プログラム
役員会（9：00〜9：30）
開会の辞（9：30〜9：35）

古家

乾（独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 院長）

セッション1「医療の質」
（9:35〜10:15）

座長

藤兼

俊明

（独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 副院長）

1. 結核で入院した高齢患者の認知機能の低下予防に向けた関わり
1)独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター
2)独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター
3)独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター
○棚田めぐみ1)、佐藤 雄宇1)、清野 雅美1)、白田

６病棟 看護師
６病棟 病棟副師長
６病棟 病棟師長
忍1)、間野未沙都2)、宗像 祐二3)

2. 当院におけるB型肝炎再活性化防止に向けた取り組みについて
1) 旭川赤十字病院 医療秘書課 2) 旭川赤十字病院 医療の質管理室 室長 3) 旭川赤十字病院 院長
○千葉真里子1)、富田 健二1)、山田 浩貴1)、國本 雅之2)、牧野 憲一3)

3. 二ボルマブ療法の免疫関連有害事象に対する取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 看護部
○宗山 薫

4. ペメトレキセド施行患者における好中球減少発現の要因分析
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 薬剤科
○西部 幸一

5. EGFR阻害薬に伴う皮膚障害のセルフケア支援～生活背景に着目した患者指導がもたらす効果～
独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター 5病棟
○黒坂 朋里

セッション2「医療情報管理」
（10:15〜10:55）

座長

樫村

暢一

（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 顧問）

6. DIC症例に対するコーディングの適正化と診療録の質の向上への取り組み
社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 診療情報管理課
○関口 僚

7. 在宅医療の拡大は医療費抑制に寄与するのか
北見工業大学工学部
○伊藤 敦

8. 総合内科病棟におけるDPC期間越えデータの現状
手稲渓仁会病院 看護部
○渡邉由美子

9. FIMデータを活用した、地域医療連携体制の強化
手稲渓仁会病院 企画情報課
○曽根 諒、桂 篤史、小野寺英雄

10. 当院の情報セキュリティ対策 コンテンツフィルターサービスの導入と運用について
KKR札幌医療センター 事務部 情報管理課
○岡部 泰毅
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セッション 3「医療安全」
（10:55〜11:35）

座長

高橋

昌宏

（独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 院長）

11. 職業感染対策に必要なワクチンプログラム構築に向けての取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 安全管理部 感染対策室
〇高橋 泉

12. 継続した薬物治療管理に向けた CKD 病診薬連携の構築 ‐ お薬手帳へ 「CKD シール」 貼付による
腎機能情報の共有 ‐
1) 函館五稜郭病院 薬剤科 2) 函館五稜郭病院 腎臓内科 3) 函館五稜郭病院 腎臓内科病棟
〇矢羽羽雅行 1)、 松崎 幸司 1)、 吉原真由美 2)、 小原 史生 2)、 大渕 信子 3)

13. インシデントレポート報告数増加への試み
独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院
〇真下 泰、 吉田 純一、 高橋 昌宏

14. 警察 OB による保安 ・ 相談係が果たす役割と当院での活動報告
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 安全管理部 医療安全管理室
○早瀬 美香

15. 精神科医不在の施設における緩和ケアチームによるせん妄研修会実施の効果
独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院
○下口谷 貴

セッション 4「看護管理」
（11:35〜12:15）

座長

堀田

哲也

（独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 腎・膠原病センター長）

16. 重症度、 医療 ・ 看護必要度評価における多職種連携の効果
砂川市立病院 看護管理室
○高野美奈子、 孰賀 愛子

17. 当院における認知症ケア加算２導入の取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 看護部
○外嵜 えり奈

18. 看護実践基準のデータベース化
社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 看護部業務委員会
○能戸久美子

19. 術前オリエンテーションにおいて患者が看護師から知りたいと思っていることの検証
～患者の関心事に焦点を当てた DVD 作成を目指して～
独立行政法人国立病院機構 帯広病院 看護部外科病棟
○山川 将志

20. 認定看護師が開催した研修についての報告
市立釧路総合病院 看護部
○野呂 真貴、 三上 育子、 荒堀 有子、 澤田 淳子
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ランチョンセミナー（12：30〜13：30）

『リスクマネージメントに配慮した院内肝炎ウイルス陽性者対策』
【演 者】 是永 匡紹 （国立国際医療研究センター 肝炎 ・ 免疫研究センター 肝炎情報センター 肝疾患研修室長）
【司 会】 古家
乾 （独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 院長）
【共 催】 ギリアド ・ サイエンシズ株式会社
休憩 （13 ： 30〜13 ： 40）
特別講演（13:40〜14:40）

『裁判事例から学ぶ医療安全』
【演 者】 福田
【司 会】 広瀬

友洋 （弁護士法人 佐々木総合法律事務所）
崇興 （独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 副院長）

総会（14:40〜14:50）
セッション 5「業務改善」
（14:50〜15:30）

座長

牧野

憲一

（旭川赤十字病院 院長）

21. 当院における医療の質向上の取り組みに対するクラークの貢献
1) 旭川赤十字病院 医療秘書課 2) 旭川赤十字病院 医療の質管理室 室長 3) 旭川赤十字病院 院長
○小湊 勇輔 1)、 富田 健二 1)、 山田 浩貴 1)、 國本 雅之 2)、 牧野 憲一 3)

22. 一般病棟用の重症度、 医療･看護必要度についての検証
1) 社会医療法人医仁会中村記念病院 診療情報管理室
2) 社会医療法人医仁会中村記念病院 診療部
○片岸 輝実 1)、 中村 博彦 2)

23. 間接的な外来診察補助の取り組み 〜手書き問診票を電子カルテに転記する〜
1) 旭川赤十字病院 医療秘書課
2) 旭川赤十字病院 医療の質管理室 室長
○田中 麻弓 1)、 富田 健二 1)、 國本 雅之 2)

24. 受診相談コーナーの業務改善に関する一考察～連携医療機関へのアンケート調査を通して～
手稲渓仁会病院 患者サポートセンター
○溝口 大輔， 太田 敏弥

25. クリニカルパス専従看護師による院内パス改善の取り組み
市立札幌病院 医療品質総合管理部 業務改善支援課
○山本さつき、 仁木恵美子

閉会の辞（15：30〜15：35）

古家

乾（独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 院長）
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