
〔 講演・講義 〕 

 

1． 人工呼吸器 

笠井健一 

平成 26 年度中国四国グループ内新採用職員研修会，岡山，2014.05.24 

 

2． 国立病院機構における作業療法業務について 

曽根弘喜 

平成 26 年度中国四国グループ内新採用職員研修会，岡山，2014.05.24 

 

3． 看護学臨床実習指導 

藤本みどり 

就実大学教育学部教育心理学科，岡山，2014.05.24 

 

4． 治験薬管理の実際 

吉田恭子 

平成 26 年度初級者臨床研究コーディネーター養成研修，東京，2014.05.27 

 

5． 知って損はしない医療関連法令 

山口美隆（座長） 

平成 26 年度中国四国グループ内診療放射線技師長・副診療放射線技師長 

マネジメント研修会基調講演，善通寺，2014.06.07 

 

6． 人材育成について 

山口美隆（座長） 

平成 26 年度中国四国グループ内診療放射線技師長・副診療放射線技師長 

マネジメント研修会グループワーク，善通寺，2014.06.07 

 

7． 睡眠時無呼吸症候群と過眠症 

山中隆夫 

TSC テレビせとうち，岡山，2014.06.13 

 

8． 呼吸管理の基礎 

斉藤智彦 

平成 26 年訪問看護師養成講習会，岡山，2014.06.21 

 

9． 経管栄養および吸引の手技の確認と注意点 

水内秀次 

医療的ケア担当教員研修会，岡山県早島町，2014.06.25 



 

10． 感染管理認定看護師の役割と課題 

形山優子 

山陽学園大学看護学部・大学院看護学研究科特別講義，岡山，2014.07.01 

 

11． Panel Discussion: 安定期の薬剤選択 

谷本安（ディスカッサー） 

COPD Expert Summit，東京，2014.07.13 

 

12． 小児・障害児医療 

井上美智子 

平成 26 年訪問看護師養成講習会，岡山，2014.07.15 

 

13． 小児・障害児看護 

白川智子 

平成 26 年訪問看護師養成講習会，岡山，2014.07.17 

 

14． 感染エキスパート養成研修会 

溝内育子 

岡山県老人保健施設協会学術委員会感染対策部会，岡山，2014.07.18 

 

15． 特発性間質性肺炎の最新情報と生活上のポイント 

谷本安 

特発性間質性肺炎患者家族のつどい，倉敷，2014.07.18 

 

16． 放射線科女性医師の在宅勤務～女性医師の就労支援と医師確保対策～ 

宗田良 

2014 ミッドサマーセミナー，神戸，2014.07.19 

 

17． 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，岡山，2014.07.24 

 

18． スモン患者におけるサービス利用と対応策 

坂井研一（座長） 

厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業 

（難治性疾患政策研究事業）））スモンに関する調査研究班 

平成 26 年度ワークショップ，名古屋，2014.07.25 

 



19． 重症心身障がい児の看護 

遠部泰子 

山陽学園大学看護学部，岡山，2014.07.25 

 

20． 子どもの食物アレルギー ～上手につきあっていくためのポイント～ 

水内秀次 

岡山アレルギーシンポジウム 2014 サマーセミナー，岡山県早島町，2014.07.26 

 

21． 食とアトピー性皮膚炎 ～皮膚科からのメッセージ～ 

藤原愉高 

岡山アレルギーシンポジウム 2014 サマーセミナー，岡山県早島町，2014.07.26 

 

22． 食とアトピー性皮膚炎 ～皮膚科からのメッセージ～（講演：藤原愉高） 

谷本安（座長） 

岡山アレルギーシンポジウム 2014 サマーセミナー，岡山県早島町，2014.07.26 

 

23． II.討論会 

木村五郎（座長） 

岡山アレルギーシンポジウム 2014 サマーセミナー，岡山県早島町，2014.07.26 

 

24． 言語障害のリハビリテーション 

有吉希充恵 

平成 26 年訪問看護師養成講習会，岡山，2014.07.29 

 

25． 血管エコー（ハンズオン） 

髙松泉 

第 4 回岡山心血管エコー研究会，岡山，2014.08 

 

26． ロールプレイ 

宗田良，谷本安，木村五郎 

第 4 回吸入療法のための連携推進研修会，津山，2014.08.03 

 

27． 吸入指導の必要性と吸入療法の実践 

木村五郎 

第 4 回吸入療法のための連携推進研修会，津山，2014.08.03 

 

28． 吸入指導 

森英樹，山根隆志 

第 4 回吸入療法のための連携推進研修会，津山，2014.08.03 

 



29． COPD 診療の現状と課題－医療連携の重要性－ 

谷本安 

二木会，岡山，2014.08.07 

 

30． 食物アレルギーについて 

水内秀次 

食物アレルギー研修会，浅口，2014.08.20 

 

31． 病棟と派遣学級の連携について～看護の現場から派遣学級に期待すること～ 

白川智子 

早島支援学校派遣学級外部講師研修，岡山県早島町，2014.08.26 

 

32． 摂食における支援，留意点等について 

有吉希充惠 

早島支援学校肢体不自由部外部講師研修会，岡山県早島町，2014.08.26 

 

33． これからの喘息治療の課題（演者：浅野浩一郎） 

谷本安（座長） 

第 10 回中国・四国喘息研究フォーラム，岡山，2014.08.30 

 

34． 施設で集団発生しやすい感染症の予防について 

形山優子 

平成 26 年度社会福祉施設等における感染症対策研修会，岡山県吉備中央町，2014.09.09 

 

35． 成人看護援助論 V（全 2 回）結核感染症患者の看護 

須間路子 

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，2014.09.12 

 

36． インフルエンザの新しい情報と予防･対策 

溝内育子 

平成 26 年度岡山県老人保健施設協会学術委員会第 1 回感染症対策部会研修，倉敷，2014.09.25 

 

37． 成人看護援助論 V（全 2 回）重症心身障害者（児）の看護 

遠部泰子 

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，2014.10 

 

38． 成人看護援助論 V（全 3 回）神経・筋難病患者の看護 

津曲悦美 

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，2014.10-11 

 



39． 参加型セミナー「ドクターX」 

坂井研一，下田光太郎，橋口修二，宮地隆史 

平成 26 年度良質な医師を育てる研修「神経・筋（神経内科） 

基本診療スキルアップ研修」，鳥取，2014.10.02 

 

40． 施設における感染症対策について 

形山優子 

社会福祉施設等における感染症対策研修会，津山，2014.10.15 

 

41． 南岡山医療センターにおける ALS 診療への取り組み 

井原雄悦 

平成 26 年度神経・筋疾患研修会（中国・四国ブロック），吉野川，2014.10.23 

 

42． ノロウィルス，O-157 の予防と対処 

溝内育子 

地域での健康応援出前講座（公社）岡山県看護協会，倉敷，2014.10.28 

 

43． 人工呼吸器実習 

笠井健一 

平成 26 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），岡山，2014.10.30 

 

44． 呼吸器科診療と画像診断 

木村五郎 

第 11 回岡山胸部塾，岡山，2014.10.31 

 

45． 在宅看護技術論（全 4 回） 

以後千恵子 

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，2014.11-2015.01 

 

46． 呼吸リハビリテーションにおける継続医療の提供 

谷桜子 

第 25 回在宅呼吸ケアを勉強する会，岡山，2014.11.01 

 

47． グループ討議「医療事故の分析方法」 

池平純子 

平成 26 年度医療安全ワークショップ，広島，2014.11.17 

 

48． 感染対策エキスパート養成研修会 

溝内育子 

岡山県老人保健施設協会学術委員会感染対策部会，岡山，2014.11.18 



 

49． 施設における感染症対策について～感染性胃腸炎・インフルエンザを中心に～ 

溝内育子 

平成 26 年度感染症対策研修会，倉敷，2014.12.05 

 

50． 食物アレルギーの最近の考え方 

木村五郎 

岡山市保育協議会保育士研修会，岡山，2014.12.15 

 

51． 食物アレルギーとその対策について 

水内秀次 

第 5 回吉備中央町健康教育養護部会研修会，岡山県吉備中央町，2014.12.17 

 

52． 閉塞性気流制限に対するパラダイムシフト（演者：保澤総一郎） 

谷本安（座長） 

呼吸の今と未来を考える講演会，岡山，2014.12.18 

 

53． 喘息長期管理 成人喘息の重症化要因と長期管理の工夫 

宗田良 

日本アレルギー学会第 1 回総合アレルギー講習会～Total Allegist をめざして～，横浜，2014.12.20 

 

54． 身近なアレルギー疾患のトピックス 

木村五郎 

平成 26 年度第 2 回学術講習会岡山市鍼灸マッサージ師会，岡山，2015.01.25 

 

55． 症例・疾患からみた呼吸機能検査 

髙松泉 

岡山県臨床検査技師会生理機能部門講習会，岡山，2015.02.14 

 

56． 施設における感染症対策 

形山優子 

岡山県老人保健施設協会南 A ブロック研修会，備前，2015.02.14 

 

57． 生物学的製剤使用における，IGRA 検査の重要性（演者：針谷正祥） 

宗田良（座長） 

岡山 IGRA セミナー，岡山，2015.02.26 

 

58． 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部会感染対策エキスパート養成事業 



フォローアップ研修会，備前，2015.02.27 

 

59． ロールプレイ 

監物英男，宗田良，谷本安，木村五郎 

第 5 回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2015.03.01 

 

60． 吸入指導の必要性と吸入療法の実践 

木村五郎 

第 5 回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2015.03.01 

 

61． 吸入指導 

森英樹，山根隆志 

第 5 回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2015.03.01 

 

62． 成人喘息からみた One Airway, One Disease（演者：新実彰男） 

宗田良（座長） 

Leukotriene Symposium in OKAYAMA 2015，岡山，2015.03.04 

 

63． 嚥下機能のアセスメントとケア 

細田史子 

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校特別講義，岡山，2015.03.11 

 

64． 結核患者への院内 DOTS と結核医療相談・技術支援センターの活用について 

河田典子 

平成 26 年度結核診療連携拠点病院研修会，岡山，2015.03.12 

 

65． 研修 II 

宗田良（座長） 

平成 26 年度結核診療連携拠点病院研修会，岡山，2015.03.12 

 

66． 結核と感染防止対策 

形山優子 

院内研修会医療法人緑十字会笠岡中央病院，笠岡，2015.03.13 

 

67． 実技指導 

髙松泉 

基礎から学ぶエコーハンズオンスクール，岡山，2015.03.14 

 

68． 不眠症 

山中隆夫 



RSK イブニング 5 時，岡山，2015.03.16 

 

69． 急性骨髄性白血病の治療 

竹内誠 

第 4 回瀬戸内血液研修会，岡山，2015.03.29 

 

70． T-ALL/LBL 

前川恭子 

第 4 回瀬戸内血液研修会，岡山，2015.03.29 
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