
日本医療マネジメント学会第７回京滋支部学術集会一般演題 

 

 医療安全（Ⅰ） 

Ａ－１．京都市立病院における危険薬の誤投与防止について 

京都市立病院 薬剤科 平田 敦宏 

 

Ａ－２．中心静脈カテーテル留置認定医制度および手技実施申告制の導入 

京都市立病院 外科 山本 栄司 

 

Ａ－3．ＲＣＡを用いた歯科医療事故の分析 

京丹後市立久美浜病院 歯科 真下 肇 

 

Ａ－4．患者および調剤薬局のお薬手帳に対する意識調査 

社会保険京都病院 薬剤部 伊勢 文孝 

 

Ａ－5．京都府防災フェアにおける公立南丹病院および京都ＤＭＡＴ（災害医療派遣チーム）のＰＲブース出

展の試み 

公立南丹病院 計良 夏哉 

 

Ａ－6．薬剤師による入院時持参薬チェック－当院の現状と今後の課題－ 

長浜赤十字病院 薬剤部 西嶋 長 

 

Ａ－7．薬剤の安全管理への取り組み 

社会保険滋賀病院 薬剤部 大林 巧志 

 

Ａ－8．ＩＣＵ病棟における薬品在庫管理の取り組み 

近江八幡市立総合医療センター 薬剤部 小川 暁生 

 

 

医療安全（Ⅱ） 

Ａ－9．京都第二赤十字病院における医療安全活動 

京都第二赤十字病院 医療安全管理委員会 横野 諭 

 

Ａ－10．「指差し呼称確認」動作の周知に向けた取り組み 

近江八幡市立総合医療センター 看護部 医療安全推進委員会 岩崎 昌敏 

 

Ａ－11．他院からの持ち込み薬管理の検討 

市立福知山市民病院 持ち込み薬検討チーム 佐藤 真寿美 

 

Ａ－12．「リスク改善報告会」を開催して 

市立福知山市民病院 リスクマネジメント部会 芦田 久美子 



Ａ－13．当院における医療・苦情相談の実情―医療安全管理室対応から― 

市立長浜病院 医療安全管理室 宮村 清孝 

 

Ａ－14．転倒転落事故防止に関する院内の取り組み－医療安全全国共同行動参加に参加して－ 

洛和会丸太町病院 臨床検査部・医療安全管理室 佐藤 晴久 

 

Ａ－15．みんなの時間～院内標準時間を作る 

野洲病院 看護管理室  乾 悦子 

 

Ａ－16．各モダリティ装置の急変時マニュアル作成の実施について 

市立福知山市民病院 放射線科 大槻 道彦 

 

 

 感染対策（Ⅰ） 

Ａ－17．患者の手洗いに関する実態調査と意識づけ 

公立南丹病院 看護部 林 夕希 

 

Ａ－18．一次洗浄廃止への取り組み 

国立病院機構 滋賀病院 看護課 植村 明美 

 

Ａ－19．手指衛生遵守率向上に向けたとりくみ－手指衛生に関する認識・行動の現状把握－ 

舞鶴赤十字病院 看護部（リンクナース） 稲田 亜希 

 

Ａ－20．針刺し事故防止への取り組み 

三菱京都病院 事務部 森井 亨介 

 

Ａ－21．当院における新型インフルエンザ感染対策 

公立南丹病院 ＩＣＴ 上田 多加子 

 

Ａ－22．ＶＲＥ感染予防対策の構築と成果－第一報－ 

京都第二赤十字病院 Ｃ３北病棟 辻 陽子 

 

Ａ－23．医療廃棄物適正廃棄に向けての取り組み 

京都府立与謝の海病院 リンクスタッフ会 大橋 啓江 

 

Ａ－24．防護具（手袋・エプロン）の活用を目指して－防護具プレゼンテーションの効果－ 

京都府立与謝の海病院 リンクスタッフ会 大下 美弥子 

 

 

 

 

 



 感染対策（Ⅱ） 

Ｂ－1．血管内留置カテーテル挿入時のコスト・医療廃棄物削減を目的とした高度バリアプレコーションに代

わる挿入法の検討 

公立南丹病院 心臓血管外科 圓本 剛司 

 

Ｂ－2．クオンティフェロンによる結核患者接触者に対する健診 

社会保険京都病院 ＩＣＴ（内科部長） 村頭 智 

 

Ｂ－3．当院の感染対策における細菌検査室の役割と連携 

市立福知山市民病院 院内感染対策チーム 吉金 礼三郎 

 

Ｂ－4．職業感染暴露事故の解析と対策－２００５年からの継続的な取り組みについて－ 

宇治徳洲会病院 医療安全管理室 吉田 和代 

 

Ｂ－5．院内感染対策における検査科の役割 

近江八幡市立総合医療センター 医療技術部中央検査科 近澤 秀己 

 

Ｂ－6．喀痰検査の重要性とＩＣＴとしての取り組み 

公立南丹病院 病理検査室（ＩＣＴ） 山村 京介 

 

Ｂ－7．感染管理におけるネットワーク化取り組み紹介 

京都大原記念病院 感染対策委員会 中川 清美 

 

Ｂ－8．抗菌薬適正使用ＩＣＴラウンド４年の総括－抗菌薬使用量の推移に注目して－ 

京都市立病院 ＩＣＴ 堀田 剛 

 

 

 医療安全（Ⅲ） 

Ｂ－9．弾性ストッキングが原因で発生した褥瘡から装着ガイドライン作成に至るまで－着用時の危険性－ 

京都民医連中央病院 清水 真紀 

 

Ｂ－10．クリニカルパスの有効活用に向けた看護師教育方法の検討 

公立南丹病院 看護部（主任会教育担当） 坂根 綾子 

 

Ｂ－11．母親への新生児避難方法の指導についての検討－スリングによる避難シミュレーションを行って－ 

公立南丹病院 看護部 人見 紘子 

 

Ｂ－12．皮下埋め込み型ＣＶポートの退院指導 

市立福知山市民病院 ３階病棟 岡野 ひろみ 

 

Ｂ－13．退院チェックリスト使用の効果 

市立福知山市民病院 ６階北病棟 荻野 奈津代 



Ｂ－14．入院中の乳幼児への添い寝に対する家人の意識調査 安全な添い寝の実施に向けての取り組み           

 

京都第一赤十字病院 南３階病棟 秋本 夕子 

 

Ｂ－15．チューブドレーン類の自己抜去調査から 

彦根市立病院 看護部 清水 寿佳 

 

Ｂ－16.当院放射線科におけるインシデントへの取り組み 

公立南丹病院 放射線科 中澤 修 

 

 

病院経営 

 

Ｂ－１７．看護師退職者アンケート分析結果 

公立南丹病院 看護部 藤阪 みさ代 

 

Ｂ－１８．当院におけるクリニカルパスでの検査科の取り組み 

近江八幡市立総合医療センター 医療技術部中央検査科 川添 智佳子 

 

Ｂ－１９．臨床検査部門での経費削減－この５年間の成果－ 

京都第一赤十字病院 検査部 加藤 元一 

 

Ｂ－２０．褥瘡治療における経費を考える－褥瘡治療に要したコストを振り返った１症例－ 

近江八幡市立総合医療センター 在宅療養支援担当 近野 由美 

 

Ｂ－２１．ＤＰＣ導入に伴う運用の整備－よりよい病院経営を目指して－ 

公立南丹病院 医事課診療情報管理係 加地 弘佳 

 

Ｂ－２２．褥瘡ハイリスク患者ケア加算導入後の現状と今後の課題 

公立南丹病院 看護部（皮膚・排泄ケア認定看護師） 船越 千里 

 

Ｂ－２３．持参薬使用による安全性と経済性－持参薬調査の視点から－ 

近江八幡市立総合医療センター 薬剤部 住田 勝 

 

 

 医療連携（Ⅰ） 

 

Ｂ－２４．がん相談支援センターの取組み 

京都桂病院 がん相談支援センター 入江 篤志 

 

Ｂ－２５．外来患者様への内服抗がん剤説明の取り組み 

市立長浜病院 医療技術局 薬剤科 瀧 裕子 



Ｂ－２６．チーム医療を目指した音楽療法クリニカルパス作成の試み 

洛和会音羽病院 神経内科 木村 透 

 

Ｂ－２７．近隣事故災害に対する医師派遣要請への応召を経験して 

公立南丹病院 計良 夏哉 

 

Ｂ－２８．当院における災害医療に対する取り組み 

市立福知山市民病院 救急部 吉川 徹二 

 

 

 医療安全（Ⅳ） 

 

Ｂ－２９．緊急輸血時の検査技術向上の取り組み 

近江八幡市立総合医療センター 医療技術部輸血管理科 西村 精児 

 

Ｂ－３０．安全かつ安心して検査を受けていただくために 

公立南丹病院 臨床検査科 戸川 幸男 

 

Ｂ－３１．当院における人工呼吸器の安全管理とその現状 

社会保険滋賀病院 臨床工学部 堀井 亮 

 

Ｂ－３２．病理検査におけるＴＱＭ活動－正しい検体の取扱いを検査室から拡めよう－ 

京都桂病院 検査科 小山 賢 

 

Ｂ－３３．医療機器の夜間貸出に対するリスク改善 

市立福知山市民病院 診療技術科 芦田 耕平 

 

Ｂ－３４．当院検査科における安全対策について－患者急変時訓練を体験して－ 

宇治徳洲会病院 検査科 江口 光徳 

 

Ｂ－３５．ＩＨＥを利用した採血支援ロボシステムによる安全管理 

京都第一赤十字病院 検査部（生化学検査） 三宅 雄一朗 

 

Ｂ－３６．京都府内の医療施設における放射線機器管理について 

公立南丹病院 放射線科  山根 稔教 

 

 

 医療連携（Ⅱ） 

 

Ｃ－1．臨床検査科におけるＤＰＣへの取り組み 

田辺中央病院 臨床検査科 浅井 奎子 

 



Ｃ－2．「大津版脳卒中地域連携パス」の検証 

大津赤十字病院 地域医療連携課 水野 敏子 

 

Ｃ－3．滋賀県における「５大がん地域連携パス」への取り組み 

大津赤十字病院 地域医療連携課 荒堀 光信 

 

Ｃ－4．京都府共通大腿骨位部骨折地域連携パス－年間集計からの検討－ 

京都大原記念病院 垣田 清人 

 

Ｃ－5．病診連携パスを活用したかかりつけ医との円滑な循環器疾病管理への試み 

洛和会音羽病院 心臓内科 田邉 昌人 

 

 

 医療安全（Ⅴ） 

 

Ｃ－6．転倒・転落に対する看護師の意識向上を目指して－転倒・転落マニュアル理解度テストを用いて－ 

公立南丹病院  看護部 大谷 有希 

 

Ｃ－7．転倒・転落事故防止の取り組み－転倒・転落事故防止プロジェクトの活動を通して－ 

国立病院機構 滋賀病院 看護課 出雲 幸美 

 

Ｃ－8．当院における転倒転落事故対策－転倒による頭蓋内出血・骨折の傾向と対策－ 

京都市立病院 看護科 上野 美香 

 

Ｃ－9．人工呼吸器作動中チェックリスト使用後のスタッフ意識の変化 

京都第一赤十字病院 総合周産期母子医療センターＮＩＣＵ 岸本 幸子 

 

Ｃ－10．配薬ケースに曜日の書いたシートの考案 

市立福知山市民病院 ４階南病棟 塩見 光子 

 

Ｃ－11．チームで取り組む転倒・転落事故防止 

国立病院機構 京都医療センター １病棟６階 佐藤 良美 

 

Ｃ－12．病棟におけるインシデントの取り組みと改善策について－確実な投薬に向けて－ 

済生会滋賀県病院 看護部 松村 めぐみ 

 

Ｃ－13．救急カート院内統一への取り組み 

公立南丹病院 救急カート委員会 前田 絵理子 

 

 

 

 



 医療の質（Ⅰ） 

 

Ｃ－14．当院ＩＣＵにおける褥瘡発生に関する実態調査－有効な予防対策を見出すために－ 

公立南丹病院  看護部 西村 梓 

 

Ｃ－15．術前皮膚消毒に対する知識向上を目指して－医師・看護師への情報提供の有効性－ 

公立南丹病院 看護部 中村 泰大 

 

Ｃ－16．インターベンショナルラジオロジーに対する個別性看護への取り組み－術前訪問を試みて－ 

近江八幡市立総合医療センター  看護部(放射線科)外来  福本 富美 

 

Ｃ－17．長時間手術における皮膚障害発生予防の取り組みの一考察 

市立長浜病院 手術室 柴田 和子 

 

Ｃ－18．腹臥位時の顔面皮膚トラブルに対する援助－ジェルタイプ枕を使用して－ 

近江八幡市立総合医療センター 手術室 疋田 かなえ 

 

Ｃ－19．当院における急変時の体制整備に向けた取組み－ＢＬＳ教育を通して－ 

綾部市立病院 看護部 荻野 直美 

 

 

 クリニカルパス（Ⅰ） 

 

Ｃ－20．クリニカルパスの評価・修正を行っての検討 

京都府立与謝の海病院 Ｃ２病棟 日達 景子 

 

Ｃ－21．患者用パスに視覚イメージを取り入れたパンフレットを用いて 

近江八幡市立総合医療センター ３Ｅ病棟 廣岡 由起子 

 

Ｃ－22．大津市における地域連携クリティカルパスの取り組み－経過から現状と今後の課題－ 

琵琶湖中央病院 リハビリ療法部 鳥居 多恵子 

 

Ｃ－23．外反母趾矯正術（Ｍａｎｎ法）クリティカルパスを作成して 

洛和会丸太町病院 １病棟 江川 奈美 

 

Ｃ－24．多職種が作成と運用に参加できるクリティカルパスを目指して―栄養課・医事課と連携した膝関節

鏡クリティカルパスの運用－ 

長浜赤十字病院 ５東病棟 赤井 信太郎 

 

Ｃ－25．外来と連携した膝関節鏡パスの導入－入院前から患者と家族が安心出来るパスを目指して－ 

長浜赤十字病院 ５東病棟 寺居 伸幸 

 



Ｃ－26．脳卒中パスの有効性－円滑な連携によって生み出される患者の復権－ 

京都大原記念病院 地域医療連携室 中尾 一生 

 

Ｃ－27．ボタンホール穿刺開始とパスを作成使用した報告 

日野記念病院 透析室 青木 加代子 

 

 

 医療の質（Ⅱ） 

 

Ｃ－28．外来化学療法における中止理由の解析 

公立南丹病院 薬剤部 長谷川 晃司 

 

Ｃ－29．アルブミン製剤適正使用への取り組み 

公立南丹病院 薬剤部 山下 彰良 

 

Ｃ－30．心房細動患者に対するワルファリンコントロールの質の検討－心房細動治療（薬物）ガイドライン 

（２００８年改訂版）をふまえて－ 

公立南丹病院 循環器内科 計良 夏哉 

 

Ｃ－31．当院でのワルファリン適正使用における薬剤師の取り組み 

公立南丹病院 薬剤部 小槻 知恵子 

 

Ｃ－32．静脈血栓塞栓症の防止と適正な診療体制構築に向けた取り組み（第一報） 

京都市立病院 臨床検査技術科 大西 重樹 

 

Ｃ－33．病院給食における塩分制限食調整の検討 

社会保険京都病院 栄養課 富安 広幸 

 

Ｃ－34．オーダリング処方推進の取り組み 

京都桂病院 薬剤科 日置 三紀 

 

Ｃ－35．高次脳機能障害者家族の介護負担感について－記憶障害を一症状とする症例の外来ＯＴを通し

て－ 

公立南丹病院 リハビリテーション科 河端 君子 

 

 

 

 チーム医療（Ⅰ） 

 

Ｃ－36．当院のＮＳＴにおける臨床検査技師の役割 

田辺中央病院 臨床検査科 宮崎 裕恵 

 



Ｃ－37．保存期腎不全教育入院パスの取り組み【第一報】 

近江八幡市立総合医療センター 医療技術部栄養管理科 鹿谷 未香 

 

Ｃ－38．保存期腎不全教育入院パスの取り組み【第二報】 

近江八幡市立総合医療センター 医療技術部栄養管理科 鶴田 千佳 

 

Ｃ－39．チーム医療の重要性 

市立福知山市民病院 ３階病棟 上田 紫 

 

Ｃ－40．経腸栄養管理での業務改善 

彦根市立病院 栄養治療室 山本 卓也 

 

Ｃ－41．糖尿病治療の普及のための市民講座におけるチーム医療の実践 

近江八幡市立総合医療センター リハビリテーション技術科 柗下 容子 

 

Ｃ－42．療養病棟における終末期ケア－他職種で関わることで患者のニーズに応えた事例－ 

市立長浜病院 看護局 野一色 真弓 

 

 

 診療情報・診療録 

Ｄ－1．電子カルテ・放射線情報システム環境下での造影影剤副作用情報の周知方法の改善 

市立福知山市民病院 放射線科 橋岡 康志 

 

Ｄ－2．当院におけるＰＡＣＳ導入に伴う画像サーバー容量の設定と実際の推移について 

公立南丹病院 放射線科 川勝 考直 

 

Ｄ－3．当院における診療録開示の状況 

京都桂病院 診療情報管理室 藤田 賢一 

 

Ｄ－4．医事デ－タを利用した院内がん登録のケースファインディングについて 

洛和会音羽病院 経営管理部 医療統計課 橋本 昌浩 

 

Ｄ－5．死因コーディングにおけるコーディングの質改善に向けた院内取り組み 

洛和会丸太町病院 医療統計課 淺野 美幸 

 

 

 

 

 

 

 

 



 医療の質（Ⅲ） 

 

Ｄ－6．看護必要度と人員配置の現状 

公立南丹病院 看護部 中川 春美 

 

Ｄ－7．当センターにおける蘇生向上チーム発足・急変時対応能力向上への取り組み 

近江八幡市立総合医療センター 救命救急センター 國松 秀美 

 

Ｄ－8．ＣＫＤ撲滅キャンペーン隊結成３年を経て 

近江八幡市立総合医療センター ＣＫＤ撲滅キャンペーン隊 井本 千秋 

 

Ｄ－9．「看護必要度」導入後の取り組み 

京都府立与謝の海病院 看護部 永濱 智美 

 

Ｄ－10．外来患者満足度調査結果の検討と対策 

社会保険京都病院 外来 田岡 直子 

 

Ｄ－11．患者参画型看護計画の検討－病院機能評価ｖｅｒ６受審に向けた改善－ 

社会保険京都病院 外来 上山 さゆみ 

 

Ｄ－12．大津市民病院における患者相談の現状と課題 

大津市民病院 医療の質・安全管理室 岡田 京子 

 

Ｄ－13．看護月間での取り組み－時間外勤務を見直そう－ 

京都府立与謝の海病院 師長会 塚原 奈美 

 

 

 医療の質（Ⅳ） 

 

Ｄ－14．リスクの層別化による下肢切断ゼロへの挑戦 

公立南丹病院 腎センター 西川 真樹  

 

Ｄ－15．難治性下肢むくみ患者へ質の高い医療を提供するために－専門看護師介入による弾性ストッキン

グ着用指導の有用性－ 

公立南丹病院 心臓血管外科外来 平川 さやか 

 

Ｄ－16．急性期病院での嚥下評価・訓練の課題－患者の動向を分析しての考察－ 

京都府立与謝の海病院 （摂食・嚥下障害看護認定看護師） 糸井 弘美 

 

Ｄ－17．委員会活動の活性化への取り組み 

京都府立与謝の海病院 研修委員会 蘇理 順子 

 



Ｄ－18．「入院時病棟オリエンテーションの改善」にむけて－安心して入院生活を送るために－ 

京都第二赤十字病院 Ｃ４北病棟 永野 並子 

 

Ｄ－19．救急病棟におけるコミュニケーションスキルアップ－ロールプレイングを通して得た効果的な対応－ 

済生会滋賀県病院 看護部（救急病棟） 瀬村 直美 

 

 

 医療安全（Ⅴ） 

Ｄ－20．当院看護部における事故報告の現状－リスクに対する意識改革の取り組み－ 

公立南丹病院 看護部 川勝 智子 

 

Ｄ－21．医療安全対策に対する看護師の意識向上を目指して－ＲＣＡ分析法を用いて－ 

公立南丹病院 看護部 豊田 純子 

 

Ｄ－22．血液透析患者への腎性貧血における効率的な継続管理－貧血管理表を使用して－ 

京丹後市立弥栄病院 透析室 芦田 鈴子 

 

Ｄ－23．看護部リスクマネージメント委員会の安全教育の取り組み 

日野記念病院 看護部 東 清美 

 

Ｄ－24．せん妄予防のための看護ケアの実際－せん妄スクリーニングシートの活用－ 

京都第一赤十字病院 Ａ３階病棟 川島 智子 

 

Ｄ－25．当院看護部における危険予知トレーニングの２年間の取り組み 

公立高島総合病院外来 澤井 奈奈江 

 

Ｄ－26．硫化水素中毒患者受け入れ体制の整備－硫化水素中毒患者搬入例より－ 

公立南丹病院 看護部 前田 絵理子 

 

 

 

 医療安全（Ⅵ） 

 

Ｄ－27．サテライトファーマシーにおける看護師と薬剤師が行う注射剤無菌調製の経過とその意義 

近江八幡市立総合医療センター 看護部 西川 久美子 

 

Ｄ－28．針刺し・粘膜汚染事例の現状と防止策の検討－アンケート調査より－ 

京都第二赤十字病院 医療安全推進室 森本 和代 

 

Ｄ－29．誤認手術防止策実績集計システムの構築について 

長浜赤十字病院 手術室 冨永 仁司 

 



Ｄ－30．危険予知シートの有用性についての考察 

済生会滋賀県病院 看護部 安全管理室 小川 知子 

 

Ｄ－31．院内情報システムを用いた医療安全管理データベースの構築と分析 

済生会京都府病院 医療安全管理室 和田 めぐみ 

 

Ｄ－32．生態情報モニターに関する事故防止の試み 

国立病院機構 京都医療センター 医療安全管理室 松本 貴代子 

 

Ｄ－33．患者誤認ゼロを目指して 

京都市立病院 医療安全推進室 寸田 靖 

 

Ｄ－34．入院化学療法剤調製拡大への取り組み 

京都第一赤十字病院 薬剤部 土谷 有美 

 

 

 医療安全（Ⅷ） 

Ｄ－35．誤薬防止のための手順遵守取り組み後の実態調査 

国立病院機構 滋賀病院 看護課 村上 美樹子 

 

Ｄ－36．上部内視鏡検査における抗血栓薬の休薬指導－視覚的材料の必要性－ 

公立南丹病院 看護部 上岡 しず恵 

 

Ｄ－37．看護師が患者から受ける暴力の傾向とマニュアルの再検討 

社会保険京都病院 外来 上山 さゆみ 

 

Ｄ－38．大腸内視鏡検査・治療、前処置開始時間の検討 

市立福知山市民病院 ６階南病棟 酒井 知亜紀 

 

Ｄ－39．輸液ポンプ取り扱いミスについての調査－輸液ポンプ確認チェックカードへの認知度を上げるため

の取り組み－ 

公立南丹病院 看護部 坪倉 紀恵 

Ｄ－40．感染リンクナース委員会の取り組み－手指衛生に対する意識の向上にむけて－ 

公立南丹病院 感染リンクナース委員会 藤井 千晶 

 

Ｄ－41．小児科外来での業務改善への取り組み－看護師の業務調査を試みて－ 

京都第一赤十字病院 南３階病棟 花山 道代 

 

Ｄ－42．新人薬剤師の医療安全に向けた思い 

京都第一赤十字病院 薬剤部 大上 真裕子 

 


