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変革の時代への新たな挑戦 ー地域の医療と介護を支える現場からー

ー 9 ー

奈良県立医科大学　消化器内科教授(奈良県立医科大学地域連携室室長)

奈良県総合医療センター　院長

済生会中和病院　副院長（地域連携室室長）

医療法人健和会　奈良東病院理事長

奈良県立医科大学　公衆衛生学講座教授/奈良県地域医療構想アドバイザー

開会挨拶

シンポジウム　「奈良県型地域医療構想2025を支える」
  　　　　　　　～今、地域が求める連携と機能分化～

閉会挨拶

《６階大ホール》
10：00～10：05

11：00～11：50

会長：中島　祥介　済生会中和病院　院長

16：40～16：50

会長：中島　祥介　済生会中和病院　院長

特別講演　奈良県の地域医療構想について

　　　平　　夏来　奈良県福祉医療部　医療政策局長

座長：中島　祥介　済生会中和病院　院長　　

15：10～16：40

シンポジスト１

シンポジスト２

シンポジスト３

シンポジスト４

　　　特別発言

吉治　仁志

松山　　武

德山　　猛

鉄村　信治

今村　知明

司会：今川　敦史　済生会中和病院　名誉院長/奈良県地域医療構想アドバイザー



ー 10 ー

変革の時代への新たな挑戦 ー地域の医療と介護を支える現場からー

ランチョンセミナー①　サテライト会場 12：10～13：00

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

5-1

5-2

5-3

5-4

検査前の絶食に対するインシデントの現状報告と改善への取り組み

看護師の患者、患者家族からの暴力に対する意識調査
キーワード：暴力、暴言、患者、家族、看護師

Ａ病棟における転倒転落減少を目指したチームでの取り組み

当院バルーン・NGチューブ固定の実態とテープ固定方法の検討
ーチューブトラブル予防のための取り組みー

当院関連施設における入所者の転倒・転落の傾向について

IVRにおける「タイムアウト」導入の取り組み

当院における患者急変時初期対応能力の向上に向けた取り組み

体重管理困難な患者への行動変容を促す関わり

当院におけるオンライン型アレルギー教室の取り組み

済生会中和病院　看護師　榎並　智子

社会福祉法人　恩賜財団　済生会奈良病院　看護師　尾﨑　夏江

大和高田市立病院　介護福祉士　寺尻　洋一

済生会中和病院　看護師　今吉　雄一

社会医療法人　平成記念会　平成記念病院　理学療法士　脇本　謙吾

座長：辰巳　満俊　奈良県立医科大学　病院教授　奈良県立医科大学附属病院　医療安全推進室  室長

済生会中和病院　看護師　小林  さゆり

市立奈良病院　診療放射線技師　前原　健吾

済生会奈良病院　看護師　笹川　瑞穂

国保中央病院　看護師　杉田  由美子

セッション１：２医療安全①

《５階研修室B》
10：05～10：55

座長：大西　喜代子　南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター　医療安全推進室　師長

13：10～14：00セッション５：２医療安全②・８患者サービス①

   え  なみ　　さと   こ

   お  ざき　　なつ   え

 てらじり　　よういち

 いまよし　    ゆういち

 わきもと　　けん  ご

こ ばやし

 まえはら　　 けん  ご

 ささがわ　　みづ   ほ

すぎ  た　　  ゆ　み　こ
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ー 11 ー

セッション９：８患者サービス②

9-1

9-2

9-3

9-4

認知症予防効果が期待される回想法を試みて

不安を持った認知症患者への関わり方

コロナ禍でのレクリエーションについて
～手紙を通じて家族との交流を図る～

投書にみる患者ニーズの変化について

14：10～15：00

座長：河口　典行　奈良県西和医療センター　事務部  総務課長

社会医療法人　平成記念病院　介護福祉士　森田　涼介

平成記念病院　看護師　村高　陽介

平成記念会　まほろば病院　介護福祉士　山口　武浩

済生会中和病院　事務　窪田　里奈

 もり  た　　りょうすけ

 むらたか　　ようすけ

 やまぐち　　たけひろ

 くぼ  た　　     り   な



ー 12 ー

変革の時代への新たな挑戦 ー地域の医療と介護を支える現場からー

ランチョンセミナー①
睡眠マネジメント　～新規不眠症治療薬を中心に～ 12：10～13：00

　　　山内　崇平　奈良県立医科大学　精神医学講座　講師

座長：徳山　明広　信貴山病院ハートランドしぎさん  院長

13：10～14：00セッション６：４医療の質②

セッション２：４医療の質①

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

6-1

6-2

救急外来における新型コロナウイルス感染対策の取り組み「ゲンバカイゼン」
の情報共有を目指して

デスカンファレンス開催による看護師の終末期ケアに対する意識調査

重症心身障がい児(者)の短期入所用の情報共有シート作成に向けた取り組み

当院ハイケアユニットにおける早期離床リハビリテーション加算算定と
今後の課題

CT装置3台体制の効率的運用について（COVID-19感染対策）

手術時手洗い方法の検討－ラビング法へ移行後の手洗い技術の評価－

ICTパトロールのリンクナースによるフィードバック
～委員会活動としての課題～

当院医療従事者の新しい生活様式に対する実態調査

座長：田口　千里　天理よろづ相談所病院　副看護部長
　

天理よろづ相談所病院　河野　しづゑ

　

南和広域医療企業団　五條病院　看護師　西本　晃子

独立行政法人　国立病院機構　奈良医療センター　看護師　藤本　紗代子

大和高田市立病院　看護師　遊免　大輔

市立奈良病院　診療放射線技師　中村　道宏

国立病院機構　奈良医療センター　看護師　田副　綾子

 座長：川口　千晴　大和高田市立病院 副院長

大和高田市立病院　看護師　河口　愛子

社会福祉法人　恩賜財団　済生会奈良病院　看護師　金田　明子

《５階研修室C》
10：05～10：55

　　　　

こう  の　　　　　　　え

 にしもと　　あき  こ

ふじもと　　   さ    よ　こ

 ゆうめん　　だいすけ

なかむら　　みちひろ

   た  ぞえ　　あや  こ

 

　

 こうぐち　　あい  こ

 かね  だ　　  あき   こ
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変革の時代への新たな挑戦 ー地域の医療と介護を支える現場からー

セッション10：４医療の質③

6-3

6-4

6-5

6-6

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

VREアウトブレイクと対策について

COVID-19の院内発生から工夫した感染対策

当院地域包括ケア病棟でのリハビリテーション栄養の取り組み

マンモグラフィのレポートシステム導入による診療放射線技師の役割

A病院透析患者のスキンケアに対する実態調査

骨粗鬆症治療薬デノスマブ（プラリア）治療中断例の分析

周術期における体温測定が影響する環境の要因
―周術期の安定した体温測定方法を検証―

当院における血液内科患者に対するリハビリテーションの効果について

当院における麻薬の安全管理に向けた薬剤師の取り組み

14：10～15：00

座長：永井　由紀　済生会御所病院　副看護部長

宇陀市立病院　看護師　駒井　悠一

済生会中和病院　看護師　田中   晴子

南和広域医療企業団　五條病院　理学療法士　北村　広子
　　

済生会中和病院　診療放射線技師　富永　晴子

社会福祉法人　恩賜財団　済生会御所病院　看護師　藤本　優衣

宇陀市立病院　看護師　古瀬　恭子

平成記念病院　看護師　齋藤　裕樹

済生会中和病院　理学療法士　武田　将直

奈良県総合医療センター　薬剤師　御堂　恵里佳

こま   い　　 ゆう いち

   た  なか　     はる  こ

 きたむら　　ひろ   こ

 とみなが　　せい  こ

ふじもと　　　ゆ　い

   こ　せ 　　きょうこ

 さいとう　　ゆう  き

たけ   だ　　  まさなお

み  どう　　   え　り　か



ー 14 ー

変革の時代への新たな挑戦 ー地域の医療と介護を支える現場からー

ランチョンセミナー②
当施設の大腿骨近位部骨折に対する二次骨折予防（FLS）の取り組み

12：10～13：00

　　　杉本　啓紀　南奈良総合医療センター　整形外科　医長

座長：中山　正一郎　済生会御所病院  院長

セッション７：３地域連携②

セッション３：３地域連携①

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

7-1

7-2

7-3

コロナ禍における患者家族への退院支援の現状把握

がん終末期患者の「緩和ケア地域連携情報提供シート」の作成

腹膜透析患者の退院支援を通して学んだこと

Ａ病院におけるER体制に伴う効果と後方支援実績

「病棟全体の退院支援を充実させるための取り組み」
（コロナ禍の退院支援）

地域包括ケア病棟看護師の退院前訪問による退院支援の効果

橈骨頭骨折患者に対し運動器エコーを用いて評価・治療を行った1症例

夕方食事介助を通してリハビリスタッフの意識の変化と今後の課題

《５階大会議室》
10：05～10：55

13：10～14：00

座長：仁科　　健　奈良県総合医療センター　心臓血管外科　部長

社会医療法人 平成記念病院　看護師　澤田　郁美

奈良県立医科大学附属病院　社会福祉士　西岡　里実

済生会中和病院　看護師　森野　節子

奈良県立医科大学附属病院　入退院支援センター　社会福祉士　緑谷　奈生

平成記念病院　看護師　田北　壽子

　座長：森田　敏生　平成記念病院　地域連携室　課長
　

済生会奈良病院　看護師　善元　睦子

奈良県西和医療センター　作業療法士　市橋　恒男

医療法人拓誠会　辻村病院　理学療法士　川野　徳貴

 さわ  だ　　  いく  み

 にしおか　　さと  み

 もり  の　　  せつ  こ

 みどりや　　  な  おい

   た  きた　　かず   こ

よしもと　　 むつ  こ

 いちはし　　つね  お

 かわ  の　　  よし  き
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ー 15 ー

14：10～15：00セッション11：３地域連携③

7-4

11-1

11-2

11-3

11-4

病院看護職と地域看護職の地域包括ケア推進を目指した取組み
―天理市看護職連携会議7年間の活動実績―

ウェブ研修会を通じて考えた今後の地域連携のあり方

救急医療体制の現状報告　―センター内での業務改善について―

薬剤師による地域連携　～外来がん化学療法における薬薬連携～

認知症高齢者と地域包括ケア提供者間のケアリングについて

公益財団法人　天理よろづ相談所　天理よろづ相談所病院　看護師　河合　のり子

　
座長：福井　厚子　宇陀市立病院  看護課長

済生会中和病院　地域連携室　事務　岩澤　　綱

奈良県立医科大学附属病院　看護師　藤田　尚子

済生会中和病院　薬剤師　井口　仁美

済生会中和病院　看護師　久保　純子

 か  わい　　　　　　  こ

いわさわ　    　　 こう

ふじ  た　　しょう こ

  い  ぐち　　 ひと  み

  く　ぼ　　じゅんこ



ー 16 ー

変革の時代への新たな挑戦 ー地域の医療と介護を支える現場からー

セッション４：５医療情報　６教育　７病院運営

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

8-1

8-2

8-3

済生会中和病院における院内認定IVナース制度について

地域包括ケア病棟において新人看護師を指導する上で
実地指導者が必要とする支援

多様な働き方に応じた職員の人材育成について　～事務部の考察～

特定行為実践看護師によるB病棟での人工呼吸器関連肺炎予防の教育

診療情報管理室へ異動した看護師がベッドコントロールを行う重要性

固定チーム目標設定会開催の評価　～看護部組織の目標共有を目指して～

腹膜透析の合併症を予防・管理できている２事例の訪問看護介入を振り返る

職員健診の精密検査受診率向上に向けた取り組み

《５階研修室A》
10：05～10：55

座長：徳永　英守　市立奈良病院　統括診療部長

済生会中和病院　看護師　森田　正美

社会福祉法人　恩賜財団　済生会御所病院　看護師　川嶋　沙緒理

済生会中和病院　人事部　植野　克敏

地方独立行政法人　奈良県立病院機構　奈良県西和医療センター　看護師　生田　多恵子

南奈良総合医療センター　看護師　藤田　直実

座長：覚野　典子　国保中央病院　看護師長

宇陀市立病院　看護師　辻本　千明

一般財団法人　桜井市医療センター　桜井市訪問看護ステーションさくら　看護師　後藤田　敦子

済生会中和病院　保健師　𠮷森　由稀

セッション８：９看護業務　１０健診業務 13：10～14：00

 もり  た　　   まさ  み

かわしま　　   さ　お　り

うえ   の　　  かつ とし

いく  た　　   た　え　こ

ふじ  た　　   なお   み

つじ もと　　  ち  あき

ご  とう   だ　　  あつ  こ

よし もり　　  ゆ　き
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ー 17 ー

14：10～15：00セッション12：１２その他

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

乳房圧迫時の痛み軽減（圧迫自動減圧制御）についてのアンケート調査

固定資産管理の廃棄と移動の申請漏れによる台帳と現物の
不一致を減少させる取り組み

給与計算と勤務時間把握から見る勤怠管理システム運用報告

地域がん診療支援病院済生会中和病院のがん情報サービス

骨密度測定における季節性の優位性について

座長：小田　和加　済生会奈良病院　副看護部長

奈良県西和医療センター　診療放射線技師　石山　香織

済生会中和病院　経理課　徳永　明飛

済生会中和病院　人事課員　今吉　浩太

済生会中和病院　社会福祉士　平末　義之

宇陀市立病院　診療放射線技師　吉岡　丈裕

いしやま　　   か  おり

とくなが　　あき  ひ　　

いまよし　　こう   た

ひらすえ　　よしゆき

よしおか　　たけひろ




