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第 1日［9月28日土］

第

日

 

１
ポスター発表

ポスター会場［イベントホール］

看護1　11：00～ 11：50
座長：木村　　衛	 医療法人桂名会　木村病院

P-1	 看護師の臨死期の認識と看取りのパンフレットを渡す時期
志賀万寿美	 AMG　彩の国東大宮メディカルセンター

P-2	 人工膝関節置換術術後患者の退院遅延の要因
福田　香穂	 AMG　伊奈病院

P-3	 外来移転後の業務改善
山道　　舞	 社会医療法人　若竹会　セントラル総合クリニック　看護部

P-4	 院内デイの紹介
谷坂　佳苗	 社会医療法人　光生病院

P-5	 全盲で認知症状がある患者の左大腿骨転子部骨折術後の生活援助に対する取り組み
	 ～ ICF に視点をおいた看護

濱野由美子	 社会医療法人　頌徳会　日野病院

リハビリテーション1　11：00～ 12：00
座長：山口　愼也	 特定医療法人仁医会　あいちリハビリテーシヨン病院　事務部

P-6	 認知機能低下を呈した入院患者に対する園芸療法が生活満足度に及ぼす効果の検証
林　ひとみ	 医療法人瑞頌会　尾張温泉かにえ病院

P-7	 当院地域包括ケア病棟でのリハビリフリースタッフ配置実施の報告と今後の課題
井田　真人	 大倉山記念病院　

P-8	 歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドを用いた歩行練習後の即時効果について
加地　康一	 医療法人伯鳳会　明石リハビリテーション病院

P-9	 ICT 関連機器を用いた活動制限・参加制約の解消へ向けたアプローチについて
五十嵐將隆	 医療法人社団永生会　永生病院

P-10	 当院における在宅復帰率と入・退院時のADLの関係の検証
小渕　祥吾	 医療法人シーエムエス　柳川すぎ病院　

P-11	 バランス能力と歩行との関連に着目した脳梗塞片麻痺の一症例
石川　康伸	 医療法人田中会　西尾病院リハビリテーション室

ポスター発表
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ポスター発表 第 1日［9月28日土］

第

日

 

１
地域連携・地域包括ケアシステム1　11：00～ 11：50

座長：三井　慎也	 医療法人　記念塔病院

P-12	 地域包括ケアシステム推進への取り組み
	 ～地域住民の自助・互助力のために出来ること～

平井　裕介	 社会医療法人財団白十字会　白十字病院　総合リハビリテーションセンター　作業療法課

P-13	 眼科クリニックで地域連携室を立上げた現状報告
高橋　英里	 AMG　前橋中央眼科

P-14	 チームで行なう退院支援の取組み
	 ～ビジュアル退院支援チェックシートを導入して～

星野美保子	 医療法人瑞頌会　尾張温泉かにえ病院

P-15	 海部医療圏及び蟹江町の現状を踏まえた当院の取り組みについて
一樋　宗孝	 医療法人瑞頌会　尾張温泉かにえ病院

P-16	 当院における地域包括ケアシステムの展開
	 ～介護予防を目的とした栄養指導について～

千坂　真夕	 医療法人瑞頌会　尾張温泉かにえ病院

チームアプローチ　11：00～ 11：50
座長：小池　知治	 医療法人三九会　三九朗病院

P-17	 名古屋記念病院における免疫チェックポイント阻害剤使用患者の
	 検査項目セット作成とその評価

日比　　聡	 名古屋記念病院薬剤部

P-18	 能登地区における腹膜透析（PD）の拠点病院をめざして
	 杉原　健太	社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院

P-19	 排泄ケアの質向上に向けての介護福祉士の取り組み
桃田めぐみ	 社会医療法人敬和会　大分岡病院

P-20	 骨粗鬆症に立ち向かえ！	同法人診療所での骨粗鬆症リエゾンサービスの取り組み
中村　洋一	 医療法人仁医会　あいちリハビリテーション病院

P-21	 急性期整形外科病棟での理学療法士（PT）常駐化に向けた取り組み
	 －看護職とPTの協働について－

和田　昌子	 市立伊丹病院
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第

日

 

１
在宅・訪問、介護　11：00～ 12：00

座長：山田　　豪	 医療法人和光会　山田病院

P-22	 演題取り下げ

P-23	 在宅医療と救急医療に関わる医師・看護師の協働による訪問看護師向け
	 BLSコースの開発

山脇　　光	 医療法人須崎会　高陵病院高知県立大学　看護部

P-24	 「家に帰りたい」という患者が家に帰れるシステムを目指して
	 ～入退院支援室を設置して見えたもの～

大薮　雅美	 医療法人ロコメディカル　江口病院　入退院支援室

P-25	 当院の在宅医療、到達点と課題
勢納　八郎	 偕行会城西病院

P-26	 職員のミスに起因する事故を減らせ！
皆川　　守	 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　介護老人保健施設　コスモス

P-27	 看護師と看護補助者の連携構築
	 ～安全・安楽な看護補助業務遂行のために～

佐々木拓実	 医療法人生生会　まつかげシニアホスピタル

看護2　15：10～ 16：10
座長：小嶋真一郎	 医療法人贈恩会　小嶋病院

P-28	 PPE着脱勉強会と環境調整実施後のスタッフの意識と行動変容
大城　美紀	 公益社団法人北部地区医師会

P-29	 看護現場における元気高齢者の活用効果
目野　千束	 医療法人社団喜峰会　東海記念病院

P-30	 身体拘束に対する病棟看護師の思いと解除に向けたカンファレンス方法の検討
上田　　翼	 医療法人一陽会　原田病院

P-31	 誤嚥患者への緊急対応講習及び対応マニュアル作成による成果について
高瀬　太一	 医療法人香流会　紘仁病院

P-32	 がん化学療法の安全な投与を目指して～がん化学療法投与研修の実施～
山田志都子	 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

P-33	 せん妄評価スケール導入による看護への効果
大塚　恵里	 東京曳舟病院
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第

日

 

１
リハビリテーション2　15：10～ 16：10

座長：村松　正博	 医療法人社団福祉会　高須病院　リハビリテーション部	

P-34	 大腿骨近位部骨折患者の入院経路とアウトカムの比較
	 －地域包括ケア病床の運用方法の検討－

大井　慶太	 医療法人珪山会鵜飼病院　リハビリテーション科

P-35	 当院における自動車運転支援の取り組み
松井　郁子	 医療法人済衆館　済衆館病院　リハビリテーション科

P-36	 ドライビングシミュレータとSDSAの関係性
早良　健志	 医療法人済衆館　済衆館病院　リハビリテーション科

P-37	 当院脳神経外科・脳神経内科患者における重症者の上肢の二次的障害の傾向
丸毛結実子	 AMG　上尾中央総合病院

P-38	 当院自立支援事業終了時から１年後の活動範囲の変化について
畠中　俊樹	 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院

P-39	 病院リハビリ室に併設した通所リハビリテーションの役割　～1症例を通して～
小松　章吾	 医療法人社団　仁泉会　畑病院　

地域連携・地域包括ケアシステム2　15：10～ 16：00
座長：宮地　千尋	 医療法人明倫会　宮地病院

P-40	 退院支援ナースと医療ソーシャルワーカーの連携による入退院支援の強みと課題
青柳　妙子	 守成会広瀬病院　地域包括支援センター

P-41	 血液透析患者の退院調整の現状と今後の課題
仲里　桃子	 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

P-42	 大学病院と民間病院の連携による包括的なリンパ浮腫治療
三宅　一正	 社会医療法人　光生病院　リンパ浮腫治療センター

P-43	 地域包括ケア病棟におけるより良い退院支援に向けた現状分析
中山　水希	 医療法人財団五省会　西能病院

P-44	 選ばれる病院を目指して～地域連携の立場から～
三輪　玄太	 新横浜リハビリテーション病院

病院事務管理1　15：10～ 15：50
座長：池戸　正和	 医療法人和光会　山田病院

P-45	 活性化した職場づくりへの取り組み　～人事考課制度、役職任期制の導入～
鹿間　　貴	 矢吹病院
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第

日

 

１

P-46	 診療報酬改定における体制づくり
	 ～病院全体での取り組み～

郷倉　美貴	 医療法人真生会　真生会富山病院

P-47	 実現できるか！働き方改革　～労基署指導を受けて～
稲冨　将志	 社会医療法人春回会　長崎北病院

P-48	 院内消耗品・事務用品の発注方法の効率化について
中村　太一	 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

診療、チームアプローチ　15：10～ 15：50
座長：大島　慶太	 医療法人大医会　日進おりど病院

P-49	 手術室業務にハドルを導入して
長岡季実恵	 福井総合病院

P-50	 排尿リハビリテーション・ケアチームの取り組み
	 ～オムツの変更について作業療法士の視点から～

山形　凌央	 社会医療法人敬和会　大分岡病院

P-51	 患者・家族の「食べたい」を支える多職種チームの実践プロセスから見えた
	 在宅復帰への課題

杉原多可子	 社会医療法人純幸会関西メディカル病院

P-52	 点滴、どこまで続けますか？
	 ～経腸栄養を希望しない終末期患者への点滴の方針をめぐって～

辰川　匡史	 医療法人辰川会　山陽病院

看護3　16：20～ 17：20
座長：浅岡　裕子	 名古屋記念病院

P-53	 小児科病棟における入院オリエンテーション改善に向けた取り組み
上村　朱音	 名古屋記念病院

P-54	 小児術前訪問への取り組み
肥後　幸子	 医療法人済衆館　済衆館病院

P-55	 患者と共に退院後の生活を見据えた目標設定することの必要性
白井　綾音	 社会医療法人財団董仙会　恵寿金沢病院

P-56	 多職種連携による「家に帰りたい」と希望する終末期患者へのサポート体制
	 ～病棟看護師の関り～

古川　直美	 医療法人ロコメディカル　江口病院

P-57	 入退院支援室の役割と課題
長谷川紀子	 医療法人　五星会　菊名記念病院
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第

日

 

１

P-58	 急性期病棟における認知症に対する受動的音楽療法の効果
三枝　水紀	 西東京中央総合病院

リハビリテーション3　16：20～ 17：20
座長：村瀬ゆかり	 医療法人知邑舎　岩倉病院　リハビリテーション部

P-59	 TRXを用いた坐位バランス訓練が基本動作に及ぼす効果の検討
植月　宏治	 城南多胡病院

P-60	 認知症におけるPOCリハが必要な患者像の傾向と介入効果の実際
春原　正志	 医療法人大誠会　内田病院　リハビリテーション部

P-61	 Welwalk 導入後のアンケート意識調査
畑　　一成	 飯能靖和病院　リハビリテーションセンター

P-62	 新人 /中堅層のリハスタッフに対するマネージメント力の向上を目的とした
	 教育体制の試み

木田　康之	 医療法人　生寿会　かわな病院

P-63	 味覚刺激による随意性嚥下の促通効果について
小森健太朗	 医療法人　宏和会　瀬戸みどりのまち病院　リハビリテーション科

P-64	 急性期病院における病棟専任作業療法士によるトイレ動作訓練の効果
	 ～能力維持要因の検討～

上原　郷志	 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院

地域連携・地域包括ケアシステム3　16：20～ 17：20
座長：小林　清彦	 医療法人愛生館　小林記念病院

P-65	 温泉プールを利用した介護予防教室について－1年間の運営実績（報告）－
小式澤孝夫	 医療法人瑞頌会　尾張温泉かにえ病院

P-66	 内田病院における地域包括ケアシステム構築への取り組みと評価
内田　智久	 医療法人大誠会　内田病院

P-67	 骨粗鬆症と連携ツールとしてのカードの有用性について
	 －地域連携歯科施設アンケート実態調査より－

玉那覇美智子	 球陽会海邦病院外来看護師

P-68	 地域包括ケアシステムにおけるリハビリの意義
	 ～母親としての役割を再獲得・通所介護を卒業した一例～

鈴木　基弘	 医療法人　三九会　三九朗病院　リハビリデイサービスさんさん

P-69	 名古屋記念病院と保険薬局との病薬連携の取り組みとその成果
壁谷めぐみ	 名古屋記念病院　薬剤部
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第

日

 

１

P-70	 町内会での活動を通じた病院の在り方～地域リハビリ健診の導入と反省～
森川　佳菜	 医療法仁敬仁会　札幌西円山病院

病院事務管理2　16：20～ 16：50
座長：吉田　純一	 中央会　尼崎中央病院

P-71	 適正な外来体制に向けた他施設へのアンケートについて
秦　　孝光	 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　企画部

P-72	 病院新築移転における病院総務課の「工夫と苦労話」
内野　慎也	 医療法人ロコメディカル　江口病院

P-73	 病院における窓口未収金の低減化と管理事務の効率化の研究
大川内伸郎	 医療法人玉昌会法人事務局

その他1　16：20～ 17：00
座長：西元　千代	 名古屋記念病院

P-74	 圧迫骨折患者への高齢者総合機能評価（CGA）の試み
川西　陽子	 名古屋記念病院

P-75	 退院時の看護サマリーシートの一考察
田中美侑紀	 医療法人敬仁会　今里胃腸病院

P-76	 臨時透析送迎　トランスポートシステム
	 ～前年度からの運用経過～

今井　将彦	 AMG　上尾中央腎クリニック

P-77	 「物品請求方法の改善」の追跡調査
宇賀神弘子	 医療法人社団　幸正会　岩槻南病院
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第

日

 

２

看護4　9：20～ 10：20
座長：服部　昌志	 医療法人山下病院

P-78	 ICU における終末期患者の看護を考える
	 ～ 42歳腎癌の症例を振り返って～

仲宗根　智	 社会医療法人　敬愛会　中頭病院

P-79	 泌尿器科疾患の術後安静度の改定に伴う、身体と精神に及ぼす影響について
斎藤　千明	 AMG　上尾中央総合病院

P-80	 踵部に発生した褥瘡に外力低減ケアを行った症例
山中　知子	 医療法人社団浅ノ川千木病院

P-81	 排尿姿勢による尿流変化の検証～健常男性において～
渡辺　智仁	 上尾中央総合病院

P-82	 循環器における緩和ケアの一歩を試みて
	 ～患者さんの想いに寄り添う看護を目指して～

遠山　哲治	 医療法人　博愛会　牧港中央病院

P-83	 記録の質向上に向けての取り組み
	 ～記録レターの発行と活用～

永松　由絵	 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院

リハビリテーション4　9：20～ 10：10
座長：原田　久美	 医療法人光寿会　光寿会リハビリテーション病院　リハビリテーション室

P-84	 認知機能低下を有する大腿骨近位端骨折患者の FIM運動項目の分析
	 回復期病棟を退院した患者の転帰先別の比較

鈴子　花波	 南町田病院　リハビリテーション科

P-85	 回復期リハビリテーション病棟における無症候性脳梗塞再発への対応
	 －自験例を通しての検討－

紙本　　薫	 済衆館病院　リハビリテーション科

P-86	 回復期リハビリテーション病院入院中の痙縮への対応
津金慎一郎	 鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション科

P-87	 セラピストによる重症度，医療・看護必要度B項目の評価記録に対する
	 看護師へのアンケート調査と今後の課題

大浜　宜紘	 社会医療法人社団　カレス	サッポロ　時計台記念病院　リハビリテーション部　理学療法科

P-88	 後期高齢者の大腿骨近位部骨折術後の在院日数に関与する因子の検討
吉野　晃平	 AMG　上尾中央総合病院　診療技術部リハビリテーション技術科
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教育・研修　9：20～ 10：10
座長：峯田　幸美	 医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病院　看護部

P-89	 A病院透析センターにおける新人指導　～指導内容の統一に向けて～
本間　亜希	 医療法人社団 shindo　旭川リハビリテーション病院

P-90	 非常勤看護師を対象とした食事介助技術研修の教育効果
山口　千秋	 医療法人社団喜峰会　東海記念病院

P-91	 中規模病院における院内教育の学習ニード、教育ニードの評価
西ノ宮　恵	 社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院

P-92	 多職種で取り組む研修が新人看護師に与えた影響
南郷　理恵	 社会医療法人　宏潤会　大同病院

P-93	 フィジカルアセスメント研修のシステムを構築して
中家　明美	 社会医療法人　光生病院

その他2　9：20～ 10：10
座長：森實　篤司	 社会医療人名古屋記念財団　新生会第一病院　臨床工学部

P-94	 演題取り下げ
P-95	 コミュニケーションエラーのない職場環境を目指して
	 ～急性期病棟における現状と分析～

谷崎　真央	 富山西総合病院

P-96	 「お撮りしてもよろしいですか」	カメラマンを配置した患者満足への取り組みと
	 その記録

脇平太久馬	 医療法人社団明芳会　新戸塚病院

P-97	 血流維持型血管内視鏡業務を経験して
玉元　大輔	 大阪暁明館病院　医療技術部　臨床工学科

P-98	 医療従事者の勤務環境改善～人材確保及び定着への取り組み～
左山　　篤	 社会医療法人仁寿会加藤病院

看護5　10：30～ 11：30
座長：石川　由美	 医療法人瑞頌会　尾張温泉かにえ病院

P-99	 胃内視鏡検査の苦痛とその緩和について　安心して検査を受けられる体制を考案する
山城　文子	 医療法人禄寿会　小禄病院

P-100	 新入職看護師のメンタルヘルスサポートを部署長以外の師長が行う効果と
	 支援者の課題のついての考察

小澤いくこ	 社会医療法人名古屋記念財団　名古屋記念病院
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P-101	 中規模地域医療支援病院における家族支援専門看護師の活動と今後の課題
浅岡　裕子	 社会医療法人名古屋記念財団　名古屋記念病院

P-102	 A病院のがんサポート体制について～がん性疼痛看護認定看護師としての役割～
高木　佳代	 社会医療法人宏潤会大同病院

P-103	 健康で長く働き続けられる職場つくり！　
米山あゆみ	 医療法人社団　圭春会　小張総合病院

P-104	 急性期整形外科病棟における大腿骨近位部骨折患者に対する老年内科併診の取り組み
	 －看護師の認識の変化－

水口　尚美	 市立伊丹病院

リハビリテーション5　10：30～ 11：30
座長：中村　正史	 医療法人愛生館　小林記念病院　リハビリテーション部

P-105	 応用行動分析を用いた認知症の行動・心理症状マネジメント
山崎　孝浩	 まつかげシニアホスピタル

P-106	 リバース型人工肩関節全置換術後の急性期以降のリハビリテーション
石川　貴浩	 医療法人社団季朋会　王司病院

P-107	 姿勢矯正は歩行能力再獲得に寄与する
	 ～歩行器使用による廃用姿勢からの再学習～

佐藤　　圭	 医療法人ロコメディカル　江口病院　リハビリテーション科

P-108	 言語聴覚士の活動は訪問リハビリに貢献する
橋本　辰也	 医療法人ロコメディカル　江口病院　リハビリテーション科

P-109	 肩腱板断裂修復術後患者の早期運動療法の効果
吉開　浩之	 医療法人社団季朋会　王司病院

P-110	 姿勢の違いが握力の測定値に与える影響
田井　啓太	 医療法人社団永生会　南多摩病院

医療安全・リスクマネージメント1　10：30～ 11：20
座長：飯塚　　宏	 医療法人済衆館　済衆館病院

P-111	 医療安全と業務効率化への貢献を目指した調剤指示箋の導入とその評価
稲垣　正巳	 名古屋掖済会病院　薬剤部

P-112	 当院におけるセンサーベッド導入前後での転倒・転落事故の傾向と今後の課題
富田　博之	 大倉山記念病院　

P-113	 当院のインシデント減少への取り組み
中川かおり	 医療法人生寿会　かわな病院
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P-114	 アレルギー食　誤配膳ストップへの取組み
	 ～委託業者との関わり～

菅原　陵子	 （医）三九会　三九朗病院

P-115	 多職種介入による手術患者リスクマネジメント　～手術準備外来の取り組み～
児玉　賢祐	 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　海老名総合病院　看護部

その他3　10：30～ 11：30
座長：水野　照夫	 医療法人済衆館　済衆館病院　業務部

P-116	 セラピストの法人内連携の取り組みについて
後藤　立美	 社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院

P-117	 ベットコントロールチームによる適切な病床管理への取り組み
河合なみ子	 済衆館病院

P-118	 臨床データに基づく心不全患者の体水分量カットライン値の探索方法一例
大塚　啓太	 広瀬病院

P-119	 teamSTEPPS研修の検証
	 －テキストマイニングによるグループワークの記録内容分析－

武澤久美子	 福井病院福井総合病院　

P-120	 理念に基づいた人材育成の取り組み
山口　剛史	 医療法人いつき会　守山いつき病院

P-121	 もっと知ってもらおう　認知度高めて集患UP！
大坪　文代	 医療法人真鶴会小倉第一病院

薬剤　13：30～ 14：30
座長：三輪　征広	 医療法人済衆館　済衆館病院　薬剤科

P-122	 タゾバクタム・ピペラシリン及びメロペネム投与開始時の急性腎障害の有無による
	 その後の腎機能変化

吉田　祐理	 名古屋記念病院　薬剤部

P-123	 当院における薬学生実務実習の取り組み	
宮森　久志	 恵寿金沢病院　薬剤科

P-124	 薬剤総合評価調整加算の算定状況とポリファーマシー解消に向けた課題
北田　　衛	 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院

P-125	 抗菌薬適正使用に向けた取り組み
林　　莉沙	 横浜新都市脳神経外科病院
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P-126	 インフルエンザアウトブレイクから考えた、簡易インフルエンザ検査結果と
	 体温の関係性

吉川　康二	 大倉山記念病院

P-127	 外部講師による10年間の感染管理指導の成果の検討
牟田　美和	 医療法人真鶴会　小倉第一病院

医療安全・リスクマネージメント2　13：30～ 14：10
座長：竹腰　　篤	 社会医療法人志聖会　総合犬山中央病院

P-128	 当院回復期リハビリテーション病棟における転倒転落減少に向けた取り組みの効果
古賀　研人	 社会医療法人財団　白十字会　白十字病院

P-129	 ヘルスケアシステムを活用した内服薬に関するヒヤリハット減少への取り組み
安藤　舞実	 医療法人宏和会あさい病院

P-130	 転倒0を目指して
	 －高齢患者の転倒予防のための3つの介入－

坂本　浩師	 医療法人辰川会　山陽病院

P-131	 P-mSHELL 分析からみる当院のインシデント要因の現状
小林　裕司	 医療法人小宮山会　貢川整形外科病院　リスクマネージメント委員会

その他4　13：30～ 14：30
座長：尾崎　　猛	 医療法人済衆館　済衆館病院　リハビリ

P-132	 医療機器管理システムCEIA を用いた当院手術室MEのアメーバ経営への取り組み
袴塚　祐司	 社会医療法人　若竹会　つくばセントラル病院　ME室

P-133	 当院での嚥下外来における摂食嚥下障害患者の分析
平田　美帆	 社会医療法人　祐愛会　織田病院

P-134	 ハラスメント実態調査からみえたもの
山口　剛史	 医療法人いつき会　守山いつき病院

P-135	 働き方改革　薬剤科への「ノー残業 day」導入による残業時間短縮効果
菊池　考明	 新座志木中央総合病院

P-136	 スマートフォンを利用した遠隔画像コンサルトシステムの運用実績
貂革　　陸	 医療法人五星会　菊名記念病院

P-137	 災害発生時の初期行動訓練への取り組み
	 ～全職員・全患者参加での一斉訓練を通して～

林　　佑一	 TMG　医療法人五星会　新横浜リハビリテーション病院
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栄養・給食・NST、臨床検査、放射線　13：30～ 14：20
座長：佐久間博也	 名古屋記念病院

P-138	 頚部エコー検査におけるCanon 社製のAuto	Area 計測機能について
髙橋　　翼	 医療法人社団　医修会　大川原脳神経外科病院　診療放射線部

P-139	 バス健診における尿検査キット変更の有用性について
望月　美孝	 静岡徳洲会病院　検査科

P-140	 休日単純MRI 検査の実施及び、件数増加への貢献
藤倉　栄二	 社会医療法人財団慈泉会相澤病院

P-141	 多職種連携により認知症患者の改善が図れた一例
加藤　菜穂	 医療法人花咲会　かわさき記念病院

P-142	 Dose	Tracking	System(DTS) の使用経験
源川　　登	 TMGあさか医療センター


