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一般演題プログラム　2019 年8月1日 木

一般口演1　13：50～14：18 第3会場（札幌コンベンションセンター　中ホール A）

座長：今川　敦史（済生会中和病院 院長）

働き方改革1

O1-1  当院リハセラピスト部門の付帯業務軽減の取り組み

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院	リハセラピスト部門　下倉　　準　他

O1-2  働き方改革を考える ～リハビリ部門での実態調査から始まる組織全体への波及～

社会医療法人栗山会	飯田病院　林　　忠輝　　

O1-3  セル看護提供方式Ⓡによる看護師の働き方改革 ～楽しく働く職場環境を目指して～

（株）麻生	飯塚病院　森山　由香　　

O1-4 演題取り下げ

一般口演2　14：18～14：53 第3会場（札幌コンベンションセンター　中ホール A）

座長：菊地　誠志（国立病院機構 北海道医療センター 院長）

働き方改革2

O2-1  働き方改革で求められる病院の産業保健体制と産業医実務実装法

社会福祉法人	三井記念病院　中嶋　義文　　

O2-2  初期研修医における当直業務後のドライビングシミュレーターの結果に関する研究

菊川市立総合病院　出雲　翔子　　

O2-3  医師の働き方改革の「鍵」 ～医師事務作業補助者の育成と活用～

山口県立総合医療センター	医師事務支援室　中元　裕美　他

O2-4  定年退職後の人材雇用とその効果 ～フリーエイジ・フリータイム制度～

医療法人慶友会	守谷慶友病院　岡野　幸太　他

O2-5  京都府医療勤務環境改善支援センターの取り組み 
～「京都いきいき働く医療機関認定制度」について～

京都府医療勤務環境改善支援センター　吾郷　晋一　他
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１
日 

木

一般口演3　16：32～17：14 第5会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：青木　秀俊（市立旭川病院 旭川市病院事業管理者）

地域医療 1

O3-1  地域包括ケアシステムにおける医科歯科連携 ～周術期等歯科受診への取り組み～

社会医療法人生長会	府中病院　南　　秀彰　他

O3-2  地域包括ケアシステムにおける認知症疾患医療センターの果たすべき役割 第 2 報 
～地域生活を継続するためのフォロー方法について～

公益財団法人脳血管研究所	附属美原記念病院	認知症疾患医療センター　空井　沙綾　他

O3-3  医療公開講座・スマイルカフェ・認知症サポーター養成講座の概要と今後の展望

医療法人渓仁会　稲垣千香子　他

O3-4  地域包括ケアシステムの実現に向けた主任介護支援専門員の役割 
～過疎化が進む地区における新たな社会資源の開発に向けた取り組み

医療法人渓仁会	定山渓病院　大島　一樹　他

O3-5  入院早期の介護連携を強化した入退院支援体制が病院経営に及ぼす影響 
－入院当日の病棟看護師発信の介護連携の取り組みー

福井赤十字病院　西向　秀代　他

O3-6  慢性期病院で行う療養・退院支援からみえる特徴と課題

医療法人渓仁会	札幌西円山病院　佐々木恵美　他

一般口演4　17：19～18：01 第5会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：櫻井　正之（北光記念病院 院長）

地域医療 2

O4-1  急性期病院における在宅医療への取り組み

彦根市立病院　一岡　慶紀　他

O4-2  病院訪問看護から訪問看護ステーションへ移行して

医療法人白水会　白川訪問看護ステーションこだま　安江ゆかり　他

O4-3  課題発見の取り組み ～ワンランク上のサービスの提供～

医療法人白水会	白川病院	在宅総合部やまびこ　安江千伴子　他

O4-4  地域連携を通じて高齢者福祉施設と協働開催した感染対策講座の一例

清水赤十字病院　石井　康浩　　

O4-5  迅速な返信をめざして

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院　寄國　　都　他

O4-6  病診連携成功への奇瑞 ー開業医が病院に何を求めているかー

医療法人真生会	真生会富山病院　高森裕美子　　
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一般口演5　14：40～15：29 第6会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：大村　祐司（手稲渓仁会病院 臨床検査部 部長）

臨床検査1

O5-1  当院での EBUS-TBNA における迅速細胞診の運用と有用性ついて

社会医療法人愛仁会	明石医療センター	検査科　佐川　聖羅　他

O5-2  当院における尿細胞診 Class Ⅲの再検討

JA とりで総合医療センター　鈴木　健太　他

O5-3  尿沈渣中に 2,8-DHA 結晶を認めた 1 症例

JA とりで総合医療センター　小林　亮太　他

O5-4  Mycobacterium abscessus による腹膜透析カテーテル出口部トンネル感染の一症例

JA とりで総合医療センター　川上　　翔　他

O5-5  結核感染対策の取り組み

医療法人白水会	白川病院　安江　香里　他

O5-6  医療法改正に伴う当院の標準作業書および作業日誌・台帳作成の試み 
～文書管理システム DocNet の使用経験を踏まえて～

社会福祉法人恩賜財団済生会	福岡県済生会福岡総合病院　吉永　眞人　　

O5-7  安価・手軽さを追求した「プチ検診」の評価

清水赤十字病院　永井　宏幸　他

一般口演6　15：44～16：26 第6会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：千葉　美恵子（札幌市立病院 看護部長）

看護1

O6-1  血糖コントロールにおける特定行為の活用 ～認定看護師だからできるインスリン調整～

社会医療法人愛仁会	明石医療センター	看護部　津崎　好美　他

O6-2  急性期病院の救急外来における患者・家族への家族支援の実態 
－家族支援専門看護師の取り組みと今後の課題－

社会福祉法人	聖隷浜松病院　加藤　智子　　

O6-3  認知症加算をとり課題に向けた当院での取り組み 
～せん妄対応するために DELTA プログラムを導入して～

医療法人谷田会	谷田病院　澤村　京美　他

O6-4  ミールラウンド実施の一連のプロセスから生まれたスタッフの変化

医療法人渓仁会		札幌西円山病院　田之上恵子　　

O6-5  救命救急センターにおけるコミュニケーションツールの重要性 
～聴覚障害者の山岳遭難を通して～

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　小松千恵美　他

O6-6  外来看護師の急変対応の質向上に向けての取り組み

社会医療法人栄公会	佐野記念病院　小西　結花　他
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日 

木

一般口演7　16：31～17：13 第6会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：平岡　康子（旭川赤十字病院 副院長兼看護部長）

看護2

O7-1  入退院を繰り返す慢性心不全患者への行動変容に対する取り組み

社会医療法人美杉会	男山病院　岩越　佑記　他

O7-2  多系統萎縮症患者の気管切開・胃瘻造設後の在宅療養への支援 
～ペプロウの対人関係モデルを用いて振り返る～

市立札幌病院　高橋　麻彩　　

O7-3  長期医療的入院を継続した児の初外出に繋がった活動範囲の拡大にむけたアプローチ

社会福祉法人愛仁会	愛仁会リハビリテーション病院　宮田美津子　他

O7-4  下肢麻痺になった患者と患者家族への看護に対する考察 
～胸腰椎硬膜外脊髄腫瘍切除後下肢麻痺になった患者の家族看護について～

社会医療法人美杉会	男山病院　牧野　莉奈　他

O7-5  精神科中核病院の外来看護師が患者支援を行う際に得られる情報の活用目的の分析 
～外来経験のある看護師のインタビューから～

地方独立行政法人	岡山県精神科医療センター　中嶋　紀子　他

O7-6  地域包括ケアシステムにおける外来看護師の役割意識の変革 ～ ’ 私の患者 ’ 意識をもって～

医療法人社団誠心会	萩原中央病院　那須久美子　他

一般口演8　17：18～18：00 第6会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：光　恵子（帯広厚生病院 看護部長）

看護3

O8-1  鎮静を受ける終末期患者をケアする看護師の思い

医療法人平成会	八戸平和病院　磯島　真弓　他

O8-2  急性期病棟における AYA 世代の終末期看護に対する看護師が抱える倫理的ジレンマ

社会医療法人愛仁会	高槻病院　塚本　友恵　他

O8-3  腎不全患者におけるアドバンスケア・プランニングに関する考察

社会医療法人弘道会	寝屋川生野病院　川畑千香子　他

O8-4  EICU における J-PAD ガイドライン導入の取り組み

総合病院	土浦協同病院　上澤　弘美　他

O8-5  重度認知症・廃用症候群患者への有効な呼吸ケア

社会医療法人きつこう会	多根第二病院　藤田まゆみ　　

O8-6  端座位補助具を使用した背面開放座位での呼吸ケアにより効果があった一事例

社会医療法人きつこう会	多根総合病院　江口　陽貴　　
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一般口演9　14：40～15：22 第7会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：高橋　友哉（KKR 札幌医療センター リハビリテーション科 主任）

リハビリ1

O9-1  急性期病棟のパーキンソン病患者における余暇活動が，全般的認知機能に及ぼす影響

一般財団法人操風会	岡山旭東病院　甲斐　文崇　他

O9-2  当院におけるパーキンソン病患者に対する LSVT®BIG プログラムの効果検証と今後の課題に
ついて

JA とりで総合医療センター	リハビリテーション部　箱守　正樹　他

O9-3  免荷式トレッドミル歩行練習が服薬調整後のパーキンソン病患者に対する歩行と姿勢に及ぼす効果 
シングルケースデザインでの検討

医療法人渓仁会　三野　恭兵　他

O9-4  脊髄損傷 L3 不全対麻痺症例にロボットスーツ HAL を使用した経験

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　鳥山　貴大　他

O9-5  回復期脳血管疾患片麻痺患者における歩行支援ロボット使用による歩行練習の効果

社会医療法人愛仁会	尼崎だいもつ病院	リハ技術部	理学療法科　矢野　正剛　他

O9-6  回復期リハビリテーション病棟に入院した脊髄梗塞患者について

社会医療法人きつこう会	多根脳神経リハビリテーション病院	リハビリテーション科　古田　雅明　他

一般口演10　15：27～16：09 第7会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：小島　伸枝（時計台記念病院 リハビリテーション部 副部長）

リハビリ2

O10-1  食事・排尿管理を用いた 3 段階モデルによる脳梗塞急性期からの転帰予測の可能性

社会医療法人甲友会	西宮協立脳神経外科病院　内田　健作　他

O10-2  回復期リハビリテーション病棟から転院や施設入所された患者の家族背景等の要因について

茨城県厚生連農業協同組合連合会	JA とりで総合医療センター　三枝　隆生　　

O10-3  当院脳卒中回復期患者の下更衣自立に関わる要因の一考察

公益社団法人北海道勤労者医療協会	勤医協中央病院　青山　健太　他

O10-4  脳卒中患者に対する移動支援 ～自動車教習所との連携～

社会医療法人全仁会	倉敷平成病院　西　　悠太　　

O10-5  集団音楽療法と主観的 QOL の変化

社会医療法人慈恵会	聖ヶ丘病院　天野　翔太　他

O10-6  救急外来における理学療法実施患者の帰宅要因の検討

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院	救急リハセンター　谷内　耕平　他
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一般口演11　16：17～17：06 第7会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：大澤恵留美（北海道大学病院 リハビリテーション部 技士長）

リハビリ3

O11-1  急性期失語症者とのコミュニケーション方法の検討・提案についての課題

北海道勤労者医療協会	中央病院　竹内　瑞貴　他

O11-2  業務内容に特化した訓練を行い、職場復帰に至った失語症例

社会医療法人医仁会	中村記念病院	言語療法科　秦　　真織　他

O11-3  当院における失語症患者の聴覚的理解と ADL 能力の関連性について

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	リハビリテーション部　三浦　　純　他

O11-4  当院回復期リハビリテーション病棟における脳血管疾患患者の摂食・嚥下機能の現状 
～摂食 ･ 嚥下能力のグレードを用いて～

医療法人社団東洋会	池田病院　山下　紫穂　他

O11-5  急性期病院における高齢誤嚥性肺炎患者の在院日数に影響する要因の検討

JA 長野厚生連	佐久総合病院	理学療法科　宮下　貴弘　他

O11-6  安全な経口摂取継続を目指して －デイケアでの ST の取り組み－

医療法人渓仁会	定山渓病院　十川　純光　他

O11-7  吸引ラインを使用して発声訓練をおこなった気管切開患者 2 症例

医療法人渓仁会　竹下　　知　　

一般口演12　17：11～18：00 第7会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：山﨑　彰久（手稲渓仁会病院 統括主任）

リハビリ4

O12-1  肩関節鏡視下腱板修復術後 3 ヶ月、6 ヶ月における、患者満足度に影響を及ぼす因子の検討

社会医療法人栄公会	佐野記念病院　坂井　雅哉　他

O12-2  反復性脱臼における鏡視下バンカート修復術後の患者に対するリハビリテーションと仕事 
復帰までのプロセス

公益財団法人白浜医療福祉財団	白浜はまゆう病院	南紀白浜温泉リハビリテーションセンター　小谷　澄也　他

O12-3  腱板損傷保存例に対する理学療法の効果と考察

社会医療法人きつこう会	多根総合病院	リハビリテーション科　髙岡　聖矢　他

O12-4  スポーツ外傷・障害の予防 ～小学生野球選手に対する理学療法士の関わり～

一般財団法人竹田健康財団	竹田綜合病院　野邉　翔平　他

O12-5  前腕部での多数腱断裂後の母指橈側外転・掌側外転不全に対して介入した一例

茨城県厚生農業協同組合連合会	総合病院	土浦協同病院　稲野邉大輝　他

O12-6  左長母指屈筋腱剥離術後における母指機能改善が得られた 1 症例

総合病院	土浦協同病院　小森　慎也　他

O12-7  筋緊張緩和手技による手指冷感へのアプローチ

社会医療法人慈恵会	聖ヶ丘病院　野々原康雄　他
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一般口演13　14：40～15：22 第8会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：後藤　仁和（市立札幌病院 薬剤部長）

薬剤1

O13-1  がん専門薬剤師による薬剤師外来の運営と診療支援の有用性

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	薬剤部　平手　大輔　他

O13-2  手術前の外来薬剤鑑別の待ち時間短縮の戦略 ～赤バッグ・緑バッグを用いた院内連携～

総合病院	国保旭中央病院　芳賀　晴子　他

O13-3  回復期病棟における病棟薬剤師としての介入

社会医療法人愛仁会	尼崎だいもつ病院　弓場　優佳　他

O13-4  脳卒中患者における内服薬自己管理確率予測式の臨床応用に向けた検討

JA 長野厚生連長野松代総合病院薬剤部　渡辺　紀子　他

O13-5  当院の薬剤科業務改善に向けて ～持参薬鑑別業務の改善～

社会医療法人栄公会	佐野記念野記念病院	薬剤科　冨岡　裕史　他

O13-6  PC の起動・シャットダウンの自動化と定型業務のリスクマネジメント策 
～薬剤部門の業務効率化を目指して～

医療法人清翠会	牧病院　長谷川　慎　他

一般口演14　15：27～16：02 第8会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：菊池　英明（帯広厚生病院 院長）

医療分野1

O14-1  全英早期警告スコア（NEWS）は患者急変を予測するが、迅速対応チーム（RRT）は病院内心肺
停止（CPA）を減少させるか？

医療法人徳洲会	湘南藤沢徳洲会病院　亀井　徹正　他

O14-2  当院における内視鏡的上部消化管異物除去術の分析と課題の検討

社会医療法人河北医療財団	河北総合病院	内視鏡室　黒沢　靖子　他

O14-3  二次救急外来におけるチーム医療 －救急救命士と専属医療クラークの存在－

社会医療法人河北医療財団	河北総合病院　金井　信恭　他

O14-4  病院救急車の安全な運用への取り組みと課題

社会医療法人河北医療財団	河北総合病院　原島　健也　他

O14-5  人生 100 年時代に向け、地域医療サポーター（MS）と共に地域と連携し予防救急の輪を広げる！

飯塚病院　鮎川　勝彦　他
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日 

木

一般口演15　16：17～17：06 第8会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：磯部　　宏（KKR 札幌医療センター 院長）

医療分野2

O15-1  在宅酸素療法患者（HOT 患者）の緊急時・災害時対応と今後の対策

小牧市民病院	臨床工学科　神戸　幸司　他

O15-2  災害時におけるカセッテ型 Flat Panel Detector と回診用 X 線撮影装置の有用性

公立福生病院　吉田　英彰　他

O15-3  2016 年台風 10 号の災害経験を活かして “ ブラックアウト ” に臨む

清水赤十字病院	臨床工学技術課　木村　佳祐　他

O15-4  北海道胆振東部地震時の血液透析の経験

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　滝沢　英毅　他

O15-5  大阪府北部地震発生直後の美杉会グループ給食直営施設の状況と対応

社会医療法人美杉会	男山病院　高岡慎太郎　他

O15-6  救命救急センターにおける西日本豪雨災害への対応 ～医事の視点からみた災害医療～

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構	倉敷中央病院　栗坂　朱美　　

O15-7  医師が患者の前で医学情報検索を行うことについて、医師および患者が抱く印象に関する 
実態調査

手稲家庭医療クリニック　宮植　和希　他

一般口演16　17：11～18：00 第8会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：谷浦　博之（社会医療法人石州会 六日市病院 病院長）

医療分野3

O16-1  当院における大腿骨近位部骨折の手術待機期間に関する検討

一般財団法人操風会	岡山旭東病院　平野　浩司　他

O16-2  川崎病における乳幼児血漿交換療法の現況

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	臨床工学部　千葉二三夫　他

O16-3  術前術後におけるシンバイオティクス療法におけるアドヒアランス

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター	看護部　須江　良英　他

O16-4  軽度知的発達遅滞のある血友病児の自己注射導入のタイミング

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター	看護部　加賀田真寿美　　

O16-5  養護施設における人間関係についての考察 －男児肛門性交事例の診察を通して－

日本赤十字社	名古屋第二赤十字病院	泌尿器　山田　浩史　他

O16-6  地域医療における総合病院小児外科医の役割 － 10 年間の経験より

総合病院	土浦協同病院	小児外科　堀　　哲夫　他

O16-7  離島におけるオンライン診療及びオンライン服薬指導実践による有用性の検証と課題

JA 愛知厚生連	知多厚生病院　田實　直也　他
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一般口演17　14：40～15：22 第9会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：真井　睦子（栗山赤十字病院 栄養科 栄養科長）

栄養1

O17-1  咀嚼障害患者に対するソフト食導入の有用性についての検討

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院	栄養指導管理室　岩屋　祐子　他

O17-2  胃瘻患者における半固形栄養剤の適応と在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の取得状況に
ついて

済生会松阪総合病院	NST　清水　敦哉　他

O17-3  看護師による嚥下スクリーニングの有用性 
～トロミテストを取り入れた嚥下フローチャートを導入して～

社会福祉法人	済生会松阪総合病院	NST・嚥下委員会　中井　佐奈　他

O17-4  回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーション栄養の取り組み

社会医療法人愛仁会	尼崎だいもつ病院	リハ技術部	理学療法科　岡原由香里　他

O17-5  大腸癌と obesity paradox

大腸肛門病センター	高野病院　野口　忠昭　他

O17-6  シンバイオティクス療法における術後の便性状や腹部症状と退院後の飲用希望

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター	栄養科　寺澤　綾花　他

一般口演18　15：27～16：02 第9会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：田中　智美（手稲渓仁会病院 栄養部 栄養部長）

栄養2

O18-1  栄養管理業務の標準化におけるオーディットの活用

社会医療法人生長会	府中病院	栄養管理室　松村　幸子　他

O18-2  栄養食事指導内容の拡充・指導件数の増加

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院　鷲尾　拓弥　他

O18-3  管理栄養士の病棟配置後の変化 －病棟常駐に向けて－

社会医療法人甲友会	西宮協立脳神経外科病院	栄養科　花岡麻里子　　

O18-4  当院における QC サークル手法を活用した栄養指導件数増加の取り組み

医療法人	王子総合病院	栄養管理科　澤岡　清美　他

O18-5  外来維持血液透析患者の栄養指導の拡充を目指して

社会医療法人愛仁会	井上病院　柳川瀬裕美　他
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木

一般口演19　16：31～17：13 第9会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：北村　和宏（高橋病院 看護部長）

人材育成1

O19-1  ストレスチェックにおける MIRROR を用いた参加型職場環境改善の取組み 
－ポジティブディスカッションを促進するために－

小牧市民病院　大脇貴美子　他

O19-2  やる気が出る職場づくり

医療法人白水会	白川病院	看護部科長　岩佐恵利子　　

O19-3  データ二次利用の利用者評価から見えた課題

聖路加国際大学	情報システムセンター　堀川　知香　他

O19-4  「いきいきとやりがいを持って働き続けられる職場環境づくり」 
～スマイルプロジェクトの取り組み～

医療法人渓仁会	札幌西円山病院　永島智織理　他

O19-5  障がい者法定雇用率を上回り、障がい者の能力を引き出し育成に取り組む愛仁会グループ 
障がい者雇用推進センターの活動

社会医療法人愛仁会本部　菅原　隆志　　

O19-6  当院における事務職員の人材育成マネジメント

能代厚生医療センター　大島　政人　　

一般口演20　17：18～18：00 第9会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：金子　隆昭（彦根市立病院 院長）

人材育成2

O20-1  キャリアパスモデル構築の取り組みと今後の課題

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　南木　由美　他

O20-2  病院管理者を対象に 360 度評価を実施して

医療法人香徳会	関中央病院　山中ひろみ　他

O20-3  自己啓発型学習と当院の人材育成について（初報）

医療法人社団英志会	富士整形外科病院	管理局　石川真太郎　他

O20-4  敬和会アカデミーの活動報告

社会医療法人敬和会　武石　智子　他

O20-5  病院マネジメントのできる事務職員を目指して ～若手職員のキャリア形成の取り組み～

能代厚生医療センター　長岐　和弥　他

O20-6  事務職員の人材育成への取り組みについて

社会医療法人愛仁会	千船病院　千草　寛美　　
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一般口演21　14：40～15：15 第10会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：山田　實紘（木沢記念病院 理事長）

医療の質1

O21-1  臨床検査技師による救急外来（ER）における超音波に関する研修医教育の効能

トヨタ記念病院　森谷　紋子　他

O21-2  当院における全病院的チーム医療による脳死下臓器提供システムの現状と問題点

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　南島　友和　他

O21-3  当院における抗菌薬適正使用支援チーム（Antimicrobial Stewardship Team：AST）1 年目の成果

一般財団法人永頼会松山市民病院	薬剤部　鶴本　央子　他

O21-4  当院におけるペースメーカ遠隔モニタリング業務の現状

社会医療法人生長会	ベルランド総合病院	臨床工学室　窪田　史子　他

O21-5  当院における救急救命士の新たなる取り組み

聖隷福祉事業団	聖隷横浜病院　河野　友和　他

一般口演22　15：20～15：55 第10会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：副島　秀久（熊本県済生会 支部長）

医療の質2

O22-1  救命救急センター事務職におけるチーム医療と個人情報の扱い

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　林　　美幸　他

O22-2  病棟クラークという職種を確立するための取り組み

社会医療法人慈泉会	相澤病院　内山　哲彦　　

O22-3  当院における医師事務作業補助者の役割

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　足立　裕子　他

O22-4  当院臨床工学技士における胸腔鏡下手術との関わり

公益財団法人日産厚生会	玉川病院	臨床工学科　遠藤　愛美　他

O22-5  検査技師による輸血業務支援

JA とりで総合医療センター　五十嵐健一　他
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一般口演23　16：31～17：13 第10会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：吉岡　成人（NTT 東日本札幌病院 院長）

医療の質3

O23-1  地域包括ケア病棟における転倒予防のための多職種での取り組みと成果

一般財団法人操風会	岡山旭東病院　谷原　湧大　他

O23-2  当院の骨粗鬆症リエゾンサービスと歯科口腔外科の役割について

独立行政法人地域医療機能推進機構	船橋中央病院	歯科口腔外科　鈴木　理絵　他

O23-3  回復期リハビリテーション病棟と急性期病棟の連携を深める

JA とりで総合医療センター	回復期リハビリテーション病棟　石塚　孝子　他

O23-4  当院における抗菌薬適正使用への取り組みの評価 
～薬剤部抗菌薬検討会・抗菌薬適正使用支援チーム（AST）を稼働させて～

済生会松阪総合病院　佐久間隆幸　他

O23-5  管理栄養士の病棟常駐の役割と必要性の検討

社会医療法人近森会	近森病院	臨床栄養部　宮島　　功　他

O23-6  大腿骨骨折患者と医療者間でのリハビリテーションの目標共有に対する自己効力感への影響

社会医療法人神鋼記念会	神鋼記念病院	看護部　藤原　　健　他

一般口演24　17：18～18：00 第10会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：森田　眞照（市立ひらかた病院 院長）

医療の質4

O24-1  早期離床リハビリテーションチーム発足と活動の実際

総合病院	土浦協同病院	看護部　大槻　勝明　他

O24-2  演題取り下げ

O24-3  ロボット支援下胃切除術の導入について；初期 18 例の報告

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　廣方玄太郎　他

O24-4  有機的結合を目指したチーム医療体制の模索

飯塚病院　内田　孝之　　

O24-5  RST の立ち上げ ～プロセスと今後の課題～

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　福地　陽平　他

O24-6  専従薬剤師を中心とした抗菌薬適正使用支援チームによる重大な副作用発現回避ならびに重
篤化回避と医療経済効果

静岡県立総合病院　神戸　宏憲　他
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一般口演25　14：40～15：22 第11会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：松本　　潤（東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 院長）

病院運営1

O25-1  医事システムと FileMaker との連携による外来診療データの簡易分析ツールの開発

社会医療法人医翔会	札幌白石記念病院　田村　　豊　　

O25-2  EXCEL でつくる、DPC 分析データ

社会医療法人敬和会	大分岡病院　首藤　稔久　　

O25-3  股関節・大腿近位の骨折の入院日数についての考察

済生会保健・医療・福祉総合研究所　持田　勇治　他

O25-4  原価計算システムを用いた病院経営改善への医事入院課の取り組み

公益財団法人筑波メディカルセンター	筑波メディカルセンター病院　松間　　博　他

O25-5  DPC 情報を活用した入院期間の適正化

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	管理部	管理課　市川　優奈　他

O25-6  地域包括ケア病棟への転棟提案の効果について

社会医療法人社団	カレスサッポロ	北光記念病院　近藤　　純　他

一般口演26　15：27～16：16 第11会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：木村健二郎（東京高輪病院 院長）

病院運営2

O26-1  「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」への移行に向けて 
－ DPC 包括請求における実績データ精緻化への取り組み－

社会医療法人愛仁会	明石医療センター	事務部医事科　目次　紗希　他

O26-2  看護必要度Ⅰの分析からわかる看護必要度Ⅱの向上策

社会医療法人愛仁会	本部企画医療情報部　荒尾　雅一　　

O26-3  診療報酬改定における高気圧酸素治療の変化

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　中屋里佳子　他

O26-4  心臓ペースメーカー指導管理料改定に対しての取り組みと現状

亀田総合病院　野口　壮一　他

O26-5  脳血管疾患等の入院患者における回復期リハビリテーション病棟 FIM 実績指数予測の検討

社会医療法人愛仁会	愛仁会リハビリテーション病院　金子百合恵　他

O26-6  身体拘束の廃止が診療報酬では評価されない ～認知症ケア加算のあり方の問題点～

公益財団法人脳血管研究所	附属美原記念病院	看護部　清水みどり　他

O26-7  地域に根ざしたメディカルフィットネスクラブとしての歩みと今後の課題

社会医療法人栗山会	フィットネスクラブ丘の上　平澤　侑也　他
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一般口演27　16：24～17：06 第11会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：仙賀　　裕（茅ヶ崎市立病院 名誉院長・参与）

病院運営3

O27-1  岩手県中部医療圏における、2 つの地域中核病院の合併による外科診療の変化

岩手県立中部病院	外科　小山田　尚　他

O27-2  国立病院機構の 350 床以上 499 床以下の急性期医療機関の経営状況の分析

国立病院機構	四国こどもとおとなの医療センター　中川　義章　他

O27-3  " 北の 1 億円男 " の「崖っぷち」からの脱出  
－士別市立病院の経営改善について、改革三年の検証

士別市立病院　長島　　仁　　

O27-4  地域の小規模病院における効率的な医療資源の活用と経営効果

清水赤十字病院　川村　雄剛　他

O27-5  当院における長期ビジョンの策定

SUBARU 健康保険組合	太田記念病院　小林　亮太　　

O27-6  がんゲノム医療推進に向けた院内体制整備とその普及に向けた取り組み

社会医療法人厚生会	木沢記念病院	がんゲノム診断・診療センター　榎本　真治　他

一般口演28　17：11～18：00 第11会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：高野　靖悟（相模原協同病院 病院長）

病院運営4

O28-1  私たちの病院づくりプロジェクト 
～私たちの病院づくりを目指した組織アイデンティティ教育研修（病院に息づく精神を知る）～

愛知県厚生農業協同組合連合会	安城更生病院	教育研修・臨床研究支援センター　三井　千鶴　他

O28-2  SDGs の視点で考える病院運営

産科婦人科舘出張	佐藤病院　福田小百合　他

O28-3  職員の健康保健推進のための取り組み 
―職員保健推進室によるこれまでの活動の活性化―

社会医療法人敬和会　大分岡病院　岡　さとみ　他

O28-4  医療機関における新規の職員保健推進室の取り組み

社会医療法人　敬和会　大分岡病院　高橋　あゆ　他

O28-5  演題名：当院における病棟勤務者の腰痛実態調査 ～対策と今後の課題～

公益財団法人白浜医療福祉財団	白浜はまゆう病院	南紀白浜温泉リハビリテーションセンター　森本　信三　他

O28-6  慢性期病院から回復期へ機能転換の挑戦 ～必要な職員の効率的採用に向けての取り組み～

社会福祉法人岡山博愛会	岡山博愛会病院　津村　卓也　他

O28-7  院内保育所の運営状況と今後の課題

医療法人	西福岡病院　江藤　優花　他
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一般口演29　14：40～15：15 第12会場（札幌コンベンションセンター　201＋202会議室）

座長：阪本　研一（美濃市立美濃病院 院長）

医療安全1

O29-1  当院における医薬品安全管理の現状と課題～インシデントレポート分析より～

社会医療法人アルデバラン	さっぽろ二十四軒病院　田中　　協　他

O29-2  PET 検査時の静脈注射における血管外漏出減少に向けた取り組み ～注射針変更による効果～

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院	技術放射線科　川田　雄貴　他

O29-3  インシデントから構築した検体容器と患者照合の方法

社会医療法人生長会	阪南市民病院看護部　髙間　雅子　他

O29-4  患者識別用リストバンドの装着遵守徹底に向けて

医療法人	西福岡病院　水野　和美　他

O29-5  診療情報管理部門における医療の質向上への関わり ～インシデントレポートの分析から～

医療法人徳洲会	岸和田徳洲会病院　氏原　悦子　他

一般口演30　15：20～16：09 第12会場（札幌コンベンションセンター　201＋202会議室）

座長：難波　義夫（特定医療法人社団同仁会 金光病院 理事長・院長）

医療安全2

O30-1  多職種連携による転倒・転落ワーキンググループの効果

公益財団法人小倉医療協会	三萩野病院　鈴　　朋可　他

O30-2  次世代予測型見守りシステム（Neos+Care）導入による転倒防止の取り組み

一般財団法人三宅医学研究所	附属三宅リハビリテーション病院　宮崎　雄司　他

O30-3  当院における医療安全の取り組み ～ KYT 実施による効果の検証～

社会医療法人仁生会	西堀病院　伊藤　元記　他

O30-4  急性期病院入院中の転倒・転落に対する理学療法士の関わり

社会医療法人生長会	ベルランド総合病院	理学療法室　永井　智貴　他

O30-5  当院における転倒転落の実態調査と課題

私立学校法人	埼玉医科大学国際医療センター　杉本　直樹　他

O30-6  循環器内科入院患者の転倒・転落の現状と今後の課題

広島赤十字・原爆病院　岡田　武規　他

O30-7  転倒転落ピクトグラム作成の取り組み

医療法人渓仁会	定山渓病院　村田　知弥　他
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一般口演31　16：31～17：20 第12会場（札幌コンベンションセンター　201＋202会議室）

座長：松浦　稔則（手稲渓仁会病院 診療技術部部長）

放射線1

O31-1  胸部ポータブル撮影における皮膚によるアーチファクトの改善

医療法人	西福岡病院　首藤　陽子　他

O31-2  整形領域における単純Ｘ線撮影での再撮影基準の設定

医療法人社団和楽仁	芳珠記念病院　舛田　峻也　　

O31-3  膝関節側面撮影における補助具作成による患者負担軽減への試み

一般財団法人芙蓉協会	聖隷沼津病院　下山　晃平　他

O31-4  野球肘における撮影法の基礎的検討

洛和会	丸太町病院　坂井　栄智　他

O31-5  当院の QI 活動より「救急頚椎一般撮影」に対する取り組みと成果

医療法人鉄蕉会	亀田総合病院　小野雄一朗　他

O31-6  母指 CM 関節正面撮影について ～撮影補助具を用いた撮影との比較・検討～

社会医療法人	佐野記念病院　東　　将大　　

O31-7  膝関節軸位撮影における補助具の検討

一般財団法人竹田健康財団	竹田綜合病院　真壁　晴香　他

一般口演32　17：25～18：00 第12会場（札幌コンベンションセンター　201＋202会議室）

座長：鈴木　淳平（札幌医科大学附属病院 放射線部）

放射線2

O32-1  肩関節周囲炎における ASL 法の有用性について

公益財団法人小倉医療協会	三萩野病院　西　　智子　他

O32-2  放射線治療用前立腺 MRI におけるスライス厚の再構成に関する検討

JA 茨城県厚生連	総合病院	土浦協同病院	放射線部　木村　愛夢　他

O32-3  PC 法による頭部 MR Venography における、Compressed SENSE の撮像時間短縮効果の検討

社会医療法人医仁会	中村記念病院	放射線診断科　中居　智弥　他

O32-4  MRI 共同利用推進のための取り組み 
～医療機関毎の希望に合わせたシークエンスによる撮影～

公益財団法人脳血管研究所	附属美原記念病院	画像診断科　安居　　剛　他

O32-5  HyperSense を用いた頭部 MRA 撮像条件の検討

社会医療法人医仁会	中村記念南病院	放射線診断科　北川　　剛　他
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ポスター1　13：50～14：39 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：田中　一成（静岡県立総合病院 理事長兼院長）

病院運営1

P1-1  当院における「重症度，医療・看護必要度」の評価方法（I 又は II）選択のための検討について

公立福生病院　谷川　善紀　　

P1-2  術後診察記録の監査による麻酔管理料Ⅰ算定率の向上

国立病院機構	福山医療センター	事務部企画課	診療情報管理室　峯松　佑典　他

P1-3  DPC 提出データの ADL スコアは経年的に見て変化があるのか

磐田市立総合病院	経営企画課　内山　恵典　他

P1-4  地域医療を担う中核病院としての救急病床の充実・効率的な病床運用への取り組み

社会福祉法人恩賜財団	済生会松阪総合病院　前田　直也　　

P1-5  病棟のあるべき姿を目指して ～新病院移転から今、そして未来へ～

茨城県厚生農業協同組合連合会	総合病院土浦協同病院　来栖　淳一　他

P1-6  地域包括ケア病床の効率的な運営をするために ～コスト的視点での医事課介入～

医療法人社団	森と海東京	東京蒲田病院　北村　槙介　　

P1-7  当院における医局秘書業務の現状

掛川市・袋井市病院企業団立	中東遠総合医療センター　望月　雅子　他

ポスター2　14：44～15：33 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：丸山　正董（丸山記念総合病院 理事長）

医療の質1

P2-1  手稲渓仁会病院における研究者主導臨床研究の支援体制

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	教育研究センター　伊藤　聖美　他

P2-2  特定行為研修指定機関認定へのプロセス

日本赤十字社	清水赤十字病院　大沼まゆみ　他

P2-3  医師事務作業補助者へのタスク・シフティングの推進～当院腎臓内科医師の働き方改革～

社会医療法人誠光会	草津総合病院　笹山えり奈　他

P2-4  病棟システムアップの取り組み

医療法人社団寿量会	熊本機能病院　大城戸麻美　他

P2-5  急変に強くなろう！ ～急変時シチュエーション・ベースド・トレーニング～

社会福祉法人恩賜財団済生会	山形済生病院　設楽　和美　他

P2-6  当院病棟スタッフに対して摂食・嚥下障害に関するアンケートをした結果と今後の取り組み
について

公益財団法人白浜医療福祉財団　土井　計樹　他

P2-7  内視鏡検査の実績から考える止血処置への対応

社会医療法人校友会	西宮協立脳神経外科病院　安田　達夫　　
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ポスター3　15：38～16：20 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：小林　繁樹（千葉療護センター センター長）

医療の質2

P3-1  院内感染対策を目的としたアルコール性手指消毒剤の導入経験と費用対効果

清水赤十字病院　吉田　理沙　他

P3-2  栄養部門における感染対策 ～厨房内環境整備の取り組み～

総合病院	土浦協同病院	栄養部　高木知江美　他

P3-3  感染対策の見直しによる経済効果

茨城厚生農業協同組合連合会	土浦協同病院	なめがた地域医療センター　　上岡　奈実　　

P3-4  手指衛生回数の増加に向けた取り組み

富山市立富山市民病院　上波加奈英　他

P3-5  感染管理べストプラクティスを活用して見えた課題

岩手県立大東病院　佐々木文浩　他

P3-6  手指衛生における、院内周知と実施率向上について

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　坂井　勇気　　

ポスター4　16：25～17：00 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：向井　正也（市立札幌病院 病院事業管理者・院長）

医療の質3

P4-1  インフルエンザ流行時のリハビリテーション科の取り組みについて

医療法人王子総合病院　三浦　香織　他

P4-2  都市部中小規模病院の結核院内感染の現状と求められる感染対策

独立行政法人国立病院機構	名古屋医療センター　鈴木奈緒子　他

P4-3  A 病棟における血液培養陽性結果から考える耐性菌対策の評価と血液培養採取手技について

医療法人	王子総合病院　小林　　稔　他

P4-4  A 病院における緩和ケアの実際 －緩和ケア委員会の現状と展望－

独立行政法人地域医療機能推進機構	さいたま北部医療センター　大野　律子　他

P4-5  病棟・外来看護師が使える初期評価のための簡便な口腔アセスメントツールの開発と評価者
間信頼性

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター	看護部　上野　静香　他
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ポスター5　13：50～14：32 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：田口　宏一（砂川市立病院 院長）

地域医療1

P5-1  地域包括ケアにおける訪問看護の活用について 
実態調査から連携方法を考える

JA 茨城県厚生連	茨城西南医療センター病院　山名　和美　他

P5-2  職員のミスに起因する事故を減らせ！ ～介護サービス品質向上を目指して～

社会医療法人	ジャパンメディカルアライアンス	介護老人保健施設　コスモス　皆川　　守　他

P5-3  新宿区医療連携システム「新宿きんと雲」を用いた , 地域医療連携への取り組み

JCHO東京山手メディカルセンター　笠井　昭吾　他

P5-4  退院支援シートを活用した多職種との退院時アウトカムの共有 
－脳血管疾患・脊椎外科術後の患者に使用して－

社会医療法人生長会	府中病院　白木夕紀子　他

P5-5  入退院支援室の取り組みと今後の課題

社会福祉法人恩賜財団済生会	山形済生病院　菊地美智子　他

P5-6  地域住民を対象とした参加・体験型研究による啓発および教育の効果

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター　三浦　洋子　他

ポスター6　14：37～15：05 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：片柳　憲雄（新潟市民病院 院長）

地域医療2

P6-1  患者相談の分野で地域医療連携を試みる ～地域版苦情相談ネットワークの取り組み～

東邦大学医療センター大森病院　成田　康弘　他

P6-2  緩和ケアにおけるオンライン診療の検討

公益社団法人取手市医師会	取手北相馬保健医療センター医師会病院	診療支援部　工藤　麗可　他

P6-3  選ばれる病院を目指して　診療所の意見・要望調査の実施と対応

磐田市立総合病院　天野　宜委　　

P6-4  訪問リハビリテーションの働き方改革 ～紙記録からクラウド記録へ～

医療法人清水会	京都リハビリテーション病院　瀧村　孝一　他
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ポスター7　15：10～15：59 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：板谷　春佑（手稲渓仁会病院 診療技術部 主任）

放射線

P7-1  造影剤副作用によるアナフィラキシーショック時の MRI 検査室での対応訓練の実施

JA とりで総合医療センター	放射線部　中島　博史　他

P7-2  SEMAR（心電同期対応非搭載）を活用した冠動脈 CT

JA とりで総合医療センター	放射線部　東峰　智史　他

P7-3  新しい遮蔽材（セラミックブロック）を用いた放射線治療施設の施工経験

社会医療法人財団互恵会	大船中央病院　大岡　義一　他

P7-4  3D-CTA を用いた副中結腸動脈の分岐走行分類の検討

社会医療法人	札幌清田病院　幌村　大地　他

P7-5  術中腰椎側面撮影における画像処理と至適撮影条件の検討

静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　澤口　文哉　他

P7-6  胸部一般撮影に代わり低線量 CT の代替を行った症例検討

社会医療法人河北医療財団	河北総合病院　加藤　淑邦　他

P7-7  造影 CT 検査の安全性向上への試み ～患者様の安全の為に～

医療法人横浜柏提会	戸塚共立第 1病院　小池田沙紀　他

ポスター8　16：04～16：25 ポスター会場（札幌コンベンションセンター　大ホールC）

座長：本郷　文教（手稲渓仁会病院 薬剤部長）

薬剤

P8-1  注射用抗がん剤の複数回使用による医療費削減に与える影響の試算

総合病院	土浦協同病院	薬剤部　田中　　遼　他

P8-2  薬剤師による入院予定患者へのアプローチ（服用薬剤の確認）

社会医療法人愛仁会	高槻病院　谷生　千尋　他

P8-3  フォーミュラリー策定による降圧薬 ARB の使用標準化と薬剤費削減効果

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	薬剤部　新沼　芳文　他


