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学術集会 プログラム 3月19日（日）

特別講演
13：20～14：20 第 1会場（2階・大ホール）

「医療の質から見た病院管理」
司会：小山 勇（埼玉医科大学国際医療センター 病院長）

演者：福井 次矢（聖路加国際病院 病院長）

来賓挨拶
12：50～13：05 第 1会場（2階・大ホール）

三田 一夫（埼玉県保健医療部長）
金井 忠男（埼玉県医師会長）

基調講演
9：40～10：00 第 1会場（2階・大ホール）

「ガバナンスとリーダーシップによる病院マネジメント―今、病院に何が必要か？―」
演者：小山 勇（埼玉医科大学国際医療センター 病院長）

パネルディスカッション I
10：10～11：40 第 1会場（2階・大ホール）

「ガバナンス・リーダーシップによる病院管理」
司会：佐伯 俊昭（埼玉医科大学国際医療センター 副院長）

PD-I-1 JCI から学んだ病院管理に利用できるガバナンスの実際
山本 貴道（聖隷浜松病院 副院長）

PD-I-2 汝自身を知れ
秋山 剛（NTT東日本関東病院精神神経科 部長）

PD-I-3 ガバナンス・リーダーシップによる病院管理～JCI 受審施設の視点～
小松本 悟（足利赤十字病院 病院長）

パネルディスカッション II
15：30～16：30 第 1会場（2階・大ホール）

「「チーム医療による医療の質の向上を目指す取り組み」医療安全対策チーム、褥瘡対策
チーム、緩和ケアチーム、栄養サポートチーム」
司会：遠山 信幸（自治医科大学附属さいたま医療センター 副センター長/医療安全・

渉外対策部長/総合医学講座II（一般・消化器外科）教授）

PD-II-1 医療の質向上を目指し組織横断的取り組みを担う医療安全管理室の活動と課
題
亀森 康子（自治医科大学附属さいたま医療センター医療安全・渉外対策

部 看護師長）
PD-II-2 褥瘡対策チームの取り組み

関根まゆみ（JCHO埼玉メディカルセンター皮膚・排泄ケア 認定看護師）
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PD-II-3 緩和ケアチームの取り組み～住み慣れた地域で望む暮らしを最期まで支える
ために～
大久保築世（小鹿野保健福祉センター地域包括支援センター 主席保健師）

PD-II-4 がん専門病院における栄養サポートチームの取り組み
福田 俊（埼玉県立がんセンター消化器外科 副部長）

ランチョンセミナー I
11：50～12：40 第 1会場（2階・大ホール）

「医療安全管理に期待される医師の役割とは」
司会：窪地 淳（さいたま市立病院 病院長）

演者：遠山 信幸（自治医科大学附属さいたま医療センター 副センター長/医療安全・
渉外対策部長/総合医学講座 II（一般・消化器外科）教授）

共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー II
11：50～12：40 第 2会場（1階・大会議室C）

「ERAS（イーラス）手術後回復力強化プログラムで実現―医療の質の向上と経済効果―」
司会：岡本 光順（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科（肝胆膵外科））

演者：中村 文隆（手稲渓仁会病院外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ラウンドテーブルディスカッション I
10：10～10：55 第 2会場（1階・大会議室C）

「薬剤部門における医療の質向上への取り組み」
司会：岸野 亨（埼玉医科大学病院薬剤部 部長）

RT-I-1 病棟における持参薬初回介入率向上に対する薬剤部の取り組み
伊賀 正典（さいたま赤十字病院薬剤部 係長）

RT-I-2 薬剤管理における医療の質の向上の取り組み―当院手術部専任薬剤師の現状
と課題―
亀田 皓介（獨協医科大学越谷病院）

RT-I-3 薬剤師の処方前介入によるアドヒアランス向上と残薬減少への期待
織本 桂（彩の国東大宮メディカルセンター 係長）

RT-I-4 処方監査のタイミングとその効果を考える
中沢 修司（秀和総合病院 副主任）

RT-I-5 埼玉医科大学国際医療センター薬剤部における、薬物療法の「質の向上」の
ための医薬品管理
土肥 大典（埼玉医科大学国際医療センター 係長）
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ラウンドテーブルディスカッション II
10：55～11：40 第 2会場（1階・大会議室C）

「検査部門における医療の質向上への取り組み」
司会：岩田 敏弘（県立がんセンター検査技術部 部長）

RT-II-1 他職種連携による検体検査の質向上への取り組み
塚原 晃（戸田中央病院臨床検査科 技師長）

RT-II-2 検査部門における医療の質の向上の取り組み［現状紹介と課題］
内山 健二（獨協医科大学越谷病院臨床検査部 主任）

RT-II-3 当検査部におけるNICU支援の取り組みについて
三志奈賢司（埼玉医科大学病院中央検査部 係長）

RT-II-4 不規則抗体保有患者に対する安全な輸血に向けた取り組み
大木 浩子（埼玉医科大学総合医療センター輸血部 係長）

RT-II-5 低レベルインシデントレポートの役割
伊丹 直人（埼玉県立がんセンター検査技術部）

ラウンドテーブルディスカッション III
15：30～16：15 第 2会場（1階・大会議室C）

「放射線部門における医療の質向上への取り組み」
司会：田中 宏（埼玉県病院局埼玉県診療放射線技師会 会長）

RT-III-1 カイゼン手法を用いた取り組み
栗田 幸喜（済生会栗橋病院放射線技術科 技師長）

RT-III-2 AMG放射線部におけるQI 収集の取り組み
田中 武志（上尾中央医科グループ協議会放射線部 部長）

RT-III-3 クラウドPACS導入がもたらすメリット
角田 喜彦（熊谷総合病院診療放射線科 技師長）

RT-III-4 放射線科領域における急変時対応の取り組み
尾形 智幸（さいたま赤十字病院放射線科 技師長）

RT-III-5 放射線検査・治療における医療の質の向上の取り組み「現状紹介と課題」
富田 博信（済生会川口総合病院放射線技術科 技師長）

一般演題ポスター I
14：30～15：30 第 3会場（1階・大会議室A・B）

「経営・体制・第三者評価」
座長：須田 裕子（埼玉医科大学国際医療センター看護部 副部長）

P-I-1 医療安全管理体制の構築を目指して
石原 由香（社会医療法人 刀仁会 坂戸中央病院）

P-I-2 診療所から病院に変更した直後から病院機能評価受審を目指した当院の経営
的困難とその意義
鋤柄 稔（医療法人社団シャローム シャローム病院）

P-I-3 職務記述書改訂への取り組み～JCI 認証の更新に向けて～
鈴木 彦太（埼玉医科大学国際医療センター 看護部）
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P-I-4 医療機関webサイトにおける求人コンテンツの構造化と採用コストへの影響
竹田 陽介（株式会社ヴァイタリー 先端医療コミュニケーション研究所）

P-I-5 当院の未収金回収の取り組み―少額訴訟制度を利用して―
戸島 勇（社会医療法人 刀仁会 坂戸中央病院 医事課）

P-I-6 医療の質向上につながる適切な保険診療の実践への取り組み
宮崎 直樹（埼玉医科大学国際医療センター 事務部医務課/埼玉医科大学

国際医療センター 診療情報管理室）

一般演題ポスター II
14：30～15：30 第 3会場（1階・大会議室A・B）

「教育・職員管理・設備」
座長：荒木 妙子（社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院医療安全管理室 室長）

P-II-1 病棟内設備を利用した急変シミュレーションを通してみえてきた課題と今後
の展望
村山 浩之（さいたま市立病院 看護部）

P-II-2 職員の資格および教育歴等の管理、活用について
島田 典明（埼玉医科大学国際医療センター 事務部総務課）

P-II-3 3病院共通キャリアパスの作成
高橋 里奈（獨協医科大学越谷病院 リハビリテーションセンター）

P-II-4 医療安全に関する学生教育の検討―作業療法学専攻の学生を対象として―
田島 一美（日本医療科学大学 リハビリテーション学科 作業療法学専

攻）
P-II-5 e ラーニングシステムを用いた職員研修

只浦 知華（埼玉医科大学国際医療センター 教育支援センター）
P-II-6 施設管理業務における患者目線からの「医療の安全及び質」への取り組み

関根 真吾（埼玉医科大学国際医療センター 事務部総務課 施設担当）

一般演題ポスター III
14：30～15：30 第 3会場（1階・大会議室A・B）

「感染対策」
座長：岡田 和子（北里大学メディカルセンター医療安全管理室

医療安全管理者／看護師長）

P-III-1 シミュレーショントレーニングによる手指衛生5つのタイミング遵守率向上
への取り組み
田口 裕彦（埼玉医科大学国際医療センター 看護部）

P-III-2 栄養科職員に対する手洗い手技の向上にむけた取り組み
石川 絵梨（北里大学メディカルセンター 栄養科）

P-III-3 病院内におけるインフルエンザアウトブレイクの背景・要因の検討
徳屋しのぶ（社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 感染管理室）

P-III-4 MRSA肺炎における腎障害予防のための薬剤師主導Vancomycin 投与設計
の費用効果分析―利点と課題―
福田 哲也（国立病院機構 西埼玉中央病院 薬剤部）

P-III-5 WHOのMultimodal Hand Hygiene Improvement Strategy を用いた手
指衛生改善の取り組み
水上由美子（自治医科大学附属さいたま医療センター）
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P-III-6 感染性物質対象スピルキット導入後の現状と評価
宮澤千恵子（埼玉医科大学国際医療センター 感染対策室）

一般演題ポスター IV
14：30～15：30 第 3会場（1階・大会議室A・B）

「リハビリ・施設連携」
座長：鈴木 真弓（埼玉医科大学国際医療センターリハビリテーションセンター 係長）

P-IV-1 リハビリテーション部門の情報共有におけるリスク管理表の導入効果
大隈 統（医療法人和会 武蔵台病院 リハビリテーション課/医療法人

和会 武蔵台病院 医療安全委員会）
P-IV-2 当院のリハビリテーション科における医療安全の質の向上を目指した新しい

取組みについて
榊 聡子（IMS（イムス）グループ 春日部中央総合病院 リハビリテー

ション科）
P-IV-3 介護老人保健施設における解剖学を重視した事例検討によりリハビリテー

ションの質向上を目指す取り組み
姉帯 飛高（介護老人保健施設 日高の里 リハビリテーション課/順天堂

大学医学部 解剖学・生体構造科学講座）
P-IV-4 医療安全の質を高めるためのGood job 報告活動の推進

野々垣政志（埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション部）
P-IV-5 大学病院と地域のつなぎ役としての在宅医の在り方

齋木 実（社会福祉法人埼玉医療福祉会 丸木記念福祉メディカルセン
ター 内科/埼玉医科大学国際医療センター 総合診療・地域
医療科）

一般演題ポスターV
14：30～15：30 第 3会場（1階・大会議室A・B）

「薬剤・臨床工学」
座長：髙橋 邦雄（独立行政法人国立病院機構埼玉病院薬剤部 薬剤部長）

P-V-1 安全に配慮した配薬カート導入の効果
長内 恵美（医療法人真正会 霞ヶ関南病院）

P-V-2 医療の質向上委員会発足の経緯と経過について―ハイリスク薬を服薬してい
る神経難病患者への指導介入―
新井 好子（独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 薬剤部）

P-V-3 救急カートの標準化から維持管理へ
佐藤 千明（川口市立医療センター）

P-V-4 生体情報（心電図）モニタの安全使用を目指して
野々村ゆかり（さいたま市立病院）

P-V-5 半自動動作の車椅子のフットレストの考案と有用性
佐伯 将城（自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床工学部）

P-V-6 院内外における突然死予防を目的とした着用型除細動器の運用
児玉 圭太（埼玉医科大学総合医療センター 臨床工学部）
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一般演題ポスターVI
14：30～15：30 第 3会場（1階・大会議室A・B）

「診療情報・アセスメント・患者支援」
座長：松元智恵子（獨協医科大学越谷病院総合医療相談部 看護師長）

P-VI-1 当院の診療情報管理と、入院診療計画書質的監査の取り組みについて
刈茅 沙紀（埼玉医科大学国際医療センター 診療情報管理室）

P-VI-2 医科・歯科連携による入院患者の口腔アセスメントへの取り組み
小川裕美子（さいたま市立病院 看護部）

P-VI-3 当院の転倒転落アセスメントプランニングシートの評価と課題
葉 秀寿（埼玉医科大学国際医療センター 医療安全対策室）

P-VI-4 当院の入院患者における栄養評価～簡易的なスクリーニング方法の検討～
高尾 優一（社会医療法人 東明会 原田病院 リハビリテーション科）

P-VI-5 当院の退院時医師要約の質的内容監査の取り組み
室野井美穂（埼玉医科大学国際医療センター 診療情報管理室/埼玉医科大

学国際医療センター 脳血管内治療科/埼玉医科大学国際医療
センター 心臓リハビリテーション科）

P-VI-6 当院における苦情の分析と医療事務として出来ること―ホスピタリティの観
点から―
山野辺麻美（医療法人KNI 北原国際病院 医事課）
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