
日時 学会等 場所 テーマ 発表者 講演・ポスター

1 結核患者の透析の一症例 坂本　久美子

2 尿路感染症を有するカテーテル留置患者における弱酸性電解酸化水の使用経験 坂井　ひとみ

3 外来アンケートの調査結果 馬渡　加夜子

4 平成10年10月 第40回　全日本病院学会 神戸 肺気腫術後患者のリハビリ 溝部　ひとみ

5 ＡＬＳ患者の在宅酸素療法へ向けて 太居　まきこ

6 家族性クロイツフェルトヤコブ病の一症例 川村　恵子

7 パルスオキシメーターの有効性（在宅酸素療法の指導に活用して） 馬渡　加夜子

8 痴呆患者の排泄自立支援 高島　久美子

9 超高齢結核性膿胸患者の術前術後 中村　美紀

10 受け持ち看護師の役割 田中　のぞみ

11 ターミナルケアを考える 山下　由美

12 摂食嚥下訓練の効果と意義 入江　久美子

13 透析患者のよりよい水分管理をめざして 倍本　恵美子

14 臨床治験を経験して 八尋　恵美香

15 平成13年6月 第51回　日本病院学会 福岡 結核に罹患したことによる心理的経済的影響 溝部　ひとみ

16 平成13年10月 第43回　全日本病院学会 埼玉 内服薬の自己管理指導内容 大久保　紀美子

17 セルフケア困難患者における口腔ケアの徹底 仲兼久　真紀

18 家族参加によるケアカンファレンスを試みて 熊本　章

19 高齢者の早期離床を考える～一般病棟におけるＡＤＬ拡大への取り組み～ 堀川　亜由美

20 酸素投与時の苦痛緩和を考える～スキントラブル解消のための工夫～ 市丸　悦子

21 患者満足と信頼構築に向けて 吉田　美樹

22 安全に透析を行うための工夫～痴呆患者に対する安全カバーの作成～ 佐野　美貴子

23 平成15年10月 第45回　全日本病院学会 結核療養にこそアメニティの改善を望む 藤野　裕子

24 平成15年11月 第39回　九州透析学会 宮崎 ３系統のダイアライザー膜におけるエンドトキシンフラグメント透析透過率の検討 松隈　秀和

25 平成16年7月 第54回　日本病院学会 横浜 家族との関係を深めるために～交換ノートを使用して～ 山本　光広 ポスター

26 在宅酸素療法患者の外来受診～効果的な診療のありかたの検討～ 藤本　佳奈 口演

27 吸引に関する看護師の意識の変化～効果的な排痰援助を目指して～ 菊入　真実 口演

28 患者に適した内服管理への取り組み 水津　名恵 口演
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29 病院機能評価更新に向けての取り組み 松尾　路子 ポスター

30 平成18年11月 九州ホスピタルショーシンポジウム 福岡 「変わる医療現場と看護の質」在宅部門支援強化「子育て応援宣言」病院として 石橋　美智代 口演

31 平成18年11月 九州透析学会 大分 透析の患者指導を考える～わかりやすい指導への取り組み～ 山下　孝之 口演

32 平成19年3月 第11回　福岡呼吸ケア研究会 福岡 ＨＯＴ導入教育と今後の課題と取り組み～アンケート聞き取り調査から～ 佐藤　真理 口演

33 平成19年7月 第57回　日本病院学会 千葉
結核予防法改正が目指す結核患者の在院日数を阻む要因～過去６年間の結核患者の動向
調査～

橿原　忍 口演

34 平成19年8月 介護療養型医療施設連絡協議会 福岡 療養病棟に支えられた親子の闘病生活～存在価値を再認識した事例～ 道脇　冨美子 口演

35 平成19年11月 第7回　福岡県看護学会 福岡
働きつづけられる職場つくり～ともに支えあう組織であるために「子育て両立支援」「新人育
成」

石橋　美智代 口演

36 平成20年6月 九州ブロック介護保健施設大会 福岡 在宅復帰への取り組みについて～６年越しの在宅復帰～ 武重　美佳子 口演

37 平成20年7月 第58回　日本病院学会 山形 禁煙外来における禁煙サポートの重要性～アンケート調査を通して～ 川村　美予子 口演

38 高齢者の転倒・転落を考える（標準看護計画見直し後の職員の意識変化） 宮口　恵美 口演

39 在宅復帰への取り組みについて～６年越しの在宅復帰～ 武重　美佳子 口演

40 当院療養型病棟におけるADL向上の取り組み 野田　政道 口演

41 嚥下機能評価としての簡易嚥下反射テスト 柴崎　康代 口演

42 平成20年8月 第19回全国介護老人保健施設大会 京都 介護職のモチベーション維持のために 安東　健 口演

43 平成20年10月 第32回　日本死の臨床研究会 札幌 部分告知に留まった状況下で受け入れた患者の看護 紫垣　佳枝 ポスター

44 平成20年11月
福岡県介護療養型医療施設協議会抑制廃止とケア
の質を高める会ケアスタッフ勉強

福岡 受持ち制の定着への試み（標準看護計画導入後のスタッフの意識変化 竹本　まり子 口演

45 平成20年12月
第149回耳鼻咽喉科・頭頚部外科学会（第509回九州
地方会）

福岡 嚥下機能評価としての簡易嚥下反射テスト 森園　哲夫 口演

46 平成21年5月 第11回九州ブロック介護露人保健施設大会 長崎 認知症の利用者への園芸療法の取り組み 井上　美里

47 平成21年6月 第14回日本緩和医療学会学術大会 大阪 病名告知に関する遺族の思いを知る 國友　美保 ポスター

48 下肢切断拒否を選択した透析患者の援助を考える 入江　明日香 口演

49 要介護高齢者における口腔ケアの実態と今後の課題について 坂下　徹 口演

50 ＱＦＴ検査の結核診断における有用性 神埼　麻美 口演

51 当院における労災保険の現状 草野　美穂 口演

52 年次有給休暇取得率100％実現のために 佐内　千春 口演

53 平成21年8月 第33回福岡・佐賀医材滅菌研究会 福岡 グルタラール薬浸漬工程廃止に向けての取り組み 倍本　恵美子 口演

54 平成21年8月 第4回九州放射線科医療技術学術大会 沖縄 胃透視の事前説明書「胃透視検査のながれ」使用経験における検討 白木　倉博

55 平成21年9月 第8回日本医療マネジメント学会九州・山口連合大会 福岡 年次有給休暇取得率100％実現のために 佐内　千春 口演

56 胃内視鏡検査を受ける患者に不安に対する実態調査 本田　美紀 口演

57 病棟運動の意義と今後の課題 西村　真佐美 口演

58 平成22年9月 第72回九州山口薬学大会 山口 簡易懸濁法導入後の見直しと改善 大池　智子 ポスター

熊本第59回日本病院学会平成21年7月

岐阜平成22年7月 第60回日本病院学会

岡山第56回　日本病院学会

福岡第16回　日本療養病床協会全国研究会

平成18年8月

平成20年7月



59 結核患者の動向とクリニカルパスについて 神近　とし子 ポスター

60 簡易懸濁法導入後の見直しと改善 大池　智子

61 平成23年2月
全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会・第
17回研究大会

長崎 オリエンテーションを見直して～受容時期とリハビリ導入、進行との関連性～ 松本壮一（ﾘﾊﾋﾞﾘ合同） 口演

62 平成23年7月 第6１回日本病院学会 東京 医師面談に同席する看護師の役割りに関する意識調査 松本真貴 ポスター

63 平成23年10月 第35回　日本死の臨床研究会年次大会 千葉 緩和ケア看護師が抱く感情と看護観への影響 仲兼久　真紀 ポスター

64 平成23年11月 第44回　九州透析学会 佐賀 結核患者受け入れ病院としての看護師の役割 入江　明日香 口演

65 平成24年2月
全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会・第
19回研究大会

京都 若年性頭部外傷術後患者に対する自発性の促しを中心としたチームアプローチ 田坂　真美 ポスター

66 福岡 在宅酸素療法教育入院の評価 山本光広 ポスター

67 福岡 医療材料の供給をスムーズに 毛利伸治 口演

68 福岡 前方高インソールによる腰痛改善効果について 青栁洪作 ポスター

69 福岡 障害者病棟における患者のQOLを考える 大野恵梨奈 口演

70 福岡 結核公費負担制度をより理解していただくために 浦川忍 口演

71 福岡 内服自己管理能力向上のための取り組み 原口貴美枝 ポスター

72 福岡 在宅看取りの支援に関する一考察 田邊真由美 ポスター

73 福岡 病院ビジョンを推進するリーダーシップの確立 皆本健治 口演

74 福岡 ワークライフバランスの実現から職員の定着率UP 德永千春 口演

75 福岡 詳細不明コード使用率減少に向けて 藤本雄一郎 口演

76 福岡 緩和ケア看護師が抱く感情と看護観 仲兼久真紀 口演

77 福岡 禁煙啓蒙活動のあり方を検討 佐藤智子 口演

78 福岡 HCV抗体検査における検査法による結果不一致の報告 井上純子 ポスター

79 平成24年10月 第14回　日本マネジメント学会 長崎 その電話、必要ですか？～業務中断を減らそう～ 朴　佳栄 口演

80 平成24年10月 第14回　日本マネジメント学会 長崎 時間毎の器械チェック忘れゼロを目指してーカードの色は大丈夫？－ 江口　美砂緒 口演

81 平成24年10月 第50回日本糖尿病学会九州地方会 福岡（久留米） 当院における肺結核・非結核性抗酸菌患者の糖尿病合併頻度の検討 馬渡　佐智子 口演

82 平成24年11月 第36回日本死の臨床研究会 京都 統合失調症を持つ終末期患者の関わりについての一考察 木山節子 ポスター

83 平成24年11月 第20回日本慢性期医療学会 福井 在宅復帰を実現するための退院支援を考える～退院後調査を行って～ 河村　名恵 口演

84 平成25年3月
全国回復期リハビリテーション病棟協会・第21回研
究大会

石川 退院後調査から考える退院支援のあり方 河村　名恵 口演

85 平成25年６月 第63回日本病院学会 新潟 介護技術の向上をめざして～　ボディメカニクスとスライディングシートの活用を試みて　～ 　平山　さゆり　 口演

86 平成25年６月 第63回日本病院学会 新潟 結核病棟における排痰援助の現状と今後の課題 菅原　由香 口演

87 平成25年６月 第63回日本病院学会 新潟 医師事務作業補助者と医事課における改善活動 大坂　希美 口演

88 平成25年６月 第63回日本病院学会 新潟 よりよい職場環境作りをめざして 寺﨑　有佳 口演

平成22年11月 第9回医療マネジメント学会九州・山口連合学会 佐賀

第62回日本病院学会平成24年7月



89 平成25年11月 第51回　日本糖尿病学会九州地方会 沖縄 当院における糖尿病合併肺結核症患者の実態調査 木下　幸子 口演

89 平成25年11月 第51回　日本糖尿病学会九州地方会 沖縄 糖尿病透析患者の超尿病療養に対する認識調査 手島　まり 口演

89 平成26年7月 第64回日本病院学会 香川 インシデント・アクシデントを経験した看護職が求めるサポート 髙岸　珠美 口演

89 平成26年7月 第64回日本病院学会 香川 面会に通い続ける長期入院患者の家族に対する支援 仲西　友美 口演

93 平成26年7月 第64回日本病院学会 香川 転倒転落の発生要因予測認識と行動に関する実態調査 北島　美沙 口演

94 平成26年7月 第64回日本病院学会 香川 当院における地域医療連携室の取り組み～アンケート調査を実施して～ 石川　としみ 口演

95 平成26年7月 第１５回九州ブロック　介護老人保健施設大会 熊本 ホール見守りに対する職員の意識変化 池上　英志 口演

96 平成26年11月 第38回　日本死の臨床研究会 大分 緩和ケア病棟における困難事例の要因分析と対応の課題 森山　由美 ポスター

97 平成26年11月 第52回　糖尿病学会九州地方会 熊本 SU薬にて血糖コントロール不良例に対するシタグリプチン漸増投与法の長期成績 朴　佳栄 口演

98 平成26年11月 第52回　糖尿病学会九州地方会 熊本 当院糖尿病外来における「食べる順番療法」の認知度とその指導効果 井上　真希 口演

コメディカル

ＱＦＴ検査の結核診断における有用性 神埼　麻美 口演

当院における労災保険の現状 草野　美穂 口演

年次有給休暇取得率100％実現のために 佐内　千春 口演

平成22年9月 第７２回　九州山口薬学大会 山口 簡易懸濁法導入後の見直しと改善 大池　智子 口演

平成21年7月 第59回　日本病院学会 熊本


