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＜はじめに＞
青洲会グループにおける平成22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。
今後もグループ内の業績集として毎年度ごとに作成を行う予定ですのでご協力よろしくお願い
いたします。

＜目次＞
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④ その他
⑤ 健康教室実績



平成23年1月22日（土）開催 開催場所：サンレイクかすや 多目的ホール
所属 演者

1
福岡青洲会病院
医事課、総務課

田邊 直也

2
青洲会病院
NST委員会

平松 香代

3
みかんの丘

看・介護部 介護福
祉士

栗崎 恵

4
青洲会クリニック
ケアサポートS

高島 克代

6
青洲会病院 医事

課
中村 祐子

7
青洲会クリニック
通所リハビリテー

ション
田所 美紀子

8
青洲会病院

リハビリテーション
科

横山 義隆

9
福岡青洲会病院

放射線課
光安 浩貴

10
福岡青洲会病院
リハビリテーション部

（回復期リハビリチーム）
鹿島 健太朗

11 明星会病院 藤本 舞子

12
青洲会クリニック

医事課
本田 信介

13
福岡青洲会病院
ショートステイハーモ

ニー
古賀 詞子

14
青洲会病院
一般病棟

永安 幸恵

15
福岡青洲会病院
訪問リハビリステー

ション
山口 未希

16
青洲会クリニック

三役会
佐藤 勝成

17 循環器センター 福重 晴香

安全、快適な環境を目指して

演題
第1群 座長（福岡青洲会病院 リハビリ部 時吉主任代行）

看取り・・・在宅療養支援診療所との協働

第2群 座長（ 青洲会病院 山田地域連携室長）

ＣＡＧとの比較による当院における冠動脈造影ＣＴの精度検討

スキンケアを通して、協働の重要性を学ぶ
～一人の利用者は、みんなの利用者！みんなの愛で幸せにしよう！～

地域との協働～地域完結型医療への第一歩 定期訪問の開始～

「劇的改造！？ビフォーアフター」
～回復期リハビリテーション病棟の質の向上を目指して～

草むしり－未収の芽をかりとろう－

当院におけるNST活動の取り組みとその効果
～NSTパス使用によるチームアプローチを行って～

いざ！日帰りバスツアーに出かけよう！
～利用者を含めた2事業所との外出支援に向けての協働～

「QOLを高めよう！！」

当クリニックで試みた～皆で創るBSCの報告～

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

産まれたての回リハ病棟～みんなの手で育てよう～

バイ・バイ・菌～ン！！楽しく手洗い実践法

第3群 座長（福岡青洲会病院 栄養課 中村主任代行）

第4群 座長（明星会病院 仁木看護課長 ）

患者様視点のケアを目指して
～ストレッチャーの移乗・搬送に着目して～

認知症に立ち向かう作業療法士部隊出動！！
～現在の脳ブーム・・・何が正しいのか？認知症という目に見えぬ敵に～

平成22年度 第９回合同研究発表大会 発表演題



平成22年11月21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 透析 三好

2 医事課 本田

3 ケアサポ 高島

4 栄養課 山口

5 総務課 中司

6 外来・訪問リハ 藤原

7 三役会 佐藤

8 デイサービス 桑原

9 外来 中川

10 通所リハ 田所

みんなを繋ごう！リハビリ計画書！
～楽しいリハビリ計画書で相互理解、目的意識を共有しよう～

当クリニックで試みた～皆で創るBSCの報告

あなたのことが知りたくて・・・～みなみなさまのおかげです～

バイ・バイ・菌～ン！！楽しく手洗い実践法

演題
第１群

透析食を食べてみませんか？～喫食者増加への取り組み～

第２群

あなたの手 本当に清潔ですか？

草むしり―未収の芽をかりとろう―

看取り・・・在宅療養支援診療所としての協働

外来対応の現状と今後

足から始まるハッピーライフ！

平成22年度第7回青洲会クリニック 院内研究発表大会発表演題



平成22年11月13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
看介護部

機能訓練指導員
鍬田 香織

2 通所スタッフ 奥田 加代子

3
看介護部

介護福祉士
栗崎 恵

4

5

6

QOLを高めよう！

演題

当施設入所者の離床状況と認知機能・日常動作能力との関係

利用者のニーズに近づく為に・・・

平成22年度 第５回 みかんの丘 研究発表大会発表演題



平成22年11月20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
青洲会病院

回復期リハ病棟
嵜辺 憲昭

2 ひらどせと 黒土 福美

3
ケアハウス
かしの木

山村 玲子

4
青洲会病院
療養病棟

市瀬 一枝

5 明星会病院 藤本 舞子

6 リハビリテーション科 横山 義隆

7
青洲会病院

外来棟
岡本 好子

8
ヘルパーステーション

しかまち
永瀬 則子

9
青洲会病院
一般病棟

永安 幸恵

10 NST委員会 平松 香代

11 つつじの郷 川崎 香織

12
青洲会病院

医事課
中村 祐子

安全、快適な環境を目指して

演題
第１群 座長 平松 はだみ （青洲会病院）

第２群 座長 古庄 誠美 （ひらどせと）

ラウンディング法を取り入れてみて
（ラウンディングシートを活用してみての報告）

利用者の為のあるべき施設作りに向けて

外出がしたい！
～事例を通しての外出支援の振り返り～

在宅に向けての排泄自立への道～望みを叶えたい～

当院におけるNST活動の取り組みとその効果
～NSTパス使用によるチームアプローチを行って～

産まれたての回リハ病棟～みんなの手で育てよう～

外来業務改善プロジェクト２０１０
～ヒヤリから得たもの～

褥瘡を治癒へと導くために
（マットレスを選択し、より有効な除圧を図る）

患者様視点のケアを目指して
～ストレッチャーの移乗・搬送に着目して～

第３群 座長 松永 文彦 （ひらどせと）

認知症に立ち向かう作業療法士部隊出動！！
～現在の脳ブーム・・・何が正しいのか？認知症という目に見えぬ敵に～

第４群 座長：泉 友子（デイケア）

転倒事故防止への一試み
～事故を未然に防ぐために～

平成22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 循環器センター
リハビリ・２西病棟・
栄養課・ 薬剤課・医事
課

中島 貴史
・福重 晴香

2 検査課 河津 佳代子

3
急性期脳血管

チーム
ＩＣＵ 三浦 徹也

4 医事課、総務課 医事課、総務課 田邊 直也

第２群 所属 協働部署 演者

5
訪問リハビリ

ステーション
青洲会クリニック訪問
リハビリステーション

山口 未希

6 通所介護
通所リハビリ、通所
介護、セシリア通所介
護

秋葉 俊輔

7 ４階病棟 富山 令菜

8 薬剤課 安倍 有香

第３群 所属 協働部署 演者

9 3階西病棟 リハビリテーション部 原田 美那

10 外来・救急外来 上梶迫 絵里

11 手術室 桜木 亜由美

12 放射線課 光安 浩貴

第４群 所属 協働部署 演者

13
リハビリテーショ
ン部
（回復期リハビリ

鹿島 健太朗

14 ケアサポートＳ ふれんど 森中 孝至

15 ICU 高松、樋口、平松

16
ショートステイ
ハーモニー

おおぞら 古賀 詞子

座長（ 大賀 崇之 主任代行 ）

「劇的改造！！ビフォーアフター」
～回復期リハビリテーション病棟の質の向上を目指して～

『今日どう（協働）ですか？』
～今、ケアマネージャー・ヘルパーに求められていること～

ICUにおける看護方式の見直しについて

スキンケアを通して、協働の重要性を学ぶ
～一人の利用者は、みんなの利用者！みんなの愛で幸せに
しよう！～

退院援助の一部にスクリーニングシート活用して
介護保険・在宅復帰・地域連携・チームアプローチ

座長（ 原田 幸子 課長 ）

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

患者のことをみんなで知ろう！～スタッフ同士の情
報伝達をスムーズに行うことによる看護師の変化～

周手術期看護の質の向上を目指して
～患者と共に一緒に入室して～

CAGとの比較による
当院における冠動脈造影CTの精度検討

ADL情報収集用紙を用いた患者のADLの拡大
と、リハビリ・看護師の統一した援助を目指して

座長（平方 俊治 主任 ）

シワを伸ばそう

脳血管疾患の早期リハビリテーションと
病棟との協働

消毒薬の適正使用

座長（ 藤本 俊晴 ）

いざ！日帰りバスツアーに出かけよう！
～利用者を含めた２事業所との外出支援に向けての協働～

リスクマネジメントを通しての在宅生活
～転倒を減らしていこう～

地域との協働
～地域完結型医療への第一歩 定期訪問の開始～

平成22年度 第16回福岡青洲会病院 院内研究発表大会発表演



①各種学会および研究会等
【福岡青洲会病院：診療部】
職員氏名 職種 演題名 学会名・学術集会および研究会名 発表区分 発表年月日

1 皆川 竜哉 医師 頸部内頸動脈解離の一例
第28回長崎脳神経外科研究

会
筆頭演者 H22.12.11

2 谷 政治 医師 頸部内頸動脈解離の一例
第28回長崎脳神経外科研究

会
共同演者 H22.12.11

3 上田 剛資 医師 九州外科学会 共同演者 Ｈ２２

4 渡辺 真 医師 後遺症を残すことなく改善した心肺停止の一症例 福岡救急医学会 筆頭演者 H22.9.11

5 矢成 亮介 医師
新型インフルエンザＡ/ＨＩＮＩ感染症から多臓器不全を来

たした1症例
福岡救急医学会 筆頭演者 Ｈ２２．４

6 矢成 亮介 医師 ＯＣＴの検討 ＣＶＩＴ（カテ学会） 筆頭演者 Ｈ２２．８

【福岡青洲会病院：看護部】
職員氏名 職種 演題名 学会名・学術集会および研究会名 発表区分 発表年月日

1 廣重 紀子 看護師 「院内デイサービスが入院患者にもたらす効果について」
全国回復期リハビリテーション
病棟研究大会（長崎）

共同演者 H23.2.18

2 柿田 五月 看護師 「院内デイサービスが入院患者にもたらす効果について」
全国回復期リハビリテーション
病棟研究大会（長崎）

筆頭演者 H23.2.18

3 染井 聖子 看護師 「院内デイサービスが入院患者にもたらす効果について」
全国回復期リハビリテーション
病棟研究大会（長崎）

共同演者 H23.2.18

4 荒巻 きよみ 看護師 「新卒看護師の職場定着に関する調査」
日本看護学術大会看護管理
新潟

共同演者 H22.10.26

6

【福岡青洲会病院：リハビリテーション部】
職員氏名 職種 演題名 学会名・学術集会および研究会名 発表区分 発表年月日

1 嶋邨 亮 理学療法士
蘇生後脳症を合併した患者に対する心臓リハビリテー
ション、他職種のアプローチにより社会復帰した1例

第16回
日本心臓リハビリテーション学
会

筆頭演者 H22.7.18

2 嶋邨 亮 理学療法士 当院における心臓リハビリテーションの取り組み
第8回福岡
心臓リハビリテーション研究会

共同演者 H22.10.15

3 大谷 哲幸 理学療法士 当院における心臓リハビリテーションの取り組み
第8回福岡
心臓リハビリテーション研究会

筆頭演者 H22.10.15

4 峰岡 貴代美 作業療法士 小児マヒに脳出血を発症した症例に対するアプローチ
リハビリテーション・ケア
合同研究大会2010

筆頭演者 H22.10.23

【福岡青洲会病院：訪問リハビリステーション】
職員氏名 職種 演題名 学会名・学術集会および研究会名 発表区分 発表年月日

1 山口 絢子 作業療法士
退院後の生活を見据えた

リハビリテーションの提供を目指して
全国
訪問リハビリテーション研究会

筆頭演者 H22.5.16

2 山口 未希 理学療法士
閉じこもり生活となった利用者への
訪問リハビリのアプローチの可能性

リハビリテーションケア
合同研究大会山形2010

筆頭演者 H22.10.22

3

②論文および書籍投稿
【福岡青洲会病院：診療部】
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

大沢 肇 医師
大動脈弁閉鎖不全、右冠動脈入口部狭窄を伴った心外
型バルサルバ洞動脈瘤に大動脈基部再建と冠動脈バイ
パス術を施行した1例

日本血管外科学会雑誌第19巻第6号 筆頭演者

H22.3.23
受付

H22.7.2
受理

大沢 肇 医師
左冠動脈主幹部への特発性冠動脈解離に対する緊急
冠動脈バイパス術

筆頭演者

H22.4.10
受付

H22.6.16
採用

大沢 肇 医師
冠動脈バイパス術中の大量の血管収縮薬により発症し
た非閉塞性腸管虚血症を救命した1例

呼吸と循環第59巻第4号 筆頭演者

H22.4.10
受付

H22.4.15
発行



大沢 肇 医師
Hypertrophic cardiomyopathy with apical aneurysm:ｌｅ
ｆｔ ventricular reconstruction and cryoablation for ｖ
ｅｎｔｒｉｃｕｌｅｒ tachycardia

General Thoracic and
Cardiovascular Surgery
Volume59 Number5

筆頭演者

③各種学会・研究会・研修会司会・座長＆シンポジスト他
【福岡青洲会病院：栄養課】
職員氏名 職種 学会・研修会名 開催都市名 区分 実施年月日

1 中村 征子 管理栄養士 合同学術研究大会 福岡 座長 H23.1.22

【福岡青洲会病院：リハビリテーション部】
職員氏名 職種 学会・研修会名 開催都市名 区分 実施年月日

1 峰岡 貴代美 作業療法士 第16回福岡県作業療法学会 志免町 司会 H23.2.19

【福岡青洲会病院：訪問リハビリステーション】
職員氏名 職種 学会・研修会名 開催都市名 区分 実施年月日

1 原田 布美子 作業療法士 訪問リハビリテーション管理者研修会Step1 福岡市 シンポジスト H22.6.19

④その他【健康教室講師、外部講師等】
職員氏名 職種 勉強会名他 備考 区分 発表年月日

1 廣重 紀子 看護師 院内健康教室講師 福岡青洲会病院 講師 H23.2.23

2 林田 美保 管理栄養士 介護予防事業 栄養講義 宇美町（株）ニチイ受託分講師依頼 講師 H22.9.1

3 林田 美保 管理栄養士 介護予防事業 栄養講義 宇美町（株）ニチイ受託分講師依頼 講師 H22.9.15

4 林田 美保 管理栄養士 院内健康教室（糖尿病予防の食事） 福岡青洲会病院 講師 H22.5.26

5 碇山 佳菜 管理栄養士 院内健康教室（高血圧症予防の食事） 福岡青洲会病院 講師 H22.8.11

6 林田 美保 管理栄養士 院内健康教室（メタボリックシンドローム） 福岡青洲会病院 講師 H22.10.13

7 中村 征子 管理栄養士 院内健康教室（脂質異常症の食事） 福岡青洲会病院 講師 H23.1.12

平田 瑠実 検査技師 院内健康教室（検査の地図帳（検体）Ｐａｒｔ１） 福岡青洲会病院 講師 Ｈ２２

毛利 明樹 検査技師 院内健康教室（検査の地図帳（検体）Ｐａｒｔ１） 福岡青洲会病院 講師 Ｈ２２

宮野 真吾 検査技師 院内健康教室（検査の地図帳（生理）Ｐａｒｔ2） 福岡青洲会病院 講師 Ｈ２２

福田 梢 検査技師 院内健康教室（検査の地図帳（生理）Ｐａｒｔ2） 福岡青洲会病院 講師 Ｈ２２

毛利 明樹 検査技師 医局勉強会（糖尿病性腎症） 福岡青洲会病院 講師 H23.2.23

谷 政治 医師 特定高齢者運動機能維持向上事業 粕屋町 講師
H22.9.14
H22.10.15
H23.1.12

有永 誠 医師 福岡法務研究委員会 福岡市 講師 H22.12

皆川 竜哉 医師 くも膜下出血 基礎知識と治療 福岡青洲会病院 講師 H23.2.25



【福岡青洲会病院：リハビリテーション部】福岡県理学療法士会 転倒予防教室講師派遣
職員氏名 職種 内容 派遣先 実施日 参加者

1 松崎 愛 理学療法士 転倒予防教室 別府３町公民館 H22.7.8 １８名

2 神田 憲一 理学療法士 転倒予防教室 いつき会館 H22.7.12 １０名

3 平野 整 理学療法士 転倒予防教室 新建会館 H22.7.13 １８名

4 嶋邨 亮 理学療法士 転倒予防教室 下府１区公民館 H22.7.14 ３２名

5 大谷 哲幸 理学療法士 転倒予防教室 下久原公民館 H22.7.15 １６名

6 時吉 直祐 理学療法士 転倒予防教室 上久原公民館 H22.7.16 ２４名

7
山口 未希
中薗 貴志

理学療法士 転倒予防教室 大橋公民館 H22.7.17 ２４名

8 嶋邨 亮 理学療法士 転倒予防教室 花立花公民館 H22.7.20 １６名

9

【青洲会病院 看護部】
職員氏名 職種 勉強会名他 テーマ 発表区分 所属

1 金子 智美 看護師 卒業生講和 夢を実現して 筆頭演者 一般病棟



2010年度健康教室実施報告
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 4月25日 日 11：00～12：00 志免町 西日本典礼 志免斎場
いきいき元気（健康寿命を延
ばす）

福岡青洲会病院 リハビリ部 100名

2 4月30日 金
11:00～13：00
の間の1時間

篠栗町
オアシスささ
ぐり

たけのこ会
（食進会）

心臓病について 福岡青洲会病院 山本Dr（循内） 20名

3 5月21日 金 須惠町 ひだまりの会 認知症 青洲会病院 河野院長 36名

4 6月5日 土 11：00～12：00
志免町桜
丘

西日本典礼 桜丘斎場 脳梗塞とその予防について 福岡青洲会病院 井上先生 100名

5 6月21日 月 10：00～11：00
志免町桜
丘

桜丘
桜丘中央老人
会

心臓病について 福岡青洲会病院 循環器 30名

6 6月24日 木 10：00～12：00 東区青葉
あおば公民
館

老人会 生活習慣病の予防について 福岡青洲会病院 入来先生 62名

7 7月11日 日 11：00～12：00
須惠町佐
谷

須恵町佐谷 佐谷老人会 いきいき元気はつらつ 福岡青洲会病院 リハ中島貴史 60名

8 7月17日 土 10：00～11：00 志免町
志免４公民
館

老人会 いきいき元気はつらつ 福岡青洲会病院 リハ三浦徹也

9 7月24日 土 10：00～11：30
志免町
向ヶ丘

向ヶ丘公民
館

老人会 いきいき元気はつらつ 福岡青洲会病院 リハビリ部 40名

10 8月10日 火 13:00～14:00 須惠町
大島原公民
館

大島原老人ク
ラブ

いきいき元気はつらつ 福岡青洲会病院 リハビリ部 40名

11 10月22日 金 10：00～11：00 原町 原町公民館
公民館主事ナ
カオ様

いきいき元気はつらつ！
～健康寿命を延ばすために
～

福岡青洲会病院 リハビリ部 50～60名

12 10月12日 火 10:30～11：30 須惠町
上須恵公民
館

若水会 小山
田様

心臓病について 福岡青洲会病院 循環器 60～70名

13 12月14日 火 10：00～11：00 東区青葉
ふれあいサ
ロン

痛くならない日常生活 福岡青洲会病院 リハビリ部 30～40名

14 12月4日 土 10：30～11：30 東区八田 八田公民館 心臓病について 福岡青洲会病院 循環器 30名

15 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 福岡青洲会病院 リハビリ

16 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

福岡青洲会病院
循環器Dr
リハビリ

2010.3.12


