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発表者及び共同研究者 タイトル 学会・研究会名

Wataru K., Iwashita Y., Murakami K.,

Nakamura T., Hayashida C., Yoza Y.,

Iiyama J.

Preliminary systemic thermal stimulation inhibit

exacerbation of renal function in a renal

ischemia reperfusion injury mouse model

WCPT2015

Hayashida C.,Iwashita Y., Murakami

K., Nakamura T., Wataru K., Yoza Y.,

Iiyama J.

Long-term low temperature sauna reduces

urinary albumin excretion in the 5/6

nephrectomy mouse model

WCPT2015

Iwashita Y., Murakami K., Nakamura

T., Wataru K., Hayashida C., Yoza Y.,

Iiyama J., Mukoyama M.

Systemic thermal stimulation ameliorates renal

tubular injury in a mouse model of renal ablation
WCPT2015

Satomi S. Tanaka, Yasuka L.

Yamauchi, Yuka Fujimoto, Kiyoshi

Kawakami and Ryuichi

Nishinakamura.

Six1 and Six4 homeodomain proteins regulate

mouse primordial germ cell formation

発生生物学会（アジア-パシフィック発生

生物学ネットワーク共催）

Takashi Isaji,  Chiho Sasaki

Circulatory physiological change in scuba diving

Analysis of three aged male professional divers -

.

APUHMS 2nd Biennial Scientific

Meeting in Gunma in Japan

Keigo Matsubara，Yoshihiko Kumai，

Yasuhiro Samejima，Eiji Yumoto

Effect of three different chin-down maneuvers

on swallowing pressure in healthy young adults

Combined Otolaryngology Spring

Meetings 2015

Yoshihiko Kumai, Yuta Kamenosono,

Yasuhiro Samejima, Keigo

Matsubara,Naoya Yoshida,Hideo

Baba,Eiji Yumoto

Efficacy of chin-down maneuver on pharyngeal

residue following esophagectomy: Prospective

analysis

Combined Otolaryngology Spring

Meetings 2015

竪野眞紀子, 原田なをみ

Survey on awareness of　midwifery education

programme students regarding the

repuroductive technology

第11回アジア太平洋地域会議・助産学

術集会

発表者及び共同研究者 タイトル 学会・研究会名

I. HONDA, K. ARAKI, S. HONDA, F.

SOEDA, S. MISUMI, K. YAMAMURA,

K. TAKAHAMA

GIRK2 channel KO of neurons expressing

dopamine transporters mimics the effect of

antitussives on the forced swimming in mice

2015 Annual meeting of Society

for Neuroscience

R. KAWAHARA, F. SOEDA, S.

MISUMI, K. TAKAHAMA

Centrally acting non-narcotic antitussives

improve Aβ25-35 induced cognitive deficits in

mice

2015 Annual meeting of Society

for Neuroscience 2015/10/17-21

F. SOEDA, N. GOTO, S. SAMESHIMA,

S. MISUMI, K. TAKAHAMA

Enriched environment improves micturition

activity in awake freely moving aged mice

2015 Annual meeting of Society

for Neuroscience

Nagakura Y, H Hamamoto

The relationship between the physical

performance and walking speed for trance

femoral amputees

ISPO Lyon France

Daiki Yoshioka, Motoya Koga,

Shinobu Izumi, Shigehito Matsubara,

Katsuhiro Morishita

Development and Verification of the Usefulness

of a Wheel Chair Navigation System

8th International Conference on

ICT, Society and Human Beings

Shinobu Izumi, Motoya Koga,

Katsuhiro Morishita, Shigehito

Matsubara

A study on the evaluation of the optimal route

for wheelchair users

Human mobility, cognition and

GISc

Hashimoto, K., A. Uno, A. Sambai, G.

Mizumoto

An aphasic patient using the non-semantic

lexical route in reading aloud

2016 Asia Joint Symposium on

Reading and Spelling

発表者及び共同研究者 タイトル 学会・研究会名

後藤夏美, 副田二三夫, 三隅将吾, 高濱和

夫

GIRKチャネル活性化電流抑制作用をもつペントキシベリンは

一部5-HT1A受容体の活性化を通してマウスの排尿障害を

改善する

第89回日本薬理学会年会

高橋大貴, 嶌村佳織, 濱口大志, 本多幾多

郎, 河原遼, 副田二三夫, 三隅将吾, 高濱

和夫

チペピジンのラット物体認識試験における記憶保持延長作用 第89回日本薬理学会年会

本多幾多郎, 荒木喜美, 野口茂, 笹岡俊邦,

本田宗吉, 高橋大貴, 副田二三夫, 三隅将

吾, 山村研一, 高濱和夫

GIRK2コンデイショナルKOマウスの作製とそのうつ様行動の

解析：うつ様行動としての無動におけるGIRK2チャネルの役

割

第89回日本薬理学会年会

国際会議発表（査読有）

国際会議発表（査読無）

国内会議発表

1/6



河原遼, 副田二三夫, 三隅将吾, 高濱和夫
チペピジンは脳内ドパミン系の活性化を介して Aβ25-35 脳

室内投与マウスの認知障害を改善する
第89回日本薬理学会年会

鮫島慎乃介, 副田二三夫, 浜崎亮太, 三隅

将吾, 高濱和夫

GIRK チャネル阻害作用を持つ pentoxyverine と抗コリン

系排尿障害治療薬の併用に関する研究
第8回排尿障害モデル動物研究会

中江愛美, 嶌村佳織, 中村純平, 副田二三

夫, 三隅将吾, 髙濱和夫

プロスタノイドDP1受容体拮抗薬ONO-4053のモルモットで

の鎮咳作用
第17回日本咳嗽研究会

副田二三夫, 三隅将吾, 高濱和夫
マウスの排尿機能に対する長期間のエンリッチ環境飼育の影

響
第22回日本排尿機能学会

本多幾多郎, 荒木喜美, 本田宗吉, 副田

二三夫, 三隅将吾, 山村研一, 高濱和夫

Girk2遺伝子コンディショナルノックアウトマウス作製と創薬へ

の応用
第26回霧島神経薬理フォーラム

高瀬泉, 石田彩華, 中馬みゆき, 佐喜眞容

子, 山田果歩, 時吉恵美, 岡田妹子, 吉田

優花, 楢原真二

遺伝子組換え菜の花の侵淫状況について 第50回九州支部医学検査学会

高瀬泉, 石田彩華, 中馬みゆき, 佐喜眞容

子, 山田果歩, 時吉恵美, 岡田妹子, 吉田

優花, 楢原真二

細胞分化因子刺激によるPAR－2 及びTNF-α の発現機

構について
第50回九州支部医学検査学会

田中佳奈子, 福田夏未, 折田彩香, 田﨑晴

夏, 菊池亮

好中球アルカリホスファターゼの発現を誘導する造血因子・サ

イトカインの探索

平成27年度日臨技九州支部医学検査

学会

龍正樹, 黒田真希, 坂根潮莉, 山本千尋,

菊池亮
濃厚血小板の長期保存法の開発（第7 報）

平成27年度日臨技九州支部医学検査

学会

坂根潮莉, 山本千尋, 龍正樹, 黒田真希,

菊池亮

血小板の機能および形態変化に関する新しい検査法の基

礎的検討

平成27年度日臨技九州支部医学検査

学会

田﨑晴夏, 折田彩香, 田中佳奈子, 福田夏

未, 菊池亮

急性前骨髄球性白血病細胞HL-60 はHAX-1 mRNA

発現および遺伝子異常がみられるか？

平成27年度日臨技九州支部医学検査

学会

古閑公治, 竹谷剛生, 久保高明, 大塚裕一,

宮本恵美, 船越和美, 本木実

非接触型測定装置を用いた嚥下機能評価法の研究：その

1　測定条件の検討

第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学

会

古閑公治, 竹谷剛生, 久保高明, 大塚裕一,

宮本恵美, 船越和美, 本木実

非接触型センサを用いた嚥下動作解析法の一提案、非接

触型測定装置を用いた嚥下機能評価法の研究：その2

健常若年者の検討

第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学

会

嶋田かをる, 杉内博幸, 廣瀬英治, 野中喜

久, 北野正文, 菊池亮, 石丸靖二
障がいのある学生への臨地実習支援の取り組み

第10回日本臨床検査学教育学会学術

大会

嶋田かをる, 中村香穂子, 杉内博幸, 廣瀬英

治, 野中喜久, 北野正文
重度聴覚障害学生に対する臨地実習支援の取組 第50回日臨技九州支部医学検査学会

清塘秀真, 加藤大智, E. A. Gomez, 松本

珠美, 橋口義久, 三森龍之

リーシュマニア原虫ギムザ染色標本からのＰＣＲ法を用いた

遺伝子診断
第47回熊本県医学検査学会

三村孝俊, 中村京子, 嶋田かをる, 荒尾博

美, 高橋徹, 坂元美里, 堀知広, 河瀬晴夫,

石原義光, 﨑元達郎

熊本保健科学大学の禁煙対策　その１　－本学の禁煙対

策の経緯と課題－
第9回日本禁煙学会学術総会

中村京子, 東谷孝一, 永田和美, 鏑木誠,

佐川香南枝, 大塚裕一, 三村孝俊, 戸渡洋

子, 佐藤智浩, 齊藤祐一

熊本保健科学大学の禁煙対策　その２　－禁煙対策活動

報告－
第9回日本禁煙学会学術総会

名幸久仁, 望月友美子, 中村京子, 三村孝

俊, 後藤美和, 若宮君枝, 藤本恵子, 水野

雄二, 高野義久, 橋本洋一郎

「タバコフリーキッズin熊本」を開催して 第9回日本禁煙学会学術総会

TANABE Kano, GOTO Akihiro, MAEDA

Akane, INUI Seiji

CaMK-II regulates IL-4 and CD40 induced IgE

class switch recombination via NF-κB alternative

pathway

第44回日本免疫会学術集会

TANABE Kano, INUI Seiji
Alpha4 enhances the phosphorylation of Bcl-xL

induced by JNK
第74回日本癌学会学術総会

田邊香野, 乾誠治
CaMKIIはNF-κB non-canonical経路を介したIgEクラス

スイッチを制御する
第64回日本アレルギー学会学術大会

多久島寛孝, 羽田野花美
患者との援助的関係形成に向けた学習課題－学生の発言

分析から－
第35回日本看護科学学会学術集会

中村京子, 竹熊千晶 K県の高齢者虐待の現状と課題 第12回日本高齢者虐待防止学会

望月友美子, 金森晶作, 名幸久仁, 原田正

平, 平野公康, 笹原悟, 中村京子, 橋本洋

一郎, 中村明夫

タバコフリー社会を実現する新たな予防教育プログラム“タバコ

フリー・キッズ・ジャパン”の開発と展開
第9回日本禁煙学会学術総会

橋本宜子, 堀律子
認定看護師教育課程における研修生の臨地実習での困難

体験に関する分析
日本看護協会主催看護管理学会

中島由起子, 羽田野花美, 末永芳子
育児期の母親の負担感・不安感・肯定感と就業状況との関

係についての検討
第56回日本母性衛生学会学術集会

戸渡洋子, 福本久美子, 中川武子, 坂口里

美

M-GTAを用いた保健師によるソーシャルキャピタル醸成プロセ

スの研究
第4回日本公衆衛生看護学会学術集会
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恒松佳代子, 福本優子, 柳井圭子
司法機関と協働する看護の役割　医療刑務所での医療提

供現場の視察を通して

日本フォレンジック看護学会第2回学術集

会

船越和美，古閑公治，久保高明，大塚裕

一，宮本恵美，松永幸太郎，岡山朋子，

谷聡子

米粉パンなどが咀嚼嚥下に及ぼす影響（1）：（官能評

価を中心に）

第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学

会

船越和美, 古閑公治, 久保高明, 大塚裕一,

宮本恵美, 松永幸太郎, 岡山朋子, 谷聡子

米粉パンなどが咀嚼嚥下に及ぼす影響（2）：（筋活動を

中心に）

第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学

会学術大会

森嶋純子, 岩瀬裕子, 佐川佳南枝
看護学生による他者の身体を扱った技術修得過程―車椅

子移乗の演習場面におけるエスノグラフィー
第12回　日本質的心理学会

井上加奈子, 三重野英子, 森万純 ミレニアル世代学生の身体感覚とその教育について 第35回日本看護科学学会学術集会

薄井嘉子, 前川幸子, 阿部朋子, 井上加奈

子
看護教員の成長につながる質的転換 第35回日本看護科学学会学術集会

薄井嘉子, 前川幸子, 阿部朋子, 井上加奈

子
看護教員の成長につながる質的転換　その２ 日本教師学学会第17大会

濱本洋典, 長倉裕二　他 下肢切断の走行能力と身体能力の関係性 第31回日本義肢装具学会学術大会

高沢梨沙,  峰岡貴代美, 彌永登美江, 平田

裕毅, 井上 勲, 土井篤

回復期・慢性期脳血管障害患者に対する経頭蓋磁気刺

激、ボツリヌス療法及び短期集中作業療法は上肢機能を促

進させる

第49回日本作業療法学会

田中なつき, 宿利原美菜, 岡本拓朗, 土井篤 アロマテラピーは認知症の夜間不眠を改善する手段となりうる
リハビリテーションケア合同研究大会　神戸

2015

彌永拓也, 岡高史, 三浦徹也, 岩崎留巳子,

阿部隼太, 高瀬真衣, 江口真希, 畠山絵理

香, 土井篤

ぺダリング運動とIVESの併用が歩行速度に与える影響
九州地区理学療法士作業療法士合同

研修学会2015

土井篤, 中野優心, 宮本和明, 坂崎純太郎,

西村啓佑, 笠江省太, 園畑基樹, 吉村惠

片側足部への物理的振動刺激によって、マウス両側足部の

知覚閾値は上昇する。
第9回日本運動器疼痛学会

土井篤, 中野優心, 宮本和明, 坂崎純太郎,

西村啓佑, 笠江省太, 吉村惠

膝固定マウスに対する足底振動刺激は固定抜去後の膝関

節可動域に影響を及ぼすのか？
第158回熊本リハビリテーション研究会

土井 篤, 甲斐宏明, 岩野寿春, 中野優心,

宮本和明, 坂崎純太郎, 西村啓佑, 笠江省

太, 吉村惠

ギプス固定モデルマウスに対する足底振動刺激は、足関節背

屈可動域と行動を変える。
第159回熊本リハビリテーション研究会

中村徳孝, 坂井邑后, 伊賀崎伴彦, 村山伸

樹 , 土井篤

運動障害を評価するための簡易な円描き解析システムの紹

介
第160回熊本リハビリテーション研究会

山元総勝 在宅における自立支援を見据えた介護予防 北薩リハフォーラム

久保高明, 安田大典, 野尻明子, 渡邉智,

石澤太市, 綱川光男, 谷野伸吾, 飯山準一
バスタブ浴が若年健常人の精神機能や記憶に及ぼす影響

第80回日本温泉気候物理医学会総

会・学術集会

松本祥幸, 申敏哲, 西村朋夏, 水上知江美,

濱舘直史, 瀬戸加代子, 矢澤一良
黒酢摂取がラットの代謝に与える影響 第 50 回日本理学療法学術大会

深町翔平, 申敏哲, 行平崇
末梢神経電気刺激が脳内出血モデルラットの損傷部位に与

える影響
第二回研究会

村上賢治, 岩下佳弘, 鮫島隼人, 岩下美彩

稀, 赤坂雅子, 與座嘉康, 飯山準一

全身温熱刺激が5/6腎摘除マウスの酸化ストレスを抑制す

る可能性の検討
第50回日本理学療法学術大会

中村智明, 岩下佳弘, 村上賢治, 林田千夏

子, 渡孝輔, 鮫島隼人, 坂本美沙季, 松相

亜利砂, 大脇秀一, 與座嘉康, 飯山準一

プレコンディショニングとしての全身温熱刺激はシスプラチン誘

発性腎症を抑制する　(50JPTA)
第50回日本理学療法学術大会

渡孝輔, 岩下佳弘, 村上賢治, 中村智明,

林田千夏子, 鮫島隼人, 岩下美彩稀, 赤坂

雅子, 前田曙, 坂本美沙季, 松相亜利砂,

與座嘉康, 飯山準一

プレコンディショニングとしての全身温熱刺激は腎臓虚血再灌

流傷害における腎機能障害を抑制する　(50JPTA)
第50回日本理学療法学術大会

岩下佳弘, 林田千夏子, 中村智明, 渡孝輔,

飯山準一

腎不全マウスモデルに対する全身温熱治療の尿細管保護効

果

日本統合医療学会九州ブロック学術講

演会

林田千夏子, 岩下佳弘, 中村智明, 渡孝輔,

飯山準一

長期の全身温熱治療による腎不全モデルマウスのポドサイト

保護の可能性

日本統合医療学会九州ブロック学術講

演会

岩下佳弘, 桒原孝成, 早田　学, 柿添　豊,

泉裕一郎, 飯山準一, 北村健一郎, 向山政

志

マイルドな全身温熱刺激療法による慢性腎臓病進展抑制

効果

第6回日本腎臓リハビリテーション学会学

術集会

溝上真也, 原口真由美, 内田妥美, 平野順

子, 陣上修一, 野津原豊, 北里堅二

「熊本県歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー」への熊本県理学

療法士協会専門領域部糖尿病班の関わり
第50回日本理学療法学術大会

吉岡大輝, 古賀元也, 和泉信生, 松原誠仁,

森下功啓, 黒木祐樹, 吉永翔平

まちなかでの車椅子利用者の移動経路の再現に関する研究

まちなか回遊支援を目的とした車いすナビゲーション・システム

の試験的開発

日本建築学会九州支部研究報告会

稲田好恵, 和泉信生, 古賀元也, 松原誠仁,

森下功啓
まちなかでの車椅子利用者の移動経路の再現に関する研究 情報処理学会第77回全国大会
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吉岡大輝, 古賀元也, 和泉信生, 松原誠仁,

森下功啓, 黒木祐樹
車いすナビゲーション・システムの改良と有用性の検証

日本都市計画学会九州支部ポスターセッ

ション

大倉俊, 溝田康司, 松原誠仁, 坂元勇太,

河﨑靖範, 槌田義美

身体重心変動に着目したHip flexor index 回帰モデルを

作成するイベントパラメータの検証
第50回日本理学療法学術大会

河津弘二, 松原誠仁, 本田啓太, 飯山準一
指先での軽い接触の有無と位置の相違が姿勢制御戦略に

及ぼす影響
第50回日本理学療法学術大会

吉岡大輝, 古賀元也, 和泉信生, 松原誠仁,

森下功啓, 吉永翔平, 定森一輝, 水植光紀

実用化に向けた車いすナビゲーション・システムの開発と有用

性の検証
2015年度日本建築学会大会

森下功啓, 古賀元也, 和泉信生, 松原誠仁 車いすのための路面振動計測装置の開発と評価
日本都市計画学会九州支部ポスターセッ

ション

白濱勲二, 牛膓昌利, 安田大典
回復期における脳卒中上肢機能障害に対する作業療法手

段の調査
第49回日本作業療法学会

小手川耕平, 河口万紀子, 武藤絵里, 山田

勝久, 山野克明, 木村伊津子
運動イメージ評価におけるVASの有用性 第12回熊本作業療法学会

橋口貴大，内田智子，高橋径子，木村伊

津子，武藤絵里，山野克明，河口万紀

子，山田勝久

熊本県の自動車運転支援に関する取り組みについての実態

調査
第12回熊本作業療法学会

武藤絵里，山野克明，河口万紀子，山田

勝久，木村伊津子

調理を用いた評価とその利用－高次脳機能障害者にホット

ケーキ作りを用いて
第12回熊本作業療法学会

松永ゆり子, 奥村チカ子, 木村伊津子, 田中

義則
「感情の言語化」で前頭前野に何が生じているか 第56回日本心身医学会

山野克明
インフォームド・コンセントの法制化に関する検討　～池永満

『患者の権利』を踏まえて～

日本医療マネジメント学会第14回九州・

山口連合大会

佐川佳南枝 慢性疾患の患者会で提示されるライフスタイルと戦略 第41回日本保健医療社会学会

田中聡, 山口泰華, 藤本由佳, 川上潔, 西

中村 隆一.

転写因子Six1とSix4は、生殖巣を構成する体細胞と生殖

細胞の前駆細胞形成を制御する
第38回日本分子生物学会年会

野尻明子, 久保高明, 安田大典, 飯山準一,

渡辺智, 石澤太市, 綱川光男, 谷野伸吾
バスタブ浴とシャワー浴が若年健常人の睡眠に及ぼす影響 日本温泉気候物理医学会

野尻明子, 京極久美子
語ることで自分らしさを取り戻す～「わたしのあしあと手帖」作

成の取り組み
熊本作業療法学会

河手武, 益満美寿, 小村和人, 島内貴弘,

轟木由美

集中治療室における外科術後人工呼吸器患者への作業療

法～クライエントの作業と安全な離脱の両立～
第49回日本作業療法学会

児玉 努, 益満美寿 在宅復帰するために家族が望む患者の活動について
リハビリテーション・ケア合同研究大会

2015

河手武, 益満美寿, 児島範明, 柴田宗征,

新井祐介

ICUにおける人工呼吸器患者に対し、離床段階に応じて病

前の日課を取り入れた作業療法
第43回日本集中治療医学会学術集会

森本誠司 感覚特性のある子どもに対する水遊び 第2回日本保育ソーシャルワーク学会

塩見将志 吃音とその症状分類について 熊本県難聴・言語障がい研究会

塩見将志, 都筑澄夫, 岩村健司, 池嵜寛人 RASSにより発話への注目や工夫が減少した１例 第60回音声言語医学会

古瀬菊恵, 岡本亜弓, 倉田知佳, 笹内瑞季,

瀧本麻衣, 塩見将志

非吃音者の遅延聴覚フィードバック（DAF）に対する学習

効果についての検討
第60回音声言語医学会

塩見将志, 古閑公治, 水本 豪, 岩村健司,

池嵜寛人, 小薗真知子, 都筑澄夫

遅延聴覚フィードバックによる非吃音者の吃音様症状発生に

おける個体差の要因　発話速度と筋活動量について
第60回日本音声言語医学会

小薗真知子
日常会話では支障ないが職業上の発話に問題を認めた症

例の言語指導
第60回日本音声言語医学会

小薗真知子, 栗林幸一郎
言語聴覚士が活用できるコーチング理論－言語聴覚士教

育への導入
第16回日本言語聴覚学会

郡山大介, 大塚裕一 当院におけるとろみ粘度の統一の試み
第5回日本言語聴覚士協会九州地区学

術集会鹿児島大会

小田原守, 大塚裕一, 古閑公治, 久保高明,

船越和美, 宮本恵美
姿勢が発声時の呼気金筋活動に及ぼす影響

第5回日本言語聴覚士協会九州地区学

術集会鹿児島大会

伊佐地隆, 佐々木千穂, 山本昌義, 原元彦,

栢森良二, 大西康史

スキューバダイビングにおける循環生理学的指標の変化　–

脊髄性筋萎縮症女性例での検討-

第52回日本リハビリテーション医学会学術

集会

伊佐地 隆, 佐々木千穂
スキューバダイビングにおける循環生理学的指標の変化−高

齢女性ビギナーでの検討−

第36回医療体育研究会／第19 回日

本アダプテッド体育・スポーツ学会

髙田政夫, 佐々木千穂, 森本誠司, 野尻明

子, 坂本淑江

在宅SMAI型児に対するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ機器操作入力用ｽｲｯﾁ

の在り方―ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｽｲｯﾁと障がい手管理の視点から―
第29回リハ工学カンファレンスinおきなわ

池嵜寛人, 水本豪, 橋本幸成, 岩村健司,

黒木はるか, 塩見将志

失語症を伴ったForeign accent Syndromeの１症例～

ピッチパターンからの検討～
第60回音声言語医学会

池嵜寛人, 宮本恵美, 大塚裕一 認知症患者における食行動と経管栄養の現状 第16回日本言語聴覚学会
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池嵜寛人, 和田邦泰, 清永紗知, 黒木はる

か, 大道奈央, 蓑田健太, 立野伸一, 中島伸

一, 栗林幸一郎, 橋本衛, 池田学

麻痺のない失語症患者における職業復帰の調査 第39回日本高次脳機能障害学会

大道奈央, 清永紗知, 池嵜寛人, 黒木はる

か, 蓑田健太, 立野伸一

縊頸事故により低酸素脳症を来し重度嚥下障害が残存し

た小児の1例―低酸素脳症の原因別にみた嚥下障害の検

討―

第17回九州ブロック赤十字病院リハビリ

テーション学会

高毛禮敏行, 新堀裕, 池嵜寛人 人工呼吸器装着下早期歩行を行った一症例
第17回九州ブロック赤十字病院リハビリ

テーション学会

池嵜寛人, 和田邦泰, 中島伸一
徐々に著しい認知機能低下を認めた脳卒中慢性期患者の

検討

第52回日本リハビリテーション医学会学術

集会

田畑伸治, 石橋輝彦, 作村里美, 池嵜寛人,

黒木はるか

放射線療法施行症例に対するがんのリハビリテーション介入

効果の検討
第50回日本理学療法学術大会

大道奈央, 和田邦泰, 清永紗知, 池嵜寛人,

黒木はるか, 蓑田健太, 立野伸一, 中島伸一

縊頸事故により低酸素脳症を来し重度嚥下障害が残存し

た1例,

第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学

会学術大会

岩村健司, 塩見将志, 小薗真知子
高齢者における日常的な不顕性誤嚥の防御機構に関する

検討
第16回日本言語聴覚学会

松原慶吾, 鮫島靖浩, 熊井良彦, 湯本英二
健常成人におけるChinDown法が 嚥下圧動態に及ぼす影

響について～2.64mm径高解像度マノメトリーを用いて～
第17回耳鼻咽喉科疾患研究会

松原慶吾, 鮫島靖浩, 熊井良彦, 湯本英二
２つの高解像度マノメトリーの嚥下圧検査結果の差異につい

て～StarletとManoScanの比較～
第60回日本音声言語医学会

松原慶吾, 熊井良彦, 宮本卓海, 鮫島靖浩,

湯本英二

咽頭クリアランスが低下した胸部食道癌術後患者の嚥下圧

動態について

第39回日本嚥下医学会総会ならびに学

術講演会

竹田賢司, 松原慶吾, 上田ちひろ, 松岡寿子
発話速度を調節した日常会話が可能となった混合性ディ

サースリア症例を経験して～モーラ指折り法を用いて～

平成27年度熊本県言語聴覚士会学術

研究会

榎田幸助, 山田浩二, 宮本恵美, 大塚裕一 当院ICUにおける摂食・嚥下評価基準の検討
第5回日本言語聴覚士協会九州地区学

術集会鹿児島大会

安部眞一, 張継東, 原田昌朋, 安部和子
３次元培養による精細管様構造の再構築に対するAlk5阻

害剤の効果
第86回　日本動物学会大会

髙橋徹 有明海異変の今 プランクトン・ベントス学会

馬淵理恵, 梅原亮, 高橋徹, 二木功子, 朴

虎東
諫早湾におけるmicrocystinの動態と底生生物への蓄積 日本陸水学会

橋本幸成, 濵田則雄, 村尾治彦, 馬場良二,

大塚裕一, 宮本恵美, 水本豪
失語症者のオノマトペ発話に関して,

日本医療マネジメント学会 第17回熊本

支部学術集会

橋本幸成, 宇野彰, 三盃亜美, 水本豪
読解が不可能でも音読が可能な失語症例の音読障害のメ

カニズム
第18回認知神経心理学研究会

上田ちひろ, 橋本幸成, 水本豪, 宇野彰
漢字二字熟語の音読に認められたLARC errorとその出現

傾向

第39回日本高次脳機能障害学会学術

総会

高橋大, 橋本幸成, 水本豪
音韻転置非語のみ語彙化錯読を伴う音読障害が残存した

音韻性失読の一例

第5回日本言語聴覚学会九州地区学術

集会

発表者及び共同研究者 タイトル 学会・研究会名

M. Motoki, H. Shintani, T. Ishibashi,

K. Hayama, H. Koga

A Simple Device for Response Time

Measurement of Patellar Tendon Reflex

by Using Gyro Sensors and Microcontroller

計測自動制御学会　ライフエンジニアリング

部門シンポジウム2015

亀山広喜 内視鏡業務アンケート報告 日本消化器内視鏡技師会

鏑木誠 シンポジウム「理学療法士を育てる」 第19回熊本県理学療法士学会

陣上修一 成長期のスポーツ障害について
平成27年度運動部活動担当者及び地

域スポーツ指導者研修会講演

陣上修一
理学療法士卒前教育から見えてくる 「骨粗鬆症」治療の実

態
骨粗鬆症勉強会

益満美寿
旅と健康について～作業療法と旅行会社とのコラボレーション

～
第20回福岡県作業療法学会

佐々木千穂
SMA(脊髄性筋萎縮症）Ⅰ型児に対するコミュニケーション

支援の実際

平成27年度厚生労働省補助事業「難

病サポート事業」１）患者（相談）支援

事業④「重症難病患者のコミュニケーショ

ン支援者養成講座」

佐々木千穂
熊本県及び九州の大学における 障がいのある学生の修学

支援の現状と課題

障がいのある学生の修学支援に関する講

演会

発表者及び共同研究者 タイトル 学会・研究会名

高瀬泉, 石田彩華, 中馬みゆき, 佐喜眞容

子,  山田果歩, 時吉恵美, 岡田妹子, 吉田

優花, 楢原真二

細胞分化因子刺激およびRNA干渉によるProtease-

activated receptor-2(PAR-2)発現機構の検討
第29回九州免疫血清研究会

シンポジウム（国内会議）

その他
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高瀬泉, 石田彩華, 中馬みゆき,  佐喜眞容

子,  山田果歩, 　時吉恵美, 岡田妹子, 吉

田優花, 楢原真二

遺伝子組み換えナタネの自生調査について 第29回九州免疫血清研究会

宮内恵美, 楢原真二 感染症の精度管理について 第44回九州精度管理研究会

楢原真二 免疫部門 第44回九州精度管理研究会

古閑公治, 竹谷剛生, 久保高明, 大塚裕一,

宮本恵美, 船越和美, 本木　実

平成27年度 咀嚼・嚥下に適したユニバーサル

デザインパン（米粉パン）の特性解明2（第2次）」

解析Ⅰ：健常高齢者および健常若年者における各種試作

パンの官能評価

解析Ⅱ：健常高齢者と健常若年者の各種試作パンの官能

評価比較

平成27年度　産地活性化総合対策事

業実施検討会

野崎周英 包括的なウイルス肝炎対策 「ウイルス肝炎ワクチン」
国際協力機構九州国際センター研修会

（JICA）

松原朱實
臨床生化学検査に於ける生理的変動（長期、短期）につ

いて

第2回 日本血管血流学会学術集会

（教育講演）

松原朱實
論文の読み方・書き方：入門編－身近な日常検査からテー

マをみつけて―

広島県臨床衛生検査技師会生物化学

分析部門研修会（特別講演）

Atsushi Doi
Physical stimuli modulates both motor and

sensory function

Invited lecture at Rangsit

University (Thailand) 2015 Sep

岩下夏岐
タイ仏教を信仰する労災障害者の障害観

-タンブンに焦点をあてて-

協同研究会　作業療法に行かす質的研

究法ｉｎ熊本

佐々木千穂
言語獲得期のSMA児における多機能意思伝達装置の導

入によるコミュニケーション活動の変化の考察

平成26年度日本医療研究開発機構

障害者対策総合研究開発事業研究成

果報告会および班会議

東谷孝一 『神学大全』ⅠaⅡae113-6 トマス・アクィナス研究会
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