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一般演題
 10月 18日（木）　A会場 

A1-1.　病院経営・人材管理 1（口演） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 副島　秀久（（社）恩賜財団　済生会熊本病院） 

 　　　高橋　淑郎（日本大学　商学部） 

 A1-1-1　　総合病院の外来における組織マネジメントに関する研究 ─ 第二報 ─ 
 和田　良香（広島大学病院　看護部） 

 A1-1-2　　病院組織における間接人員の比率に関する一考察 
 綾　　高徳（株式会社　日本総合研究所） 

 A1-1-3　　医療機関における若手事務職員の医療意識 
 太田　榮子（北海道情報大学　経営情報学部　医療情報学科） 

 A1-1-4　　病院経営における人事制度改革の試み（第二報） 
─ 3度再構築した「資格等級」「人事考課」「賃金」制度の変遷と評価 ─ 
 宮部　剛実（大阪府済生会吹田病院） 

 A1-1-5　　病院人材の職場への定着意欲と組織文化との関連 
 田中　将之（京都大学　大学院医学研究科　医療経済学分野） 

A1-2.　病院経営・人材管理 2（口演） 10 : 45-11 : 45

 座長 : 飯田　修平（（財）東京都医療保健協会　練馬総合病院 ）

 　　　川渕　孝一（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科医療経済学分野 ）

 A1-2-1　　看護職副院長の役割遂行におけるポジションパワーの行使の様相 
 松本はる美（光市立光総合病院） 

 A1-2-2　　DPC対象病院，非対象病院別に見る人事管理上の経営指標と考察 
 甲斐　聖人（済生会熊本病院　経営企画部） 

 A1-2-3　　愛知県医療法人協会で職員満足度調査を実施して 
 塩野　美里（医療法人　香徳会　経営企画室） 

 A1-2-4　　医療従事者が認識する学際的医療連携の実態と課題 ─ 職種間比較からの考察 
 勝山貴美子（横浜市立大学　医学部　看護学科） 

 A1-2-5　　甲状腺疾患専門病院におけるメディカルツーリズムの取り組み 
 伊藤　公一（伊藤病院） 

 10 月 18日（木）　B会場 

B1-1.　医療経済 1（口演） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 関田　康慶（東北福祉大学健康科学部　医療経営管理学科 ）

 　　　池田　俊也（国際医療福祉大学　薬学部薬学科 ）

 B1-1-1　　糖尿病外来受診状況が糖尿病入院患者の合併症による入院・予後に与える影響の検討 
 西　　　巧（九州大学大学院　医学系学府　医学専攻） 
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 B1-1-2　　ACGの汎用性に関する研究 
 川渕　孝一（東京医科歯科大学大学院　医療経済学分野） 

 B1-1-3　　特定健診・特定保健指導による医療費への影響（2008 年-2011 年パネルデータによる検証） 
 伊藤由希子（東京学芸大学　人文社会科学系　経済学分野） 

 B1-1-4　　新型インフルエンザ流行の医療費への影響 
 岡本　悦司（国立保健医療科学院　医療・福祉サービス研究部） 

 B1-1-5　　独法化後の国立病院経営改革 ─ 現場主義・迅速主義・実績主義により経営改善を実現 
 田川　洋平（株式会社川原経営総合センター） 

B1-2.　医療政策 1（口演） 10 : 45-11 : 57

 座長 : 今中　雄一（京都大学　大学院医学研究科　医療経済学分野 ）

 　　　舟谷　文男（恩賜財団・済生会　八幡総合病院　地域・在宅医療支援センター） 

 B1-2-1　　静岡県立こども病院の実医療圏の考察 ─ 医療事業における経営持続性の研究 ─ 
 城戸　貴史（静岡県立こども病院　地域医療連携室） 

 B1-2-2　　取り下げ 

 B1-2-3　　がん検診受診率と受診勧奨対策の相関分析 
 佐野　洋史（滋賀大学　経済学部） 

 B1-2-4　　脳梗塞患者集団における機能別医療資源消費推移の可視化 
 大坪　徹也（京都大学大学院　医学研究科　医療経済学分野） 

 B1-2-5　　糖尿病管理ターゲット集団の進行度に基づく地域プロファイリング 
 朴　　声哲（京都大学　大学院医学研究科　医療経済学分野） 

 B1-2-6　　都道府県別ならびに二次医療圏別の医師需給の将来予測 
 池田　俊也（国際医療福祉大学　薬学部　薬学科） 

 10 月 18日（木）　C会場 

C1-1.　看護管理 1（口演） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 勝山貴美子（横浜市立大学・医学部看護学科 ）

 　　　山田　　覚（高知県立大学看護学部 ）

 C1-1-1　　看護師が対処困難と感じる認知症の行動と心理症状（BPSD）における経験年齢による比較 
 吉村　浩美（聖隷福祉事業団　聖隷三方原病院） 

 C1-1-2　　病院看護職員の賃金制度の実態と看護管理者の認識 
 林　　千冬（神戸市看護大学） 

 C1-1-3　　大学病院看護師の特定医行為実施の現状と特定看護師（仮称）制度に対する姿勢について 
 齋藤　信也（岡山大学　大学院　保健学研究科） 

 C1-1-4　　急性期における看護実践環境とケアの質および看護職の能力，モチベーションとの関連 
 安西恵梨子（Queensland University of Technology　School of Nursing　Professional Studies） 
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 C1-1-5　　褥瘡発生率が低い病院の褥瘡対策の取り組み  
─ 200 床以上の病院のWOCNと看護管理者を対象とした質問紙調査 ─ 
 永野みどり（東京慈恵会医科大学　医学部　看護学科） 

C1-2.　看護管理 2（口演） 10 : 45-11 : 45

 座長 : 鶴田　惠子（日本赤十字看護大学　看護管理学） 

 　　　池崎　澄江（千葉大学大学院看護学研究科） 

 C1-2-1　　コミュニケーション改善ツールとしてのRCAの可能性  
─ 新規開設病院の看護師対象研修の実践 
 石川　雅彦（公益社団法人　地域医療振興会　地域医療安全推進センター） 

 C1-2-2　　看護師紹介料の削減  
─「求める看護師像」の描出による中途採用看護師の定着向上にむけた取り組み ─ 
 高田麻依子（株式会社　キャピタルメディカ　ヘルスケア事業本部） 

 C1-2-3　　看護師の組織貢献意識に影響する要因の分析 
 吉江由加里（新田塚医療福祉センター　福井総合病院） 

 C1-2-4　　病院勤務看護師における職場のコミュニケーションと労働意欲との関連  
─ Utrecht Work Engagement Scale を用いて ─ 
 上平　美和（千葉大学大学院　看護学研究科　地域看護学講座　保健学教育研究分野　修士課程） 

 C1-2-5　　A急性期病院に勤務する看護職の就業継続に関する評価と看護実践環境の関連 
 狩野　京子（島根県立中央病院） 

 10 月 18日（木）　D会場 

D1-1.　医療安全・質管理（口演） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 平尾　智広（香川大学　医学部　公衆衛生学 ）

 　　　前田　正一（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科） 

 D1-1-1　　都内私立大学病院本院における患者・患者家族などから受ける院内暴力の実態調査（私大病院
医療安全推進連絡会議共同研究） 
 岩尾亜希子（東京慈恵会医科大学附属病院） 

 D1-1-2　　医療過誤訴訟におけるインフォームドコンセントの価額 
 越後　純子（金沢大学附属病院　経営企画部） 

 D1-1-3　　DNAR情報をいかに共有するか 
 浦松　雅史（東京医科大学　医療安全管理学講座） 

 D1-1-4　　一般事例における追加的医療費算出の試み 
 江上　廣一（聖マリア病院　医療の質管理本部） 

 D1-1-5　　「認定病院の書面審査データから見る医療安全」─ 安全管理と感染管理の人的資源について ─ 
 寺崎　　仁（横浜市立大学附属市民総合医療センター） 
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D1-2.　医療安全・システム（口演） 10 : 45-11 : 45

 座長 : 山本　康弘（国際医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉・マネジメント学科） 

 　　　鮎澤　純子（九州大学大学院医学研究院　医療経営・管理学講座） 

 D1-2-1　　大学病院における睡眠導入剤の処方傾向 
 中島　範宏（東京女子医科大学　医学部　医療・病院管理学教室） 

 D1-2-2　　ワーキンググループ主導による安全な中心静脈カテーテル挿入のための中心静脈カテーテル物
流管理 
 藤原　優子（東京慈恵会医科大学　CVC挿入ガイドラインワーキンググループ） 

 D1-2-3　　階層型意思決定法による超音波診断装置の機種選定 
 福田　将誉（箕面市立病院　臨床工学部） 

 D1-2-4　　標準モジュールの特定に基づく手術プロセスの可視化 
 下野　僚子（東京大学大学院　工学系研究科） 

 D1-2-5　　手術標準業務モジュールの活用によるプロセス評価改善のための方法論 
 水流　聡子（東京大学大学院　工学系研究科） 

 10 月 19日（金）　A会場 

A2-1.　医療安全 1（口演） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 井手　義雄（（医）雪ノ聖母会　聖マリア病院） 

 　　　中島　和江（大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部） 

 A2-1-1　　福祉・介護職場の職員を対象としたリスクマネジメント研修から明らかとなった課題 
 岩月　宏泰（青森県立保健大学大学院） 

 A2-1-2　　ストレス尺度・自己効力感尺度による医療安全担当者のストレスとその対処行動に関する調査 
 中西　淑美（国立大学法人　山形大学　医学部　総合医学教育センター） 

 A2-1-3　　米国 The Joint Commission の警鐘事象情報 （Sentinel Event Alert） の変遷 
 青木　貴哉（東京医科大学　医療安全管理学講座） 

 A2-1-4　　トリアージを実施する救急領域の医師と看護師の惨事ストレス 
 黒田　梨絵（筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 A2-1-5　　当院教職員における睡眠障害に関するアンケート調査 
 叶　　一乃（獨協医科大学　越谷病院　臨床検査部） 

A2-2.　医療安全 2（口演） 10 : 45-11 : 33

 座長 : 長谷川　剛（自治医科大学　医療安全対策部） 

 　　　戸根　経夫（社会医療法人　若弘会） 

 A2-2-1　　本院における患者安全文化醸成度に関する検討 
 津田　佳彦（聖マリア病院　医療の質管理本部） 

 A2-2-2　　医療安全対策加算病院における医療安全文化醸成度に関する検討 
 廣瀬　昌博（島根大学　医学部　附属病院　病院医学教育センター） 
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 A2-2-3　　当院における，接遇力向上の取り組み ─ 職員対象の「言葉の教室」の実施と成果・課題 
 塩野　有紗（医療法人真生会　真生会富山病院　PTS推進室） 

 A2-2-4　　非接触性バーコード入力対応のトイレ一体型尿流量測定装置導入による効果　第一報 
─ 導入後のアンケート調査より ─ 
 奥村　智子（宮崎大学　医学部附属病院　看護部） 

 10 月 19日（金）　B会場 

B2-1.　地域医療 1（口演） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 安西　将也（龍谷大学　社会学部　地域福祉学科） 

 　　　安次富郁哉（沖縄国際大学・総合文化学部人間福祉学科） 

 B2-1-1　　医薬品情報の入手先別にみたヘルスリテラシー　─ 医薬品情報に関するアンケート調査より 
 須賀　万智（東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座） 

 B2-1-2　　皮膚科無床診療所における患者満足度調査の経験と分析　─ 季節変動を踏まえて ─ 
 栗崎　道紀（うしぶか皮膚科・形成外科クリニック） 

 B2-1-3　　妊産婦の院内助産システムに対する認知と利用意向 
 安川　文朗（熊本大学　大学院　社会文化科学研究科） 

 B2-1-4　　在宅療養支援診療所における満足度調査報告 
 高橋由利子（医療法人社団　鉄祐会　祐ホームクリニック） 

 B2-1-5　　患者の医療情報の理解に対する医師・薬剤師とのコミュニケーション能力の影響  
─ 調剤薬局利用者を対象とした医療用語の理解度に関するアンケート調査 ─ 
 吉永　祥子（あいわ薬局） 

B2-2.　地域医療 2（口演） 10 : 45-11 : 45

 座長 : 濱島ちさと（国立がん研究センター　がん予防・検診研究センター　検診研究部　検診評価研究室） 

 　　　山本　武志（札幌医科大学・医療人育成センター教育開発研究部門） 

 B2-2-1　　急性心不全患者の院内死亡予測モデル開発とリスク調整死亡率の病院間比較 
 佐々木典子（京都大学大学院　医学研究科　医療経済学分野） 

 B2-2-2　　看護管理からみる高齢者の来院時心肺停止の問題 
 滝童内浩子（財団法人　日産厚生会　玉川病院　看護部） 

 B2-2-3　　急性心筋梗塞・狭心症PCI 後地域医療連携パスのバリアンス要因の検討と運用課題 
 齋藤　佳子（榊原記念病院　看護部） 

 B2-2-4　　地域癌診療拠点病院において乳腺専門医がより効率的に機能するための工夫 
─ 限られた医療資源で地域に最善の乳腺診療を提供するために ─ 
 村上　　茂（広島市立安佐市民病院　外科） 

 B2-2-5　　救急外来におけるクリティカルパスの導入 
 小山　　仁（医療法人　久康会　平田東九州病院） 
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B2-3.　質管理・ガイドライン（口演） 14 : 00-15 : 00

 座長 : 上塚　芳郎（東京女子医科大学医学部　医療・病院管理学） 

 　　　山内　慶太（慶應義塾大学看護医療学部・大学院健康マネジメント研究科） 

 B2-3-1　　多職種チームによる慢性呼吸不全を対象とした統合型診療ユニット（IPU）の試み 
 土畠　智幸（医療法人　手稲渓仁会病院　小児在宅医療・人工呼吸器センター） 

 B2-3-2　　ICD分類作業ガイドラインの実効性の検証 
 佐藤　　恵（筑波大学大学院　ビジネス科学研究科　企業科学専攻） 

 B2-3-3　　病院機能評価更新受審病院を対象にアンケートを実施して 
 川本　一男（一般社団法人　愛知県医療法人協会） 

 B2-3-4　　地域医療機関のDPC関連データを集約化してできること  
─ 静岡県Nakama Project の分析報告から ─ 
 小林　利彦（浜松医科大学　医学部　附属病院　医療福祉支援センター） 

 B2-3-5　　イギリスにおけるケアのアウトカム指標 ─ 研究の知見と政策動向を中心に 
 長澤紀美子（高知県立大学　社会福祉学部　社会福祉学科） 

B2-4.　訪問看護・在宅ケア（口演） 15 : 15-16 : 25

 座長 : 杉山みち子（神奈川県立保健福祉大学　保健福祉学部　栄養学科） 

 　　　緒方　泰子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科） 

 B2-4-1　　訪問看護ステーションにおける連携戦略の実態と課題 
 磯山　　優（埼玉学園大学　経営学部　経営学科） 

 B2-4-2　　一般病床からの自宅退院要介護高齢者に対する退院支援プロセスの現状と課題  
─ 複数地区での検証 ─ 
 川越　雅弘（国立社会保障・人口問題研究所） 

 B2-4-3　　訪問看護ステーションにおける情報活用の実態に関する研究 
 王　　麗華（東京工科大学　医療保健学部　看護学科） 

 B2-4-4　　脳血管障害者に対する居宅系リハビリテーションの効果に関する検討 
 金川　仁子（東北大学大学院　医学系研究科　医療管理学分野） 

 B2-4-5　　在宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修とその評価 
 野地　有子（千葉大学） 

 B2-4-6　　管理職以外の病棟看護職におけるバーンアウトと看護職特性および看護実践環境との関連 
 緒方　泰子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科） 

 10 月 19日（金）　C会場 

C2-1.　医療情報 1（口演） 9 : 30-10 : 18

座長 : 梅里　良正（日本大学医学部社会医学系　医療管理学分野） 

　　　 岡田美保子（川崎医療福祉大学　医療福祉マネジメント学部　医療情報学科） 

 C2-1-1　　院内がん登録データを用いた診療圏の検討 ─ 乳がん症例 ─ 
 村上　玄樹（広島大学　医学部　公衆衛生学講座） 
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 C2-1-2　　日本リハビリテーション医学会データマネジメント・システムの到達点と課題 
 近藤　克則（日本福祉大学　社会福祉学部） 

 C2-1-3　　我が国におけるEHR （Electronic Health Record）の導入に関する一考察 
 梅里　良正（日本大学　医学部　社会医学系　医療管理学分野） 

 C2-1-4　　急性期医療における有害事象の自動判定システムの開発に関する研究 
 前田　幸宏（日本大学　医学部　社会医学系　医療管理学分野） 

C2-2.　医療経済 2（口演） 10 : 45-11 : 57

 座長 : 安川　文朗（熊本大学大学院社会文化科学研究科） 

 　　　福田　　敬（国立保健医療科学院　研究情報支援センター） 

 C2-2-1　　手術部位感染発生による経済的インパクトの推定：全国多施設研究 
 福田　治久（医療経済研究機構） 

 C2-2-2　　胃がんの疾病費用（Cost of illness）に対する高齢化の影響 
 芳賀香代子（東邦大学　医学部　社会医学講座　医療政策・経営科学分野） 

 C2-2-3　　在宅医療が癌患者の終末期医療費に与える影響の検証 
─ 京都府の診療報酬明細書データベースを用いた実証研究 ─ 
 森島　敏隆（京都大学大学院医学研究科　医療経済学分野） 

 C2-2-4　　急性期病院における呼吸サポートチーム活動効果の検討 
 松本　裕樹（東北大学大学院　医学系研究科　医療管理学分野） 

 C2-2-5　　日本における統合失調症の疾病費用研究 
 佐渡　充洋（慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室） 

C2-3.　医療計画（口演） 14 : 00-14 : 48

 座長 : 今井　博久（国立保健医療科学院） 

 　　　安田　信彦（東京慈恵会医科大学） 

 C2-3-1　　二次医療圏域全体の人口推計に基づく自院受診患者の地域分布の変動予測について 
 中村　　敦（山口県済生会下関総合病院　企画・建設対策室） 

 C2-3-2　　「二次医療圏データベース」を用いた医療圏の人口構造や医療資源供給を踏まえた特性分析 
 石川　雅俊（KPMGヘルスケアジャパン株式会社） 

 C2-3-3　　診療所医師の高齢化について　年齢別診療所従事医師数の将来推計 
 中村　利仁（千葉大学医学部附属病院　高齢社会医療政策研究部） 

 C2-3-4　　終末期医療に対する一般国民の選好についての全国調査 
 リー・キセイン　アンドリュー（慶應義塾大学　医学部　医療政策・管理学教室） 

C2-4.　病院経営・制度改革（口演） 15 : 15-16 : 15

 座長 : 尾形　裕也（九州大学大学院医学研究院　医療経営・管理学専門職大学院） 

 　　　白髪　昌世（広島国際大学　医療経営学部　医療経営学科） 

 C2-4-1　　イノベーション特化型病院経営モデルの医療イノベーション・スキームに関する研究 
 杉山　正樹（東洋大学　大学院　経営学研究科） 
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 C2-4-2　　診療報酬制度における薬価政策の課題 
 関口　　潔（日本経済大学　大学院　経営学研究科） 

 C2-4-3　　私立病院におけるエネルギー消費起源のCO 2 削減に関する研究  
─ 福島原子力発電所事故により地球温暖化対策は環境・エネルギー政策の一環として ─ 
 畑仲　卓司（日本医師会総合政策研究機構　研究部統括部長） 

 C2-4-4　　患者自己負担率の引き上げによるセルフメディケーション推進に関する研究 
 梅原　昌宏（UFPコンサルティング株式会社） 

 C2-4-5　　医師事務作業補助者配置の効果に関する分析 
 糟谷　昌志（宮城大学　事業構想学部） 

 10 月 19日（金）　D会場 

D2-1.　医療政策 2（口演） 9 : 30-10 : 18

 座長 : 高橋　　泰（国際医療福祉大学　大学院　医療経営管理学分野） 

 　　　加藤　　憲（愛知県医師会総合政策研究機構） 

 D2-1-1　　国際生活機能分類（WHO-ICF）からみた精神障害者の就労支援可能性の検討 
 森谷　就慶（東北文化学園大学　医療福祉学部　保健福祉学科） 

 D2-1-2　　アジア諸国における精神科医療政策・管理 
 伊藤　弘人（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） 

 D2-1-3　　パフォーマンス指標を用いた医療機器マネジメント：マラウイでの事例を中心として 
 伊達　卓二（保健医療経営大学　保健医療経営学科） 

 D2-1-4　　保育園における感染症サーベイランスと病原体診断の連携の検討 
 菅原　民枝（国立感染症研究所　感染症情報センター） 

D2-2.　病院経営・資材管理（口演） 10 : 45-11 : 57

 座長 : 竹田　　秀（（財）竹田綜合病院） 

 　　　酒井　順哉（名城大学大学院　都市情報学研究科　保健医療情報学） 

 D2-2-1　　医療の質評価のために院内サーベイを実施して ─ 機能評価チェックを受けた所属長の思い ─ 
 山中ひろみ（医療法人　香徳会　関中央病院） 

 D2-2-2　　医療の TQM七つ道具の提案 
 飯田　修平（公益財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院） 

 D2-2-3　　DPCデータを活用した後発医薬品の導入検討 
 小谷野圭子（公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院） 

 D2-2-4　　病院の質と病院建築のコストに関する研究 
 中山　茂樹（千葉大学　大学院工学研究科　建築・都市科学専攻） 

 D2-2-5　　病棟の個室化が療養環境に与える影響に関する研究 
 小菅　瑠香（国立保健医療科学院　生活環境研究部　建築・施設管理研究分野） 

 D2-2-6　　医療機器添付文書の電子化提供の現状と医療機関における利用推進のあり方研究 
 酒井　順哉（名城大学大学院　都市情報学研究科　保健医療情報学） 
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D2-3.　震災（口演） 14 : 00-15 : 00

 座長 : 長澤　　泰（工学院大学　建築学部　建築学科） 

 　　　中山　茂樹（千葉大学大学院　工学研究科 建築・都市科学専攻　建築学コース） 

 D2-3-1　　東日本大震災被災地在宅療養支援診療所等および被災地外在宅療養支援診療所等に対する調査
からみた在宅医療の危機管理 
 伊藤　道哉（東北大学　大学院医学系研究科　医療管理学分野） 

 D2-3-2　　東日本大震災時の病院における傷病者受け入れに関する研究 
 江川　香奈（東京電機大学　情報環境学部　情報環境学研究科） 

 D2-3-3　　在宅医療・介護現場における通信・ライフラインの途絶と在宅療養者への対応 
 千葉　宏毅（仙台往診クリニック） 

 D2-3-4　　東日本大震災におけるケアマネージャーの行動に関する分析 
 野田三紀子（宮城大学　事業構想学部） 

 D2-3-5　　被災後 6カ月以降における職能団体としての震災支援活動報告 
 西山　知佐（名南病院　診療情報管理課） 

D2-4.　医療情報 2（口演） 15 : 15-15 : 51

 座長 : 石川　　澄（社会医療法人社団　沼南会　法人統括管理者） 

 　　　信川　益明（医療法人社団千禮会） 

 D2-4-1　　外来誘導システムによる外来待ち時間分析 
 松本　武浩（長崎大学病院　医療情報部） 

 D2-4-2　　中小規模病院における電子カルテシステム導入後の業務改革の効果  
─ レセプト業務を事例として ─ 
 服部　建大（広島国際大学　医療経営学部） 

 D2-4-3　　HIS サーバからのデータ抽出について 
 高橋　将人（公益財団法人　日本心臓血圧研究振興会　付属　榊原記念病院） 
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 10 月 18日（木）　E会場 

E1-1.　退院支援・チーム医療（ポスター） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 坂巻　弘之（名城大学薬学部　臨床経済学研究室） 

 E1-1-1　　退院支援データベースの設計・構築・運用 ─ 退院支援の体系化にむけた取り組み（1）─ 
 村上須賀子（兵庫大学　生涯福祉学部） 

 E1-1-2　　退院支援プロセスの構成要素と従事者属性の関連分析  
─ 退院支援の体系化にむけた取り組み（2）─ 
 加藤　由美（東北文化学園大学大学院） 

 E1-1-3　　退院支援の評価視点と従事者属性との関連分析 ─ 退院支援の体系化にむけた取り組み（3）─ 
 大垣　京子（福岡医療福祉大学） 

 E1-1-4　　薬局薬剤師による在宅訪問業務のアウトカムと他職種連携の関連に関する予備的研究 
 恩田　光子（大阪薬科大学　薬学部　臨床実践薬学研究室） 

 E1-1-5　　電子レセプトは早急なバージョンアップを  
─ 限りなく増大する医療需要を限りある供給源で効果的に満たす情報源として ─ 
 西山　孝之（柳韓大学　保健医療福祉研究所　日本事務所） 

 E1-1-6　　まちの活性度と住民の医療提供安心感との関連 
 三澤　仁平（立教大学　社会学部） 

E1-2.　健康増進・管理（ポスター） 10 : 45-11 : 55

 座長 : 寺崎　　仁（横浜市立大学　附属市民総合医療センター・安全管理室） 

 E1-2-1　　医療従事者と医療消費者間の医療情報格差改善のためのツールに関する研究  
─ 病院における患者図書室活用の現状と課題 ─ 
 小村　陽子（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　環境社会医歯学系専攻　政策科学分野） 

 E1-2-2　　がん検診受診率算定対象変更に伴うがん検診精度に関する検討 
 岸　　知輝（慶應義塾大学大学院　健康マネジメント研究科　医療マネジメント専修　博士課程） 

 E1-2-3　　都道府県がん対策推進計画及び実行計画の総合評価 
 今井　博久（国立保健医療科学院） 

 E1-2-4　　院外心肺停止患者搬送の生存要治療数について 
 田久　浩志（中部学院大学リハビリテーション学部） 

 E1-2-5　　喫煙入院患者に実施した禁煙支援介入の効果 ─ 退院後の禁煙継続への影響 ─ 
 盛永　美保（滋賀医科大学　医学部　看護学科） 

 E1-2-6　　DPCデータに基づく急性肺損傷（ALI）/ 急性呼吸促拍症候群（ARDS）患者の把握 
 林田　賢史（産業医科大学病院　医療情報部） 

 E1-2-7　　日本における 1QALY あたりの支払意思額調査： パイロットテストの結果から 
 白岩　　健（帝京大学　医学部） 
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 10 月 19日（金）　E会場 

E2-1.　看護管理 3（ポスター） 9 : 30-10 : 30

 座長 : 加藤多津子（東京女子医科大学　医療・病院管理学） 

 E2-1-1　　フィールド・イノベーションの手法による病棟看護業務のワークライフバランス向上への取組
み 
 中川　　肇（富山大学附属病院） 

 E2-1-2　　一病院看護部 14部署のリーダーシップ発現状況 
 長谷川洋子（大阪大学大学院　医学系研究科　総合ヘルスプロモーション科学講座） 

 E2-1-3　　自治体病院における看護労働環境 ─ 日本語版NWI-Rと職務満足度の分析から ─ 
 壬生　夕子（三戸中央病院） 

 E2-1-4　　師長面談におけるスタッフの成熟度を考慮した時間配分の現状と課題 
 澤本　幸子（せんぽ東京高輪病院） 

 E2-1-5　　病院内で看護師が被る惨事ストレスの内容と影響 ─ IES-R高得点者の事例を分析して ─ 
 三木　明子（筑波大学　医学医療系） 

 E2-1-6　　訪問看護利用者の家族介護者による現金給付の意向に関する研究　第 3報 
 尾形　倫明（東北大学　大学院　医学系研究科　医療管理学分野） 

E2-2.　高齢者介護（ポスター） 10 : 45-11 : 45

 座長 : 佐々木順子（東京工科大学　医療保健学部　看護学科） 

 E2-2-1　　高齢者施設における事務系人材活用の実態研究  
─ 栃木県内の介護保険施設（老健，特養）の事務系職員調査による予備的研究 ─ 
 中田　健吾（国際医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉・マネジメント学科） 

 E2-2-2　　長期療養施設入所者の要介護度・自立度・認知度の変化と施設ケア関連要因 
 金子さゆり（名古屋市立大学　看護学部） 

 E2-2-3　　アセスメントデータから算出する利用者のモニタリング指標  
─ インターライ方式 ケア アセスメントの活用 ─ 
 石橋　智昭（公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団） 

 E2-2-4　　特別養護老人ホームにおけるケアの達成状況に関する研究  
─「介護サービス情報の公表制度」のデータを用いた分析 ─ 
 伊藤美智予（日本福祉大学　健康社会研究センター） 

 E2-2-5　　訪問看護ステーションが直面する課題 : 半構造化面接調査から 
 加藤　　憲（愛知県医師会総合政策研究機構） 

 E2-2-6　　要介護高齢者の活動量に与える各要因の検証 
 天野　貴史（公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団） 
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E2-3.　人材管理・教育（ポスター） 14 : 00-15 : 00

 座長 : 加藤　由美（東北文化学園大学大学院　健康社会システム研究科） 

 E2-3-1　　シンクライアントシステムを用いた院内インターネット閲覧システムの構築 
 島村　吉衛（さいたま市立病院　心臓血管外科） 

 E2-3-2　　病床規模別の医療安全管理体制の実態 
 藤原奈佳子（愛知県立大学　看護学部　看護管理学） 

 E2-3-3　　A病院の病棟クラーク業務についての実態について 
 高木　智美（聖隷三方原病院　看護部） 

 E2-3-4　　A特定機能病院患者相談・臨床倫理センターにおける「医療従事者への支援」の意義と課題 
 榊原　章人（東京大学　医学部附属病院　患者相談・臨床倫理センター） 

 E2-3-5　　秋田県内医療機関における勤務医の診療への取り組み姿勢に関わる要因 
 南園佐知子（秋田大学大学院　医学系研究科　地域医療政策学講座） 

 E2-3-6　　薬剤師の需給動向予測に関する研究 
 坂巻　弘之（名城大学　薬学部） 

E2-4.　医療経済・病院経営（ポスター） 15 : 15-16 : 25

 座長 : 小山　秀夫（兵庫県立大学大学院経営研究科　医療マネジメント専攻） 

 E2-4-1　　高血圧治療患者における治療経過と薬剤費削減効果 
 浦本太一郎（株式会社望星薬局） 

 E2-4-2　　レセプト情報二次利用としての原価計算 ─ 小倉記念病院新築移転の分析 
 野坂　秀行（小倉記念病院　院長室副院長） 

 E2-4-3　　大阪府下南河内北部二次医療圏内隣接 3市間にみられる受診相関と外来医療費 
 井上　辰樹（龍谷大学社会学部） 

 E2-4-4　　愛知県における民間病院の経営状態と医療の質の関係性 
 堀　　心一（名古屋大学　大学院　経済学研究科） 

 E2-4-5　　ドクターヘリの利用域の違いによる支払意思額の決定要因：支払金額を決定した理由の自由記
述からの質的研究 
 横地　将文（札幌徳洲会病院　診療放射線部） 

 E2-4-6　　わが国の心血管イベント予防におけるスタチンの経済的評価 
 大西　佳恵（京都大学　大学院医学研究科　社会健康医学系専攻　薬剤疫学分野） 

 E2-4-7　　わが国の精神科診療所受診患者の心理社会的医療資源利用実態調査 
 稲垣　　中（公益財団法人神経研究所） 
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