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新大阪阪急ビル
EV

EV

北口北口

南口南口

在来線コンコース中央口中央口

東改札口東改札口

新大阪
トラスト
タワービル

①

中央改札口を出てすぐに右折。

そのまま北口へお進みください。

（※下の写真は改札に向かって撮影しております）

①
北出口に向かい左折。

(新大阪阪急ビルに入る )

②
エスカレーターから

２階へ下ってください。

③
地下鉄新大阪駅への

連絡通路をお進み下さい。

④

⑧
地下鉄の 4番出口を目指します。

４番出口を出て右折、

エスカレーターを上がります。

⑤ ⑥
歩道橋の階段を下ります。

階段を下りられ、左手前方に
約 100M進まれましたら

ホテルメルパルク大阪がございます。

⑦
エスカレーターを上がり歩道橋を

約 50M直進し、左折し約 50M直進し

右手の階段を下りてください。

※ここは３階です。 ※ここは３階です。

※ここは２階です。 ※ここは２階です。

ホテル メルパルク大阪

交通・会場周辺案内
2016年  医療法人医誠会  学術集会

・地図内の①～⑧は上案内図に

　対応しています。

・メルパルクホテルの入口が1階

　にありますが、必ず階段を使

　用し、2階ホール出入口を使

　用してください。
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ポスター会場

ホールより

ロビー

地上からの階段
１階ホール座席部分

①
①②

：受付
：ホール２階への階段

：ホール出入り口

②

②

ＷＣ

入口

ホール１階

ホール２階

ポスター会場

ポスター会場ＷＣ

２階ホール座席

ポスター会場

会場案内図
2016年  医療法人医誠会  学術集会
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1．受付
当日、施設毎の受付と、演者、座長、審査委員用の特別受付を設けます。一般参加者は、混雑緩和のため
受付を済ませたのち、1 階会場ホール内へ移動をお願いします。

2．クローク
クロークの設置はしていません。荷物は各自で責任を持って管理してください。

3．会場内の座席について
会場内の次演者席、関係者席等の席ビラが貼付してある座席を除き、座席の指定はございません。満席が
予想されますので、前の席からお掛け下さいますようお願い申し上げます。

4．ポスター発表ついて
・ポスター貼り出しは、9：00～9：25です。
・ポスター掲示は、9：25～15：10 です。
・ポスタービュータイムは、①11：35～12：15、②14：30～15：10の時間帯で設定しています。ポスター
ビュータイム中は発表者がポスターの前に立ち、参加者と質疑応答等を行う自由討論形式となります。
発表者が質疑応答を行う時間帯は下記のとおりです。
　　11：35～12：15　ポスター番号奇数の発表者
　　14：30～15：10　ポスター番号偶数の発表者
・ポスター撤去は、15：10～15：15の間にお願いいたします。

5．ランチョンセミナーについて
事前の参加申し込みで弁当を希望された方には、当日の受付時に引換券をお渡しします。お弁当配布時間
は、11：35～12：45です。ホール入り口にて引換券と交換に弁当を受け取り、ホール内で食事をしてくだ
さい。食事後は、指定の場所へ廃棄し、ごみ等を出さないようにしてください。

6．学術集会運営本部
学術集会運営本部は、ホール地下 1 階 第 1 楽屋に設置しております。

7．お願い
・会場内では携帯電話は、マナーモードに設定するか、電源をお切りください。
・ランチョンセミナーを除く、会場内での食事は禁止されております。
・飲み物はマナーを守り、ごみ等を出さないようにしてください。
　

一般参加者へのご案内 
2016年  医療法人医誠会  学術集会
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ポスター会場（2F ボヌールの間）ホール

15：15～16：25　特別講演
座長：山本 厚子
講師：中山 和弘 先生
　　　（聖路加国際大学 看護学部 教授）

16：25～16：40　学術集会：閉会式

16：40～17：00　年次大会：表彰・顕彰式典

9：00～　受付開始（場所ホール前）・ポスター貼り出し（ポスター会場）

2016年  医療法人医誠会  学術集会

9：25～11：35　ポスター展示

11：35～12：15　ポスタービュータイム①
 ポスター番号奇数

11：35～12：15　複合型サービス紹介動画
「看護の心をみんなの心に
　　　　　　～暮らしを支える看護師たち～」
 １回目

14：30～15：10　複合型サービス紹介動画
「看護の心をみんなの心に
　　　　　　～暮らしを支える看護師たち～」
 2回目

12：15～14：30　ポスター展示

14：30～15：10　ポスタービュータイム②
 ポスター番号偶数

11：05～11：35　基調講演
座長：早川 徹・演者：谷 幸治

12：20～12：50　ランチョンセミナー
演者：稲田 美佐代

13：00～13：45　口演Ⅲ

（O‐9～O‐12)
座長：内村 智子・渡邉 茂永
13：45～14：30　口演Ⅳ

（O‐13～O‐16)
座長：渡邉　精三・西川　洋

9：25～　開会挨拶

9：30～10：15　口演Ⅰ

（O‐1～O‐4)
座長：梁 徳淳・森田 龍平
10：15～11：00　口演Ⅱ

（O‐5～O‐8)
座長：曽我 幸子・田井中 ユミ子



プログラム

開会挨拶
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2016年  医療法人医誠会  学術集会

9：25～9：30

開会挨拶
2016 年 医療法人医誠会　学術集会　大会長　高須賀 千惠子

座長：梁 徳淳（医誠会病院 副院長 人間ドックSOPHIA・医誠会健診センター センター長）
　　　森田 龍平（医誠会病院 副院長　総合内科 部長）
　　　

医誠会病院 臨床検査部　細井 祐美子

口演Ⅰ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）9：30～10：15

口演Ⅱ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）10：15～11：00

O-1　心臓原発性腫瘍が完全房室ブロックを引き起こしたと思われる一例

医誠会病院 診療部　廣川 瑛
O-2　当院における慢性硬膜下血腫症例の検討

茨木医誠会病院 リハビリテーション科　原田 明理砂
O-3　人工股関節全置換術後の歩容改善を目指した理学療法の試み

医誠会病院 診療部　中岡 義博
O-4　当院における大腿骨近位部骨折術後の合併症

座長：曽我 幸子（神崎中央病院 副看護部長）
　　　田井中 ユミ子（橿原リハビリテーション病院 副看護部長）

医誠会病院 看護部　井上 智華
O-5　脳卒中患者の発症直後から始める排便ケア

医誠会病院 看護部　岩尾 知子
O-6　褥瘡治療における地域連携システムの必要性

医誠会病院 看護部　濵元 佳江
O-7　体圧分散寝具の適正使用による褥瘡予防効果

十三医誠会クリニック 看護部　細井 亜香里
O-8　シャントトラブルスコアリングシート導入によるシャント管理への取り組み



プログラム

基調講演
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2016年  医療法人医誠会  学術集会

11：05～ 11：35 

座長：早川 徹（ホロニクスグループ 特別顧問） 

城東中央病院 薬剤科　長橋 かよ子

ポスタービュータイム① 11：35～12：15

P-  1　抗菌薬適正使用推進に向けて

医誠会病院 看護部　田中 加奈子
P-  3　地震災害発生時、手術室で自分が取るべき行動のイメージ化

茨木医誠会病院 薬剤科　上江洲 麻子
P-  5　療養病棟他職種カンファレンスでの取り組みと症例報告

城東中央病院 看護部　中尾 亜沙美
P-  7　Partnership  Nursing  System®の導入

茨木医誠会病院 看護部　大悟法 公子
P-  9　療養病床に勤務する看護師のやりがいに関する意識調査

医療法人医誠会 資産管理部　竹田 露子
P-11　再リース料削減について

医誠会病院 臨床技能部　西山 利子
P-13　過去の実習生に対するアンケート調査

ホロニクスヘルスケア株式会社　金澤 篤臣
P-15　介護支援専門員の訪問リハビリテーションに対する認識についてのアンケート調査

医誠会病院 リハビリテーション部　高木 良
P-17　高血糖モデルラットに対する微弱電流刺激の効果～皮膚全層欠損モデルを用いた実験的研究～

基調講演 
「Whether the future can be predicted？」

ホロニクスグループ 代表　谷 幸治

ランチョンセミナー12：20～12：50 

「総合在宅ケアサービスセンターの紹介」
～看護小規模多機能型居宅介護事業所について～

ホロニクスヘルスケア株式会社 在宅介護事業部門　課長  稲田 美佐代



プログラム
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2016年  医療法人医誠会  学術集会

座長：内村 智子（茨木医誠会病院 薬剤科 科長）
　　　渡邉 茂永（児島中央病院 薬剤科 科長）

橿原リハビリテーション病院 リハビリテーション科　岡井 彩香

口演Ⅲ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）13：00～13：45

口演Ⅳ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）13：45～14：30

O-  9　認知症に対する非薬物療法 ～回想法における意味ある作業の重要性～

城東中央病院 栄養管理科　吉本 有季奈
O-10　回復期リハビリテーション病棟の栄養評価の見直しによる低栄養の予防

神崎中央訪問看護ステーション　青木 紀美子
O-11　グループホームとの連携への取り組み ～関わりの経過報告～

エスペラル近江八幡　小澤 洋子
O-12　介護老人保健施設における薬剤削減の効果について

座長：渡邉 精三（児島中央病院 リハビリテーション科 科長）
　　　西川 洋（東舞鶴医誠会病院 リハビリテーション科 係長）

医誠会病院 総務部　西河 愛
O-13　医師事務作業補助者の情報の共有方法と今後の課題

茨木医誠会病院 リハビリテーション科　米島 文乃
O-14　数値から見た茨木医誠会病院リハビリテーション科の特徴

医誠会病院 透析室　川瀬 竜一
O-15　透析監視装置の清掃における次亜塩素酸ナトリウム活性水の有効活用について

摂津医誠会病院 放射線科　野尾 加代子
O-16　肘関節MRI撮影における信号強度低下に関する検討

茨木医誠会病院 薬剤科　弘中 沙織

ポスタービュータイム② 14：30～15：10

P-  2　期限切れ薬剤減少に向けての取り組み

医療安全対策プロジェクト　田原 晴実
P-  4　大阪4病院医療安全対策プロジェクト 活動報告

児島中央病院 臨床検査科　片沼 淑宏
P-  6　腹部超音波検査における 肝accessory fissureについて

医療法人医誠会 施設介護運営管理部　廣田 好惠
P-  8　大阪3老健PEG研修 活動報告

医療法人医誠会　看護部長会　下川 真弓
P-10　離職防止に向けた N-WLBI職員調査結果報告

城東中央病院 放射線科　伊藤 亮伍
P-12　わかりやすいMRI問診票を目指して

医誠会病院 看護部　濵元 佳江
P-14　褥瘡治療および予防のためのNST委員会の役割

医誠会病院 診療部　岡本 葉留子
P-16　当院における熱中症診療の課題



プログラム
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2016年  医療法人医誠会  学術集会

特別講演15：15～16：25 

座長：山本 厚子（ホロニクスヘルスケア株式会社 在宅介護事業部門　事業統括部長） 

特別講演 
「患者中心の意思決定支援」

講師：中山 和弘 先生（聖路加国際大学　看護学部　教授）

2016 年 ホロニクスグループ 年次大会
HOLONICS  HEALTHCARE  2016

年次大会：表彰・顕彰式典16：40～17：00 

表彰・顕彰 授与 
授与者：ホロニクスグループ 代表　谷 幸治

閉会式16：25～16：40 

総評
丸川 征四郎（医療法人医誠会 常務理事 医誠会病院　病院長）

優秀演題発表
廣田 好惠（医療法人医誠会 施設介護運営管理部　部長）

閉会挨拶 
2016 年 医療法人医誠会 学術集会 大会長 　高須賀 千惠子
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