
研究発表　座長一覧  297

S 1 _看護Ⅰ

　1 手術室助勤者の不安軽減に向けて  299

〜業務マニュアルの作成〜

岐阜県　国民健康保険坂下病院　看護師 腰　原　晴　美

　2 砕石位での頭低位右下位における体位固定による圧の変化と皮膚障害の検証   303

〜右肩部に着目して〜

佐賀県　伊万里有田共立病院　看護師 山　口　　　進

　3 訪問看護のストーマ管理の実態調査   306

香川県　三豊総合病院訪問看護ステーション　看護師

橋　本　亜　季

　4 高齢者の皮膚に適した清拭タオルの水分量  310

山口県　周防大島町立東和病院　看護師 嶋　市　千　代

　5 紙オムツの吸収ポリマーを利用した冷罨法の工夫   314

山形県　最上町立最上病院　看護師 浅　黄　紗知子

S 2 _看護Ⅱ

　6 最後まで口から食べるためのNSTの取り組み  318

岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　1病棟　看護師 

惣　名　綾　子

　7 転倒・転落予防対策の実態と考察  321

〜絵入り評価表を 2 年間運用して見えてきたもの〜

佐賀県　町立太良病院　看護師 今　村　てるみ
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　8 急性期看護の役割   325

 〜くも膜下出血患者との関わりを通して〜

　　　　　　　滋賀県　高島市民病院　看護師 早　藤　徳　子　　　　　　

　9 長期入院した切迫早産妊婦の思い   328

 ―思いの表出が少ない妊婦に関わって―

　　　　　　　石川県　公立能登総合病院　看護師 山　本　ひかる　　　　　　

 10 入院環境を生活環境へ   331

 〜ベッド周囲から行動範囲を広げて〜

　　　　　　　山口県　周防大島町立東和病院　看護師 森　川　優　子　　　　　　

S 3 _看護Ⅲ

 11 当診療所における糖尿病患者の体重減少への試み   335

 “目指せ　1ケ月1kg減”

　　　　　　　宮城県　登米市医療局登米市立よねやま診療所　看護師

 佐々木　純　子　　　　　　

 12 当院における病棟看護師が行う退院支援の現状   338

　　　　　　　高知県　佐川町立高北国民健康保険病院　看護師 岡　原　史　佳　　　　　　

 13 病院での看取りから在宅へ退院できた事例   341

 〜家族の心理的変化〜

　　　　　　　滋賀県　高島市民病院　看護師 宮　川　奈津美　　　　　　

 14 退院調整における院内共通システムの構築に向けて   345

　　　　　　　香川県　内海病院　看護師 亀　井　美乃里　　　　　　

 15 亜急性期病床における退院支援シートの有効性の検討   347

 ―満足度の高い退院を目指して―

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　看護師 冨士枝　由　衣　　　　　　

 S 4 _臨床Ⅰ

 16 当地域における眼底動脈硬化所見と心血管疾患との関連について   350

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域医療センター国保和良診療所　医師

 栗　本　美　緒　　　　　　

 17 高血圧新患患者に対するアジルサルタンの使用経験   353

　　　　　　　秋田県　東成瀬国民健康保険診療所　医師 佐々木　　　聡　　　　　　

 18 早期前立腺癌症例に診断時からの緩和ケアは必要か？   356

　　　　　　　茨城県　県西総合病院　泌尿器科　医師 近　藤　福　次　　　　　　

 19 若手外科医の僻地小病院での外科診療の現状とスキルアップの工夫   360

　　　　　　　岐阜県　下呂市立金山病院　外科　医師 今　井　健　晴　　　　　　

 20 地域病院での心不全患者に対する心臓リハビリテーションチームとしての取り組み   363

 〜退院前カンファレンス〜

　　　　　　　熊本県　上天草市立上天草総合病院　心臓リハビリテーションチーム　医師

　 　脇　田　富　雄　　　　　　

S 5 _臨床Ⅱ

 21 中津川市国保川上診療所における内服薬剤処方の実態調査   368

　　　　　　　愛知県　名古屋大学大学院　医学系研究科　

　　　　　　　　　　　地域総合ヘルスケアシステム開発寄附講座　医師

　岡　崎　研太郎　　　　　　
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 22 粘膜弁を作製しない涙嚢鼻腔吻合術鼻外法の術後成績   371

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　医師 木　下　慎　介　　　　　　

 23 日本紅斑熱患者のマダニ刺し口の検討   374

　　　　　　　熊本県　上天草市立上天草総合病院　医師 和　田　正　文　　　　　　

 24 中山間地域の病院における腹膜透析（PD）に伴う腹膜炎の検討   377

　　　　　　　広島県　市立三次中央病院　医師 中　尾　裕　貴　　　　　　

 25 鹿児島県十島村でのヘリ搬送44例の検討   379

　　　　　　　鹿児島県　鹿児島赤十字病院　内科　医師 石　橋　和　久　　　　　　

S 6 _歯科・口腔Ⅰ

 26 フッ化物洗口の効果とその開始時期について   383

　　　　　　　秋田県　東成瀬村民生課　保健師 黒　沢　紗恵子　　　　　　

 27 アンケート結果からみた東成瀬村要介護者高齢者の口腔内の状況について   387

　　　　　　　秋田県　東成瀬村民生課　保健師 佐々木　文　子　　　　　　

 28 地域中核病院における周術期口腔ケアの取組   390

　　　　　　　三重県　紀南病院　医師 渡　邊　由　裕　　　　　　

 29 入院患者における専門的口腔ケアを必要とした2症例   393

　　　　　　　島根県　松江市立病院　歯科口腔外科　歯科衛生士

 野　津　真　波　　　　　　

 30 口腔ケアの効果と必要性   397

 〜歯茎に対するケアを導入して〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　介護福祉士 志　津　秀　夫　　　　　　

S 7 _在宅医療・ケアⅠ

 31 訪問看護における在宅ターミナルケアの現状報告   401

 〜在宅死を実現できる条件とは〜

　　　　　　　香川県　内海病院　訪問看護　看護師 岡　田　智恵美　　　　　　

 32 看護婦さん、どうしたらいいですか？   407

 〜24時間対応と訪問の実際〜

　　　　　　　宮城県　涌谷町訪問看護ステーション　看護師 新　田　仁　美　　　　　　

 33 ニーズに沿ったケアマネジメントをめざして   410

 〜満足感調査からの検討〜

　　　　　　　熊本県　国民健康保険和水町立病院　介護支援専門員 

坂　梨　佳　江　　　　　　

 34 様々な在宅医療の問題に対してのマニュアル作成の紹介   414

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域医療センター国保和良診療所　看護師 

井　森　栄　子　　　　　　

 35 訪問診療対象者の家族が抱える不安とその解消のための方策を探る   417

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　医師 堀　口　正　樹　　　　　　

S 8 _在宅医療・ケアⅡ

 36 癌のために左大腿骨頚部骨折治療を断念したが在宅復帰ができた1症例   421

　　　　　　　鹿児島県　枕崎市立病院　理学療法士 有　薗　政　信　　　　　　

 37 安心して看取る介護生活を過ごすための考察   427

 〜在宅での看取り…介護者の声を活かしたい〜

　　　　　　　山形県　おぐに訪問看護ステーション　看護師 今　　　千　晴　　　　　　

− 5 −



 38 認知症高齢者に対する地域包括医療・ケアにおけるアザラシ型ロボット

 「パロ」のセラピー効果及び介護者の介護負担の軽減化の検証   432

　　　　　　　富山県　南砺市民病院　医療ソーシャルワーカー 竹　内　嘉　伸　　　　　　

 39 透析患者に対する在宅での取り組みについて   437

 （岐阜県国民健康保険診療施設協議会共同研究）

　　　　　　　岐阜県　恵那市国保岩村診療所　医師 前　野　　　禎　　　　　　

 40 訪問リハビリのゴールを考える   441

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　理学療法士 島　田　和　代　　　　　　

S 9 _在宅医療・ケアⅢ

 41 在宅支援会議、地域包括ケア会議から広がった服薬支援への取り組み（その1）   444

　　　　　　　鳥取県　日南町地域包括支援センター　社会福祉士

 岩　井　里　美　　　　　　

 42 訪問リハビリにおける転倒に関する検討   449

　　　　　　　大分県　杵築市山香訪問看護ステーション　理学療法士 

中　野　将　行　　　　　　

 43 当院における在宅酸素療法への臨床工学技士の関わり   452

　　　　　　　秋田県　市立大森病院　臨床工学技士 佐　藤　忠　寛　　　　　　

 44 在宅医療におけるスマートデバイスを用いた地域医療連携の取り組み   455

　　　　　　　徳島県　那賀町国民健康保険木頭診療所　医師 小　幡　史　明　　　　　　

 45 退院時パンフレットを作成して   457

 〜安全に食事を食べていただくために〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　管理栄養士 松　原　美由紀　　　　　　

S10_保健事業Ⅰ

 46 住民だからこそできる介護予防   462

 〜参加者主体の転倒予防教室〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　理学療法士 鹿　野　昭　幸　　　　　　

 47 認知症は予防可能か生活習慣病の視点で考える   469

　　　　　　　岐阜県　本巣市役所健康福祉部健康増進課　保健師

 田　中　　　都　　　　　　

 48 糖尿病セミナーの現状と今後の課題   472

 〜プログラム再編成を試みて〜

　　　　　　　宮城県　丸森町国民健康保険丸森病院　看護師 岩　倉　かつ枝　　　　　　

 49 綾上小学校における生活習慣病予防の取り組み10年間のまとめ   476

　　　　　　　香川県　綾川町国民健康保険綾上診療所　医師 十　枝　めぐみ　　　　　　

 50 まめなかな和良21プラン第 2 期計画について   479

　　　　　　　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　　　　　　

S11_保健事業Ⅱ

 51 健診での収益アップにつながる取り組みの成果について   482

　　　　　　　島根県　安来市立病院　医師 水　田　正　能　　　　　　

 52 特定健診受診率アップを目指して   488

 ―行政と連携を行って―

　　　　　　　滋賀県　高島市民病院　地域医療サービス部健診室　事務 

林　　　吉　秀　　　　　　
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 53 伊勢市における特定健康診査・特定保健指導への取り組み   491

 ―訪問による保健指導実施から見えてきた医療・地域との連携―

　　　　　　　三重県　伊勢市健康福祉部健康課健康増進係　保健師 

出　崎　里　恵　　　　　　

 54 国保データバンクを活用した保健指導対象者の層化【活動報告】   493

　　　　　　　岐阜県　岐阜県健康福祉部保健医療課　保健師 丹　羽　由香里　　　　　　

 55 住民健診における運動器検診への放射線室としての関わり   495

　　　　　　　愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院　診療放射線技師 

牧　野　祥　幸　　　　　　

S12_保健事業Ⅲ

 56 高精度体組成分析機を用いた特定保健指導対象者選定の有用性   498

　　　　　　　大分県　豊後大野市民病院　保健師 釘　宮　佳　代　　　　　　

 57 特定健診未受診者対策事業の取り組みから   501

 〜生活習慣病予防のPDCAサイクルの実践〜

　　　　　　　三重県　志摩市健康推進課　保健師 岡　　　憲　子　　　　　　

 58 豊後大野市の自殺対策事業の取り組みと事業評価を考える   505

　　　　　　　大分県　豊後大野市　市民生活課健康推進室　保健師 

河　面　　　文　　　　　　

 59 虐待予防はいつするべきか？   510

 〜出産後？妊娠中？それとも妊娠前？四万十町での取り組みを通じて考える〜

　　　　　　　高知県　四万十町役場　医師 澤　田　由紀子　　　　　　

 60 志摩市における歯科保健事業の推進   514

 〜歯と口の健康づくりネットワーク会議の取り組みについて〜

　　　　　　　三重県　志摩市健康推進課　保健師 田　中　昌　子　　　　　　

S13_連携Ⅰ

 61 津市白山・美杉地域における保健・医療・福祉の連携について   517

　　　　　　　三重県　津市健康福祉部健康づくり課　美杉保健センター　保健師 

庄　山　直　美　　　　　　

 62 野迫川村における住民特定健康診査を利用した栄養指導の取り組み   522

　　　　　　　奈良県　野迫川村国民健康保険診療所　医師 切畑屋　友　希　　　　　　

 63 多職種協働による退院支援・調整を振り返る   526

 ―多問題を抱えた患者の退院支援―

　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　医療ソーシャルワーカー 　信　澤　聖　子　　　　　　

 64 中国地方国保協議会診療施設協議会歯科保健部会の活動   530

　　　　　　　岡山県　中国地方国民健康保険協議会歯科保健部会　歯科医師 

澤　田　弘　一　　　　　　

 65 認知症の「津波」   534

 ―サポート医としての活動―

　　　　　　　徳島県　美波町国民健康保険由岐病院　医師 本　田　壮　一　　　　　　

 66 こんな田舎に住んでいても、最高の救急医療が受けられるまちを目指して   537

　　　　　　　三重県　紀南病院・熊野市消防本部　救急救命士 速　水　敏　人　　　　　　

 67 「飛騨市民病院を守る会」立ち上げから現在までの活動について   540

　　　　　　　岐阜県　飛騨市民病院を守る会　書記 堀　辺　明　子　　　　　　
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S14_介護Ⅰ

 68 怒りの中にある真のメッセージ   543

 〜介護福祉士としての関わりを振り返って〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　中3階　介護福祉士

 河　野　由　紀　　　　　　

 69 地域の介護予防課題の優先順位をどう決めるか？   547

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域医療センター　医師 後　藤　忠　雄　　　　　　

 70 当老健施設デイサービス利用者に対するアンケート調査   550

　　　　　　　岐阜県　和良介護老人保健施設　介護福祉士 池　戸　純　子　　　　　　

 71 老健で看取りをした利用者の家族の思い   553

　　　　　　　高知県　いの町立国民健康保険仁淀病院　看護師 岡　田　香　織　　　　　　

S15_行政

 72 公立病院の統廃合による患者通院形態の検討   556

　　　　　　　広島県　公立世羅中央病院　医師 末　廣　眞　一　　　　　　

 73 定住自立圏を活用した地域の医療課題克服への取り組み   559

　　　　　　　埼玉県　秩父市　市長 久　喜　邦　康　　　　　　

 74 地域医療データバンクによる健康医療情報連携と天草スマートヘルスケアシティ構想   562

　　　　　　　栃木県　自治医科大学　大学教員 藍　原　雅　一　　　　　　

 75 第11次へき地保健医療計画を実行する際の促進・阻害因子ならびに

　　 今後のへき地保健医療対策の方向性   566

　　　　　　　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

　　森　田　喜　紀　　　　　　

S16_患者サービスⅠ

 76 歯科診療所における総合相談窓口（国民健康保険助成）の活動   569

　　　　　　　岡山県　鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所　歯科医師 

澤　田　弘　一　　　　　　

 77 余裕をもった外来受診のすすめ   573

　　　　　　　熊本県　上天草市立上天草総合病院　診療放射線技師 

井　上　昇　一　　　　　　

 78 当院における骨粗鬆症患者に対する月1回服用のビスフォスフォネート製剤

　　 （ボノテオ錠50㎎）の服薬指導   576

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険上矢作病院　看護師 大　島　ゆかり　　　　　　

 79 患者家族への満足度調査から見た今後の課題   579

　　　　　　　群馬県　藤岡市国民健康保険鬼石病院　看護師 杉　本　則　子　　　　　　

 80 当院の行事食への取り組み   583

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　管理栄養士 鈴　木　玲　子　　　　　　

 81 予約センター利用増加へのアプローチ   586

 〜予約センター利用率と外来待ち時間の実態調査〜

　　　　　　　滋賀県　公立甲賀病院　看護部　看護師 間　惣　友　紀　　　　　　

 82 胃がん検診の業務改善を行って   589

　　　　　　　香川県　綾川町国民健康保険綾上診療所　看護師 姫　田　和　美　　　　　　
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S17_教育Ⅰ

 83 高齢過疎地域の自治体病院における地域医療研修の試み   593

　　　　　　　石川県　金沢医科大学　総合医療学・能登北部地域医療研究所　医師

　　中　橋　　　毅　　　　　　

 84 看護実習コース（チャレンジナース）を通じた地域病院の活性化を目指した事業展開   596

　　　　　　　富山県　富山大学大学院　医学薬学研究部（医学）地域医療支援学講座　医師

　　有　嶋　拓　郎　　　　　　

S18_ターミナルケアⅠ

 86 エンゼルケアの見直し改善と、ケア改善前後のスタッフの意識の変化   599

　　　　　　　長崎県　日浦病院　4階急性期病棟　看護師 岩　本　　　学　　　　　　

 87 綾川町と老健あやがわにおける終末期ケアの取組み   603

 〜国診協事業に参加して〜

　　　　　　　香川県　介護老人保健施設あやがわ　看護師 松　本　育　代　　　　　　

 88 幸せな看取りのための一考察   607

　　　　　　　山形県　最上町立最上病院　医師 佐　藤　俊　浩　　　　　　

 89 施設での看取りを考える   611

 〜終末期にある者とその家族支援に関する事業に参加して〜

　　　　　　　秋田県　市立大森病院　医療ソーシャルワーカー 村　上　紀　一　　　　　　

 90 施設での看取り数の増加が当町に何をもたらすのか   614

　　　　　　　高知県　梼原町立国保梼原病院　医師 中　川　大　輔　　　　　　

D 1 _看護Ⅳ

 91 ウォーキングカンファレンスを取り入れた転倒防止のための環境調整   618

 〜入院前のベッド周囲の環境へ近づける試み

　　　　　　　山口県　周防大島町立大島病院　4階一般病棟看護科　看護師

 河　村　　　宙　　　　　　

 92 療養病棟「和み」   621

 〜安全で安心な心地良い療養生活を考える〜

　　　　　　　香川県　土庄町国民健康保険土庄中央病院　看護師

 浜　中　里　子　　　　　　

 93 ヒューマンエラーに着目した器材庫における5S活動の効果   625

　　　　　　　高知県　いの町立国民健康保険仁淀病院　看護師 内　藤　多映子　　　　　　

 94 摂食機能療法におけるチームアプローチの重要性   629

　　　　　　　広島県　安芸太田病院　看護師 国　好　浪　惠　　　　　　

 95 看護師・ケアワーカーの経験年数別コーピングの特性   632

　　　　　　　鳥取県　南部町国民健康保険西伯病院　看護師 三　浦　富　子　　　　　　

D 2 _看護Ⅴ

 96 ルーラルナース（地域のスペシャリスト）の織りなす患者看護師関係   636

　　　　　　　静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　医師 三　枝　智　宏　　　　　　

 97 病棟看護師のエンゼルケアに対する意識   640

　　　　　　　徳島県　つるぎ町立半田病院　看護師 岡　　　元　美　　　　　　

 98 看護補助者の育成と看護師との協働   644

　　　　　　　大分県　杵築市立山香病院　3病棟　看護師 山　口　あゆみ　　　　　　

 99 災害委員会の活動報告   649

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険上矢作病院　看護師 原　田　江里子　　　　　　
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100 血液浄化療法センターにおける血液透析患者の自己管理に影響を及ぼす傾向   654

 〜面接法を利用して〜

　　　　　　　千葉県　国保直営総合病院君津中央病院　看護師 清　藤　かおり　　　　　　

D 3 _看護Ⅵ

101 アクティビィティを用いた終末期患者の子供に対する精神的支援   658

　　　　　　　富山県　市立砺波総合病院　看護師 平　　　優　子　　　　　　

102 抗がん剤治療における有害事象の記録方法の改善   660

 ―CTCAEを利用した記録チャートで観察点を明確に―

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　看護師 早　川　香　織　　　　　　

103 眼脂の軽減を目指して   664

 〜看護師が継続できる眼清拭技術の統一化〜

　　　　　　　和歌山県　国保野上厚生総合病院　看護師 日　下　裕　子　　　　　　

104 切迫早産で入院中の初産婦の乳頭ケアの試み   667

　　　　　　　京都府　京丹後市立弥栄病院　5病棟　助産師 小　谷　典　子　　　　　　

105 自然排便への試み   672

 〜注入食に寒天を混入して〜

　　　　　　　鹿児島県　枕崎市立病院　看護師 岩　下　直　人　　　　　　

D 4 _介護Ⅱ

106 山間地域での暮らしを支えるために   676

 〜秩父市大滝地区の取り組みについて考える〜

　　　　　　　埼玉県　秩父市役所保健センター（大滝保健センター）　保健師　

　櫻　本　　　瞳　　　　　　

107 老健利用者を巻き込んだ施設の環境整備   680

　　　　　　　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　　　　　　

108 不穏の患者に安眠を   682

 〜オルゴール音楽の効果〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　介護福祉士 江　津　かおる　　　　　　

109 イラストを用いた体位のケアの情報共有化の試み   685

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　看護師 粥　川　恵美子　　　　　　

D 5 _介護Ⅲ

110 改良介護服「楽楽平野さん」   689

　　　　　　　愛知県　一宮市立木曽川市民病院　看護師 遠　島　由美子　　　　　　

111 診療所デイケアでの認知症予防のレクリエーション   693

 ―人形浄瑠璃と回想カルタ―

　　　　　　　兵庫県　洲本市国民健康保険五色診療所　介護員 柴　峠　百合代　　　　　　

112 新人介護職員の技術習得のためのチェックリストの作成と活用   697

　　　　　　　秋田県　市立大森病院　介護福祉士 朝　川　はるえ　　　　　　

113 老健利用者家族にアンケート調査を行って   700

　　　　　　　岐阜県　東白川村国保診療所附属介護老人保健施設　看護師

　田　口　恭　子　　　　　　

D 6 _臨床Ⅲ

114 大腿静脈カテーテルの上行腰静脈迷入についての検討   703

　　　　　　　秋田県　市立大森病院　医師 中　西　真　一　　　　　　
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115 大腿骨骨折患者における併存疾患の分析   706

　　　　　　　長崎県　日浦病院　事務部中央病歴管理　事務 大　串　朋　子　　　　　　

116 自宅退院できない患者の要因調査   709

 〜家族生活力量アセスメントスケール表を活用して〜

　　　　　　　香川県　さぬき市民病院　看護師 多　田　　　陽　　　　　　

117 有床診療所での看取りと地域での役割   713

　　　　　　　北海道　医療法人財団　夕張希望の杜　夕張市立診療所　医師

　髙　木　健太郎　　　　　　

118 当院における急性上気道炎の抗生剤処方に関する検討   716

　　　　　　　広島県　市立三次中央病院　医師 三　上　慎　祐　　　　　　

119 高齢者介護施設に入所中の高齢者における骨粗鬆症性骨折のリスクと骨粗鬆症の治療率   719

　　　　　　　宮城県　仙台赤十字病院　整形外科　医師 小　池　洋　一　　　　　　

120 ストラップ付きマウスピースはメリットが大きい   723

　　　　　　　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

　伊　藤　綾　子　　　　　　

D 7 _薬剤Ⅰ

121 外来患者の服薬支援への取り組み   726

 〜内服に関するアンケートを実施して〜

　　　　　　　愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院　看護師 青　山　紀　子　　　　　　

122 当院における持参薬利用の再検討   730

　　　　　　　福島県　公立藤田総合病院　薬剤部　薬剤師 武　田　　　梢　　　　　　

123 外来患者の服薬支援への取り組み（その2）　残薬の再確認   734

　　　　　　　愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院　医師 丹　羽　治　男　　　　　　

124 睡眠薬の処方状況と高齢者における服薬注意点   737

　　　　　　　大分県　杵築市立山香病院　薬剤科　薬剤師 後　藤　秀　樹　　　　　　

D 8 _薬剤Ⅱ

125 回復期病棟患者の服薬自己管理向上をめざして   739

　　　　　　　大分県　国東市民病院　看護師 龍　口　栄　子　　　　　　

126 色彩認識によるワクチン類管理のリスクマネージメント対策の検証   743

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　薬剤師 保　母　香　純　　　　　　

127 病棟薬剤業務を推進することによる医療の質と医療安全への影響   746

　　　　　　　神奈川県　大和市立病院　医療技術部薬剤科　薬剤師

 山　田　英　紀　　　　　　

128 慢性腎不全患者用吸着炭ゼリー製剤（カーボンソフト）の有用性に関する検討   750

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　薬剤師 荻　野　　　晃　　　　　　

D 9 _在宅医療・ケアⅣ

129 当地域の在宅医療・介護における多職種協働の現状   755

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　地域医療部　医師 中　津　守　人　　　　　　

130 訪問看護におけるアロマセラピーを取り入れた看護ケアの効果   758

　　　　　　　滋賀県　公立甲賀病院訪問看護ステーション　看護師

 北　山　恵理香　　　　　　

131 市販の増粘剤を使用して経腸栄養剤を半固形化にする手技の検討   762

　　　　　　　愛知県　津島市訪問看護ステーション　看護師 田　中　陽　子　　　　　　
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132 ICT情報共有システムを活用した医療と介護の連携推進   766

　　　　　　　愛知県　津島市健康福祉部　高齢介護課長寿福祉グループ

　　　　　　　　　　　医療ソーシャルワーカー 福　谷　大　助　　　　　　

133 電撃傷による痙直発作に麻酔薬投与と筋ストレッチを併用した治療   769

　　　　　　　北海道　鹿追町国民健康保険病院　理学療法士 三　好　拓　也　　　　　　

134 認知症患者の新たな地域支援と今後の課題   772

　　　　　　　富山県　南砺市民病院　作業療法士 斉　藤　洋　平　　　　　　

135 訪問診療は在宅死の割合を増やす要因となるのか   775

 〜在宅死に関わる因子の検討〜

　　　　　　　岐阜県　高山市国民健康保険久々野診療所　医師 松　久　雄　紀　　　　　　

D10_保健事業Ⅳ

136 特定保健指導にバイキング形式の栄養教室を取り入れてみて   779

　　　　　　　秋田県　にかほ市健康推進課　保健師 加　藤　　　隼　　　　　　

137 特定保健指導が翌年の特定健康診査受診に与える影響   782

　　　　　　　三重県　三重県国民健康保険団体連合会　保健師 的　屋　洋　子　　　　　　

138 特定保健指導利用率向上を目指した取り組みについて   784

　　　　　　　三重県　菰野町健康福祉課　保健師 北　川　貴　子　　　　　　

139 報徳病院と連携した特定保健指導   787

　　　　　　　三重県　大台町役場　保健師 村　田　恵　美　　　　　　

140 糖尿病におけるウォーキングの効果   790

　　　　　　　三重県　紀南病院・四日市羽津医療センター　臨床検査技師

　岡　本　恵　助　　　　　　

D11_保健事業Ⅴ

141 就寝時間による生活習慣の差について   793

 ―生活習慣アンケートの結果より―

　　　　　　　秋田県　にかほ市国民健康保険小出診療所　医師 和　田　智　子　　　　　　

142 健診まつりで健康アップ（がん検診受診率の向上への取り組みと課題）   797

　　　　　　　岐阜県　東白川村国保診療所　保健福祉部門　保健師

　平　松　里　彩　　　　　　

143 佐久間・水窪地域の健康運動教室   800

 〜トレーニング教室終了後も運動習慣を続けるために〜

　　　　　　　静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　理学療法士

 鈴　木　卓　也　　　　　　

144 運動教室をとおして地域住民の体力維持への取り組み   804

 〜運動教室参加者の身体の変化〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　保健師 岡　部　さくら　　　　　　

145 琴浦町と協会けんぽとの連携について   810

　　　　　　　鳥取県　琴浦町役場　保健師 濱　田　真　紀　　　　　　

D12_保健事業Ⅵ

146 特定健診受診率向上対策・地域の啓発活動について   814

　　　　　　　島根県　松江市保健センター保健企画係　保健師 岡　田　　　静　　　　　　

147 特定健診未受診者への外来での取り組み   818

　　　　　　　長崎県　平戸市立生月病院　看護師 岳　下　みつ代　　　　　　
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148 特定健診事業推進における特定健診等評価推進全体会議の役割について   822

　　　　　　　岐阜県　郡上市役所健康福祉部健康課　保健師 西　脇　麻菜美　　　　　　

149 健康福祉推進計画をもとに自殺予防対策を実施した経過   825

　　　　　　　岐阜県　郡上市役所健康福祉部健康課　保健師 上　村　喜美江　　　　　　

150 高浜町オリジナルの「体重記録表」を活用した減量支援   828

　　　　　　　福井県　高浜町役場保健課　保健師 畑　中　美優寿　　　　　　

D13_保健事業Ⅶ

151 国保連合会を軸とした市町村保健活動支援　第1報　年間医療費の算出   831

　　　　　　　福井県　福井県国民健康保険団体連合会　事務 平　鍋　守　正　　　　　　

152 国保連合会を軸とした市町村保健活動支援　第2報　地域保健活動の障壁　   834

　　　　　　　福井県　福井大学　医学部看護学科　保健師 北　出　順　子　　　　　　

153 国保連合会を軸とした市町村保健活動支援　第3報

　　 保健事業の推進のために必要な国保連合会の役割   837

　　　　　　　福井県　福井県国民健康保険団体連合会　保健師 柏　谷　美有紀　　　　　　

154 福島県における国民健康保険による受療状況の市町村別・月別推移に関する研究   840

 ―東日本大震災前後の変化とその特徴―

　　　　　　　福島県　福島県立医科大学　健康情報科学・疫学　医師

 林　　　正　幸　　　　　　

D14_感染防御Ⅰ

155 スタッフの手指衛生における教育介入と評価   847

 ―意識と行動の変化を目指して―

　　　　　　　茨城県　県西総合病院　看護師 中　根　愛　子　　　　　　

156 TDM実施により長期バンコマイシン注による治療が可能であった

　　 高齢MRSA化膿性膝関節炎の1例   851

　　　　　　　広島県　公立世羅中央病院　薬剤部　薬剤師 栗　原　晋太郎　　　　　　

157 紀南病院における特定抗菌薬届出制の取り組み   854

　　　　　　　三重県　紀南病院　看護師 根　本　保　正　　　　　　

158 地域包括医療の連携の中で伝える感染情報   857

 ―看護情報提供用紙で感染症情報を正しく伝えるために―

　　　　　　　広島県　市立三次中央病院　感染防止対策室　看護師

　三　苫　真理恵　　　　　　

159 感染予防の意識向上に対する取り組み   861

　　　　　　　山口県　下関市立豊田中央病院　看護師 沖　田　知　明　　　　　　

160 スーパー次亜水の除菌効果についての検討   864

　　　　　　　大分県　国東市民病院　臨床工学技士 松　丸　英　世　　　　　　

161 院内感染ラウンドの結果と考察   868

 〜ラウンド結果から改善に向けて〜

　　　　　　　三重県　玉城町国民健康保険玉城病院　看護師 野　崎　真　由　　　　　　

D15_安全管理Ⅰ

162 医療安全に関する職員の意識調査と今後の課題   872

　　　　　　　岡山県　矢掛町国民健康保険病院　リスクマネージャー

 岡　野　公　子　　　　　　
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163 5S活動での「整理」「整頓」の取り組み   876

 〜医療安全対策委員会から院内ラウンドの活動報告〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　看護師 吉　村　千　里　　　　　　

164 転倒・転落アセスメントスコアシートの改訂への取り組み   881

 〜転倒・転落防止における有用性の検証〜

　　　　　　　三重県　玉城町国民健康保険玉城病院　看護師 里　中　美　希　　　　　　

165 HTMLを用いた、災害時簡易マニュアルの作成   885

　　　　　　　静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　診療放射線技師

　山　崎　泰　弘　　　　　　

D16_連携Ⅱ

166 遠隔地からの旅行中に事故で要介護状態になった患者への退院支援   889

　　　　　　　富山県　黒部市民病院　看護師 川　田　佳代子　　　　　　

167 耳鼻咽喉科内視鏡における感染予防の問題点と対策   893

　　　　　　　神奈川県　小田原市立病院　医師 寺　﨑　雅　子　　　　　　

168 地域中核急性期病院と連携機関における看護の継続を図る試み　その1   897

 〜「加賀ケアねっと」の立ち上げ〜

　　　　　　　石川県　加賀市民病院　看護師 下　野　典　子　　　　　　

169 地域中核急性期病院と連携機関における看護の継続を図る試み　その2   902

 〜患者の日常生活状況を共有し自立を高める〜

　　　　　　　石川県　加賀市民病院　看護師 小　嶋　庸　代　　　　　　

170 「食形態マップ」の作成と地域包括型食支援の取り組み   908

　　　　　　　石川県　公立能登総合病院　歯科口腔外科　歯科医師 長　谷　剛　志　　　　　　

D17_施設内チーム医療Ⅰ

171 介護老人保健施設利用者の摂食嚥下障害への対応   911

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　言語聴覚士 大　西　智　史　　　　　　

172 職種間における退院支援の現状と課題   914

 〜アンケート調査を実施して〜

　　　　　　　大分県　豊後大野市民病院　看護師 川　野　洋　美　　　　　　

173 入退院支援センター設置に向けた取り組み   918

 〜多職種協働による支援体制の構築〜

　　　　　　　長野県　国保依田窪病院　看護師 柳　澤　早　苗　　　　　　

174 当院における緩和ケアチームの活動   921

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　看護師 岩　﨑　美　幸　　　　　　

175 チームで関わる患者支援   925

 〜退院への不安を明らかにして〜

　　　　　　　富山県　かみいち総合病院　北3階病棟　看護師 廣　瀬　真由美　　　　　　

D18_患者サービスⅡ

176 家族参加型レクリエーションについてスタッフのアンケート調査からみえてきた現状と

　　 今後の課題   928

　　　　　　　山口県　周防大島町立大島病院　療養病棟　看護師

 捧　　　涼　子　　　　　　

177 泌尿器外来における待ち時間の有効活用への取り組み   932

　　　　　　　神奈川県　茅ヶ崎市立病院　外来　看護師 横　川　由　起　　　　　　
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178 電子カルテ導入による外来患者と病院スタッフの満足度調査   937

　　　　　　　高知県　梼原町立国保梼原病院　看護師 中　越　俊　孝　　　　　　

179 外来患者・看護師の待ち時間に関する実態調査   941

　　　　　　　長崎県　国民健康保険平戸市民病院　看護師 髙　田　みき子　　　　　　

180 入院患者満足度を規定する因子構造に対するPDCAサイクルの影響   945

　　　　　　　富山県　射水市民病院　患者満足度・QC委員会　看護師

　大　永　佳　子　　　　　　

D19_リハビリⅠ

181 作業療法における急性期からのIADL導入   949

 〜回復期への申し送り〜

　　　　　　　神奈川県　茅ヶ崎市立病院　リハビリテーション科　作業療法士

　金　子　和　未　　　　　　

182 胃瘻増設後の長期リハビリで経口摂取可能となった注意障害のある

　　 ワレンベルグ症候群の1例   953

 〜回復期から一般病棟への継続〜

　　　　　　　愛知県　一宮市立木曽川市民病院　看護師 前　島　比佐子　　　　　　

183 座位不安定患者の車椅子座位への取り組みについて   956

　　　　　　　富山県　黒部市民病院　リハビリテーション科　理学療法士

　山　本　健　二　　　　　　

184 町は大きなホスピタル   961

 〜地域での嚥下機能評価が果たす役割を考える〜

　　　　　　　鳥取県　日南町国民健康保険日南病院　医師 尾　坂　妙　子　　　　　　

185 当院リハビリテーションにおける患者の動向報告   965

 〜症例を交えて〜

　　　　　　　長崎県　国民健康保険平戸市民病院　理学療法士 近　藤　由　佳　　　　　　

D20_歯科・口腔Ⅱ

186 新庄村における乳幼児齲蝕予防の取り組み   968

 ―齲蝕活動性試験の活用―

　　　　　　　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　　　　　　

187 口腔アセスメントに基づいた口腔ケア計画カードの作成とその効果   971

　　　　　　　長野県　市立大町総合病院　看護師 松　澤　隆　之　　　　　　

188 口腔ケアの標準化を検討して   977

 ―OAGアセスメントの一事例―

　　　　　　　岩手県　国民健康保険葛巻病院　看護科　看護師 鳥　居　美智子　　　　　　

189 マイオモニターによる咀嚼筋への刺激前後の口腔水分量の変化について   982

　　　　　　　滋賀県　公立甲賀病院　歯科口腔外科　歯科衛生士

 竹　内　則　子　　　　　　

190 認知症患者のQOL維持に専門的口腔ケアは有効なのか？   984

　　　　　　　広島県　公立みつぎ総合病院　歯科衛生士 佐　藤　春　菜　　　　　　

191 三瀬診療所の歯科治療と富士大和温泉病院との口腔ケア連携の現状について（第2報）   987

　　　　　　　佐賀県　佐賀市立国民健康保険三瀬診療所　歯科医師 

重　松　正　仁　　　　　　
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D21_リハビリⅡ

192 訪問リハビリテーションのリスク管理の向上   991

 〜リスクチェックシートの作成〜

　　　　　　　茨城県　（株）日立製作所　訪問看護ステーションたが　作業療法士

　山　田　恵　子　　　　　　

193 当院における訪問リハビリ事業の取組み   995

　　　　　　　岐阜県　下呂市立金山病院　理学療法士 金　山　悠　登　　　　　　

194 中津川市発達支援システムにおける、当院リハビリテーション技術科の関わり   998

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　作業療法士 吉　村　達　也　　　　　　

195 訪問リハにおける日常生活導入の課題について   1004

 〜訪問介護とサービス提供加算〜

　　　　　　　滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき　近江診療所　理学療法士

　新　川　雄　一　　　　　　

D22_連携Ⅲ

196 ICTによる情報共有ツールを用いた認知症地域支援モデルの構築   1009

 ―身体疾患患者へのメンタルケアモデル開発ナショナルプロジェクト―

　　　　　　　東京都　国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

　　　　　　　　　　　社会精神保健研究部　研究員 　大　森　由　実　　　　　　

197 地域に根付いた退院調整をめざして   1013

　　　　　　　岐阜県　下呂市立金山病院　看護師 池　戸　里　美　　　　　　

198 国保病院との連携事業   1017

 〜すくすく巡回訪問、すくすく巡回相談の実施を通して、療育支援のあり方を考える

　　　　　　　岐阜県　関ケ原町国保保健福祉総合施設やすらぎ　保健師

 伊　藤　典　子　　　　　　

199 「ほほえみ」を合言葉に   1021

 〜男性の居場所づくりと二次予防事業の自主活動化に向けた取り組み〜

　　　　　　　静岡県　地域包括支援センター北遠中央　ケアマネージャー 

田　中　紀　子　　　　　　

D23_教育Ⅱ

200 新人看護職員として「他施設研修」に参加して学んだこと   1025

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　看護師 日　野　真唯子　　　　　　

201 看護学生におけるコンタクトレンズの使用状況   1029

　　　　　　　熊本県　上天草市立上天草総合病院　医師 竹　下　哲　二　　　　　　

202 地域の拠点病院における医学生の臨床実習（外来診察実習）への患者の協力意識は高い   1033

　　　　　　　栃木県　自治医科大学地域医療学センター　医師 小　松　憲　一　　　　　　

203 慢性期病院における急変時シミュレーション研修の効果   1036

　　　　　　　愛知県　一宮市立木曽川市民病院　看護師 加　藤　　　泉　　　　　　

204 当地開催メディカルラリー   1043

　　　　　　　三重県　紀南病院　事務 清　水　裕　人　　　　　　

205 神通川プロジェクト2年目の活動報告   1046

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　医師 黒　木　嘉　人　　　　　　

206 みんなで語ろう哲西の地域医療   1052

 〜住民参加型の研修医報告会〜

　　　　　　　岡山県　哲西町診療所　医師 鈴　木　忠　広　　　　　　
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D24_連携Ⅳ

207 健康長寿埼玉プロジェクト・モデル事業「久喜市わし宮団地わくわく事業」における

　　 身体活動の効果検証   1058

　　　　　　　埼玉県　埼玉県立大学　保健医療福祉学部理学療法学科　理学療法士　

久保田　章　仁　　　　　　

208 口腔ケアネットワーク構築事業における摂食嚥下リハビリテーションに対する取り組み   1064

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　歯科保健センター　歯科医師

 後　藤　拓　朗　　　　　　

209 佐賀県糖尿病コーディネート看護師事業による小城市民病院での効果   1068

　　　　　　　佐賀県　小城市民病院　看護師 江　頭　早　苗　　　　　　

210 新たな視点で生活支援を考える   1071

 〜家族へのアプローチを通して〜

　　　　　　　広島県　公立みつぎ総合病院　保健師 石　田　奈奈恵　　　　　　

S19_臨床Ⅳ

211 インターフェロン（IFN）少量長期療法でもSVRが期待できる   1074

 〜当院でのC型慢性肝炎治療経験から〜

　　　　　　　岐阜県　東白川村国保診療所　医師 若　山　孝　英　　　　　　

212 児童、壮年、高齢者の血圧日内変動（24h-ABPM）の比較   1077

　　　　　　　富山県　金沢医科大学氷見市民病院　循環器内科　医師　

泉　　　洋　一　　　　　　

213 エコーガイドによる膀胱留置カテーテル挿入について   1080

　　　　　　　岩手県　奥州市国民健康保険前沢診療所　診療放射線技師

 山　田　　　勝　　　　　　

214 大腿骨頸部骨折治療成績向上にむけたアドバイス   1084

　　　　　　　長崎県　日浦病院　整形科　医師 廣　田　康　宏　　　　　　

215 笑いヨガを取り入れた呼吸リハビリテーション入院について   1087

　　　　　　　奈良県　吉野町国民健康保険吉野病院　医師 福　岡　篤　彦　　　　　　

S20_臨床Ⅴ

216 肺炎37症例の検討   1091

　　　　　　　北海道　鹿追町国民健康保険病院　医師 白　川　　　拓　　　　　　

217 離島有床診療所における入院患者の検討   1094

　　　　　　　大分県　姫島村国保診療所　医師 土　師　　　恵　　　　　　

218 前頭側頭型認知症のBPSDに対しフェルガード100Mが有効であった1例   1099

　　　　　　　山口県　周防大島町立東和病院　医師 中　安　一　夫　　　　　　

219 リバーロキサバン（イグザレルト）内服中に深部静脈血栓症を併発した1例   1102

　　　　　　　和歌山県　国保すさみ病院　医師 高　垣　有　作　　　　　　

220 膀胱から滑脱した巨大尿道結石の1例   1105

　　　　　　　富山県　金沢医科大学氷見市民病院　研修医 岩　田　嘉　文　　　　　　

S21_栄養管理

221 当診療所における糖尿病患者会「和良さつき会」参加前後の検査データの比較検討   1109

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域医療センター国保和良診療所　看護師

　島　田　紫　香　　　　　　
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222 術前経口補水療法の導入を試みて   1112

　　　　　　　千葉県　国保直営総合病院君津中央病院　臨床栄養科　栄養士

　宇津木　かすみ　　　　　　

223 経管栄養患者に対する補中益気湯の栄養改善効果の検討   1115

　　　　　　　秋田県　市立大森病院　栄養科　栄養士 佐々木　紗　貴　　　　　　

S22_臨床検査

224 プロトロンビン時間国際標準化比（PT-INR）の至適範囲内時間（TTR）からみた

　　 ワーファリンコントロールの現状とTTR代替指標の検討   1118

　　　　　　　大分県　国東市民病院　臨床検査技師 清　家　辰　徳　　　　　　

225 アミノインデックスによるがんリスクスクリーニング   1121

 〜住民検診への応用〜

　　　　　　　鳥取県　南部町国民健康保険西伯病院　医師 木　村　　　修　　　　　　

226 留置針による採血での溶血   1126

　　　　　　　岐阜県　下呂市立金山病院　臨床検査技師 長谷部　正　仁　　　　　　

227 乳がんエコー検診導入と今後の課題   1129

　　　　　　　神奈川県　大和市立病院　医療技術部臨床検査科　臨床検査技師

　谷ヶ城　良　太　　　　　　

229 健診におけるABC検診受診率と今後の課題   1133

　　　　　　　大分県　杵築市立山香病院　検査科　臨床検査技師

 杉　安　真　理　　　　　　

230 NIRSのアーチファクトの検討   1137

　　　　　　　三重県　紀南病院・三重大学大学院医学研究科　臨床検査技師　

岡　本　恵　助　　　　　　

S23_歯科・口腔Ⅲ

231 特別養護老人ホームにおける多職種連携による口腔ケアの効果   1140

　　　　　　　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　　　　　　

232 歯科技工室における感染対策   1146

　　　　　　　島根県　松江市立病院　歯科口腔外科　歯科技工士

 岩　成　　　信　　　　　　

233 骨再生のための不要抜去自家ATB（Auto-Tooth　Bone）移植   1149

　　　　　　　島根県　松江市立病院　歯科口腔外科　歯科医師 石　倉　信　造　　　　　　

234 日常臨床における咀嚼力判定ガムの使用経験   1154

　　　　　　　岐阜県　中津川市国保蛭川診療所　歯科医師 樋　田　貴　文　　　　　　

235 熊野市の乳幼児のう歯予防の取り組み   1157

　　　　　　　三重県　熊野市役所健康・長寿課　栄養士 栗　須　早　代　　　　　　

S24_保健事業Ⅷ

236 名張市生活習慣病予防重点プロジェクト   1161

 〜ばりばり現役プロジェクト〜の取組（その1）

　　　　　　　三重県　名張市役所市民部保険年金室　保健師 石　田　和歌子　　　　　　

237 名張市生活習慣病予防重点プロジェクト   1164

 〜ばりばり現役プロジェクト〜の取組（その2）

　　　　　　　三重県　名張市役所健康福祉部健康支援室　保健師

 柴　垣　維　乃　　　　　　
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238 通所型介護予防事業の現状と課題   1167

 〜事業終了者へのアンケート調査より〜

　　　　　　　広島県　公立みつぎ総合病院　看護師 宮　崎　美由紀　　　　　　

239 助産師として「いのちの教育」への関わり   1170

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　助産師 原　　　しおり　　　　　　

240 小児健康教室   1174

 〜アフターファイブスリムアップ〜への取組（第2報）

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　リハビリテーション科　理学療法士

　高　橋　由　季　　　　　　

S25_連携Ⅴ

241 吉槻診療所と地域の5年後を考える   1177

　　　　　　　滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき　医師 臼　井　恒　仁　　　　　　

242 国のIT活用戦略と当院の電子カルテ閲覧システム   1181

 〜iPad活用による医療連携〜

　　　　　　　広島県　市立三次中央病院　医師 永　澤　　　昌　　　　　　

243 南海トラフ巨大地震に備えて   1185

 〜職員と地域が一丸となって取り組んだ西土佐診療所の防災訓練〜

　　　　　　　高知県　四万十市国民健康保険西土佐診療所　医師

 西　村　光太郎　　　　　　

244 退院前カンファレンスの意義   1189

　　　　　　　宮城県　涌谷町国民健康保険病院　医療ソーシャルワーカー

　佐々木　　　敦　　　　　　

245 当院における超音波検査の有用性の検討   1191

 〜超音波検査は地域医療に貢献することができる〜

　　　　　　　宮崎県　串間市民病院　臨床検査技師 川　俣　貴　靖　　　　　　

246 定住からみた地域包括ケアにおいて地域中核公的病院に求められるビジョン   1194

　　　　　　　埼玉県　秩父市立病院　医師 神　山　英　範　　　　　　

S26_教育Ⅲ

247 へき地糖尿病患者の療養生活を支援し守る為、スタッフ養成に携わって   1197

 〜源流から大河へ〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　薬剤師 西　尾　　　晃　　　　　　

248 医療従事者における心肺蘇生法の技術評価に関する疫学調査   1202

　　　　　　　富山県　金沢医科大学氷見市民病院　看護師 酒　井　洋　美　　　　　　

249 医学生の地域医療実習に取り組んだ3年間の経験   1207

　　　　　　　香川県　綾川町国民健康保険陶病院　医師 川　上　和　徳　　　　　　

250 医学生による地域医療臨床実習項目に対する必要性の認識の実習前後変化   1212

　　　　　　　兵庫県　神戸大学大学院　医学研究科地域医療教育学部門　医師　

岡　山　雅　信　　　　　　

S27_感染防御Ⅱ

251 感染防止対策加算2算定のために行った事項とその効果について   1215

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　看護師 福　井　陽　子　　　　　　

252 当院職員における麻しん抗体価保有状況の検討   1219

　　　　　　　大分県　杵築市立山香病院　医師 半　田　陽　祐　　　　　　
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253 東白川村の小中学校で流行したB型インフルエンザの伝播状況と学級閉鎖の効果   1223

　　　　　　　岐阜県　東白川村国保診療所　臨床検査技師 纐　纈　利　久　　　　　　

S28_安全管理Ⅱ

254 当院におけるKYTの取り組み、ヨシ！   1226

　　　　　　　三重県　紀南病院　看護師 庄　司　育　代　　　　　　

255 病棟での転倒予防のための取り組み   1228

 〜転倒報告書・看護師の意識調査を通して〜

　　　　　　　山形県　小国町立病院　病棟　看護師 小　関　　　恵　　　　　　

256 当施設の安全管理対策の組織全体での取り組み   1231

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域医療センター国保和良診療所　検査技師

　蒲　　　和　男　　　　　　

257 臨床工学技士による当院の透析患者監視装置保守管理   1235

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　MEサービス科　臨床工学技士

 笹　山　奈美子　　　　　　

258 病院新築2年目の手術室における避難訓練   1238

 ―新病院における災害対策と災害発生時行動手順の検討―

　　　　　　　滋賀県　高島市民病院　助産師 岡　田　裕　子　　　　　　

259 医薬品安全使用のための多職種情報共有   1243

 〜「医薬品安全使用情報」の作成〜

　　　　　　　広島県　公立みつぎ総合病院　薬剤師 本　田　直　子　　　　　　

260 住環境を整え転倒転落を減らす（住環境チェック表を利用しての試み）   1247

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　療養病棟　介護福祉士

　原　　　八千世　　　　　　

S29_リハビリⅢ

261 通所型介護予防事業運営の課題   1250

 〜リハビリテーション科が行った内容から

　　　　　　　宮城県　涌谷町町民医療福祉センター　診療部リハビリテーション科

　　　　　　　　　　　理学療法士 　氏　家　芳　彦　　　　　　

262 長期入院療養中ALS患者の精神的安定を考慮したリハビリスタッフの役割について   1252

　　　　　　　長野県　諏訪中央病院リハビリテーション科　理学療法士

　大　橋　淳　司　　　　　　

263 在宅生活継続のための連携「環境調整を行いトイレ動作が自立した症例を通して」   1256

　　　　　　　山形県　最上町立最上病院　理学療法士 田　中　宏　明　　　　　　

264 リハビリ職とボランテイア介入による地域性を生かした横手市西部介護予防事業の

　　 取り組み   1260

 ―心も体もあんべいいな―

　　　　　　　秋田県　市立大森病院　理学療法士 小　松　真希子　　　　　　

265 人工膝関節全置換術後の歩行能力回復への阻害要因と獲得時期の指標   1263

　　　　　　　新潟県　南魚沼市立ゆきぐに大和病院　理学療法士

 高　橋　　　彩　　　　　　

S30_リハビリⅣ

266 看護師が施行する“ついでリハ”の検証：勉強会開催後に定着しているか？   1266

　　　　　　　神奈川県　平塚市民病院　理学療法士 田　代　義　明　　　　　　
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267 回復期リハビリテーション病棟における歩行自立への取り組み   1269

 〜歩行自立判定スケールを用いて〜

　　　　　　　広島県　公立みつぎ総合病院　理学療法士 平　井　佳　晃　　　　　　

268 日常生活動作能力（ADL）の改善に影響する要因の検討   1273

　　　　　　　大分県　国東市民病院　理学療法士 園　田　恭　子　　　　　　

269 リハビリテーションと栄養補助食品によってサルコペニア、運動器不安定症は

　　 改善するのか？   1278

　　　　　　　長崎県　日浦病院　理学療法士 久　松　健　二　　　　　　

270 高齢者に対する自転車を用いたパワー向上トレーニング   1282

　　　　　　　岐阜県　東白川村国保診療所　理学療法士 伊　神　和　史　　　　　　

S31_施設内チーム医療Ⅱ

271 摂食嚥下機能評価パスの有用性の検討   1285

　　　　　　　富山県　南砺市民病院　医師 大　浦　　　誠　　　　　　

272 当院における摂食嚥下障害への取り組みと現況   1290

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　栄養サポートチーム　医師

　工　藤　　　浩　　　　　　

273 山間部のがん診療連携拠点病院における緩和ケア充実の工夫   1294

 ―専従スタッフ配置による緩和ケアチーム刷新の効果―

　　　　　　　広島県　市立三次中央病院　緩和ケア内科　医師 佐　伯　俊　成　　　　　　

274 先進的遠隔管理システムによる在宅重症心不全患者の再入院予防   1297

　　　　　　　富山県　射水市民病院　多職種心不全患者支援チーム（SYMPAT）　看護師

　中　井　章　子　　　　　　

275 当院における糖尿病指導の取り組み   1301

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　医師 桐　井　宏　和　　　　　　

S32_医師・看護師確保Ⅰ、住民団体Ⅰ

276 新人看護師のリアリティショックにおける現状を把握して   1306

　　　　　　　京都府　公立南丹病院　看護師 迫　尾　麻　里　　　　　　

277 僻地診療所をとりまく地域の支援   1309

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市河合診療所　事務 上　野　一　江　　　　　　

278 平戸と長崎大学で育てる地域医療・第2報   1313

 〜ながさき県北地域医療コンソーシアムによる地域医療人教育の点から面への展開〜

　　　　　　　長崎県　長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構　医師

　中　桶　了　太　　　　　　

279 地域医療振興協会による岐阜県及び滋賀県にて展開した県境を超えた

　　 医師派遣システムについて   1317

　　　　　　　滋賀県　（公社）地域医療振興協会　米原市国民健康保険近江診療所　医師

　西　脇　健太郎　　　　　　

280 地元住民と地域医療を考える運動   1320

 〜病院祭から病院を守る会設立へ〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　事務 川　上　清　秋　　　　　　

D25_看護Ⅶ

282 自宅退院する脳卒中患者への退院指導   1324

 〜脳卒中あんしん連携ノートを使用して〜

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　看護師 高　橋　健　太　　　　　　
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283 患者・家族が安心できる退院支援充実を目指して   1327

　　　　　　　香川県　土庄町国民健康保険土庄中央病院　看護師

 浦　野　由美子　　　　　　

284 病棟から在宅へ継続したケアを目指して   1331

 〜病棟看護師が退院前後に自宅訪問を行って〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　看護科　看護師

 荒　家　千　夏　　　　　　

285 当院の脳外科疾患患者の自宅退院を困難にしている要因   1334

　　　　　　　福島県　公立藤田総合病院　5階東病棟　看護師 柳　沼　純　子　　　　　　

286 患者本位の退院支援を考える   1338

　　 ［訪問看護師との合同訪問による意識改善への取り組み］　

　　　　　　　岩手県　一関市国民健康保険藤沢病院　看護師 畠　山　貴　江　　　　　　

D26_保健事業Ⅸ

287 当院の運動教室の効果検証と今後の課題   1341

　　　　　　　岐阜県　郡上市国保白鳥病院　理学療法士 渡　瀬　恵　美　　　　　　

288 レセプトデータ・健診データの突合による医療費分析   1344

　　　　　　　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／准教授

　鈴　木　寿　則　　　　　　

289 集団方式による乳幼児予防接種の評価   1348

　　　　　　　奈良県　山添村国民健康保険波多野診療所　医師 松　島　俊　裕　　　　　　

290 最上町におけるお酒とタバコ調査（第二報）   1352

 〜成人式でのアンケートを試みて〜

　　　　　　　山形県　最上町健康福祉課　保健師 今　野　由　佳　　　　　　

291 特定健診自庁システム運用の効果について   1355

　　　　　　　岐阜県　郡上市役所健康福祉部健康課　事務 石　田　　　紡　　　　　　

D27_看護Ⅷ

292 認知症患者への看護ケアの統一　【BPSDの対応と課題】   1358

　　　　　　　茨城県　県西総合病院　看護師 伊佐木　正　利　　　　　　

293 胃内視鏡検査を安心して受けてもらう為の職員教育   1362

　　　　　　　岐阜県　郡上市国保白鳥病院　看護師 大　洞　典　子　　　　　　

294 全身麻酔下で手術を受ける患児家族の術前オリエンテーションへの理解度   1365

 〜術前パンフレットの作成〜

　　　　　　　千葉県　国保直営総合病院君津中央病院　看護師 栗　原　千　佳　　　　　　

295 腹部エコー検査における女性患者の羞恥心軽減の為の工夫   1369

　　　　　　　岐阜県　東白川村国保診療所　看護師 苅　田　和　子　　　　　　

296 大腸内視鏡検査を受ける患者への検査説明ファイル貸し出しの有効性について   1372

　　　　　　　岐阜県　東白川村国保診療所　看護師 今　井　利　佳　　　　　　

D28_看護Ⅸ

297 要介護高齢者にシンバイオティクスを取り入れて   1376

　　　　　　　香川県　綾川町国民健康保険陶病院　看護師 三　谷　友香理　　　　　　

298 歩行時に見守りが必要な患者に足指じゃんけん体操を試みて   1381

　　　　　　　秋田県　にかほ市国民健康保険小出診療所　看護師

 佐々木　みちる　　　　　　
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299 退院支援看護師として地域連携に関わって思う事   1384

　　　　　　　愛媛県　久万高原町立病院　看護師 梶　原　　　札　　　　　　

300 退院支援と退院調整に関わる病棟看護師の直面する問題   1388

　　　　　　　鳥取県　日南町国民健康保険日南病院　看護師 木　山　美　樹　　　　　　

301 脳血管障害患者のための退院支援フローチャート導入後の効果   1393

　　　　　　　千葉県　国保直営総合病院君津中央病院　看護師 高　木　晴　夏　　　　　　

302 術前処置のマニュアル化を図って   1396

 〜統一した看護の提供と看護師の不安の軽減を目指して〜

　　　　　　　岐阜県　郡上市国保白鳥病院　看護師 曽　我　美　咲　　　　　　

D29_看護Ⅹ

303 褥瘡ゼロになったのはなぜ？   1400

 〜誰もができるんです〜

　　　　　　　愛知県　一宮市立木曽川市民病院　看護師 田　中　美智代　　　　　　

304 「フットケア外来を立ちあげた実状と方向性」地域と連携した継続ケアをめざして   1405

　　　　　　　岐阜県　下呂市立金山病院　看護師 石　田　寿　恵　　　　　　

305 しずさんを救え！廃用症候群の患者へのアプローチ   1408

　　　　　　　滋賀県　米原市国民健康保険近江診療所　看護師 谷　口　智賀子　　　　　　

306 フットケア外来からの課題と新たな試み   1412

　　　　　　　岩手県　一関市国民健康保険藤沢病院　看護師 三　浦　和　子　　　　　　

307 酸素マスクによる医原性皮膚損傷を予防するための保護用具作成   1417

 〜プレスケールを用いて〜

　　　　　　　和歌山県　公立那賀病院　看護師 津　田　二三代　　　　　　

D30_看護Ⅺ

308 看護師の負担軽減策が休日日勤の看護サービスに及ぼす影響   1422

　　　　　　　山口県　周防大島町立橘病院　看護師 廣　本　好　美　　　　　　

309 人工呼吸器装着中のALS患者のQOL継続調査   1426

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　看護師 岩　佐　直　美　　　　　　

310 接遇マナーは心の礎（いしずえ）   1430

 〜事例集から学ぶ医療接遇と取り組み姿勢改善効果について〜

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　看護師 神　田　敏　子　　　　　　

311 両下腿切断に至ったうつ病患者の在宅復帰支援の関わり   1433

　　　　　　　富山県　南砺市民病院　看護師 中　谷　めぐみ　　　　　　

312 外来夜勤における看護師のストレスの要因   1436

　　　　　　　京都府　京丹後市立久美浜病院　看護師 辻　　　弥　生　　　　　　

313 病の体験の語りから2型糖尿病患者の理解を深めた1事例   1441

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　看護師 柴　田　万智子　　　　　　

D31_放射線

314 当院におけるオートプシー・イメージング（Ai）の現状   1444

　　　　　　　宮崎県　串間市民病院　診療放射線技師 山　野　雅　広　　　　　　

315 放射線科検査予約連携の改良　アンケート調査から   1448

　　　　　　　滋賀県　公立甲賀病院　医療技術部診療放射線課　診療放射線技師

　宮　本　義　嗣　　　　　　

316 CTコロノグラフィーを導入して   1451

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　診療放射線技師 今　井　仁　志　　　　　　
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317 胸腰椎X線単純撮影における新鮮脊椎圧迫・偽関節評価の有用性   1456

　　　　　　　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　　　　　　

318 当院における腰椎正面撮影法   1460

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　診療放射線技師

　田　口　リ　エ　　　　　　

D32_連携Ⅵ

319 特別養護老人ホームでの看取りへのかかわり   1465

　　　　　　　富山県　かみいち総合病院　医師 佐　藤　幸　浩　　　　　　

320 特別養護老人ホームでの終末期入所者の「その人らしい最期」を支えることを目指して   1468

　　　　　　　富山県　かみいち総合病院　看護師 大　井　亜　紀　　　　　　

321 住民と共有する地域医療を目指すための要望調査   1473

 〜出前講座を利用したグループインタビュー〜

　　　　　　　石川県　公立宇出津総合病院　看護師 吉　井　絹　枝　　　　　　

322  住民―行政―医療―介護のコラボレーションによる地域ケアワークショップ「コラボ☆ラボ」

の全国展開   1481

　　　　　　　福井県　高浜町国民健康保険和田診療所　医師 井　階　友　貴　　　　　　

323 小児から高齢者までの地域包括ケアを目指して   1485

 〜市行政と連携して進める新施設構想について〜

　　　　　　　滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき　医師 中　村　泰　之　　　　　　

324 広域な糖尿病地域連携委員会の報告   1489

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　医師 信　太　　　博　　　　　　

D33_施設内チーム医療Ⅲ

325 当院の検査科におけるICT活動の取り組み   1492

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険飛騨市民病院　臨床検査技師

 横　山　昇　一　　　　　　

326 設立10年目を迎えるNSTと今後の展望   1495

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　管理栄養士 要　石　真　利　　　　　　

327 NSTが地域でできること   1498

 〜在宅で介護するために〜

　　　　　　　宮崎県　国民健康保険高原病院　管理栄養士 小　城　　　恵　　　　　　

328 無床診療所における院内トリアージの取り組み   1501

　　　　　　　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　　　　　　

329 糖尿病連携パス運用の取り組みについて（紹介）   1505

　　　　　　　広島県　安芸太田病院　栄養士 宍　戸　明　子　　　　　　

D34_事務職（診療施設・国保連合会）

330 在宅保健師による特定健診未受診者電話勧奨を実施して   1508

　　　　　　　栃木県　栃木県国民健康保険団体連合会　保健師 小　森　裕　子　　　　　　

331 受診勧奨ハガキによる特定健診未受診者対策に取り組んで   1514

　　　　　　　愛知県　愛知県国民健康保険団体連合会　事務 鈴　木　尚次郎　　　　　　

332 保険者協議会における医療費分析事業の取り組み   1517

 〜疾病分類別医療費等の状況から〜

　　　　　　　島根県　島根県国民健康保険団体連合会　事務 小　室　範　明　　　　　　
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333 病院原価管理手法の導入による経営改革をはじめとする収益改善の取組みについて   1520

　　　　　　　神奈川県　小田原市立病院　事務 武　井　章　哲　　　　　　

334 在宅保健師等による支援事業   1523

 〜重複・頻回受診者への訪問指導の効果〜

　　　　　　　埼玉県　埼玉県国民健康保険団体連合会　保健師 加　藤　一二三　　　　　　

335 岐阜県国保連合会独自システムを活用した医療費分析事業の取り組み   1526

　　　　　　　岐阜県　岐阜県国民健康保険団体連合会　保健師 上　野　牧　子　　　　　　

D35_在宅医療・ケアⅤ

336 右片麻痺で気管切開管理を要する患者が在宅へ   1529

 〜退院後の自宅訪問から見えた退院支援の課題〜

　　　　　　　島根県　町立奥出雲病院　看護師 嵐　谷　千　春　　　　　　

337 在宅医療における薬剤師業務の現状分析   1533

　　　　　　　岐阜県　岐阜薬科大学　実践社会薬学研修室　学生

 上　村　里　菜　　　　　　

338 在宅療養を続けていくための居宅介護支援事業所としての役割   1536

　　　　　　　兵庫県　洲本市国民健康保険五色診療所　看護師 佐　古　生　代　　　　　　

339 多職種による在宅訪問の取組みと今後の課題   1540

　　　　　　　香川県　高松市民病院塩江分院　薬剤師 近　藤　美千代　　　　　　

340 安心して在宅療養できるシステム作り   1544

 〜ITを利用した在宅における歯科を起点とする多職種協働〜

　　　　　　　香川県　三豊総合病院　地域医療部　歯科医師 木　村　年　秀　　　　　　

341 「看取りについての準備ノート」作成中。   1548

 〜在宅看取りをされたご家族にインタヴューをしてみえた事〜

　　　　　　　滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき　看護師 水　上　幸　子　　　　　　

342 住み慣れた地域で安心して暮らすために   1554

 〜超高齢地域における在宅医療と地域コミュニティー〜

　　　　　　　和歌山県　国保すさみ病院　看護師 松　窪　順　子　　　　　　

D36_医師・看護師確保Ⅱ、住民団体Ⅱ

343 院内保育所＂森のこハウス＂始めました   1558

　　　　　　　秋田県　市立大森病院　事務局　事務 備　前　　　寿　　　　　　

344 離島の看護体制を維持するための一考察   1562

 〜Iターン看護師へのアンケート調査から〜

　　　　　　　島根県　隠岐広域連合立隠岐病院　島根県地域医療支援　コーディネータ

　野　島　慶　明　　　　　　

345 地域における整形外科医   1566

 〜そのニーズと対応〜

　　　　　　　静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　医師 原　　　律　人　　　　　　

346 何が住民活動を継続させるのか？福井県高浜町の住民有志団体

　　 「たかはま地域医療サポーターの会」の5年間を振り返って   1571

　　　　　　　福井県　たかはま地域医療サポーターの会　医師 井　階　友　貴　　　　　　

D37_診療施設の運営・管理

347 廃棄血削減への取組み   1576

　　　　　　　広島県　市立三次中央病院　臨床検査技師 熊　澤　鈴　子　　　　　　
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348 夜間の外来診察制限を施行して   1579

　　　　　　　愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院　看護師 伊　藤　たづ乃　　　　　　

349 検査科における経費削減の取り組み   1582

　　　　　　　徳島県　つるぎ町立半田病院　検査技師 長　瀬　襟　加　　　　　　

D38_ターミナルケアⅡ

350 エンゼルケアを一緒に行った家族の思い   1586

　　　　　　　広島県　公立みつぎ総合病院　看護師 高　橋　真　実　　　　　　

351 施設に於ける看取りケアで学んだこと   1589

　　　　　　　秋田県　東成瀬村特別養護老人ホーム幸寿苑　看護師

 佐々木　エミ子　　　　　　

352 低栄養状態看取り患者に対する褥瘡予防   1592

 〜実践してきた看護ケアからそのヒントを考える〜

　　　　　　　大分県　国東市民病院　看護師 清　末　浜　子　　　　　　

D39_保健事業Ⅹ

353 妊産婦とパートナーを対象とした禁煙サポートのとりくみ   1595

　　　　　　　岐阜県　郡上市役所健康福祉部健康課　保健師 蒲　　　とよみ　　　　　　

354 当院における病気休暇の実態：労働衛生管理活動における集計結果から   1598

　　　　　　　岐阜県　国民健康保険坂下病院　保健師 吉　村　　　隆　　　　　　

355 食生活から考える糖尿病   1601

　　　　　　　岐阜県　関ケ原町国保保健福祉総合施設やすらぎ　栄養士 

澤　頭　さやか　　　　　　

356 地域の基本チェックリスト結果の分布は情報収集のやり方で違いがあるか？   1605

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域包括支援センター　保健師 末　武　麻悠子　　　　　　

D40_保健事業Ⅺ

357 元気アップ教室参加者と非参加者の5年後の実態把握   1608

　　　　　　　香川県　三豊市役所介護保険課内地域包括支援センター　理学療法士

　中　塚　久美子　　　　　　

358 特定健診質問票項目と予後（第1報）：心脳血管疾患罹患との関連   1612

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域医療センター　医師 後　藤　忠　雄　　　　　　

359 特定健診質問票項目と予後（第2報）：総死亡との関連   1614

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域医療センター　医師 後　藤　忠　雄　　　　　　

360 当地域における脳卒中の危険因子及びその人口寄与危険割合の検討   1617

　　　　　　　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　　　　　　

D41_その他

361 看護部における認定看護師の認知度と活用状況から、今後の活動を考える   1620

　　　　　　　神奈川県　平塚市民病院　看護師 浅　沼　絵　美　　　　　　

362 初期研修医のみた地域包括医療・ケア   1624

　　　　　　　広島県　公立みつぎ総合病院　研修医 大　西　圭　一　　　　　　

363 看護師による各地区へ出向いての定期的な健康講話   1626

　　　　　　　岡山県　哲西町診療所　看護師 高　瀬　佳　子　　　　　　

364 郡上市地域包括ケアネットワーク研究会の活動について　第1報；立ち上げ   1631

　　　　　　　岐阜県　郡上市地域包括支援センター　保健師 羽　土　小枝子　　　　　　
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365 郡上市地域包括ケアネットワーク研究会の活動について　第2報；活動経過  1634

岐阜県　郡上市地域包括支援センター　社会福祉士

鈴　木　雅　秀

366 部署目標のPDCAサイクルを回すための取り組み  1637

〜MaINの調査結果を活用して〜

和歌山県　公立那賀病院　看護師 藤　本　美　幸
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