
〔 講演・講義 〕 

 

1． 情報処理入門（全 15回） 

斎藤智彦 

岡山大学医学部医療情報部，岡山，2013.04-07 

 

2． 内科学第二 

宗田良 

岡山大学医学部内科学第二，岡山，2013.04-2014.03 

 

3． 呼吸管理の基礎 

斎藤智彦 

平成 25年度訪問看護師養成講習会，岡山，2013.05 

 

4． 病理学 V 

木村五郎 

ﾍﾞﾙ学園岡山医療福祉専門学校，岡山，2013.05-06 

 

5． 経管栄養及び吸引の手技の確認と注意点 

水内秀次 

岡山県立早島支援学校 医療的ｹｱ担当教員研修会，岡山県早島町，2013.06 

 

6． 人工呼吸器 

笠井健一 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内新採用職員研修会，岡山，2013.06 

 

7． 新人作業療法士に望むこと 

曽根弘喜 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内新採用者職員研修，岡山，2013.06 

 

8． 各職種毎における講義 人工呼吸器 

笠井健一 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内新採用職員研修，岡山，2013.06.01 

 

9． 知っておきたい「おとなの食物ｱﾚﾙｷﾞｰ」あれこれ！ 

木村五郎 

公開講座 岡山ｱﾚﾙｷﾞｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2013 ｻﾏｰｾﾐﾅｰ，岡山県早島町，2013.07 

 



10． みんなで読もう！「よくわかるｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎」 

藤原愉高 

公開講座 岡山ｱﾚﾙｷﾞｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2013 ｻﾏｰｾﾐﾅｰ，岡山県早島町，2013.07 

 

11． 食物ｱﾚﾙｷﾞｰ食餌療法「食べれる食品は？」 

大年典子 

公開講座 岡山ｱﾚﾙｷﾞｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2013 ｻﾏｰｾﾐﾅｰ，岡山県早島町，2013.07 

 

12． 小児･障害児医療 

井上美智子 

平成 25年度訪問看護師養成講習会，岡山，2013.07 

 

13． 小児･障害児看護 

岩井洋子 

平成 25年度訪問看護師養成講習会，岡山，2013.07 

 

14． 言語障害のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

有吉希充恵 

平成 25年度訪問看護師養成講習会，岡山，2013.07 

 

15． 「NICUからの受け入れ」について 

井上美智子 

第 22回中国地区重症心身障害研修会，柳井，2013.07 

 

16． 口腔･咽頭･喉頭科学 

赤木博文 

岡山大学医歯薬学総合研究科	 臨床講義，岡山，2013.07 

 

17． 感染管理認定看護師の役割と課題 

形山優子 

山陽学園大学大学院看護学研究科 1年次生，山陽学園大学看護学部看護学科 2年次生， 

岡山，2013.07 

 

18． 医療安全委員会について 

原太一 

中国四国地区国立病院薬剤師会 新人研修会，福山，2013.07.20 

19． 高齢者の口腔機能の予防と訓練 

大石廣 

鳥取県民生、児童委員協議会，岡山，2013.08 

 



20． 摂食における支援、留意点について 

大石廣 

岡山県立早島支援学校肢体不自由部研修会，岡山，2013.08 

 

21． 神経難病のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（作業療法） 

曽根弘喜 

平成 25年度長期入院患者の ADL向上に関する研修，名古屋，2013.08 

 

22． 見て、聞いて、触れて苦手克服	 体験型人工呼吸器習得講座 

齋藤智彦，笠井健一 

（株）日総研出版，名古屋，2013.08.24 

 

23． 標準予防策を施設内感染対策に活かす 

形山優子 

平成 25年度社会福祉施設等における感染症対策研修会，岡山，2013.09 

 

24． 成人看護学方法論 II 

原節子 

学校法人ﾍﾞﾙ学園	 岡山医療福祉専門学校，岡山，2013.09-10 

 

25． 成人看護学方法論 III 

逸見恵子 

学校法人ﾍﾞﾙ学園	 岡山医療福祉専門学校，岡山，2013.09-11 

 

26． 成人喘息の診療における鼻副鼻腔炎診断･治療の重要性-SACRA質問票を用いた検討から- 

谷本安 

下関市医師会学術講演会，下関，2013.09.26 

 

27． 機能性健康食品とｱﾚﾙｷﾞｰ疾患～L-55乳酸菌のｽｷﾞ花粉症に対する効果～ 

赤木博文 

十六夜会 講演，岡山，2013.10 

 

28． 政策医療看護論 重症心身障害児（者）看護 

岩井洋子 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内実習指導者講習会，東広島，2013.10 

 

29． 心ｴｺｰ図検査 

高松泉 

平成 25年度岡山県臨床検査技師会生理機能検査技術講習会，岡山，2013.10 

 



30． 筋萎縮性側索硬化症～総論～ 

井原雄悦 

平成 25年度神経筋疾患研修会，松江，2013.10 

 

31． ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病～総論～ 

坂井研一 

平成 25年度神経筋疾患研修会，松江，2013.10 

 

32． 施設における感染管理～結核･ﾉﾛｳｲﾙｽを中心に～ 

形山優子 

平成 25年度感染予防研修会，高梁，2013.10 

 

33． 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，2013.10 

 

34． ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾊﾟﾈﾘｽﾄ，ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 

吉田恭子 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内治験研修会，呉，2013.10 

 

35． 依頼者から実施施設に求めること 

吉田恭子（ﾊﾟﾈﾘｽﾄ） 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内治験研修会，呉，2013.10 

 

36． 摂食･嚥下障害のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

大石廣 

岡山県老人保健施設研修会，岡山，2013.10 

 

37． 成人看護援助論 V 

橋本数江 

岡山医療ｾﾝﾀｰ附属岡山看護助産学校，岡山，2013.10 

 

38． ISO 9001認証取得しました 

山口美隆 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内放射線機器安全管理研修会，善通寺，2013.10 

39． 成人看護援助論 V（難病の看護） 

津曲悦美 

岡山医療ｾﾝﾀｰ附属岡山看護助産学校，岡山，2013.10-11 

 



40． 成人喘息に合併する鼻副鼻腔炎診断･治療の重要性-SACRA質問票を用いた検討から- 

谷本安 

美作医会学術講演会，津山，2013.10.03 

 

41． 呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける ADL評価 

出羽裕太郎 

在宅呼吸ｹｱを勉強する集い，岡山，2013.10.26 

 

42． 食物ｱﾚﾙｷﾞｰとその対応について 

水内秀次 

岡山県学校保健会赤磐支部研修会，赤磐，2013.11 

 

43． 指導実演，実技 

山根隆志 

第 2回吸入療法のための連携推進研修会，岡山県早島町，2013.11 

 

44． ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ 

宗田良，谷本安，木村五郎，山根隆志 

第 2回吸入療法のための連携推進研修会，岡山県早島町，2013.11 

 

45． 吸入指導の必要性と吸入療法の実際 

谷本安 

第 2回吸入療法のための連携推進研修会，岡山県早島町，2013.11 

 

46． 看護師長･主任のためのﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀｰｼｯﾌﾟ 

逸見恵子 

岡山県看護協会教育研修会，岡山，2013.11 

 

47． ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ-MRSA･ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等への対応方法- 

形山優子 

岡山県看護協会教育研修会，岡山，2013.11 

 

48． 感染対策の基礎知識 

溝内育子 

感染対策ｴｷｽﾊﾟｰﾄ養成研修会，倉敷，2013.11 

 

49． 品質管理支援報告 

樋口政雄 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内診療放射線技師ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修 

（高精度放射線治療技術），松山，2013.11 



 

50． 当院の呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの紹介 

松浦佑哉 

活き息さわやかに過ごす会，岡山県早島町，2013.11 

 

51． ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議「医療事故の分析方法」 

池平純子 

平成 25年度医療安全ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ，広島，2013.11 

 

52． 在宅看護技術論 

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，岡山，2013.11-2014.01 

 

53． 中四国のｽﾓﾝ患者の現況 

坂井研一 

平成 25年度ｽﾓﾝの集い，岡山，2013.11.04 

 

54． ｽﾓﾝ患者への医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの関わりについて 

川端宏輝 

平成 25年度ｽﾓﾝの集い，岡山，2013.11.04 

 

55． 特発性肺腺維症（IPF)診療の現状と展望 

谷本安 

IPF学術講演会，岡山，2013.11.15 

 

56． 食物ｱﾚﾙｷﾞｰの最近の考え方 

木村五郎 

岡山市保育協議会研修会，岡山，2013.12 

 

57． 食物ｱﾚﾙｷﾞｰについて 

水内秀次 

岡山県環境保健ｾﾝﾀｰ･消費生活ｾﾝﾀｰ連携講座，岡山，2013.12 

 

58． 児童生徒等への肥満予防について 

水内秀次 

岡山県特別支援学校教育研究会研修会，岡山県早島町，2013.12 

59． 当施設における生化学精度の管理の現状 

中村大輔 

国臨協中国四国支部冬の学校 2013，尾道，2013.12 

 



60． 呼吸器疾患における理学療法 

森川竜也 

慢性呼吸器ｺｱﾅｰｽ育成研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ，岡山，2013.12 

 

61． 呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける作業療法 

出羽裕太郎 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内理学療法･作業療法ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修会，善通寺，2013.12 

 

62． 呼吸器疾患における作業療法－ADL ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ－ 

出羽裕太郎 

慢性呼吸器ｺｱﾅｰｽ育成研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ，岡山，2013.12 

 

63． 「吸入療法のための連携推進研修会」の活動報告 

谷本安 

ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ学術講演会，岡山，2013.12.04 

 

64． 高齢者結核について 

河田典子 

結核医療相談･技術支援ｾﾝﾀｰ研修会，岡山，2013.12.12 

 

65． 各種吸入薬の作用機序と吸入指導法 

木村五郎 

岡山県病院薬剤師会学術講演会，岡山，2013.12.17 

 

66． 学童期のｱﾚﾙｷﾞｰの概要について 

水内秀次 

早島町ｱﾚﾙｷﾞｰ講習会，岡山県早島町，2014.01 

 

67． 人工呼吸器実習 

齋藤智彦，笠井健一 

平成 25年度中国四国ﾌﾞﾛｯｸ内呼吸器疾患に関する研修会，岡山，2014.01 

 

68． がんﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝについて 

石田梓，竹内由吏 

がんｺｱﾅｰｽ育成研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ，岡山，2014.01 

 

69． 成人看護学概論 

三谷順子 

旭川荘厚生専門学院，岡山，2014.01 

 



70． 喘息診療における吸入療法と包括的医療の重要性 

谷本安 

岡山県病院薬剤師会北地区学術講演会，津山，2014.01.17 

 

71． 気管支喘息治療のﾍﾞｽﾄｱﾝｻｰを求めて 

谷本安 

三原市医師会学術講演会，三原，2014.01.23 

 

72． 高齢者結核の早期診断と施設内感染の阻止 

谷本安 

平成 25年度備北保健所新見支所管内結核研修会，新見，2014.01.24 

 

73． 在宅における摂食嚥下障害者の評価と訓練 

大石廣 

岡山県歯科衛生士会講演会，岡山，2014.02 

 

74． 摂食･嚥下障害の栄養ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

大石廣 

岡山県老人保健施設協会栄養士部会講演会，岡山，2014.02 

 

75． ﾉﾛへの対策 

形山優子 

岡山県老人保健施設協会 感染対策ｴｷｽﾊﾟｰﾄ養成事業 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修会，岡山，2014.02 

 

76． 感染症の予防と発生時の対応 

形山優子 

平成 25年度施設等の看護職員が習得すべき知識と技能に関する研修，岡山，2014.02 

 

77． 喘息と COPDの診療をきわめる 

谷本安 

香川 U-20呼吸器勉強会，高松，2014.02.13 

 

78． 結核におけるﾁｰﾑ医療 

河田典子 

第 2回結核診療連携拠点病院研修会，岡山，2014.02.20 

 

79． 肺胞蛋白症と診断した重症心身障害児の 1例 

井上美智子 

岡山重症心身障害児（者）の治療について考える会，岡山，2014.02.21 

 



80． 扁桃病巣疾患と IgA腎症 

赤木博文 

第 46回 SENT会 特別講演，静岡，2014.02.22 

 

81． 指導実演，実技 

山根隆志 

第 3回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2014.03 

 

82． ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ 

宗田良，谷本安，木村五郎，山根隆志 

第 3回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2014.03 

 

83． 吸入指導の必要性と吸入療法の実践 

谷本安 

第 3回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2014.03 

 

84． 養護教諭養成のための子どもに関する内科学 

水内秀次 

就実大学教育学部教育心理学科，岡山，2014.03 

 

85． 「気管支喘息とｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎」治療の進歩 2014	 気管支喘息吸入療法の最新情報 

木村五郎 

県民公開講座「岡山ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患講演会」，岡山，2014.03.02 

 

86． 今日からできる吸入薬の実践 

児玉沙織 

岡山ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患講演会－気管支喘息とｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎－治療の進歩 2014，岡山，2014.03.02 

 

87． 気管支喘息治療のﾍﾞｽﾄｱﾝｻｰとは-吸入療法と包括的医療の重要性- 

谷本安 

丸亀市医師会学術講演会，香川県宇多津町，2014.03.25 


