
学会等発表及び報告
（平成29年4月～平成30年3月）

演       題        等 発表者等 所属役職等 種別 学会等の名称 日    時 場     所

今、緩和ケアの原点に立ち返って 今村光一 薬剤j部長 講演 玉名郡市薬剤師会研修会 平成29年4月13日 玉名市民会館

立位と座位による発声機能の差
～呼気筋活動の視点より～

小田原  守
リハビリーションセンター

言語聴覚士
発表 第18回日本言語聴覚学会 平成29年6月23・24日

島根県 くにびきメッセ(島根県立産
業交流会館)

プレゼンテーション上達のコツ
～パワーポイントを使いこなす～

小田誉之 放射線科 技師長 学会誌掲載 日本診療放射線技師会誌 平成29年7月発行

肉腫症例に対する加温出力の工夫 原田美砂子
ME室

臨床工学技士
発表 第30回九州・中四国ハイパーサーミア 研究会 平成29年7月22日 北九州市戸畑区 (戸畑共立病院)

在宅医療におけるCVポートの有用性について 塩屋公孝 消化器内科部長 発表 第2回 CVポートセミナー 平成29年8月25日 鶴田病院

尿路性器癌に対する化学療法及びホルモン療法と
ハ イパーサーミアの併用

川畑 幸嗣 泌尿器科部長 発表 日本ハイパーサーミア学会第34回学術大会 平成29年9月15・16日 京都市 (京都テルサ)

安定した治療を行う為の臨床工学設土の工夫 原田美砂子
ME室

臨床工学技士
発表 日本ハイパーサーミア学会第34回学術 大会 平成29年9月15・16日 京都市 (京都テルサ)

頭部挙上運動と頚部屈曲運動を個別に評価、訓練 し、3食経口摂
取に至った食道癌亜全摘術後の一症例

境良太
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
発表 第23回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 学術大会 平成29年9月15・16日 千葉市 (幕張メッセ)

薬剤師確保
～当院の取り組み～

今村光一 薬剤j部長 雑誌掲載 全日本病院協会雑誌第28号 平成29年9月発行予定

原因不明の肝機能障害発生時への薬剤師の介入
～ビカノレタミドで生じたと考えられる

胆汁うっ滞型肝障害の一症例～
池島由希 薬剤部 薬剤師 発表 第78回九州山口薬学大会 平成29年9月17・18日

宮崎市 (シーガイアコンベンショ ンセン
ター)

在宅食畷下の解剖生理 小田原  守
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
発表 熊本県医療法人協会栄養士部会定期研修 平成29年9月28日(木)

熊本県熊本市 (くまもと県民交流会館
ハ.レ7)

当院におけるCARTのデータと、アルプミン回収率の検討 鶴田豊 院長 発表 第2回九州CART研究会 平成29年9月30日 (日) 熊本県熊本市 (鶴田病院)

医療現場の働き方改革 鶴田豊 院長 雑誌掲載 厚生福祉(第6356号) (時事通信社) 平成29年10月3日発行

立位と座位による発声機能の差
～呼気筋活動の視点より～

小田原  守
リハビリーションセンター

言語聴覚士
発表 平成29年度熊本県言語聴覚土会学術研究 会・ナイトセミナー 平成29年10月13日（金) 熊本県熊本市 (熊本保健科学大学)

アjレブミンやCARTを用いた腹水治療の実際 鶴田豊 院長 講演 一般社団法人   日本血液製剤機構 機構内勉強会 平成29年11月16日(木) 熊本県熊本市 (ホテルメルパルク熊本)

RO装置DCR- 川熱水システムを5年間使用の報告 森田龍太朗
透析センター
臨床工学技土

発表 第50回九州人工透析研究会 平成29年12月3日(日)
福岡県福岡市 (ヒルトンソーホーヲホテ

ル)

オープンソースの統合監視システム「ZABBIX」を用いた
Server/Network Deviceの監視と運用

小田誉之 放射線科 技師長 発表 第30回医療情報システム研究会 平成29年12月16 (日)
熊本県菊陽町 (熊本リハビリテーション

病院)

院内連携について考える 小田原　守
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
シンポジウム 第14回熊本県回復期リハビリテーション病棟研究会 平成30年1月11日

熊本市
（県立劇場）

漢字音読訓練によって、呼称能力が改善した 運動性失語症の一
例

境良太
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
発表 日本言語聴覚士協会 第 7 回九州地区学術集会 平成30年1月27日(土)  .28日 (日)

沖縄県那覇市 (沖縄県男女共同参画
セントているる)

当院回復期期リハビリテーション病棟入院患者の
栄養状態とADL、FILS、転帰との関連

小田原守
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
発表 回復期リハビリテーション病棟協会 第31回研究大会   I n   岩手 平成30年2月2日(金)・3日 (土) 岩手県盛岡市 (盛岡市民文化トJ)

Ａ氏と家族との意向差を解決するには
 ～Ａ氏の自己決定の尊重～

河津　知佳
メディエイト鶴翔苑

支援相談員
発表

平成29年度熊本県医療ソーシャルワーカー協会
　冬季研修会

平成30年2月4・5日 天草市

認定看護師からみた排便管理 赤塚　直美
皮膚・排泄ケア

認定看護師
発表 鶴田病院病身連携セミナー 平成30年2月16日 鶴田病院

がん患者における摂食鴨下レヘルと栄養指義と の関連性につい
て

小田原守
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
発表 第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会 平成30年2月22日(木) ・23日 (金) 神奈川県横浜市 (ハ.シ7ィコ横浜)

維持的・緩和的がん患者の栄養指標と生活機 能の関連について 池田勇介
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
発表 第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会 平成30年2月22日(木)・23日 (金) 神奈川県横浜市 (ハ.シ7イヨ横浜)

歩行時の体幹動揺が減少した右うけ筏塞を呈す る一症例 渡辺由香里
リハビリテーションセンター

言語聴覚士
発表 第21回熊本県理学療法士学会 平成30年2月25日(日) 熊本県玉名市 (九州看護福祉大学)

通所リハビリの訪問指導と情報共有に関する取り組み
～他職種へのアンケート調査を通じて～

宮田　智司
メディエイト鶴翔苑

理学療法士
発表 熊本県老人保健施設大会 平成30年3月8日

熊本市
（グランメッセ熊本）

病院薬剤師の取組み 今村　光一 薬剤部長 発表 第2回　熊本緩和薬物療法研究会 平成30年3月10日
熊本市

（TKPガーデンシティ熊本）

緩和ケア病棟の現状 上妻　精二 麻酔科部長 発表 第6回がん診療・緩和ケア地域連携研修会 平成30年3月16日 鶴田病院

がん診療・緩和ケア領域における腫瘍精神科の取り組み 窪　文彦 腫瘍精神科部長 発表 第6回がん診療・緩和ケア地域連携研修会 平成30年3月16日 鶴田病院

CVポート増設における当院の役割り
～後方支援病院の立場から～

塩屋　公孝 消化器内科部長 発表 第6回がん診療・緩和ケア地域連携研修会 平成30年3月16日 鶴田病院


