
プログラム 

1日目 6月29日（土） 

 

開会式  10：30 ～ 10：40                           第1会場 

大会長挨拶                  

 

ワークショップ１ 10：00 ～ 11：40                       第3会場 

「ＰＯＳ医療認定士をめざす方々のために」 

  基調講演 電子カルテ時代のＰＯＳ 

渡邉 直 （聖路加国際メディカルセンター 教育研究センター 教育研修部長） 

  ファシリテーター：岩井 郁子（聖路加看護大学 名誉教授） 

           山本美由紀（公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 副看護部長） 

 

教育講演 10：50 ～ 11：50                            第1会場 

            座長：重田イサ子（ILPお茶の水医療福祉専門学校） 

「コンピューター診断を活用した簡易型医療ＰＯＳ」 

               中村 秀敏（医療法人真鶴会 小倉第一病院 理事長・院長） 

 

ランチョンセミナー  12：00 ～ 12：50                     第2会場 

            座長：中村 秀敏（医療法人真鶴会 小倉第一病院 理事長・院長） 

「古武術の身体運用に学ぶ介助技術」 

               岡田慎一郎（人間考学研究所 講師） 

 

基調講演  13：00 ～ 14：00                         第1会場 

         座長：里田佳代子 （平成紫川会 小倉記念病院 看護部 教育担当部長） 

「ワーク・ライフ・バランス」 

                中島美津子 （南東北グループ人財開発センター 教育看護局長） 

 

特別講演１ 14：10 ～ 15：10                          第1会場 

         座長：永山 正雄 （国際医療福祉大学熱海病院 教授） 

「臨床研修病院の評価とPOS    ～医師を含むすべての医療スタッフの教育・研修に必要なPOSとは～」 

      岩崎 榮 （NPO法人 卒後臨床研修評価機構 専務理事 元日本医科大学主任教授） 

 

シンポジウム１ 15：20 ～ 17：00                        第1会場 

「医療崩壊を防止するために、医療人を確保しよう」 

          座長：坂本 弘子（社会医療法人 製鉄記念八幡病院 副院長・看護部長） 

SY-1-1 北九州市におけるワーク・ライフ・バランス推進の取組み 

櫻江 裕美 （北九州市 子ども家庭局 男女共同参画推進課長） 

SY-1-2  福岡県看護協会 WLB推進プロジェクトの報告 

          筒井 玲子 (医療法人 原三信病院 看護部長) 

SY-1-3  聖隷浜松病院のワーク・ライフ・バランスの取組み 

奥田希世子 （聖隷浜松病院 看護課長）  

SY-1-4  小倉第一病院のワークライフバランスの取組み 

          菖蒲 明子 （医療法人真鶴会 小倉第一病院 副院長・看護部長） 
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一般演題１ 13：00 ～ 14：00                           第2会場 

              座長：小薬 祐子（帝京科学大学 医療科学部 看護学科 教授） 

 

O-1-1  患者の状態が理解できるデータベースのあり方 

―臨地実習指導者との事例検討会における学びの分析よりー 

                 青森中央短期大学看護学科      松島 正起 

O-1-2 共同記録の取り組み 

                 医療法人相生会 わかば病院     松澤 友美 

O-1-3 看護記録監査・自己チェック導入の活動報告 

                 平成紫川会 小倉記念病院      新井 麻美 

O-1-4 記録監査から見えるÅ病院の記録の現状 

     ―部署監査・記録委員監査の両方から振り返るー 

                 社会医療法人 製鉄記念八幡病院   清國 弘子 

O-1-5 形式監査の現状と課題 

                 平成紫川会 小倉記念病院      中塚 寿子 

0-1-6 質的監査表の見直しとその結果および課題 

                 平成紫川会 小倉記念病院      大城 弥生 

 

一般演題２ 14：10 ～ 15：10                            第2会場 

                座長：古橋 洋子（青森中央短期大学 教授） 

 

O-2-7 高齢者終末期ケアプラン         

                   特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ桃山 福間 誠之 

O-2-8 ＰＯＳの思考方法を体得する訓練としての「ＳＯＡＰ遊び」 

      ～ＳＯＡＰをバランス感覚で捉える～ 

                   服薬ケア研究所           岡村 祐聡 

O-2-9  患者の副作用モニタリングの技術向上を志向したフィジカルアセスメント実習の 

    薬学教育への導入と評価 

                   日本薬科大学 臨床薬学教育センター 中島 孝則 

O-2-10 ＰＯＳに基づくフィジカル・アセスメントと褥瘡治療に必要な要因 

      ～薬剤師の視点による要因分析～ 

                   千葉県薬剤師会薬事情報センター   大澄 朋香 

O-2-11 6 年生薬学教育における新たな臨床教育手法の試み 

                   横浜薬科大学臨床生薬学研究室    成田 延幸 

 

                                         ⑮ 



 

0-2-12  癌 化 学 療 法 受 療 患 者 の Ｐ Ｏ Ｓ に 基 づ く 薬 学 的 ケ ア を 学 習 す る た め の

Case-Based-Learning の導入と評価 

                   日本薬科大学臨床薬学教育センター  橋本 久邦 

 

一般演題３ 15：20 ～ 16：20                            第2会場 

             座長：福間 誠之（特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ桃山 医務室） 

 

O-3-13 ＳとＯに関する考察（第８報） 

                  聖ヨハネ病院            松岡 順之介 

O-3-14 北九州ＰＯＳ研究会の経緯（第 3報） 

                   医療法人真鶴会 小倉第一病院    石川 俊幸 

O-3-15 記録ＩＴ委員会による組織的活動と今後の課題 

                   平成紫川会 小倉記念病院      丹山 直人 

0-3-16 北九州の主要な病院における看護記録に関する実態調査 

                   平成紫川会 小倉記念病院      野上 昌代 

O-3-17 Problem についての新しい概念の提案 

                   聖路加国際メディカルセンター    渡邉 直 

O-3-18  Medical presentation における電子カルテと携帯情報端末の功罪 

     －回診およびカンファレンスの場における解析― 

                  国際医療福祉大学熱海病院       永山 正雄 

 

 

2日目 6月30日（日） 

シンポジウム２ 10：00 ～ 11：30                       第1会場 

「薬薬連携とPOSの実践 ～問題点と将来の展望～」 

          座長：井上 忠夫（東京女子医科大学医学部医療病院管理学 非常勤講師） 

             宮田 憲一（大阪府薬剤師会 コスモスミルフィー薬局） 

SY-2-1  基調講演：POSの歴史（薬剤師の立場から） 

          －POS～フォーカスチャーティング～クリニカルパス～それから－ 

       宮崎 美子 （医療法人財団明理会 東戸塚記念病院薬局 薬剤科 薬剤課長）    

SY-2-2   開局薬剤師の立場から 

       田村 満博 （創志白澤会 れもん薬局 薬剤師） 

SY-2-3   千葉県共用地域医療連携パスによる薬薬連携 ～薬剤シートによる情報共有～ 

飯嶋 久志 （千葉県薬剤師会 薬事情報センター長）      

SY-2-4   病院薬剤師の立場から ～安全な薬物療法に向けた薬薬連携への取り組み～ 

       町田 聖治（小倉記念病院 薬剤部 主任） 

SY-2-5   病院薬剤師の立場から ～病棟常駐時代の薬薬連携とPOS～ 

              寺沢 匡史 （淀川キリスト教病院 薬剤部 係長）   
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ワークショップ２ 10：00 ～ 11：30                       第2会場 

 「時間内に終わらせる記録のコツ」 

     ファシリテーター：徳永智恵美 （久留米大学 認定看護師教育センター 主任教員） 

               原田 亜紀 （医療法人真鶴会 小倉第一病院 看護部主任） 

 

ワークショップ３ 10：00 ～ 11：30                       第3会場 

 「POS入門  コ・メディカルのPOSを極めるために －基礎データの必要性とPOMRの作成演習－」 

    ファシリテーター：重田イサ子 （ILPお茶の水医療福祉専門学校） 

              金崎 麻紀 （医療法人真鶴会 小倉第一病院 診療情報管理士） 

 

 

一般演題４  13：00 ～ 14：00                         第2会場 

             座長：藤村 龍子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科 客員教授） 

 

O-4-19 病院機能評価、新バージョンとＰＯＳ 

                 医療法人敬天会 東和病院      松崎 安 

O-4-20 歯科医療とＰＯＳ 

                 ナカノ歯科医院           中野 充 

O-4-21 北九州市における「要介護高齢者の食を支える口腔ケア対策事業」の取り組み 

                   北九州歯科医師会          林 恵子 

O-4-22 新人管理栄養士と効率的な栄養指導 

                   医療法人真鶴会 小倉第一病院   吉永 雅士美 

O-4-23 当院臨床工学技士による医療 POS を用いた透析効率改善への取り組み 

                   医療法人真鶴会 小倉第一病院    中村 愛 

0-4-24 基礎看護学実習における経過記録（ＳＯＡＰ）の現状分析 

                   青森中央短期大学看護学科      秋庭 由佳 

 

 

一般演題５ 13：00 ～ 14：00                            第3会場 

        座長：吉原久美子（地方独立行政法人 佐賀県医療センター 好生館 看護部長） 

 

O-5-25 超音波検査での SOAP シートの効率化 

                   医療法人真鶴会 小倉第一病院    山下 敬史 

O-5-26 外来診療記録における POS の取り組み 

         ～専門医別にフォーマット化した効率的なカルテの結果～ 

医療法人真鶴会 小倉第一病院    井手 康子 

O-5-27 外来化学療法に移行する患者の看護退院サマリーの現状と今後の課題 

                   社会医療法人 製鉄記念八幡病院   松尾 裕美 

                                         ⑰ 



 

O-5-28 糖尿病透析予防チームの取り組み  ～記録の共有化～ 

                   平成紫川会 小倉記念病院      砂山 裕子 

O-5-29  問題リストチームの取り組み   ～医療の効率化と省力化～ 

                   医療法人真鶴会 小倉第一病院    河原 康恵 

0-5-30 看護必要度に関する記録の現状とその取り組み 

                   平成紫川会 小倉記念病院      大西 美佳 

 

 

特別講演２ 14:00 ～ 14:20                                                 第 1 会場 

    座長：岩崎 榮 （NPO法人 卒後臨床研修評価機構 専務理事 元日本医科大学主任教授） 

「電子カルテ時代のPOS --- 今一度プロブレムについて考える ---」 

      渡邉 直 （聖路加国際メディカルセンター 教育研究センター 教育研修部長） 

 

 

会頭講演  14：20 ～ 15：20                        第1会場 

               座長：中村 定敏（医療法人真鶴会 小倉第一病院 顧問） 

「今後の日本におけるPOSの発展のためのチーム編成と教育」 

        日野原重明 （聖路加国際メディカルセンター 理事長） 

 

 

閉会式  15：20 ～ 15：30                         第1会場 

次期大会長挨拶                  
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