


















【青洲会グループ各施設業績一覧】
１．外部学会・研究会発表、施設内研究発表
福岡青洲会病院

職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

医師 久和　啓邦
抗セントロメア抗体陽性で自然軽快した

MAC合併器質化肺炎の１例
第69回　日本呼吸器学会・日本結核

学会　九州支部秋季学術講演会 筆頭演者 2012/11/16 北九州国際会議場

医師 杉本　幸弘
抗セントロメア抗体陽性で自然軽快した

MAC合併器質化肺炎の１例
第69回　日本呼吸器学会・日本結核

学会　九州支部秋季学術講演会 共同演者 2012/11/16 北九州国際会議場

医師 八反田　洋一
抗セントロメア抗体陽性で自然軽快した

MAC合併器質化肺炎の１例
第69回　日本呼吸器学会・日本結核

学会　九州支部秋季学術講演会 共同演者 2012/11/16 北九州国際会議場

医師 髙山　昌紀
抗セントロメア抗体陽性で自然軽快した

MAC合併器質化肺炎の１例
第69回　日本呼吸器学会・日本結核

学会　九州支部秋季学術講演会 共同演者 2012/11/16 北九州国際会議場
看護 看護師 中原　里恵 病衣・ｵﾑﾂ請求もれをなくすための取組 青洲会研究発表大会 2012/11/24 福岡青洲会病院
2階東 看護 大石　愛子 病衣・ｵﾑﾂ大の請求もれをなくす取組 2012/11/24
薬剤師 植田　由樹子 入院患者に対する初回面談の介入 筆頭演者 2012/11/24 福岡青洲会病院

理学療法士 有田　雄一
急性期病棟における院内デイサービスの
必要性

リハビリテーションケア合同研究大
会 筆頭演者 2012/10/12 北海道　札幌

理学療法士 尾畑　里枝 通所ﾘﾊｾﾝﾀｰにてｻｰｷｯﾄﾄﾚﾆﾝｸﾞを導入して 尾畑 2012/11/17 長崎

理学療法士 岡　高史
試してがってん！リハビリとヘルパーの力
～生活機能向上を目指して～

第１８回福岡青洲会病院研究発表
大会 筆頭演者 2012/11/24 福岡青洲会病院

理学療法士 鹿島　健太朗 現場の為の勉強会　頸椎編（解剖につい 現場の為の勉強会 発表者 2012/10/24 福岡

理学療法士 鹿島　健太朗
現場の為の勉強会　アドバンス（動作につ
いて） 現場の為の勉強会 発表者 2012/11/21 福岡

理学療法士 鹿島　健太朗 福岡ＳＭＣ勉強会　下腿外旋症候群につい 福岡ＳＭＣ勉強会 発表者 2013/2/22 福岡
理学療法士 山城　伸介 福岡青洲会病院院内学術研究発表会 共同演者 2012/11/1 福岡青洲会病院
作業療法士 峰岡　貴代美 高次脳機能障害の復職支援 日本作業療法学会 共同演者 2012/6/15 宮崎
作業療法士 峰岡　貴代美 麻痺側使用頻度向上に対するアプローチ リハケア合同研究大会 共同演者 2012/10/1 北海道

作業療法士 峰岡　貴代美
急性期病棟における院内デイサービスの
必要性 リハケア合同研究大会 共同演者 2012/10/1 北海道

作業療法士 竹本　朋子

回復期リハ病棟における早出・遅出勤務の
試み
～質の高いチーム医療を目指して～ 青洲会研究発表会 共同演者 2012/11/24 福岡青洲会病院

作業療法士 竹本　朋子

ＤＶＤを用いた退院支援の取組み
～患者家族の不安軽減・在宅との連携強
化を目指して～ 青洲会研究発表会 共同演者 2012/11/24 福岡青洲会病院

作業療法士 江口　真希 高次脳障害者の復職支援 第46回作業療法学会 筆頭演者 2012/5/16 宮崎

作業療法士 平田　裕毅
心肺停止後に低体温療法を施行した患者
の早期リハビリテーション 第６２回日本病院学会 筆頭演者 2012/6/22 福岡国際会議場

作業療法士 磧　梨沙
麻痺側使用頻度向上に対するアプローチ
～ＣＩ療法・トランスファーパッケージの導入

リハビリテーション・ケア合同研究大
会　札幌２０１２ 筆頭演者 2012/10/11 札幌コンベンションセンター

言語聴覚士 青山　鮎美
高次脳機能障害者に対する復職支援の経
験 第13回日本言語聴覚学会 筆頭演者 2012/6/16 福岡国際会議場

福岡在宅センター
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

通所リハビリ
介護福祉士 神谷　初美

通所リハビリセンターの考課判定～重症化
予防に向けて～ 福岡青洲会病院院内研究発表大会

神谷初美、ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ一 2012/11/1 福岡青洲会病院

通所リハビリ
介護福祉士 神谷　初美

通所リハビリセンターの考課判定～重症化
予防に向けて～ 第１１回青洲会合同研究発表大会

神谷初美、ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ一 2013/1/19 レスポアール久山

通所リハビリ
理学療法士 中島　貴史

在宅施設への移行を～回復期病棟から法
人内在宅施設へのアプローチの一例～

リハビリテーション・ケア合同研究大
会２０１２ 筆頭演者 2012/10/13 札幌コンベンションセンター

通所リハビリ
理学療法士 中島　貴史

通所リハビリの効果判定～重症化予防に
向けて～ 福岡青洲会病院院内研究発表大会 共同演者 2012/11/24 福岡青洲会病院

通所リハビリ
理学療法士 中島　貴史

通所リハビリの効果判定～重症化予防に
向けて～ 青洲会合同研究発表大会 共同演者 2013/1/19 レスポワール久山

セシリア　看
護補助 小金丸　優子 浮腫軽減 福岡青洲会病院院内研究発表大会 筆頭演者 2012/11/24 福岡青洲会病院
セシリア　作
業療法士 藤成　尚平 福岡作業療法士協会症例発表会 筆頭演者 2012/8/21 宗像水光会病院
訪問看護
看護師 江本　翔太

訪問看護ステーションおおぞらの知名度と
これからの展望

福岡青洲会病院院内学術研究発表
大会 筆頭演者 2012/11/24 福岡青洲会病院

青洲会クリニック
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

理学療法士 藤原　有子
トイレマップを作ろう！～利用者のが出に
向けた取り組み～ 第１１回青洲会合同研究発表大会 筆頭演者 2013/1/19 レスポアール久山

理学療法士 時吉　直祐 creating a patient-friendly hospital ward 第1回日韓合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 筆頭演者 2012/11/18 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ
作業療法士 山口　絢子 青洲会合同研究発表大会 共同演者 2013/1/19 レスポアール久山

医師 上加世田　和文
脳深部刺激療法術後の長期予後における
short circuitの診断・臨床的意義とその対

第37回日本外科系連合学会学術集
会 共同 2012/6/28 福岡

透析室
看護師 佐藤　裕子 処方ミスについて

青洲会クリニック院内学術研究発表
大会 筆頭演者 2012/11/1 青洲会クリック

総務課
事務員 竹本　眞理子 経営のリスクマネージャーを目指して 青洲会合同研究発表会 筆頭演者 2013/1/19 レスポアール久山

みかんの丘
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

作業療法士 黒岩　隆洋 熊本県老施協 共同演者 2013/1/19 熊本テルサホール

青洲会病院
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

作業療法士 横山　義隆 認知症について 病院学会 筆頭演者 2012/10/1 沖縄県

長崎在宅センター
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

通所リハビリ
看護師 近藤　千代美

各スタッフによるＡＤＬ評価と分析後の行動
変容 ～理想的なデイケアスタッフの育成に
向けて～ 青洲会研究発表大会 共同 2012/11/17 たびら活性化施設

通所リハビリ
看護師 近藤　千代美

各スタッフによるＡＤＬ評価と分析後の行動
変容 ～理想的なデイケアスタッフの育成に
向けて～ 青洲会研究発表大会 共同 2013/1/27 レスポワール久山



通所リハビリ
介護員 坂口　佳文

各スタッフによるＡＤＬ評価と分析後の行動
変容 ～理想的なデイケアスタッフの育成に
向けて～ 平成24年度 青洲会研究発表大会 共同研究 2012/11/17 たびら活性化施設

介護支援専門員 平野　史郎

相手を理解し、自分が変われば、相手も変
わる！！
～風水を利用してストレスの少ない職場へ 青洲会研究発表大会 2012/11/17 たびら活性化施設

介護支援専門員 平野　史郎

相手を理解し、自分が変われば、相手も変
わる！！
～風水を利用してストレスの少ない職場へ
～ 青洲会合同研究発表会 2013/1/19 レスポアール久山

明星会病院
職種 職員名 演題名 学会・研究会名 筆頭・共同演者区分 発表(実施)年月日 開催場所

理学療法士 川久保　辰朗 第２４回長崎県理学療法士学会 セッション座長 2013/2/17 島原復興マリーナ

２．論文発表

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 所属

中里　未央 医師
Association　of　arterial　and　dtabetes
with　triglycerides-to-ＨＤＬ　cholesterol
ratio　for　ja

2013/3/15 福岡青洲会病院

３．院外司会、座長、講師、シンポジスト
福岡青洲会病院

部署 職員名 学会・研究会・演題名等 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考
外来看護師 古田　勇輝 健康教室 筆頭演者 2012/9/13 福岡青洲会病院
外来看護師 古田　勇輝 九州医療センターＩＣＬＳ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/10/7 九州医療センター
外来看護師 古田　勇輝 院外BLS ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/10/16 福岡青洲会病院
外来看護師 古田　勇輝 ＡＨＡＢＬＳ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/10/20 福岡青洲会病院
外来看護師 古田　勇輝 日赤ＩＣＬＳ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/12/1 福岡日赤病院
外来看護師 古田　勇輝 院内ＢＬＳ リーダーインストラクター 2012/12/15 福岡青洲会病院 リーダー
外来看護師 古田　勇輝 院内ＢＬＳ インストラクター 2012/12/18 福岡青洲会病院 リーダー
外来看護師 古田　勇輝 院内ＢＬＳ リーダーインストラクター 2013/1/12 福岡青洲会病院
外来看護師 古田　勇輝 院内ＢＬＳ インストラクター 2013/1/15 福岡青洲会病院
外来看護師 古田　勇輝 院内ＢＬＳ リーダーインストラクター 2013/2/9 福岡青洲会病院 リーダー
外来看護師 古田　勇輝 院内ＢＬＳ インストラクター 2013/3/8 福岡青洲会病院
外来看護師 古田　勇輝 院内ＢＬＳ インストラクター 2013/3/9 福岡青洲会病院
ICU看護師 菊武　正彦 JRC ICLS千鳥橋ｺｰｽ ﾌﾞｰｽ長 2012/6/17 千鳥橋病院
理学療法士 諌武　稔 臨床実習前、特別講義 講師 2012/4/18 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院

理学療法士 嶋邨　亮 臨床実習直前特別講義 講師 2012/4/14 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院

理学療法士 嶋邨　亮 福岡県理学療法士会基礎理学療法研修会 講師 2013/1/24 福岡青洲会病院
理学療法士 尾畑　里枝 福岡東地区勉強会(第一回) 司会 2012/7/17 福岡
作業療法士 峰岡　貴代美 福岡県士会東ブロック症例発表会 座長 2013/1/23 福岡
言語聴覚士 前田　香織 第13回日本言語聴覚学会 司会(ﾎﾟｽﾀｰ発表) 2012/6/15 福岡 ～6月16日

福岡在宅センター
部署 職員名 学会・研究会・演題名等 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考

介護福祉士 長　輝幸 福岡青洲会病院院内研究発表大会 座長 2012/11/24 福岡青洲会病院

青洲会クリニック
部署 職員名 学会・研究会・演題名等 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考

医師 小山　正信 講演「肩の体型と自律神経障害」 2013/3/10
医師 上加世田　和文第37回日本外科系連合学会学術集会 座長 2012/6/28 福岡
外来准看護師 古賀　香織 糖尿病教室 講師 2013/3/30 青洲会クリニック

志免在宅センター
部署 職員名 学会・研究会・演題名等 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考ケアサポート

S
介護支援専
門員 藤原　芳恵 志免町認知症サポーター要請講座講師 講師 2012/7/8 王子公民館
ケアサポート
S
介護支援専 藤原　芳恵 志免町認知症サポーター要請講座講師 講師 2012/7/17 東区公民館
ケアサポート
S
介護支援専 藤原　芳恵 志免町シルバー人材センター会員向け介護予防講演会講師 2012/9/26 志免シーメイトケアサポート
S
介護支援専
門員 藤原　芳恵 志免町老人会連合会向け介護予防講演会 講師 2013/2/15

志免町役場小
ホール

青洲会病院
部署 職員名 学会・研究会・演題名等 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考

医師 植田　保子
白血球血液型と『私』が『私』であるしくみ
副題：唯一無二の自分を知ろう 講師 2012/9/19

長崎県立北松農
業高校

ひらどせと
部署 職員名 学会・研究会・演題名等 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考

看護師 石田　亜矢
長崎県高齢者虐待防止シンポジューム
「向き合うことの大切さ」

基調講演演者
シンポジスト 2013/1/31 長崎県大村市

４．地域貢献及びその他
福岡青洲会病院

部署 職員名 内容 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考
医師 江島　邦彰 乳がん検診のすすめ 講師 2012/10/21 福岡青洲会病院 健診センター企画（マンモデー）

外来看護師 吉冨　由紀子 ＡＨＡのＢＬＳインストラクター 2012/6/30
外来看護師 吉冨　由紀子 ＡＨＡのＢＬＳインストラクター 2013/1/19
外来看護師 古田　勇輝 院外BLS ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/6/12 検診棟4F
外来看護師 古田　勇輝 第1回青洲会病院半日ICLSコース ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/7/1 検診棟 ﾌﾞｰｽ長
外来看護師 古田　勇輝 院外BLS ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/7/17 通ﾘﾊ
外来看護師 古田　勇輝 福岡メディカルラリー メンバー 2012/11/17 九大病院
外来看護師 古田　勇輝 福岡メディカルラリー 2013/2/8 福岡青洲会病院
外来看護師 古田　勇輝 ＩＣＬＳ ファシリテーター 2013/2/16 九大病院



外来看護師 古田　勇輝 ＩＣＬＳワークショップ ファシリテーター 2013/2/24 千鳥橋病院
ICU看護師 久多良木　絵美院外BLS 講師 2012/6/12 青洲会HP
ICU看護師 久多良木　絵美日本救急医学会ICLS千鳥橋ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸ 講師 2012/6/17 千鳥橋HP
ICU看護師 久多良木　絵美日本救急医学会ICLS青洲会ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸ 講師 2012/7/1 青洲会HP
ICU看護師 久多良木　絵美院外BLS 講師 2012/7/17 青洲会HP
ICU看護師 菊武　正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/5/20 佐賀県河崎病院
ICU看護師 菊武　正彦 日本救急医学会ICLS医療ｾﾝﾀｰｺｰｽｲﾝｽﾄﾗ 講師 2012/6/10 医療ｾﾝﾀｰ
ICU看護師 菊武　正彦 院外BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/6/12 青洲会病院
ICU看護師 菊武　正彦 日本救急医学会ICLS千鳥橋ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸ 講師 2012/6/17 千鳥橋病院
ICU看護師 菊武　正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/6/30 青洲会病院
ICU看護師 菊武　正彦 日本救急医学会青洲会ICLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/7/1 青洲会病院
ICU看護師 菊武　正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/7/16 浦ノ崎病院
ICU看護師 菊武　正彦 院外BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/7/17 青洲会病院
ICU看護師 菊武　正彦 日本救急医学会ICLS日赤HPｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸ 講師 2012/8/4 日赤病院
ICU看護師 菊武　正彦 JRC ICLS医療ｾﾝﾀｰｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/9/1 医療ｾﾝﾀｰ
ICU看護師 菊武　正彦 JRC ICLS千鳥橋ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 講師 2012/10/1 千鳥橋HP
ICU看護師 菊武　正彦 福看協災害支援ﾅｰｽ(ﾄﾘｱｰｼﾞ) 講師 2012/10/12 福看協 ～10/14
ICU看護師 菊武　正彦 AHA BLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ2日間唐津看護学校 講師 2012/10/20 唐津 12/21
ICU看護師 中田　真由美 ICLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/6/10 千鳥橋病院
ICU看護師 中田　真由美 ICLSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/7/1 福岡青洲会病院
3階西准看護師福重　晴香 院外BLS研修 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/6/12 検診棟
3階西准看護師福重　晴香 院外BLS研修 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 2012/7/17 通所ﾘﾊﾋﾞﾘ
医療安全看護師大島　理恵 新入職者研修(感染対策) 講師 2012/4/1 福岡青洲会病院
薬剤師 植田　由樹子 糖尿病の薬物治療について 糖尿病教室講師 2012/9/25 福岡青洲会病院
薬剤師 植田　由樹子 糖尿病の薬物治療について 院内健康教室講師 2012/12/13 福岡青洲会病院
診療放射線技師中村　久美子 福岡県放射線技師会理事 2012/4/1
理学療法士 嶋邨　亮 福岡県理学療法士会転倒予防教室 講師 2012/7/19 福岡
理学療法士 秋吉　亜希子 東日本大震災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(日本理学療法士協 2012/7/1 宮城県南三陸町 1週間
理学療法士 高橋　佳奈子 転倒予防教室 講師 2012/10/22 原町公民館
理学療法士 有田　雄一 転倒予防教室 ｻﾌﾞ講師 2012/7/17 久山
理学療法士 伊藤　惇 院外健康教室 講師 2012/5/25 志免町
理学療法士 岡　高史 転倒予防教室 講師 2012/7/12 久山町
理学療法士 鹿島　健太朗 ﾁｬﾚﾝｼﾞｻﾞﾊﾞﾝｸ北九州 ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 2012/7/22 北九州

理学療法士 鹿島　健太朗
２０１２ゴールデンオールディーズワールド
ラグビーフェスティバル アスレティックトレーナー 2012/10/29 福岡

理学療法士 鹿島　健太朗
第２１回宗像ユリックス１２時間耐久スイム
大会 コンディショニング・スタッフ 2012/11/24 福岡

理学療法士 山城　伸介 粕屋介護予防事業 講師 2012/6/1 ～８月
理学療法士 山城　伸介 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部B2Sｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 講師 2012/9/6 福岡青洲会病院 ９月２０日
理学療法士 山城　伸介 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部B2Sｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 講師 2013/3/7 福岡青洲会病院 ３月８日
理学療法士 野田　智幸 転倒予防教室 ｻﾌﾞ講師 2012/7/10 篠栗
作業療法士 石橋　さつき 粕屋町図書館（雑学ｾﾐﾅｰ) 講師 2012/7/15 粕屋町
作業療法士 竹本　朋子 粕屋事業健康教室 講師　総ﾘｰﾀﾞ 2012/6/1 当院
言語聴覚士 江口　美千子 摂食・嚥下障害について (介護予防)講師 2012/4/7 青洲会ｸﾘﾆｯｸ
言語聴覚士 山本　愛 「志免元気ｸﾗﾌﾞ」飲み込みについて 2012/7/7 青洲会ｸﾘﾆｯｸ
言語聴覚士 前田　香織 誤嚥性肺炎予防 2012/5/26 青洲会ｸﾘﾆｯｸ
言語聴覚士 井上　宜彦 摂食・嚥下障害について 講師 2012/8/4 青洲会クリニック
言語聴覚士 井上　宜彦 摂食・嚥下障害について 講師 2013/2/14 福岡青洲会病院
健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2012/10/24 粕屋町中央幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2012/11/2 粕屋町大川幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2012/11/5 粕屋町仲原幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2012/11/6 粕屋町仲原幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2012/11/14 粕屋町中央幼稚園

健康運動指導士舟木　怜
健康教室「いきいき元気はつらつ～健康寿
命を延ばす為に～」 講師 2012/11/21 宇美町ひばりが丘３区公民館

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2012/12/6 粕屋町大川幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2012/12/7 粕屋町大川幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 健康教室「生活習慣病予防の食事と運動」 講師 2013/1/12 北九州国際会議場

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2013/1/30 粕屋町中央幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 健康教室「痛くならない日常生活」 講師 2013/2/15 サンレイクかすや
健康運動指導士舟木　怜 健康教室「生活習慣病予防と食事と運動」 講師 2013/2/16 粕屋町長者原上区公民館

健康運動指導士舟木　怜 健康教室「転倒予防教室」 講師 2013/2/19 粕屋町福祉センター

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2013/3/6 粕屋町中央幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 運動教室 指導員 2013/3/8 粕屋町中央幼稚園

健康運動指導士舟木　怜 健康教室「正しい運動方法を身に付けよう」 講師 2013/3/27 粕屋町大隈公民館

健康運動指導士舟木　怜 健康教室「正しい運動方法を身に付けよう」 講師 2013/3/28 粕屋町長者原下区公民館

健康運動指導士田邊　清和 健康教室 講師 2013/3/28 長者原下区公民館

管理栄養士 林田　美保 篠栗町大勢戸区健康教室 講師 2012/9/15 篠栗町
管理栄養士 林田　美保 粕屋町副題ＯＢ健康教室 講師 2013/2/15 粕屋町
管理栄養士 林田　美保 宇美町健康教室 講師 2013/3/13 宇美町
事務職員 岩崎　智明 平成24年診療報酬改定について 講師 2012/4/16 福岡青洲会病院

福岡在宅センター
部署 職員名 内容 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考

通所リハビリ
理学療法士 中島　貴史 転倒予防教室 講師 2012/7/19 久山町公民館
セシリア
看護師 力武　千賀子 年越しそば打ち 2012/12/29 セシリア
セシリア
看護補助 森　久実子 そば打ち 2012/12/29 福岡青洲会病院
セシリア
看護補助 上村　紗代 ハイム合同年越しそば打ち 2012/12/29 セシリアデイサービス

セシリア
看護補助 小金丸　優子 ﾊｲﾑ合同年越しそば 2012/12/29 青洲会ｾｼﾘｱﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

セシリア
看護補助 吉郷　英太 健康秋祭り 2012/10/14 福岡青洲会病院
セシリア
看護補助 吉郷　英太 年越しそば打ち 2012/12/29 セシリアハイム
セシリア
介護福祉士 長　輝幸 ﾊｲﾑ合同年越しそば 2012/12/29 青洲会セシリアデイサービス

セシリア
介護福祉士 佐田　祐子 健康秋祭り 2012/10/14 福岡青洲会病院



セシリア
介護福祉士 佐田　祐子 ﾊｲﾑ合同年越しそば 2012/12/29 青洲会ｾｼﾘｱﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

セシリア
介護福祉士 秋葉　俊輔 青洲会健康秋祭り 2012/10/14 福岡青洲会病院
セシリア
作業療法士 藤成　尚平 健康秋祭り 2012/10/24 福岡青洲会病院
セシリア
作業療法士 藤成　尚平 セシリアハイム合同年越しそば打ち 2012/12/29 セシリアデイサービスセンター

訪問看護
看護師 森　睦 地域医療を考える会 2012/7/5 ｻﾝﾚｲｸ粕屋
訪問看護
看護師 森　睦 介護保険対象外の難病患者への支援 講師 2012/10/30 粕屋福祉事務所
訪問看護
看護師 森　睦 認知症サポーター講座 講師 2012/11/12 粕屋町役場
訪問看護
看護師 森　睦 繋がる医療・看護を目指して 講師 2012/11/16 ナースプラザ
訪問看護
看護師 森　睦 自己決定を支える地域包括ケアに向けて 講師 2012/12/15 アクロス福岡
訪問看護
看護師 森　睦 あなたにとって幸せな最期とは 講師 2013/3/9 サンレイクかすや
訪問看護
看護師 森　睦

地域の特性からの在宅医療のアプローチを
考える 講師 2013/3/18 福岡県庁

訪問看護
看護師 江本　翔太 2013/3/18 志免町福祉事務所

青洲会クリニック
部署 職員名 内容 司会･座長･他区分 日付 開催場所 備考

理学療法士 藤原　有子 転倒予防教室 講師 2012/7/28 かみじ会館
理学療法士 帆足　裕平 転倒予防教室 講師 2012/7/18 福岡






