
〔 講演・講義 〕 

 

1． ハラスメントについて 

片岡靖雄 

平成 27 年度中国四国グループ 新採用者研修会，岡山，2015.04 

 

2． 喘息・COPD 診療におけるモストグラフの使用経験 

谷本安 

SEM Respiratory Expert Seminar，岡山，2015.04.09 

 

3． 人工呼吸器 

笠井健一 

中四国グループ新採用職員研修会，岡山，2015.04.25 

 

4． 高齢者施設における結核感染の対応について 

谷本安 

結核対策研修会（倉敷市保健所），倉敷，2015.05.08 

 

5． 小児の食物アレルギー -診断から治療そしてアナフィラキシー対策まで- 

水内秀次 

岡山市薬剤師会保険薬局部会研修会，岡山，2015.06.17 

 

6． 超音波検査 

高松泉 

基礎から学ぶエコーハンズオンスクール in 岡山，岡山，2015.06.20 

 

7． 感染看護学 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看護学科，岡山，2015.06.30 

 

8． 言語障害のリハビリテーション 

有吉希充惠 

平成 27 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2015.06.30 

 

9． 当院におけるピルフェニドン投与症例の検討（一般演題）（演者：有田眞知子） 

谷本安（座長） 

IPF 学術講演会 in 倉敷，倉敷，2015.07.07 

 

10． 超音波検査 

高松泉 



基礎から学ぶエコーハンズオンスクール in 岡山，岡山，2015.07.19 

 

11． 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，岡山，2015.07.23 

 

12． COPD 患者の病態・治療・予後 

 谷本安 

慢性閉塞性肺疾患と循環器疾患，岡山，2015.07.30 

 

13． 吸入指導の必要性と吸入療法の実践 

谷本安 

第 6 回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2015.08.30 

 

14． 吸入指導 

森英樹，谷本安 

第 6 回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2015.08.30 

 

15． ロールプレイ 

堅物英男，宗田良，木村五郎 

第 6 回吸入療法のための連携推進研修会，岡山，2015.08.30 

 

16． 小児・障害児医療 

井上美智子 

平成 27 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2015.09.01 

 

17． 小児・障害児看護 

白川智子 

平成 27 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2015.09.01 

 

18． ここをおさえれば完璧!! 施設の感染対策 

形山優子 

社会福祉施設等における感染症対策研修会（岡山県備前保健所），瀬戸内，2015.09.08 

 

19． 重症心身障がい児（者）におけるカルニチン欠乏症（演者：赤池洋人） 

坂井研一（座長） 

学術講演会 in 倉敷 カルニチン欠乏症を考える，倉敷，2015.09.10 

 

20． 気管支喘息の診断と治療の Up to Date ～鼻炎合併喘息も含めて 

 谷本安 

第 4 回愛媛 One Airway One Disease 研究会，松山，2015.09.10 



21． 「サルコイドーシス」ってどんな病気？ 

谷本安 

岡山県難病相談・支援センター平成 27 年度患者・家族のつどい，岡山，2015.09.26 

 

22． 成人看護援助論 V（2 回） 

須間路子 

成人看護援助論 V，岡山，2015.10 

 

23． 結核医療相談・技術支援センター 概要について 

谷本安，逸見恵子 

倉敷保健所 研修会，倉敷，2015.10.08 

 

24． ハンズオンセミナー 心臓の基本 

 髙松泉 

岡山心血管エコー研究会，岡山，2015.10.10 

 

25． 神経・筋難病患者の看護（3 回） 

常久幸恵 

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，2015.10-11 

 

26． 治験薬管理の実際 

吉田恭子 

平成 27 年度中国四国グループ内治験研修会，岩国，2015.10.23 

 

27． 人工呼吸器実習 

笠井健一 

平成 27 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，2015.10.29 

 

28． 呼吸リハビリテーションについて 

 門脇守男 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.28 

 

29． 脊髄小脳変性症と ALS について 

 坂井研一 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.28 

 

30． 神経・筋疾患の看護について 

 常久幸恵 

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



平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.28 

 

31． 摂食嚥下リハビリテーションについて 

 細田史子 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.28 

 

32． 摂食嚥下リハビリテーションについて 

 高畑友里 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.28 

 

33． 呼吸管理 

 笠井健一 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.29 

 

34． 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中国四国ブロック

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.29 

 

35． MSW の動きについて-社会資源を踏まえて- 

 川端宏輝 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.29 

 

36． MSW の動きについて-社会資源を踏まえて- 

 有友 公 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.29 

 

37． コミュニケーション障害への対応 

 曽根弘喜 

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

平成 27 年度神経・筋疾患研修会，岡山県早島町，2015.10.30 

 

38． 粟粒結核に SIADH，結核性髄膜炎を合併し急速な転帰をとった 1 例 

板野純子，谷本安，濱田昇，石賀充典，難波史代，田中寿明，小野勝一郎，高橋秀治，河田典子， 

木村五郎，宗田良 

公益財団法人結核予防会結核研究所 平成 27 年度医学科「医師・臨床コース」， 



清瀬，2015.10.31 

 

39． 在宅看護技術論（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，2015.11-2016.01 

 

40． CRE の入院患者を経験して 

形山優子 

平成 27 年度中国四国グループ内院内感染対策研修会，岡山，2015.11.06 

 

41． CRE の入院患者を経験して 

藤田裕子 

平成 27 年度中国四国グループ内院内感染対策研修会，岡山，2015.11.06 

 

42． 地域医療連携ネットワークの構築に向けた取り組み～地域連携室の役割：南岡山医療センター 

逸見恵子 

平成 27 年度結核研究所研修 最新情報集中コース，清瀬，2015.11.12 

 

43． 当院での吸入指導の取り組みについて（演者：森英樹） 

田村浩二（座長） 

Asthma Symposium in KURASHIKI，倉敷，2015.11.16 

 

44． 在宅支援における現状と課題～南岡山医療センターにおける実践から～ 

井上美智子 

平成 27 年度中国四国グループ内児童指導員・保育士スキルアップ研修会，東広島，2015.11.19 

 

45． 演習 

溝内育子 

感染対策エキスパート養成事業，倉敷，2015.11.24 

 

46． 超音波検査 

高松泉 

基礎から学ぶエコーハンズオンスクール in 岡山，岡山，2015.11.28 

 

47． 中国四国グループ内理学・作業療法士の施設間連携について 

片岡靖雄 

平成 27 年度中国四国グループ 言語聴覚士スキルアップ研修会，東広島，2015.12 

 

48． 結核の早期診断のために 

河田典子 

かかりつけ医のための結核対策研修会，倉敷，2015.12.10 



 

49． 高齢者施設における医療安全危機管理 

形山優子 

平成 27 年度岡山県看護協会教育研修，岡山，2015.12.10 

 

50． 摂食・嚥下障害についてー安全な食事のしかたー 

大石廣 

早島支援学校，岡山県早島町，2016.02 

 

51． 集団感染・院内感染をいかにして防ぐか（パネルディスカッション） 

河田典子（座長） 

平成 27 年度結核診療連携拠点病院研修会（岡山県結核対策研修会），岡山，2016.02.04 

 

52． 集団感染・院内感染をいかにして防ぐか 看護師の立場から（パネルディスカッション） 

逸見恵子（パネリスト） 

平成 27 年度結核診療連携拠点病院研修会（岡山県結核対策研修会），岡山，2016.02.04 

 

53． 医療・介護施設における健康管理－IGRAs を中心に－看護師 ICN の立場から（パネルディスカッション） 

形山優子（パネリスト） 

平成 27 年度結核診療連携拠点病院研修会（岡山県結核対策研修会），岡山，2016.02.04 

 

54． 医療・介護施設における健康管理－IGRAs を中心に－（パネルディスカッション） 

谷本安（座長） 

平成 27 年度結核診療連携拠点病院研修会（岡山県結核対策研修会），岡山，2016.02.04 

 

55． 閉会挨拶 

宗田良 

平成 27 年度結核診療連携拠点病院研修会（岡山県結核対策研修会），岡山，2016.02.04 

 

56． COPD の認知度向上と早期発見を目指して 

谷本安（パネリスト） 

COPD の予防等に関する講習会，独）環境再生保全機構，岡山，2016.02.24 

 

57． 感染対策「ノロへの対策」 

形山優子 

岡山県老人保健施設協会 感染対策エキスパート養成事業研修会，岡山，2016.02.27 

 

58． 認知症の摂食について 

大石廣 

岡山県認知症家族の会，倉敷，2016.03 

 



59． ことしはどうなる!? 岡山県の花粉症 

赤木博文 

もぎたて！「金だイチ」，岡山，2016.03.04 

 

60． 特発性肺線維症の治療を考える 

 谷本安 

IPF セミナー in 福山，福山，2016.03.11 

 

61． ノロウイルス感染について（予防と感染発症時の対策について） 

 形山優子 

岡山県老人保健施設協会 平成 27 年度感染対策部会総会，倉敷，2016.03.24 

 

62． 結核の基礎知識について 

河田典子 

平成 27 年度結核医療技術支援事業研修会，岡山県早島町，2016.03.29 

 

63． 高齢者施設における結核対策について～感染管理認定看護師の立場から～ 

形山優子 

平成 27 年度結核医療技術支援事業研修会，岡山県早島町，2016.03.29 

 

64． 認知症患者へのアプローチ (演者：片山禎夫)  

 田邊康之 (座長) 

倉敷認知症セミナー，倉敷，2016.03.31 
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