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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25年度の学会発表等に関する業績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。

＜目次＞

◆グループ内青洲会研究発表大会発表結果報告（平成25年度）

第12回青洲会合同研究発表大会

【長崎地区】
　青洲会病院・明星会病院・ひらどせと・鹿町福祉村・養護老人ホームしかまち

【福岡地区】
福岡青洲会病院
青洲会クリニック

【熊本地区】
みかんの丘

◆青洲会グループ職員各種実績
　　　　①各種学会・研究会発表実績
　　　　②論文・書籍投稿
　　　　③各種学会・研究会・研修会司会・座長＆シンポジスト他
　　　　④その他
　　　　⑤健康教室実績　他



◆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26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26年度青洲会研究発表大会スローガン】
　　　スローガン　「発展－Expansion」

◆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26年11月15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26年11月29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26年11月16日(日）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26年12月6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27年1月17日（土）開催

会場：レスポアール久山

平成26年度青洲会研究発表大会



【長崎地区】
青洲会病院　研究発表大会 H26.11.15 （土）

所属＆部署 氏名

金賞 つつじの郷 迎由紀

銀賞 ひらどせと 山田智子

銅賞 糖尿病教室 森裕美子

審査員
特別賞

認知症ケア委員会 永峰紀代子

会場推薦
青洲会病院

リハビリテーション課
原田康二

【福岡地区】

第11回　青洲会クリニック　研究発表大会 H26.11.16 （日）
所属＆部署 氏名

金賞 透析室 西村　直美

銀賞 デイサービス 小柳　洋子

銅賞 外来・医事課 栗谷　一成

第20回　福岡青洲会病院　研究発表大会 H26.11.29 （土）
発表部署＆協働部署 氏名

金賞 透析室 新福　綾美

銀賞 通所リハビリ　Ｒｉｎｋ 坂井　美里

銅賞 青洲の里 村島　美子

特別賞 検査課 高島　扶貴子

特別賞 リハビリテーション部 舟木 怜

評価者
推薦

セシリアデイサービ
スセンター

葉山　美江

【熊本地区】

第９回みかんの丘　研究発表大会 H26.12.6 （土）
所属＆部署 氏名

金賞 みかんの丘　特養 山田　優

【第13回青洲会合同研究発表大会】
発表部署＆協働部署 氏名

金賞
青洲会病院　糖尿

病教室
森裕美子

銀賞 つつじの郷 迎由紀

銅賞 青洲の里 村島　美子

近藤原理賞
福岡青洲会病院

リハビリテーション部
舟木 怜

H26.1.17（土）　レスポアール久山

演題名

活動性向上計画　発動！！
～荒地が皆の笑顔の場へ～

外出企画書とバリデーションを通して見えてきたもの

糖尿病教室に来なきゃ、ダメよ～ダメダメ
～糖尿病教室参加者増員を目指して～

認知症ケア委員会活動報告
～認知症ケア委員会を報告します～

”おかえりなさい”は言わない
～住み慣れた地域で長く！自分らしく！～

本当の問題は自分たちにあった！！
～認知症高齢者の問題行動の原因と追究～

演題名
あしはたいせつ

～フットケア啓蒙活動　足病変ゼロへの取り組み～

認知症高齢者に対する小集団活動が行動心理に及ぼす影響について

～長時間利用者が穏やかに過ごせる場を求めて～

クリニックにおけるチームステップス導入の取り組み
～あるフィッシュ委員の挑戦～

演題名

透析患者の足を守りたい！！

短時間専門型通所リハビリテーションセンターの
立ち上げと地域ニーズ

なんでこの人、家に帰れないの？
～在宅復帰を困難にするリスクを探る～

外部委託業者との契約更新を活用した検査課の体制強化

サーキットトレーニングの安全性と
運動量・精神機能への影響の検討

サーキットトレーニングの安全性と
運動量・精神機能への影響の検討

「継続は予防（力）！脳活は笑顔なり！」
～自立支援で在宅生活に笑顔を増やそう～

演題名

糖尿病教室参加者増員を目指して

活動性向上計画　発動！！
～荒地が皆の笑顔の場へ～

なんでこの人、家に帰れないの？
～在宅復帰を困難にするリスクを探る～

演題名



平成27年1月17日（土）開催　　開催場所：レスポアール久山
所属 演者

1
福岡青洲会病院

検査課
高島　扶貴子

2
青洲会クリニック

外来・医事課
栗谷　一成

3 青洲の里 村島　美子

4
青洲会病院

リハビリテーション課
原田康二

6
福岡青洲会病院

通所リハビリ　Ｒｉｎｋ
坂井　美里

7 ひらどせと 山田智子

8
福岡青洲会病院

リハビリテーション部
舟木 怜

9 つつじの郷 迎由紀

10 みかんの丘　特養 山田　優

11
青洲会クリニック

デイサービス
小柳　洋子

12
セシリア

デイサービスセン
ター

葉山　美江

13
青洲会病院

認知症ケア委員会 永峰紀代子

14
青洲会病院
糖尿病教室

森裕美子

15
福岡青洲会病院

透析室
新福　綾美

17
青洲会クリニック

透析室
西村　直美

短時間専門型通所リハビリテーションセンターの
立ち上げと地域ニーズ

透析患者の足を守りたい！！

糖尿病教室参加者増員を目指して

認知症ケア委員会活動報告
～認知症ケア委員会を報告します～

認知症高齢者に対する小集団活動が行動心理に及ぼす影響について
～長時間利用者が穏やかに過ごせる場を求めて～

外出企画書とバリデーションを通して見えてきたもの

アメリカチームステップス研修報告会:中薗貴志（青洲会クリニック　リハビリ主任）

あしはたいせつ
～フットケア啓蒙活動　足病変ゼロへの取り組み～

「継続は予防（力）！脳活は笑顔なり！」
～自立支援で在宅生活に笑顔を増やそう～

第3群　座長（　川久保　辰朗　　）

第4群　座長（　眞浦　千香子　　）

演題
第1群　座長（　竹本　朋子　）

”おかえりなさい”は言わない
～住み慣れた地域で長く！自分らしく！～

第2群　座長（　山崎　美奈子　　）

活動性向上計画　発動！！
～荒地が皆の笑顔の場へ～

本当の問題は自分たちにあった！！
～認知症高齢者の問題行動の原因と追究～

外部委託業者との契約更新を活用した検査課の体制強化

クリニックにおけるチームステップス導入の取り組み
～あるフィッシュ委員の挑戦～

なんでこの人、家に帰れないの？
～在宅復帰を困難にするリスクを探る～

サーキットトレーニングの安全性と
運動量・精神機能への影響の検討

平成26年度 第13回青洲会合同研究発表大会 発表演題



平成26年11月15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 ひらどせと 山田　智子

2 明星会病院 宮川　礼子

3 青洲会病院 市橋　和彬

4 つつじの郷 迎　由紀

5 糖尿病教室 森　裕美子

6
青洲会病院
療養病棟

稲澤　友紀

7
青洲会病院
放射線課

山口　真一郎

8
青洲会病院

リハビリテーション
課

原田　康二

9
デイサービスセン

ター
しかまち

山野　清治

10
認知症ケア

委員会
永峰　紀代子

11
青洲会病院

回復期リハビリ
テーション病棟

吉岡　恵子

12
青洲会病院透析

室、看護部
坂本　拓史

13
青洲会病院

医事課
長嵜　康二

14
青洲会病院

検査課
石本 公憲検査室の体制変換による業務マニュアルの作成

個別的な回想法の方法論を探る一歩を踏み出す
～ＢＰＳＤのあるＡさんに童謡を活用した個人回想法を通して～

糖尿病教室に来なきゃ、ダメよ～ダメダメ
～糖尿病教室参加者増員を目指して～

緊張を解き放ち、心と体のリラクゼーション

『脳梗塞患者に対するリハビリが脳血流にどう影響するのか』
～　ＡＳＬを発展させて　～

認知症ケア委員会活動報告
～認知症ケア委員会を紹介します～

「　“おかえりなさい”は言わない　」
～住み慣れた地域で長く！自分らしく！～

回復期リハビリテーション病棟における退院支援への取り組み　第２報
～退院支援フローシートの見直しを行って～

査定ゼロ・返戻ゼロを目指して
～続　医事課ＶＳ削り屋～

進化したフットケア
～透析室の新たな取り組み～

演題

外出企画書とバリデーションを通して見えてきたもの

年老いて人間まるく背中もまるく
～円背患者様に対する安全な移乗～

活動性向上計画　発動！！
～荒地が皆の笑顔の場ヘ～

『臭い』から『匂い』へ
～ハッカ油を取り入れて～

平成26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 ＩＣＵ 岩下　浩子

2 リハビリテーション部
看護部　栄養課

医事課
井上　宣彦

3 2階東病棟 城戸　美紀

4
リハビリテーション

部
2階西病棟

松本　敦
中村　美乃里

5 リハビリテーション部 舟木　怜

6 事務部
医事課、総務課

地域連携室
米倉　秀司

第２群 所属 協働部署 演者

7
ヘルパーステーショ

ン
ふれんど

今泉　瑞穂子

8
ショートステイ
ハーモニー

松信　純子

9 デイサービスセンター 藤井　妙子

10
セシリアデイサービ

ス
センター

葉山　美江

11
青洲の里

通所リハビリセン
ター

安藤　征史

12 青洲の里 訪問リハビリ 元田　奈々子

13
訪問看護ステーショ

ン
おおぞら

松本　明美

第３群 所属 協働部署 演者

14 手術室 佐藤　星良

15 放射線課 牧野　政史

16 薬剤部 浦山　泰陽

17 3階西病棟 有馬　未来

18 3階東病棟 松田　京子

19 透析室 新福　綾美

第４群 所属 協働部署 演者

20 青洲の里 山本　鉄也

21 救急災害センター 濱崎　健史

22 検査課 高島　扶貴子

アクティビティケアを用いた認知症高齢者への関わり
～認知症に強いデイサービスセンターを目指して～

介護職が行うリハビリ
～他職種協同に向けて～

Let's褥瘡予防
～ありのままの皮膚の状態で～

サーキットトレーニングの安全性と
運動量・精神機能への影響の検討

座長（　古田　勝憲　　）

『在宅復帰に向けた個別ケアの重要性』
～より良いチームケアを実践するために～

ERエイドを配置して
～効率的な救急災害センターの運営を目指して

～
外部委託業者との契約更新を活用した

検査体制の強化

在宅での看取りを支える
～家族の想いを知り、支援を選ぶ～

座長（　平井副看護部長　　）

「在宅支援・初めの一歩」
－訪問リハビリと老健リハビリの協同・連携－

与薬マニュアルの作成をこころみて

透析患者の足を守りたい！！

急変時対応の意識、知識の向上を目指して

肩関節ＭＲＩ撮影用補助具の作製による
ポジショニング時間短縮・簡略化の試み

短時間で効果的な吸入指導を行うための試み

座長（　　　　町田主任代行　　　　　）

楽しむ食生活を目指して
～摂食機能療法の取り組み～

受け持ち看護師としての役割の充実を目指して
カンファレンス？カンファレンス！

座長（　　松下　美佐子　　）

精神障害者の地域生活を支える
～精神障害者に寄り添うケア～

「継続は予防（力）！脳活は笑顔なり！」
～自立支援で在宅生活に笑顔を増やそう～

プロジェクト　いいね！！-発展-

腸を使って腸ハッピー！！
～早期経腸栄養開始に向けた取り組み～

心不全患者の在院日数短縮と
再入院率減少を目指す

ユニットケアにおける、環境の効果

平成26年度 第20回福岡青洲会病院 青洲会研究発表大会発表



23 ケアサポートS
原田　まゆみ
綿谷　小貴恵

24
通所リハビリ

RINK
坂井　美里

25 青洲の里 村島　美子

頼られるケアサポートＳを目指して～ＧＯ！

なんでこの人、家に帰れないの？
～在宅復帰を困難にするリスクを探る～

短時間通所リハビリテーションセンターの
立ち上げと地域ニーズ



平成26年11月16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 ケアサポートＳ 柿永　恵子

2 外来・医事課 栗谷　一成

3 リハビリ 仁位　泰輔

4 通所リハビリ 橋爪　優子

5 デイサービス 小柳　洋子

6 透析 西村　直美

7 栄養課 山口　清美

8 総務課 野原　信彦

「腰痛予防プログラム～職員のケアを本気で発展させる」

「利用者に沿った食形態での食事提供に向けて」

「認知症高齢者に対する小集団活動が行動心理に及ぼす影響について
～長時間利用者が穏やかに過ごせる場を求めて～」

「あしたはたいせつ～フットケア啓蒙活動　足病変ゼロへの取り組み～」

「2025年に向けた取り組み～外国人就労について～」

演題
第１群

「今昔あれこれひらめいてポン～回想法を用いてのアクティビティ～」

第２群

「地域医療機関との連携～ケアマネタイム作成を試みて～」

「クリニックにおけるチームステップス導入の取り組み
～あるフィッシュ委員の挑戦」

平成26年度第11回青洲会クリニック 青洲会研究発表大会発表演



平成26年12月6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 特養 看介護 高本 祐一

2 特養 看介護 田尻 一美 

3 特養 看介護  若松 武司 

4 特養 看介護 奥田 加代子

5
デイサービス

主任
河津 清和 

演題

自立した生活を目指して～リハビリ（歩行）の実践～

「No Day, No Life」
～あなたの生活の一部になりたい～

本当の問題は自分たちにあった！！
～認知症高齢者の問題行動の原因と追究～

いつまでもおいしくご飯を食べたい
～介護の現場だからこそ出来ること～

おむつゼロへの挑戦
～排泄における在宅復帰阻害要因の改善～

平成26年度 第9回 みかんの丘 研究発表大会発表演



【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

職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

医師 杉本　幸弘
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例
第37回　日本呼吸器内視鏡学会　学術

集会 筆頭著者 2014/4/14 国立京都国際会館

医師 久和　啓邦
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例
第37回　日本呼吸器内視鏡学会　学術

集会 共同著者 2014/4/14 国立京都国際会館

医師 中里　未央
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例
第37回　日本呼吸器内視鏡学会　学術

集会 共同著者 2014/4/14 国立京都国際会館

医師 髙山　昌紀
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例
第37回　日本呼吸器内視鏡学会　学術

集会 共同著者 2014/4/14 国立京都国際会館

医師 杉本　幸弘

A　retrospective study of noninvasive
positive pressure ventilation for acute

respiratory failure in our hospital 第54回　日本呼吸器学会　学術講演会 筆頭演者 2014/4/25 大阪国際会議場

医師 渡辺　真

A　retrospective study of noninvasive
positive pressure ventilation for acute

respiratory failure in our hospital 第54回　日本呼吸器学会　学術講演会 共同演者 2014/4/25 大阪国際会議場

医師 中里　未央

A　retrospective study of noninvasive
positive pressure ventilation for acute

respiratory failure in our hospital 第54回　日本呼吸器学会　学術講演会 共同演者 2014/4/25 大阪国際会議場

医師 久和　啓邦

A　retrospective study of noninvasive
positive pressure ventilation for acute

respiratory failure in our hospital 第54回　日本呼吸器学会　学術講演会 共同演者 2014/4/25 大阪国際会議場

医師 髙山　昌紀

A　retrospective study of noninvasive
positive pressure ventilation for acute

respiratory failure in our hospital 第54回　日本呼吸器学会　学術講演会 共同演者 2014/4/25 大阪国際会議場

医師 久和　啓邦
アレルギー性気管支肺アルペルギルス症

の再発症例
第72回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会　九州支部春季学術講演会 筆頭演者 2014/6/28 アクロス福岡

医師 髙山　昌紀
アレルギー性気管支肺アルペルギルス症

の再発症例
第72回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会　九州支部春季学術講演会 共同演者 2014/6/28 アクロス福岡

医師 杉本　幸弘
アレルギー性気管支肺アルペルギルス症

の再発症例
第72回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会　九州支部春季学術講演会 共同演者 2014/6/28 アクロス福岡

医師 中里　未央
アレルギー性気管支肺アルペルギルス症

の再発症例
第72回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会　九州支部春季学術講演会 共同演者 2014/6/28 アクロス福岡

医師 渡辺　真
アレルギー性気管支肺アルペルギルス症

の再発症例
第72回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会　九州支部春季学術講演会 共同演者 2014/6/28 アクロス福岡

医師 杉本　幸弘
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例 第33回　Microwave Surgery研究会 筆頭演者 2014/9/12 たかつき京都ホテル

医師 久和　啓邦
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例 第33回　Microwave Surgery研究会 共同演者 2014/9/12 たかつき京都ホテル

医師 中里　未央
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例 第33回　Microwave Surgery研究会 共同演者 2014/9/12 たかつき京都ホテル

医師 髙山　昌紀
気管支鏡下マイクロ波治療にて切除した気

管支内過誤腫の1例 第33回　Microwave Surgery研究会 共同演者 2014/9/12 たかつき京都ホテル

医師 杉本　幸弘

肺炎を契機に発見された気管支内異物が
誘因で発生したと考えられたInflammatory

polypの１例
第73回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部秋季学術講演会 筆頭演者 2014/10/10 鹿児島県医師会館

医師 渡辺　真

肺炎を契機に発見された気管支内異物が
誘因で発生したと考えられたInflammatory

polypの１例
第73回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部秋季学術講演会 共同演者 2014/10/10 鹿児島県医師会館

医師 中里　未央

肺炎を契機に発見された気管支内異物が
誘因で発生したと考えられたInflammatory

polypの１例
第73回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部秋季学術講演会 共同演者 2014/10/10 鹿児島県医師会館

医師 久和　啓邦

肺炎を契機に発見された気管支内異物が
誘因で発生したと考えられたInflammatory

polypの１例
第73回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部秋季学術講演会 共同演者 2014/10/10 鹿児島県医師会館

医師 髙山　昌紀

肺炎を契機に発見された気管支内異物が
誘因で発生したと考えられたInflammatory

polypの１例
第73回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部秋季学術講演会 共同演者 2014/10/10 鹿児島県医師会館

医師 杉本　幸弘
当院における非小細胞癌に対するnab-

PTX/CBDCA併用療法の検討 第55回　日本肺癌学会　学術集会 筆頭演者 2014/11/14 国立京都国際会館

医師 久和　啓邦
当院における非小細胞癌に対するnab-

PTX/CBDCA併用療法の検討 第55回　日本肺癌学会　学術集会 共同演者 2014/11/14 国立京都国際会館

医師 中里　未央
当院における非小細胞癌に対するnab-

PTX/CBDCA併用療法の検討 第55回　日本肺癌学会　学術集会 共同演者 2014/11/14 国立京都国際会館

医師 髙山　昌紀
当院における非小細胞癌に対するnab-

PTX/CBDCA併用療法の検討 第55回　日本肺癌学会　学術集会 共同演者 2014/11/14 国立京都国際会館

医師 杉本　幸弘
咳失神を契機に発見された気管支喘息の

一例
第74回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部春季学術講演会 共同演者 2015/3/7

福岡県
中小企業振興セン

ター

医師 渡辺　真
咳失神を契機に発見された気管支喘息の

一例
第74回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部春季学術講演会 共同演者 2015/3/7

福岡県
中小企業振興セン

ター

医師 久和　啓邦
咳失神を契機に発見された気管支喘息の

一例
第74回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部春季学術講演会 共同演者 2015/3/7

福岡県
中小企業振興セン

ター

医師 中里　未央
咳失神を契機に発見された気管支喘息の

一例
第74回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部春季学術講演会 共同演者 2015/3/7

福岡県
中小企業振興セン

ター

医師 髙山　昌紀
咳失神を契機に発見された気管支喘息の

一例
第74回　日本呼吸器学会・日本結核病

学会九州支部春季学術講演会 共同演者 2015/3/7

福岡県
中小企業振興セン

ター

作業療法士 峰岡　貴代美
低頻度ｒＴＭＳ治療と集中作業療法による上
肢機能回復と評価について 第36回九州ＰＴＯＴ合同学会 2014/11/22 佐賀県

作業療法士 峰岡　貴代美

脳卒中後の痙性上肢麻痺に対する、ＢＴＸ-
Ａ再投与後の効果持続について～筋緊張
の変化に着目して

世界作業療法連合大会、日本作業療法
学会同時開催 2014/6/21 神奈川県横浜市

作業療法士 竹本　朋子
回復段階における痙縮を呈した症例へのボ
ツリヌス療法と作業療法の効果 福岡青洲会病院リハビリテーション室 2015/1/28

作業療法士 竹本　朋子

The traial of low frequency rTMS and
occupational therapy in recovery stage of
stroke patients

世界作業療法連合大会、日本作業療法
学会同時開催 2014/6/18 神奈川県横浜市



作業療法士 彌永　登美江

慢性期片麻痺患者上肢に対する A 型ホ?ツ
リヌス毒素投与下て?のスフ?リント療法の適
応とその限界 長崎新聞文化ホール 2014/11/8 長崎県

作業療法士 高沢　梨沙

上肢痙性麻痺例に対する経頭蓋磁気刺
激、ボトックスを併用した短期課題指向型作
業療法の実践 ～fMRIとtractgraphyによる機
能的画像評価と予後推定～

九州理学療法士　作業療法士合同学会
ｉｎ2014 2014/11/22 佐賀県

作業療法士 高沢　梨沙

Combination of transcranial magnetic
stimulation, botulinum toxin A and intensive
occupational therapy facilitate functional
recovery of stroke patients

American Society of Neuro
Rehabilitation 2014 Annual Meeting
USA Washington DC 2014/11/13 アメリカ合衆国

作業療法士 武谷　秀一
陳旧性脳梗塞により半側空間無視の症状
が抑制された一症例 第38回高次脳機能障害学会 2014/11/29 仙台市

理学療法士 野田　智幸
登山を目標とされる、低心機能心不全症例
について 栄光病院 2015/2/19

健康運動指
導士 舟木　怜

サーキットトレーニングの安全性と
運動量・精神機能への影響の検討 第20回青洲会研究発表大会 2014/11/29

健康運動指
導士 舟木　怜

サーキットトレーニングの安全性と
運動量・精神機能への影響の検討 第13回青洲会合同研究発表大会 2015/1/17

作業療法士 木下　洋平
簡易的な装具が麻痺側上肢の痙縮に与え
る影響?電気生理学的検討を通して?

第16回世界作業療法士連盟大会、第48
回日本作業療法学会 2014/6/19 神奈川県横浜市

事務 岡崎　丈児
病院運営を変える！データの活用と組織風
土を育むフィッシュ哲学

医療経営研究会”ブレイクスルー”〈第２
８回勉強会〉 2014/11/28

福岡在宅センター
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

作業療法士 鹿島　美里
短時間専門型通所リハビリテーションセン
ターの立ち上げと地域ニーズ

リハビリテーション・ケア合同研究大会
長崎2014 2014/11/6

青洲会クリニック
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

作業療法士 池松　恭平

重度痙性麻痺患者に対するA型ボツリヌス
毒素及び頚頭蓋磁気刺激療法の併用と集
中的作業療法実施の結果

リハビリテーション・ケア合同研究大会
長崎2014 2014/11/6 長崎県

事務 野原　信彦
2025年に向けた取り組み　～外国人就労に
ついて～ 青洲会クリニック　デイサービスセンター 2014/11/16

２．論文発表
福岡青洲会病院

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

中里　未央 医師 遺伝病 人間科学の百科事典　P40-42 筆頭著者 2015年1月
福岡青洲会病院

診療部

３．院外司会、座長、講師、シンポジスト
福岡青洲会病院

職種 職員名 内容 司会・座長・他区分 日付 開催場所 備考

理学療法士 嶋邨　亮
福岡県理学療法士会　第5回　福岡2地区研
修会　講師 講師

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 備考

峰岡　貴代美
福岡県士会東ブロック症例発表会コメン
テーター 福岡 2015/1/28

峰岡　貴代美 八女医師会病院ボトックス勉強会 福岡県 2014/10/22
嶋邨　亮 福岡県理学療法士会転倒予防教室 講師 大橋会館 2014/7/17
嶋邨　亮 福岡県理学療法士会転倒予防教室 講師 湊坂区公民館 2014/7/19
鹿島　健太朗 JARTA advanceⅢ 講習会参加 大阪 2014/4/19

鹿島　健太朗
第20回宗像ユリックス主催24時間EKIDEN
ケア・コンディショニングサポート 福岡県宗像市 2014/5/10

鹿島　健太朗
現場の為の勉強会　肘関節、手関節　基礎
発表 福岡 2014/8/19

鹿島　健太朗
JARTA｜日本アスリートリハビリテーショント
レーナー協会　トレーナー研修参加 大阪 2014/8/30

鹿島　健太朗
JARTA｜日本アスリートリハビリテーショント
レーナー協会　講師研修参加 大阪 2014/9/27

鹿島　健太朗 JARTA basicセミナー　受講 福岡 2014/10/25
鹿島　健太朗 JARTA advanceⅠ セミナー 事務局として参 福岡 2014/11/29
鹿島　健太朗 院内健康教室講師　腰痛予防について 福岡青洲会病院 2015/2/13
鹿島　健太朗 JARTA advanceⅠ セミナー 事務局として参 福岡 2015/2/21
鹿島　健太朗 JARTA advanceⅠ　講師活動 福岡 2015/3/21
舟木　怜 介護予防教室 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/4/9
舟木　怜 介護予防教室 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/4/17
舟木　怜 痛くならない日常生活 ネクサス香椎（東区） 2014/4/18
舟木　怜 介護予防教室 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/4/28
舟木　怜 介護予防教室 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/4/25
舟木　怜 棒体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/5/8
舟木　怜 痛くならない日常生活 西日本典礼志免斎場 2014/5/9
舟木　怜 棒体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/5/14
舟木　怜 痛くならない日常生活 西日本典礼桜ヶ丘斎場（志免町） 2014/5/15
舟木　怜 痛くならない日常生活 城山公民館（須恵町） 2014/5/21
舟木　怜 健康教室 はげみ会（粕屋町） 2014/5/22
舟木　怜 棒体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/5/23
舟木　怜 棒体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/5/26
舟木　怜 認知症について 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/6/4
舟木　怜 イキイキとした老後を過ごすためのコツ 若杉集会所（篠栗町） 2014/6/4

舟木　怜
幼児運動教室（コーディネーショントレーニン
グ） 粕屋町立中央幼稚園 2014/6/16

舟木　怜 健康寿命を延ばそう 香椎浜集会所（東区） 2014/6/18



舟木　怜
幼児運動教室（コーディネーショントレーニン
グ） 粕屋町立中央幼稚園 2014/6/20

舟木　怜 認知症について 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/6/27
舟木　怜 転倒予防について 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/7/11
舟木　怜 転倒予防について 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/7/17
舟木　怜 転倒予防について 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/7/23
舟木　怜 健康寿命を延ばそう 香椎浜サンハイツ（東区） 2014/7/27
舟木　怜 ロコモティブシンドロームについて 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/8/7
舟木　怜 ロコモティブシンドロームについて 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/8/18
舟木　怜 痛くならない日常生活 萩尾集会所（篠栗町） 2014/8/21
舟木　怜 BLS講習 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/8/25
舟木　怜 ロコモティブシンドロームについて 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/8/27
舟木　怜 健康教室 はげみ会（粕屋町） 2014/8/28
舟木　怜 オリジナル体操教室 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/9/4

舟木　怜
幼児運動教室（コーディネーショントレーニン
グ） 粕屋町立中央幼稚園 2014/9/9

舟木　怜 オリジナル体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/9/26
舟木　怜 幼児運動教室 粕屋町立中央幼稚園 2014/9/29
舟木　怜 体力測定 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/10/2
舟木　怜 健康寿命を延ばそう 田中公民館（篠栗町） 2014/10/9
舟木　怜 体力測定 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/10/10
舟木　怜 体力測定 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/10/20
舟木　怜 体力測定 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/10/22
舟木　怜 ロボットを使ったリハビリについて 志免町民センター 2014/10/23
舟木　怜 膝関節症について 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/11/7
舟木　怜 健康寿命を延ばそう 東久原公民館（久山町） 2014/11/13
舟木　怜 痛くならない日常生活 香椎浜7街区集会所（東区） 2014/11/16
舟木　怜 膝関節症について 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/11/17
舟木　怜 健康体操 西日本典礼会館篠栗斎場 2014/12/2
舟木　怜 音楽を使ったエクササイズ 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/12/5
舟木　怜 音楽を使ったエクササイズ 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/12/10
舟木　怜 BLS講習 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/12/11
舟木　怜 音楽を使ったエクササイズ 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/12/15
舟木　怜 音楽を使ったエクササイズ 久山ふれあいスクール（久山町） 2014/12/18
舟木　怜 腰痛について 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/1/14
舟木　怜 健康体操 上久原公民館（久山町） 2015/1/19
舟木　怜 腰痛について 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/1/22
舟木　怜 頭を使った体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/2/16
舟木　怜 頭を使った体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/2/19
舟木　怜 頭を使った体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/2/25
舟木　怜 頭を使った体操 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/2/27
舟木　怜 介護予防教室（総復習） 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/3/12
舟木　怜 介護予防教室（総復習） 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/3/18
舟木　怜 介護予防教室（総復習） 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/3/20
舟木　怜 介護予防教室（総復習） 久山ふれあいスクール（久山町） 2015/3/23
舟木　怜 健康教室 はげみ会（粕屋町福祉センター） 2015/3/26
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/4/20
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/4/17
水落　祐花 健康教室 ネクサス香椎 2014/4/18
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/4/25
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/4/28
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/5/8
水落　祐花 健康教室 西日本典礼志免斎場 2014/5/9
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/5/14
水落　祐花 健康教室 西日本典礼桜ヶ丘斎場 2014/5/15
水落　祐花 健康教室 須惠町城山公民館 2014/5/21
水落　祐花 健康教室 粕屋町福祉センター 2014/5/22
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/5/23
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/5/26
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/6/4
水落　祐花 運動教室 粕屋町立中央幼稚園 2014/6/16
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/6/18
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/6/19
水落　祐花 運動教室 粕屋町立中央幼稚園 2014/6/20
水落　祐花 健康教室 粕屋町福祉センター 2014/6/26
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/6/30
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/7/11
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/7/17
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/7/23
水落　祐花 健康教室 香椎浜サンハイツ 2014/7/27
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/7/28
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/8/7
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/8/18
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/8/25
水落　祐花 健康教室 萩尾集会所 2014/8/21
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/8/27
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/8/29
水落　祐花 運動教室 粕屋町立中央幼稚園 2014/9/9
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/9/10
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/9/22
水落　祐花 健康教室 粕屋町福祉センター 2014/9/25
水落　祐花 運動教室 粕屋町立中央幼稚園 2014/9/29
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/10/2
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/10/10
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/10/20
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/10/22
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/11/13
水落　祐花 健康教室 香椎浜7街区集会所 2014/11/16
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/11/26
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/12/5
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/12/10
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/12/11
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/12/15
水落　祐花 健康教室 久山会館 2014/12/18
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/1/9
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/1/19



水落　祐花 健康教室 粕屋町福祉センター 2015/1/22
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/2/16
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/2/19
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/2/25
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/2/27
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/3/4
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/3/9
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/3/20
水落　祐花 健康教室 久山会館 2015/3/26
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/6/11
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/6/18
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/6/25
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/7/2
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/7/9
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/7/16
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/7/23
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/7/30
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/8/6
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/8/20
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/8/27
水落　祐花 粕屋介護予防事業 福岡青洲会病院 2014/9/3
森　睦 衛生推進者養成講習 クラーバープラザ 2014/9/11

森　睦
在宅医療推進シンポジウム　　多職種協働
による在宅医療・医介連携の推進 福岡県医師会研修室 2014/12/13

椿　友理子 認知症サポーター養成講座 イオン九州 2014/5/12
椿　友理子 認知症サポーター養成講座 イオン九州 2014/9/3
椿　友理子 認知症サポーター養成講座 イオン九州 2014/10/2
小金丸　優子 バーベキュー セシリアハイム前(駐車場） 2014/8/30
高崎　伸一郎 健康教室 外来待合スペース 2014/5/8
高崎　伸一郎 健康教室 内橋３区 2014/5/10
高崎　伸一郎 老人クラブ連合会健康教室 老人クラブ連合会 2014/6/3
高崎　伸一郎 粕屋町雑学講座 粕屋町図書館 2014/7/13
高崎　伸一郎 健康教室 宇美町ひばりが丘 2014/9/24
高崎　伸一郎 健康教室 原町 2014/10/7
高崎　伸一郎 健康教室 篠栗町 2014/10/8
高崎　伸一郎 健康教室 上須惠 2014/10/14
高崎　伸一郎 健康教室 志免町 2014/12/21
高崎　伸一郎 健康教室 内橋２区 2015/2/8

森　和寛
長崎県栄養士会　北松支部　食事に影響を
及ぼす薬剤 たびら活性化センター 2015/3/18

永友　沙也佳 久山町健康教室 久山会館 2014/4/9
永友　沙也佳 久山町健康教室 久山会館 2014/6/27
永友　沙也佳 久山町健康教室 久山会館 2014/9/10
永友　沙也佳 久山町健康教室 久山会館 2014/11/26
永友　沙也佳 はげみ会 粕屋町福祉センター 2014/11/27
永友　沙也佳 久山町健康教室 久山会館 2015/1/22
永友　沙也佳 糟屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/6/11
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/6/18
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/6/25
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/7/2
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/7/9
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/7/16
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/7/23
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/7/30
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/8/6
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/8/20
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/8/27
永友　沙也佳 粕屋町介護予防事業 福岡青洲会病院健診棟4階 2014/9/3


