〔 講演・講義 〕
1． 情報処理入門（全 12 回）
齋藤智彦
岡山大学医学部医学科 1 年生，岡山，2012.04

2． 前頭側頭葉変性症（FTLD）
横田修
第 1 回認知症研修会 in 米子，米子，2012.04

3． 高齢者に多い疾患（肺炎等）の予防
宗田良
早島町地域包括支援センター，岡山県早島町，2012.05

4． 苦手意識を解消する！呼吸管理の基礎知識と呼吸ケア
齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，広島，2012.05

5． 人工呼吸器
笠井健一
平成 24 年度中国四国ブロック内医療職(二）・福祉職新採用職員研修会，岡山，2012.05

6． 呼吸のリハビリテーション
森川竜也
平成 24 年度中国四国ブロック内医療職(二）・福祉職新採用職員研修会，岡山，2012.05

7． 実地に役立つラメルテオン処方例～従来の睡眠薬との違い～
田邊康之
不眠症と患者コミュニケーション学術講演会，真庭，2012.06

8． 子どものぜんそくについて
水内秀次
第 7 回呼吸器市民公開講演会，松江，2012.06

9． 認知症を知り，予防しよう
阿部光徳
早島町地域包括支援センター，岡山県早島町，2012.06

10． 呼吸管理の基礎
齋藤智彦
平成 24 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2012.06

11． 苦手意識を解消する！呼吸管理の基礎知識と呼吸ケア
齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，福岡，2012.06

12． 苦手意識を解消する！呼吸管理の基礎知識と呼吸ケア
齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，高知，2012.06

13． 苦手意識を解消する！呼吸管理の基礎知識と呼吸ケア
齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，松山，2012.06

14． 口腔・咽頭・喉頭科学総論，口腔・咽頭・喉頭疾患
赤木博文
岡山大学医学部臨床講義 4 年次，岡山，2012.06

15． アルツハイマー病の臨床診断

－病理学から考える基本について－

横田修
第 1 回鳥取認知症セミナー，鳥取，2012.06

16． 認知症のひとと生きる－治療の基本と思うこと－
横田修
日本認知症ケア学会 中国地域部会 岡山研修会，岡山，2012.06

17． 結核について
橋本数江
平成 24 年度岡山県看護協会新見支部研修会，新見，2012.07

18． 経管栄養及び吸引の手技の確認と注意点
水内秀次
岡山県立早島支援学校，岡山県早島町，2012.07

19． 感染対策の基礎知識
溝内育子
感染対策エキスパート養成事業研修会，岡山，2012.07

20． 今さら聞けないシリーズ II 研修会

一般検査

一般必須検査と黄本 2010

藤井貴子
平成 24 年度国立病院臨床検査協会中国支部研修会，岡山，2012.07

21． 高齢者に多い疾患（肺炎等）の予防
宗田良
若宮 OB クラブ，岡山県早島町，2012.07

22． 摂食・嚥下障害のリハビリテーション
大石廣
平成 24 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2012.07

23． 言語障害のリハビリテーション
有吉希充恵
平成 24 年度訪問看護師養成講習会，岡山，2012.07

24． 人工呼吸器スキルアップ ～見て，聞いて，触れる体験型で苦手克服
齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，広島，2012.07

25． 人工呼吸器スキルアップ ～見て，聞いて，触れる体験型で苦手克服
齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，名古屋，2012.07

26． 人工呼吸器スキルアップ ～見て，聞いて，触れる体験型で苦手克服
笠井健一，齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，広島，2012.07

27． 人工呼吸器スキルアップ ～見て，聞いて，触れる体験型で苦手克服
笠井健一，齋藤智彦
日総研グループ公開セミナー，名古屋，2012.07

28． 認知症患者の看護
田邊康之
尾道市立市民病院，尾道，2012.08

29． スタンダードプリコーション

－MASA・インフルエンザ等への対応方法－

形山優子
岡山県看護協会教育研修会，岡山，2012.08

30． がん看護における疼痛ケア
三谷順子
岡山県看護協会教育研修会，岡山，2012.08

31． 体の動かし方とポジショニング
松本勉
岡山県立早島支援学校，岡山県早島町，2012.08

32． 環境とアレルギー
木村五郎
平成 24 年度第 2 回県立図書館とことん活用講座，岡山，2012.08

33． 摂食における支援・留意点について
大石廣
岡山県立早島支援学校，岡山県早島町，2012.08

34． 生き生き介護「食事について」
大石廣
中国短期大学，岡山，2012.08

35． 扁桃病巣疾患・IgA 腎症
赤木博文
香川県耳鼻咽喉科医会

36． グループワーク

平成 24 年度「秋の研修会」
，高松，2012.09

PACS 運用の問題点と解決策

山口美隆（コメンテーター）
平成 24 年度中国四国ブロック内医用画像情報管理研修会，岡山，2012.09

37． 施設紹介

PACS 等医用画像情報管理について

唐藤茂
平成 24 年度中国四国ブロック内医用画像情報管理研修会，岡山，2012.09

38． 英語での EDC 入力における留意点
吉田恭子
平成 24 年度中国四国ブロック内治験研修会，東広島，2012.09

39． エントリー促進：スクリーニングの手法について
石尾みどり
平成 24 年度中国四国ブロック内治験研修会，東広島，2012.09

40． グループワーク
石尾みどり（アドバイザー）
平成 24 年度中国四国ブロック内治験研修会，東広島，2012.09

41． 認知症治療薬の現在・過去・未来
田邊康之
岡山県病院薬剤師会定例学術講演会，岡山，2012.09

42． 食物アレルギーについて
水内秀次
平成 24 年度岡山県保育協議会保育会給食研究部第 3 回研究部会，岡山，2012.09

43． COPD のリハビリテーション
森川竜也
国立病院中国・四国理学療法士協議会スキルアップセミナー，岡山県早島町，2012.09

44． 筋萎縮性側索硬化症～合併症～
信國圭吾
平成 24 年度神経・筋疾患研修会，大竹，2012.10

45． 高齢者の身体的苦痛の緩和～痛みや不快な症状コントロールとケア
三谷順子
第 75 回多職種による緩和ケア連続学習講座，岡山，2012.10

46． 児童福祉施設における感染症対策～基本的知識の習得～
溝内育子
平成 24 年度感染症対策研修会，笠岡，2012.10

47． パーキンソン病～薬物治療～
吉田恭子
平成 24 年度神経・筋疾患研修会，大竹，2012.10

48． 医療機器安全管理に基づく事故・ヒヤリハット事例分析
山口美隆（コメンテーター）
平成 24 年度中国四国ブロック内放射線機器安全管理研修会，善通寺，2012.10

49． 抗トリコフィトン IgE 抗体陽性の重症喘息に対するオマリズマブの使用経験
木村五郎
岡山重症喘息治療研究会

学術講演会，岡山，2012.10

50． 施設における結核対策
宗田良
感染症対策研修会，倉敷，2012.10

51． 子どもの育ちを考える

～子どもたちの気になる行動，困った言動

･･･みなさんはどう考えますか～

井上美智子
岡山市立第一藤田小学校

PTA 教育講演会，岡山，2012.10

52． 神経筋疾患患者への摂食・嚥下リハビリ
大石廣
岡山難病連絡協議会，岡山，2012.10

53． 摂食機能訓練の基礎知識
大石廣
山口県光輝病院，山口県平生町，2012.10

54． 摂食機能の実際
大石廣
山口県光輝病院，山口県平生町，2012.10

55． 成人看護援助論 V

重症心身障害児（者）の看護

逸見恵子
国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校，岡山，2012.10，2012.11

56． 看護師長・主任のためのプリセプターシップ
逸見恵子
岡山県看護協会教育研修会，岡山，2012.11

57． 感染症予防の基礎知識について
形山優子
法人職員研修・感染症予防研修会，尾道，2012.11

58． 呼吸器疾患に対する ADL 訓練を中心とした作業療法
出羽裕太郎
平成 24 年度中国四国ブロック内理学療法士・作業療法士スキルアップ研修会，岡山県早島町，2012.11

59． NHO 職員として作業療法士に望むこと
松本勉
平成 24 年度中国四国ブロック内理学療法士・作業療法士スキルアップ研修会，岡山県早島町，2012.11

60． 結核の診断・治療の遅れをなくすために

～画像と検査を中心に～

河田典子
笠岡医師会主催学術講演会，笠岡，2012.11

61． 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症について
坂井研一
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症患者家族のつどい，倉敷，2012.11

62． 成人看護援助論 V

結核の看護

橋本数江
国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校，岡山，2012.11

63． 政策医療看護論：重症心身障害児（者）看護
岩井洋子
平成 24 年度中国四国ブロック内実習指導者講習会，東広島，2012.11

64． シンポジウム：医師から家族と地域に求めること
横田修
笠岡認知症フォーラム：地域でつながっていきる，笠岡，2012.11

65． ケアにおける飲み込みの観察

ポイントとその対応

大石廣
倉敷市保健所，倉敷，2012.11

66． 成人看護援助論 V

難病の看護

津曲悦美
国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校，岡山，2012.11，2013.1

67． 施設における感染症対策について～感染性胃腸炎・インフルエンザを中心に～
溝内育子
平成 24 年度感染症対策研修会，倉敷，2012.12

68． スモンの特徴的諸症状
坂井研一
岡山県井笠地区スモン研修会，井原，2013.01

69． スモン患者の制度とサービス
川端宏輝
岡山県井笠地区スモン研修会，井原，2013.01

70． 人工呼吸器実習
齋藤智彦，笠井健一
平成 24 年度良質な医師を育てる研修（呼吸器疾患に関する研修会）
，岡山，2013.01

71． 在宅看護技術論

在宅に必要な特殊技術

池上美智子
国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校，岡山，2013.01

72． 感染症について～インフルエンザ・ノロウィルス対策～
形山優子
岡山県介護老人保健施設協会学術委員会第 11 回職員合同研修会，岡山，2013.02

73． 結核診断の遅れをなくすために～患者発生時の対応について～
河田典子
平成 24 年度備北保健所新見支所管内結核研修会，新見，2013.02

74． 就職活動および介護の仕事を通してこれだけはやっておきたいこと，大切なこと，後輩に伝えたいこと
橋本実和
川﨑医療短期大学医療介護福祉科平成 24 年度就職支援講座，倉敷，2013.02

75． 当院における経管栄養を行う重症心身障害児・者のカルニチン濃度測定の経験
井上美智子
重症心身障害児とカルニチン欠乏症学術講演会，岡山，2013.02

76． 2013 年のスギ・ヒノキ花粉症と発症予防
赤木博文
アレルギー週間の集い 2013

県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2013.02

77． 喘息治療方針に関するディスカッション
宗田良
喘息治療方針に関するディスカッションミーティング，東京，2013.02

78． 花粉症特集
赤木博文
RSK イブニングニュース・RSK テレビ，岡山，2013.02

79． 花粉症対策
赤木博文
メディカ・山陽新聞，岡山，2013.02

80． 花粉症・アトピー性皮膚炎，予防や治療法紹介
赤木博文
山陽新聞，岡山，2013.02

81． 低栄養 COPD 患者に対して長期介入した症例
梶浦尚也
岡山内部障害研究会，倉敷，2013.02

82． てんかんについて Q&A
秋山麻里
岡山県立早島支援学校保健委員会，岡山県早島町，2013.02

83． 結核治療における DOTS と地域連携
河田典子
岡山県保健福祉部結核対策研修会，岡山，2013.03

84． 子どもの関する内科学
水内秀次
就実大学教育学部教育心理学科医学系集中講義，岡山，2013.03

