
平成21年度青洲会グループ業績年報

平成21年4月～平成22年3月
青洲会病院学術員会



＜はじめに＞
青洲会グループにおける平成21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。
昨年までは、グループ内各部門において行われている学会発表や、健康教室への講師派遣
など記録として残ってはいませんでした。学術委員会としては、平成21年度分より、毎年各部門
において残された業績についてまとめ、今後に活かしていきたいと考えております。
今回は、はじめての集約作業であり、手探り状態でしたが、今後は、内容の見直し等を含め、
充実した業績集として発展させていきたいと考えております。皆様のご協力を宜しく
お願いいたします。
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平成22年1月30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
青洲会クリニック

デイサービスセンター
神谷 初美

2
青洲会病院

ディケアセンター
坂口 圭文

3 福岡青洲会病院ＩＣＵ 久多良木 絵美

4
青洲会病院

リハビリテーション
科

松本 聡子

6
青洲会クリニック
外来リハビリ

中薗 貴志

7
ひらどせと

デイサービス
園山 房子

8
青洲会クリニック
通所リハビリ

白石 由美

9
福岡青洲会病院

２階東病棟
松永 祥子

10 長崎在宅ケアセンター 永峰 紀代子

11
青洲会クリニック
ケアサポートＳ

藤原 芳恵

12
福岡青洲会病院

２階西病棟
青木 聖世子

13
福岡青洲会病院

総務課
黒瀬 美香

14 明星会病院 西 圭子

15
みかんの丘

ヒゴタイ、リンドウ
高木 栄紫

16
青洲会病院
外来フロアー

藤村 真美

17 福岡在宅センター 田中 富美代

第４群（ 栗原 秀子 青洲会病院 ）

「心カテ後の圧迫固定による疼痛の実態調査」
～ＴＲバンドととめ太くんの比較検討～

事務日用品の中央管理化

演題
第１群座長（ 吉村 京子 福岡青洲会病院 ）

患者様の「食べたい！」のために
～安全な経口摂取を目指して～

第２群（ 川久保 辰朗 明星会病院 ）

入浴率ＵＰを目指して～入浴カンファをとり入れて～

高齢者が健全で安らかな生活を送る為にスマイルにできること
～地域と共に～

濃縮還元１００％「サービス担当者会議」
～地域と共に、自分らしく、生き抜いて～

「志免元気クラブでみんないきいき！
～身体機能、認知機能への影響～」

ジャポニカ学習帳

第３群（ 原 美鈴 福岡在宅センター ）

ちょっとそこまで、どちらまで？

安心・安全な介護の提供をめざして
～事故事例を通して今新たに考える～

効果的な治療・安全安楽な療養環境への取り組み
～身体拘束基準フローチャート導入を試みて～

「体操革命～Ｙｅｓ！Ｗｅ Ｃａｎ～」

排泄ケアが楽しくなる

入浴リハビリテーション～お風呂から安全・安楽な毎日を～

青洲会ふれあいの旅～地域住民の声が聞きたい～

「自宅での入浴に向けてのアプローチ」でわかったこと

平成21年度 第８回合同研究発表大会 発表演題



平成21年11月７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 高木 栄紫

2 看介護部 中野 智仁

3 看介護部 河津 磨和

4 看介護部 栗山 さおり

5 D.S 村上 照美

6 相談支援部 村上 ます子

精神安定と入眠～タクティールケアを通して～

ソフト食導入に向けた取り組み

演題
（座長 蓑原 看介護長）

河内福祉村の発展とその足がかりを模索してⅡ

排泄ケアが楽しくなる！

生活リズムの改善

入浴に関するアンケート調査

平成21年度 第４回 みかんの丘 研究発表大会
発表演題



平成21年11月15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 医事課 諸平

2 総務課 中司

3 通所介護 神谷

4 外来 古賀

5 外来リハ 中薗

6 透析 権田

7 ケアサポートＳ 藤原

8 栄養課 川上

9 通所リハ 柴田

演題
第１群

「糖尿病を知って欲しい～めざせ！エンパワーメント～」

第２群

「あなたの笑顔が見たいから～fish～」

「部署経費の現状と今後」

「ちょっとそこまで、どちらまで？」

「しめ元気クラブでみんないきいき！～身体機能、認知機能への影響～」

「癌告知を受けた透析患者様の看護」～Ｙ氏との関わりで、私達が学んだ事～

「濃縮還元１００％『サービス担当者会議』～地域と共に、自分らしく、生き抜いて～」

「選ばれる食事を目指して～BEST OF “KOBACHI”～」

「体操革命」

平成21年度第６回青洲会クリニック 院内研究発表
大会発表演題



平成21年11月14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 明星会病院 西 圭子

2 鹿町福祉村 樋口 伸子

3 療養病棟 船戸 紀美子

4
青洲会

デイケアセンター
坂口 圭文

6
青洲会病院
外来フロアー

藤村 真美

7
在宅ケアセンター

スマイル
永峰 紀代子

8
養護老人ホーム

しかまち
百村 麻誉

9 ひらどせと 西浦 秀一

9 ひらどせと 前田 英昭

10 療養病棟 小畑 まゆみ

11 リハビリテーション科 松本 聡子

12 ひらどせと 松本 美沙子

13 ひらどせと 山浦 しずえ

14 鹿町福祉村 久恒 智一

15 一般病棟 杉村 和子

16
ひらどせと

デイサービス
園山 房子

17 ひらどせと 古庄 誠美

演題
第１群（座長 山口 香織 鹿町福祉村）

安心・安全な介護の提供を目指して
～事故事例を通して今新たに考える～

第２群（座長 川久保 辰朗 明星会病院訪問リハビリテーション）

入浴リハビリテーション
～お風呂から安全・安心・安楽な毎日を～

誤薬０を目指して
～鹿町福祉村での取り組みと、今後の課題～

一歩先ゆく援助を目指して
～患者・家族のＱＯＬを考える取り組み～

第４群（座長：針尾 富江 青洲会病院）

患者様の「食べたい！」のために
～安全な経口摂取を目指して～

カテキンパワーで体内環境を改善しよう

見るから観るへ

ルクスを見つけるために
～在宅復帰できればなぁ～

繋げよう情報の輪
～フロアカンファレンス用紙を使ってみて～

環境変化による食事自力摂取を目指して
～おいしくたべて～

青洲会ふれあいの旅
～地域住民の声が聞きたい～

高齢者が健全で安らかな生活をおくる為にスマイルにできること
～地域とともに～

第３群（座長 前田 幸子 ひらどせと）

地域に根ざした施設のあり方
～インタビューで見えてきたもの～

一貫した看護ができ、処置・検査を受けることが出来る
～マニュアル作成を通して～

介護福祉士受験者への教育のこころみ
～グループウェアによる介護塾～

ジャポニカ学習帳

利用者のほんの一瞬の幸せを求めて

平成21年度青洲会長崎グループ 院内研究発表大会発表演題



平成21年11月28日（土）開催 開催場所：福岡青洲会病院 検診棟 4階 講堂
所属 演者

1 膀胱瘻造設患者指導への取り組み 外来 後藤 照美

2 より多くの患者さんへ 薬局 橋本 和樹

3 周手術期看護の質の向上～Ｐａｒｔ１．手術室周辺業務を見直して～ ＯＰ室 荒木 美和

4 ＩＣＵ 久多良木 絵美

5 スキルUP・モチベーションUP？！～課内勉強会復活！！～ 栄養課 碇山 佳菜

6 2階西病棟 青木 聖世子

7 3階西病棟 北村 紀子

8 自己抜針を防ぐ～より安全な透析を行うため～ 透析室 平松 幹貴

9 64列マルチスライスCTの使用経験と従来機との比較 放射線課 光安 浩貴

10 入浴率ＵＰを目指して～入浴カンファをとり入れて～ 2階東病棟 村山 真紀

11 あなたの想い受けとめます－Ns ｃａｌｌに秘めた思い－ 3階東病棟 中村 美智

12 「健康はお口の中から」 かすや歯科 山口 忍

13 病理検査室稼動にあたり 検査課 田中 秀美

14 リハビリテーション部 三宅 康敬

15 ～「自宅での入浴に向けてのアプローチ」でわかったこと～ 福岡在宅センター 田中 富美代

16 4階病棟 富山 令菜

17 総務課 黒瀬 美香

演題
第１群（座長 江村 寛之 診療支援部）

効果的な治療・安全安楽な療養環境への取り組み
～身体拘束基準フローチャート導入を試みて～

第２群（座長 川上 良一 事務部）

『お元気ですか？退院後はお変わりありませんか！？
・・・退院時指導のあり方を考える』

退院に向けての早期アプローチ
～病棟看護師からみた現状分析・介入方法の検討～

事務日用品の中央管理化

「心カテ後の圧迫固定による疼痛の実態調査」
～ＴＲバンドととめ太くんの比較検討～

患者さんへアロママッサージを取り入れて
～香りのもつ効果とは～

第３群（座長 時吉 直祐 リハビリテーション部）

第４群（座長：田中 知子 看護部）

平成21年度 第15回福岡青洲会病院 院内研究発表大会発表
演題



①各種学会および研究会等
【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 高村 恵美 看護師 看護院内教育に果たす看護管理者の役割の変化 第40回日本看護学会看護管理 筆頭演者 H21.10.22

2 荒巻 きよみ 看護師 看護院内教育に果たす看護管理者の役割の変化 第40回日本看護学会看護管理 共同演者 H21.10.22

3 荒巻 きよみ 看護師
福岡県内の医療施設における新卒看護師の

職場定着に関する調査
第9回福岡県看護学会 共同演者 H21.12.5

4 井野元 和代 看護師 看護院内教育に果たす看護管理者の役割の変化 第40回日本看護学会看護管理 共同演者 H21.10.22

5 田中 知子 看護師 看護院内教育に果たす看護管理者の役割の変化 第40回日本看護学会看護管理 共同演者 H21.10.22

6 坂田 久美子 看護師 看護院内教育に果たす看護管理者の役割の変化 第40回日本看護学会看護管理 共同演者 H21.10.22

【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 藤原 有子 理学療法士
訪問リハビリテーションの現状に関する調査と検討
～介護支援専門員へのアンケート調査を通して～

第44回日本理学療法学術大会 筆頭演者 H21.5.28

2 外山 理香 理学療法士 心臓リハビリテーションプログラム変更前後の比較検討 第４回九州心臓リハビリテーション研究会 筆頭演者 H21.9.12

3 大谷 哲幸 理学療法士 心臓リハビリテーションプログラム変更前後の比較検討 第４回九州心臓リハビリテーション研究会 共同演者 H21.9.12

4 嶋邨 亮 理学療法士 心臓リハビリテーションプログラム変更前後の比較検討 第４回九州心臓リハビリテーション研究会 共同演者 H21.9.12

5 舌間 彩織 作業療法士 プッシャー症候群が著名な患者のADL自立拡大に向けて 福岡県作業療法士協会症例検討会 筆頭演者 H22.2.17

6 黒岩 隆洋 作業療法士 右片麻痺患者に対するトイレ動作アプローチ 福岡県作業療法士協会症例検討会 筆頭演者 H22.2.17

7 磧 梨沙 作業療法士
排泄・更衣動作の阻害因子となる高次脳機能障害につ

いて
福岡県作業療法士協会症例検討会 筆頭演者 H22.2.17

【ひらどせと：看介護部】
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 吉住 里佳 介護福祉士
みんなと一緒に楽レーション 意識が変わればレクも変

わる！？
九州ブロック
介護老人保健施設大会ｉｎ長崎

共同演者 H21.5.21

2 杉村 真津代 准看護師 カテキンパワーで腸内環境を改善しよう
九州ブロック
介護老人保健施設大会ｉｎ長崎

共同演者 H21.5.21

3 新地 俊子 看護師 「口をあけて」口腔ケアで元気になる
九州ブロック
介護老人保健施設大会ｉｎ長崎

共同演者 H21.5.21

【青洲会病院】
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 柳原 久美子 看護師
安全・安楽な食事を目指して～介護用具の作成・患者へ

のアプローチ～
全日本病院学会 筆頭演者 H21.11.22

2
西山 みゆき
（旧姓 山本）

准看護師
安全・安楽な食事を目指して～介護用具の作成・患者へ

のアプローチ～
全日本病院学会 共同演者 H21.11.22

3 船原 寿江 看護師
安全・安楽な食事を目指して～介護用具の作成・患者へ

のアプローチ～
全日本病院学会 共同演者 H21.11.22

4 西 圭子 看護師 入浴リハビリテーション～お風呂から安全・安楽な毎日を～
長崎県看護協会県北ブロック
看護研究発表会

筆頭演者 H22.3.20

5 山下 竜二 放射線技師 ＥＳＷＬにおける過去の経験とＣＴ値での分析 全日本病院学会 筆頭演者 H21.11.21
7

②論文および書籍投稿
【福岡青洲会病院：リハビリテーション部】
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

1 原田 布美子 作業療法士
生活障害に対する訪問リハアプローチの実際、ＩＡＤＬ、調
理

訪問リハビリテーション実践テキスト 分担執筆 H21.8.4

【ひらどせと：看介護部】
職員氏名論文名・書籍名 雑誌名・図書名（巻・号・頁） 投稿区分 掲載年月日 掲載年月日

1 デイサービス職員

ひらどせ
とデイ
サービス

長谷川和夫先生へ現場実績の資料提出



③各種学会・研究会・研修会司会・座長＆シンポジスト他
平成21年度・・・なし

④その他【福岡青洲会病院：リハビリテーション部】
職員氏名 職種 勉強会名他 勉強会名 発表区分 発表年月日

1 山本 愛 言語聴覚士 K-ポイント刺激について 東地区ST勉強会 発表者 H21.6.11

2 前田 香織 言語聴覚士 CIセラピーについて 東地区ST勉強会 発表者 H21.6.11

3 伊藤 惇 理学療法士
症例発表「左下肢・体幹の支持性低下に対するアプロー

チ
～重度感覚障害・高次脳機能障害を合併した症例～

PT県士会地区勉強会 発表者 H21.8.19

【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 サロン名 依頼団体名 実施日 参加者

1
時吉 直祐
山口 未希

理学療法士 夜臼２区にこにこサロン 新宮町社会福祉協議会 H21.7.18 23名

2
嶋邨 亮
伊藤 惇

理学療法士 サロンふじ 新宮町社会福祉協議会 H21.7.19 16名

3 時吉 直祐 理学療法士 第１回福祉協力員全体研修会 篠栗町社会福祉協議会 H21.7.14 17名

4
嶋邨 亮

中島 貴史
理学療法士 ぴんしゃんクラブ 篠栗町社会福祉協議会 H21.7.16 19名

5 神田 憲一 理学療法士 ふれあいサロンあゆみ 福岡市東区社会福祉協議会 H21.7.15 24名

6 神田 憲一 理学療法士 いきいきクラブ 福岡市東区社会福祉協議会 H21.7.17 31名

【スマイル】
職員氏名 職種 勉強会名他 テーマ 発表区分

1 横山 ミツ子 介護支援専門員専門研修
ケアマネジメントとそれを担う
介護支援専門員の倫理

講師 H21.9.15

2 横山 ミツ子 介護支援専門員専門研修
ケアマネジメントとそれを担う
介護支援専門員の倫理

講師 H21.11.1

1 横山 ミツ子 介護支援専門 実務研修 演習指導者 H22.2.2

1 横山 ミツ子 介護支援専門 実務研修 演習指導者 H22.2.3

2 横山 ミツ子 介護支援専門 実務研修 演習指導者 H22.2.4

1 横山 ミツ子 介護支援専門 実務研修 演習指導者 H22.3.12



医療法人青洲会 福岡地区
⑤2009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

1 8月28日 19：00～20：30 粕屋町粕屋東中 粕屋東中 粕屋東中ＰＴＡ

福岡青洲会病院 中村院長 30名

2 9月19日 10:00～ 志免町中央4-1-1 志免6町公民館 老人会

青洲会クリニック 植田医師 23名

3 9月19日 10:00～ 宇美町山ノ内区 山ノ内区公民館 老人会

青洲会クリニック 清水・藤原 27名

4 9月30日 11:00～ 志免町 志免2町公民館 老人会

青洲会クリニック 植田医師

5 10月22日 13:30～15：00 福岡市東区多々良 多々良公民館
多々良健康倶楽部
川添様、箱田様

福岡青洲会病院 リハビリ部 35名

6 10月29日 13：00～ 篠栗町 篠栗町クリエイト 読書会

福岡青洲会病院 片原 10名

7 11月14日 10：00～ 志免町 志免4町公民館 老人会

青洲会クリニック 清水・佐藤 41名

8 11月28日 13:30～15：00 宇美町飛嶽2区 飛嶽2区公民館 飛嶽2区老人会

福岡青洲会病院
リハビリ部 山口、
前田

25名

9 12月4日 10：00～ 約1時間 須恵町須恵248-1 須恵区公民館
須恵区老人クラブ
さかい様

福岡青洲会病院 管理栄養士中村 60名弱

10 12月8日 11:00～ 志免町別府 別府文化センター 老人クラブわらび会

青洲会クリニック 植田医師 50名程度

11 12月11日 15：00～16：00 宇美町 炭焼区 老人会

青洲会病院 河野院長 20名

12 1月16日 10：00～11：30 宇美町山ノ内区 山ノ内区公民館 老人会 大賀様

福岡青洲会病院 山脇Ｄｒ 約20名

13 1月20日 10:30～ 久山町久原 上久原公民館 老人会 久芳様

福岡青洲会病院 山本Dr 55名

14 1月22日 10:00～11:00 福岡市東区蒲田 蒲田住宅集会所 楢原様

福岡青洲会病院 時吉PT 約15名

15 1月22日 13:00～14：00 福岡市東区青葉1区
東区土井団地1・2区集会
所

あおば公民館

福岡青洲会病院 伊藤PT・時吉 14名

16 2月16日 10:00～12:00 かすや農協 粕屋農協本館 経済課 おがた様

福岡青洲会病院
前田PT
諌武部長

34名

17 2月25日 10：00～12：00 福岡市東区青葉 あおば公民館
あおば公民館
安岡様

福岡青洲会病院
中原Dr
リハビリ部

約40名

新型インフルエンザについて

新型インフルエンザについて

介護制度について

新型インフルエンザについて

いきいき元気はつらつ！
～健康寿命を延ばすために～

介護保険について

認知症と介護保険/新型インフルエンザ

いきいき元気はつらつ！
～健康寿命を延ばすために～

高血圧予防 おいしい減塩のコツ
健康的にダイエットメタボ

新型インフルエンザについて

認知症を防いで、生き生き人生

心臓病について

心臓病について

痛くならない日常生活

転倒予防

腰痛教室・痛くならない日常生活

心臓病について
いきいき元気はつらつ！



月日 日時 地区 開催場所 依頼団体名

18 2月25日 13：30～15：00 久山町下久原 下久原公民館 佐伯様

福岡青洲会病院 山本Dr 14～15名

19 3月15日 9：30 ～10：00 久山町上山田 上山田公民館 老人会 津原様

青洲会本部 矢野顧問 13名

20 3月15日 19：00～20：00 新宮町立花口 立花口公民館

福岡青洲会病院 リハビリ部 10名程度痛くならない日常生活（ストレッチ）

心臓病について

青洲会グループ全体のPR


