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青洲会キャリア開発研修センター

業績管理委員会



＜はじめに＞
青洲会グループにおける平成23年度の学会発表等に関する状況について集約いたしました。
昨年に続いて 、グループ内各部門において行われた学会発表や、健康教室への講師派遣
などの記録を集約いたしました。
昨年度まで、業績データの収集に関しては青洲会学術委員会が担当しておりましたが、
今年度より青洲会キャリア開発研修センター「業績管理委員会」が本業務を担うこととなりました。
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◆青洲会グループでは、毎年青洲会グループ内各施設において、研究発表大会が開催されています。
青洲会グループ内各施設の質の向上を目的として開催されています。
以下に平成23年度青洲会研究発表大会スローガン及び各地区で開催された研究発表大会の結果報告を
掲載いたします。

【平成23年度青洲会研究発表大会スローガン】
スローガン「協働～青洲会におけるFISH哲学～」

→協働・・・同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと
青洲会におけるFISH哲学

①仕事を楽しみながら協働してみましょう。
②患者さん・利用者さんを楽しませながら協働してみましょう。
③患者さん・利用者さんに常に向き合いながら協働してみましょう。
④自分で態度を選び、協働してみましょう。

FISH精神で協働しよう！

◆青洲会グループ各施設研究発表大会結果報告
【長崎地区】

青洲会病院・明星会病院・ひらどせと・鹿町福祉村
平成23年11月19日（土）開催
会場：たびら活性化施設

【福岡地区】
福岡青洲会病院

平成23年11月26日(土）開催
会場：福岡青洲会病院 健診棟 講堂

青洲会クリニック
平成23年11月20日(土）開催
会場：青洲会クリニックデイサービスセンター

【熊本地区】
みかんの丘

平成23年11月12日(土）開催
会場：みかんの丘

【合同研究発表大会】
担当:長崎地区

平成24年1月21日（土）開催
会場：たびら活性化施設

【長崎地区】
所属＆部署 氏名

金賞 青洲会病院 外来 神田 美香

銀賞
青洲会病院
療養病棟

山頭 妙子

銅賞 ひらどせと 吉住 里佳

特別賞
青洲会病院

リハビリテーション科
井上 亮祐

会場推薦 在宅センタースマイル 永峰 紀代子

演題名
『外来患者を増やそう！！』～より良い外来環境をめざして～

褥瘡「ZERO」を目指して
～マットレスの検討とポジショニング～
『復帰』～口から食べることへの試み

院内革命！From回リハッ！！
～院デイof the patient,by the patient, for the patient～

「もしドラ」効果で楽しい仕事へ～目標管理が満足感になる～

平成23年度青洲会研究発表大会



【福岡地区】
【福岡青洲会病院】

発表部署＆協働部署 氏名

金賞
回復期リハビリ病棟
4階病棟、リハビリ

田中 拓樹

銀賞
リハビリテーション部

栄養課
山本 愛

銅賞 総務課 医事課 加藤 理絵

特別賞
循環器センター・リ
ハビリ部・2階西病
棟・循環器内科

尾崎 照美

特別賞
ショートステイ
ハーモニー

内田 里紗

評価者
推薦

訪問看護ステーション
おおぞら 森 睦

【青洲会クリニック】
所属＆部署 氏名

最優秀賞 総務課 大賀 崇之

優秀賞
青洲会クリニック
ケアサポートS

天口 豊子

準優秀賞 デイサービス 堀江 豊子
特別賞 外来 三嶋 晴美

【みかんの丘】
所属＆部署 氏名

１位 介護部 徳永 和代

【第10回青洲会合同研究発表大会】
発表部署＆協働部署 氏名

金賞
リハビリテーション部
栄養課

山本 愛

銀賞
循環器センター・リ
ハビリ部・2階西病
棟・循環器内科

尾崎 照美

銅賞 ひらどせと 吉住 里佳
特別賞 青洲会病院 外来 神田 美香
特別賞 総務課 大賀 崇之

「今！！私達に出来る事～知的財産の共有～」
「家族と家族の出会いの向こうに見えるもの」

～私は一人ではなかった～
「頭の体操１，２，３（ワン、ツー、スリー）」

演題名
適切なケアーを目指して～口腔内の清潔保持～

演題名
回復期病棟転入時の患者家族への説明について

～DVD作成にあたって～
目指せ！誤嚥ゼロへの道

～安心・安全に食事ができるための訓練食の見直し～
青洲会におけるFISH哲学

心疾患患者に対する、他職種での包括的アプローチと患者
教育

～一年の軌跡～

『外来患者を増やそう！！』～より良い外来環境をめざして～
「今！！私達に出来る事～知的財産の共有～」

職員間の協働について
～プロトコールを活用した効果から振り返る～
老老介護における訪問看護師のかかわり

～介護者に目を向けて～

演題名
目指せ！誤嚥ゼロへの道

～安心・安全に食事ができるための訓練食の見直し～

心疾患患者に対する、他職種での包括的アプローチと患者教育
～一年の軌跡～

『復帰』～口から食べることへの試み

「足からはじめる意識改革

演題名



平成24年1月21日（土）開催 開催場所：たびら活性化施設
所属 演者

1 在宅センタースマイル 永峰 紀代子

2
訪問看護ステーション

おおぞら 森 睦

3 ケアサポートS 天口 豊子

4 福岡青洲会病院
ショートステイハーモニー

内田 里紗

6
福岡青洲会病院
循環器センター

尾崎 照美

7 青洲会病院 外来 神田 美香

8
青洲会病院

リハビリテーション科
井上 亮祐

9
福岡青洲会病院

回復期リハビリ病棟
田中 拓樹

10
青洲会クリニック

外来
三嶋 晴美

11
青洲会病院
療養病棟

山頭 妙子

12
福岡青洲会病院
総務課 医事課

加藤 理絵

13
青洲会クリニック

総務課
大賀 崇之

14
みかんの丘
介護部

徳永 和代

15
青洲会クリニック
デイサービス

堀江 豊子

16 ひらどせと 吉住 里佳

17
福岡青洲会病院

リハビリテーション部
栄養課

山本 愛

演題
第1群 座長（ 石田 看介護長 ）

職員間の協働について
～プロトコールを活用した効果から振り返る～

第2群 座長（ 金子次雄室長補佐 ）

回復期病棟転入時の患者家族への説明について
～DVD作成にあたって～

青洲会におけるFISH哲学
～ペイ・フォワード 次へ渡そう運動～

「もしドラ」効果で楽しい仕事へ
～目標管理が満足感になる～

老老介護における訪問看護師のかかわり
～介護者に目を向けて～

「家族と家族の出会いの向こうに見えるもの」
～私は一人ではなかった～

院内革命！From回リハッ！！
～院デイof the patient,by the patient, for the patient～

「頭の体操１，２，３（ワン、ツー、スリー）」

「今！！私達に出来る事～知的財産の共有～」

褥瘡「ZERO」を目指して
～マットレスの検討とポジショニング～

「足からはじめる意識改革
～外来のフットケアにおけるセルフケアへの取り組み～」

目指せ！誤嚥ゼロへの道
～安心・安全に食事ができるための訓練食の見直し～

心疾患患者に対する、他職種での包括的アプローチと患者教育～一年の軌跡～

『外来患者を増やそう！！』～より良い外来環境をめざして～

第3群 座長（ 廣重補佐 ）

第4群 座長（ 藤本 俊晴 ）

『復帰』～口から食べることへの試み

適切なケアーを目指して～口腔内の清潔保持～

平成23年度 第10回合同研究発表大会 発表演題



平成23年11月19日（土）開催 開催場所：たびら活性化施設 多目的ホール
所属 演者

1
養護老人ホーム

しかまち
赤木 千代子

2
青洲会病院

外来
神田 美香

3
青洲会病院

回復期リハ病棟
吉岡 恵子

4 明星会病院 市橋 京子

5 リハビリテーション科 井上 亮祐

6
青洲会病院

一般病棟栄養科
梶原 剛

7
青洲会病院
療養病棟

山頭 妙子

8 ひらどせと 吉住 里佳

9
在宅ケアセンター

スマイル
永峰 紀代子

10
青洲会病院

デイケアセンター
牧野 まゆみ

11 つつじの郷 前田 潤一

12 ひらどせと 津上

その人らしい生活を目指して
～24時間シートの導入～

『～復帰～』
その人らしい人生を送るために・・・

「もしドラ」効果で楽しい仕事へ
～目標管理が満足感になる～

院内革命！Ｆｒｏｍ回リハッ！！
～院デイof the patient,by the patient,for the patient～

経管栄養患者の排泄改善を目指して
～便秘に対するケア～

第３群 座長 龍 智子 （青洲会病院）

褥瘡「ＺＥＲＯ」を目指して
～マットレスの検討とポジショニング～

通所リハビリ計画書（リハ計画書）の見直しを行って見えてきたもの
～第1章～

『復帰』
～口から食べることへの試み

演題
第１群 座長 中田 多実子 （つつじの郷）

第２群 座長 日和田 美子 （訪問看護）

新施設における支援のあり方を考える

『外来患者を増やそう！』～より良い外来環境を目指して～

みんなで広げよう！ＦＩＳＨの輪
～ＦＩＳＨ通信（病院通信）で患者様の笑顔を増やそう作戦～

「回復期を楽しく過ごそう」
～ラウンディング時のコミュニケーションを見直す

平成23年度青洲会長崎グループ 研究発表大会発表演題



第1群 所属 協働部署 演者

1 薬剤課 井上 展夫

2 放射線課 井福 名香子

3 通所リハビリ 橋本 真一

5 循環器センター
リハビリ部・２西病棟

循環器内科
尾崎 照美

4 訪問リハビリテーション

ケアサポートＳ、青洲会
クリニック訪問リハビリ

テーション

岩根 好美
山崎 美奈子

第２群 所属 協働部署 演者

5
訪問看護ステー
ションおおぞら

森 睦

6
ヘルパーステー
ションふれんど

地域連携室 今泉 端穂子

7 栄養課 中川 律子

8 ＩＣＵ 平松 杏美

9 ３階西病棟 田川 仁美

第３群 所属 協働部署 演者

10
ショートステイ
ハーモニー

内田 里沙

11 回復期リハビリ病棟 リハビリ ４階病棟 田中 拓樹

12 ３階東病棟 褥瘡委員会 川口 美智

13 リハビリテーション部 栄養課 山本 愛

14 透析室 前田 康貴

第４群 所属 協働部署 演者

14
セシリアデイ
サービス

上村 紗子

15 ２階東病棟 柏木 美穂

16 外来 古田 勇輝

デイサービスセ
ンター

馬場 琴美

検査課 外来・医局 福田 梢

17 総務課 医事課 加藤 理絵

在宅退院へ向けた食事療法と栄養士の関わり
～患者に寄り添った栄養指導を目指して～

目指せ！誤嚥ゼロへの道
～安心・安全に食事ができるための訓練食の見直し～

認知症の方と向き合おう！学習療法を通して

ソナゾイド腹部造影超音波検査の外来運用確立

座長（ 田邊 直也 ）

セシドルの活用に伴う心身の機能向上と
各専門職の関わり

看護師のストレス調査
～看護師のストレスと離職についての関係性～

東日本大震災支援活動
～福岡青洲会病院としてできることと今後の課題～

座長（ 進藤 友宏 ）

冠動脈CTにおける使用造影剤量の低減への試み

自立支援に向けてのアプローチ～セルフケア～

目標を持ってカンファレンスをしよう
～プライマリーナースの意識向上を目指して～

座長（ 秋吉 亜希子 ）

老老介護における訪問看護師のかかわり
～介護者に目を向けて～

安心して在宅生活を送る為に・・・

みんなでバスツアーに出かけよう！～利用者・家
族・訪問リハ・ケアサポートＳとの協働～

予約入院患者に対する初回面談の介入

心疾患患者に対する、他職種での包括的アプ
ローチと患者教育～一年の軌跡～

青洲会におけるFISH哲学
～ペイ・フォワード 次へ渡そう運動～

ICUにおける看護方式の見直しについて
～混合看護方式を実施して～

座長（ 友永 岳 ）

どっきりヒヤリ ～ヒヤリハット「０」を目指して～

職員間の協働について
～プロトコールを活用した効果から振り返る～

回復期病棟転入時の患者家族への説明につい
て～ＤＶＤ作成にあたって～

褥瘡を楽しく予防しよう
～フィッシュを取り入れて～

平成23年度 第17回福岡青洲会病院 青洲会研究発表大会発表



平成23年11月20日（日）開催 開催場所：青洲会クリニック 通所介護
所属 演者

1 栄養課 平 恵

2 医事課 諸平 美幸

3 デイサービス 堀江 豊子

4 外来 三島 晴美

5 通所リハ 大田 美香

6 外来・訪問リハ 中薗 貴志

7 総務課 大賀 崇之

8 透析 鶴 和義

9 ケアサポートＳ 天口 豊子

演題
第１群

足からはじめる意識改革
～外来のフットケアにおけるセルフケアへの取り組み～

第２群

みんなで祝おう Happy Birthday ｔｏ Ｙｏｕ♪
～誕生日会を通した通所スタッフとの協働～

Ｗｅ ａｒｅ ナビ！

頭の体操１，２，３（ワン、ツー、スリー）

一歩一歩で全国行脚～車いすから歩行へ～

あわてない、あわてない！！～安心安全な送迎を目指して～

みんなが主役！みんなハッピーな経営を！～アメーバ経営を参考に～

今！！私達に出来る事～知的財産の共有～

家族と家族の出会いの向こうに見えるもの～私は一人ではなかった～

平成23年度第8回青洲会クリニック 青洲会研究発表大会発表演



平成23年11月12日（土）開催 開催場所：みかんの丘 地域交流センター 夢見館
所属 演者

1 デイサービス 東 次博

2 介護部 徳永 和代

3 介護部 阪本 リュウ子

4 居宅・生活相談員 岩井 弘子

5

6

利用者との信頼関係～良眠への道標（みちしるべ）～

認知症高齢者が住み慣れた地域や、環境の中で最後まで
暮らす為には

演題

デイサービスに来る楽しみを！～園芸活動を通じて～

適切なケアーを目指して～口腔内の清潔保持～

平成23年度 第６回 みかんの丘 研究発表大会発表演題



【青洲会グループ各施設業績一覧】
１．外部学会・研究会発表、施設内研究発表
福岡青洲会病院

部署 職員名 演題名 学会・研究会名
筆頭演者・共同

演者区分
発表年月日 開催場所

外来 看護 古田 勇輝 東日本大震災支援活動 第17回青洲会研究発表大会 筆頭演者 2011/11/26 福岡青洲会病院
ICU 看護 平松 杏美 ICUにおける看護方式の見直し(続) 第17回青洲会研究発表大会 筆頭演者 2011/11/26 福岡青洲会病院
ICU 看護 前田 沙織 受け持ち看護師について 第17回青洲会研究発表大会 共同演者 2011/11/26 当院福岡青洲会病院

2階西 看護 徳永 友美 協働 第17回青洲会研究発表大会
2F西病棟・心臓
ﾘﾊﾋﾞﾘ 2011/11/26 福岡青洲会病院

2階西 看護 尾崎 照美
心疾患患者に対する他職種との包括的
ｱﾌﾟﾛｰﾁと患者教育 第17回青洲会研究発表大会 筆頭演者 2011/11/26 福岡青洲会病院

2階西 看護 尾崎 照美
心疾患患者に対する他職種との包括的
ｱﾌﾟﾛｰﾁと患者教育 第10回青洲会合同研究発表大会 筆頭演者 2012/1/21 たびら活性化施設

2階西 准看 福重 晴香
心疾患者患者に対する他職種での包括
的ｱﾌﾟﾛｰﾁと患者教育 院内学術発表会 共同演者 2011/11/26 福岡青洲会病院

2階西 准看 福重 晴香
心疾患者患者に対する他職種での包括
的ｱﾌﾟﾛｰﾁと患者教育 第10回青洲会合同研究発表大会 共同演者 2012/1/21 たびら活性化施設

2階東 看護 柏木 美穂 看護師ｽﾄﾚｽ調査 第17回青洲会研究発表大会
村上みさき、中
村涼子 2011/11/26 福岡青洲会病院

2階東 看護 村上 みさき 看護師ｽﾄﾚｽ調査 第17回青洲会研究発表大会 2階東病棟 2011/11/26 福岡青洲会病院

2階東 看護 中村 涼子 看護師ｽﾄﾚｽ調査 第17回青洲会研究発表大会
柏木美穂、村上
みさき 2011/11/26 福岡青洲会病院

3階西 看護 北村 紀子
目標を持ってｶﾝﾌｧﾚﾝｽをしよう～ﾌﾟﾗｲﾏ
ﾘｰﾅｰｽの意識向上を目指して～ 第17回青洲会研究発表大会 共同演者 2011/11/26 福岡青洲会病院

3階東 看護 中村 美礼 褥瘡を予防しよう 第17回青洲会研究発表大会 2011/11/26 福岡青洲会病院
4階 看護 松下 美佐子 2011/11/26 福岡青洲会病院
4階 看護 松下 美佐子 2012/1/21 たびら活性化施設
薬剤部 薬剤
師 井上 展夫 糖尿病治療薬について 健康教室 2011/8/1 外来ﾌﾛｱ
薬剤部 薬剤
師 井上 展夫 予約入院患者に対する初回面談の介入 第17回青洲会研究発表大会 2011/11/26 福岡青洲会病院

検査 臨検師 奈良谷 芽久美
ｿﾅｿﾞｲﾄﾞ腹部造影超音波検査の外来運
用確立 第17回青洲会研究発表大会 共同演者 2011/11/26 福岡青洲会病院

ﾘﾊ 理療士 大谷 哲幸
当院における待機的PCI患者に対する
心ﾘﾊ受け入れの取組

第17回日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会
学術集会 筆頭演者 2011/7/16 大阪国際会議場

ﾘﾊ 理療士 堀口 亜希
重症心不全、腎不全の憎悪・回復にお
ける心理的変化を経験して

第11回福岡心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究
会 2012/3/23 ｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多

ﾘﾊ 理療士 堤 偉史 当院でのHAL運用状況の紹介 HAL活動報告会 堤偉史 2011/12/17 福岡大学
ﾘﾊ 理療士 堤 偉史 当院でのHAL運用状況の紹介 HALｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 堤偉史 2012/3/4 湯布院厚生年金病院

ﾘﾊ 理療士 伊藤 惇
再入院を繰り返す高齢心不全患者に対
する在宅ｹｱの現状

第17回日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会
学術集会 筆頭演者 2011/7/16 大阪

ﾘﾊ 理療士 伊藤 惇
当院における心ﾘﾊの実際～福岡青洲会
病院～

第11回福岡心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究
会 筆頭演者 2011/10/28 福岡

ﾘﾊ 理療士 阿部 隼太 症例発表 福岡県理学療法士会 2012/3/1 福岡

ﾘﾊ 作療士 峰岡 貴代美
ﾎﾞﾄｯｸｽ療法とCI療法を使用し上肢使用
が可能となった症例 ﾘﾊｹｱ合同研究大会 共同演者 2011/10/28 熊本

ﾘﾊ 作療士 峰岡 貴代美
ﾎﾞﾄｯｸｽ療法とCI療法を使用し上肢使用
が可能となった症例 九州PTOT合同学会 筆頭演者 2011/11/20 北九州市

ﾘﾊ 作療士 彌永 登美江
回復期ﾘﾊ病棟におけるｹｱ10項目宣言
への取組～質の向上を目指して～

全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟協議
会

時吉直祐、脇坂
成重、田中拓樹 2011/12/4 京都

ﾘﾊ 言聴士 江口 美千子
安心安全に食事ができるための訓練食
の見直し 第17回青洲会研究発表大会 共同演者 2011/11/26 福岡青洲会病院

ﾘﾊ 言聴士 江口 美千子
安心安全に食事ができるための訓練食
の見直し 第17回青洲会研究発表大会 共同演者 2012/1/21 たびら活性化施設

ﾘﾊ 言聴士 山本 愛 目指せ誤嚥ｾﾞﾛへの道 第17回青洲会研究発表大会 筆頭演者 2011/11/26 福岡青洲会病院
ﾘﾊ 言聴士 山本 愛 目指せ誤嚥ｾﾞﾛへの道 第10回青洲会合同研究発表大会 筆頭演者 2012/1/21 たびら活性化施設

ﾘﾊ 言聴士 前田 香織
嚥下障害を有する方の理解・指導の重
要性

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｹｱ合同研究大会くまも
と2011 筆頭演者 2011/10/27 熊本

ﾘﾊ 言聴士 前田 香織 目指せ誤嚥ｾﾞﾛへの道 第17回青洲会研究発表大会 共同演者 2011/11/26 福岡青洲会病院
ﾘﾊ 言聴士 前田 香織 目指せ誤嚥ｾﾞﾛへの道 第10回青洲会合同研究発表大会 共同演者 2012/1/21 たびら活性化施設

医事 医事員 加藤 理絵
青洲会におけるFish哲学～ﾍﾟｲﾌｫﾜｰﾄﾞ次
へ渡そう運動～ 第17回青洲会研究発表大会 2011/11/26 福岡青洲会病院

青洲会クリニック

部署 職員名 演題名 学会・研究会名
筆頭演者・共同

演者区分
発表年月日 開催場所

臨工 臨工士 小田村 和樹
あわてないあわてない！～安心・安全な
送迎を目指して～ 青洲会研究発表大会 2011/11/19 青洲会ｸﾘﾆｯｸ

ﾘﾊ 理療士 田中 拓樹
当病院における回復期ﾘﾊ病棟における
ｹｱ10項目宣言への

全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡
協議会第19回in京都 共同演者 2012/2/4 京都

ﾘﾊ 理療士 田中 拓樹
家族を巻き込んだ円滑な退院支援に向
けて

全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡
協議会第19回in京都 筆頭演者 2012/2/5 京都

外来 看護師 三嶋 晴美 足から始める意識改革 青洲会研究発表大会
三嶋晴美、古賀
香織 2011/11/20 青洲会ｸﾘﾆｯｸ

外来 看護師 三嶋 晴美 足から始める意識改革 第10回青洲会合同研究発表大会
三嶋晴美、古賀
香織 2012/1/21 たびら活性化施設

外来 准看 古賀 香織 足から始める意識改革 青洲会研究発表大会
三嶋晴美、古賀
香織 2011/11/1 青洲会ｸﾘﾆｯｸ

外来 准看 古賀 香織 足から始める意識改革 第10回青洲会合同研究発表大会
三嶋晴美、古賀
香織 2012/1/21 たびら活性化施設

総務課 事務
員 廣門 佑允

「今！私達にできること」～知的財産の
共有～ 青洲会研究発表大会 大賀崇之 2011/11/20 青洲会ｸﾘﾆｯｸ

居宅介 介護
専 天口 豊子

一人ではなかった家族と家族の出会い
の向こうに見えるもの 青洲会研究発表大会 2011/11/20 青洲会ｸﾘﾆｯｸ

居宅介 介護
専 天口 豊子

一人ではなかった家族と家族の出会い
の向こうに見えるもの 第10回青洲会合同研究発表大会 2012/1/21 長崎青洲会病院



福岡在宅センター

部署 職員名 演題名 学会・研究会名
筆頭演者・共同

演者区分
発表年月日 開催場所

そら 訪看 看
護師 森 睦

老老介護における訪問看護師のかかわ
り～介護者に目を向けて～ 第10回青洲会合同研究発表大会

筆頭演者(あお
ぞらｽﾀｯﾌ) 2012/1/21 たびら活性化施設

そら 訪看 看
護師 松尾 由紀 老老介護における訪問看護師の役割 第10回青洲会合同研究発表大会 共同演者 2012/1/21 たびら活性化施設
ﾌﾚﾝﾄﾞ 訪介
介福士 今泉 瑞穂子 安心して在宅生活を送る 第17回青洲会研究発表大会 筆頭演者 2011/11/26 福岡青洲会病院

通ﾘﾊ 看補 橋本 真一 自立支援に向けてのアプローチ 第17回青洲会研究発表大会
橋本、通ﾘﾊ(共
同演者区分) 2011/11/26 福岡青洲会病院

訪ﾘﾊ 作療士 岩根 好美
みんなでﾊﾞｲﾊｲｸに出かけよう！～利用
者・家族・訪問ﾘﾊ・ｹｱｻﾎﾟｰﾄSとの協働～ 第17回青洲会研究発表大会

美奈子 共同:
訪問ﾘﾊ・ｹｱｻ
ﾎﾟｰﾄS 2011/11/26 福岡青洲会病院

青洲会病院

部署 職員名 演題名 学会・研究会名
筆頭演者・共同

演者区分
発表年月日 開催場所

療養病棟 看
護 濱田 惠 褥瘡ゼロをめざして 青洲会研究発表大会

山頭妙子・浦上
恵子・濱田・宮
崎博子 2011/11/19

たびら活性化施設

療養病棟 看
補 岡 スサナ 入浴時の安全対策に関すること 青洲会ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修会

筆頭)岡、 共同)
横山、小島、畑
原、里崎 2012/2/1

青洲会病院

回復ﾘﾊ棟 看
護 平松 香代

当院におけるNST活動の取り組みとその
効果 第61回日本病院学会

平松香代、NST
委員会 2011/7/15

東京

薬剤 薬剤師 高橋 利有
「外来患者を増やそう！」よりよい外来環
境を目指して 青洲会研究発表大会

神田美香、末
永、山口、武
内、高橋、安 2011/11/18

たびら活性化施設

薬剤 薬剤師 高橋 利有
「外来患者を増やそう！」よりよい外来環
境を目指して 第10回青洲会合同研究発表大会

神田美香、末
永、山口、武
内、高橋、安 2012/1/21

たびら活性化施設

医事 医療事
務員 神田 美香 協働 青洲会研究発表大会 筆頭演者 2011/11/19 たびら活性化施設

長崎在宅センター

部署 職員名 演題名 学会・研究会名
筆頭演者・共同

演者区分
発表年月日 開催場所

青ﾃﾞｲ 通ﾘﾊ
看護 近藤 千代美

通所ﾘﾊﾋﾞﾘ計画書の見直しを行って見え
てきたもの 青洲会研究発表大会 共同 2011/11/19

たびら活性化施設

青ﾃﾞｲ 通ﾘﾊ
准看 牧野 まゆみ

通所ﾘﾊﾋﾞﾘ計画書の見直しを行ってみえ
てきたもの 青洲会研究発表大会 2011/11/19 たびら活性化施設

明星会病院

部署 職員名 演題名 学会・研究会名
筆頭演者・共同

演者区分
発表年月日 開催場所

事務 事務員 浦田 周志 青洲会におけるFish哲学 青洲会研究発表大会 共同演者 2011/11/19

２．論文発表

職員氏名 職種 論文名・書籍名 雑誌名・図書名（巻・号・頁） 投稿区分 掲載年月日 所属

久間 直哉 医師
大腸アニサキス症の１例；大腸粘膜下腫
瘍の所見を呈した症例

消化器外科（第34巻第12号） 症例報告 H23.11 青洲会病院

内田 隆寿 医師
大腸アニサキス症の１例；大腸粘膜下腫
瘍の所見を呈した症例

消化器外科（第34巻第12号） 症例報告 H23.11 青洲会病院

植田 保子 医師
大腸アニサキス症の１例；大腸粘膜下腫
瘍の所見を呈した症例

消化器外科（第34巻第12号） 症例報告 H23.11 青洲会病院

松永 周三 看護師
大腸アニサキス症の１例；大腸粘膜下腫
瘍の所見を呈した症例

消化器外科（第34巻第12号） 症例報告 H23.11 青洲会病院

八反田 洋一 医師
大腸アニサキス症の１例；大腸粘膜下腫
瘍の所見を呈した症例 消化器外科（第34巻第12号） 症例報告 H23.11 福岡青洲会病院

３．院外司会、座長、講師、シンポジスト
福岡青洲会病院

部署 職員名 演題名 発表年月日
筆頭演者・共同

演者区分
開催場所 備考

ICU 看護 菊武 正彦 JRC ICLS千鳥橋ｺｰｽ 2012/3/18 副ﾌﾞｰｽ長 千鳥橋病院
2階西 看護 高村 恵美 新卒職員の職場定着のための連絡会 2011/9/29 ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 福岡
栄養 管理栄養士 中村 征子 JA粕屋健康教室 2011/4/27 講師 須恵町
ﾘﾊ 理療士 諌武 稔 臨床実習前、特別講義 2011/4/21 講師 柳川市 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院

ﾘﾊ 理療士 諌武 稔 福岡県理学療法士会新人研修 2011/10/23 講師 福岡市 職業倫理・管理運営
ﾘﾊ 理療士 諌武 稔 臨床実習指導者研修会 2011/11/27 講師 柳川市 福岡県理学療法士会

医事 医事員 藤本 俊晴 合同学術発表会 2012/1/21 座長 長崎・田平
医事 医事員 田辺 直也 青洲会研究発表会 2011/11/19 座長 福岡青洲会病院

福岡在宅センター

部署 職員名 演題名 発表年月日
筆頭演者・共同

演者区分
開催場所 備考

ｹｱS 居宅 介
護 介護専 片原 美絵

福岡県介護支援専門員 更新研修・再
研修 2011/11/1

講師 福岡市

ｹｱS 居宅 介
護 介護専 片原 美絵 福岡県介護支援専門員 実務者研修 2012/2/1 講師 福岡市

ひらどせと

部署 職員名 演題名 発表年月日
筆頭演者・共同

演者区分
開催場所 備考

せと入所 看介 看護 石田 亜矢 胃ろうの光と影 2011/4/1 ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 長崎県佐世保市



青洲会病院

部署 職員名 演題名 発表年月日
筆頭演者・共同

演者区分
開催場所 備考

看護師 松永 周三 フィジカルアセスメント 2011/5/19 講師 青洲会病院
看護師 塩屋 千奈美 ＫＹＴ 2011/6/9 講師 青洲会病院
看護師 森本 久美子 安全の基本 2011/6/10 講師 青洲会病院
看護師 森本 久美子 安全の基本 2011/6/24 講師 青洲会病院
看護師 森本 久美子 新人看護職員研修会 2011/6/29 委員 県北看護協会
看護師 里村 真知子 健康教室ＢＳＬ 2011/7/14 講師 松浦市西木場公民館

看護師 嵜辺 徳昭 健康教室ＢＳＬ 2011/7/14 講師 松浦市西木場公民館

看護師 藤村 真美 健康教室ＢＳＬ 2011/7/14 講師 松浦市西木場公民館

看護師 松永 周三 健康教室ＢＳＬ 2011/7/14 講師 松浦市西木場公民館

看護師 山口 京子 健康教室ＢＳＬ 2011/7/14 運営 松浦市西木場公民館

看護師 山口 京子 ドラッカー思考のマネジメント 2011/8/18 講師 青洲会病院
ＭＥ 三浦 寛道 ＡＥＤとＤＣの取り扱い 2011/8/24 講師 青洲会病院
看護師 針尾 富江 コーチング 2011/9/22 講師 青洲会病院
看護師 松永 周三 フィジカルアセスメント 2011/10/6 講師 青洲会病院
看護師 塩屋 千奈美 ＫＹＴ 2011/10/21 講師 青洲会病院
看護師 塩屋 千奈美 ＫＹＴ 2011/10/28 講師 青洲会病院

４．地域貢献及びその他
福岡青洲会病院

部署 職員名 内容 開催場所 日付 講師区分 備考
医局 医師 江島 邦彰 活性酸素について 福岡青洲会病院 2011/10/16 講師 健康教室(病院秋祭り)

外来 看護 古田 勇輝 第14回ちどりICLSコース 千鳥橋病院 2012/3/18 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ ﾌﾞｰｽ長
ICU 看護 久多良木 絵美 日本救急医学会ICLS千鳥橋ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 千鳥橋HP 2012/3/18 講師
ICU 看護 菊武 正彦 院内教室 救急講習 青洲会病院 2011/7/27 講師
ICU 看護 菊武 正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 聖ﾏﾘｱ病院 2011/9/3 講師
ICU 看護 菊武 正彦 日本救急医学会ICLS千鳥橋ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 千鳥橋病院 2011/10/16 講師
ICU 看護 菊武 正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 佐賀県弥生が丘病院 2011/10/23 講師
ICU 看護 菊武 正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 聖ﾏﾘｱ病院 2011/11/27 講師 12/3
ICU 看護 菊武 正彦 看護協会災害ﾄﾘｱｰｼﾞ 福県協 2011/12/9 講師
ICU 看護 菊武 正彦 日本救急医学会ICLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｺｰｽ 千鳥橋病院 2012/1/29 講師
ICU 看護 菊武 正彦 日本救急医学会ICLS医療ｾﾝﾀｰｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 医療ｾﾝﾀｰ 2012/2/12 講師
ICU 看護 菊武 正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 佐賀県浦ノ崎病院 2012/2/25 講師
ICU 看護 菊武 正彦 日本救急医学会ICLS千鳥橋ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 千鳥橋病院 2012/3/18 講師
ICU 看護 中田 真由美 ICLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 千鳥橋病院 2012/3/17
薬剤部 薬剤師 末永 美樹 院内健康教室 福岡青洲会HP 2011/12/14 講師
栄養 管理栄養士 林田 美保 宇美町健康教室 宇美町 2011/11/16 講師
栄養 管理栄養士 林田 美保 原町健康教室 粕屋町 2011/11/18 講師
ﾘﾊ 理療士 嶋邨 亮 福岡県理学療法士会新人教育部部長 2011/4/1 ～平成25年3月
ﾘﾊ 理療士 神田 憲一 中学校ｽﾎﾟｰﾂ教室 粕屋東中 2011/6/1
ﾘﾊ 理療士 神田 憲一 転倒予防教室 福岡 2011/7/15 福岡県理学療法士会

ﾘﾊ 理療士 三浦 徹也 転倒予防教室 2011/7/26 講師
ﾘﾊ 理療士 三浦 徹也 健康教室(脳卒中の予防について) 2011/9/21 講師
ﾘﾊ 理療士 諸隈 泉絵 院内健康教室(HALについて) 当院 2011/4/12 講師
ﾘﾊ 理療士 伊藤 惇 院内健康教室 原町 2011/11/18 講師
ﾘﾊ 理療士 伊藤 惇 転倒予防教室～福岡県理学療法士会～ 篠栗町 2011/12/20 講師
ﾘﾊ 理療士 尾畑 里枝 福岡県理学療法士会東地区運営委員 福岡 2011/4/1 会計 任期中 会計担当
ﾘﾊ 理療士 山城 伸介 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部B2Sｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 福岡青洲会病院 2011/8/1 講師
ﾘﾊ 理療士 山城 伸介 青洲会秋祭り実行委員会 福岡青洲会病院 2011/10/24
ﾘﾊ 理療士 山城 伸介 福岡東地区理学療法士会 栄光病院 2011/11/24 症例発表
ﾘﾊ 理療士 山城 伸介 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部B2Sｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 福岡青洲会病院 2012/2/1 講師
ﾘﾊ 理療士 帆足 裕平 山口県高校野球ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ 山口 2011/7/1 ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ
ﾘﾊ 理療士 帆足 裕平 山口国体 山口 2011/9/1 ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ
ﾘﾊ 理療士 中島 貴史 健康教室 JAかすや 2011/4/27 講師
ﾘﾊ 理療士 中島 貴史 健康教室 かすや福祉ｾﾝﾀｰ 2011/8/27 講師
ﾘﾊ 作療士 林 亜湖 福岡県作業療法士協会 事例報告 福岡青洲会病院 2012/1/25 発表
ﾘﾊ 作療士 若山 恵梨香 福岡県作業療法協会事例報告 福岡青洲会病院 2012/1/25 発表
ﾘﾊ 作療士 池松 恭平 福岡県作業療法協会事例報告 福岡青洲会病院 2012/1/25 発表
ﾘﾊ 言聴士 江口 美千子 嚥下障害のﾘﾊﾋﾞﾘ 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/7/2 (介護予防)講師
ﾘﾊ 言聴士 江口 美千子 食べることについて(まとめ) 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2012/3/2 (介護予防)講師
ﾘﾊ 言聴士 山本 愛 「志免元気ｸﾗｸﾞ」誤嚥ってなあに 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/6/4
ﾘﾊ 言聴士 山本 愛 青洲会ｸﾘﾆｯｸ ｸﾘﾆｯｸ祭り 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/10/16
ﾘﾊ 言聴士 山本 愛 「志免元気ｸﾗｸﾞ」口の渇きについて 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/12/3
ﾘﾊ 言聴士 前田 香織 摂食の嚥下障害について 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/5/7
ﾘﾊ 言聴士 前田 香織 口腔ｹｱについて 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/10/1
ﾘﾊ 言聴士 井上 宜彦 摂食・嚥下障害について 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/4/16 講師
ﾘﾊ 言聴士 井上 宜彦 摂食・嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘについて 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/9/3 講師
ﾘﾊ 言聴士 曽我 久美子 摂食嚥下障害について(食べ方や食形態) 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2011/8/6 講師
ﾘﾊ 言聴士 青山 鮎美 志免町健康教室摂食嚥下のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 青洲会ｸﾘﾆｯｸ 2012/1/7
地連 事務 社福士 尾崎 友昭 第7回福岡青洲会病院健康秋祭り 検診棟前 2011/10/16 実行委員長

福岡・志免在宅センター
部署 職員名 内容 開催場所 日付 講師区分 備考

ｾｼﾘｱ 看護 久家 千恵香 ﾊｲﾑ合同年越しそば ｾｼﾘｱ 2011/12/31
ｾｼﾘｱ 看護(ﾋ) 力武 千賀子 年越しそば打ち セシリア 2011/12/31
ｾｼﾘｱ 看補 森 久実子 健康秋祭り 福岡青洲会病院 2011/10/16
ｾｼﾘｱ 看補 小金丸 優子 健康秋祭り 福岡青洲会病院 2011/10/16
ｾｼﾘｱ 看補 小金丸 優子 ﾊｲﾑ合同年越しそば 青洲会ｾｼﾘｱﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 2011/12/31
ｾｼﾘｱ 介福士 長 輝幸 健康秋祭り 福岡青洲会病院 2011/10/16
ｾｼﾘｱ 介福士 長 輝幸 ﾊｲﾑ合同年越しそば 青洲会セシリアデイサービス 2011/12/31
ｾｼﾘｱ 介福士 佐田 祐子 健康秋祭り 青洲会HP 2011/10/16
ｾｼﾘｱ 介福士 佐田 祐子 ﾊｲﾑ合同年越しそば 青洲会ｾｼﾘｱﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 2011/12/31
ｾｼﾘｱ 介福士 種崎 良美 ハイム合同年越しそば ｾｼﾘｱ 2011/12/31
ｾｼﾘｱ 作療士 山本 麻衣 健康秋祭り 福岡青洲会病院 2011/10/16
Sｸﾘ ﾘﾊ 理療士 藤原 有子 転倒予防教室 F久原公民館 2011/7/1 講師
ｹｱS 居宅 介護 介護専 片原 美絵 認知症ｷｬﾗﾊﾞﾝﾒｲﾄ 粕屋郡久山 2012/3/1



そら 訪看 看護師 上田 裕子 地域医療を考える会 ｻﾝﾚｲｸ粕屋 2012/2/16
そら 訪看 看護師 森 睦 地域医療を考える会 ｻﾝﾚｲｸ粕屋 2012/2/16
そら 訪看 看護師 松尾 由紀 地域医療を考える会 ｻﾝﾚｲｸ粕屋 2012/2/16

青洲会病院
部署 職員名 内容 開催場所 日付 講師区分 備考

医事課 松永 朝子 コスト管理 青洲会病院 2011/5/26 講師
医師 植田 保子 健康教室熱中症対策・救急蘇生 松浦市西木場公民館 2011/7/14 講師
医師 大津 誠 健康教室ヒーリング 松浦市青島福祉センター 2011/12/14 講師

栄養 管理栄養士 前田 育子 長崎県栄養士会北松支部 2012/1/1 支部長
栄養 管理栄養士 前田 育子 地域・職域連携協議会 平戸市 2012/1/1 作業部会
栄養 管理栄養士 前田 育子 食育ネットワーク・ブロック会議 平戸市 2012/1/1
栄養 管理栄養士 前田 育子 県北地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連絡協議会 平戸市 2012/1/1
栄養 管理栄養士 前田 育子 県北地域脳卒中連携体制整備検討委員会 平戸市 2012/1/1
栄養 管理栄養士 前田 育子 県北地域歯科保健推進委員会 平戸市 2012/1/1
栄養 管理栄養士 前田 育子 平戸市健康福祉まつり 平戸市 2012/1/1 開催スタッフ

医師 山﨑 隆 健康教室頻尿について 松浦市万年青荘 2012/3/15 講師
看護師 森本 久美子 看護の日行事 アルカス佐世保 2011/5/7 委員
看護師 森本 久美子 平戸市福祉健康祭 平戸市 2011/10/16 委員
看護師 梶原 剛 田平町クロスカントリー 田平町 2011/12/11 救護班
看護師 平松 香代 田平町クロスカントリー 田平町 2011/12/11 救護班
看護師 山口 京子 県北地域脳卒中連携体制整備検討委員会 平戸市 2012/1/18 委員
看護師 塩屋 千奈美 田平町駅伝大会 田平町 2012/2/29 救護班
看護師 里村 真知子 中学校新人駅伝大会 田平町 2012/3/10 救護班

理学療法士 松尾 尚子 高齢者いきいき教室 田平保健センター 2011.6.27 講師
作業療法士 竹本 知高 転倒予防教室 田代公民館 2011.7.8 講師
言語聴覚士 龍 智子 言語障害について 青洲会病院 2011.7.28 講師
作業療法士 松森 建伍 転倒予防教室 小崎公民館 2011.9.15 講師
作業療法士 朽原 努 転倒予防教室 永田公民館 2011.9.20 講師
作業療法士 竹本 知高 転倒予防教室 釜田公民館 2011.9.22 講師
理学療法士 松尾 尚子 転倒予防教室 深月公民館 2011.10.5 講師
理学療法士 石田 仁 ヘルパー講習 北松農業高校 2011.11.11 講師
理学療法士 松尾 尚子 高次脳専門部会 県北保健所 2012.2.3 講師
理学療法士 松尾 尚子 ヘルパー講習 北松農業高校 2012.1.27 講師

長崎在宅ケアセンター
部署 職員名 内容 開催場所 日付 講師区分 備考

スマイル 横山ミツ子 福祉との連携 青洲会病院 2011/6/15 講師



◆2011年度健康教室実施報告（福岡青洲会病院）
月日 日時 地区 開催場所 依頼団体名 テーマ 講師所属 講師 参加人数

1 2月14日 月 10:00～12:00 JAかすや
JAかすや

会館
JAかすや
（緒方様）

いきいき元気はつらつ リハビリ リハビリ

2 3月3日 木 10:00～12:00 福岡市東区 青葉公民館 安岡様
循環器疾患について

リハビリテーションについて
循環器Dr
リハビリ

循環器Dr
リハビリ

3 4月15日 金 10：30～11：30 福岡市東区 八田公民館 八田公民館 循環器疾患について 医局 山本光孝先生 30名

4 4月18日 月 11：00～12：00 篠栗町
オアシス篠

栗
食進会

（福原さん）
いきいき元気はつらつ リハビリ 出貝・前田・田中 30名

5 4月26日 火 11：00～12：00
西日本典礼

志免
左記 西日本典礼 心臓病について 医局 山本光孝先生 100名

6 4月27日 水 10：30～12：00 JAかすや
JAかすや

会館
JAかすや
（緒方様）

病気にならない体作り リハビリ・栄養課
出貝・中島・時吉・高
田・（矢野）･中村征子 200名

7 5月31日 火 11：00～12：00
西日本典礼

桜丘
左記 西日本典礼 認知症について 本部 河野理事長 100名

8 7月20日 水 11：00～12：00
宇美町ひば

りが丘
３区公民館

３区公民館
(宿里様)

脳血管障害について 本部 河野理事長 ４０名

9 9月21日 水 10:00～11：00
宇美町ひば

りが丘
３区公民館

３区公民館(宿
里様)

脳血管障害の運動療法 リハビリ 三浦、碩 30名

10 10月11日 火 10：00～11：00 須惠町
上須恵
公民館

上須恵公民館 脳血管障害について 医局 井上先生 30名

11 11月18日 金 10：00～11：00 原町 原町公民館 原町公民館 健康的にダイエット リハビリ、栄養課
リハビリ、
栄養課

３０名

12 11月16日 水 11：00～12：00
宇美町

ひばりが丘
３区公民館

３区公民館(宿
里様)

食事療法について 栄養課 栄養課 ３０名

13 2月2日 木 13：30～14：30 粕屋町
セシリアハイ

ツ
誠ｻｰﾋﾞｽｶﾝﾊﾟ

ﾆｰ
脳血管障害について 本部 河野理事長 7名

14 3月21日 水 11：00～12：00
宇美町

ひばりが丘
３区公民館

３区公民館(宿
里様)

介護保険、社会保険制度
について

地連、在宅 地連、在宅 30名

15

16


