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＜学会・研究会発表＞ 

■肝臓内科 

第 99 回日本消化器病学会九州支部例会(2012.06.29-2012.06.30 ホテルグランデはがくれ 佐賀市) 

  ・肥満、糖尿病、飲酒、肝脂肪化と非Ｂ非Ｃ肝癌 

   本村健太、田尻博敬、千住猛士、矢田雅佳、小柳年正、増本陽秀、梶山潔 

  ・Fusobacterium を起炎菌とした肝膿瘍の 2 例 

   千住猛士、森田祐輔、矢田雅佳、本村健太、小柳年正、増本陽秀 

第 4 回福北肝臓癌研究会(2012.06.16-2012.06.16 ホテルレオパレス博多 福岡市) 

  ・肥満、糖尿病、飲酒、肝脂肪化と非Ｂ非Ｃ肝癌 

   本村健太、田尻博敬、千住猛士、矢田雅佳、小柳年正、増本陽秀、梶山潔 

■呼吸器内科 

第 168 回北九州呼吸器懇話会(2012.06.28-2012.06.28 KMM ビル 福岡県北九州市) 

  ・一般病院における妊娠合併結核の対応 

   飛野和則、山路義和、安田裕一郎、浅地美奈、嶋津藍、丈達陽順、靍野広介、高橋洋子、杉本幸弘、浅

地美奈、山本英彦 

■消化器内科 

第 99 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会(2012.06.29-2012.06.30 ホテルグランデ佐賀 佐賀県) 

  ・超音波内視鏡にて診断した脾静脈瘤の一例 

   小森圭司、赤星和也、久保川賢、本村廉明、板場壮一、宜保淳也、山田真梨子、仲間直崇、徳丸佳世、

蓑田洋介、中村和彦 

  ・EUS-FNA が診断および治療方針の決定に有用であった胃グロムス腫瘍の一例 

   蓑田洋介、赤星和也、徳丸佳世、小森圭司、仲間直崇、山田真梨子、板場壮一、久保川賢、本村廉明、

藤田綾、大屋正文 

The 23 th EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINTESTINAL AND ABDOMINAL RADIOLOGY 

( 2012.06.12-2012.06.15  Edinburgh International Conference Center  EDINBURGH/UK ) 

  ・Pretherapeutic histological evaluation of gastric submucosal tumour by endoscopic ultrasound-guided fine 

needle aspiration 

   Akahoshi K, Ooya M, Motomura Y, Kubokawa M, Itaba S, Gibo J, Komori K, Nakama N, Yamada M, Minoda 

Y, Tokumaru K 

■膠原病リウマチ内科 

第 112 回日本循環器学会九州地方会(2012.06.30-2012.06.30 沖縄コンベンションセンター 沖縄県) 

  ・急性心筋梗塞を合併した重症大動脈弁狭窄症に対して急性期に BAV を施行 慢性期に大動脈弁置換術

を施行した症例 

   本田勝也、山田明、堤孝樹、内田孝之、今村義浩 

第 13 回欧州リウマチ学会(2012.06.06-2012.06.09 ベルリンメッセ ドイツ／ベルリン) 

  ・IL-6 INHIBITOR OR TNF INHIBITOR? A SCORING METHOD TO PREDICTS PREFERABLE 

TREATMENT FOR RHEUMATOID ARTHRITIS. 

   中川仁、小山芳伸、堀内孝彦、内野愛弓、大田俊行、永野修司 

■緩和ケア科 

第 17 回日本緩和医療学会学術大会(2012.06.22-2012.06.23 神戸国際展示場 兵庫県) 

  ・末期癌患者における、長距離搬送の経験と今後の課題 

   柏木秀行、光嶋紳吾、小田浩之、松田渉、住吉まゆみ、是澤文恵、松本梓、牧野毅彦、梶山潔、小鶴三男 

■循環器科 

第 112 回日本循環器学会九州地方会(2012.06.30- 沖縄コンベンションセンター 沖縄県) 

  ・急性心筋梗塞を合併した重症大動脈弁狭窄症に対して PTAV を施行、慢性期に弁置換術を施行した症例 

   田中俊江、山田明、堤孝樹、今村義浩、牛島智基、内田孝之 

  ・両弁置換術後の慢性心不全に合併した肝肺症候群の一例 

   本田勝也、堤孝樹、市村研三、今村義浩、山田明、小栗修一、西谷芳徳 



■神経内科 

第 198 回日本神経学会九州地方会(2012.06.30-2012.06.30 長崎大学医学部 長崎県長崎市) 

  ・構音障害・嚥下障害を契機に発見された Forestier 病の 1 例 

   宮﨑岳大、進村光規、金藤秀治、前田教寿、有田行正、高嶋伸幹、高瀬敬一郎、村井弘之 

■漢方診療科 

第 63 回日本東洋医学会学術総会(2012.06.29-2012.07.01 国立京都国際会館 京都府京都市) 

  ・生薬供給の現状と今後の課題 ～飯塚病院での対応～ 

   田原英一 

  ・離島診療所における漢方治療を行う医師の異動後の漢方治療の実態 

   吉永亮、木村豪雄、矢野博美、田原英一 

  ・植物状態の患者に漢方治療を行い長期間経過良好な例 

   犬塚央、岩永淳、大田静香、大竹実、土倉潤一郎、矢野博美、田原英一、三潴忠道 

  ・赤丸（桂皮）料が奏功した線維筋痛症の２症例 

   大田静香、大竹実、土倉潤一郎、岩永淳、矢野博美、犬塚央、田原英一、三潴忠道 

  ・急性期呼吸器感染症の桂枝二越婢一湯が有効であった２症例 

   矢野博美、田原英一、土倉潤一郎、大竹実、大田静香、岩永淳、犬塚央、木村豪雄、栗山一道、三潴忠

道 

  ・黄連湯が有効であった皮膚疾患４例 

   土倉潤一郎、大田静香、大竹実、岩永淳、矢野博美、犬塚央、木村豪雄、田原英一 

  ・難治性座瘡・毛嚢炎に対する漢方治療の有効性の検討 

   具志明代、田原英一 

  ・１２年間漢方治療を行なった気管支拡張症の一例 

   岩永淳、犬塚央、大田静香、土倉潤一郎、大竹実、矢野博美、三潴忠道、田原英一 

■画像診療科 

早起き会(2012.06.12- 九州大学医学部放射線科医局 福岡市) 

  ・乳腺 Invasive micropapillary ｃarcinoma の画像所見 

   越智美帆 

第 175 回日本医学放射線学会九州地方会(2012.06.09-2012.06.10 鹿児島大学医学部 鹿児島市) 

  ・術前診断が困難であった骨盤内副脾の一例 

   田中守、落合浩一朗、越智美帆、角南俊也、小栗修一、福谷龍郎、黒岩俊郎、長家尚、大屋正文 

■小児科 

第 470 回日本小児科学会福岡地方会(2012.06.09- 福大メディカルホール 福岡市) 

  ・造影ＣＴで咽後膿瘍様の所見を呈した不全型川崎病の一例 

   前田靖人、石井隆大、鴻池善彦、竹内孝仁、石本和久、寺町陽三、牛嶋規久美、湯川知秀、原田英明、

岩元二郎 

第 26 回日本小児救急医学会(2012.06.01-2012.06.02 東京都大田区民ホール アプリコ 東京都) 

  ・水痘髄膜脳炎を発症し中枢性塩喪失症候群(CSWS:Cerebral salt wasting syndrome)を合併した１例 

   竹内孝仁、岩元二郎 

■外科 

第 249 回福岡外科集談会(2012.06.29-2012.06.29 九州大学同窓会館１階小講堂 福岡市) 

  ・腸管追加切除を必要とした NOMI の１例 

   廣瀬皓介、赤峰翔、岩中剛、影山優美子、平山佳愛、能美昌子、杉山雅彦、中ノ子智徳、吉田倫太郎、伊

地知秀樹、皆川亮介、古賀聡、井上博道、梶山潔、長家尚 

  ・肥満、糖尿病、飲酒、肝脂肪化と非 B 非 C 肝癌 

   本村健太、田尻博敬、千住猛士、矢田雅佳、小柳年正、増本陽秀、梶山潔 

  ・魚骨穿通により腹壁膿瘍に対して完全鏡視下手術にて加療しえた１例 

   岩中剛、古賀聡、吉田倫太郎、能美昌子、赤峰翔、廣瀬皓介、影山優美子、平山佳愛、中ノ子智徳、杉山

雅彦、伊地知秀樹、皆川亮介、井上博道、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

第 37 回日本外科系連合学会学術集会(2012.06.28-2012.06.29 九州大学医学部百年講堂・同窓会館 福岡

市) 



  ・腹腔鏡下に治療した大網捻転症の 1 例 

   播本憲史、梶山潔、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一朗、中ノ子智徳、由茅隆文、吉田倫太

郎、植田直之、西田康二郎、永田茂行、古賀聡、甲斐正徳、長家尚 

  ・胆石イレウスをきたした胆嚢十二指腸瘻の 1 例 

   吉田倫太郎、古賀聡、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一朗、中ノ子智徳、由茅隆文、植田直

之、西田康二郎、播本憲史、永田茂行、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

  ・低用量 GS 療法および Adjuvant surgery を含む集学的治療により延命できた膵体部癌の 1 例 

   平山佳愛、梶山潔、播本憲史、永田茂行、九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一朗、中ノ子智徳、由茅隆文、

吉田倫太郎、植田直之、西田康二郎、古賀聡、甲斐正徳、長家尚 

  ・多発骨転移を伴う早期胃癌の 3 例 

   吉丸耕一朗、梶山潔、永田茂行、播本憲史、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、中ノ子智徳、由茅隆文、

吉田倫太郎、植田直之、西田康二郎、古賀聡、甲斐正徳、長家尚 

  ・成人女性に発症した Nuck 管水腫の 1 例 

   中ノ子智徳、古賀聡、吉田倫太郎、植田直之、西田康二郎、播本憲史、永田茂行、甲斐正徳、平山佳愛、

九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一朗、由茅隆文、梶山潔 

  ・横行結腸軸捻転の 1 例 

   能美昌子、西田康二郎、古賀聡、平山佳愛、九十九悠太、吉丸耕一朗、中ノ子智徳、由茅隆文、吉田倫

太郎、植田直之、播本憲史、永田茂行、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

  ・当院における咽頭喉頭頚部食道全摘術についての検討 

   西田康二郎、中ノ子智徳、吉田倫太郎、植田直之、播本憲史、永田茂行、古賀聡、甲斐正徳、三橋拓之、

山内俊彦、梶山潔 

  ・腹腔鏡下胆嚢摘出術における手術の Quality と外科医教育のバランスについての検討 

   永田茂行、梶山潔、播本憲史、平山佳愛、能美昌子、中ノ子智徳、吉丸耕一朗、由茅隆文、吉田倫太郎、

植田直之、西田康二郎、古賀聡、長家尚 

  ・大腸癌肝転移に対する Bevacizumab を用いた術前化学療法の治療成績 

   播本憲史、梶山潔、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、中ノ子智徳、由茅隆文、吉田倫太郎、植田直之、

西田康二郎、永田茂行、古賀聡、甲斐正徳、長家尚 

  ・80 歳以上の高齢者に対する膵頭十二指腸切除術の検討 

   梶山潔、播本憲史、永田茂行、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一郎、中ノ子智徳、由茅隆文、

植田直之、古賀聡、甲斐正徳、長家尚 

■小児外科 

第 37 回日本外科系連合学会学術集会(2012.06.28-2012.06.29 九州大学医学部百年講堂・同窓会館 福岡

市) 

  ・稀な原発性虫垂重積症の一幼児例 

   吉丸耕一朗、山田耕治、宮田潤子 

■整形外科 

第 123 回西日本整形･災害外科学会(2012.06.02-2012.06.03 北九州国際会議場 北九州市小倉北区) 

  ・Inter TAN と Gamma3 による骨接合術の短期成績の比較検討 

   原口明久、美浦辰彦、白石浩一、浜崎晶彦、城野修、喜多正孝、仲西知憲、久保祐介、新井堅 

  ・超音波エコー検査を用いた橈骨遠位端掌側面と長母指屈筋腱との位置関係の検討 

   久保祐介、美浦辰彦、新井堅、城野修、浜崎晶彦、喜多正孝、仲西知憲、原口明久、白石浩一 

■リハビリテーション科 

第 2 回久留米痙縮コアミーティング(2012.06.12- 久留米萃香園ホテル 福岡県久留米市櫛原町) 

  ・「両下肢痙性麻痺に対するボトックス療法の 1 症例：今後の治療方針の検討」 

   黒木洋美 

第 13 回福岡東部オープンカンファレンス(2012.06.04- 福岡市博多区 博多サンヒルズホテル) 

  ・脳卒中のリハビリテーション～急性期リハの視点から～ 

   黒木洋美 

■心臓血管外科 

第 112 回日本循環器学会九州地方会(2012.06.30-2012.06.30 沖縄コンベンションセンター 沖縄県宜野湾



市) 

  ・ICD 本体交換後にリードインピーダンスの上昇をきたした 1 例 

   松元崇、内田孝之、谷口賢一郎、牛島智基、福村文雄、安藤廣美、田中二郎 

福岡心臓血管外科懇話会(2012.06.08-2012.06.09 福岡県筑紫野市) 

  ・EVAR 後に後腹膜膿瘍を形成した 1 例 

   内田孝之、安藤廣美、出雲明彦、谷口賢一郎、松山翔、福村文雄、田中二郎 

■麻酔科 

第 59 回日本麻酔科学会学術集会(2012.06.07-2012.06.09 神戸ポートピアホテル 神戸) 

  ・術中硬膜外麻酔の間欠投与と持続投与の比較検討 

   内藤智孝、松山博之 

  ・Pleth Variability Index (PVI)は Stroke Volume Variation (SVV)の変化に追従できるか 

   松山博之、小西彩、村上輝之 

■救急部 

第 15 回日本臨床救急医学会総会(2012.06.16-2012.06.17 熊本県立劇場 熊本市) 

  ・救急外来における急性心筋梗塞患者のトリアージ～トリアージの実態調査～ 

   大竹みはる、森永瑞代、吉川英里、増山純二、梶原優子、田村美恵、鮎川勝彦 

  ・高齢化社会における CPA ウツタイン統計社会復帰率の問題点 

   鮎川勝彦、中塚昭男、松岡修司、渡辺康、出雲明彦、田中誠、山田哲久 

第 59 回日本麻酔科学会学術集会(2012.06.07-2012.06.09 神戸ポートピアホテル 兵庫県神戸市) 

  ・当院 ICU における早期経腸栄養の検討 

   安達普至、出雲明彦、田中誠、山田哲久、中塚昭男、鮎川勝彦 

■中央検査部 

第 3 回シーメンスマイクロスキャンセミナー(2012.06.30-2012.06.30 レオパレス博多 福岡市博多区) 

  ・ブドウ球菌属の薬剤感受性の検討 

   浦園真司、小田欣矢、古野貴未、坂口歩望、林昌宏、牟田口亜矢、秋永理恵、桑岡勲 

第 22 回福岡県医学検査学会(2012.06.24-2012.06.24 久留米大学医学部・医学部付属病院 福岡県久留米

市) 

  ・超音波検査で経験したびまん型と腫瘤形成型の腎悪性リンパ腫２症例 

   太田絢子、桑岡勲、松尾晃子、森俊明、犬丸絵美、坂本純子、新貝真理、田中祐子、八尋美保子、山口

由紀子、屋良朝仁 

  ・閉塞性肥大型心筋症に対し、経皮的中隔心筋焼灼術（PTSMA）を施行した１症例について 

   田中倫子、古賀秀信、伏貫菜穂子、瀬尾修一、藤上祐子、中野寛子、川久保智美、鈴木尚子、福本まき

ば、山内亜梨沙、野中邦香、永田亞矢佳、濱本将司、田中ふみ佳、桑岡勲 

  ・当院における急性冠症候群症例の対側性変化 （Reciprocal Change）の発症頻度についての検討 

   鈴木尚子、古賀秀信、伏貫菜穂子、瀬尾修一、藤上祐子、中野寛子、川久保智美、田中倫子、山内亜梨

沙、福本まきば、野中邦香、永田亞矢佳、濱本将司、田中ふみ佳、桑岡勲 

  ・baPWV に影響を与える因子についての検討 

   福本まきば、古賀秀信、伏貫菜穂子、瀬尾修一、藤上祐子、中野寛子、川久保智美、田中倫子、鈴木尚

子、山内亜梨沙、野中邦香、永田亞矢佳、濱本将司、田中ふみ佳、桑岡勲 

  ・異なる菌種によって再発した髄膜炎の１症例 

   坂口歩望、小田欣矢、浦園真司、古野貴未、林昌宏、牟田口亜矢、桑岡勲 

  ・乳癌センチネルリンパ節術中迅速検査におけるクライオフィルムの使用経験について 

   川嶋大輔、宮川真由美、下代清香、安河内香苗、井上佳奈子、桑岡勲 

  ・髄液中に異型細胞が認められた１症例 

   宮川真由美、桑岡勲、井上佳奈子、廣門順子、安河内香苗、下代清香、川嶋大輔 

  ・BM2250 における IP,Mg のコンタミネーション回避の検討 

   伊藤瞳、有吉裕子、中島久美子、秋永理恵、桑岡勲 

第 48 回日本循環器病予防学会(2012.06.15-2012.06.16 日本大学会館 東京都千代田区) 

  ・陳旧性心筋梗塞の心電図診断における fragment QRS と異常 Q 波：心エコーの壁運動異常と比較した横断

研究による出現頻度の比較 



   古賀秀信、山田明、伏貫菜穂子、瀬尾修一、藤上祐子、中野寛子、田中倫子、川久保智美、桑岡勲 

第 53 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）(2012.06.01-2012.06.03 幕張メッセ国際会議場 千葉県) 

  ・LBC 法を用いた気管支擦過細胞診の検討 １．形態学的検討 

   井上佳奈子、川嶋大輔、下代清香、坂本真理、桑岡勲、大屋正文 

  ・LBC 法を用いた気管支擦過細胞診の検討 2.免疫染色による組織型推定 

   下代清香、川嶋大輔、坂本真理、井上佳奈子、桑岡勲、大屋正文 

■リハビリセンター 

第 20 回日本乳癌学会(2012.06.28-2012.06.30 ホテルキャッスル 熊本県) 

  ・当院での早期リンパ浮腫予防の効果の検討 

   秋山絵吏、舩石創子、新鹿深夏、中ノ子智徳、黒木洋美 

■臨床工学部 

第 13 回九州高気圧環境医学会(2012.06.23-2012.06.23 ホテルリソル佐世保 長崎県佐世保市) 

  ・当院における突発性難聴に対する高気圧酸素治療の効果 

   上村健斗、松永みか、清水重光、矢野隆史、小峠博揮 

■改善推進本部 

第 62 回日本病院学会(2012.06.21-2012.06.22 福岡国際会議場 福岡県福岡市) 

  ・病室移動に伴う作業の負担削減～スムーズな移動を目指した改善活動～ 

   高嶋裕美、山下直美、吉野美和子、月俣千鶴、福村文雄、田原和幸、稲富香織、姫野委美 

＜講   演＞ 

■肝臓内科 

第 3 回飯塚肝臓懇話会(2012.06.15- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・HBs 抗原量と B 型肝炎の予後 

   増本陽秀 

■消化器内科 

第 12 回九州医療センター内視鏡トレーニングセンター学術講演会(2012.06.09- 九州医療センター講堂 福

岡市) 

  ・Clutch Cutter を用いた胃 ESD の実際 

   赤星和也 

  ・ESD ハンズオンセミナー 

   赤星和也、蓑田洋介 

■神経内科 

飯塚脳疾患座談会(2012.06.19- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市) 

  ・飯塚病院での脳梗塞治療の実際 

   村井弘之 

第 16 回飯塚病院ふれあい市民講座(2012.06.09- イイヅカコスモスコモン 福岡県飯塚市) 

  ・認知症は防げる？ 

   村井弘之 

田川新生病院院内感染対策講演会(2012.06.07- 田川新生病院 福岡県田川市) 

  ・CJD 二次感染予防 CJD とプリオンの性質について 

   村井弘之 

■漢方診療科 

福岡県立大学 東洋医学概論(2012.06.27- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・陰証 

   田原英一 

第 165 回麻生飯塚漢方研究会(2012.06.21- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   大田静香 

  ・類聚方広義解説（19） 

   田原英一 



福岡県立大学 東洋医学概論(2012.06.20- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・小陽病、陽明病 

   矢野博美 

第 203 回筑豊漢方研究会(2012.06.14- 九州寿会館 飯塚市) 

  ・太陽病と陽明病について 「発熱・感冒の漢方治療」 

   田原英一 

福岡大学薬学部 漢方薬学概論(2012.06.13- 福岡大学 福岡県福岡市) 

  ・まとめ 方剤の運用と治療 

   田原英一 

福岡県立大学 東洋医学概論(2012.06.13- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・六病位、太陽病 

   岩永淳 

産業医科大学 3 年次講義(2012.06.12- 産業医科大学医学部 北九州市八幡西区) 

  ・医学概論 漢方診療の実際 

   田原英一 

第 19 回九州老年期認知症研究会(2012.06.09- 福岡県中小企業振興センター 福岡県福岡市  ) 

  ・老年期認知症と漢方治療 

   田原英一 

福岡県立大学 東洋医学概論(2012.06.06- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・総論 

   田原英一 

女性医師のための漢方セミナー(2012.06.03- 健康文化村 カルチャーリゾート フェストーネ 沖縄県宜野湾

市) 

  ・婦人科疾患と漢方／ストレス疾患と漢方 

   矢野博美 

■脳神経外科 

東京大学大学院工学系研究科医療社会システム工学寄附講座シンポジウム(2012.06.25- 東京大学 山上

会館 東京都文京区) 

  ・臨床プロセスの質安全の向上における活用（PCAPS 実装へむけて） 

   名取良弘 

第 1 回大分神経内視鏡研究会(2012.06.15- レンブラントホテル大分 大分市) 

  ・脳外科手術と人工髄液 

   名取良弘 

■救急部 

第 9 回自治医大 ATOM コース(2012.06.21- 自治医科大学 先端医療技術開発センター 栃木県下野市) 

  ・泌尿生殖器損傷 

   中塚昭男 

第 2 回 PTLS コース(2012.06.02- 九州大学病院 福岡県) 

  ・脊椎・脊髄損傷 

   中塚昭男 

  ・腹部外傷 

   田中誠 

■中央検査部 

医療の TQM 推進協議会主催 教育セミナー(2012.06.30- 社会医療法人敬愛会 中頭病院（ちばなホール） 

沖縄県沖縄市) 

  ・ハリー・結果ー～謎の待ち時間～ 

   川野和彦、日髙大輔、杉尾勝代、井上佳奈子、廣門順子、石岡桂子、安河内香苗、山内亜梨沙、下代清

香、川嶋大輔、宮川真由美 

第 22 回福岡県医学検査学会(2012.06.24- 久留米大学 教育１号館 久留米市) 

  ・シンポジウム 認定資格を活かしていますか？ 現状と今後の展望  ～認定心電技師の立場から～ 



   古賀秀信、桑岡勲 

■薬剤科 

第 14 回福岡県病院薬剤師会 精神科薬物療法研修会(2012.06.30- 九州大学歯学部 学生実習棟 講義

室 A・B 福岡県) 

  ・薬物依存患者への関わり 

   大谷達郎 

学術講演会(2012.06.06- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市) 

  ・認知症患者さんとのかかわりについて～認知症治療薬の服薬指導を含めて～ 

   進健司 

  ・チーム医療における臨床薬剤師の役割 

   中嶋弘之 

■委員会 

医療の TQM 推進協議会主催 教育セミナー(2012.06.30- 社会医療法人敬愛会 中頭病院（ちばなホール） 

沖縄県沖縄市) 

  ・①問題解決手順による改善の進め方②QC7 つ道具の概要・演習 

   山下卓士 

■改善推進本部 

医療の TQM 推進協議会主催 教育セミナー(2012.06.30- 社会医療法人敬愛会 中頭病院（ちばなホール） 

沖縄県沖縄市  ) 

  ・サークル編成と運営について 

   高嶋裕美 

＜発表論文・著書＞ 

■漢方診療科 

・漢方シリーズ⑨ 服薬指導の疑問にお答えします 

  田原英一 

  薬事日報 11146 : 5-5, 2012-06 

■看護部 

・イラストでわかる人工呼吸器合併症の予防＆ケア＜廃用症候群＞ 

  藤岡智恵 

  呼吸器ケア １２６号 : 150-156, 2012-06 

 

 

 


