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主要プログラム

理事長講演 11月11日（金） 13:00〜 13:30 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

座長：齋藤 登（獨協医科大学埼玉医療センター）

みんなちがって、みんないい
山中 英治（若草第一病院 病院長）

会長講演 11月11日（金） 9:00〜 9:30 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

座長：山中 英治（若草第一病院）

Diversity 2022 －新世代のクリニカルパス－
松波 和寿（松波総合病院 病院長）

招請講演 11月12日（土） 8:45〜 9:45 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

座長：松波 和寿（松波総合病院）

人生100年時代の健康・医療サービス －健康長寿社会の実現に向けて－
江崎 禎英（社会政策課題研究所 所長）

シンポジウム1 11月11日（金） 9:45〜 11:45 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

オーガナイザー：中熊 英貴（済生会熊本病院）  
座長：今田 光一（若草第一病院）  

山下 貴範（九州大学病院）  
特別発言：副島 秀久（済生会熊本病院 医療情報調査分析研究所）

コメンテーター：嶋田 元（聖路加国際病院）  

共催：日本医療情報学会

ePathシンポジウム：ePathから見えてきたクリニカルパスのさらなる期待、可能性について 
〜 ePath導入/未導入施設の可視化/解析事例から〜

S1-1 医療情報委員会について
九州医療センター 若田 好史

S1-2 ePathの成果とこれから目指すもの
四国がんセンター 羽藤 慎二

S1-3 だから知りたい、ePath。
相澤病院 前山 健人

S1-4 当院におけるバリアンス分析の現状と課題－ePathに求めること
大阪市立総合医療センター 竹下 静子

S1-5 ePathパスデータを基にした業務改善
済生会熊本病院 髙山 洋平

S1-6 After ePath〜ガラパゴスからの進化〜
NTT東日本関東病院 村木 泰子
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シンポジウム2 11月11日（金） 9:45〜 11:45 B会場（都ホテル 2F ボールルームA）

オーガナイザー /座長：小林 美亜（山梨大学大学院）
寺井美峰子（北野病院）

共催：医療の質・安全学会

患者の安全を高めるチーム医療とクリニカルパス

S2-1 医療チームにおける心理的に安全なクリニカルパスのかたち
近畿大学病院 辰巳 陽一

S2-2 医療の質向上のためのクリニカルパス〜 TQMの視点から〜
大阪公立大学医学部付属病院 山口（中山）悦子

S2-3 パスに関するインシデント分析 〜パスは患者安全を担保するか〜
青森県立中央病院 伊藤 淳二

S2-4 チーム医療にクリニカルパスの導入を検討する
八尾市立病院 上岡いづみ

シンポジウム3 11月11日（金） 13:45〜 15:45 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

オーガナイザー /座長：吉田 茂（医療法人葵鐘会）

AIがもたらす未来の医療 〜天使か？悪魔か？（医師にとって/患者にとって）〜

S3-1 アバターが鍵になる医療者の未来
松波総合病院 木村 敦

S3-2 AIがもたらす未来の医療におけるブロックチェーンの可能性
川崎医療福祉大学 櫃石 秀信

S3-3 身近に存在するメタバース
松波総合病院 深澤 真吾

S3-4 Deep Learningの仕組みと医療現場活用
ジークス株式会社 村上 嘉一

S3-5 Dr.しげまるの物語
松波総合病院 吉田 茂

シンポジウム4 11月11日（金） 13:45〜 15:15 B会場（都ホテル 2F ボールルームA）

オーガナイザー /座長：渡辺 優（株式会社メディチュア）

病院経営とクリニカルパス（診療報酬対策）

S4-1 DPCデータ等を用いたパス分析
手稲渓仁会病院 藤田 隼人

S4-2 全診療科パス適用率の可視化とパス作成の推進
一宮西病院 松原 寛和

S4-3 クリニカルパスの経営改善効果 〜原価計算を利用した詳細分析〜
長崎大学病院 松本 武浩

S4-4 小児ヘルニアクリニカルパスはDPCの入院期間にあわせるべきか
熊本赤十字病院 吉元 和彦

S4-5 事務職も参加するクリニカルパス作成の重要性
栃木県立がんセンター 中原 理恵



211

S4-6 頭頸部在宅療養支援チームの取り組み
大阪国際がんセンター 中村 由里

シンポジウム5 11月12日（土） 10:30〜 12:00 C会場（都ホテル 2F ボールルームB）

オーガナイザー /座長：齋藤 登（獨協医科大学埼玉医療センター）
座長：笹鹿美帆子（東京有明医療大学）

パス活動に役立つ“教育と共育” 〜卒前から始めるパス共育のあり方〜

S5-1 「教育」と「共育」
 （基調講演） 昭和大学横浜市北部病院 中島 宏昭
S5-2 クリニカルパスの正しい理解を普及させるためには？

名古屋大学 白鳥 義宗
S5-3 パス活動に役立つ卒前“共育”の心がけ－私立2大学医学部の省察

獨協医科大学埼玉医療センター 齋藤 登
S5-4 薬学領域でのクリニカルパス“共育”－コアカリのその先に－

帝京平成大学 濃沼 政美
S5-5 看護基礎教育におけるパス共育

東京有明医療大学 笹鹿美帆子
S5-6 卒前パス教育を受け臨床医としてパスを使用している立場から

東京女子医科大学病院 塚田 弘子

シンポジウム6 11月12日（土） 14:00〜 16:00 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

オーガナイザー /座長：小林 美亜（山梨大学大学院）
池田 俊也（国際医療福祉大学）

共催：日本医療・病院管理学会

働き方改革・タスクシフティングとパス

S6-1 未来を築く「医師の働き方改革」
厚生労働省 藤川 葵

S6-2 働き方改革・タスクシフティングのためのパスとDX
恵寿総合病院 神野 正博

S6-3 看護職におけるタスクシェアリングとパスの活用
山梨大学大学院 小林 美亜

S6-4 面分業の推進とクリニカルパス
東京医療保健大学 瀬戸 僚馬

パネルディスカッション1 11月11日（金） 9:45〜 11:45 C会場（都ホテル 2F ボールルームB）

オーガナイザー /座長：山田 誠（岐阜市民病院）
座長：岡田 晋吾（北美原クリニック）

がん地域連携パス－患者・病院・クリニックがともに幸せになるパスを目指して－

PD1-1 大阪府統一型がん診療連携パスの現状と課題
大阪国際がんセンター 石川 淳
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PD1-2 岐阜県でのがん地域連携パスの現状－改訂後の経過と今後の課題－
岐阜大学医学部附属病院 二村 学

PD1-3 がん地域連携パスによりシームレスな連携ができた2症例
若草第一病院 山本 直美

PD1-4 地域連携ネットワークを用いた胃がん連携パスの現状と課題
福山市民病院 淺海 信也

PD1-5 がんパスはどこを目指すのか
庄内南部地域連携パス協議会 三原 美雪

パネルディスカッション2 11月11日（金） 13:45〜 15:45 C会場（都ホテル 2F ボールルームB）

オーガナイザー /座長：中野 恭子（岐阜大学医学部附属病院）
座長：山中 英治（若草第一病院）

パス大会を開催しよう！〜どうやって開催する？効果を出す、継続させる〜

PD2-1 パス活動推進の取り組み〜クリニカルパス大会を中心に振り返る〜
羽島市民病院 永田 裕子

PD2-2 当院のパス大会の現状と課題
岐阜大学医学部附属病院 高橋 典子

PD2-3 継続は力なり！院内行事として定着したパス大会
盛岡市立病院 沢内 節子

PD2-4 COVID-19流行下に学んだクリニカルパス大会の可能性と課題
横浜市立大学附属市民総合医療センター 金井 和夫

PD2-5 パス大会まずは始めて続けてみる
岡山市立市民病院 時岡 浩二

PD2-6 愛媛クリニカルパス研究会のコロナ禍における活動
四国がんセンター 羽藤 慎二

パネルディスカッション3 11月12日（土） 8:45〜 10:15 C会場（都ホテル 2F ボールルームB）

オーガナイザー /座長：久世 美樹（岐阜県総合医療センター）
座長：瀬戸 僚馬（東京医療保健大学）

クリニカルパスと看護記録 〜看護が見える看護記録とは〜

PD3-1 患者参画型立案方式とクリニカルパスの看護記録
東京医療保健大学 瀬戸 僚馬

PD3-2 患者の思いに寄り添うパス実践〜患者参画型看護計画を通して〜
長崎大学病院 西口真由美

PD3-3 当院のクリニカルパスにおける看護記録、バリアンス記録の現状
長崎みなとメディカルセンター 中村真寿美

PD3-4 クリニカルパスと看護記録の効果的な連動
函館五稜郭病院 藤原 由行

PD3-5 看護実践が見える記録を書くために 記録監査から得られた課題
岐阜県総合医療センター 樺沢 恵子

PD3-6 クリニカルパスと看護記録 －「パスなのに記録が多い」理由
神奈川県済生会横浜市東部病院 髙田 礼
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パネルディスカッション4 11月12日（土） 8:45〜 10:15 D会場（都ホテル 2F ボールルームC）

オーガナイザー /座長：櫃石 秀信（川崎医療福祉大学）
座長：北村 臣（奈良県西和医療センター）

パス委員会事務局の活動 〜集まれ事務職！パス事務局の悩み、解決します！〜

PD4-1 当院のパス事務局の活動状況 〜事務職としてできること〜
岡山市立市民病院 松本 将典

PD4-2 クリニカルパス活用に向けた事務局の奮闘
九州中央病院 岡田 茜

PD4-3 専門性を活かした事務局の体制づくり
NTT東日本関東病院 古川亜紀子

PD4-4 Go beyond the borders ofパス事務局
大阪医科薬科大学病院 正木 義朗

パネルディスカッション5 11月12日（土） 10:00〜 12:00 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

オーガナイザー /座長：下條 隆（羽島市民病院）
座長：神山 智子（青森県立中央病院）

いろいろあります！ パスの分析

PD5-1 オールバリアンス方式のパス分析〜人工股関節置換術パスを用いて〜
福井総合病院 川端 克明

PD5-2 NECVを活用した分析と現場へのフィードバック
済生会熊本病院 小妻 幸男

PD5-3 パス分析から見える急性期病院におけるリハ職へのニーズ
春日井市民病院 山下 裕

PD5-4 ICTを活用したパス分析
藤沢市民病院 小山 浩明

PD5-5 活用したいパス報告 〜現場で活かしたくなるデータの可視化〜
青森県立中央病院 神山 智子

PD5-6 分析結果から組織・部署・自分自身の成長に役立てるには
聖路加国際病院 嶋田 元

PD5-7 病院管理者が求めるパスの分析による検討
岩手県立磐井病院 佐藤耕一郎

パネルディスカッション6 11月12日（土） 10:30〜 12:00 B会場（都ホテル 2F ボールルームA）

オーガナイザー /座長：吹矢三恵子（福井総合クリニック）
座長：長塚真紀子（山形県立中央病院）

パス活動の世代交代 〜 X世代からZ世代へ〜

PD6-1 クリニカルパス教育の継承と警鐘
山形県立中央病院 酒井 優子

PD6-2 「病院として」持続可能性の高いパス活用体制の構築に向けて
兵庫県立尼崎総合医療センター 宮平（進藤）亜紀子

PD6-3 四国がんセンターでの私のパス活動と世代間の繋がり
四国がんセンター 砂野 由紀
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PD6-4 正しくつなぐパス活動
青森県立中央病院 畠山 涼子

パネルディスカッション7 11月12日（土） 14:00〜 16:00 B会場（都ホテル 2F ボールルームA）

オーガナイザー /座長：岡本 泰岳（トヨタ記念病院）
座長：小林美津子（相澤病院）

院内におけるパス教育の実際－問題点は何？その解決方法は！－

PD7-1 婚活パーティーパスを用いたパス教育
前橋赤十字病院 丸岡 博信

PD7-2 院内教育システムの構築 〜シェアしてつなぐパス教育〜
総合病院国保旭中央病院 年光 康雄

PD7-3 現場で主体的に活躍する『院内パス・コーディネータ』
青森県立中央病院 神山 智子

PD7-4 多施設共有化教育ツールの開発 －会員（施設）の悩み事から－
愛知クリニカルパス研究会 舩田 千秋

PD7-5 クリニカルパスラダーの開発－企画・教育委員会の取り組み－
大阪公立大学医学部附属病院 中 麻里子

パネルディスカッション8 11月12日（土） 14:00〜 16:00 C会場（都ホテル 2F ボールルームB）

オーガナイザー：小枝 伸行（八尾市立病院）
座長：外山 聡（新潟大学医歯学総合病院）
座長：小池 博文（横浜市立大学附属病院）

今話題のフォーミュラリってなんだろう 
〜クリニカルパスとの関係と薬物治療の標準化を考える〜

PD8-1 フォーミュラリとクリニカルパス－基本編－
八尾市立病院 小枝 伸行

PD8-2 形成外科手術パスにおける疼痛時頓用薬の評価
相模原協同病院 赤井 靖江

PD8-3 病院フォーミュラリとクリニカルパスを活用した薬物治療の標準化
横浜市立大学附属病院 川邉 桂

PD8-4 山形県酒田市における地域フォーミュラリの取り組み
日本海総合病院 菅原 重生

PD8-5 クリニカルパスとフォーミュラリ、類似性と相違点に関する一考察
帝京平成大学 濃沼 政美

ワークショップ 11月12日（土） 14:00〜 16:00 D会場（都ホテル 2F ボールルームC）

オーガナイザー /座長：中熊 英貴（済生会熊本病院）
協力：医療情報委員会BOM部会

BOMグループワーク『BOM悩み相談会』
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特別企画 11月12日（土） 8:45〜 10:15 B会場（都ホテル 2F ボールルームA）

オーガナイザー /座長：吉田 茂（医療法人葵鐘会）

あなたの施設でパスが普及しない理由（わけ）を教えます！ 
〜 Start with Why（先ずホワイより始めよ）〜

特企-1 パスマインドのすゝめ －Start with Why（先ずホワイより始めよ）－
医療法人葵鐘会 吉田 茂

特企-2 思いやりがすべての始まりであり、医療者の誇りを持っての挑戦
北美原クリニック 岡田 晋吾

特企-3 パスと共に成長できたかな？
福井総合クリニック 吹矢三恵子

特企-4 ストーリーが紐解くパスマインドと“Why”×これからのパス
若草第一病院 今田 光一

論文の書き方セミナー 11月11日（金） 13:45〜 14:45 D会場（都ホテル 2F ボールルームC）

座長：下條 隆（羽島市民病院）
高﨑 美幸（東葛クリニック病院）

私でも書ける初めての実践報告

瀬戸 僚馬（東京医療保健大学）

論文発表 11月11日（金） 15:00〜 16:00 D会場（都ホテル 2F ボールルームC）

座長：田中 良典（武蔵野赤十字病院）
村木 泰子（東海大学/NTT東日本関東病院）

1．BIツールとETLツールを用いたクリニカルパスデータ分析プロセスを改善する試み
済生会熊本病院 西中 巧

2．食道がん術後せん妄ハイリスクパスの評価と修正
神奈川県立がんセンター 谷島 和美

3．当院クリニカルパスにおける急性期リハビリアウトカム導入の試み
済生会熊本病院 日髙 淳

共同企画 11月12日（土） 13:50〜 16:10 E会場（長良川国際会議場 5F 国際会議室）

代表 山本 康仁（東京都立広尾病院）

インクルージョンを求めて
共催：日本ユーザーメード医療IT研究会

（J-SUMMITS）

学術セミナー1 11月11日（金） 12:00〜 12:50 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

座長：二川 康秀（日本電気株式会社）

進化する地域連携〜 DX連携とチーム医療の力〜
白井 純宏（済生会熊本病院）

共催：日本電気株式会社
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学術セミナー2 11月11日（金） 12:00〜 12:50 B会場（都ホテル 2F ボールルームA）

座長：松波 紀行（松波総合病院）

神経障害性疼痛の実臨床における薬物治療戦略
井上 真輔（愛知医科大学）

共催：第一三共株式会社

学術セミナー3 11月11日（金） 12:00〜 12:50 C会場（都ホテル 2F ボールルームB）

座長：荒木 寛司（松波総合病院）

IBD外来について
林田 江里（医療法人愛知会肛門科胃腸科家田病院）
太田章比古（医療法人愛知会肛門科胃腸科家田病院）

共催：アッヴィ合同会社

学術セミナー4 11月12日（土） 12:15〜 13:05 A会場（長良川国際会議場 1F メインホール）

座長：櫻井 敦志（兵庫県立淡路医療センター）

骨折術後のアセトアミノフェン活用について考える

術後回復促進策（ERAS）における整形外科術後の疼痛管理を学ぶ
谷口 英喜（済生会横浜市東部病院）

大腿骨近位部骨折の多職種連携診療 〜高齢者骨折にどう取り組むか〜
重本 顕史（富山市立富山市民病院）

共催：テルモ株式会社

学術セミナー5 11月12日（土） 12:15〜 13:05 B会場（都ホテル 2F ボールルームA）

座長：桐山 勢生（大垣市民病院）

多職種連携による膵がん患者さんへの療養支援
〜「膵がん教室」、「膵がんグルメディカル教室」の実際〜

岸和田昌之（三重大学医学部附属病院）
共催：ヴィアトリス製薬株式会社

学術セミナー6 11月12日（土） 12:15〜 13:05 C会場（都ホテル 2F ボールルームB）

座長：山中 英治（若草第一病院）

生物学的年齢を指標にした抗加齢医療の実現
内藤 裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科）

共催：ミヤリサン製薬株式会社


