
－プログラム－�

開会挨拶� 第１会場� ������������

明石� 章則（宝塚市病院事業管理者）�

基調講演� ��第１会場� ������������

座長� 馬淵英一郎（宝塚市立病院地域医療連携部長・脳神経外科主任部長）�

「人間力を回復させる攻めリハ医療と街づくり」�

酒向正春（ねりま健育会病院 病院長）�
教育講演� 第１会場� ������������

座長� 難波光義（宝塚市立病院 総長）�
「兵庫県における地域医療構想の推進について」�

味木和喜子（兵庫県健康福祉部健康局長）�

特別講演� 第１会場� ������������

座長� 野田洋子（宝塚市立病院 副院長・看護部長）�
「多職種が学びあう組織と地域をつくる�～学習する組織の考え方を活かして～」�

平林慶史（有限会社ノトコード 代表取締役）�
次期会長挨拶� 第１会場� ������������

藤井� 隆（赤穂市民病院�病院長��

ランチョンセミナーⅠ 第３会場� ������������

座長� 山本光昭（東京都中央区保健所長）�

「地域医療構想の前に立ちはだかる難題」�

佐藤敏信（エア・ウォーター株式会社 医療カンパニー顧問・久留米大学特命教
授）�【エア・ウオーター株式会社・近畿エア・ウオーター株式会社】�
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ランチョンセミナーⅡ 第４会場� ������������

座長� 大迫しのぶ（市立伊丹病院�看護部長）�

「通信機能付バイタルサイン測定機器導入の経緯と今後の展望�

～変わったこと、変えたいこと～」�

阿部智子（市立東大阪医療センター 看護局局次長）�
【テルモ株式会社】�

ランチョンセミナーⅢ 第５会場� ������������

座長� 妙中信之（宝塚市立病院 名誉院長・宝塚市保健福祉サービス公社理事長）�
「地域包括ケアシステムと ��� 見守りシステムの連携�

～伊豆大島での経済産業省、岩手県・秋田県での総務省実証事業より～」�

高野秀雄（医療法人雄愛会�高野クリニック院長）�

【ニプロ株式会社】�

一般演題�

地域医療連携Ⅰ� � �第１会場� �������������

座長：河内清美（兵庫県栄養士会 理事）

��� 食・栄養の地域連携を担う� 宝塚・三田食形態検討会における管理栄養士・栄養士の活動状況と今

後の展開�

橋口具世（宝塚市立病院）�

����地域包括ケアシステム構築推進における歯科衛生士連携の取り組み�

川野知子（宝塚市立病院）�

����地域の在宅医療・介護関係機関へのヒアリング調査を通じて�

～顔の見える関係づくりに向けて～�

中嶋英伸（公立神崎総合病院）�

����宝塚市域の後期高齢者への通知事業における地域医療機関の対応に関する実態調査�

濵田祐華（宝塚市立病院）�

����身寄りのない人への支援�

－宝塚市７病院地域連携連絡会の取組み－�

藤本文子（宝塚市立病院）�

����地域包括ケアシステムに向けた急性期病院歯科からの統合ケアモデル構築の実践報告�

目黒道生（鳥取市立病院）�
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地域医療連携Ⅱ� 第１会場� ������������

座長：於田里実（聖隷ケアセンター津名 センター長）

����退院前・退院後訪問指導の実際と有用性�

野下みさ子（姫路聖マリア病院）�

����看護部退院調整委員会に属する委員の意識の変化の調査�

岡山幸子（宝塚市立病院）�

����入院支援における看護業務への影響�

～入退院支援室開設による変化～�

羽馬美香（姫路聖マリア病院）�

�����市の通常学校における医療的ケア実施体制の構築�

～訪問看護ステーションへの委託事業導入報告～�

坂本由規子（赤穂市民病院）�

����急性期病院と回復期リハビリテーション病院の退院支援の取り組み�

～看看連携を通して情報提供の見直し～�

赤松みい子（市立伊丹病院）�

����介護導入困難事例に対し臨床倫理の �分割法に基づいた提案により家族自らが適切な介護プランの

選択ができた一症例�

岩永一彦（鳥取市立病院）�

地域医療連携Ⅲ� 第１会場� ������������

座長：山﨑直子（協立温泉病院 副院長）

����病院長直通ホットラインの広報手段による利用度の違いの検討�

新康憲（宝塚市立病院）�

����他院転送時の患者情報シートの導入�

清水英彦（加古川中央市民病院）�

����宝塚市域住民におけるフレイルの実態調査�

波多野友美（宝塚市立病院）�

����阪神シニアカレッジ受講者の健康観�

（フレイル・サルコペニアを感じているか）

射延菜穂美（宝塚市立病院）�

����事前指示の確認時期の難しさを感じた訪問リハビリ介入の一症例�

佐藤仁美（鳥取市立病院）�

��� 介護導入拒否家庭の窒息を繰り返す軽度認知症患者に対して訪問歯科診療を導入し継続的に訓練を

行なった一症例�

森岡早貴（鳥取市立病院）�
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医療安全Ⅱ� 第１会場� ������������

座長：後藤　博（市立芦屋病院 放射線科技師長）

����乳房切除後放射線療法における熱可塑性樹脂を用いたボーラス効果の検討�

酒井優佑（宝塚市立病院）�

����血管造影室における散乱線被ばく案内�

井垣太志（加古川中央市民病院）�

����放射線治療センターおける患者誤認防止システムの開発と評価�

中村憲治（宝塚市立病院）�

����画像診断報告書のチェック体制に向けての検討�

－医療安全の向上を目指して－�

長井敦子（姫路聖マリア病院）�

����当院の放射線技術部における医療安全への取り組み�

今井雄一（神戸市立医療センター西市民病院）�

医療安全Ⅲ� 第１会場� ������������

座長：井垣歩（兵庫医科大学病院 臨床検査技術部部長）

����転倒リスクアセスメントツールである片脚立位時間を決定する因子の検討�

古野史子（市立芦屋病院）�

����確認行動の徹底への取り組み�～現状分析による課題の明確化と手順の見直し～�

山田瑠美（加古川中央市民病院）�

����採血管パッキングと ����を用いた非接触照合の運用と課題について�

加藤正輝（宝塚市立病院）�

����内服自己管理患者のインシデント減少を目指した取り組み�

角田馨子（日本赤十字社和歌山医療センター）�

����分散管理機器に対する棚卸の実施とその有用性�

宮武祐士（加古川中央市民病院）�

医療情報� 第２会場� � ������������

座長：野口　隆（市立伊丹病院 事務局参事）

����日・当直者確認システムの作成�

武田典子（市立伊丹病院）�
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030 睡眠時無呼吸症候群関連業務の IoT 化と業務改善 

梅垣亮介（済生会兵庫県病院） 

031 医療情報システム内部監査の取り組みについて 

瓦本尚平（加古川中央市民病院） 

032 キャンサーボード記録システムの開発について 

井本憲佑（加古川中央市民病院） 

033 カルテ開示等の運用改善 

～コンプライアンス徹底と標準化の両立への取組み～ 

新谷直樹（加古川中央市民病院） 

034 院内動画配信システムによる業務の効率化 

徳永政敬（東宝塚さとう病院） 

病院運営 第２会場  14:30-15:10 

座長：清水　操（市立川西病院 事務部長） 

035 入院栄養指導件数アップにむけての対応と今後の課題 

濱本悠希（赤穂市民病院） 

036 DPC データ表を活用した在院日数コントロールの取り組み 

－看護管理者と医事課による DPC カンファレンスの効果－ 

原田友見子（明石市立市民病院） 

037 医師事務作業補助者の役割と医師の負担軽減 

花田美香（加古川中央市民病院） 

038 指導料等に対する質的監査運用の見直し 

～効率性を考えた横断的監査の取り入れ～ 

山崎伸一郎（加古川中央市民病院） 

039 CT 更新時におけるレンタル CT の活用 

後藤博（市立芦屋病院） 

緩和ケア 第２会場  15:15-15:55 

座長：松田良信（市立芦屋病院 緩和ケア内科部長）

040 がん看護相談から見える患者と家族の苦悩 

－早期からの緩和ケア推進の必要性について考える－ 

日吉理恵（宝塚市立病院） 
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����早期より患者・家族の苦痛に気付き対応できる緩和ケアの実践を目指して�

～������を活用した緩和ケアカンファレンスの取り組みを通して～�

藤本絹子（西脇市立西脇病院）�

����緩和ケア病棟における退院後訪問を活用した入退院支援の１例�

永田しのぶ（宝塚市立病院）�

����がん患者における苦痛のスクリーニングの現状と課題�

阪井美緒（加古川中央市民病院）�

����当院の個別栄養食事管理加算算定に関する取り組み�

廣瀬智晴（加古川中央市民病院）�

感染管理� 第２会場� � ������������

座長：高橋三千代（西宮市立中央病院 感染対策室看護主任）

����自主作成の手指衛生タイミング動画を感染対策研修に活用して�

竹内久枝（加古川中央市民病院）�

����輸血後感染症実施率向上への取組みと課題�

杉山昌晃（市立芦屋病院）�

����手術室における消化器外科 ���対策の取り組み�

坂本ゆき（宝塚市立病院）�

����感染リンクナースによる直接観察法の実施と今後の課題�

田中志保（宝塚市立病院）�

����市域の全病院による感染対策カンファレンスの効果と今後の課題�

春藤和代（宝塚市立病院）�

災害支援� 第２会場� � ������������

座長：平田淳一（兵庫医科大学 救急・災害医学講座主任教授）

����地域中核病院の災害意識向上の取り組み�

～多職種合同の災害研修開催～�

山本牧子（赤穂市民病院）�

����災害時透析医療リエゾンの配置とその活動経過�

岸本佳久（兵庫県臨床工学技士会）�

����台風２１号による近隣病院からの患者搬送を実施した経験と課題について�

木村俊大（宝塚市立病院）�
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����災害時透析医療確保に関する施設調査結果�

重松武史（兵庫県臨床工学技士会）�

����食事療養部門におけるアクションカード導入までの取り組みについて�

～停電の経験を通して～�

大西舞奈（加古川中央市民病院）�

����災害対応病院における防災意識向上の取り組み�

伊田雄貴（神戸市立医療センター西市民病院）�

����災害時を想定した ����シミュレーションにより得られた効果と課題�

―���クエンチを想定したコメディカルで行うシミュレーション―�

小坂知代子（西宮市立中央病院）�

人材確保・育成Ⅰ� 第３会場� � ������������

座長：竹原三千代（市立伊丹病院 副看護部長）

����老年看護学実習中に体験する学生の倫理的課題�

－事前学習による対処行動の変化と効果－�

栗山真由美（明治国際医療大学�看護学部）�

����医療系学生を看護助手として採用する効果について�

小寺斉人（兵庫医科大学病院）�

����日本看護協会版クリニカルラダーを受けたラダー改定への取り組み�

橘清香（加古川中央市民病院）�

����急性期医療病院での外国人看護補助者の定着への取り組み�

鍋島寿枝（市立川西病院）�

�����病院で構築した「学びの場」の実際と課題�

中田徹朗（宝塚市立病院）�

������������������������（��）に基づく教育プログラムが中堅看護師にもたらす効果�

中谷千鶴（神戸掖済会病院）�

人材確保・育成Ⅱ� 第３会場� � ������������

座長：撫養真紀子（兵庫県立大学 看護学部教授）

����継続的な看護の質改善を目指して�

～看護管理者が学びあう場づくり～�

梅田智子（三田市民病院）�
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����院内独自のエキスパートナース育成への取り組み�

～摂食嚥下障害看護認定看護師（ＣＮ）との連携～�

三谷� 好（宝塚リハビリテーション病院）�

����当院における特定看護師の育成の実際�

大野亜希子（宝塚市立病院）�

����看護管理者研修として部署長が取り組んだ部署目標発表会の意義�

中山典子（ツカザキ病院）�

����市中病院における ������������������（仮称）の役割�

伏見直記（市立川西病院）�

����病院経営マネジメント人材養成プランによる人材育成と経営意識の醸成�

藤井敬也（西脇市立西脇病院）�

医療安全Ⅰ� 第３会場� � ������������

座長：吉田八重（兵庫県立尼崎総合医療センター 医療安全担当課長兼看護師長）

����ネットワークによる「相談・システム改善」活動の構築�

立花真里子（兵庫県看護協会�西播支部）�

�����病棟における転倒・転落発生要因と傾向を明らかにする�

～過去 �年間のインシデント報告からの検討～�

高寺美緒（三田市民病院）�

����入退院支援室が取り組んだ循環器内科再入院患者の糖尿病薬休薬指導�

谷口由美（ツカザキ病院）�

����麻酔導入前タイムアウト実施・定着への取り組みと課題�

尾田尚子（宝塚市立病院）�

����当院 ���についての現状と課題�

岡部朋美（宝塚市立病院）�

�����病院での手術部位誤認防止への取り組み�

－左右オーダー間違いの経験から－�

濱田佐和子（市立芦屋病院）�

看護Ⅰ� 第３会場� � ������������

座長：蓬久美子（加古川中央市民病院　副看護部長）

����急性期病院での認知症ケア力を高めるための取り組み�

～高齢・認知症ケアワーキングの活動報告～�

安部万里（宝塚市立病院）�
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����告知後の患者に対する関わり�

―看護師のインタビューから―�

成元仁美（明石市立市民病院）�

����看護師主体の創傷管理から患者主体の創傷ケアへの取り組み�

吉川裕美（東宝塚さとう病院）�

����せん妄を回避せよ�

芝奈津子（宝塚市立病院）�

����家族支援チームによる症例検討会の取り組み�

～成功体験の積み上げによる家族支援の質の向上～�

下原秀美（東宝塚さとう病院）�

看護Ⅱ� 第３会場� � ������������

座長：清水理恵（姫路聖マリア病院 地域連携室看護師長）

����超過勤務の短縮にむけた取り組み�

川上裕美（市立伊丹病院）�

����体温管理基準の作成�

－最適な体温管理をめざして－�

大森あゆみ（公立神崎総合病院）�

����病棟看護の質向上にむけた取り組み�

－地域包括ケア病棟運営を通して－�

小川聡美（新須磨病院）�

����集中治療室における看護師の面会時の家族援助�

～インタビューからの分析～�

上郡未加（西脇市立西脇病院）�

����患者の苦痛がなく看護師の手技が簡便な栄養剤の検討�

古家ゆかり（西脇市立西脇病院）�

患者サービス� 第４会場� � ������������

座長：立石敦子（近畿中央病院　副看護部長）

����患者・家族と共に歩んだ療養指導�

大塩裕美（市立加西病院）�

����放射線治療におけるアロマテラピーのリラクゼーション効果について�

柴田真佑里（宝塚市立病院）�

����ホスピタリティ推進チームの取り組み　―病院理念の実現に向けて―�
長野文子（加古川中央市民病院）�
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����産科病棟における患者参画型の食事サービス向上への取り組み�

西井穗（加古川中央病院）�

����当院での中央採血室の運用変更について�

～混雑緩和と患者安全を目指して～�

上西裕美（宝塚市立病院）�

����『これからもずっと元気で��』をめざして�

～市民と共につくる健康作りとその報告～�

大村清美（宝塚市立病院）�

チーム医療Ⅰ �第４会場� � ������������

座長：早川悦子（神戸市立医療センター中央市民病院 看護部副部長）

����自殺再企図予防に向けたシステムつくり�

小谷幸平（製鉄記念広畑病院）�

����臨床工学技士によるスコピスト業務を開始して� ～第一報～�

田靡恵吾（姫路聖マリア病院）�

����ポリファーマシーにおける看護師の役割�

平田ひとみ（市立伊丹病院）�

����当院における心不全医療チームの活動について�

小笠原理恵（宝塚市立病院）�

����フレイル高齢者へのプロセスモデルに基づいた咀嚼嚥下訓練の有用性の検討�

谷口達也（鳥取市立病院）�

����人工呼吸器を装着した重度心身障害児の安全な入浴への取り組み�

進藤樹也（姫路聖マリア病院）�

チーム医療Ⅱ �第４会場� � ������������

座長：長尾幸恵（神戸市立西神戸医療センター 看護部副部長）

����周手術期肺癌患者に対する低肺指導の実態と指導方法の検討�

高橋明子（兵庫県立がんセンター）�

����リエゾンチームと医療安全推進室が連携した身体拘束ラウンドの取り組み�

山田恭子（加古川中央市民病院）�

����当院栄養サポートチームの現状と課題�

窪田容子（加古川中央市民病院）�

�����������������������の作り方�

中田徹朗（宝塚市立病院）�

−　　−25



����チーム医療の中で看護師が果たすべき役割�～患者の「生きたい」を支えるために～�

岡崎早苗（西脇市立西脇病院）�

����精神科リエゾンチームにおける薬剤師の活動�

角田延子（市立芦屋病院）�

����感染症患者に対する特定行為の実践�

～多職種チームとの連携～�

雪田智子（宝塚第一病院）�

チーム医療Ⅲ �第４会場� � ������������

座長：平畑典子（九十九記念病院 看護部）

����病棟看護師とリハビリテーション職の連携�

～根本からチーム医療を考える～�

松永真悟（宝塚市立病院）�

����当院における患者支援センターでの薬剤師の取り組みと課題�

清水愛（赤穂市民病院）�

����急性期病棟での摂食・嚥下障害患者に対するチームアプローチ�

尾関美貴（宝塚市立病院）�

����チームで取り組む内視鏡スコープ修理費の削減�

河合和美（西宮市立中央病院）�

����当院における心臓ペースメーカー遠隔モニタリングの取り組み�

北尾学（市立伊丹病院）�

����当院の地域包括ケア病棟におけるリハビリテーションの現状�

松本直也（新須磨病院）�

����当院における �型肝炎抗体陽性患者拾い上げ対策の取り組みについて�

中筋幸司（宝塚市立病院）�

医療の質Ⅰ� �第５会場� � ������������

座長：岡山貴宣（神戸低侵襲がん医療センター 医療技術科長）

����院内医薬品採用における「一増一減」ルールの廃止とフォーミュラリー委員会設置の影響について�

城山めぐみ（市立伊丹病院）�

����免疫染色装置導入における業務改善�

穴田彩織（加古川中央市民病院）�

����検出器サイノグラムを用いた新たな治療前患者 ��の基礎的検討�

佐野圭佑（宝塚市立病院）�

−　　−26



����腎機能障害のある骨折患者に対するデノスマブ投与と対策�

河岡真由美（宝塚市立病院）�

����当院における医薬品供給の不具合に対する対応について�

正置耕一（宝塚市立病院）�

�������支援ソフトウェアの特性評価�

岡田亘（宝塚市立病院）�

����共用基準範囲の必要性と課題�

小松敏也（宝塚市立病院）�

医療の質Ⅱ� ��第５会場� � ������������

座長：大西祥男（加古川中央市民病院�理事長）�

����褥瘡治療における外用剤の使用量調査とその評価�

植原誠（加古川中央市民病院）�

�����病院の深部静脈血栓症に対する意識調査�

～病棟看護師へのアンケートより～�

音羽希美（三田市民病院）�

��������に基づくグローバルヘルス活動�

―貧困地区における口腔衛生活動―�

川邊睦記（宝塚市立病院）�

����心臓外科術後の重度せん妄に対し理学療法介入が有効であった �症例�

森島菜未恵（加古川中央市民病院）�

����クリティカルパスの有効活用をめざして�

～蝮咬傷パスを振り返る～�

柳田佳子（公立神崎総合病院）�

����診療記録の質向上にむけての取り組み�

池田亜依（明石市立市民病院）�

����データを活用し、新規褥瘡発生率低下に向けた取り組み�

橋本円（加古川中央市民病院）�

人材確保・育成Ⅲ� �第５会場� � ������������

� 座長：飯石浩康（市立伊丹病院 病院長）�
����医師に対しての多職種による多面的人事考課の実施結果からの考察�

藤井隆（赤穂市民病院）�

����病院で働く介護福祉士の院内研修のシステムの構築�

吉田かおり（姫路聖マリア病院）�
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����人材育成から人的資源管理へ�

酒井慎治（神戸市立医療センター西市民病院）�

�������による病院救急車を活用した患者搬送システムの現状報告�

元生裕也（東宝塚さとう病院）�

����化学療法室における過敏症対策�

～院内認定抗がん剤 ��ナースの取り組み～�

井上美佳（公立宍粟総合病院）�

����ソーシャルワーカーの質の向上に向けて�

～当院の人材育成の課題から～�

岩崎和也（加古川中央市民病院）�

����緩和ケアリンクナースの自律性向上にむけた活動の実際�

藤本有紀（西脇市立西脇病院）�

人材確保・育成Ⅳ� �第５会場� � ������������

座長：池田聡之（市立西宮中央病院 副院長）�
����リハ介入中の患者急変時対応方法への取り組み�

松田航（���播磨病院）�

����基幹型臨床研修病院による ����コース開催�

梅垣亮介（済生会兵庫県病院）�

����情報共有、伝達能力の向上を目指して�

～申し送り体制を変更して～�

足立寿美子（市立伊丹病院）�

����応対接遇日本一を目指して（職場環境改善）�

永畑晃子（日本ビジネスデータープロセシングセンター）�

����看護実践支援室の認知度アップを目指して�

玉田かつ枝（西宮市立中央病院）�

����ドクターカー開始に伴う教育システムの立ち上げ�

一山麗奈（宝塚市立病院）�

����当院皮膚科における子育て女性医師の働き方�

山本哲久（宝塚市立病院）�

閉会挨拶� 第１会場� �������������

今中� 秀光（宝塚市立病院 病院長）�
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