
研究発表及び各セクション座長一覧表　    （第２４回岐阜県国保地域医療学会）

会　場 分 　類　 名 番号 演　　　　　題　　　　　名 施　設　名 発表者 職　種 座　　　長
1 研修医の劇的増加につながった神通川プロジェクト 国民健康保険飛騨市民病院 黒木　嘉人 医師
2 中高生のための医療系進学セミナーを開催して 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 長岡　千春 保健師

3
在宅での摂食嚥下・栄養サポート
～訪問リハビリテーションに関わる理学療法士としてできること～

国民健康保険飛騨市民病院 洞口　拓也 理学療法士

4 災害で出勤できない状況での給食提供を経験して 下呂市立金山病院 加藤　登惠子 管理栄養士

5
お口の中の見える化
～OHAT評価表を活用して～

県北西部地域医療センター国保白鳥病院 正者　一絵 看護師

6 外来通院患者の情報共有ツールの見直し 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 細田　絵美香 看護師
7 つなぎ服使用率の減少に見る業務の方法と倫理的意識の変化についての一考察 国民健康保険上矢作病院 金子　美嘉乃 看護師

8
スタッフの自己効力感を高めるための試み
～ありがとうカードを活用して～

国民健康保険飛騨市民病院 坂口　友恵 看護師

9
せん妄患者への早期対応に向けた取り組み
―簡易的評価ツール導入を試みて―

国民健康保険飛騨市民病院 宮腰　結衣 看護師

10 多職種連携による筋強直性ジストロフィー患者、その家族への支援 国民健康保険飛騨市民病院 若栗　　良 医師
11 他施設とのPACS相互参照連携について 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 倉坪　進司 診療放射線技師

12
リハビリと病棟との連携活動
～入院患者の離床向上を目的として～

県北西部地域医療センター国保白鳥病院 河合　伸哉 作業療法士

13 当訪問看護ステーションにおける主治医との連携についての考察 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 阿川　絵里子 看護師
14 ケアマネジャーに『「生きる」を支える』のPR活動を行った効果についての考察 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 正者　かおり 看護師

15
地域を支える「みまもりのわ」活動
～医療職として取り組んで～

東白川村国保診療所附属介護老人保健施設 青木　裕見子 看護師

16 白川村における地域包括ケア推進に向けてのワークショップを開催して 県北西部地域医療センター白川村国保白川診療所 黒川　大祐 医師

17
当地域住民の終末場所に関する意識調査
―1997年度、2012年度調査との比較―

県北西部地域医療センター国保和良診療所 加藤　洋子 看護師

18 当地域における認知症に対する理解度に関わる因子について 県北西部地域医療センター国保和良診療所 渡邉　　駿 医師
19 「介護離職防止のため遠距離介護を支える事業」に関する国診協モデル事業を実施して 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 山内　英史 理学療法士

20
郡上市における遠距離介護の実態について
～ケアマネジャーへの調査より～

県北西部地域医療センター国保白鳥病院 上村　寿枝 介護支援専門員

21
施設移転後のレクリエーション活動
できなくなったレクリエーションの復活

坂下老人保健施設 今井　良子 看護師

22 郡上市和良町小中学生におけるメディアの使用状況について 県北西部地域医療センター国保和良診療所 廣瀬　英生 医師
23 特定健診等評価推進全体会議の役割について（第２報） 郡上市健康福祉部健康課 伊藤　正憲 事務

24
妊産婦とパートナーを対象とした禁煙サポートの取り組み
～病院と行政とで実施するワーキング会議の役割を考える～

郡上市健康福祉部健康課 水口　智美 保健師

25 行政主導の介護予防事業を住民主体の通いの場へ移行するまでの取り組み 郡上市健康福祉部高齢福祉課 直井　千鶴 保健師
26 第２次郡上市健康福祉推進計画の推進について 郡上市健康福祉部社会福祉課 北田　浩隆 事務

27 地域包括ケアにおける管理栄養士の役割
飛騨市市民福祉部市民保健課
兼　地域包括ケア課地域包括支援センター

松原　美由紀 管理栄養士

28
ＰＴによる生活習慣病予防事業
～ヘルシー講座運動指導報告～

東白川村国保診療所 伊神　和史 理学療法士

29 自宅療養へのアプローチ 下呂市立金山病院 熊崎　たまみ 看護師
30 当院通院患者における慢性腎臓病のリスク因子の検討 東白川村国保診療所 田口　　潤 医師
31 当院におけるLAMP法を用いた結核菌検査の現状 下呂市立金山病院 池戸　沙綾香 臨床検査技師
32 当院における読影用モニターの品質管理 下呂市立金山病院 藤井　有佳 診療放射線技師
33 診療所における骨粗鬆症治療の現状 高山市国民健康保険清見診療所 田口　恭平 医師

34
タスクシフティングへの取り組み
～業務を見直しみんなで定時に帰ろう～

国民健康保険飛騨市民病院 大庭　のりこ 看護師

35 服薬管理の困難な高齢患者への関わり 高山市国民健康保険久々野診療所 山腰　聡子 看護師

36
人生の最終段階を生きる患者家族の支援
～命を完結させるプロセスの重要性～

国民健康保険飛騨市民病院 大坂　育美 看護師

37
高齢の糖尿病患者が住み慣れた地域で生活するために
～療養支援への取り組み～

下呂市立金山病院 石田　寿恵 糖尿病療養指導士

38
最期を迎えるときにはどのような状態なのか？
～現状を知りたい～

東白川村国保診療所 北川　浩司 医師

39
退院支援アセスメントシートの有効的な活用について
―チームカンファレンスを通して―

下呂市立金山病院 岩倉　尚子 看護師

40 糖尿病患者の療養生活を応援する取り組み 国保関ケ原診療所 佐藤　幸代 看護師

41
内服確認が必要な高齢者の当診療所での支援
～多職種連携を通じて～

東白川村国保診療所 桂川　恵美 看護師

42
手術室における医療安全への取り組み
～異物遺残0を目指して～

下呂市立金山病院 石田　寿恵 看護師

43 外来受診患者へ自己診療録の発行は症状悪化予防に有効か 中津川市国民健康保険坂下診療所 黄倉　志保 看護師

44 県内へき地診療所設備の現状
県北西部地域医療センター国保白鳥病院
岐阜県へき地医療支援機構

伊左次　悟
医師
岐阜県へき地医療支援機構
専任担当官

45 当施設における豪雨災害に対する対応について 県北西部地域医療センター和良介護老人保健施設 曽我　由縁 相談員

46
当診療所における糖尿病療養支援の見直し
～診療所でできること～

国民健康保険飛騨市河合診療所 丸山　美季 看護師

47 当院における皮膚科外来の待ち時間対策について 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 青木　孝則 理学療法士
48 望まない受動喫煙防止対策庁舎内連携会議の取り組みについて 郡上市健康福祉部健康課 末松　義人 事務

第　３　会　場
10：00～12：11

会場責任者

下呂市立小坂診療所

管理課長
林　雅人

多職種連携Ⅱ
在宅医療・ケア

診療体制Ⅰ

診療体制Ⅱ

人材・教育
食事・栄養管理

看護

多職種連携Ⅰ

第　１　会　場
10：00～12：11

会場責任者

国保飛騨市民病院

第一診療部長
工藤　浩

介護

第　２　会　場
10：00～12：11

会場責任者

下呂市立金山病院

副院長
天岡　望

保健事業

臨床
検査・放射線

県北西部地域医療センター
国保白鳥病院

婦人科・総合診療科医長
藤川　麻衣

国保関ケ原診療所

看護部長
横山　理子

県北西部地域医療センター
国保和良診療所

医師
渡邉　駿

中津川市国保坂下診療所

事務長
纐纈　治久

東白川村国保診療所

医師
田口　潤

下呂市立金山病院

看護師
中島　弘子

下呂市立小坂診療所

所長
濱田　崇志

国保飛騨市民病院

看護部長
岩﨑　美幸

国保上矢作病院

係長
荒田　聡


