼻咽喉科専門医による耳の病気相談 

   赤木博文 

(社)岡山県聴覚障害者福祉協会，岡山，2010.03 
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