
〔 講演・講義 〕 

 

1． 非結核性抗酸菌症の臨床 

 多田敦彦 

笠岡医師会学術講演会，笠岡，2011.04 

 

2． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦，笠井健一 

日総研グループ公開セミナー，福岡，2011.04 

 

3． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦，笠井健一 

日総研グループ公開セミナー，名古屋，2011.04 

 

4． 神経難病患者に対する摂食・嚥下障害のリハビリテーション 

 大石廣 

津山地区在宅難病患者支援研修会，津山，2011.04 

 

5． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 笠井健一，斎藤智彦 

日総研グループ公開セミナー，福岡，2011.04 

 

6． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 笠井健一，斎藤智彦 

日総研グループ公開セミナー，名古屋，2011.04 

 

7． 情報処理入門(全 15 回） 

 斎藤智彦 

岡山大学医学部医学科 1 年生，岡山，2011.04-08 

 

8． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦，笠井健一 

日総研グループ公開セミナー，松山，2011.05 

 

9． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦，笠井健一 

日総研グループ公開セミナー，岡山，2011.05 

 



10． 人工呼吸器 

 笠井健一 

平成 23 年度中国四国ブロック内医療職(二）・福祉職新採用職員研修会，東広島，2011.05 

 

11． 一般検査 

 藤井貴子 

平成 23 年度中国四国ブロック内医療職(二）・福祉職新採用職員研修会，東広島，2011.05 

 

12． 重症心身障害児（者）の在宅支援の現状と国立病院機構の役割 

 大石廣 

第 20 回中国地区重症心身障害研修会，松江，2011.05 

 

13． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 笠井健一，斎藤智彦 

日総研グループ公開セミナー，岡山，2011.05 

 

14． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 笠井健一，斎藤智彦 

日総研グループ公開セミナー，松山，2011.05 

 

15． 成人気管支ぜん息の基礎知識と最新情報 

 木村五郎 

平成 23 年度公害健康被害予防事業研修（初任者研修），大阪，2011.06 

 

16． 座談会「喘息の長期コントロールを目指して」 

 木村五郎 

Medical Tribune 紙，岡山，2011.06 

 

17． シニア世代の健康管理，肺炎を知って予防しよう 

 多田敦彦 

NPO 法人ふれあいネットはやしま，第 1 回シニア世代健康管理講座，岡山県早島町，2011.06 

 

18． 呼吸管理の基礎 

 斎藤智彦 

平成 23 年度訪問看護師養成講習会・岡山県看護協会，岡山，2011.06 

 

19． 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 

日総研グループ公開セミナー，福岡，2011.06 

 



20． 苦手克服！人工呼吸器スキルアップ講座 

 斎藤智彦，笠井健一 

日総研グループ公開セミナー，岡山，2011.06 

 

21． 摂食・嚥下障害のリハビリテーション 

 大石廣 

平成 23 年度岡山県訪問看護師養成講習会，岡山，2011.06 

 

22． コミュニケーション障害について 

 有吉希充恵 

平成 23 年度岡山県訪問看護師養成講習会・(社）岡山県看護協会，岡山，2011.06 

 

23． 平成 23 年度就職ガイダンス 

 高見利奈 

旭川荘厚生専門学院，岡山，2011.06 

 

24． 摂食・嚥下障害についてーうまく話せるように，うまく食べれるようにー 

 大石廣 

中国学園大学，岡山，2011.06 

 

25． 当院における呼吸リハビリテーション 

 河田典子，森川竜也，出羽裕太郎 

第 6 回呼吸ケア研修会，瀬戸内，2011.06 

 

26． 経管栄養及び吸引の手技の確認と注意点 

 水内秀次 

岡山県早島支援学校医療的ケア担当教員実地研修，岡山県早島町，2011.07 

 

27． 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 

日総研グループ公開セミナー，松山，2011.07 

 

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 

日総研グループ公開セミナー，岡山，2011.07 

 

29． 摂食・嚥下障害とリハビリテーションについて 

 大石廣 

岡山県介護福祉士協会，総社，2011.07 

 



30． 難病疾患への摂食訓練について 

 大石廣 

国立病院機構柳井病院，山口，2011.07 

 

31． 日常診療から見た血液疾患（貧血の鑑別を中心に） 

 竹内誠 

笠岡医師会主催学術講演会，笠岡，2011.08 

 

32． 国民病・花粉症の発症予防法 

 赤木博文 

第 326 回三金会・講演会，岡山，2011.08 

 

33． 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 

岡山県看護協会教育研修会，岡山，2011.08 

 

34． がん看護における疼痛ケア 

 三谷順子 

岡山県看護協会教育研修会，岡山，2011.08 

 

35． 摂食・嚥下障害について 

 大石廣 

岡山県立早島支援学校，岡山県早島町，2011.08 

 

36． あなたは，よく眠れていますか？～睡眠時無呼吸症候群～ 

 山中隆夫 

北児島医師会学術講演会，岡山，2011.09 

 

37． 終夜ポリソムノグラフィー(PSG)と睡眠～よい睡眠と心地よい眠りを妨げる夜の病気たち～  

 山中隆夫 

生理機能部門講演会・(社)岡山県臨床検査技師会，岡山，2011.09 

 

38． 座談会 皮膚のかゆみに対する治療戦略 

 藤原愉高 

Medical Tribune 紙地域版，広島，2011.09 

 

39． 重度心身障害児・者の摂食・嚥下障害 

 有吉希充恵 

院内研修会，岡山県早島町，2011.09 

 



40． 感染症による慢性呼吸不全の憎悪について 

 河田典子 

活き息さわやかに過ごす会，岡山県早島町，2011.10 

 

41． 看護師長・主任のためのプリセプターシップ 

 逸見恵子 

岡山県看護協会教育研修会，岡山，2011.10 

 

42． 成人看護援助論 V(慢性期：長期療養者の看護）(全 2 回）結核感染患者の看護 

 橋本数江 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校，岡山，2011.10 

 

43． 治験委員会コアメンバー施設から発表 

 吉田恭子 

平成 23 年度中国四国ブロック内治験研修会，松山，2011.10 

 

44． 感染症の治療と増悪しないための対応 

 児玉沙織 

公開講座 活き息さわやかに過ごす会，岡山県早島町，2011.10 

 

45． 障害の程度が重度の児童生徒の嚥下と摂食指導について 

 大石廣 

岡山県立岡山西支援学校，岡山，2011.10 

 

46． 医療ソーシャルワーク論（全 8 回）：保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの役割 

 阿部光徳 

川崎医療短期大学 3 年生，倉敷，2011.10 

 

47． 成人看護援助論 V(慢性期：長期療養者の看護）(全 3 回）神経・筋難病患者の看護 

 大島美貴 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校，岡山，2011.10-11 

 

48． 重症心身障害児・者を支える地域のネットワーク 

 井上美智子 

（社）日本てんかん協会 第 38 回全国大会中国大会 2011，岡山，2011.11 

 

49． 睡眠力をつけてアクティブに生きる！～よい眠りと眠りを妨げる夜の病気たち～ 

 山中隆夫 

睡眠と健康を考えるフォーラム・倉敷市保健所，倉敷，2011.11 

 



50． 政策医療看護論：神経難病看護 

 大島美貴 

平成 23 年度独立行政法人国立病院機構中国四国ブロック内実習指導者講習会，東広島，2011.11 

 

51． 成人看護援助論 V(慢性期：長期療養者の看護）(全 2 回）重症心身障害者の看護 

 逸見恵子 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校，岡山，2011.11 

 

52． 医療事故の分析方法 

 岩井洋子 

平成 23 年度医療安全ワークショップ・中国四国厚生局，広島，2011.11 

 

53． 放射線治療 

 樋口政雄 

平成 23 年度国立病院療養所中国地区放射線技師会 第 2 回総合学術大会，下関，2011.11 

 

54． 神経・筋難病者のコミュニケーション障害に対する支援の実際 

 有吉希充恵 

平成 23 年度在宅難病患者支援者研修会・岡山県備前保健所，岡山，2011.11 

 

55． 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，岡山，2011.12 

 

56． 人工呼吸器実習 

 斎藤智彦，笠井健一 

平成 23 年度良質な医師を育てる研修（呼吸器疾患に関する研修会）・ 

独）国立病院機構中国四国ブロック，岡山，2011.12 

 

57． 人工呼吸器実習 

 斎藤智彦 

平成 23 年度良質な医師を育てる研修(呼吸器疾患に関する研修会）・ 

国立病院機構本部中国四国ブロック事務所，岡山，2011.12 

 

58． 感染防止の基本・手指衛生～インフルエンザ・ウイルス・疥癬～ 

 形山優子 

平成 23 年度小規模施設看護職員生涯研修会，岡山県矢掛町，2011.12 

 

59． 高齢者社会福祉施設における感染症対策の留意点 

 溝内育子 



平成 23 年度感染症対策研修会・岡山県備中保健所井笠支所，浅口，2011.12 

 

60． 人工呼吸器実習 

 笠井健一，斎藤智彦 

平成 23 年度良質な医師を育てる研修（呼吸器疾患に関する研修会）・ 

独）国立病院機構中国四国ブロック，岡山，2011.12 

 

61． 扁桃病巣疾患の臨床 

 赤木博文 

平成 23 年度日耳鼻高知県地方部会・高知県耳鼻咽喉科医会 

合同学術講演会，高知，2012.01 

 

62． 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 

日総研グループ公開セミナー，名古屋，2012.01 

 

63． 在宅看護技術論(全 2 回）在宅看護に必要な特殊技術 

 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助産学校 2 年生，岡山，2012.01 

 

64． 神経筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国四国ブロック主催の平成 23 年度神経筋疾患研修会と 

ブロック会議を開催して 

 井原雄悦 

NHO だより，94，4-5，2012.01 

 

65． 実地に役立つラメルテオン処方例 

 田邊康之 

不眠症治療学術講演会，岡山，2012.02 

 

66． 気管支喘息：発作は，こうして予防する 

 木村五郎 

岡山アレルギー疾患講演会，岡山，2012.02 

 

67． 結核診療のガイドライン 

 多田敦彦 

結核予防研修会・岡山県備北保健所新見支所，新見，2012.02 

 

68． 高齢者施設における結核対策のポイント 

 多田敦彦 

平成 23 年度結核対策研修会・岡山県備中保健所・同井笠支所，浅口，2012.02 



 

69． 終末期癌患者の病診連携について 

 濱田昇 

NPO 法人岡山県介護支援専門員協会倉敷支部定例会，倉敷，2012.02 

 

70． 南岡山医療センターにおける呼吸器疾患 

 宗田良 

第 4 回倉敷医師オリーブ会，倉敷，2012.02 

 

71． 今後の地域一体型緩和ケアネットワークの確立に向けて 第 3 報 

 濱田昇（シンポジスト） 

第 19 回緩和ケアフォーラム，倉敷，2012.02 

 

72． 障害の程度が重度・重複の児童生徒のてんかんに関する基本的な知識及び児童生徒の観察観点や配慮事

項について 

 井上美智子 

校内研修会・岡山県立岡山西支援学校，岡山，2012.02 

 

73． 扁桃病巣疾患の臨床 

 赤木博文 

第 73 回播州地区耳鼻咽喉科医会学術講演会，姫路，2012.02 

 

74． アトピー性皮膚炎：治療するのはあなたです 

 藤原愉高 

岡山アレルギー疾患講演会，岡山，2012.02 

 

75． 実施で役に立つ不眠とせん妄治療 

 田邊康之 

不眠症治療学術講演会・西大寺医師会，岡山，2012.03 

 

76． 結核診断/治療開始の遅れをなくすために 

 河田典子 

平成 23 年度結核対策研修会・岡山県保健福祉部健康推進課，岡山，2012.03 

 

77． 血液ガス・酸塩基平衡について 

 濱田昇 

第 14 回 ORCA セミナー・岡山県呼吸療法士協会，岡山，2012.03 

 

78． ラジオ出演 

 宗田良 



おかやま朝まるステーション 1494，岡山，2012.03 

 

79． 子供の肥満とメタボリックシンドローム－幼児期・学童期にできること－ 

 水内秀次 

第 13 回岡山市医師会保育園医・幼稚園医部会研修会，岡山，2012.03 

 

80． 健康食品とアレルギー疾患～L-55 乳酸菌による花粉症発症予防～ 

 赤木博文 

倉敷耳鼻咽喉科学術講演会，倉敷，2012.03 

 

81． 神経難病患者に対する摂食・嚥下障害のリハビリテーション 

 大石廣 

岡山県難病医療連絡協議会，岡山，2012.03 
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