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プログラム
2019年 9月29日（日）

■ 開会式 8：50 ～ 9：00　第 1 会場（S 館 5F コンソナホール）
　会長挨拶：川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）
　学長挨拶：櫻井　隆（文京学院大学 学長）

■ 会長講演 9：00 ～ 9：30　第 1 会場（S 館 5F コンソナホール）
座長：木内祐二（昭和大学 医学部薬理学講座医科薬理学部門）

「多職種連携：評価の枠組みと改善のアプローチ」
　講師：川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）

■ 基調講演 9：30 ～ 10：10　第 1 会場（S 館 5F コンソナホール）
座長：川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）

「組織で保証する医療の質　ＱＭＳアプローチ」
　講師：棟近雅彦（早稲田大学理工学術院／創造理工学部経営システム工学科）

■ シンポジウム１ 10：20 ～ 11：50　第 1 会場（S 館 5F コンソナホール）
座長：笹岡眞弓（文京学院大学 人間学部）

「多職種連携の難しさ，何をもって「評価」とするか」
　演者：中川　圭（認定特定非営利活動法人乳がん患者友の会　きらら）
　　　　篠原純史（独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 地域医療支援・連携センター）
　　　　櫻澤　仁（文京学院大学 経営学部）
　指定発言：山﨑　敦（文京学院大学 保健医療技術学部）

■ シンポジウム 2 13：00 ～ 14：30　第 1 会場（S 館 5F コンソナホール）
座長：望月　久（文京学院大学 保健医療技術学部）

「IPW，IPE の評価　―評価の視点・方法・活用―」
　演者：片岡竜太（昭和大学 歯学部　スペシャルニーズ口腔医学講座 歯学教育学部門）
　　　　福井小紀子（大阪大学　医学系研究科 保健学専攻）
　　　　岡持利亘（埼玉県地域リハビリテーション・ケア サポートセンター霞ヶ関南病院）

■ ワークショップ 1　「IPW」 12：20 ～ 13：50　第 2 会場（Ｓ館 6F 603）
「東アジアの IPWを学ぶ」（IPW推進委員会主催）

座長：大嶋伸雄（首都大学東京人間健康科学研究科）
藤井博之（日本福祉大学社会福祉学部）

■ ワークショップ 2　「IPE」 15：00 ～ 17：00　第 6 会場（S 館 6F 602）
「IPEのための教員間連携 - なぜ学生にはできて教員には難しいのか -」

座長：下井俊典（国際医療福祉大学，JAIPE IPE 推進委員長）
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■ 特別講演 17：00 ～ 17：40　第 1 会場（S 館 5F コンソナホール）
座長：川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）

「多職種連携による労働環境改善」
　講師：酒井一博（大原記念労働科学研究所）

■ 口述発表（一般演題） 
O-IPW-001 ～ 005 第 2 会場（S 館 6F 603）　15：45 ～ 17：00　

座長：藤谷克己（文京学院大学 保健医療技術学部）

O-IPW-006 ～ 010 第 3 会場（S 館 6F 604）　15：45 ～ 17：00
座長：野部裕美（文京学院大学 保健医療技術学部）

O-IPE-001 ～ 005 第 4 会場（D 館 6F スカイホール）　14：30 ～ 15：45
座長：今井　亮（文京学院大学 保健医療技術学部）

■ ポスター（一般演題） 
【ポスター掲示】 10：00 ～ 16：45　ポスター会場（B's Dining）
【ポスター発表】
　P-IPW-001 ～ 015 14：30 ～ 15：45　ポスター会場（B's Dining）
　P-IPE-001 ～ 010 15：45 ～ 16：45　ポスター会場（B's Dining）

■ 閉会式 17：40 ～ 18：00　第 1 会場（S 館 5F コンソナホール）　

※ 理事会 8：00 ～ 8：40　第 6 会場（Ｓ館 6F 602）

※ 編集会議 12：00 ～ 13：00　第 6 会場（Ｓ館 6F 602）

※ 特別企画「セラピー犬とふれあおう」 11：50 ～ 13：20　（D 館エントランスホール）
企画者：濱　智子，川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）

※ 絵画の紹介「銀花燦燦」（中国少数民族の花嫁姿） 武田 昭 画伯（日本画）
 B 館入口



会長講演
「多職種連携：評価の枠組みと改善のアプローチ」

	 	 	 講師：川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）
	 	 	 座長：木内祐二（昭和大学 医学部薬理学講座医科薬理学部門）

基調講演
「組織で保証する医療の質　ＱＭＳアプローチ」

   講師：棟近雅彦（早稲田大学理工学術院／創造理工学部経営システム工学科）
   座長：川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）

特別講演
「多職種連携による労働環境改善」

   講師：酒井一博（大原記念労働科学研究所）
   座長：川良徳弘（文京学院大学 保健医療技術学部）



シンポジウム 1
「多職種連携の難しさ，何をもって「評価」とするか」

座長：笹岡眞弓（文京学院大学 人間学部）

S1-1 患者から見る多職種連携 認定 NPO 法人乳がん患者友の会きらら
中川　圭

S1-2 MSW から見る保健医療領域における IPE・IPW とその評価
国立病院機構高崎総合医療センター

地域医療支援・連携センター
篠原純史

S1-3 マネジメントの論理から探る組織・職能横断型の協働推進と事業評価の新視角
―IPW/IPE の世界観を他領域からながめると―

文京学院大学
櫻澤　仁

シンポジウム 2
「IPW，IPE の評価　―評価の視点・方法・活用―」

　　　　　　　　　　座長：望月　久（文京学院大学 保健医療技術学部）

S2-1 医療専門職教育課程における学際教育としての IPE の目標とその評価
昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ

口腔医学講座 歯学教育学部門
片岡竜太

S2-2 地域の医療介護職に求められる連携の機能・役割とその評価方法 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
福井小紀子

S2-3 地域リハ連携を通して，現場で求められる IPW の機能と IPE に求める
もの

埼玉県地域リハビリテーション・ケア 
サポートセンター霞ヶ関南病院

岡持利亘



ワークショップ 1
IPW 推進委員会

「東アジアの IPWを学ぶ」

ワークショップ 2
「IPEのための教員間連携 -なぜ学生にはできて教員には難しいのか -」



一般演題（口述）
口述発表 1　IPW 座長：藤谷克己（文京学院大学 保健医療技術学部） 

15：45 ～ 17：00　第二会場 S 館　603

O-IPW-001 総合リハビリテーションの展開を支える病棟スタッフの
専門職連携実践能力の再獲得

横浜市総合リハビリテーションセンター
佐藤多美子

O-IPW-002 多職種による退院支援研修会の評価－ 2 群馬医療福祉大学
樋口キエ子

O-IPW-003 地域基盤型 IPW 実習におけるチーム形成のプロセス達成度調査 埼玉医科大学
金田光平

O-IPW-004 病院と地域全体でのチームビルド
－高知県「退院支援体制推進事業」の取り組み報告－

東京通信大学
井上健朗

O-IPW-005 特別養護老人ホームの介護職と看護職の ICF 事例ワークにおけるケア方
針の変化

大阪健康福祉短期大学
伊藤明代

口述発表 2　IPW 座長：野部裕美（文京学院大学 保健医療技術学部） 
15：45 ～ 17：00　第三会場 S 館　604

O-IPW-006
IPW（多職種協働実践）における情報共有ツールとしての生活支援記録
法（F-SOAIP）～保健医療分野におけるソーシャルワークにおける経
過記録の課題と改善の方向性～

国際医療福祉大学
小嶋章吾

O-IPW-007
ICT 化時代の多職種実践過程を可視化するリフレクティブな生活支援記
録法（F-SOAIP）～ミクロ・メゾ・マクロレベルにおける IPE/IPW の
促進～

埼玉県立大学
嶌末憲子

O-IPW-008 文献レビューにみる介護福祉士の多職種間連携の実態と課題 神戸女子大学
横山正子

O-IPW-009 IPE・IPW のアウトカム評価は？－新潟県魚沼地域の医療費が日本一安
いのは IPW の深化のアウトカム！－

医療法人社団上村医院
上村伯人

O-IPW-010 保健医療福祉職の情報共有目的で活用されている
オンライン掲示板の社会ネットワーク分析

筑波大学
春田淳志

口述発表 3　IPE 座長：今井　亮（文京学院大学 保健医療技術学部） 
14：30 ～ 15：45　第四会場 D 館　スカイホール

O-IPE-001 階層的 IPE プログラムが有する教育効果の一般化可能性（第 2 報）
―IEPS・RIPLS のサブスケール別の検討―

国際医療福祉大学
下井俊典

O-IPE-002 医療系専門学校における 8 学科による IPE 教育実践報告及び課題 学校法人日本教育財団　首都医校
務台文夫

O-IPE-003 IPE 科目を履修した大学生の３年間の自己評価を用いた連携教育の評価 名寄市立大学
播本雅津子

O-IPE-004 学部教育時における多職種連携能力育成に関する回顧的調査
―多職種連携教育導入に向けたインタビュー調査より―

淑徳大学 
小板橋恵美子

O-IPE-005 アセンブリ教育（藤田医科大学における専門職連携教育）の基盤整備 藤田医科大学
大槻眞嗣



一般演題（ポスター）
ポスター　IPW 14：30 ～ 15：45　会場　B's Dining

P-IPW-001 A 町の認知症支援のためのベースライン調査
－専門職の IPW コンピテンシー自己評価から－

埼玉県立大学
國澤尚子

P-IPW-002 A 町の認知症支援のためのベースライン調査
－病院と老健の職員が認識するインフォーマル支援者との連携上の課題－

埼玉県立大学
丸山　優

P-IPW-003 特別養護老人ホームの介護職と看護職の ICF 事例ワークにおける着眼点の変化 摂南大学
田中真佐恵

P-IPW-004 地域の介護職に対する脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の教育実践　
－高齢者の力を引き出す移乗介助－

滋賀医科大学
吉田久美子

P-IPW-005 介護支援専門員の「協働的能力」を高める要素 湘南医療大学
小林紀明

P-IPW-006 介護支援専門員が考える医療者との情報共有の現状と課題
―在宅インスリン療法者のケアマネジメントから―

茨城県立医療大学
渡辺　忍

P-IPW-007 訪問看護師と病院看護師及び他職種との連携に起因して
在宅療養者に起こった医療事故の実態

帝京科学大学
梅津靖江

P-IPW-008 訪問看護師の専門職連携実践力自己評価尺度の開発 埼玉県立大学
畔上光代

P-IPW-009 体温および循環動態の管理のための看護実践における多職種連携の考察 神奈川県立保健福祉大学
渡邉　惠

P-IPW-010 血管診療におけるチーム医療の現状 東京医科歯科大学大学院
中島里枝子

P-IPW-011 助言者を配置した「終末期ケア事例検討会」の評価とその効果 兵庫医療大学
上山崎悦代

P-IPW-012 （演題取り下げ）

P-IPW-013 退院支援プログラム研修の評価
―退院支援の知識・技術の前後比較より―（第 2 報）

群馬医療福祉大学
塚越八重子

P-IPW-014 認知症にかかわる専門職の多職種協働研修プログラムの短期的効果の検証
第 2 報

千葉大学大学院
臼井いづみ

P-IPW-015 精神科多職種連携治療・ケアを担う人材養成（PsySEPTA）の取り組み 筑波大学附属病院
渡部衣美

ポスター　IPE 15：45 ～ 16：45　会場　B's Dining

P-IPE-001 多職種連携のツールとしての薬学生向け医療略語集の作成と評価 慶應義塾大学
須田　壮

P-IPE-002 看護学生と薬学生による紙上模擬事例検討における看護学生への教育効果
－２大学教育連携による専門職連携教育－第２報

宮城大学
成澤　健

P-IPE-003 薬学部における多職種連携教育の現状と今後の在り方について 慶應義塾大学
山内健太

P-IPE-004 多職種連携コンピテンシーを獲得させるための授業実践－ 4 年次の取り組み－ 兵庫医療大学
常見　幸

P-IPE-005 （演題取り下げ）

P-IPE-006 職種間コミュニーションの醸成に役立つ学生交流合同セミナーの
教育効果に関する考察

文京学院大学大学院
伊藤悦子

P-IPE-007 総合大学における医療福祉系 4 学科専門職連携教育‘むさしの IPE’が
医療系以外の学科学生を対象に実施した体験型授業報告

武蔵野大学
山本摂子

P-IPE-008 小学校家庭科分野での連携教育活動の意義 名寄市立大学
山中珠美

P-IPE-009 多職種連携教育科目における自己評価・ピア評価・第三者評価 北海道医療大学
安部博史

P-IPE-010 住民参加型専門職連携教育試行プログラム 淑徳大学
小川純子


