
研究発表及び各セクション座長一覧表 　（第２２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 持参薬確認に関わる看護師の心理的負担について 国民健康保険坂下病院 山本　祐衣 看護師

2 排泄ケアに対するスタッフの意識改善 下呂市立金山病院 大洲　亜沙子 看護師

3
看護の視点で考える周術期の体温調整
～温風式加温装置を導入して～

下呂市立金山病院 細江　小百合 看護師

4
禁煙外来を開設して
～当診療所における禁煙外来の現状～

東白川村国保診療所 榊間　るみ 看護師

5 看護師の発熱時のクーリングに関する認識 国民健康保険坂下病院 伊藤　亮太 看護師

6
臨床倫理に基づいた看護援助の充実を目指した取り組み
～倫理問題検討ツールを使用したカンファレンスを導入して～

国民健康保険飛騨市民病院 後藤　弘子 看護師

7
チャレンジし続ける病棟運営を目指して
～「ポジティブ指標」を活用して～

国民健康保険飛騨市民病院 岩﨑　美幸 看護師

8 病棟看護師の認知症患者に対する看護負担軽減への取り組み 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

9 往復はがきを利用した特定健診受診率向上への取り組み 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 中嶋　まみ 保健師

10 Helicobacter pylori検診を中学生に行ってみて 東白川村国保診療所 纐纈　利久 臨床検査技師

11 特定健診事後検査・頚部エコー検査の実施について 飛騨市役所市民福祉部市民保健課 小洞　尚子 保健師

12
郡上市特定健診受診行動分析結果について
～啓発活動におけるターゲット選定の視点から～

郡上市役所健康福祉部健康課 日置　綾子 保健師

13
郡上市の乳幼児期におけるう歯予防対策について
～課内ワーキングの立ち上げと取り組み～

郡上市役所健康福祉部健康課 水口　智美 保健師

14
視覚的啓発物による健康教育の検討
～集団健診会場におけるポスター投票～

郡上市役所健康福祉部健康課 加藤　華絵 保健師

15 郡上市国保データヘルス計画を策定して 郡上市役所健康福祉部保険年金課・健康課 嶋野　庄吾 事務

16 当院における定期受診と服薬に対する支援の取り組み 国民健康保険飛騨市河合診療所 井下　美香 看護師

17
外来通院患者が必要なサービスを受けることができる体制づくり
～外来看護部門の枠組みを超えて～

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

18 当院職員の連携に対する意識は１年で変化するか？ 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 原　加代子 看護師

19
広域多施設連携によるへき地医療提供体制に対する若手医師の思い
～県北西部地域医療センターに赴任して～

県北西部地域医療センター国保白鳥病院 大西　権亮 医師

20 当院における通院形態の調査 県北西部地域医療センター国保和良診療所 蒲　　樹 事務

21 認証もれゼロ運動への取組み 下呂市立金山病院 中嶋　眞美子 看護師

22 死亡診断書からみた東白川村民の寿命と死因 東白川村国保診療所 田口　　潤 医師

23 お薬手帳が役に立った、認知症で抑肝散を投与され低K血症を起こした高血圧症の一例 国民健康保険飛騨市宮川診療所 根尾　　浩 医師

24 当院における抗菌薬処方についての調査・検討 県北西部地域医療センター国保和良診療所 小林　真一朗 医師

25 上口唇に生じた嚢胞腺腫の１例 下呂市立金山病院 南谷　美幸 歯科医師

26 高齢者の誤嚥性肺炎診療における完全側臥位法の有用性 国民健康保険飛騨市民病院 牛丸　航希 理学療法士

27 一般撮影での撮影法の見直し 国民健康保険飛騨市民病院 西　　達也 診療放射線技師

28
当院で経験した「たこつぼ型心筋症」の一例
－心エコー所見を中心に－

県北西部地域医療センター国保白鳥病院 山下　哲生 臨床検査技師

29
書字障害への運動療法
－理学療法士にできること－

国保関ケ原診療所 野村　健人 理学療法士

30 特定保健指導における理学療法士の役割 国保関ケ原診療所 谷田　靖仁 理学療法士

31 患者ニーズへの対応を考える 東白川村国保診療所 伊神　和史 理学療法士

32 みんなでつくる！恵那の認知症まちづくりプロジェクト 国民健康保険上矢作病院 栗田　一夫 ソーシャルワーカー

33 「高原郷の地域包括ケアを考える会」による広域多職種連携の推進 国民健康保険飛騨市民病院 黒木　嘉人 医師

34 村外の家族も一緒にみまもりのわ！
東白川村国保診療所　保健福祉部門・
東白川村地域包括支援センター

桂川　のぞみ 保健師

35 薬剤に関する医療安全レポート 下呂市立金山病院 田口　　宰 薬剤師

36
情報提供様式の共通化について
～シームレスな情報共有を目指して～

郡上市役所健康福祉部高齢福祉課・
地域包括支援センター

鈴木　雅秀 社会福祉士

37 当診療所における在宅診療の現状と課題 国民健康保険飛騨市河合診療所 根尾　実喜子 医師

38 当地域における一般高齢者も対象にした地域ケア会議の実践 県北西部地域医療センター国保和良診療所 後藤　明親 介護支援専門員

39 死亡診断書からみた東白川村民の看取りの状況 東白川村国保診療所 北川　浩司 医師

40 「認知症高齢者の立場にたって考える」 東白川村国保診療所附属介護老人保健施設 安江　こず枝 看護師

41 当センターにおける介護職員のストレスの実態調査 県北西部地域医療センター和良介護老人保健施設 山田　春利 介護士

42
第２期地域医療を守り育てる郡上市ビジョンの策定について
～二つの公立病院改革プランを踏まえた将来構想を考える～

郡上市役所健康福祉部健康課 本川　達也 事務

43 医療教育のもたらす双方向なプロ意識向上 関市国保津保川診療所 河江　有美 看護師

44 多職種連携による医療職体験イベントをとおして地域医療を担う人材を育成する 中津川市国保蛭川診療所 高橋　春光 医師

45 高校生に対するへき地医療研修の効果について 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 伊左次　悟 医師

46
当施設における職員参加型ワークショップ
－環境整備グループの取り組み－

県北西部地域医療センター国保和良診療所 蒲　　恵子 看護師

47
内服薬の飲み残しの調査
～外来指導の方向性の検討に活かす～

国民健康保険坂下病院 田口　辰子 看護師

第　１　会　場
10：00～12：03

会場責任者

県北西部地域医療センター
国保白鳥病院

内科兼総合診療科医長
藤川　耕

看 護 Ⅰ

看 護 Ⅱ

保健事業

県北西部地域医療センター
国保白鳥病院

看護師長
尾藤　美由紀

東白川村国保診療所

訪問主任看護師
桂川　恵美

国民健康保険上矢作病院

病棟主任
荻山　紀子

臨床
歯科・口腔

国民健康保険坂下病院

病院長
酒井　雄三

下呂市立小坂診療所

管理者
佐竹　厚志

第　３　会　場
10：00～12：11

会場責任者

関市国保板取診療所

所長
棚橋　徳重

在宅医療・ケア
介護

人材・教育
その他

第　２　会　場
10：00～12：11

会場責任者

国保関ケ原診療所

副所長
松尾　篤

多職種連携
薬剤・薬局

県北西部地域医療センター
国保和良診療所

薬局長
池場　久美夫

国民健康保険飛騨市民病院

看護部長
下垣　恵子

診療体制

国保関ケ原診療所

看護部長
横山　理子

検査・放射線
リハビリテーション

下呂市立金山病院

作業療法士
都築　彩


