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学会発表

１.	 立花正輝、丸山貴子、吉野文隆、芝原友也、松岡幹晃、三浦聖史、黒田淳哉、中根　博

乾燥弱毒生水痘ワクチン接種後に急性小脳失調を来した高齢者の１例

第232回日本神経学会九州地方会（2021年６月14日、Web 開催）

２.	 吉野文隆、松岡幹晃、芝原友也、立花正輝、黒田淳哉、中根　博

COVID-19 ワクチン接種後に発症した塞栓源不明脳塞栓症に関する検討

第233回日本神経学会九州地方会（2021年９月18日、熊本）

３.	 芝原友也、吉野文隆、松岡幹晃、立花正輝、黒田淳哉、中根　博

自己免疫性肝炎の治療経過中に発症した脳梗塞合併神経サルコイドーシスの１例

第47回日本脳卒中学会学術集会（2022年３月17日、大阪）

４.	 立花正輝、吉野文隆、芝原友也、松岡幹晃、黒田淳哉、中根　博

COVID-19 ワクチン接種後に末梢神経障害を発症し、免疫グロブリン療法が奏功した１例

第235回日本神経学会九州地方会（2022年３月19日、福岡）

５.	 笠木勇太、青柳竹彦、夏越啓多、信藤由成、石田真弓、辻田英司、隈　宗晴、内山秀昭

閉塞症状を伴う結腸直腸がんの臨床的特徴と予後因子の検討

第122回日本外科学会定期学術集会（2021年４月８日～ 10日、千葉・web 開催）

６.	 内山秀昭、石田真弓、辻田英司、信藤由成、笠木勇太、夏越啓多、青柳竹彦、隈　宗晴、本村貴志、

伊東啓行

正中弓状靭帯圧迫が原因と考えられる下膵十二指腸動脈瘤に対し切除再建を行った２例

第122回日本外科学会定期学術集会（2021年４月８日～ 10日、千葉・web 開催）

７.	 辻田英司、青栁竹彦、夏越啓多、笠木勇太、信藤由成、石田真弓、隈　宗晴、内山秀昭

腹腔鏡下胆嚢摘出術における術後悪心・嘔吐（PONV）予防介入の効果とリスク因子に関する

後方視的検討

第122回日本外科学会定期学術集会（2021年４月８日～ 10日、千葉・web 開催）

８.	 信藤由成、青柳竹彦、夏越啓多、笠木勇太、辻田英司、石田真弓、隈　宗晴、内山秀昭

多様な病態を呈する閉鎖孔ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術を行った３例

第122回日本外科学会定期学術集会（2021年４月８日～ 10日、千葉・web 開催）

９.	 夏越啓多、辻田英司、青柳竹彦、笠木勇太、信藤由成、石田真弓、隈　宗晴、内山秀昭

胆嚢捻転症と術前診断し早期に腹腔鏡下胆嚢摘出術を行った３例

第122回日本外科学会定期学術集会（2021年４月８日～ 10日、千葉・web 開催）
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10.	 龍神圭一郎、信藤由成、南　祐、是久翔太郎、辻田英司、石田真弓、松本拓也、内山秀昭

大腸癌卵巣転移に伴うMeigs 症候群に対して卵巣摘出、結腸切除を行った１例

第258回福岡外科集団会	（2021年７月31日、Web 開催）

11.	 南　祐、辻田英司、龍神圭一郎、是久翔太郎、信藤由成、石田真弓、松本拓也、内山秀昭

総胆管結石切開砕石時に傍乳頭憩室を損傷し緊急膵頭十二指腸切除を行った一例

第258回福岡外科集団会	（2021年７月31日、Web 開催）

12.	 松本拓也、森﨑浩一、松原　裕、吉野伸一郎、黒瀬　俊、田中理子、川崎大三、山岡輝年、

　　岩佐憲臣	、古山　正、米満吉和

血管新生因子（FGF-2）遺伝子搭載非伝播型組み換えセンダイウイルスベクタ（DVC1-0101）

による高度間歇性跛行に対する医師主導治験（Phase	Ⅱ b）の現況と今後

第62回日本脈管学会	（2021年10月14日～ 16日、札幌）

13.	 信藤由成、是久翔太郎、内山秀昭

Ball	valve	syndrome をきたし、LECS を施行した胃GIST の１例

第34回日本内視鏡外科学会総会	（2021年12月２日～ 4日、神戸）

14.	 是久翔太郎、信藤由成、内山秀昭

鏡視下食道癌術後７年目に発症した横隔膜ヘルニア嵌頓の１例

第34回日本内視鏡外科学会総会	（2021年12月２日～ 4日、神戸）

15.	 濵武大輔、若原純一、諸鹿俊彦、中島裕康、岡林　寛、佐藤寿彦

広範囲な肺切除を要した肺非結核性抗酸菌症の３例

第38回日本呼吸器外科学会総会	（2021年５月20日～ 21日、長崎）

16.	 中島裕康、若原純一、諸鹿俊彦、濵武大輔、岡林　寛、佐藤寿彦

当院における膿胸の治療成績および治療戦略

第38回日本呼吸器外科学会総会	（2021年５月20日～ 21日、長崎）

17.	 若原純一、諸鹿俊彦、中島裕康、濵武大輔、岡林　寛、佐藤寿彦

術前化学放射線療法によりEf.3を得られた局所進行肺癌の１切除例

第38回呼吸器外科学会	（2021年５月20日～ 21日、長崎）

18.	 濵武大輔、若原純一、諸鹿俊彦、中島裕康、岡林　寛、佐藤寿彦

Complete	VATS	bilobectomy の２例

第44回日本呼吸器内視鏡学会総会	（2021年６月24日～ 25日、愛知）
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19.	 中島裕康、若原純一、諸鹿俊彦、濵武大輔、岡林　寛、佐藤寿彦

肺アスペルギルス症に対する空洞切開後の大網充填にEWSが有効であった２症例

第44回日本呼吸器内視鏡学会総会	（2021年６月24日～ 25日、愛知）

20.	 諸鹿俊彦、若原純一、中島裕康、濵武大輔、岡林　寛、佐藤寿彦

孤立結節影を呈する肺M.	kansasii 症の１切除例

第54回日本胸部外科学会九州地方会総会	（2021年７月29日～ 30日、大分）

21.	 諸鹿俊彦、若原純一、中島裕康、濵武大輔、岡林　寛、佐藤寿彦

COVID-19関連気胸に対する当院での治療経験	（シンポジウム）

第25回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会	（2021年９月17日～ 18日、神奈川）

22.	 中島裕康、若原純一、諸鹿俊彦、濵武大輔、岡林　寛

臨床病期診断が困難であった多重癌の１切除例

第62回日本肺癌学会総会	（2021年11月26日～ 28日、神奈川）

23.	 中島裕康、若原純一、諸鹿俊彦、濵武大輔、岡林　寛、佐藤寿彦

タグリッソが誘因と考えられる高CPK血症の１例

第62回日本肺癌学会総会	（2021年11月26日～ 28日、神奈川）

24.	 濵武大輔、若原純一、諸鹿俊彦、中島裕康、岡林　寛、佐藤寿彦

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）陽性患者に対する気管切開の経験

第45回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会	（2022年２月４日～ 5日、福岡）

25.	 諸鹿俊彦、若原純一、中島裕康、濵武大輔、岡林　寛、佐藤寿彦

術後14年目に肺転移を来した卵巣顆粒膜細胞腫の１例

第58回九州外科学会	（2022年２月25日～ 26日、福岡）

26.	 保田宗紀、八木健司、安田光宏、中根　博、井上　亨

rt-PA投与直前に判明した Stanford	A 型	偽腔閉塞型大動脈解離の一例

第49回日本救急医学会総会（2021年11月、東京）

27.	 桜井百子、増本夏子、馬場理絵子、石﨑義人、手塚純一郎

10か月で加熱卵白0.2g を初回摂取しアナフィラキシーショックを呈した１例	

第37回日本小児臨床アレルギー学会	（2021年５月31日～６月23日、Web 開催）

28.	 萩尾泰明、増本夏子、東島理絵子、桜井百子、綿貫圭介、手塚純一郎、石﨑義人

食物経口負荷試験における二相性反応・遅発型反応の実態	

第49回西日本アレルギー研究会（2021年７月18日、Web 開催）
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29.	 黒川麻里、前原健二、郭　義胤、赤峰　翔、秋武奈穂子、此元竜雄、鯉川弥須宏

馬蹄腎をもつ小児の臨床的特徴

第56回日本小児腎臓病学会学術集会	（2021年７月９日～ 10日、高知・ハイブリッド開催）

30.	 萩尾泰明、増本夏子、東島理絵子、桜井百子、綿貫圭介、手塚純一郎、石﨑義人

食物経口負荷試験における二相性反応・遅発型反応の実態

第70回日本アレルギー学会	（2021年10月９日、横浜・ハイブリッド開催）

31.	 黒川麻里、前原健二、手塚純一郎、李　守永、郭　義胤

インフルエンザA型による plastic	bronchitis を発症したネフローゼ症候群の小児例

第51回日本腎臓学会西部学術大会	（2021年10月15日～ 16日、福井・ハイブリッド参加）

32.	 萩尾泰明、増本夏子、東島理絵子、桜井百子、綿貫圭介、手塚純一郎、石﨑義人

日帰り食物経口負荷試験の安全性の検討

第58回日本小児アレルギー学会	（2021年11月13日、横浜・ハイブリッド開催）

33.	 木村　翔、長澤功多、萩尾泰明、山下文也、黒川麻里、綿貫圭介、増本夏子、中原和恵、李　守永

a型インフルエンザ菌による細菌性髄膜炎の２歳男児例

第515回日本小児科学会福岡地方会例会	（2021年12月11日、福岡）

34.	 木村　翔、長澤功多、萩尾泰明、山下文也、黒川麻里、綿貫圭介、増本夏子、中原和恵、李　守永

小児COVID-19関連多系統炎症性症候群（MIS-C）の３歳男児例

第516回日本小児科学会福岡地方会例会	（2022年３月12日、福岡）

35.	 中野貴子、	森内祐樹、島内淳志、瓜生和靖、木村信一、山下崇史、吉見通洋、田尾義昭、髙田昇平

当院における気管支喘息に対するMF/IND/GLY投与症例の検討

第61回日本呼吸器学会学術講演会　（2021年４月23日～ 25日、東京・WEB）

36.	 濱田直樹、一木克之、津田　徹、髙田昇平、北里裕彦、笹原陽介、矢寺和博、石井　寛、吉井千春、

　　岡元昌樹、星野友昭、藤田昌樹、吉田　誠、川崎雅之、徳永章二、中西洋一

福岡県における喫煙関連呼吸器難病（間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患）に対する前向きコホート

研究：福岡肺の生活習慣病研究会

第61回日本呼吸器学会学術講演会	（2021年４月23日～ 25日、東京・WEB）

37.	 坪井知正、角　謙介、佐藤敦夫、斎藤武文、大平徹郎、髙田昇平

LTOT症例において血液ガスの代償性補正の程度が予後に及ぼす影響

第61回日本呼吸器学会学術講演会（2021年４月24日、東京・WEB）
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38.	 茆原雄一、坪井知正、大平徹郎、斎藤武文、髙田昇平

睡眠薬は慢性呼吸不全症例のHRQOLを経年的に維持する

第61回日本呼吸器学会学術講演会（2021年４月24日、東京・WEB）

39.	 神尾敬子、鷲尾康圭、藤本嗣人、若松謙太郎、髙田昇平、吉田　誠、藤田昌樹、松元幸一郎

multiplex	PCR 法を用いた同時期・同地域における成人喘息および慢性閉塞性肺疾患の増悪原

因ウイルスの同定

第70回日本アレルギー学会学術大会（2021年10月８日、横浜）

40.	 神尾敬子、鷲尾康圭、藤本嗣人、若松謙太郎、髙田昇平、吉田　誠、藤田昌樹、松元幸一郎

成人喘息および慢性閉塞性肺疾患の増悪とライノウイルスC群感染との関連性の検討

第87回日本呼吸器学会・日本結核・非結核性抗酸菌症学会 / 日本サルコイドーシス / 肉芽腫性

疾患学会　九州支部　　秋季学術講演会（2021年10月22日、熊本・WEB）

41.	 瓜生和靖、中野貴子、亀崎健次郎、中川泰輔、今田悠介、池亀　聡、山下崇史、吉見通洋、田尾義昭、

髙田昇平

30年間無症状であったが、急速な呼吸不全を呈し治療を要した肺MALTリンパ腫の１例

第87回日本呼吸器学会・日本結核・非結核性抗酸菌症学会 / 日本サルコイドーシス / 肉芽腫性

疾患学会　九州支部　秋季学術講演会（2021年10月22日、熊本・WEB）

42.	 今田悠介、中川泰輔、瓜生和靖、池亀　聡、中野貴子、山下崇史、吉見通洋、田尾義昭、髙田昇平

短期間で両側大量胸水を伴った黄色爪症候群の１例

第87回日本呼吸器学会・日本結核・非結核性抗酸菌症学会 / 日本サルコイドーシス / 肉芽腫性

疾患学会　九州支部　秋季学術講演会（2021年10月22日、熊本・WEB）

43.	 衛藤大輔、濱田直樹、一木克之、津田　徹、髙田昇平、北里裕彦、笹原陽介、矢寺和博、石井　寛、

　　吉井千春、岡元昌樹、星野友昭、藤田昌樹、吉田　誠、川崎雅之、徳永章二、中西洋一

福岡県における喫煙関連呼吸器難病（間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患）に対する前向きコホート

研究

第87回日本呼吸器学会・日本結核・非結核性抗酸菌症学会 / 日本サルコイドーシス / 肉芽腫性

疾患学会　九州支部　秋季学術講演会（2021年10月23日、熊本・WEB）

44.	 河端俊英、青山　崇、田中真美、原田泰志、池亀　聡、井上博之、藤田昌樹

胸水コントロールに難渋したリンパ脈管筋腫症

第87回日本呼吸器学会・日本結核・非結核性抗酸菌症学会 / 日本サルコイドーシス / 肉芽腫性

疾患学会　九州支部　秋季学術講演会（2021年10月23日、熊本・WEB）
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45.	 中川泰輔、山下崇史、瀧澤克実、今田悠介、瓜生和靖、池亀　聡、中野貴子、吉見通洋、田尾義昭、

髙田昇平

再発性多発軟骨炎治療中に発症したCOVID-19の一剖検例

第88回日本呼吸器学会・日本結核・非結核性抗酸菌症学会　九州支部　春季学術講演会（2022年

３月19日、福岡・WEB）

46.	 牧　ひとみ、山下崇史、中川泰輔、今田悠介、瓜生和靖、池亀　聡、中野貴子、吉見通洋、田尾義昭、

髙田昇平

基礎疾患を持たない若年女性の肺M.abscessus	species 症の一例

第88回日本呼吸器学会・日本結核・非結核性抗酸菌症学会　九州支部　

春季学術講演会（2022年３月19日、福岡・WEB）

47.	 髙江啓太、上野雄貴、生島真澄、永江　洋、中野貴子、片渕律子、升谷耕介、黒木裕介

自己腎に発症したBKウイルス腎症による急性腎障害の一例

第51回日本腎臓学会西部学術大会	（2021年10月15日、福井・Web）

48.	 髙江啓太、上野雄貴、生島真澄、永江　洋、中野貴子、片渕律子、升谷耕介、黒木裕介

自己腎に発症したBKウイルス腎症による急性腎障害の一例

第12回福岡県透析医学会（2021年11月14日、福岡）

49.	 野原　栄、池内千明、堤　礼子、肥山和俊、大隈俊明、北園孝成

当院における糖尿病合併COVID-19患者の酸素投与期間に関わる因子の検討

第59回日本糖尿病学会九州地方会	（2021年11月19日、Web 開催）

50.	 池内千明、堤　礼子、野原　栄、肥山和俊、大隈俊明、北園孝成

糖尿病合併COVID-19患者における重症化リスクの検討

第59回日本糖尿病学会九州地方会（2021年11月19日、Web 開催）

51.	 松尾　享、青柳知美、小森康寛、平山雅大、本間　仁、大野あかり、糸永周一、荒殿ちほ子、

　　藤井宏行、高尾信一郎、坂井慈実、多田靖哉、大越惠一郎、田中宗浩、中村和彦

十二指腸主乳頭の位置異常を契機に診断された多脾症・膵尾部欠損症の一例		

第117回日本消化器病学会九州支部例会（2021年６月11日～ 6月12日、福岡・Web 開催）

52.	 糸永周一、平山雅大、本間　仁、荒殿ちほ子、藤井宏行、坂井慈実、田中宗浩、中村和彦、

　　大野あかり、高尾信一郎、多田靖哉、小森康寛、松尾　享、大越恵一郎、伊原栄吉

抗凝固療法中に S状結腸粘膜下血腫を生じ、晩期に高度狭窄を来した１例	

第111回日本消化器内視鏡学会九州支部例会（2021年６月11日～ 12日、福岡・Web 開催）
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53.	 本間　仁、平山雅大、小森康寛、大野あかり、糸永周一、荒殿ちほ子、藤井宏行、高尾信一郎、松尾　享、

坂井慈実、多田靖哉、大越恵一郎、田中宗浩、中村和彦、井上昭宏、中司　元、小池明広、伊原栄吉

脾動脈瘤空腸穿破による消化管出血に対しステントグラフト留置術が奏功した１例　

第117回日本消化器病学会九州支部例会（2021年６月11日～ 12日、福岡・Web 開催）

54.	 小森康寛、松尾　享、大越恵一郎、本間　仁、平山雅大、大野あかり、糸永周一、荒殿ちほ子、

　　藤井宏行、高尾信一郎、坂井慈実、多田靖哉、田中宗浩、中村和彦

急性膵炎が診断の契機となった Stage0膵癌の２例　

第117回日本消化器病学会九州支部例会（2021年６月11日～ 6月12日、福岡）

55.	 平山雅大、本間　仁、小森康寛、大野あかり、糸永周一、青柳知美、荒殿ちほ子、有吉明日香、

　　藤井宏行、高尾信一郎、松尾　享、坂井慈実、多田靖哉、大越恵一郎、田中宗浩、中村和彦、瀧澤克実、

　　伊原栄吉　

内視鏡にて便塊を除去した５日後に穿孔を来した S状結腸宿便性潰瘍の一例　

第117回日本消化器病学会九州支部例会（2021年６月11日～ 12日、福岡・Web 開催）

56.	 芳野秀治、藤吉直子、肥山和俊

COVID-19治療におけるバリシチニブの有用性について

第91回日本感染症学会西日本地方会学術集会（2021年11月５日、岐阜市）

57.	 進藤周一郎、小池明広、中司　元、細谷まろか、鳥谷亮平、吉岡　卓、山部雄亮、山口統子

当院で導入した心電図伝送システムについての検討

第335回日本内科学会	九州地方会（2021年11月14日、Web）

58.	 山部雄亮、小池明広、中司　元、細谷まろか、鳥谷亮平、吉岡　卓、山口統子

ペースメーカ植込み前に偶然発見された左下大静脈の一例

第335回日本内科学会	九州地方会（2021年11月14日、Web）

59.	 進藤周一郎、小池明広、中司　元、細谷まろか、鳥谷亮平、吉岡　卓、山部雄亮、山口統子

アデノシン投与下のFFR検査中に冠動脈閉塞をきたした一例	

第33回日本心血管インターベンション治療学会	九州・沖縄地方会	（2022年１月15日、Web）

60.	 前川志帆、八木博司、奥山稔朗、安田光宏、濱武大輔、平湯恒久

末梢挿入型中心静脈カテーテル挿入後に先端が右内頸静脈に逸脱した一例

第39回福岡救急医学会（2021年10月１日～ 10月29日、久留米・Web 開催）

61.	 吉田将律

抗血小板薬内服継続下での頸部郭清術に関する臨床的検討

第40回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会（2022年２月17日～ 18日）
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62.	 田尻祐大

抜歯を契機に発見され放射線治療が奏功した上顎骨孤立性形質細胞腫の１例

第66回日本口腔外科学会総会・学術大会（2021年11月12日～ 14日）

63.	 菊野亮栄、井上昭宏、渡部浩史、田畑公佑、南　祐、瀧澤克実

虫垂炎を契機に偶発的に発見された播種性腹膜平滑筋腫症の一例

第194回日本医学放射線科学会九州地方会（2022年２月13日、Web 開催）

64.	 南　大雅、宮島隆一、藤淵俊王、森　康哲、増井飛沙人

整形外科領域の透視手技における手指被ばくの低減について

九州国立病院機構診療放射線技師会学術大会（2021年９月25日、大牟田・Web 開催）

65.	 三原希輪、堀田竜也、市川和幸、増井飛沙人、宮島隆一

腰椎後方固定術におけるグリッドレス散乱線補正処理を用いた術中X線撮影の検討

九州国立病院機構診療放射線技師会学術大会（2021年９月25日、大牟田・Web 開催）

66.	 立石哲士、三原希輪、宮島隆一

最大値 CTDIvol 表示 CT 装置の Optical	Character	Recognition	機能を用いた線量管理システ

ム構築の試み

第49回日本放射線技術学会秋季学術大会	（2021年10月15日～ 10月17日、熊本市）

67.	 市川和幸、宮島隆一、川津大地

電離則改正における不均等被ばく管理体制の構築

第16回九州放射線医療技術学術大会（2021年12月11日～ 12月12日、佐賀）

68.	 川津大地、宮島隆一、堀田竜也、大原健司

X線透視装置・血管撮影装置における装置表示線量の精度評価

第16回九州放射線医療技術学術大会（2021年12月11日～ 12月12日、佐賀）

69.	 岡田はるか、齋藤由紀、鈴田浩孝、香崎智恵美、大越惠一郎

抗凝固薬・抗血小板薬の休薬 /再開を情報共有し確実に実行するための取り組み

日本医療マネジメント学会	第20回福岡支部学術集会（2022年２月26日）

70.	 村井久美子、門田真治、下川美咲、佐藤文保、三浦聖史

舌骨上筋群への神経筋電気刺激が有効であったパーキンソン病初期の摂食嚥下障害の一例

第58回日本リハビリテーション学会（2021年６月10日、京都・Web 開催）
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71.	 増永一貴、永元宏起、稲葉塁希、大黒陽蔵、鳥居龍平

作業療法介入によりADLの質・QOLが改善したCOVID-19症例

第75回国立病院総合医学会（2021年10月23日～ 11月20日、仙台・Web 開催）

72.	 鳥居龍平

コロナ渦における地域貢献活動　福岡東医療センターリハビリテーション科の挑戦（QC活動）

第75回国立病院総合医学会（2021年10月23日～ 11月20日、仙台・Web 開催）

73.	 下川美咲、村井久美子、門田真治、佐藤文保　

水痘・帯状疱疹ウイルス髄膜脳炎により嚥下障害を発症した症例に対し、舌骨上筋群への神経筋

電気刺激を導入し経口摂取が可能になった一例

第10回日本言語聴覚士協会九州地区学術集会福岡大会（2021年１月29日～ 30日、北九州）

74.	 原田宜昭

腰部脊柱管狭窄症の重度な運動麻痺により歩行困難になり、術後歩行を獲得した症例	～ 2つのリ

スクに着目して～

第31回福岡県理学療法士学会（2022年２月13日、福岡・Web 開催）　

75.	 内田詩織、北　和貴、原田瑞紀、中山美帆、青柳千愛、辻　昭子、中谷綾子、吉田将律、野原　栄、

田中宗浩

栄養管理の効果的なタスクシェアを目指したNST活動

第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会（2021年７月21日～ 22日、Web 開催）

76.	 原田瑞紀、中山美帆

AYA世代胃がん患者に対する管理栄養士による食ケアの可能性を感じた１症例

第17回九州国立病院管理栄養士協議会	（2021年９月３日、Web 開催）

77.	 北　和貴、原田瑞紀、荒木翔太、内田詩織、中山美帆

糖尿病教育入院患者の実態調査

第17回九州国立病院管理栄養士協議会	（2021年９月３日、Web 開催）

78.	 北　和貴、原田瑞紀、荒木翔太、内田詩織、中山美帆

糖尿病教育入院患者の実態調査

第59回日本糖尿病学会九州地方会（2021年11月20日、Web 開催）

79.	 北　和貴、原田瑞紀、荒木翔太、内田詩織、中山美帆

糖尿病教育入院患者の実態調査

第24回・第25回日本病態栄養学会年次学術集会	（2022年１月28日、Web 開催）
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80.	 原田瑞紀、北　和貴、荒木翔太、内田詩織、中山美帆

外来化学療法患者の栄養評価

第24回・第25回日本病態栄養学会年次学術集会	（2022年１月28日、Web 開催）

81.	 北　和貴、原田瑞紀、荒木翔太、内田詩織、中山美帆、酒井英佑、佐藤孝光、卜部美代、李　守永

コロナに負けない！笑顔がひろがるフードサービスを目指して

第43回九州重症心身障害者研究会（2022年２月７日～２月25日、Web 開催）

82.	 本田浩一

COVID-19の経験から臨床工学技士業務を再検討する

第16回九州沖縄臨床工学会 /第14回佐賀県臨床工学会　共産セミナー

（2022年１月21日～１月30日、Web）

83.	 深井悠理子、山下和香、藤重春菜、池田智美、江川智津　

初療室看護師の重症患者の家族看護における思考と行動に関する研究

第75回国立病院総合医学会（2021年10月22日～ 10月23日）

84.	 橋崎満奈美、安達和史、佐藤孝光、中務公子、李　守永

重症心身障害者へのインリアルアプローチを用いたコミュニケーション支援

日本医療マネジメント学会　第20回福岡支部学術集会（2022年２月26日）

85.	 橋崎満奈美、安達和史、佐藤孝光、中務公子、李　守永

インリアルアプローチを取り入れた重症心身障害児（者）と看護師のコミュニケーション分析

第43回九州地区重症心身障害研究会（2022年３月５日）

86.	 廣瀬みき、佐藤孝光、中務公子、李　守永

重症心身障碍者（児）への新型コロナワクチン接種後の副反応についての報告

第43回九州地区重症心身障害研究会（2022年３月５日）
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学会発表の年次推移




