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岐阜県　県北西部地域医療センター国保白鳥病院　ケアマネージャー

… 竹　下　真由美

 79　体圧分散マットレスの管理方法を見直して……………………………………………………………………… 545

埼玉県　川口市立医療センター　看護師… 飯　塚　貴　美

S17_ 診療施設の運営・管理Ⅱ、情報開示・IT
 80　国保診療所は民営化によって経営改善するのか？……………………………………………………………… 548

香川県　まんのう町国民健康保険造田歯科診療所　歯科医師

… 木　村　年　秀

 81　複数の慢性疾患を有する住民に対する IT を用いた地域包括医療の試み… ………………………………… 552

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　研究職… 大　森　由　実

 82　当院における療養病棟の現状と今後……………………………………………………………………………… 557

宮城県　涌谷町国民保険病院　療養病棟　看護師… 日　野　淳一郎

 83　電子カルテ導入による変化………………………………………………………………………………………… 561

～「もがみネット」について～

山形県　最上町立最上病院　診療放射線技師… 結　城　　　健
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S18_ 医師・看護師確保Ⅰ、その他Ⅰ
 84　特別養護老人ホーム入所者の早期再入院を抑制するために…………………………………………………… 565

～早期再入院危険因子の検討～

広島県　公立みつぎ総合病院　医師… 尾　下　豪　人

 85　地域ぐるみで総合診療専門医を育てよう………………………………………………………………………… 568　

～ちちぶ医療協議会の医師育成の取り組み～

埼玉県　ちちぶ医療協議会　秩父市長・医師… 久　喜　邦　康

 86　医療におけるソーシャルワークの実践…………………………………………………………………………… 571

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

… 冨　田　悠　介

 87　血液透析患者における身体活動量と健康関連 QOL… ………………………………………………………… 574

香川県　四国学院大学　健康運動指導士… 片　山　昭　彦

 88　薬剤混合過程における手指衛生のタイミングの統一化を目指して…………………………………………… 577

和歌山県　国保野上厚生総合病院　看護師… 松　本　幾久子

D 1 _ 看護Ⅳ
 89　健康増進外来での看護師の関わりから生活習慣が改善された 1 例…………………………………………… 581

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

 90　胎児が予後不良な染色体異常と診断された妊婦のケアを行う上で助産師が大切にしていること………… 584

埼玉県　川口市立医療センター　助産師… 鶴　見　佳　奈

 91　下肢の内転、内旋位での拘縮が強い患者に対して排泄援助を見直した事例報告…………………………… 587

山口県　山口県周防大島町立橘病院　看護師… 大　山　哲　生

 92　地域の療養病棟としての看取りの看護の在り方………………………………………………………………… 590

～看取りに対する家族の満足度調査から～

山口県　美祢市立美東病院　看護師… 三　上　栄　子

 93　入院高齢患者の認知症の行動・心理症状の心身ケア依存度への影響………………………………………… 594

静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　看護師… 藤　原　美由紀

D 2 _ 看護Ⅴ
 94　当院におけるフットケアの現状…………………………………………………………………………………… 598

～フットケアの落とし穴～

愛知県　一宮市立木曽川市民病院　看護師… 羽　土　貴　之

 95　療養病棟におけるレクリエーション定着に向けての取り組み………………………………………………… 602

茨城県　県西総合病院看護部　看護師… 永　山　知　子

 96　お待たせしない看護に向けての取り組み………………………………………………………………………… 606

大分県　国東市民病院　看護師… 手　島　千　賀

 97　3 交代制から 2 交代制への業務改善の取り組み………………………………………………………………… 609

～病棟・外来看護師の協力で入院患者と夜間の外来患者への対応を行って～

宮崎県　国民健康保険高原病院　看護師… 梅　木　千　恵

 98　一般外来における院内トリアージの継続・課題へのアプローチ……………………………………………… 612

長崎県　国民保険平戸市民病院　外来看護班　看護師

… 柴　山　　　剛
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D 3 _ 看護Ⅵ
 99　泌尿器科癌患者への看取りの看護に対する看護師の認識の変化……………………………………………… 617

石川県　公立松任石川中央病院　看護師… 市　村　智　代

100　高齢者の内服自己管理に向けた服薬指導………………………………………………………………………… 620

～ J-RACT の評価基準を用いた看護計画の導入～

茨城県　県西総合病院　看護師… 吉　原　諭　子

101　混合病棟でのナースコール減少への取り組み…………………………………………………………………… 624

～看護介入を試みて～

山口県　下関市立豊田中央病院　看護部　看護師… 白　石　裕　美

102　神経難病患者への看護介入の振り返りからの課題……………………………………………………………… 628

岐阜県　国民健康保険関ケ原病院　看護師… 横　山　理　子

103　手術終了を待つ家族への援助……………………………………………………………………………………… 632

～患者家族への術中訪問を試みて～

高知県　いの町立国民健康保険仁淀病院　看護師… 井　上　千　加

D 4 _ 保健事業Ⅳ、事務職 
104　特定健康診査情報提供事業の取組みについて…………………………………………………………………… 635

鹿児島県　鹿児島県国民健康保険団体連合会　事務… 大　村　　　猛

105　親と子の健康料理教室の取組みについて………………………………………………………………………… 640

秋田県　にかほ市健康推進課　栄養士… 岩　井　亮　子

106　保険者協議会における医療費分析事業の取り組み【第 2 報】… ……………………………………………… 644

～市町村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　保健師… 長　岡　奈　美

107　電話による特定健康診査受診勧奨の効果検証…………………………………………………………………… 648

埼玉県　川越市保健医療部国民健康保険課　保健師… 有　馬　理　恵

108　国保・保健・介護関係職員が協働して取り組む健康なまちづくり第 2 報　 

データを活用し、市の健康課題の共有から保健事業の企画へ………………………………………………… 652

愛知県　愛知県豊川市保険年金課　保健師… 佐　野　弥　生

109　特定保健指導利用率向上にむけて………………………………………………………………………………… 656

～保険者の取組事例とチェックリスト～

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

110　「データヘルス計画」における保険者の取り組み… …………………………………………………………… 660

～保険者へのアンケート調査より～

東京都　東京都国民健康保険団体連合会　事務… 飯　田　智　子

D 5 _ 教育Ⅱ 
111　医学生の地域医療研修に対する医師への意識調査……………………………………………………………… 663

富山県　かみいち総合病院　診療部　医師… 佐　藤　幸　浩

112　医師不足地域の中小病院における地域医療研修から、研修医は何を学んでくれたのか…………………… 667

千葉県　東庄町国民健康保険　東庄病院　医師… 髙　石　佳　則

113　より充実した地域医療研修を行うための試み…………………………………………………………………… 671

埼玉県　国保町立小鹿野中央病院　事務… 茂　木　経　夫
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D 6 _ 保健師Ⅰ、ターミナルケアⅠ、住民団体Ⅰ 
114　医療過疎地域において多死社会に対応するための住民教育…………………………………………………… 675

富山県　南砺市上平診療所　医師… 河　合　皓　太

115　看取りに対する職員の意識調査…………………………………………………………………………………… 679

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　郁　子

116　高齢化の進む山間部における保健師活動………………………………………………………………………… 682

埼玉県　小鹿野町保健課　保健師… 木　村　春　香

117　健診者の行動変容のきっかけからみた一考察…………………………………………………………………… 684

～日々の保健指導の振り返り～

長野県　諏訪中央病院　ドック健診センター　保健師

… 小　平　絵理子

118　「地域健康づくりシンポジウム & がん検診推進タウンミーティング」事業が 

市町保健師にもたらしたもの……………………………………………………………………………………… 687

秋田県　秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会　保健師… 太　田　敦　子

D 7 _ 連携Ⅱ
119　退院する高齢・障がい者の在宅移行推進の取組み……………………………………………………………… 690

～国診協事業に参加して～

香川県　綾川町国民健康保険陶病院　医師… 大　原　昌　樹

120　食育革命……………………………………………………………………………………………………………… 693

～無関心な保護者にも届く健康づくり～

福井県　高浜町役場　栄養士… 山　田　さよ子

121　当地域における在宅多職種協働を推進するための取り組み…………………………………………………… 698

香川県　三豊総合病院企業団　介護老人保健施設　わたつみ苑　事務

… 篠　原　敦　子

122　急変時特別入院システムの実態と有効性の検討………………………………………………………………… 701

～安心して在宅療養できるシステム～

埼玉県　国保町立小鹿野中央病院　看護師… 山　中　　　恵

123　認知症患者の薬の管理“薬がのめていない”というヘルパーの一言から始まった多職種連携…………… 705

岡山県　哲西町診療所　看護師… 高　瀬　佳　子

D 8 _ 連携Ⅲ、ボランティア
124　病院ボランティア活動を継続するための要因に何が必要か　………………………………………………… 709

～隠岐病院ボランティアへの調査から～

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

125　定住自立圏を活用し医師会など医療・保健・福祉等関係者の協力を得て 

「ちちぶ版地域包括ケアシステム」を構築するまでの取り組み… …………………………………………… 713

埼玉県　秩父市役所福祉部秩父地域包括支援センター　保健師

… 原　嶋　美智子

126　地域ぐるみで取り組む糖尿病透析予防…………………………………………………………………………… 718

埼玉県　皆野町役場　保健師… 梅　津　順　子
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127　「満足いく連携」を目的とした、つながりワークショップ… ………………………………………………… 723

静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　医師… 三　枝　智　宏

128　北設楽郡における医療のしくみづくりに向けた東栄病院の取り組み………………………………………… 727

愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院　看護師… 松　下　千　波

D 9 _ 在宅医療・ケアⅠ
129　梼原病院の在宅看取りを支える訪問看護………………………………………………………………………… 731

高知県　梼原町立国保梼原病院　看護師… 川　上　智　恵

130　シュッシュさせてね、看護師さん！乳癌自壊創の臭気・浸出液対策としての処置に 

奮闘している症例報告……………………………………………………………………………………………… 735

滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき　訪問看護ステーション　看護師

… 竹　本　真知子

131　もう誤嚥性肺炎にならない !!……………………………………………………………………………………… 739

～訪問看護における食への看護介入～

静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　看護師… 仲　根　昌　代

132　患者、家族が望む在宅看取りへのアプローチ…………………………………………………………………… 742

岩手県　一関市国民健康保険藤沢病院　看護師… 千　葉　利　恵

133　ノロウイルス感染の拡大防止の取り組み………………………………………………………………………… 745

～手順見直しと研修のあり方の検討～

大分県　豊後大野市民病院　訪問看護　看護師… 工　藤　清　美

D10_ リハビリⅠ 
134　糖尿病患者の性格特性と健康関連ＱＯＬについて……………………………………………………………… 749

千葉県　国保直営総合病院君津中央病院　医療技術局リハビリテーション科

理学療法士… 笠　原　啓　介

135　脳卒中片麻痺患者における長下肢装具の有効性の検討………………………………………………………… 752

～ FIM、看護必要度、転帰先に着目して～

広島県　公立みつぎ総合病院　理学療法士… 大　本　洋　平

136　理学療法士による訪問指導活動の現状とその役割について…………………………………………………… 755

兵庫県　洲本市国民健康保険五色診療所　理学療法士

… 中　林　秀　究

137　当院、終末期癌患者の在宅復帰が可能となった要因について………………………………………………… 759

佐賀県　町立太良病院　作業療法士… 米　田　　　香

138　脊髄損傷患者のリハビリと在宅生活……………………………………………………………………………… 763

北海道　鹿追町国民健康保険病院　理学療法士… 三　好　拓　也

139　当院回復期病棟における現状と課題……………………………………………………………………………… 768

～身体機能と栄養状態に着目して～

大分県　国東市民病院　理学療法士… 山　本　直　樹

D11_ 保健事業Ⅴ
140　ちちぶお茶のみ体操（通称茶トレ）でロコモ対策……………………………………………………………… 772

～健康長寿を推進～

埼玉県　秩父市保健医療部地域医療対策課　行政職員

… 笠　原　明　彦
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141　温泉に入ろう………………………………………………………………………………………………………… 776

愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院　医師… 丹　羽　治　男

142　平成 25 年度ミニ運動器検診… …………………………………………………………………………………… 780

愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院　医師… 丹　羽　治　男

143　当健診センターにおける特定保健指導の現状…………………………………………………………………… 784

香川県　三豊総合病院　健康管理センター　保健師… 黒　川　洋　志

144　在宅保健師を活用した地区組織育成支援の取り組み…………………………………………………………… 787

～青森県国保連合会の実践から～

青森県　青森中央短期大学　看護学科　保健師… 菊　池　美智子

D12_ 連携Ⅳ
145　病院主催で町民に「死」をテーマにした講演会を開催すること……………………………………………… 791

～「住み慣れた地域で死ねてよかった」といわれる町づくり～

高知県　梼原町立国保梼原病院　医師… 内　田　　　望

146　市と公益社団法人島根県栄養士会で行う特定保健指導の取り組み状況について…………………………… 797

島根県　松江市保健センター　保健師… 岡　田　　　静

147　若い男性介護者を支える為の支援のあり方……………………………………………………………………… 800

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）　社会福祉士

… 渕　山　紗　衣

148　病院発！！“発達障害があってもなくてもみんな笑顔で暮らせる”地域づくり…………………………… 803

～専門職と住民協働の町づくり～

香川県　綾川町国民健康保険陶病院（前土庄町国民健康保険土庄中央病院）　医師

… 葛　原　誠　人

D13_ 看護Ⅶ 
149　極低出生体重児における NICU 入院時の低体温予防… ……………………………………………………… 806

～多職種・他部門と協働して～

埼玉県　川口市立医療センター　看護師… 戸　田　克　江

150　療養型病棟における退院支援　退院支援パスを見直して……………………………………………………… 810

長野県　軽井沢町国民健康保険軽井沢病院　看護師… 橋　爪　まゆみ

151　嚥下体操による唾液分泌と食事の関係…………………………………………………………………………… 813

香川県　さぬき市民病院　看護師… 佐　治　千　晶

152　診療所からの訪問看護……………………………………………………………………………………………… 816

～指定訪問看護を開始して 1 年間の取り組み～

岡山県　高梁市川上診療所　看護師… 清　水　　　温

153　認知症のある糖尿病患者へのアプローチ………………………………………………………………………… 819

～インスリン自己注射の導入を行う高齢者の事例～

岐阜県　国民健康保険関ヶ原病院　看護師… 日　野　真唯子

154　救急看護認定看護師の病棟巡回による相談業務の内容と課題………………………………………………… 823

埼玉県　川口市立医療センター　看護師… 小　暮　亜由美
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D14_ 施設内チーム医療Ⅰ
155　転倒転落報告書の集計結果からみえたこと……………………………………………………………………… 827

～今後の課題と対策について～

島根県　町立奥出雲病院　看護部　看護師… 山　田　好　子

156　透析室におけるリン・カルシウム管理の取り組み……………………………………………………………… 833

京都府　京丹後市立弥栄病院　看護師… 小石原　典　子

157　入院中に嚥下障害から人工栄養の選択が必要となった高齢患者をチームで支える………………………… 837

富山県　かみいち総合病院　看護師… 島　田　夏　華

158　外来と訪問看護における情報共有及び連携に向けた情報交換ノート作成の試み…………………………… 841

群馬県　藤岡市国民健康保険鬼石病院　看護師… 土　屋　志げ子

159　小豆島の医療を支えるために私たちができること……………………………………………………………… 844

香川県　土庄町国民健康保険土庄中央病院　看護師… 有　友　淳　治

160　難治性褥瘡に重要な栄養管理と多職種連携の必要性 … ……………………………………………………… 848

～ NST 介入が有効であった 1 症例～

広島県　安芸太田病院　看護師… 本　計　初　美

D15_ 介護Ⅰ
161　患者さんの「うれしい驚き」をつくりだすために……………………………………………………………… 851

高知県　いの町立国民健康保険仁淀病院　介護福祉士

… 近　沢　香　奈

162　療養病床において看護補助者が受け持ち患者にできること…………………………………………………… 856

秋田県　市立大森病院　介護福祉士… 竹　澤　正　子

163　オムツ採用見直しにおける皮膚・排泄ケア認定看護師の関わり……………………………………………… 859

～皮膚状態の改善と業務改善の効果～

岩手県　一関市国民健康保険藤沢病院　看護師… 佐　藤　恵　利

D16_ 保健事業Ⅵ 
164　特定保健指導の効果を振り返る…………………………………………………………………………………… 862

～翌年の健診データから見えたもの～

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

165　『佐久間病院ミニ講座』の 10 年を振り返る……………………………………………………………………… 865

静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　保健師… 守　下　　　聖

166　二次予防事業の運動教室が主観的健康感に与えた影響について……………………………………………… 869

滋賀県　湖南市高齢福祉課地域包括支援センター　理学療法士

… 奥　邨　純　也

167　地域住民のニーズに応えた保健活動……………………………………………………………………………… 872

～山間部の救急救命講座の成果、課題～

埼玉県　小鹿野町保健課　保健師… 松　山　千恵子

168　金ケ崎町のＣＫＤ検診における食塩摂取量と慢性腎臓病及び生活習慣病の関係…………………………… 875

岩手県　金ケ崎町保健福祉センター　栄養士… 箱　崎　栄　里
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D17_ 感染防御Ⅱ
169　携帯式速乾性手指消毒剤の使用と学習会実施による手指衛生に関する行動変容…………………………… 879

鳥取県　南部町国民健康保険西伯病院 3B 病棟　看護師

… 村　上　由美子

170　産科混合病棟における標準予防策徹底への取り組み…………………………………………………………… 882

京都府　京丹後市立弥栄病院　看護師… 井　上　久美子

171　手指衛生の啓蒙活動から見えてきた遵守率の変化……………………………………………………………… 890

山口県　周防大島町立橘病院　看護師… 松　原　裕　子

172　手指衛生の意識および遵守率向上への取り組み………………………………………………………………… 894

～手指衛生の 5 つのタイミングに視点をあてて～

山口県　周防大島町立大島病院　看護師… 藤　代　真理子

173　多職種連携の中で地域の高齢者の感染を防ぐ情報伝達の検討………………………………………………… 899

広島県　市立三次中央病院 　看護師… 三　苫　真理恵

174　流行性ウイルス疾患抗体価管理ソフトの開発と抗体価測定方法の検討……………………………………… 904

徳島県　つるぎ町立半田病院　薬剤師… 尾　形　和　哉

D18_ 放射線Ⅱ
175　肝脂肪化の程度をエコー画像にて判別する試み………………………………………………………………… 906

埼玉県　国保町立小鹿野中央病院　診療放射線技師… 田　嶋　陽　一

176　当院における可搬媒体運用の現状………………………………………………………………………………… 909

宮崎県　串間市民病院　診療放射線技師… 山　野　雅　広

177　血清診断（ABC 分類）と背景胃粘膜診断（胃 X 線検査）を組み合わせた 

高精度の胃がんリスク評価にむけて……………………………………………………………………………… 912

大分県　豊後大野市民病院　診療放射線技師… 阿　南　孝　樹

178　Ｘ線撮影におけるＱＣ法を用いた再撮影の原因分析と対策…………………………………………………… 915

埼玉県　川口市立医療センター　診療放射線技師… 大　槻　　　強

S19_ 看護Ⅷ 
179　高齢終末期患者における栄養補給方法決定に対する看護師への実態調査…………………………………… 918

石川県　公立つるぎ病院　看護師… 橋　本　彰　雄

180　NIHSS 外来評価マニュアルの作成……………………………………………………………………………… 922

広島県　公立みつぎ総合病院　看護師… 堀　江　和　美

181　介護者の自信につながった在宅療養への退院支援……………………………………………………………… 925

茨城県　県西総合病院　看護師… 大　吉　裕　実

182　切迫早産にて長期入院し母体搬送が予測された双胎妊婦の精神的不安の軽減と家族支援………………… 929

長野県　佐久市立国保浅間総合病院西 6 階病棟　看護師

… 三　田　美　和

183　業務の共通認識を意識づける……………………………………………………………………………………… 933

～手術までの一連の流れに焦点をあてて～

宮城県　涌谷町国民健康保険病院　外来・手術サプライ　看護師

… 尾　形　里　美

184　地域包括ケア病棟における患者ＡＤＬの変化…………………………………………………………………… 936

島根県　邑智郡公立病院組合　公立邑智病院　看護部　

本館病棟　看護師… 日　高　多恵子
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S20_ 看護Ⅸ
185　チーム医療で看護師が果たすべき役割…………………………………………………………………………… 941

～高齢者に対するカテーテル治療～

神奈川県　平塚市民病院　看護師… 知　識　亜紀子

186　人工呼吸器装着患者の自立への援助　ADL 拡大が著しくみられた一症例… ……………………………… 946

熊本県　上天草市立上天草総合病院　看護師… 平　井　智　美

187　硝子体手術後の腹臥位安静に伴う疼痛（腰部痛・肩部痛）緩和への温罨法とストレッチの効果………… 950

千葉県　国保直営総合病院君津中央病院　看護局　看護師

… 三　木　　　瞳

188　地域包括ケア病床での円滑な退院調整の取り組み（地域包括ケア病床・退院支援・ 

情報共有・退院調整パス）… ……………………………………………………………………………………… 953

大分県　杵築市立山香病院　看護師… 草　野　匡　洋

189　車椅子クッションを用いた体圧の比較検討……………………………………………………………………… 957

岡山県　矢掛町国民健康保険病院　看護師… 古　谷　清　枝

S21_ 臨床Ⅳ 
190　触覚失認で発症したと考えられる脳梗塞の 1 例………………………………………………………………… 961

埼玉県　川口市立医療センター　神経内科　医師… 森　　　容　子

191　当院における在宅患者家族における介護負担度とその要因の調査…………………………………………… 965

岐阜県　県北西部地域医療センター国保和良診療所　看護師

… 蒲　　　美　穂

192　腹膜透析導入により在宅医療が可能になった心疾患を併発した超高齢者の一例…………………………… 969

埼玉県　川口市立医療センター　腎臓内科　医師… 高村　毅

193　超高齢化地域の脳卒中診療を守るために………………………………………………………………………… 972

～三重県紀北地域の救急搬送記録調査から～

三重県　紀南病院　医師… 森　本　真之助

194　当院における高齢者に対する消化管内視鏡検査の現状と推移………………………………………………… 982

埼玉県　川口市立医療センター　消化器内科　医師… 細　井　康太郎

S22_ 臨床Ⅴ、臨床検査Ⅰ
195　病理検査における日常業務管理…………………………………………………………………………………… 984

埼玉県　川口市立医療センター　臨床検査技師… 松　永　英　人

196　腹部超音波検査が契機となって診断しえた早期大腸癌の 1 例………………………………………………… 988

熊本県　上天草市立上天草総合病院　臨床検査技師… 房　木　明　里

197　右冠動脈の自然冠動脈解離を来たし、保存的加療を行った 1 例……………………………………………… 993

埼玉県　川口市立医療センター　研修医… 小　山　裕　司

198　当院におけるヘリコバクターピロリ菌検査の現状……………………………………………………………… 996

福島県　公立藤田総合病院　臨床検査技師… 紺　野　芳　男

199　超高齢者患者に対する鼠径部ヘルニア修復術の治療成績……………………………………………………… 999

埼玉県　川口市立医療センター　消化器外科　医師… 江　藤　誠一郎

S23_ 歯科・口腔Ⅰ、介護Ⅱ
200　下顎第三大臼歯歯冠部切除に頬部蜂窩織炎を発症した 1 症例……………………………………………… 1001

島根県　松江市立病院　歯科口腔外科　歯科医師… 石　倉　信　造
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201　歯科専門職が関与することで入所者の口から食べる楽しみの支援が充実できるか……………………… 1005

香川県　まんのう町国民健康保険造田歯科診療所　歯科衛生士

… 丸　岡　三　紗

202　統一した口腔ケアにより口腔内の環境改善ができた 3 事例………………………………………………… 1008

～口腔アセスメントガイドを使用して～

山口県　周防大島町立大島病院　看護師… 野　田　美　緒

203　パタカラを用いた表情筋エクササイズで全身状態が改善…………………………………………………… 1012

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

204　後期高齢者歯科健診からみえた奥歯で噛みしめることの重要性について………………………………… 1016

秋田県　東成瀬村民生課　保健師… 黒　沢　紗恵子

205　後期高齢者歯科健診からみえた健康高齢者と要介護高齢者の相違点……………………………………… 1020

秋田県　東成瀬村民生課　保健師… 佐々木　文　子

206　多施設病院における医療従事者への口腔ケアに関するアンケート調査…………………………………… 1024

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

S24_ リハビリⅡ
207　南砺市民病院におけるがん患者リハビリテーション………………………………………………………… 1027

富山県　南砺市民病院　理学療法士… 野　原　敏　樹

208　小児健康教室の取り組みと効果検証（第 3 報）… …………………………………………………………… 1031

香川県　三豊総合病院企業団　理学療法士… 久　保　輝　明

209　もう一度、母親としての役割と家族としての生活の獲得を目指して……………………………………… 1035

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

… 山　根　　　曉

210　君津圏域ＰＴ．ＯＴ．ＳＴ連絡協議会の紹介………………………………………………………………… 1038

千葉県　国保直営総合病院君津中央病院　理学療法士

… 児　玉　美　香

S25_ 在宅医療・ケアⅡ
211　摂食・嚥下障害のある認知症患者に対する食支援…………………………………………………………… 1042

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

212　在宅要介護高齢者の口腔内評価………………………………………………………………………………… 1047

～医科・歯科連携の取り組み～

新潟県　上越市国民健康保険牧診療所　歯科医師… 杉　田　佳　織

213　「在宅移行支援」の充実に向けて… …………………………………………………………………………… 1050

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

214　気管切開患者の日中独居を支えた多職種連携………………………………………………………………… 1054

～訪問看護師の果たす役割について～

滋賀県　公立甲賀病院訪問看護ステーション　看護師

… 近　藤　ひろみ
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215　「在宅医療連携拠点事業」における国保直診の役割… ……………………………………………………… 1058

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

216　山間へき地において、終末期の在宅療養を希望する患者はどの程度いるのか？………………………… 1066

静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院　医師… 寺　田　修　三

S26_ 在宅医療・ケアⅢ 
217　在宅終末期医療の一考察………………………………………………………………………………………… 1070

～多職種によるデスカンファレンスを通して～

福岡県　地方独立行政法人大牟田市立病院　地域医療連携室　看護師

… 永　江　さゆり

218　当院の介護予防の取り組み……………………………………………………………………………………… 1074

～地域住民に向けた出前講座の活動報告～

大分県　杵築市立山香病院　リハビリテーション科　理学療法士

… 中　野　将　行

219　日本における地域包括ケアの現状……………………………………………………………………………… 1078

～先行文献の検討を通して～

埼玉県　埼玉県立大学　保健医療福祉学部看護学科　学部学生

… 稲　木　あ　い

220　リモートアクセスによる在宅Ｘ線画像表示システムの検討………………………………………………… 1081

山形県　小国町立病院　診療放射線技師… 後　藤　　　健

221　当院の通所リハ・訪問リハ利用者における排尿障害の傾向について……………………………………… 1084

大分県　介護老人保健施設グリーンケアやまが　理学療法士

… 衛　藤　航　平

S27_ 連携Ⅴ、保健師Ⅱ 
222　わが町流地域包括ケアシステムの構築に向けて医療と介護の連携、 

福祉課と医療連携室兼務から見えてきたもの………………………………………………………………… 1087

北海道　足寄町役場福祉課総合支援相談室　足寄町国民健康保険病院医療連携室

医療ソーシャルワーカー… 寺　本　圭　佑

223　精神障がい者支援の保健師の取り組み………………………………………………………………………… 1090

～地域での暮らしを継続するために～

埼玉県　小鹿野町保健課　保健師… 大久保　築　世

224　地域の医療機関が一丸となって作る地域医療研修！………………………………………………………… 1094

～ながさき県北地域医療教育コンソーシアムの取り組み報告～

長崎県　ながさき県北地域医療教育コンソーシアム　事務

… 山　下　匠　子

225　看護学生と地域高齢者との世代間交流プログラムの試行…………………………………………………… 1097

埼玉県　埼玉県立大学　保健医療福祉学部看護学科　看護師

… 張　　　平　平

226　徳島県南部と県西部の小病院・診療所の連携………………………………………………………………… 1100

徳島県　美波町国民健康保険由岐病院　医師… 本　田　壮　一

227　顔の見える施設間連携の取り組み……………………………………………………………………………… 1103

茨城県　笠間市立病院　看護師… 武　石　美紀子
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S28_ ターミナルケアⅡ
228　患者・家族も満足しながら在宅で看取った一例……………………………………………………………… 1107
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