
　　　　 研究発表及び各セクション座長一覧表 （第１７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（施設名）

1 患者間違いをなくそう　～自ら名乗ってもらう活動を通して～ 国保坂下病院 腰原　晴美 看護師

2 もの忘れ相談外来における看護の役割りとその取り組み 国保上矢作病院 金子　俊子 看護師

3 災害委員会の活動報告と今後の課題 国保上矢作病院 原田　江里子 看護師

4 患者身体拘束(抑制)に関する実態把握　－抑制基準作成への取り組み－ 国保上矢作病院 鈴木　富美子 看護師

5 過疎地域診療所の外来看護のための問診票付き外来診察予約券の取り組み 東白川村国保診療所 安江　ゆり 看護師

6 療養病棟における掲示板の装飾の取組みについて 国保飛騨市民病院 尾﨑　ますみ 看護師

7 糖尿病教育の見直し　～ビデオ作成とその活用～ 国保飛騨市民病院 植野　優子 看護師

8 ベッド上での最適なポジショニングを試みて 郡上市国保白鳥病院 山下　美香 看護師

9 飲みやすいニフレックへの取り組み　～あめと氷を利用して～ 郡上市国保白鳥病院 鷲見　真琴 看護師

10 当院における経口上部内視鏡と経鼻上部内視鏡の苦痛の比較 郡上市地域医療センター国保和良診療所 大野　裕香 看護師

11 ベッドサイドの環境整備（ティッシュペーパーの固定と使いやすいゴミ箱の工夫） 下呂市立金山病院　一般病棟 細江　小百合 看護師

12 ベッド周りの事故と対策　～ベッド柵の事故を防ぐために～ 下呂市立金山病院　療養病棟 廣瀬　妙子 看護師

13 Ａ療養病棟におけるラップ療法の取り組み 国保関ケ原病院 本郷　清美 看護師

14 術前の呼吸訓練を効果的に行う為の取り組み 国保関ケ原病院 西村　加奈子 看護師

15 絶食中の寝たきり患者の口腔ケアについて（アセスメントシートを作成して） 国保坂下病院 長谷川　めぐみ 看護師

16 摂食機能療法を通しての歯科衛生士の関わりについて 国保坂下病院 丹羽　香織 歯科衛生士

17 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～ 国保坂下病院 山本　瑠伊奈 介護福祉士

18 月間活動を通した予防医療活動 高山市国保高根診療所 古永　多嘉子 看護師

19 リハビリスタッフとしての地域との関わり　　～坂下リハビリ教室～ 国保坂下病院 鎌原　梓 作業療法士

20 ひだ地域医療福祉シンポジウムin飛騨市を開催して 国保飛騨市民病院 黒木　嘉人 医師

21 郡上市健康福祉推進計画中間見直しについて 郡上市健康福祉部社会福祉課 浜田　祐一 事務吏員（課長補佐）

22 郡上市健康福祉推進計画中間調査を行って 郡上市健康福祉部高齢福祉課 水口　智美 保健師

23 郡上市食育推進基本計画策定について 郡上市健康福祉部健康課 川島　婦美子 栄養士

24 当市における特定健診受診率向上をめざしたPR活動について 郡上市健康福祉部健康課北部エリア担当大和駐在 倉坪　千聡 保健師

25 健診結果からみた合併諸地域の動脈硬化危険因子分布状況について 郡上市健康福祉部健康課南部エリア担当八幡駐在 箕浦　麻衣 保健師

26 健診結果からみた合併諸地域の生活習慣分布状況について 郡上市健康福祉部健康課南部エリア担当八幡駐在 飯室　絵美 保健師

27 64列CTの使用経験 国保坂下病院 今井　仁志 診療放射線技師

28 汎用自動分析装置対応の試薬を用いた亜鉛測定の有用性について 下呂市立金山病院　検査室 伊藤　幸子 臨床検査技師

29 早期ＡＤ診断システムＶＳＲＡＤの撮影条件の検討 国保関ケ原病院 古山　功 診療放射線技師

30 薬剤部でのがん化学療法施行時における安全管理の為の取り組み 国保坂下病院 西尾　晃 薬剤師

31 「東日本大震災の支援活動」地方中小病院の事例 下呂市立金山病院　薬局 森　信幸 薬剤師

32 土砂崩れから学んだ地域医療 高山市国保高根診療所 島崎　亮司 医師

33 高齢透析患者の通院援助を通して見えてきたこと　～病院と地域との連携～ 国保坂下病院 高橋　真穂 看護師

34 整形外科外来の待ち時間に対する試み 国保関ケ原病院 小竹　れい子 看護師

35 岐阜県の国保直診における看取りの状況に関する研究 （岐阜県国保診療施設協議会共同研究） 東白川村国保診療所 北川　 浩司 医師

36 在宅でターミナルを迎える患者・家族のための「事前説明リーフレット」の活用とその効果について 高山市国保朝日診療所 森山　眞由美 看護師

37 安心できる在宅移行への取り組み　～訪問看護師から病棟看護師へのアプローチ～ 国保坂下病院　訪問看護ステーションほほえみ 小縣　幸子 看護師

38 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 国保上矢作病院（かみやはぎ訪問看護ステーション） 成瀬　直美 看護師

39 退院に向けての取り組み part２　～家族介護力評価表の改善～ 国保上矢作病院 籠橋　直美 看護師

40 豪雪山間地域における介護者の介護継続意思を支える肯定的な認識 国保関ケ原病院 細田　きく子 看護師

臨　床 41 不安の強い家族への退院支援 国保関ケ原病院 佐藤　幸代 看護師

42 通所リハビリテーション５年間のあゆみ 高山市国保久々野診療所 山腰　聡子 看護師

43 当院における訪問リハビリの取り組みについて 国保上矢作病院 丸山　宏志 理学療法士

44 入院患者に対する褥瘡・拘縮予防を目的とした姿勢管理の取り組み 国保飛騨市民病院 井出　浩希 理学療法士

45 新人STとしての集団療法の取り組み 国保関ケ原病院 杉山　千晴 言語聴覚士

46 訪問リハビリテーションにおける手指拘縮患者に対する超音波療法の一例 東白川村国保診療所 伊神　和史 理学療法士

施設ケア 47 つなぎ服を着用したショートステイ利用者様へのアプローチ 東白川村国保診療所附属介護老人保健施設 瀬戸垣　靜佳 看護師

48 SPDを始めて３年間の経過報告 本巣市国保根尾診療所 斉藤　美智子 看護師

49 当センターが行った地域医療懇話会について 郡上市地域医療センター 永井　秋勝 事務吏員（事務長）

50 地域内巡回バスの減便に対する診療所受診者の意識調査 郡上市地域医療センター国保和良診療所 蒲　樹 事務吏員（主査）

51 HKBを応援、一病院からのエール～へき地（H）で高齢化（K）が進んだ文化財（B）の多い地域にある病院関連施設の利用促進対策～ 郡上市国保白鳥病院 長岡　千春 保健師

52 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 郡上市地域医療センター 廣瀬　英生 医師

施設運営管理

第　３　会　場
10：00～12：19

診療体制

在宅ケア

第　１　会　場
10：00～12：19

看護Ⅰ

検査・放射線

薬　局

第　２　会　場
10：00～12：27

山田　協子

（国保坂下病院）
リハビリステーション技術科

技術主査

藤村　朋子

（下呂市立金山病院）
主任　技術主査

岩田　暁

（高山市国保久々野診療所）
医師

保健・介護予防

加賀見　大介

（東白川村国保診療所）
医師

特定健診
・

保健指導
横山　昇一

（国保飛騨市民病院）
検査科長

日置　良一

（郡上市国保白鳥病院）
事務局長

その他

リハビリ
テーション

坂東　桂子

（国保関ケ原病院）
看護部長

看護Ⅱ

荻山　紀子

（国保上矢作病院）
看護師　一般病棟　主任

吉田　鈴子

（郡上地域医療センター
国保和良診療所）

看護師長口腔ケア

看護Ⅲ
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