
　　　 研究発表一覧表（第１６回地域医療学会）

会　場 分 　類　 名 番号 演　　　　　題　　　　　名 施設名 発表者 職種 座長（施設名）

1 療養病棟における新型インフルエンザ発生に関する調査研究 国保坂下病院 深谷　恵子 看護師

2 院内ガス滅菌廃止にむけて　安全な滅菌への取り組み 国保坂下病院 赤坂　純 看護師

3 退院に向けての取り組み　～介護評価表を使用して～ 国保上矢作病院 西尾　ちとせ 看護師

4 職員の腰痛の現状とその対策　～福祉機器に着目してみて・・・～ 国保上矢作病院 畑佐　千枝 看護師

5 ＡＳケアを用いた炭酸浴ケア　―ＡＳＯ患者の足病変の変化― 郡上市国保白鳥病院 鷲見　美鈴 看護師

6 申し送り時間短縮への取り組み　―申し送り様式の検討・改善を実施して― 郡上市国保白鳥病院 蓑島　彩美 看護師

7 糖尿病教育入院クリティカルパスの作成 下呂市立金山病院 熊崎　和美 看護師

8 終末期がん患者の支援を行って学んだ事 国保関ケ原病院 三和　明美 看護師

9 摂食・嚥下障害患者への介入　～嚥下アセスメントシートを作成して～ 国保関ケ原病院 牛ノ濱　康子 看護師

10 患者サービス向上に向けての取り組み　～入院オリエンテーション見直し～ 国保関ケ原病院 山崎　照美 看護師

11 舌苔の改善を目的とした口腔ケアの取り組み 国保関ケ原病院 西村　保子 看護師

12 筋萎縮性側索硬化症患者のＱＯＬ向上をめざした看護支援 国保関ケ原病院 谷田　栄美子 看護師

13 過疎地域診療所の外来看護の充実に向けて　～診察予約券の活用～ 東白川村国保診療所 苅田　和子 看護師

施設ケア 14 当施設における転倒の要因の検討 郡上市地域医療センター和良介護老人保健施設 加藤　眞知子 事務課長補佐・相談員

15 白鳥病院検査室の集団健診へのかかわり 郡上市国保白鳥病院 青木　洋子 臨床検査技師

16 施設健診10年間の健診満足度の変化とその取り組み 郡上市地域医療センター国保和良診療所 島田　将成 事務

17 メタボリック症候群と生活習慣との関連について 郡上市健康福祉部健康課南部エリア担当美並駐在 蒲　とよみ 保健師

18 郡上市の健診事業への取り組み・・職員の立場から 郡上市健康福祉部健康課 粥川　博之 事務

19 当診療所における特定健診への取り組みについて 郡上市地域医療センター国保高鷲診療所 上村　房子 看護師

20 国保病院との連携による健診事業の取組み 関ケ原町国保保健福祉総合施設やすらぎ 浅井　麻仁子 保健師

21 「脳卒中を減らそう」地域活動の報告 高山市国保高根診療所 古永　多嘉子 看護師

22 介護予防事業（付知膝教室）における保健師との連携 国保坂下病院 熊崎　みどり 理学療法士

23 特定保健指導の現状と課題について 国保坂下病院 原　美咲 保健師

24 心の健康づくり協議会の活動について 国保坂下病院 鈴木　郁男 臨床検査技師

25 生活機能評価からみた高齢者のうつ状態について 郡上市地域医療センター国保和良診療所 池戸　良子 介護支援専門員

26 腹囲及びＢＭＩと動脈硬化危険因子との関連について 郡上市健康福祉部健康課南部エリア担当明宝駐在 蓑島　綾子 保健師

27 当市集団健診受診者におけるうつ症状について 郡上市健康福祉部健康課南部エリア担当八幡駐在 和田　美江子 保健師

28 本人・家族との関係、スタッフ間のコミュニケーションを良好にするために～ＳＴＡＳ日本語版の使用経験～ 高山市国保丹生川診療所 土川　権三郎 医師

29 どのように死を迎えるのが幸せなのか　～　診療所から地域へ　～ 高山市国保丹生川診療所 西　洋子 看護師

30 オムツフィッター２年の活動報告 高山市国保高根診療所 島崎　亮司 医師

31 利用者満足度を高めるための取り組み 訪問看護ステーションほほえみ 松本　文枝 看護師

32 補助器具と改良説明書を用いた高齢者のインスリン治療継続への試み 国保坂下病院 西尾　晃 薬剤師

33 人工呼吸器装着患者の在宅支援について　～デイケア導入援助を振り返って～ 郡上市国保白鳥病院 上村　寿枝 介護支援専門員

34 山間地域において要介護者を介護する介護者の生活の再構築に関する検討 国保関ケ原病院 細田　きく子 看護師

35 嚥下性肺炎クリニカルパスを用いた集学的治療による再発・胃瘻患者減少への試み 国保飛騨市民病院 工藤　浩 医師

36 天候とひざ関節痛の関係について 郡上市地域医療センター国保和良診療所 松久　雄紀 医師

37 抗Ｅ抗体＋抗ｃ抗体により発症した遅発性溶血性輪血副作用の１例 下呂市立金山病院 長谷部　正仁 臨床検査技師

38 骨粗鬆症の最新治療について 国保関ケ原病院 久島　泰仁 医師

39 Ｃ型慢性肝疾患に対するペガシス単独少量長期投与の有用性 東白川村国保診療所 北川　浩司 医師

薬局 40 逓減されない処方設計　～薬剤師からの提案～　　　　　　　　　　　　　　　　 国保関ケ原病院 早野　博己 薬剤師

41 地域リハビリテーションの推進① 白川村国保白川診療所 伊左次　悟 医師

42 地域リハビリテーションの推進② 高山市国保高根診療所 島崎　亮司 医師

43 瀬音さくら山荘での生活リハビリ推進について（地域リハビリテーションの推進③） 瀬音さくら山荘（白川村特別養護老人ホーム） 南　秀彦 介護支援専門員

44 脛骨粗面剥離骨折を呈した一症例～患側下肢の荷重訓練への試み～ 国保関ケ原病院 鹿野　昭幸 理学療法士

45 頚椎牽引と指数関数的漸増波治療器を併用した１症例 東白川村国保診療所 伊神　和史 理学療法士

46 口腔ケアの充実を目指して　～アンケート調査からみる看護師、介護士の意識変化～ 国保飛騨市民病院 清水　まゆみ 看護師

47 半固形化栄養食使用経験の１例 郡上市地域医療センター国保和良診療所 臼田　加代子 管理栄養士

48 超音波検査にて膀胱癌を認めた３例 国保上矢作病院 平林　由美子 臨床検査技師

49 肺がんＣＡＤの有用性検討 本巣市国保根尾診療所 永田　昭男 診療放射線技師

50 職員健診における呼吸機能検査導入の経験 本巣市国保根尾診療所 本郷　美佐子 看護師

51 空腹時血糖とＨｂＡ１ｃの総死亡に対する検査特性 郡上市地域医療センター国保和良診療所 蒲　和男 臨床検査技師

52 小規模診療所における健診について　～ＬＨ比の有用性～ 下呂市立小坂診療所 奥原　良一 臨床検査技師

53 症例検討～マンモグラフィ無料化をうけて～ 下呂市立金山病院 纐纈　和人 診療放射線主任技師

54 “一般市民に対する石綿関連疾患スクリーニング”研究に参加して 国保関ケ原病院 谷川　貴廣 診療放射線技師

施設運営管理 55 ＣＡＴＶを利用した地域医療の広報活動 東白川村国保診療所 桂川　準子 看護師

56 退院調整室を設置して　～パートⅡ～ 国保坂下病院 山田　智恵子 医療ソーシャルワーカー

57 糖尿病教室に対するアンケートを行って 国保坂下病院 清水　幸一 薬剤師

58 研修医の立場から見た地域医療研修について
郡上市地域医療センター国保和良診療所
（東京北社会保険病院）

三倉　直
郡上市地域医療センター
国保和良診療所研修医

59 ペンレステープの麻酔効果に対するスキンプレップの影響 下呂市立金山病院 石田　寿恵 看護師

60 経腸栄養剤の変更とその効果 下呂市立金山病院 加藤　登恵子 管理栄養士

第　３　会　場
9：50～12：33

リハビリ
テーション 加藤　京治

（郡上市地域医療センター
国保和良診療所）

口腔ケア

検査・放射線
小林　好一

（国保関ケ原病院）

金武　康文
（本巣市国保根尾診療所）その他

第　２　会　場
9：50～12：33

保健・介護予防
　　　　　細江　恵美子
　　（下呂市
　　　　福祉部包括支援課）

在宅ケア
小木曽　慶子

（国保上矢作病院）

臨床 廣田　俊夫
（関市国保上之保診療所）

第　１　会　場
9：50～12：33

看護Ⅰ
岩﨑　美幸

(国保飛騨市民病院)

看護Ⅱ 原　加代子
（郡上市国保白鳥病院）

特定健診・
保健指導

原　しおり
（国保坂下病院）
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