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研究会・学術講演・その他

１. 黒田淳哉、陣内重郎、立花正輝、村谷陽平、中根　博

  左被殻出血の一例（病歴・急性期の経過紹介）

  第31回福岡脳卒中ケア研究会（2021年６月23日、福岡）

２. 黒田淳哉

  脳卒中診療は何が変わったか？

  Clinical Communication Conference（2021年11月24日、古賀）

３. 濵武大輔

  肺がん地域連携パスの現状

  Lung Cancer Chemotherapy Seminar（2021年７月８日、福岡市）

４. 岡林　寛

  irAE 対策の必要性（opening remarks）

  福岡東部　irAE Seminar（2021年８月25日、福岡市）

５. 岡林　寛

  肺癌の早期発見・治療の重要性の啓発

  九州朝日放送ラジオ放送（2021年９月24日、福岡市）

６. 岡林　寛

  癌治療：Moon Shot 計画（opening remarks）

  福岡東部　irAE Seminar （2021年12月10日、福岡市）

  

７. 吉田裕俊

  よくわかる脊椎手術 -PLIF-Vol.1 

  Medtronic Web Seminar （2021年５月13日、福岡・Web 開催）

８. 吉田裕俊

  脊椎由来の疼痛（侵害受容性疼痛・神経障害性疼痛）の診断および治療薬選択・増量のこつ

  痛みマネジメント Web セミナー（第一三共）（2021年10月20日、福岡・Web 開催）

９. 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、石崎義人

  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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10. 増本夏子

  エピペンの使い方講習会

  第６回ふくおか食物アレルギー攻略法講座（2021年10月31日、福岡）

11. 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

  多系統炎症性症候群の３歳男児例

  第425回福岡地区小児科勤務医会（2021年10月14日、福岡）

12. 黒川麻里

  腹痛、嘔吐が持続し診断に難渋した11歳女児

  第427回福岡地区小児科勤務医会（2022年２月10日、福岡）

13. 長澤功多、李　守永

  当院における COVID-19への対応

  第411回福岡東部地区小児科医会（2022年３月10日、福岡）

14. 李　守永

  重篤小児患者の初期対応のポイント～いかに重篤小児患者を見分けるか

  第196回宗像小児科医会講演会（2022年３月24日、福岡）

15. 髙田昇平

  喘息診療における問題点と LAMA の位置づけ

  筑後ゆかりの会（2021年４月15日、大牟田、古賀・Web 開催）

16. 中野貴子

  喘息治療における LABA/LAMA/ICS の使用経験

  しん・こきゅう　SUMMIT　一般講演（2021年６月15日、当院・Web 開催）

17. 吉見通洋、中川泰輔

  COPD 治療の実際

  第１回粕屋・宗像呼吸器フォーラム（2021年６月16日、Web 開催）

18. 池亀　聡

  コロナウイルス変異株に関する最新の話題

  第１回粕屋・宗像呼吸器フォーラム（2021年６月16日、Web 開催）

19. 髙田昇平

  喘息診療における問題点と LAMA の位置づけ

  長崎呼吸器疾患相談会（2021年６月30日、長崎、古賀、大野城・Web 開催）
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20. 池亀　聡

  肺腫瘍を疑う呼吸器疾患

  第42回福岡呼吸器カンファレンス（2021年７月９日、Web 開催）

21. 中野貴子

  喘息治療における生物学的製剤投与症例の検討

  Severe Asthma Meeting （2021年７月27日、当院・Web 開催）

22. 中野貴子、木村信一、山下崇史、吉見通洋、田尾義昭、髙田昇平

  慢性閉塞性肺疾患における４m 歩行速度と臨床指標の関係

  第94回閉塞性肺疾患研究会（2021年７月31日、Web 開催）

23. 髙田昇平

  エナジアの使用経験について

  喘息吸入治療学術講演会（2021年９月２日、福岡、古賀・Web 開催）

24. 山下崇史

  当院における重症 COVID-19診療とチーム医療

  粕屋医師会学術講演会（2021年９月７日、当院・Web 開催）

25. 池亀　聡

  COVID-19に対する福岡東センターの取り組み（講演１）

  粕屋医師会学術講演会（2021年９月７日、当院・Web 開催）

26. 山下崇史

  COVID-19診療における HFNC 療法

  第９回福岡呼吸ケア・NPPV 研究会（2021年９月25日、福岡・Web 開催）

27. 中野貴子

  当院における benralizumab 投与症例の検討

  AstraZeneca Respiratory Meeting （2021年９月28日、当院・Web 開催）

28. 髙田昇平

  呼吸器感染症のトピックス～当院における COVID-19診療の現況～

  第６回宗像医療圏呼吸器疾患を考える会（2021年10月６日、宗像・Web 開催）

29. 池亀　聡

  コロナウイルスの最新の話題と分子生物学的手法を利用した肺炎の起炎菌診断

  第６回宗像医療圏呼吸器疾患を考える会（2021年10月６日・Web 開催）
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30. 山下崇史

  一般病棟における HFNC　～急性期から終末期まで～

  第６回ネーザルハイフロー勉強会（2021年11月６日、大阪・Web 開催）

31. 髙田昇平

  喘息診療 up to date　～喘息診療ガイドライン2021改訂を含めて～

  喘息診療パートナリングの会 in 福岡東（2021年11月30日、当院・Web 開催）

32. 中野貴子　パネリスト

  喘息診療パートナリングの会 in 福岡東（2021年11月30日、当院・Web 開催）

33. 田尾義昭

  非結核性抗酸菌症 - 最近の話題

  第２回粕屋・宗像呼吸器フォーラム（2021年12月15日、当院・Web 開催）

34. 山下崇史

  急性期領域の肺保護戦略

  令和３年全国国立病院機構臨床工学技士協議会　九州支部セミナー

  （2022年２月５日、独立行政法人国立病院機構九州医療センター・Web 開催）

35. 吉見通洋

  当院間質性肺炎診療の現況

  第７回宗像医療圏呼吸器疾患を考える会（2022年２月９日・Web 開催）

36. 髙田昇平

  令和３年　結核発生動向報告（速報値集計）

  令和３年度結核・感染症発生動向調査研修会（2022年３月12日、福岡・Web 開催）

37. 中野貴子

  当院で経験した Dupilumab 使用の重症喘息症例について

  気管支喘息治療戦略講演会　講演１（2022年３月25日、福岡・Web 開催）

38. 片渕律子

  DKD（糖尿病性腎臓病：Diabetic Kidney Disease）とは？

  第40回かすや腎セミナー（2021年４月６日、福岡・Web 開催）

39. 黒木裕介

  COVID-19と腎臓　～これまでにわかってきたこと～

  筑豊 Web 講演会（2021年４月27日、福岡・web 開催）
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40. 黒木裕介

  COVID-19と腎臓　～これまでにわかってきたこと～

  福岡市透析集談会（2021年５月13日、福岡）

41. 黒木裕介

  日常診療における腎性貧血治療

  宗像内科医会（2021年５月14日、福岡）

42. 黒木裕介

  体液管理不良

  PD Clinical Management Seminar@ 九州大学（2021年９月25日、福岡）

43. 上野雄貴

  血尿、急性腎障害を契機に診断された発作性夜間ヘモグロビン尿症の一例

  第48回福岡腎臓病懇話会（2021年11月16日、福岡）

44. 上野雄貴

  肉眼的血尿を伴った若年者の急性腎障害

  第42回かすや腎セミナー（2021年12月２日、福岡・Web 開催）

45. 髙江啓太

  高尿酸血症と慢性腎臓病

  第42回かすや腎セミナー（2021年12月２日、福岡・Web 開催）

46. 黒木裕介

  多発性嚢胞腎の病態と診療のポイント

  ADPKD セミナー（2021年12月15日）

47. 野原　栄

  粕屋地区 CKD 対策、糖尿病腎症重症化予防対策連携の構想について

  第40回かすや腎臓セミナー（2021年４月６日）

48. 野原　栄

  セブンルールで考える、血糖改善次の一手

  第28回実地医家のための糖尿病セミナー in 筑後（2021年４月18日、Web 開催）

49. 野原　栄

  SDM を重視した糖尿病治療を考える

  DiaMond Seminar in 粕屋・東区（2022年１月25日、古賀）
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50. 野原　栄

  当院における COVID-19診療　～糖尿病内科の立場から～

  第167回北部カンファレンス（2022年２月８日、Web 開催）

51. 野原　栄

  最新の糖尿病遠隔診療および粕屋地域 CKD/ 糖尿病連携について

  第167回北部カンファレンス（2022年２月８日、Web 開催）

52. 野原　栄

  新時代を迎えた糖尿病注射療法　～ソリクアへの期待～

  Diabetes Web Conference（2021年12月15日、Web 開催）

53. 池内千明

  脂肪萎縮性糖尿病の一例

  福岡市糖尿病アーベント（2021年９月21日、福岡）

54. 中村和彦

  潰瘍性大腸炎の診療　トピックスとピットフォール

  宗像内科医会学術講演会（2022年１月14日）

55. 藤井宏行

  内視鏡的切除の基本操作

  良質な医師を育てる研修（消化器内科セミナー）　NHO 主催（2021年９月11日）

56. 藤井宏行

  ～質・効率・安全へのこだわり～　Boston scientific　症例提示

  ESD の今後の可能性について（2021年11月19日）

57. 藤井宏行

  「先端系 ESD の Tips」

  Study 記念 ESD セミナー kaneka（2021年12月７日）

58. 細谷まろか

  新規心不全治療薬 ARNI の使用経験

  福岡東部心不全カンファレンス（2021年５月11日、Web 開催）

59. 進藤周一郎

  入退院を繰り返した方にエンレストを導入した一例

  Interventionist HF meeting-How to use ARNI（2021年７月28日、Web 開催）
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60. 中司　元

  循環器専門医から診た腎性貧血

  CKD Network Seminar（2021年10月14日、Web 開催）

61. 細谷まろか

  イバブラジンの使用経験

  循環器科フォーラム in 粕屋（2021年10月18日、Web 開催）

62. 小池明広

  脳卒中一次予防の為の抗凝固薬の使い方

  第２回 Stroke Web ～健康寿命延伸を考える～（2022年１月27日、Web 開催）

63. 進藤周一郎

  SGLT2阻害薬を用いた心不全治療

  福岡東部心臓カンファレンス（2022年３月７日、Web 開催）

64. 奥山稔朗

  災害医療とテロリズム

  第65回　救急プライマリーカンファランス（2021年６月８日、院内）

65. 黒岩三佳、的野多加志、原　　速、上野道雄

  高齢者施設を対象とした「新型コロナウイルス感染症対策オンライン説明会」

  2021年４月26日～４月30日　福岡

66. 黒岩三佳、原　　速、的野多加志、山口征啓、上野道雄、一宮　仁、桑野恭行、西　秀博

  高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策に関する座談会

  2021年９月９日　　福岡

67. 吉田将律

  摂食嚥下機能評価　～ VE を中心に～

  粕屋歯科医師会　８月学術講演会（2021年８月６日、福岡）

68. 大草　超、瀬尾大介、戸田志緒里、白武孝久

  術後低血圧を機に診断されたたこつぼ型心筋症の一例

  第４回福岡麻酔研究会 （2022年３月５日）

69. 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福岡地区 Web 研修会（2021年７月８日、Web 開催）
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70. 荒巻羽久美、堀田竜也、市川和幸、増井飛沙人、宮島隆一

  ガーゼ確認処理における至適強調処理の検討

  九州国立病院機構診療放射線技師会福岡地区 Web 研修会（2021年７月８日、Web 開催）

71. 宮島隆一

  放射線部門における医療安全

  令和３年度　新採用者研修（メディカル・福祉職）（2021年４月22日、Web 開催）

72. 宮島隆一

  メディカルスタッフの被ばく管理

  第７回　医療放射線リスクコミュニケーションセミナー（2021年７月11日、Web 開催）

73. 立石哲士

  Cardiac CT 検査の基礎

  第６回 CT セミナー（2021年７月28日、Web）

74. 立石哲士

  CT 検査における感染症対策

  第２回診療放射線部門における新型コロナウイルス感染症対応研修（2022年１月27日、Web 開催）

75. 森　康哲

  発熱外来における取り組み

  第２回診療放射線部門における新型コロナウイルス感染症対応研修（2022年１月27日、Web 開催）

76. 宮島隆一

  線量測定の基礎

  第７回医療被ばく線量評価実務セミナー（2022年１月27日、Web 開催）

77. 宮島隆一

  一般撮影領域における入射表面線量の測定

  第７回医療被ばく線量評価実務セミナー（2022年１月27日、Web 開催）

78. 宮島隆一

  医療被ばくの適正管理

  第７回　医療被ばく線量評価実務セミナー（2022年１月27日、Web 開催）

79. 立石哲士

  CT 装置の線量測定、CT 被ばく線量推定ソフト

  第７回　医療被ばく線量評価実務セミナー（2022年２月５日、Web 開催）
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80. 伊藤有紀

  ベーシックレクチャー「抗酸菌検査について」

  第21回感染症を考える会 in 福岡（2022年２月４日）

81. 永元宏起

  先輩の体験談

  令和３年度新採用者研修分科会（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

  （2021年４月23日、Web 開催）

82. 門田真治

  摂食・嚥下障害患者に対する基本的な対応方法

  令和３年度リハビリテーション職特定技能派遣研修（Ⅰ）（九州グループ主催）

  （2021年７月１日、福岡・Web 開催）

83. 池野和好

  作業療法治療演習Ⅰ

  大分リハビリテーション講義（2021年10月２日、10月９日、10月16日、10月23日、大分）

84. 稲葉塁希

  論文投稿の素晴らしさ

  PT 協議会　持ち回り研修（2021年11月８日、福岡・Web 開催）

85. 水城達也

  虚血性心疾患、心不全患者へのリハビリテーション

  令和３年度リハビリテーション職特定技能派遣研修（Ⅱ）（九州グループ主催）

  （2021年11月10日、福岡・Web 開催）

86. 大黒陽蔵

  退院時リハビリテーション指導料について

  国立病院作業療法士協議会九州部会　つながり勉強会（2021年12月15日、福岡・Web 開催）

87. 鳥居龍平

  新型コロナウィルス感染患者への理学療法の実際

  リハビリテーション部門における新型コロナウィルス感染症対応研修（機構本部主催）

  （2022年２月22日、東京・Web）

88. 福岡東医療センター　リハビリテーション科　作業療法部門

  各論　作業療法部門　「ＯＴの介入の実際」

  リハビリテーション部門における新型コロナウイルス感染症対応研修（機構本部主催）

  （2022年２月22日、東京・Web）
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89. 佐藤文保

  コミュニケーション支援技法Ⅰ

  日本言語聴覚士協会失語症者向け意思疎通支援者指導者研修（2021年10月23日、東京・web 開催）

90. 佐藤文保

  コミュニケーション支援技法 I

  福岡県令和３年度失語症者向け意思疎通支援者養成研修（2021年８月７日、福岡・web 開催）

91. 佐藤文保 

  福岡県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の概要・現状・流れ 

  福岡県令和３年度失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業フォローアップ研修

  （2021年11月７日、福岡・web）

92. 中山美帆

  管理栄養士におけるキャリアパス

  令和３年度九州グループ新規採用者研修（2021年４月26日）

93. 原田瑞紀

  栄養管理のタスクシェアを効果的かつ効率的に担うためのオリジナルシートの活用について

  第25回福岡 NST 研究会（2021年５月29日）

94. 中山美帆

  栄養管理部門における業務改善と労務管理

  令和３年度医療職（二）等職場長管理研修（放射線技）（2021年６月３日）

95. 内田詩織

  塩分管理の観点から心不全治療を考える

  第２回福岡東エリア病診連携セミナー（2021年７月14日）

96. 中山美帆

  学内臨地実習

  九州栄養福祉大（2021年８月24日）

97. 原田瑞紀

  糖尿病患者の塩分指導を考える

  第２回糖尿病病診連携セミナー in 粕屋（2021年10月27日）

98. 荒木翔太

  With コロナ時代が糖尿病患者の意識と生活行動に影響を与えるのか

  第69回福岡糖尿病セミナー（2021年12月11日）
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99. 中山美帆

  臨地実習事前講習

  福岡女子大（2021年12月13日）

100. 中山美帆

  学内臨地実習

  福岡女子大（2022年３月15日、３月17日）

101. 本田浩一　　

  第１回九州コメディカルカンファレンス　パネリスト（2021年７月19日、Web 開催）

102. 本田浩一

  Side branch protection における Retrospective な検討

  Medical Staff OCT 症例検討会（2021年11月18日、Web 開催）

103. 本田浩一

  一市中病院における医療機器管理の現状

  TERUMO グループミーティング（2021年12月６日、Web 開催）

104. 本田浩一

  COVID-19に対する取り組みと臨床工学技士の関わり

  令和３年度職場長管理研修分科会（2021年６月８日、Web 開催）

105. 本田浩一

  モードとアラーム対応について

  第３回 RST 研修会　福岡東医療センター研修（2021年９月１日 、院内）

106. 本田浩一

  人工呼吸器モード（IPPV 編）

  第１回人工呼吸療法のためのワークショップ　福岡東医療センター研修（2021年12月12日、院内）




