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 広島県　公立みつぎ総合病院　院長　林　拓男

006
嚥下障害の診断に用いられる水飲みテストの飲水量の差による
応用方法の検討（100mL水飲みテストとは）
長崎県　山部歯科医院

歯科医師
　山部　一実

007
右大腿部膿瘍術後の皮膚欠損創に対して、
陰圧閉鎖療法による治療を行った一例
秋田県　市立大森病院

医　師
　佐藤　望

008 術後12年に発生した遅発性気管支断端瘻の治療経験
宮崎県　宮崎市立田野病院

医　師
　吉岡　誠

009 手術患者高齢化の現状と課題
宮崎県　五ヶ瀬町国民健康保険病院

看護師
　甲斐　加代子

010 80歳以上の高齢者に対する脊椎外科手術
長野県　国保依田窪病院　整形外科・脊椎センター

医　師
　三澤　弘道

S2 臨床 13：30～14：10

 第3会場（市民会館　2階　第7会議室）　　　 第2部 ［口演発表］

  静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　院長　三枝　智宏

001 小児睡眠時無呼吸の疫学調査
香川県　綾川町国民健康保険陶病院

看護師
　久保　直美

002 当センターにおける小児睡眠時呼吸障害症例の検討
香川県　綾川町国民健康保険陶病院

医　師
　小林　隆一

003 当院における人工呼吸使用の状況に関して
宮崎県　五ヶ瀬町国民健康保険病院

医　師
　岡崎　智樹

004 小規模病院で同時に4名の心肺停止患者に対処した経験の検討
宮崎県　五ヶ瀬町国民健康保険病院

看護師
　島田　起也

005 当院から高知医療センターにヘリ搬送した2症例についての検討
高知県　国保大月病院

医　師
　豊崎　浩一郎

 第3会場（市民会館　2階　第7会議室）　　 第1部 ［口演発表］

S1 臨床 12：50～13：30

1日目 平成24年10月5日（金）

座 長 

座 長 



－77－

1日目 平成24年10月5日（金）

 岐阜県　国民健康保険坂下病院　院長　高山　哲夫

016
多職種協働現場の見学が学生の地域医療臨床実習の評価に
関連するか
栃木県　自治医科大学　地域医療学センター

医　師
　小松　憲一

017
卒後2年目教育研修に「優先順位多重課題シュミレーション」を
取り入れ
京都府　公立南丹病院

看護師
　藤阪　みさ代

018
職員教育に貢献した、地域糖尿病療養指導士（LCDE）合格を目標
としメール中心に学習をした院内勉強会「エルの会」の取り組み
佐賀県　唐津市民病院きたはた

看護師
　原田　千恵美

019 新人看護師を支援するためのチューターの役割とは
神奈川県　平塚市民病院

看護師
　進藤　厚子

020 創傷治癒過程に適したケア方法の知識向上を目指した取り組み
千葉県　国保直営総合病院君津中央病院

看護師
　金澤　絵里加

S4 教育 12：50～13：30

 第4会場（市民会館　2階　第9会議室）　　 第1部 

011 へき地病院でのパッチ皮膚移植の有用性
宮崎県　椎葉村国民健康保険病院

医　師
　吉持　厳信

012 当院における日本紅斑熱72症例の臨床的検討
熊本県　上天草市立上天草総合病院

医　師
　和田　正文

013 中国の少数民族の医学・疫学調査における10年間の推移
富山県　金沢医科大学氷見市民病院　内科

医　師
　泉　洋一

014 上天草市における透析患者の特徴
熊本県　上天草市立上天草総合病院

医　師
　脇田　富雄

015
胃癌発生の10年間の疫学的検討と内視鏡検診システムの構築
ー 当院周辺地域への応用、還元そして改革へ ー
和歌山県　国保野上厚生総合病院

医　師
　柳岡　公彦

 第3会場（市民会館　2階　第7会議室）　　 第3部

S3 臨床 14：10～14：50

［口演発表］

［口演発表］

 熊本県　国民健康保険和水町立病院　院長　志垣　信行座 長 

座 長 
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 熊本県　山鹿市民医療センター　山鹿市病院事業管理者兼院長　本郷　弘昭

021 地域医療を支えるために診療所で出来ること
広島県　北広島町雄鹿原診療所

医　師
　東條　環樹

022 高齢化率48％の地域の僻地病院に心肺蘇生勉強会は定着するか
愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院

医　師
　神谷　庸成

023
「イケてる田舎のイケてる病院」という研修医・学生からの評価
について
高知県　梼原町立国保梼原病院

医　師
　伴　正海

024
県境の山間小病院における地域医療実習の受け入れ事業の開始
～岐阜と富山のコラボレーション～
岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院

医　師
　黒木　嘉人

025 地域医療塾での遊びを通し、総合医を育む
宮崎県　美郷町立国保西郷病院

医　師
　小田　竜

 第4会場（市民会館　2階　第9会議室）　　 第2部 ［口演発表］

S5 教育 13：30～14：10

1日目 平成24年10月5日（金）

 佐賀県　伊万里有田共立病院　看護部長　岡部　恵子

026
健康作りに対する人形劇団の取り組み
ー デコボコ市の人々 ー
岐阜県　国民健康保険坂下病院

薬剤師
　清水　幸一

027 離島への来島者に対する診療の実態
栃木県　自治医科大学　地域医療学センター

大学教員
　古城　隆雄

028 病棟看護師の摂食機能療法に対する理解度とアプローチの現状
熊本県　熊本市立植木病院

言語聴覚士
　清田　美喜

029 尾道市公立みつぎ総合病院における接遇について
広島県　公立みつぎ総合病院

事　務
　新屋　温枝

030 ロールプレイング体験を契機に取り組んだ接遇の見直し
大分県　国東市民病院

看護師
　越智　知子

S6 その他 14：10～14：50

 第4会場（市民会館　2階　第9会議室）　　 第3部 ［口演発表］

座 長 

座 長 
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1日目 平成24年10月5日（金）

 大分県　国東市民病院　院長　籾井　眞二

031 公立病院における健康診断に関する実態調査
熊本県　阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院

看護師
　家入　亜樹

032 災害時行動マニュアルの整備について
福岡県　小竹町立病院

事　務
　小川　伸一郎

033
5S活動を円滑に導入するための取り組み
（キーワード：5S活動、意識を高める、チェックリスト）
大分県　豊後大野市民病院

看護師
　麻生　千鶴

034 へき地における巡回診療の有用性
宮崎県　椎葉村国民健康保険病院

看護師
　椎葉　清美

035 山間部で家庭血液透析を行いながら地域医療に取り組む医師
長野県　長野市国保大岡診療所

医　師
　内場　廉

 第5会場（国際交流会館　4階　第1会議室）　 第1部 ［口演発表］

S7 診療施設の運営・管理 12：50～13：30

 熊本県　山鹿市民医療センター　看護部長　竹下　基志子

036 当院における処方薬のヒヤリハット分析
山口県　周防大島町立東和病院

看護師
　宮本　彩菜

037 トレーからカンガルー袋への与薬方法変更による効果
鹿児島県　枕崎市立病院

看護師
　松山　美香恵

038 当院での、小型シリンジポンプ PCA機能の安全管理への取り組み
熊本県　山鹿市民医療センター

臨床工学技士
　西口　博憲

039
5Sを導入したナースステーションの環境整備による
ヒューマンエラー防止への効果
～ KYT技法による現状把握を行って～
香川県　三豊総合病院

看護師
　植松　由美子

040 ベッドサイドカンファレンスによる転倒転落予防への取り組み
熊本県　国保水俣市立総合医療センター

看護師
　井上　まゆみ

S8 安全管理 13：30～14：10

 第5会場（国際交流会館　4階　第1会議室）　 第2部 ［口演発表］

座 長 

座 長 
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 宮城県　涌谷町町民医療福祉センター　参事　横井　克己

041
病棟・救急ポータブル撮影での Calneo・�ex（FPD）使用における
医師・技師・看護師の観点からの検証について
神奈川県　大和市立病院

診療放射線技師
　和嶋　善信

042
義歯誤嚥によって縦隔炎を起こした症例
～ X線単純・CT検査に写る義歯の開発・普及を望む～
高知県　四万十町国保大正診療所

診療放射線技師
　大川　剛史

043 肝造影 CT検査における低管電圧撮影の検討
岩手県　一関市国保藤沢病院　医療技術部放射線科

診療放射線技師
　菊地　鉄也

044 放射線情報管理システムの導入経験について
神奈川県　小田原市立病院　診療部放射線科

診療放射線技師
　長岡　敏

045 参照用モニターを併用した院内のフィルムレス環境の評価
徳島県　つるぎ町立半田病院

診療放射線技師
　林　誠

 第5会場（国際交流会館　4階　第1会議室）　  第3部 ［口演発表］

S9 放射線 14：10～14：50

平成24年10月5日（金）

046 ベッド周囲の環境整備への取り組みとその後
熊本県　上天草市立上天草総合病院

看護師
　尾崎　かおり

047 ヒヤリハットに関する意識調査と今後の取り組み
香川県　内海病院　4階病棟

看護師
　浜辺　珠里

048 胃瘻造設目的患者における身体抑制基準作成への取り組み
石川県　公立松任石川中央病院

看護師
　森田　美有紀

049
終末期患者をケアする看護師の心の分析
ー せん妄と強い痛みがある患者とその家族へのケアを通して ー
熊本県　山鹿市民医療センター

看護師
　辻崎　小百合

050
離島で安定的な血液透析を行うには
ー 姫島診療所での血液透析の現状 ー
大分県　姫島村国民健康保険診療所

看護師
　鹿野　優子

S10 看護 12：50～13：30

 第6会場（国際交流会館　4階　第3会議室）　  第1部 ［口演発表］

 神奈川県　大和市立病院　院長　五十嵐　俊久

座 長 

座 長 

1日目
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平成24年10月5日（金）

051
禁煙外来における看護師の役割
＜パンフレットを用いた指導を行って＞
広島県　公立みつぎ総合病院

看護師
　杉本　幸江

052 もの忘れ相談外来における看護の役割とその取り組み
岐阜県　国民健康保険上矢作病院

看護師
　金子　俊子

053
アロマの香りでリラックス、アロマセラピィ導入の試み
～診療所ナースのお仕事～
滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき

看護師
　水上　幸子

054 外来化学療法マニュアル作成についての一考察
岩手県　一関市国保藤沢病院　看護科

看護師
　古市　晶子

055
外来における高齢者の服薬管理
～ HDS-Rの点数は関係するのか？～
鹿児島県　枕崎市立病院

看護師
　田邉　里恵

 第6会場（国際交流会館　4階　第3会議室）　  第2部 ［口演発表］

S11 看護 13：30～14：10

056 外科病棟における院内デイケア導入の試み
熊本県　阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院

看護師
　岩下　誠

057 エンゼルケアの現状と意識調査
茨城県　県西総合病院

看護師
　大吉　典子

058 看護師のジレンマに関する実態調査
熊本県　阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院

看護師
　岩下　ユキ

059 医療療養病棟における夜勤看護師の精神的ストレス
高知県　佐川町立高北国民健康保険病院

看護師
　松木　明美

060 看護師の時間外勤務に対する意識の現状と課題
京都府　公立南丹病院

看護師
　堀池　健太

S12 看護 14：10～14：50

 第6会場（国際交流会館　4階　第3会議室） 　 第3部 ［口演発表］

 鳥取県　日南町国民健康保険日南病院　居宅介護支援事業所　管理者　榎尾　光子

 鹿児島県　枕崎市立病院　総看護師長　森　久美子

座 長 

座 長 

1日目
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061
震災後の被災患者の状況と退院支援
～連携室における支援を通して～
宮城県　涌谷町国民健康保険病院　地域医療連携部地域医療連携室

社会福祉士
　中野目　裕美

062 病院における地域医療連携室の経営的意義
宮城県　涌谷町国民健康保険病院　地域医療連携室

医療ソーシャルワーカー
　佐々木　敦

063
球磨郡公立多良木病院における感染症サーベランスと
地域連携に向けた取り組み
熊本県　球磨郡公立多良木病院

看護師
　谷口　江美

064 認知症の人を支える医療・介護・地域連携のありかた
熊本県　山鹿市役所介護保険課

保健師
　田中　寿子

065 青森県下北地域における介護施設入所高齢者の低栄養管理の改善
青森県　国民健康保険川内診療所

歯科医師
　古枝　和也

 第7会場（国際交流会館　5階　大広間）　　  第1部 ［口演発表］

S13 連携 12：50～13：30

平成24年10月5日（金）

066
人と人との関わりから生み出され、見えてきたもの
～産山独自の在宅福祉のシステムづくりに取り組んで～
熊本県　産山村役場

保健師
　井　美代子

067 お酒とタバコ予防対策検討会議10年を振り返って
山形県　最上町健康センター

保健師
　菅原　美智子

068
ＨＰＶワクチン普及に向けて
～小学校での健康教育を経験して～
福岡県　田川市立病院

助産師
　柴田　美年子

069 気になる母子への支援における行政と病院の連携について
宮城県　涌谷町町民医療福祉センター

保健師
　中澤　みき子

070 地域における認知症サポーター養成講座の効果
高知県　大月病院

医　師
　小野　歩

S14 連携 13：30～14：10

 第7会場（国際交流会館　5階　大広間）　 　 第2部 ［口演発表］

 香川県　三豊総合病院　副院長　安東　正晴

  熊本県　国民健康保険宇城市民病院　院長　大町　秀樹

座 長 

座 長 

1日目
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平成24年10月5日（金）

071
当院における糖尿病予防への啓蒙活動
～糖尿病指導チームによる「世界糖尿病デー」の取り組み～
愛知県　一宮市立木曽川市民病院

看護師
　浅野　よしみ

072
内科的合併症予防を目的とした
「新・脊椎圧迫骨折クリニカルパス」の紹介
富山県　南砺市民病院　地域リハビリテーション科

理学療法士
　吉岡　慎司

073 ブレストケアチームの活動を振り返って
熊本県　山鹿市民医療センター

薬剤師
　柴田　佳代

074
胃瘻造設せず経口摂取が可能となった重症嚥下障害患者
― 多職種共同によるリハビリ評価・訓練が奏功した一例 ―
滋賀県　公立甲賀病院組合公立甲賀病院　リハビリテーション科

言語聴覚士
　薬師川　由佳

075
高齢者・患者家族への退院に向けての取り組み
～よりよい在宅生活を維持するために～
和歌山県　国保すさみ病院

看護師
　加森　幸子

第7会場（国際交流会館　5階　大広間）　 　 第3部 ［口演発表］

S15 施設内チーム医療 14：10～14：50

 香川県　綾川町国民健康保険陶病院　院長　大原　昌樹座 長 

1日目
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076 救急外来におけるエンゼルメイクの導入
山口県　周防大島町立大島病院

看護師
　岩崎　美和

077
看護師による休日リハビリテーションの取り組み
～理学療法士との連携の試み～
神奈川県　三浦市民病院　看護科　

看護師
　川内　郁子

078
早期離床率向上に向けての取り組み
― 術前からの目標設定による離床率への影響 ―
和歌山県　公立那賀病院

看護師
　水谷　春菜

079
口腔内アセスメントをおこなって
～口腔への意識の向上～
静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院

看護師
　藤山　茂子

080
頻回な下痢がある患者への肛門周囲皮膚障害への取り組み
～適応患者選択ガイドラインを使用したストーマ装具使用の実際～
香川県　三豊総合病院

看護師
　浜口　千波

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P1 看護 12：50～13：30

平成24年10月5日（金）

081 電子カルテのベッドサイド使用に関する患者・看護師の意識調査
徳島県　つるぎ町立半田病院

看護師
　岡　由美

082
生き生きとした職場づくりを目指して
～フィッシュ！哲学の取り組みの効果より～
島根県　町立奥出雲病院

看護師
　石橋　寿美

083
全身麻酔による抜歯術の術前オリエンテーションの検討
～クリニカルパスの作成と導入～
京都府　京丹後市立久美浜病院　看護部

看護師
　戸出　敦子

084
受け持ち看護師の意識向上への取り組み
― フローチャートの見直しとチェックシート導入による効果 ―
長崎県　国民健康保険平戸市民病院

看護師
　小楠　一美

085 受け持ち看護としての役割を果たす
神奈川県　茅ヶ崎市立病院　看護部

看護師
　福山　幸代

P2 看護 13：30～14：10

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

 愛知県　一宮市立木曽川市民病院　院長　大山　正巳

 熊本県　国保水俣市立総合医療センター　看護部長　川野　照代

座 長 

座 長 

1日目
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平成24年10月5日（金）

086
助産師の分娩に対する振り返りの考察
～バースレビューの活用調査から～
熊本県　国保水俣市立総合医療センター

助産師
　谷村　美奈子

087 産後1ヶ月までの母乳育児継続に関連する要因
長野県　佐久市立国保浅間総合病院

看護師
　三井　みゆき

088 ミョウバン水を用いた手浴の効果を「におい」で検証
山口県　周防大島町立橘病院

看護師
　上河内　ゆうこ

089
手指拘縮患者の湿潤と消臭援助
～触れるとわかるへちまのちから～
香川県　土庄町国民健康保険土庄中央病院

看護師
　砂原　美和

090 アロマ抽出液を使用した消臭効果の研究
鳥取県　日南町国民健康保険日南病院

看護師
　足羽　泉枝

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第3部 ［ポスター討論］

P3 看護 14：10～14：50

P4 臨床、放射線 12：50～13：22

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

 熊本県　上天草市立上天草総合病院　看護部長　森　こずえ

 鹿児島県　枕崎市立病院　院長　佐々木　健

座 長 

座 長 

1日目

092 診断支援ソフトBONENAVIへの期待と課題
神奈川県　大和市立病院

診療放射線技師
　沼畑　孝志

093 成人結膜炎の細菌培養結果について
北海道　公立芽室病院

医　師
　大西　通広

094 一地域病院での心臓リハビリテーションの特徴
熊本県　上天草市立上天草総合病院

医　師
　脇田　富雄

095
鳥取県江府町における高血圧管理現況調査と家庭血圧記録における
問題点
鳥取県　江府町国民健康保険江尾診療所（鳥取大学医学部地域医療学講座）

医　師
　浜田　紀宏

※091は欠番となります。
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096
知らないうちに曝露していませんか
～流しのへりにくっつけて静かに流せば大丈夫～
愛知県　一宮市立木曽川市民病院

看護師
　松岡　理恵

097 院内感染対策にワクチンプログラムを導入して
広島県　市立三次中央病院

看護師
　三苫　真理恵

098 滅菌バッグ管理方法の変更による業務改善の取り組み
大分県　国東市民病院

看護師
　亀井　孝一郎

099 衛生管理を考えた食を発信する厨房リニューアル
和歌山県　国保野上厚生総合病院

栄養士
　西谷　幸子

100 被災地の深部静脈血栓症検出率の変化
岩手県　奥州市国民健康保険前沢診療所

診療放射線技師
　太田　佳孝

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

P5 感染防御、安全管理、ボランティア 13：30～14：10

平成24年10月5日（金）

101
易感染性高齢者における病院入院前の場所および
治療内容に着目した口腔内MRSAの分布調査
岡山県　新庄村国民健康保険歯科診療所

歯科医師
　金盛　久展

102 酸素流量計の加湿水における細菌の発生状況と管理方法の検討
岡山県　矢掛町国民健康保険病院

看護師
　鳥越　恵子

103 手指衛生の遵守率向上の取り組みとMRSA検出状況の変化
京都府　京丹後市立久美浜病院

薬剤師
　和田　昭

104
手指衛生の向上への取り組み
－アンケート結果とWHO手指衛生改善計画戦略ツールを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　効果的に使用して－
和歌山県　公立那賀病院

看護師
　沼田　裕加里

105 看護師による感染対策への取り組み
熊本県　国民健康保険和水町立病院

看護師
　福本　有子

P6 感染防御 14：10～14：50

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第3部 ［ポスター討論］

 長崎県　国民健康保険平戸市民病院　看護師長　井手　千雪

 広島県　公立みつぎ総合病院　歯科部長　占部　秀徳

座 長 

座 長 

1日目
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平成24年10月5日（金）

106 当院二日ドックにおける顧客満足度調査からみる現状と課題
秋田県　市立大森病院　人間ドック・健診センター

保健師
　今泉　拓

107
がん相談支援センターに対するがん患者さんのニーズ調査から
支援の方法を考える
滋賀県　公立甲賀病院　がん相談支援部

看護師
　柴田　紀子

108
調理師の食事サービスに対する取組み
～嚥下食改善に向けて～
香川県　さぬき市民病院　医療技術部栄養管理科

調理師
　土佐　富美代

109 個別的なニーズに対応する為にナースコールを作成して
熊本県　介護老人保健施設きららの里

作業療法士
　小西　友誠

110
RIS及び Pacsを用いた山形大学医学部放射線科との画像参照・
レポートシステムの実際
山形県　小国町立病院

診療放射線技師
　竹田　通則

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P7 患者サービス、情報開示・I T 12：50～13：30

111 医療費と特定健診受診状況との関連について
滋賀県　滋賀県国民健康保険団体連合会

一般事務
　瀧川　幸彦

112 医療費分析帳票の活用における支援について
東京都　東京都国民健康保険団体連合会

保健師
　柿本　理恵子

113 特定健診結果を活用した医療費適正化対策への取組（保険者の取組）
香川県　香川県国民健康保険団体連合会

事　務
　松浦　慎太郎

114 糖尿病受療者階層化による重症化予防への取組
香川県　香川県国民健康保険団体連合会

事　務
　松浦　慎太郎

115
東日本大震災における糖尿病の受療分析
－ 国保レセプトを用いた受療率の比較 －
宮城県　宮城県国民健康保険団体連合会／仙台白百合女子大学

専門員・講師
　鈴木　寿則

P8 保健事業（特定健診・特定保健指導）、その他 12：50～13：30

　　 ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

 佐賀県　伊万里有田共立病院　院長　井上　文夫

 茨城県　県西総合病院　院長　武藤　高明

座 長 

座 長 

1日目
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116 80歳以上高齢者の健診受診の有無と生存期間に関する検討
岐阜県　高山市国民健康保険久々野診療所

医　師
　松久　雄紀

117 三浦市における、地域開業医の検査受託及び市民の健康管理（第2報）
神奈川県　三浦市立病院　病理検査科

臨床検査技師
　鈴木　正芳

118 じゃんぐるくらぶ（小児生活習慣病予防運動教室）を開催して
香川県　綾川町国民健康保険綾上診療所

医　師
　十枝　めぐみ

119
病院所属保健師から始める予防活動
～子宮頸がんワクチンの普及啓発を通じて～
滋賀県　高島市民病院　地域医療サービス部地域医療連携室

保健師
　田中　健太郎

120
住民がうごく健康づくり
～計画推進3年目の野菜の取り組みをとおして～
福井県　高浜町役場　保健課

保健師
　本田　友紀子

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

P9 保健事業（特定健診・特定保健指導）、その他 13：30～14：10

平成24年10月5日（金）

121
高浜町特定健診受診率アップ大作戦！
～対象者の見極めで受診率を上げる～
福井県　高浜町役場　保健課

保健師
　越林　いづみ

122
特定健診未受診者への受診勧奨
～電話での受診勧奨を実施して～
栃木県　栃木県国民健康保険団体連合会

保健師
　小田川　典子

123 当市における特定健診受診率向上をめざした取り組みについて
岐阜県　郡上市健康福祉部健康課

保健師
　丸茂　紀子

124 健診受診率に世代は影響するか？
岐阜県　郡上市地域医療センター

医　師
　後藤　忠雄

125
当院におけるマンモグラフィ検査
～受診率向上に向けて　5年間の歩み～
佐賀県　小城市民病院

看護師
　水田　佳奈子

P10 保健事業（特定健診・特定保健指導） 14：10～14：50

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第3部 ［ポスター討論］

 長野県　組合立諏訪中央病院　院長　濵口　實

 熊本県　八代市健康福祉部はつらつ健康課　第2保健予防係長　森田　紀代子

座 長 

座 長 

1日目
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P12 栄養管理、歯科・口腔 13：38～14：10

平成24年10月5日（金）

126
介護老人福祉施設への訪問嚥下外来の関わりと
施設職員・家族に対する指導方法の検討
富山県　かみいち総合病院

看護師
　副島　和晃

127
介護老人福祉施設での超高齢者に対する
人工栄養法・看取りの関わりへの検討
富山県　かみいち総合病院

看護師
　大井　亜紀

128 臨床工学技士による喀痰吸引施行への取り組み
秋田県　市立大森病院

臨床工学技士
　佐藤　忠寛

129
甲賀地域リハビリテーション広域支援センターの活動報告　第三報
～住宅改修を取り巻く現状と職種に求められる役割～
滋賀県　公立甲賀病院　甲賀地域リハビリテーション広域支援センター 

理学療法士
　奥邨　純也

130
院内連携の強化に向けた取り組み
－ 院内ケアマネジャーの人的資源の発掘と活用 －
滋賀県　高島市民病院　地域医療サービス部地域医療連携室

看護師
　山川　章子

131
医療，行政，住民，大学の連携による
福井県高浜町の地域医療改革・第4報
～住民有志団体がもたらす医療満足度への効果～
福井県　高浜町国民健康保険和田診療所／福井大学医学部地域プライマリケア講座 

医　師
　井階　友貴

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P11 連携、施設内チーム医療 12：50～13：38

132 ニュークックチルシステム導入と稼働後の患者満足度評価について
千葉県　総合病院国保旭中央病院　診療技術部臨床栄養科

栄養士
　木内　圭子

133
重症化予防の為の集団・個別教室を実施して
～システム化にともなう情報の一元化～
熊本県　愛生会　外山病院

栄養士
　富村　聡子

134
救護施設入所者の意識改革
～口腔のアプローチから～
広島県　公立みつぎ総合病院

歯科衛生士
　渋谷　美恵

135 当介護老健施設における多職種連携による口腔ケアの取り組み
岐阜県　郡上市地域医療センター

看護師
　池場　妙子

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

 高知県　国民健康保険梼原病院　院長　内田　望

 熊本県　柏歯科診療所　所長　甲斐　義久

座 長 

座 長 

1日目
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136 訪問看護の継続的な関わりを通し、高血糖患者の行動変容を考える
長野県　国保依田窪病院

看護師
　市川　千代子

137 点滴困難な終末期の在宅医療で皮下持続注射を行った1症例の経験
岐阜県　本巣市国民健康保険根尾診療所

医　師
　金武　康文

138
訪問看護で改善をみた褥瘡治療の１症例
～訪問看護の質向上を目指して～
佐賀県　多久市立病院

看護師
　吉森　弓恵

139
心の安定を目指したい
～香りと音楽を活用した看護ケア～
山形県　おぐに訪問看護ステーション

看護師
　伊藤　美和

140 初めての在宅外出支援によりQOLが向上した一例と今後の課題
岐阜県　国民健康保険上矢作病院　かみやはぎ訪問看護ステーション

看護師
　成瀬　直美

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　第3部 ［ポスター討論］

P13 在宅医療・ケア 14：10～14：50

平成24年10月5日（金）

141 当院で経験した日本紅斑熱の1例
広島県　公立みつぎ総合病院

臨床検査技師
　高瀬　圭一

142 頚部エコー検査を契機に偶然発見された食道憩室の2例
福岡県　鞍手町立病院　臨床検査科

臨床検査技師
　松下　淳

143 頸動脈エコー検査を取り入れて
長崎県　国民健康保険平戸市民病院　臨床検査班

臨床検査技師
　小田　栄子

144 当院における関節エコー検査の現状
福島県　公立藤田総合病院

臨床検査技師
　石垣　真理子

145 地域医療に求められる当院検査科の役割
高知県　佐川町立高北国民健康保険病院

臨床検査技師
　中田　奈美

146
職員健診結果を利用した統計報告への活用
（脂質検査の経年的比較検討を通して）
長野県　組合立諏訪中央病院　ドック健診センター

臨床検査技師
　今井　眞澄

P14 臨床検査 12：50～13：38

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

 香川県　三豊市国民健康保険財田診療所　所長　新鞍　誠

 熊本県　阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院　院長　湯本　信也

座 長 

座 長 

1日目
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平成24年10月5日（金）

147 外来処方箋インシデントレポート削減に対する取り組み
福岡県　中間市立病院

看護師
　福永　妙子

148 後期高齢者の持参薬についての検討
愛媛県　国民健康保険久万高原町立病院

看護師
　片岡　晶美

149 内服管理選択評価表の実用化に向けて
熊本県　上天草市立上天草総合病院

看護師
　小浦　満寿生

150
インシデントレポート分析
～入院患者の転倒調査～
広島県　安芸太田病院

看護師
　片山　庄蔵

151
転倒・転落危険度別防止策実施チェックリストの改訂を行って
～インシデントレポート調査・スタッフアンケートから～
熊本県　熊本市立植木病院

看護師
　春田　留美

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

P15 安全管理 13：38～14：18

152 薬剤管理指導業務の効率化と指導件数増加への取り組み
秋田県　横手市立大森病院

薬剤師
　佐々木　丈

153 電子カルテによる持参薬管理の評価
長野県　松本市立病院

薬剤師
　月岡　宏江

154 ジェネリック医薬品の導入・使用促進と経費節減効果について
三重県　玉城町国民健康保険玉城病院

薬剤師
　丸田　浩史

155 DPC導入に伴う持参薬の問題点と対応
神奈川県　大和市立病院

薬剤師
　計良　貴之

P16薬剤 14：18～14：50

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　第3部 ［ポスター討論］

 宮崎県　高千穂町国民健康保険病院　総看護師長　戸髙　きわ子

 熊本県　阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院　薬局長　下村　光一

座 長 

座 長 

1日目
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 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーションセンター長　菊谷　武　
 島根県　飯南町立飯南病院　副院長　三上　隆浩

156 退院後臥床状態の方に訪問リハビリテーションを行って
滋賀県　公立甲賀病院　訪問リハビリテーション事業所

理学療法士
　西村　謙太郎

157 リハビリにおける医療と介護の連携で改善をみた症例報告
岡山県　矢掛町国民健康保険病院

作業療法士
　吉澤　恵子

158 訪問リハビリにおける STの活動報告
広島県　公立みつぎ総合病院

言語聴覚士
　吉村　美佳

159
ケアプラン作成を通じたリハビリ支援に関する調査研究事業に
参加して
秋田県　市立大森病院

理学療法士
　菅原　詠子

　　 メイン会場（市民会館　1階　大ホール）　　  ［ワークショップ］

W1 在宅ケア・在宅リハ 12：50～14：50

平成24年10月5日（金）

W2 摂食・嚥下・口腔ケア 12：50～14：50

　　 第2会場（市民会館　2階　第5・6会議室）　　  ［ワークショップ］

160
誤嚥性肺炎を繰り返さないための取り組み
－「蜂蜜希釈水・ハチアズレ」を用いた口腔ケアと
　 「吹き戻し」を利用した嚥下体操 －
兵庫県　洲本市国民健康保険五色診療所

看護師
　三軒家　由利子

161
院内口腔ケアパスと地域連携パス運用による
地域の口腔ケアネットワークづくりの取組みと今後の課題
香川県　三豊総合病院企業団　歯科保健センター

歯科医師
　木村　年秀

162
自治体主催の口腔ケア研修会が
介護職および看護職の「働く意識」に与える影響
岡山県　鏡野町地域包括医療ケア講座部会

歯科医師
　澤田　弘一

163 多職種間の連携による嚥下食改善に向けた取り組み
神奈川県　茅ヶ崎市立病院　リハビリテーション科

言語聴覚士
　遠藤　光恵

164 口腔機能の維持・向上と個人に合ったケア方法の確立を目指して
熊本県　介護老人保健施設きららの里

介護福祉士
　永田　円

 長崎県　長崎大学大学院　教授　松坂　誠應
 広島県　公立みつぎ総合病院　参与　村上　重紀

座 長 

1日目

座 長 



－93－

2日目 平成24年10月6日（土）

165 急性期病院における在宅医療の現況と今後の課題
滋賀県　公立甲賀病院　在宅医療部

看護師
　宮本　寛子

166 在宅死の事例に学ぶ
福島県　柳津町国保診療所

医　師
　平上　博資

167 在宅で看取ることができた肺癌の2症例を経験して
宮崎県　国民健康保険高原病院　訪問看護室

看護師
　大谷　淳子

168 在宅 ALS利用者さんの看取りを通して
佐賀県　佐賀市立富士大和温泉病院

看護師
　吉田　恵美子

169 小離島にて経験した終末期医療の一例
鹿児島県　鹿児島赤十字病院

医　師
　帖地　健

 　　　第2会場（市民会館　2階　第5・6会議室）　　 第1部 ［口演発表］

S16 在宅医療・ケア 11：10～11：50

170
今後の在宅医療・介護の取り組み及び支援体制についての課題と展望
（岐阜県国民健康保険診療施設協議会共同研究）
岐阜県　国民健康保険関ケ原病院

医　師
　瀬古　章

171
グリーフケア
～死にゆく人からのメッセージと死への教育のあり方～
和歌山県　橋本市訪問看護ステーション

看護師
　森川　祐子

172
「グリーフケア訪問」を通して在宅での看取りを考える
～家で死ぬためにやっておきたい10のこと～
富山県　かみいち総合病院　家庭医療センター

看護師
　大野　知代子

173
在宅患者の訪問診察中断理由の検討
～15年前のデータと比較して～
香川県　三豊総合病院　地域医療部

医　師
　中津　守人

174 医療依存度が高い在宅療養者の家族が持つ介護負担感に関する検討
滋賀県　公立甲賀病院　訪問看護ステーション

看護師
　隠岐　千栄

S17 在宅医療・ケア 11：50～12：30

　　　第2会場（市民会館　2階　第5・6会議室）　　第2部 ［口演発表］

 鹿児島県　薩摩川内市下甑手打診療所　所長　瀬戸上　健二郎

 香川県　三豊総合病院　院長　白川　和豊

座 長 

座 長 
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175
涌谷町における成年後見制度活用の実際
～地域包括支援センターのかかわりを通して～
宮城県　涌谷町地域包括支援センター

社会福祉士
　工藤　尚美

176 地域医療データバンクからみた患者の受療動向における地域特性分析
栃木県　自治医科大学

医学部教員
　藍原　雅一

177
上天草市におけるＣＫＤ対策について
～医療費分析、透析患者訪問からみえた課題～
熊本県　上天草市健康福祉部保健課健康づくり推進室

保健師
　舩元　惠美子

178
矢掛町における4部署連携による健康づくり事業の評価について
～「100人健康スクール」の有効性の検討～
岡山県　矢掛町健康管理センター

理学療法士
　岡　隆

179 瀬戸際におかれた社会保障と税の一体改革
北海道　鹿追町国民健康保険病院

医　師
　白川　拓

 第3会場（市民会館　2階　第7会議室）　　 第1部 ［口演発表］

S18 行政 11：10～11：50

平成24年10月6日（土）

180 平戸市における特定健診受診率向上に向けての取り組み（報告）
長崎県　平戸市国民健康保険保健福祉総合施設サンケア平戸

保健師
　小川　聖子

181 当院における特定健診・検診事業による町民健康管理への取り組み
宮崎県　五ヶ瀬町国民健康保険病院

事　務
　斉家　晃

182 保険者支援に向けた情報交換の有用性
福島県　福島県国民健康保険団体連合会　事業振興課

保健師
　武田　晶子

183
効果的な特定保健指導のあり方を考える
～３年間を振り返って～
広島県　公立みつぎ総合病院　御調保健福祉センター

保健師
　村上　美由紀

184
当センターにおける特定保健指導の現状
～当日の階層化、保健指導と外来との連携～
香川県　三豊総合病院企業団　健康管理センター

保健師
　黒川　洋志

S19 保健事業（特定健診・特定保健指導） 11：50～12：30

 第3会場（市民会館　2階　第7会議室）　　  第2部 ［口演発表］

 福井県　国民健康保険名田庄診療所　所長　中村　伸一

 鹿児島県　南さつま市立坊津病院　集団検診室長　米山　茂穂

座 長 

2日目

座 長 
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平成24年10月6日（土）

185
震災と向き合う中で
～それぞれに出来ることを考える～
宮城県　涌谷町訪問看護ステーション

看護師
　柴山　敏美

187 すさみ町における赤外線センサーを用いた在宅高齢者見守りシステム
和歌山県　国保すさみ病院

医　師
　高垣　有作

188 PEG造設患者での簡易懸濁法の施行調査
山形県　小国町立病院

薬剤師
　堺　和幸

189
在宅療養におけるオムツの使い方の見直し
～オムツから療養生活を考える～
滋賀県　米原市国民健康保険近江診療所

医　師
　島崎　亮司

 第4会場（市民会館　2階　第9会議室）　　 第1部 ［口演発表］

S20 在宅医療・ケア 11：10～11：42

190 高齢者の胸・腰椎破裂骨折に対する保存療法の経験
香川県　高松市民病院塩江分院　リハビリテーション科

理学療法士
　藤川　健二

191 C3／4レベル脊髄損傷者の退院後の環境調整
滋賀県　公立甲賀病院　訪問リハビリテーション事業所

作業療法士
　中川　のぞみ

192 クリティカルパスの有効性と課題
佐賀県　町立太良病院　リハビリテーション科

理学療法士
　村井　史樹

193
当院リハビリテーション技術科における地域支援
～膝教室における保健師との連携～
岐阜県　国民健康保険坂下病院

理学療法士
　熊崎　みどり

194 在宅復帰成否に影響する身体的・社会的要因の検討
大分県　国東市民病院

作業療法士
　坂本　由紀

S21 リハビリ 11：50～12：30

第4会場（市民会館　2階　第9会議室）　　  第2部 ［口演発表］

 熊本県　上天草市立上天草総合病院　院長　坂本　興美

 長崎県　国民健康保険平戸市民病院　総技師長　大石　典史

2日目

座 長 

座 長 

※186は欠番となります。
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195
褥瘡ケアと栄養管理の関わりからの一考察
～一症例を通して～
宮城県　涌谷町町民医療福祉センター　医療技術部栄養室

栄養士
　木村　まき子

196 随意尿による高血圧症患者の食塩とカリウム摂取量の検討
富山県　金沢医科大学氷見市民病院

栄養士
　森川　美希

197
多職種と連携した栄養管理
～ ADLの向上と認知症予防のための水分摂取管理～
熊本県　介護老人保健施設愛生

栄養士
　横谷　育代

198
地域包括ケアシステムのさらなる充実
～病院・施設・在宅をつなぐ在宅ＮＳＴ勉強会の取り組み～
広島県　公立みつぎ総合病院

管理栄養士
　後藤　理恵

199 80歳以上の寝たきり高齢者に対する中心静脈栄養（TPN）の検討
熊本県　国民健康保険八代市立病院　外科 NST

医　師
　森崎　哲朗

 第5会場（国際交流会館　4階　第1会議室）　　第1部 ［口演発表］

S22 栄養管理 11：10～11：50

平成24年10月6日（土）

200 内服薬による眼科的副作用
熊本県　上天草市立上天草総合病院

医　師
　竹下　哲二

201
がん化学療法患者における
副作用確認シートを用いた取り組みについて
香川県　さぬき市民病院　薬剤科

薬剤師
　三木　賢人

202 高血圧に関する信念モデルは減塩行動に影響を与えるか？
山口県　美祢市立病院

医　師
　村上　順一

203 高血圧患者の塩分摂取量評価の試み　第3報
長野県　佐久市国保浅科診療所／佐久市立国保浅間総合病院

医　師
　川妻　史明

204
血圧、血糖、食事療法管理により糖尿病性腎症が寛解した1例、
糖尿病性腎症からの透析導入を防ぐために病診連携の必要性
鹿児島県　今村病院分院

医　師
　石橋　和久

S23 臨床 11：50～12：30

 第5会場（国際交流会館　4階　第1会議室）　　第2部 ［口演発表］

 広島県　公立みつぎ総合病院　外科部長　菅原　由至

  岡山県　備前市立吉永病院　院長　荻野　健次

2日目

座 長 

座 長 
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平成24年10月6日（土）

205 特別養護老人ホームにおける口腔ケア・口腔機能維持向上の効果
岡山県　鏡野町国民健康保険富歯科診療所

歯科医師
　鷲尾　憲文

206
効果的な口腔ケア方法の検討
～寝たきりで経口摂取をしていない残歯のある患者を対象に～
岐阜県　国民健康保険坂下病院

介護福祉士
　山本　瑠伊奈

207 新たな視点での口腔保健行動の分析
宮城県　涌谷町町民医療福祉センター　健康福祉課

歯科衛生士
　須田　亜津美

208
遠野市における口腔筋機能療法
ー パタカラエクササイズのその後の展開 ー
岩手県　遠野市国民健康保険宮守歯科診療所

歯科医師
　深澤　範子

 第6会場（国際交流会館　4階　第3会議室）　　 第1部 ［口演発表］

S24 歯科・口腔 11：10～11：42

209
ディスポーザブルバッグによる経腸栄養剤投与の変更
～作業工数と経済効果の検討～
山形県　最上町立最上病院

栄養士
　大場　和枝

210
当院における口腔ケアへの取り組み
～近隣歯科医・歯科衛生士と連携して～
香川県　綾川町国民健康保険陶病院

看護師
　成瀬　昌代

211
口腔ケアの更なる充実を求めて
～歯科医師との連携～
宮崎県　宮崎市立田野病院

看護師
　今井　一整

212
当院におけるゾレドロン酸水和物投与患者の歯科受診状況
および口腔内状態について
滋賀県　公立甲賀病院　歯科

歯科衛生士
　玉木　裕子

213
摂食機能療法を中心とした多職種間の連携
～口腔機能リハビリテーション活動～
岐阜県　国民健康保険坂下病院

看護師
　徳田　里美

S25 歯科・口腔 11：42～12：22

 第6会場（国際交流会館　4階　第3会議室）　　 第2部 ［口演発表］

 宮崎県　美郷町国民健康保険西郷病院　副院長　小田　竜

 長野県　佐久市立国保浅間総合病院　技術部長兼歯科口腔外科医長　奥山　秀樹

2日目

座 長 

座 長 
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214 褥瘡予防におけるスキンケアの有効性の検証
山形県　小国町立病院

看護師
　伊藤　由香里

215 意識障害のある患者のオムツ交換回数を減らす取り組み
群馬県　藤岡市国民健康保険鬼石病院

看護師
　佐藤　あゆみ

216 疾病に併発した排泄困難とスキントラブルについて
鹿児島県　南さつま市立坊津病院　看護科

看護師
　茶屋　絵里香

217 I度、II度の褥瘡治癒期間に及ぼす影響因子の分析
鹿児島県　枕崎市立病院

看護師
　田渕　晴美

218
よりよいスキンケアを目指して
～保湿剤入り清拭剤を使用してみて～
宮城県　涌谷町国民健康保険病院　看護部

看護師
　加藤　恵理

 第7会場（国際交流会館　5階　大広間）　 第1部 ［口演発表］

S26 看護 11：10～11：50

平成24年10月6日（土）

219
諦めずに熱傷の下肢を救う
ー 東日本大震災を乗り越えて ー
宮城県　涌谷町国民健康保険病院

介護福祉士
　米倉　貴弘

220
母親の病状に戸惑う息子との関わり
～患者家族との対話を通して～
熊本県　山鹿市民医療センター

看護師
　一村　江利子

221 ALS患者の終末期における看取り看護の実例報告と今後の課題
高知県　四万十市国民健康保険西土佐診療所

看護師
　清家　千泉

222
糖尿病変化ステージを活用した面接の効果の検討
～事例を通して～
佐賀県　伊万里有田共立病院

看護師
　黒髪　美幸

223
眼科の手術を受ける患者の心理
～加齢白内障患者を通して～
熊本県　上天草市立上天草総合病院

看護師
　本瀬　京子

S27 看護 11：50～12：30

 第7会場（国際交流会館　5階　大広間）　 第2部 ［口演発表］

 福岡県　中間市立病院　総看護師長　松本　千代

 山形県　小国町立病院　院長　阿部　吉弘

2日目

座 長 

座 長 
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平成24年10月6日（土）

224
認知症を発症した糖尿病患者への退院支援
～家族看護アセスメントを用いて～
青森県　三戸町国民健康保険三戸中央病院

看護師
　西塚　愛

225 退院支援への取り組みと病棟看護師の意識の変化
宮崎県　宮崎市立田野病院

看護師
　甲斐　涼子

226
糖尿病教育入院における2回食の試み
（患者のライフスタイルに合わせた治療方法の提供）
熊本県　熊本市立植木病院

看護師
　清田　美夏

227
リハビリと病棟との連携
～リハビリカンファレンスの定着を目指して～
長崎県　平戸市立生月病院　一般病棟看護班

看護師
　神田　亜矢子

228
緊急時の妊婦・家族への援助
～母体ヘリ搬送を行った6症例をふり返って～
熊本県　上天草市立上天草総合病院

助産師
　小浦　和美

 第8会場（国際交流会館　6階　ホール）　 第1部 ［口演発表］

S28 看護 11：10～11：50

229 増粘剤を使用した半固形化の手技の統一
長崎県　平戸市立生月病院　一般病棟看護班

看護師
　戸田　ふみ

230
左視床出血をきたし重度の右片麻痺・失語症がある患者の
経口摂取への取り組み
福岡県　鞍手町立病院

看護師
　和田　哉恵

231
胃瘻栄養から経口摂取への取り組み
～口から食べたいという望みを叶えるために～
熊本県　上天草市立上天草総合病院

看護師
　濱本　礼美

232 食事に時間がかかる患者に食前口腔ケアを取り入れた効果
山口県　周防大島町立東和病院

看護師
　吉兼　毅

233
経口摂取困難な患者へのアプローチ
～経口摂取が可能となり見えてきたもの～
熊本県　熊本市立植木病院

看護師
　高濱　京子

S29 看護 11：50～12：30

 第8会場（国際交流会館　6階　ホール）　 第2部 ［口演発表］

 熊本県　熊本市立植木病院　看護部長　耕　理千子

 大分県　国東市民病院　看護部長　平本　典子

2日目

座 長 

座 長 
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234
やる気をもって、身体拘束解除に取り組んでいますか？
ー 身体拘束に関わる要因の検討 ー
大分県　国東市民病院

看護師
　清原　小百合

235 人工膝関節置換術を受ける患者へのパンフレットを作成して
熊本県　上天草市立上天草総合病院

看護師
　楠本　寛幸

236
腹腔鏡下ヘルニア根治術の術前オリエンテーションによる不安の軽減
～患者用パンフレットを作成して～
佐賀県　伊万里有田共立病院　外来

看護師
　草場　明子

237 踵の褥瘡に対する綿花使用の有用性に対しての検討
愛媛県　国民健康保険久万高原町立病院

看護師
　新宅　真弓

238 健康教室参加者の HbA1c値から教室の内容を考える
秋田県　国民健康保険小出診療所

看護師
　佐々木　みちる

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P17 看護 11：10～11：50

平成24年10月6日（土）

239 左視床出血で摂食、嚥下障害のある患者への援助を通して
愛媛県　久万高原町立病院

看護師
　金子　志帆

240
胃瘻・気管切開患者の経口摂取に向けての取り組み
～QOLの向上をめざして～
長崎県　国民健康保険平戸市民病院

看護師
　池田　早百合

241 COPD患者の日常生活における心理的変化と援助
富山県　南砺市民病院

看護師
　前川　真紀

242
呼吸訓練器具を使った呼吸訓練の見直し
～手術前・後訓練を深呼吸・排痰訓練に切り替えての検証～
岐阜県　国民健康保険関ヶ原病院

看護師
　堀田　琴乃

243
ジャックナイフ体位手術時の循環器系合併症を予防する試み
ー ジャックナイフ体位変換前から
　 間欠型空気圧式マッサージを開始して ー 
広島県　市立三次中央病院

看護師
　藤岡　智恵

P18 看護 11：50～12：30

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

 千葉県　国保小見川総合病院　院長　三上　恵只

 熊本県　国民健康保険八代市立病院　総看護師長　中村　恵子

2日目

座 長 

座 長 
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244
地域における介護老人保健施設（老健）ショートステイの役割
ー 1ヶ月に170人が入所する老健となって ー
滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき

医　師
　畑野　秀樹

245 重度要介護者への DVD鑑賞レクリエーションの効果
熊本県　国民健康保険和水町立病院

介護福祉士
　中村　迪沙紀

246 喜んでいただける Last Sceneを目指して
大分県　国東市民病院

看護師
　土山　和美

247 癌性疼痛コントロールにて扁桃体機能への好影響が推測された症例
茨城県　県西総合病院　泌尿器科

医　師
　近藤　福次

248
A氏の看取りから学んだこと
～デスカンファレンスの実施を通して～
長野県　諏訪中央病院

看護師
　高橋　千亜紀

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P19 介護、ターミナルケア 11：10～11：50

249
介護予防事業についての一考察
～基本チェックリスト全戸配布を通して～
熊本県　大津町地域包括支援センター

主任ケアマネジャー
　鍋島　景子

250
通所者の余暇歴・趣味を把握し
レクリエーションの自発的参加への試み
～アセスメントシートを活用して～
三重県　きなん苑

介護職員
　加藤　惠

251
認知症カンファレンスの取り組み（第2報）
～地域における認知症ケアの標準化をめざして～
長野県　組合立諏訪中央病院

医　師
　高木　宏明

252 介護保険と地域性
鹿児島県　姶良市立北山診療所

看護師
　杉原　加代子

253
漏れないオムツの当て方への取り組み
～効果的なオムツの当て方～
広島県　公立みつぎ総合病院

介護福祉士
　清原　道子

P20 介護 11：50～12：30

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

 千葉県　君津中央病院　院長　鈴木　紀彰

 広島県　北広島町雄鹿原診療所　所長　東條　環樹

2日目

座 長 

座 長 
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254 住民主導で動き出したロコモ予防教室の取り組み
愛知県　設楽町つぐ診療所

医　師
　高木　健太郎

255 より広い範囲での地域包括ケアシステムの検討
静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院

看護師
　大國護　洋子

256 救急医療における病診連携の取り組み
香川県　三豊総合病院　地域医療部

医　師
　安原　ひさ恵

257 地域医療データバンクを用いた地域連携パスの実効性評価の試み
栃木県　自治医科大学　地域医療学センター地域医療政策部門

医　師
　大嶽　浩司

258 地域の小児医療 ー 病診連携で人材活用
京都府　京丹後市立久美浜病院

医　師
　杉本　洋平

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P21 連携 11：10～11：50

平成24年10月6日（土）

259
実習前の学生は地域医療臨床実習において
地域社会活動の経験が必要と思っているのか？
栃木県　自治医科大学　地域医療学センター

医　師
　岡山　雅信

260 高校生・医学生を対象とした体験型のへき地医療研究会について
岐阜県　郡上市地域医療センター国保和良診療所

事　務
　蒲　樹

261 浜田市における中学生のための地域医療体験学習の取り組み
島根県　浜田市国民健康保険診療所連合体

医　師
　北條　宣政

262 一般病院における高校生医療体験実習の試み
滋賀県　甲賀市立信楽中央病院

医　師
　北川　貢嗣

263 地域医療研修評価あれこれ
三重県　紀南病院　三重県地域医療研修センター

医　師
　奥野　正孝

P22 教育 11：50～12：30

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　  第2部 ［ポスター討論］

 広島県　公立みつぎ総合病院　副院長　沖田　光昭

 福岡県　中間市立病院　院長　瓜生　康平

2日目

座 長 

座 長 
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264 小児1次救急の質向上のためのシミュレーション教育の開発
神奈川県　相模原市国民健康保険内郷診療所

医　師
　土肥　直樹

265 早い時期の診療所勤務で学んだこと
岡山県　哲西町診療所

医　師
　鈴木　忠広

266
新人看護職員の臨床実践能力向上への支援
ー 多重課題の集合研修を通して ー
熊本県　山鹿市民医療センター

看護師
　荒木　千代子

267 小地域福祉活動への研修医の参加は双方にとって有用である
静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院

医　師
　三枝　智宏

268 岐阜大学学生に対する地域医療実習の受け入れを経験して
岐阜県　郡上市地域医療センター　国保和良診療所

医　師
　廣瀬　英生

269 当院での地域医療研修の研修医からの評価
富山県　かみいち総合病院　診療部

医　師
　佐藤　幸浩

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P23 教育 11：10～11：58

270 当院の診療報酬査定
鹿児島県　枕崎市立病院

事　務
　小川　月美

271 南砺市における「地域包括医療・ケア」の構築
富山県　南砺市民病院

医　師
　南　眞司

272
国保直診の指定管理者制度活用の一考察
～地域医師会との連携～
島根県　益田市国民健康保険診療施設美都診療所

事　務
　島田　寿彦

273 詰所内の配電盤と警報装置の操作手順の見直し
高知県　梼原町立国保梼原病院

看護師
　西村　由紀子

274 東栄病院の歴史（昭和60年まで）
愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院

医　師
　丹羽　治男

275 中山間地の国保診療所の位置づけ
長野県　長野市国保戸隠診療所

医　師
　佐々木　明良

P24 行政、診療施設の運営・管理 11：10～11：58

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

 千葉県　君津中央病院企業団　企業長　福山　悦男

 佐賀県　佐賀市立富士大和温泉病院　院長　木須　達郎

2日目

座 長 

座 長 
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276 「ずっと大滝で暮らしたい」の実現のために埼玉県　秩父市役所
保健師
　新井　ふみ子

277 医療介護地域連携パス事業（在宅 IT化事業）の取組みの現状と課題
香川県　綾川町国民健康保険陶病院

医　師
　大原　昌樹

278
訪問看護・介護一体化推進事業報告
～訪問看護・ヘルパー共同で介護力不足のターミナル期支援～
滋賀県　公立甲賀病院　訪問看護ステーション

看護師
　山脇　みつ子

279 介護レベルの高い患者への退院支援の取り組み
岡山県　岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院

看護師
　景山　保江

280
「食べる楽しみをいつまでも」と願う家族への退院支援
ー 誤嚥性肺炎を繰り返す患者の食に着目した医療 -福祉連携 ー
滋賀県　高島市民病院　地域医療サービス部地域医療連携室

看護師
　北野　栄美子

281 外来看護師が抱える訪問診療同行のストレス要因の軽減
山口県　下関市立豊田中央病院

看護師
　池田　遵子

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

P25 在宅医療・ケア 11：10～11：58

平成24年10月6日（土）

282
認知症を正しく理解してもらうために私たちが地域で取り組んで
いること　
～スペシャル・ツールを携えて～
愛知県　社会医療法人財団せせらぎ会東栄町国民健康保険東栄病院　地域包括支援センター

社会福祉士
　杉山　知実

283 ベッドサイドでのリハビリカンファレンスの有効性
滋賀県　公立甲賀病院　看護部

看護師
　西村　美里

284 診療所でリハビリをしよう
滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき　米原市国民健康保険近江診療所

理学療法士
　新川　雄一

285 高齢者虐待と介護サービスを拒む事例への関わりから
秋田県　にかほ市地域包括支援センター

保健師
　佐藤　さおり

P26 リハビリ、その他 11：10～11：42

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

 大分県　姫島村国民健康保険診療所　所長　三浦　源太

 大分県　国東市民病院　主任理学療法士　山本　竜矢

座 長 

座 長 

2日目
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平成24年10月6日（土）

286 当院における地域療育の歩み（第2報）
長崎県　国民健康保険平戸市民病院

理学療法士
　年徳　裕美

287
在宅酸素療法を導入した慢性呼吸不全患者に対する
1か月間の退院後訪問リハビリテーション指導の効果
香川県　三豊総合病院企業団

理学療法士
　津川　義弘

288
人工膝関節置換術（ＴＫＡ）後の
下腿前外側近位1/2部の歩行時痛について
長崎県　平戸市立生月病院　リハビリテーション班

理学療法士
　橋口　功

289 当院での外来・入院・訪問のリハビリテーション
北海道　鹿追町国民健康保険病院

理学療法士
　三好　拓也

290
入院生活から在宅生活へつなげるために
～対麻痺を呈し移乗動作が困難となった症例～
滋賀県　公立甲賀病院組合公立甲賀病院　リハビリテーション科

作業療法士
　小川　いづみ

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

P27 リハビリ 11：42～12：22

291
働きやすい職場作りにむけて
～ A病院産婦人科病棟の意識調査から～
神奈川県　平塚市民病院

助産師
　関口　保子

292
第3子妊娠で混乱を起こしていた母親が、
産んで良かったと思えるように・・・
高知県　四万十町役場　健康福祉課

医　師
　澤田　由紀子

293
便秘児童の背景にある生活習慣について
ー 平成23年度生活習慣アンケート結果より ー
秋田県　にかほ市国民健康保険小出診療所

医　師
　和田　智子

294
長野県の全国1位の平均寿命と低医療の原因を、
青森県と比較して、県民の生活の実状を探る
長野県　矢嶋診療所

医　師
　矢嶋　嶺

295
地域の実態を把握し介護予防事業に生かす取り組み
～「介護予防実態調査分析支援事業」の結果より～
広島県　公立みつぎ総合病院　尾道市北部地域包括支援センター

保健師
　山内　香織

P28 その他 11：10～11：50

　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第1部 ［ポスター討論］

 熊本県　熊本市立植木病院　主任理学療法士　萩原　力

熊本県　国保水俣市立総合医療センター　水俣市病院事業管理者兼院長　坂本　不出夫座 長 

座 長 

2日目
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 高知大学医学部家庭医療学講座　教授　阿波谷　敏英
 秋田県　市立大森病院　院長　小野　剛　　

296
われらはキッズドクター！
～小学生の診療所お仕事体験～
和歌山県　紀美野町国民健康保険国吉診療所

医　師
　岡地　英紀

297 山間部診療所における高齢者診療の実情
長野県　木曽みたけ診療所

医　師
　遊佐　昌樹

298 胃瘻造設に対する家族の思い
岩手県　洋野町国民健康保険種市病院

看護師
　田名部　たづ子

299
より良い看護サービスを目指して
～看護部主任会での取り組み（接遇）～
石川県　公立能登総合病院　看護部

看護師
　清田　和恵

300 看護師の仕事に対する満足度調査
熊本県　上天草市立上天草総合病院

看護師
　西田　由香里

 　　ポスター会場（市民会館　2階　大会議室）　　 第2部 ［ポスター討論］

P29 その他 11：50～12：30

平成24年10月6日（土）

301 医師確保のために当院がおこなったこと
宮崎県　椎葉村国民健康保険病院

事　務
　甲斐　敬敏

302
医師の地域赴任に必要な条件
～「赤ひげバンク」招聘医師のアンケート調査から～
島根県　奥出雲町健康づくり推進室

事　務
　横田　和男

303 レセプトを活用した総合医必要数算定の試み
栃木県　自治医科大学　地域医療学センター地域医療学部門

医　師
　岡山　雅信

304 鋸南病院における看護師確保の現状
千葉県　鋸南町国民健康保険鋸南病院

看護師
　平良木　町子

W3 医師・看護師確保の取組み 11：10～12：30

 　　メイン会場（市民会館　1階　大ホール）　　  ［ワークショップ］

 長崎県　国民健康保険平戸市民病院　医師　中桶　了太座 長 

座 長 

2日目


