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一般演題プログラム　2019 年8月2日 金

一般口演33　9：00～9：42 第5会場（札幌コンベンションセンター　中ホール B）

座長：野口　正人（福井赤十字病院 名誉院長）

チーム医療1

O33-1  NICU における新たな業務展開 ～臨床工学技士の役割と今後の展望～

社会福祉法人恩賜財団	済生会松阪総合病院　九鬼　弘和　　

O33-2  透析中の運動療法が身体機能に及ぼす影響について

医療法人渓和会	江別病院　兼松　　直　他

O33-3  多職種で取り組んだ認知症ケア ～ケアの質と経営への貢献～

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院	高齢者・認知症ケアチーム　髙橋香代子　他

O33-4  病棟常駐型チーム医療による超早期離床の成果に関する検討

社会医療法人近森会	近森病院　前田　秀博　他

O33-5  オラパリブ処方開始を契機とした薬剤師外来の運用構築および成果

地方独立行政法人	静岡県立病院機構	静岡県立総合病院　池田加称美　他

O33-6  術前カンファレンスを端緒に職種間の敷居を下げる 
- 術中迅速診断を依頼される先生はプレゼンテーションをお願いします . 先着順です

焼津市立総合病院　久力　　権　他

一般口演34　9：42～10：17 第5会場（札幌コンベンションセンター　中ホール B）

座長：毛利　　博（藤枝市立総合病院 事業管理者）

チーム医療2

O34-1  マニュアル配布と薬剤師参加型 CKD（慢性腎臓病）病診連携 “ ふじえだ CKD ネット ” による
CKD 診療と市民健康管理の改善

藤枝市立総合病院　山本　龍夫　他

O34-2  基幹病院における薬薬連携強化への取り組み

地方独立行政法人	静岡県立病院機構	静岡県立総合病院　木村　　緑　　

O34-3  多職種チームによる精神障害にも対応した地域包括ケアシステム ～旭モデルでの経験から～

地方独立行政法人	総合病院国保旭中央病院精神科・児童精神科　青木　　勉　他

O34-4  地方民間病院における全病院的チーム医療による移植医療の取り組み

雪の聖母会	聖マリア病院　青柳　武史　他

O34-5  多施設・多職種での「リエゾン・ロコモ予防チーム」を発足して 
－「いつでも・どこでも・八事ロコモ外来」実践までの道程－

名古屋第二赤十字病院	リハビリテーション科　細江　浩典　他
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一般口演35　13：35～14：10 第5会場（札幌コンベンションセンター　中ホール B）

座長：柿木　滋夫（小樽病院 院長）

手術室マネジメント

O35-1  当院における大腿骨近位部骨折に対する手術待機日数削減への取り組み

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　藤村　直幸　他

O35-2  肝胆膵外科高難度手術と腹腔鏡下肝切除導入に向けた看護部手術室チームの取り組み。

公益社団法人京都保健会	京都民医連中央病院	看護部手術室　柚木　真幸　他

O35-3  手術室 MOTTAINAI 運動による手術部マネジメントの試み

埼玉医科大学国際医療センター　小山　　勇　　

O35-4  学会及び手術室空き枠情報の発信・共有による効率のよい手術室運営にむけた取り組みと効果

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　南木　由美　他

O35-5  手術部門から病院の “ 空気 ” を読む !? 
－病院移転と関連した 医療ガス安全管理委員会からの検討－

JCHO	さいたま北部医療センター	手術部　金子　武彦　他

一般口演36　9：10～9：52 第6会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：伊藤　昭英（市立千歳市民病院 院長）

地域医療3

O36-1  予防リハビリ利用者に対して行動変容ステージモデルを用いたアプローチは自宅での健康 
行動および運動機能に変化を及ぼすか

社会医療法人全仁会	倉敷平成病院　鈴木夏七絵　　

O36-2  当院地域包括ケア病棟におけるサブアキュート機能の動向調査 
～診療報酬改訂による影響と課題～

社会医療法人生長会	ベルピアノ病院	リハビリテーション室　山田　賢次　他

O36-3  会津医療圏における新たな医科歯科連携ネットワークの試み

会津中央病院	歯科口腔医療センター　宮島　　久　他

O36-4  経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）の治療における病診連携の必要性についての考察

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　小林　祥子　他

O36-5  自殺予防・支援フローチャートを運用して ～急性期医療を担う病院の役割～

北播磨総合医療センター　中井　英子　他

O36-6  当院における消化器ホットラインの役割

高松市立みんなの病院　田中　育太　他
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一般口演37　9：57～10：46 第6会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：武田　弘明（山形県立中央病院 院長）

地域医療4

O37-1  当院の在宅復帰に向けた取り組み

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　風見　拓也　他

O37-2  運動器ケア しまだ病院における MSW の役割

医療法人はぁとふる	運動器ケア	しまだ病院　上西　未夏　他

O37-3  退院支援における施設との連携強化　食事に関する情報共有を多職種が目指した取り組み

医療法人一陽会	原田病院　梶浦　拓也　他

O37-4  ID-Link を利用した地域栄養連携の取り組みと課題

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　田中　智美　　

O37-5  「その人らしい排泄ケア」 ～ベッド上で自ら脱衣し排泄行為がある患者への取り組み～

社会医療法人生長会	ベルピアノ病院　伊藤　武志　　

O37-6  急性期病院における中途障がいを持った患児・家族への地域療養支援に関する一考察

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　辻丸　　栞　　

O37-7  30 代で脳出血を発症した患者の社会復帰に向けた MSW の関わり

社会医療法人生長会	阪南市民病院　中村　美知　他

一般口演38　10：51～11：40 第6会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：本田　雅人（竹田綜合病院 病院長）

地域医療5

O38-1  多職種で協働した入退院支援の流れをつくる 
－「地域療養支援ナビシート」の活用によるシステムの構築－

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	看護部　御家瀬真由　他

O38-2  緊急入院患者への入退院支援

社会医療法人仙養会	北摂総合病院　早川　小織　他

O38-3  入退院支援センター設置による病棟看護職員負担軽減の効果

JA 北海道厚生連	帯広厚生病院　道免　隆夫　他

O38-4  外来と入院支援センターのデータ連携による入院前支援の推進

一般財団法人	竹田健康財団　菅野有紀子　他

O38-5  急性期病院における退院支援担当看護師配置による効果の検証

地方独立行政法人	加古川市民病院機構	加古川中央市民病院　猿渡かおり　他

O38-6  病病・病診連携で LCIG 治療を導入する際の重要点

JA とりで総合医療センター	脳神経内科　冨滿　弘之　他

O38-7  メディアを活用して地域住民へ啓蒙活動！ 
～ “ 食 ” に関する多方面からの情報発信でヘルスリテラシー向上～

医療法人偕行会	名古屋共立病院	コーポレートブランディング部広報課　伊串香菜美　他
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一般口演39　13：35～14：17 第6会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：原澤　　茂（埼玉県済生会 川口総合病院 院長）

地域医療6

O39-1  地域医療連携推進法人を活用した地域全体の医療の質の向上

市立三次中央病院　永澤　　昌　他

O39-2  地域医療連携システム更新に向けた地域のニーズ調査

八尾市立病院　小枝　伸行　　

O39-3  紹介患者の治療ステータスに応じた経過報告書発行に向けた地域医療連携室の関わり

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院	地域医療連携室　増澤　信憲　他

O39-4  紹介元医療機関との信頼関係構築に向けた返書管理の取り組み 
～退院報告記載依頼業務を開始して～

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　佐々木教泰　他

O39-5 演題取り下げ

O39-6  院内外多職種で作成した心不全地域連携パス

春日井市民病院　小栗　光俊　他

一般口演40　14：22～15：04 第6会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：堀田　浩貴（済生会小樽病院 診療部 副院長）

地域医療7

O40-1  ドクターカーシステムを地域住民に理解してもらうために 
～登録証とステッカーを活用した広報の試み～

筑波メディカルセンター病院　長島　明子　他

O40-2  地域包括ケアシステム実現に向けた地域住民への健康啓発活動 
～金融機関と市民講座の共同開催の取り組み～

社会医療法人生長会	府中病院　森　　舞子　他

O40-3  食を通して地域住民の健康推進に貢献する

医療法人社団哺育会	笠幡病院	栄養科　小谷野　緑　他

O40-4  高度急性期病院が訪問リハビリテーション事業所を有する意義① 
～北海道室蘭市に地域貢献する視点から～

社会医療法人	製鉄記念室蘭病院	訪問リハビリテーションセンター　三政　辰徳　他

O40-5  高度急性期病院においての訪問リハビリテーション事業所の意義 
～ A さんへの関わりを通して～

社会医療法人	製鉄記念室蘭病院	訪問リハビリテーションセンター　篠原　　淳　他

O40-6  地域医療構想における病院医療関係者の自主的協議連携体制の構築 
～愛知県病院団体協議会（あいち五病協）の取り組み

一般社団法人愛知病院協会	会長　浦田　士郎　他
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一般口演41　15：09～15：51 第6会場（札幌コンベンションセンター　107会議室）

座長：永井　庸次（ひたちなか総合病院 名誉院長）

地域医療8

O41-1  施設からの入院患者に対する円滑な帰所調整に向けた取り組み

社会医療法人きつこう会	多根総合病院　杉山　康明　　

O41-2  地域介護施設との連携強化を目指して ～思いやりアプローチ～

社会医療法人栄公会	佐野記念病院　福西　久晴　　

O41-3  癌末期患者への緩和における「病病診連携」というアプローチ

医療法人医修会	新河端病院　鳥山　康裕　　

O41-4  急性期病床から慢性期病床への変換における地域医療連携室が関わったこと

医療法人香徳会	関中央病院　渡邉　佳美　他

O41-5 演題取り下げ

O41-6  高齢者いきいきサロンにおけるサルコペニア有病率

医療法人社団英志会	富士整形外科病院	介護保険センターぱーむ　植松　光徳　他

一般口演42　9：24～10：06 第7会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：佐藤　顕子（KKR 札幌医療センター 看護部長）

看護4

O42-1  身体拘束解除に向けてのカンファレンスの在り方を考える 
～病棟看護師の身体拘束解除の意識調査を通して～

医療法人一陽会	原田病院　石丸　雅子　他

O42-2 演題取り下げ

O42-3  身体拘束に頼らない病棟風土の構築 ～看護実践を可視化した A 病棟での取り組み～

医療法人渓仁会	札幌西円山病院　三浦　直子　　

O42-4  経口摂取はせん妄予防につながるか

茨城県厚生連	茨城西南医療センター病院　青木　祥子　他

O42-5  認知症病棟における「全職員出勤日」の試み ～発想の転換～

医療法人社団和風会	橋本病院　宮本美恵子　他

O42-6  リアリティオリエンテーションと回想法を取り入れた認知症の悪化予防

特定医療法人暲純会	武内病院　竹腰　智加　他
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一般口演43　10：11～10：53 第7会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：小坂　晶巳（相澤病院 副院長 看護部部長）

看護5

O43-1  長期腹膜透析患者が体験した血液透析移行に関する思いのプロセス

社会医療法人愛仁会	井上病院　井本　芙美　他

O43-2  透析室におけるフルーツバイキングの活動報告と今後の展望

社会医療法人アルデバラン	手稲いなづみ病院　中村　　学　他

O43-3  透析導入期指導の優先項目の抽出 ～短期間で退院する患者の有効的な指導を目指して～

JA とりで総合医療センター	透析センター　山口　貴子　他

O43-4  維持透析患者の末梢動脈疾患のリスク調査 ～透析患者の足を守るために～

一般財団法人芙蓉協会	聖隷沼津病院　折原　　彩　他

O43-5  糖尿病性足病変のフットケア指導効果 －教育入院から初回外来受診までを調査して－

JA とりで総合医療センター　内分泌代謝内科病棟看護師　都築　正義　他

O43-6  人工膝関節患者の術前から退院に至るまでの心理的変化

社会医療法人愛仁会	高槻病院　不動　紫織　他

一般口演44　10：58～11：40 第7会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：勅使河原由江（足利赤十字病院 看護部長）

看護6

O44-1  業務改善が離職減少に及ぼした影響と今後の課題

社会医療法人アルデバラン	さっぽろ二十四軒病院	看護部　齊藤　香梨　他

O44-2  血管造影室の当直体制の見直しに向けた取り組み 
－看護職員自身が心身ともに 健康で安全に働き続けられる職場環境を目指して－

社会福祉法人	聖隷浜松病院　加藤　智子　他

O44-3  「できる看護師」の働き方からすすめる業務改善

松本協立病院　佐藤　康子　他

O44-4 演題取り下げ

O44-5  A 病院看護部における新人看護師が求める先輩看護師の関わりと社会人基礎力の現状

一般財団法人平成紫川会	小倉記念病院　丹山　直人　他

O44-6 看護職員の働きやすい職場づくりへの取り組みと評価

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　工藤みゆき　　
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一般口演45　13：35～14：17 第7会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：渡辺　由美（恵佑会札幌病院 副院長・看護部長）

看護7

O45-1  適正な手指衛生実施における効果的なモニタリング方法の取り組み

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　藤井　静香　　

O45-2  手指衛生実施意識向上に向けた当院の取り組み 
～手指衛生剤を個人持ちにしたことが、手指衛生実施率へ及ぼす影響について～

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　小池　　輝　　

O45-3  患者と家族への手指衛生指導を通じて得られた効果

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　井上　貴子　　

O45-4  手指衛生の意識向上への取り組み ～院内感染リンクナースとして～

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　森川　直紀　　

O45-5  当院におけるラテックスフリーの取り組み ～アンケート結果から見えたもの～

社会医療法人栄公会	佐野記念病院　田中　美和　　

O45-6  保湿剤塗布の方法で変わる皮膚水分量とスキンテア発生の比較

特定医療法人瞕純会	榊原温泉病院　山本　理紗　他

一般口演46　14：22～15：04 第7会場（札幌コンベンションセンター　108会議室）

座長：大岩　　均（王子総合病院 理事長・院長）

臨床検査2

O46-1  急性下壁心筋梗塞の右室梗塞合併における心電図診断について

総合病院	土浦協同病院　今野　拓郎　他

O46-2  当院の経カテーテル的大動脈弁置換術における臨床検査技師の関わり

総合病院	土浦協同病院　若狭　伸尚　他

O46-3  心エコー左室計測値の技師間誤差縮小を目指して

社会医療法人栄公会	佐野記念病院	臨床検査科　重村美奈子　　

O46-4  微小血管減圧術における高頻度刺激による ABR モニタリングの有用性

社会医療法人医仁会	中村記念病院　田中　愛希　他

O46-5  右下肢皮下と左乳房に病変を認めた悪性リンパ腫の一例

社会医療法人	札幌清田病院	診療部	機器診断課　小林　千恵　他

O46-6  切迫性便失禁患者に対する治療介入前後の直腸肛門内圧検査の有用性の検討

社会医療法人神鋼記念会	神鋼記念病院	生理検査室　安岡　利恵　他
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一般口演47　9：17～9：59 第8会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：青山　　誠（手稲渓仁会病院 リハビリテーション部 部長）

リハビリ5

O47-1  当院回復期リハビリテーション病棟の大腿骨頸部骨折患者の現状

医療法人社団東洋会	池田病院　永友　雄大　他

O47-2  大腿骨近位部骨折における独居高齢患者の自宅復帰に必要な認知機能と身体機能

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院	整形外科センター　櫻井　利康　他

O47-3  生活期リハビリテーションに求められる骨粗鬆症リエゾンサービス

医療法人平成博愛会	博愛記念病院　高橋麻衣子　他

O47-4  BIA 法による各部位筋量と筋力の関連

医療法人社団英志会	富士整形外科病院	リハビリテーション部　池田　基樹　他

O47-5  当院におけるサルコペニアに対する理学療法士の取り組み 
～理学療法時間内に集団起立運動を開始して～

社会医療法人愛仁会	愛仁会リハビリテーション病院	リハ技術部	理学療法科　今井　彩菜　他

O47-6  栄養状態とリハビリ成績との関係について ～骨格筋指数（SMI）の評価～

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　新池　友希　他

一般口演48　10：04～10：46 第8会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：岡田　　悠（手稲渓仁会病院 リハビリテーション部 主任）

リハビリ6

O48-1  当院 PICU での理学療法 －離床に着目して－

社会医療法人愛仁会	高槻病院	技術部リハビリテーション科　飯塚　崇仁　他

O48-2  非薬剤性横紋筋融解症の生活背景に関する調査

公益社団法人北海道勤労者医療協会	勤医協中央病院　富樫健太郎　　

O48-3  カフアシストに徒手介助を加えたときの呼気流速は喉咽頭機能や気管切開の影響を受ける

国立病院機構	あきた病院	リハビリテーション科　菊地　和人　他

O48-4  当院におけるがんリハビリテーションについて ー五年次の解析ー

社会医療法人	札幌清田病院　後藤　義朗　他

O48-5  注意欠如・多動症児と自閉症スペクトラム児の読み書き能力と関連要因の検討

医療法人社団ますお会	第 2北総病院	リハビリテーションセンター　吉澤　　翔　他

O48-6  アキレス腱損傷後における超音波エコー動態観察 ～腱付着部拘縮治療の基礎的調査～

茨城県厚生連総合病院	土浦協同病院	リハビリテーション部　村野　　勇　他
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一般口演49　10：51～11：40 第8会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：山中　佑香（済生会小樽病院 リハビリテーション室）

リハビリ7

O49-1  自立支援事業において病院 PT が要支援者の生活に及ぼす影響について ～第 2 報～

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　小林万里子　他

O49-2  地域在住高齢者の身体・認知機能評価 ～茨城県境町の現状調査報告～

茨城西南医療センター病院	リハビリテーション部	理学療法士　開　光太朗　他

O49-3  家族との協働により BPSD が軽減し、早期退院に繋げた症例 
～介護負担感を強く感じていた家族への介入～

医療法人白水会	白川病院　尾関　昭宏　他

O49-4  当院短時間通所リハビリテーションセンターでの認知症予防に関する取り組み 
～認知症予防バイクの有用性～

社会医療法人生長会	ベルピアノ病院通所リハビリテーションセンター　中野　大樹　　

O49-5  認知症予防リハビリを実施して 1 年を振り返る

医療法人慶友会	ひがしクリニック慶友　石井　慶太　他

O49-6  季節行事の企画運営を通して様々なことを学習した経験について

医療法人慶友会	守谷慶友病院　吉田　優斗　他

O49-7  園芸療法 20 年のあゆみ ～白川病院パークホスピタル 40 年と「しらとぴあ」～

医療法人白水会	白川病院　野尻　　眞　他

一般口演50　13：35～14：24 第8会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：山下　康次（市立函館病院 リハビリ技術科 リハビリ技術科 科長）

リハビリ8

O50-1  当院における早期離床 ･ リハビリテーション加算の紹介

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部門　場工美由紀　他

O50-2  高度急性期病院における回復期リハ算定開始日数控除の利用状況

社会福祉法人恩賜財団済生会	熊本病院　山田　浩二　　

O50-3  リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）への切り替えにおける取り組み 
～理学療法士が主体となった行動事例～

東京大学医学部附属病院	リハビリテーション部　野々山良輔　他

O50-4  若手セラピストの社会資源の認知度に対する卒後教育の必要性

医療法人慶友会	守谷慶友病院　坂本　正弘　他

O50-5  業務プロセスに沿ったサブシステムの構築と活用

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

O50-6  回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリスケジュール作成支援システムの有効性について

医療法人香徳会	メイトウホスピタル　三ヶ田瑠菜　他

O50-7  当院リハセラピスト部門ペーパーワーク簡略化ワーキンググループの活動に対する職員満足度調査

社会医療法人慈泉会	相澤病院　リハセラピスト部門　岩谷　友倫　他
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一般口演51　14：29～15：11 第8会場（札幌コンベンションセンター　104＋105会議室）

座長：関沢　祐一（NTT 東日本札幌病院 薬剤部長）

薬剤2

O51-1  病棟薬剤師の腎機能評価の標準化 ～注射抗生剤を中心に～

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院　西村美馨子　他

O51-2  脂肪乳剤の適正使用についての報告

社会医療法人甲友会	西宮協立脳神経外科病院　仁井田美穂　他

O51-3  当院におけるカルボプラチン／エトポシドレジメンの FN 発症率とペグフィルグラスチム 
一次予防の効果検討

茨城県厚生連	茨城西南医療センター病院	薬剤部　小島　純子　他

O51-4  セフメタゾールによる PT-INR 上昇を呈した 2 症例

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　山崎　洋平　他

O51-5  院外処方箋検査値表示に伴う疑義照会後の薬剤変更と検査値の変化

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	薬剤部　小島　雅和　他

O51-6  骨粗鬆症治療におけるインフォームドチョイス導入とその有用性について 
～人工関節置換術患者における一次予防への介入～

医療法人社団英志会	富士整形外科病院	薬剤部　伏見　佳久　他

一般口演52　9：31～10：13 第9会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：浜口　伸正（高知赤十字病院 病院長）

医療分野4

O52-1  介護老人保健施設における看取りと救急搬送 ～病院はどう関わることができるのか～

医療法人社団ますお会	第２北総病院	内科　白山　裕士　他

O52-2  緩和ケア病棟開設後 10 年間の振り返りからみえた課題

社会医療法人	札幌清田病院	緩和支持医療センター	緩和ケア病棟　吉井こずえ　他

O52-3  開設 3 年目の土浦協同病院緩和ケア病棟の現状と課題

茨城県厚生連	総合病院土浦協同病院　稲垣　雅春　他

O52-4  急性期病院における ACP の試み －誰に、いつから、どのように－

北見赤十字病院　斉藤　高彦　他

O52-5  フレイルから視るアルツハイマー型認知症の生活習慣病管理

公益財団法人脳血管研究所	附属美原記念病院	脳卒中部門　神澤　孝夫　他

O52-6  認知症疾患医療センターにおける免許外来の活動実績報告と今後の展望

社会医療法人全仁会	倉敷平成病院　上野　節子　他
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一般口演53　10：18～11：00 第9会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：中嶋　　昭（玉川病院 理事長）

医療分野5

O53-1  人工知能による，問診血圧血液データからの冠動脈疾患予測

手稲渓仁会クリニック　山下　明美　　

O53-2  シンバイオティクス飲料の飲用における術後 C. difficile 抗原検査の陽性率

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター	栄養科　嶋崎　圭子　他

O53-3  実地医家における尿中 H. pylori 抗体による上部消化管内視鏡検査前スクリーニングの有用性

社会福祉法人恩賜財団済生会	香川県済生会病院　小松　　暁　　

O53-4  健康生活サポートアプリシンクヘルスを用いた生活習慣病行動変容プログラムは患者 QOL
のみならず医師業務負担も軽減した

医療法人すこやか	高田中央病院　荏原　　太　他

O53-5  健診における未治療糖尿病 ～ 5 年間のまとめ～

公益社団法人北海道勤労者医療協会	勤医協中央病院　池川純美恵　他

O53-6  受診日当日のキャンセルを無くす取り組み ～ショートメッセージを活用したサービス～

社会医療法人生長会	ベルクリニック	ソリューション室　田中　仁朗　他

一般口演54　11：05～11：40 第9会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：澄川　耕二（佐世保市総合医療センター 理事長・院長）

医療分野6

O54-1  CT や MRI で偶発的に発見された異常所見を見落とさないための取り組みについて

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　菅沼　和樹　他

O54-2  診療放射線技師による CT での読影補助への課題と検討

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　神山　哲也　他

O54-3  当院における放射線画像診断読影結果の確認システム

埼玉医科大学国際医療センター　川井　信孝　他

O54-4  当院の画像読影レポートの見落とし対策に診療放射線技師が介入して見えてきた成果と課題

福井県済生会病院　宮下　芳幸　他

O54-5  読影支援を目的とした CT 用消しゴムマーカーを採用して

一般財団法人	竹田健康財団　佐藤　貴文　他
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一般口演55　13：35～14：24 第9会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：中川　義信（四国こどもとおとなの医療センター 名誉院長）

医療情報1

O55-1  診療記録開示状況の調査

医療法人徳洲会	岸和田徳洲会病院　喜多川久美子　他

O55-2  7 大がん予後調査方法の確立と今後の展開

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　仲山　里奈　他

O55-3  がん登録体制の品質向上を目指した取り組み

社会医療法人	製鉄記念室蘭病院　佐藤　育美　　

O55-4  部位不明・詳細不明コードの発生要因分析とコーディング精度向上への取り組み

医療法人社団哺育会	白岡中央総合病院　朝見　浩一　他

O55-5  DPC データを臨床研究で活用する試み

市立四日市病院　渡邊　純二　他

O55-6  退院支援を強化するためのツール開発

社会医療法人甲友会	西宮協立脳神経外科病院	事務部	情報管理課　榎本　暁士　他

O55-7  オンプレミス型機器管理ソフト ME-TOMASS におけるクライアント・Web アプリケーション
によるハイブリット運用の有用性

加古川中央市民病院	臨床工学室　尹　　成哲　他

一般口演56　14：29～15：18 第9会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：小柳　　泉（北海道脳神経外科記念病院 院長）

医療情報2

O56-1  通信システムのスマートフォンへの移行と今後の活用

社会医療法人	製鉄記念室蘭病院　文珠四郎達哉　　

O56-2  当院での TQM 活動事例紹介 
～リハビリテーション支援システム “TAK” 導入による業務効率化～

社会医療法人生長会	ベルピアノ病院　酒井　優樹　他

O56-3  医療情報システム更新に係るコスト削減の取り組み ～システム分割調達の事例～

日本赤十字社	武蔵野赤十字病院　岡田謙二郎　他

O56-4  基幹システムベンダーの変更に伴うユーザアンケートの実施

神戸市病院機構	神戸市医療センター	中央市民病院　山田ひとみ　他

O56-5  医療機関特有の分散独立したシステムの統合と現場の抱える問題解決への取組

社会医療法人きつこう会　直江　幸範　　

O56-6  電子カルテのトラブルシューティングへの対応

筑波大学附属病院　野口　茂樹　　

O56-7  クラウドシステムを活用した Quality Indicator の一元管理業務効率化の取り組み

埼玉医科大学国際医療センター　小谷野達也　他
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一般口演57　15：23～16：12 第9会場（札幌コンベンションセンター　小ホール）

座長：髭　　修平（札幌厚生病院 副院長）

医療情報3

O57-1  順天堂大学臨床研究情報検索システムの臨床研究法施行に伴う対応

順天堂大学医学部附属順天堂医院	臨床研究・治験センター　栗原　房江　他

O57-2  医師の業務負担軽減を求めて　診療情報管理士にできること

公益財団法人	筑波メディカルセンター病院	医療情報管理課　飯島　拡之　他

O57-3  診断書作成遅延の改善

医療法人鉃友会　宇野病院　麻生　良子　　

O57-4  病院情報システムにおけるリスク管理体制の見直し 
～ IT 保守契約ベンダとの連携強化から得た情報収集の効果～

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　橋口　孝弘　　

O57-5  アンギオセンターにおける各種モダリティの画像共有

JA 茨城県厚生連	総合病院	土浦協同病院	臨床工学部　倉持　龍彦　他

O57-6  プリンタ設置の適正化と効率的な管理体制構築

社会福祉法人恩賜財団	済生会熊本病院　医療情報部　髙野　亜紀　他

O57-7  A 病院 CCU における患者の個人情報取り扱いに関する現状調査

一般財団法人平成紫川会	小倉記念病院　國廣　丈晴　他

一般口演58　9：31～10：06 第10会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：野原　隆司（KKR 枚方公済病院 病院長）

人材育成3

O58-1  コメディカル対象の階層別研修における取り組み

磐田市立総合病院　松芳　圭吾　他

O58-2  シミュレーション形式を用いた内視鏡的逆行性膵胆管造影検査の勉強会についての報告

医療法人徳洲会	札幌徳洲会病院　林　亜沙美　他

O58-3  院内研修会の充実強化についての取り組み

社会医療法人	製鉄記念室蘭病院　水越　孝幸　　

O58-4  A 病院の看護補助者研修の実際

総合病院	土浦協同病院	看護部　薬師寺里美　他

O58-5  ICT を活用した研修会参加率向上の取り組みについて

社会医療法人愛仁会	千船病院　吹田　裕子　　
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金

一般口演59　10：11～10：53 第10会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：小阪　真二（島根県立中央病院 病院長）

人材育成4

O59-1  多施設での情報交換を通じて療法士の教育を本気で考える

社会医療法人愛仁会	愛仁会リハビリテーション病院	リハ技術部	教育研修科　白井　宏樹　他

O59-2  当院の入退院支援部門における教育体制改善への取り組み 
～クリニカルラダー作成を目指して～

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　塚本　　卓　他

O59-3  新人薬剤師向け注射剤領域の教育資材の導入とその評価

戸田中央医科グループ	医療法人社団東光会	戸田中央総合病院　亀田　　悠　他

O59-4  リハビリテーション部門における臨床実習教育の取り組みと実習満足度調査の結果報告

医療法人社団聡誠会	池田病院　渡邉　　穣　他

O59-5  当院における医師養成の取り組みについて 
～高校生・医学生・初期研修医・専攻医・専門医への継続的なサポートをめざして～

公益社団法人北海道勤労者医療協会	勤医協中央病院　白川いづみ　他

O59-6  当院における消化器内視鏡ライブセミナーの現状と若手医師の教育 
－メディカルスタッフ（内視鏡技師）の立場から－

戸田中央総合病院	内視鏡支援室　土田美由紀　他

一般口演60　10：58～11：40 第10会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：木野　昌也（社会医療法人仙養会 北摂総合病院 理事長・院長）

人材育成5

O60-1  インドネシアにおける血液透析交流事業の取り組み

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院	臨床工学室　小野　信行　他

O60-2  カテーテルアブレーションにおける人材育成 ～動画教材製作の試み～

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院　及川　和紀　他

O60-3  滅菌室組立業務の細分化による業務効率向上と教育効果

学校法人	聖路加国際大学	聖路加国際病院　船越　大樹　他

O60-4  障がい者が医療機関で活躍できるまでのプロセス

トヨタ記念病院　北郷　　望　他

O60-5  医師事務作業補助者の人手不足を解消すための人材育成スキームの構築について

社会福祉法人恩賜財団済生会	熊本病院　垂水　治樹　他

O60-6  「文化」と「習慣」の壁を越え共生へ ～中国人臨床工学技士の現状調査～

社会医療法人仙養会	北摂総合病院　謝　　博華　　
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一般口演61　13：35～13：56 第10会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：目黒　順一（札幌北楡病院 院長）

医療安全3

O61-1  新規材料採用時における医療安全を目的とした FMEA チーム活動

足利赤十字病院　末松　浩由　他

O61-2  病院内における急変時対応のためのゾーニングとシミュレーション

日本赤十字社	さいたま赤十字病院	放射線科部　纐纈　光希　他

O61-3  クライオバルーンアブレーション（Cryoballon ablation:CBA）におけるオペレーションチェック
の取り組みについて

JA 茨城県厚生連	総合病院	土浦協同病院	臨床工学部　久松　　学　他

一般口演62　14：01～14：43 第10会場（札幌コンベンションセンター　204会議室）

座長：高橋　昌宏（JCHO 札幌北辰病院 院長）

医療安全4

O62-1  敷地内喫煙への対策強化について

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院	医療の質管理本部　松尾　光陽　他

O62-2  コードホワイト訓練における職員安全への取り組み

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　中山　雄大　　

O62-3  南大阪病院における多職種参加型の Good job 表彰活動

社会医療法人景岳会	南大阪病院	看護部　柳楽　貴大　他

O62-4  救命救急センターへの苦情・投書による 10 年間の変遷

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　小山　明英　他

O62-5  医療安全管理者ネットワーク活動と意義

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　荻無里千史　　

O62-6  4 年間の医療コミュニケーション研修の評価と接遇行動についての調査

独立行政法人地域医療機能推進機構	船橋中央病院　中川　芳江　他
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一般口演63　9：10～9：59 第11会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：生野　弘道（守口生野記念病院 理事長）

医療の質5

O63-1  当院 Infection Control Team の活動報告 ～情報選択性の拡大とこれからの課題～

社会医療法人生長会	阪南市民病院　橋本　　篤　他

O63-2  当院における内視鏡の洗浄履歴管理システム

私立学校法人	埼玉医科大学	国際医療センター　坂本　優介　他

O63-3  感染管理支援システムを用いた職員のウイルス抗体価管理の整備

JA 愛知厚生連	海南病院　藤本佐希子　他

O63-4  EICU におけるケアバンドル導入の実際 －アルコール使用量増加を目指して－

総合病院	土浦協同病院　津曲　　舞　他

O63-5  当院における ICT・AST の活動

医療法人平成博愛会	博愛記念病院　藤本　陸史　他

O63-6  当院における流行性ウイルス疾患の抗体価、ワクチン接種の管理について

医療法人清翠会	牧病院　西窪　　進　他

O63-7  HIV 患者に対する看護・介護スタッフの意識調査

JA 長野厚生連	佐久総合病院	看護部　高見澤美咲　他

一般口演64　10：04～10：46 第11会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：古家　　乾（JCHO 北海道病院 病院長）

医療の質6

O64-1  回復期病院における歯科衛生士の活動の可視化

社会医療法人愛仁会	尼崎だいもつ病院　馬場久美子　他

O64-2  当院における周術期口腔機能管理について

公立甲賀病院　池田　房夫　他

O64-3  摂食・嚥下リハビリテーションチームの中での歯科衛生士の役割

社会福祉法人聖母会	聖母病院	リハビリテーション科　川端　美穂　他

O64-4  当院における口腔ケアの取り組み ～病院退院時の地域との連携～

社会福祉法人恩賜財団	済生会松阪総合病院	口腔ケアセンター	歯科口腔外科　日浦　美和　他

O64-5  院内褥瘡発生率の低率維持について、特に回復期リハビリテーション病棟での発生ゼロを 
達成出来て

医療法人光臨会	荒木脳神経外科病院　藤井　辰義　他

O64-6  当院の褥瘡対策における理学療法士の役割について

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　平　　和晃　他
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一般口演65　10：51～11：40 第11会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：土屋　　誉（仙台オープン病院 院長）

医療の質7

O65-1  新人スタッフに対する不安軽減への取り組み ～挿管シュミレーションを通して～

社会医療法人栄公会	佐野記念病院　西口久美子　他

O65-2  入院患者のせん妄予防策として、誰でもできる「4 つのせん妄対策」が有効である

名古屋第二赤十字病院　宮川　　慶　他

O65-3  高リン血症治療剤服薬患者の骨密度測定における過大評価と医療従事者間の情報共有の取り組み

島根県立中央病院　山田　聖悟　他

O65-4  JCI 認証取得に向けた診療情報管理部門の取組み

医療法人徳洲会	岸和田徳洲会病院　勝元　伸二　他

O65-5  当院における健診業務開始に伴う検査時間遅延の検証

一般財団法人恵愛会	聖隷富士病院　近藤　　慶　他

O65-6  当院における摂食・嚥下クリニカルパスの運用について

長野県厚生農業協同組合連合会	鹿教湯三才山リハビリテーションセンター	三才山病院　永井　智里　他

O65-7  ロボット支援腹腔鏡下胃切除術導入における周術期看護の取り組みについて

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　中村真由美　他

一般口演66　13：35～14：10 第11会場（札幌コンベンションセンター　206会議室）

座長：窪地　　淳（さいたま市立病院 院長）

医療の質8

O66-1  徳洲会グループ病院における週末効果（WE）および連休効果の検討

医療法人徳洲会	湘南藤沢徳洲会病院　亀井　徹正　他

O66-2  診療指標（QI）の部門への展開 ～更なる改善を目指して～

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院	医療の質管理本部　井手　洋昭　他

O66-3  妊娠を契機に不法滞在が判明した外国人妊婦の 1 例

総合病院	土浦協同病院	産婦人科　船崎　俊也　他

O66-4  インフォームドコンセント同席率と患者の意思決定支援向上への取り組み

埼玉医科大学国際医療センター　奥泉　孝広　他

O66-5  北海道胆振東部地震における透析患者 195 名を受け入れて

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
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一般口演67　9：10～9：59 第12会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：中　　佳一（社会医療法人三思会 会長）

病院運営5

O67-1  YouTube を病院広報に使う際に、注意すべきことを考える

社会福祉法人聖隷福祉事業団	聖隷浜松病院	広報委員会　本間陽一郎　他

O67-2  医療広告ガイドライン策定下における適切でわかりやすいホームページの作製を目指して

市立函館病院　森下　清文　他

O67-3  専従体制による広報活動の変化

JA とりで総合医療センター	広報室　佐藤　長典　　

O67-4  病院のブランディングに向けた取り組み

JA 愛知厚生連	豊田厚生病院　大橋　朋恵　他

O67-5  透析医療のブランドづくりをめざして －デザイン統一とクロスメディア戦略　

医療法人偕行会	名古屋共立病院	コーポレートブランディング部広報課　岩田　裕介　他

O67-6  インナーコミュニケーションの促進を目指した社内報リニューアル

医療法人偕行会	名古屋共立病院	コーポレートブランディング部広報課　細川　裕太　他

O67-7  院内掲示物の見直しについて

ＪＡ北海道厚生連	帯広厚生病院　山崎　真也　他

一般口演68　10：04～10：46 第12会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：岡部　正明（立川綜合病院 病院長）

病院運営6

O68-1  医療スタッフの事務的業務の軽減へ ～データ活用の取組みまで～

社会医療法人きつこう会	多根総合病院　塩谷　　哲　他

O68-2  部署横断的ワーキンググループによるペーパーワーク簡略化の成果と影響

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院	リハセラピスト部門　村山　幸照　他

O68-3  業務効率を高めるために ～システムを活用した生産性の向上～

神奈川県厚生農業協同組合連合会	相模原協同病院	医事課　冨田　勇也　他

O68-4  当院での外来レセプト業務改善の取り組み

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　清水　康弘　他

O68-5  働き方改革における医事課の時間外労働削減への取り組み 
～担当業務と時間外労働の見える化から～

特定医療法人衆済会	増子記念病院　石田　浩晃　他

O68-6  自動洗浄装置更新と併せたガーグルベースン・吸口付カップのディスポ化による費用削減に
ついて

愛知県厚生農業協同組合連合会	豊田厚生病院　濵田　秀哉　他
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一般口演69　10：51～11：40 第12会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：山田　哲司（石川県立中央病院 名誉院長）

病院運営7

O69-1  診療支援導入に向けた取り組み ～医師の業務負担軽減を目指して～

社会医療法人仙養会	北摂総合病院　中島　　彩　　

O69-2  医師事務業務のタスクシフトによる診療待ち時間の短縮

トヨタ記念病院　小林　潤平　他

O69-3  医師事務作業補助者の役割

地方独立行政法人	市立大津市民病院　中西みちる　　

O69-4  新築移転に伴う受付プロセス変更による患者待時間への効果について

JA 北海道厚生連	帯広厚生病院	医療情報課　中野晋太郎　他

O69-5  『聞かせてくん』の運用フローと、ご意見を活用した事例報告 
～ご意見箱への声「すべて」に応える取り組み～

社会医療法人栄公会	佐野記念病院	CS 委員会　福島　美保　他

O69-6  医療福祉支援部のマーケティング活動の成果と、今後のミッションについて

社会医療法人敬和会	大分岡病院　黒枝　貴洋　他

O69-7  病院職員自らが患者に音楽を提供することの意義

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　松本　桃子　他

一般口演70　13：35～14：24 第12会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：向谷　充宏（小樽掖済会病院 病院長）

病院運営8

O70-1  病院経営における地域医療連携室の取組み

医療法人香徳会	メイトウホスピタル　石川　真弓　　

O70-2  受診相談における相談時間の経年変化からみた傾向の分析と課題

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　溝口　大輔　他

O70-3  『相談カウンター』開設によるワンストップ相談体制について

JA 北海道厚生連	帯広厚生病院　鈴木　　勝　他

O70-4 演題取り下げ

O70-5  停電時の教訓を活かした、中小病院としてできる災害に関する取り組み 
～ 2018 年・台風 21 号を経験して～

社会医療法人栄公会	佐野記念病院	法人本部　岸本　安生　他

O70-6  災害時における緊急連絡体制の構築

社会医療法人愛仁会	高槻病院　足立　　聡　　

O70-7  ネットワーク障害によるシステム停止時の対応 ～外来診療全面中止～

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構	倉敷中央病院　祐延　明香　他



― 71 ―

２
日 

金

一般口演71　14：29～14：57 第12会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：阿部　秀二（手稲渓仁会病院 医事課 課長）

病院運営9

O71-1  当院未収金の回収実績

特定医療法人社団松愛会	松田病院　小川　　翼　　

O71-2  回収不能となった未収金の回収をめざして ～モンスターペイシェントとの戦い～

社会医療法人誠光会	草津総合病院　西村　　望　他

O71-3  銀行振込に関する最も煩雑な業務「入金照合」を効率化 ～振込専用口座導入の取り組み～

医療法人神甲会	隈病院　後藤　義裕　他

O71-4  未収金を発生させないための病棟クラークとしての役割

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　藤原　希美　　

一般口演72　15：02～15：37 第12会場（札幌コンベンションセンター　207会議室）

座長：鈴木　隆司（勤医協中央病院 院長）

病院運営10

O72-1  外国人受診者の円滑な受け入れに向けた取り組み

社会医療法人弘道会	なにわ生野病院　荒井　勇一　他

O72-2  聖母病院における外国人患者に対する医療提供の取り組みついて

社会福祉法人聖母会	聖母病院　井出　博美　他

O72-3  日本語の話せない外国人患者とのコミュニケーションを考える

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター	看護部　中矢　大和　他

O72-4  外国語での対応を必要とする外国人患者の受診状況 ～ベースライン作りと今後の課題～

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　JONES　BRANDI　　

O72-5  MRI 検査問診票の改良 ～外国人患者を対象にした取り組み～

社会医療法人生長会	府中病院　井阪　賢弘　他
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一般口演73　10：04～10：53 第13会場（札幌コンベンションセンター　201＋202会議室）

座長：星野　充英（北腎会 脳神経・放射線科クリニック 主任）

放射線3

O73-1  放射線照射法および照射状態の違いによる乳房皮膚表面線量の比較検討

社会医療法人厚生会	木沢記念病院　遠藤　　誠　他

O73-2  胸部一般撮影時の防護衣の装着向きおよび照射野による腹部表面線量に与える影響

社会医療法人厚生会	多治見市民病院　宮川　拓也　他

O73-3  Flattening Filter-Free Photon ビームによる皮膚線量への影響

JA 茨城県厚生連	総合病院	土浦協同病院	放射線部　鈴木　昭義　他

O73-4  CyberKnife M6 における動体追尾精度の検討

一般財団法人操風会	岡山旭東病院　山本　晃司　他

O73-5  撮影条件の違いによるコーンビーム CT 撮影時の被ばく線量の検討

社会医療法人厚生会	木沢記念病院　松本　　真　他

O73-6  胸部 X 線経時差分画像作成に用いられるワーピング処理技術の検証

社会医療法人厚生会	木沢記念病院　吉田　朱里　他

O73-7  電子ポケット線量計の装着位置が被ばく線量測定に与える影響

社会医療法人厚生会	多治見市民病院　石川　貴彬　他

一般口演74　10：58～11：40 第13会場（札幌コンベンションセンター　201＋202会議室）

座長：菊池　明泰（北海道科学大学保健医療学部 診療放射線学科 准教授）

放射線4

O74-1  当院におけるビデオウロダイナミクス検査の取り組み ～事前エコー検査の有用性～

社会医療法人愛仁会	愛仁会リハビリテーション病院　高橋　大造　他

O74-2  当院の外来と入院患者における緊急検査報告体制の傾向調査

医療法人鉄焦会	亀田総合病院	画像診断室　須田　章則　他

O74-3  当院における医用モニタ品質管理システムの構築と遠隔保守管理サービスの活用

医療法人鉄蕉会	亀田総合病院　秋田　裕介　他

O74-4  ドパミントランスポータイメージ解析ソフトにおける自動軸合わせ機能の検討

松江市立病院　実重　英明　他

O74-5  血管内治療センター主催の院内勉強会 ～実施とアンケート結果～

藤沢市民病院	放射線室　大矢　徳彦　他

O74-6  CT 線量が骨シンチグラフィ画像の定量解析値に与える影響

千葉市立青葉病院	放射線科　佐藤　友裕　他
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２
日 

金

一般口演75　13：35～14：10 第13会場（札幌コンベンションセンター　201＋202会議室）

座長：長瀬　まり（旭川赤十字病院 医療技術部 栄養課長）

栄養3

O75-1  産学共同で行った大量調理現場における「おいしさ」のエビデンスづくり

一般財団法人竹田健康財団	竹田綜合病院	栄養科　黒岩　　敏　他

O75-2  管理栄養士の活用で調理師不足の解消と食事内容の充実を図る

医療法人神甲会	隈病院　井上　嘉子　他

O75-3  栄養管理への挑戦 ～「心のケア」を通じて～

社会福祉法人岡山博愛会	岡山博愛会病院　清水　英子　他

O75-4  院内福利厚生への栄養部門の取り組み

徳島赤十字病院	医療技術部	栄養課　和泉　靖子　他

O75-5  たちカフェ・ヘルスリテラシー講座ができるまで ～たちばな台病院栄養課の奮闘～

医療法人社団一成会	たちばな台病院　目崎　里奈　他

ポスター9　10：50～11：32 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：堀見　忠司（細木病院 院長）

医療安全

P9-1  出来事報告書の増加に向けた取り組み

独立行政法人地域医療機能推進機構	船橋中央病院　鈴木　康江　他

P9-2  当院での転倒・転落アセスメントの施行とその有効性の検討

独立行政法人国立病院機構	広島西医療センター　山田　　都　他

P9-3  院内 BLS 研修の有用性 ～アンケート調査による分析～

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院　伊藤　祐介　他

P9-4  誤認防止ツール 8R「目薬量法名 Day 指呼：めぐすりりょうほうなでぃしこ」を作ってみました

社会福祉法人恩賜財団	済生会松阪総合病院　谷　　真澄　他

P9-5  注射薬バーコードマッチングシステムによるリスク回避と経済効果について

岐阜市民病院	薬剤部　水井　貴詞　他

P9-6  ICU における注射薬配合変化表の作成による医療安全への取り組み

JA とりで総合医療センター　宮川　春香　他
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ポスター10　13：40～14：15 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：福井　次矢（聖路加国際病院 院長）

医療分野1

P10-1  急性心筋梗塞患者における Door to balloon time ≦ 90 分に向けた取り組み

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院　上沢　一夫　他

P10-2  二次救急病院における病院救急車による患者搬送の現状と課題～運用開始約 6 年を経て～

社会医療法人河北医療財団	河北総合病院　瀬之口真美　他

P10-3  消化管アニサキス症 33 例の検討

JA 香川厚生連	屋島総合病院　松岡　裕士　他

P10-4  ICU に入室した意識障害患者に対する集中治療症候群（PICS）予防の試み 
～ ICU ダイアリーを活用した一症例を振り返る～

社会医療法人敬愛会	中頭病院　仲宗根　智　他

P10-5  産後うつ病に影響する要因から早期介入に向けた支援の検討・考察

JA とりで総合医療センター	産婦人科病棟助産師　栗田あかね　他

ポスター11　14：20～14：55 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：新江　良一（金沢文庫病院 名誉院長）

医療分野2

P11-1  2 型糖尿病を合併した肝障害を伴う非アルコール性脂肪肝疾患患者に対する SGLT2 阻害剤 
エンパグリフロジンの有効性について

JA 厚生連香川県	屋島総合病院　末次　史幸　他

P11-2  糖尿病治療チームを用いない高血糖初診患者の外来非インスリン治療について

財団新和会	八千代病院　米山　明彦　他

P11-3  認知症インプラント周囲炎患者での麻酔覚醒時に発生した発作性心房細動症例からの慢性期
病院歯科の将来像の検討

国立病院機構あきた病院歯科　鈴木　史人　他

P11-4  乳幼児栄養障害の問題を抱える地域での住民の摂食習慣

聖マリア病院　浦部　大策　他

P11-5  10 年を経過した肝血管腫の自然史

鳥取県立中央病院　根本　良介　　
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２
日 

金

ポスター12　15：00～15：42 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：山本　直人（JA 愛知厚生連海南病院 名誉院長）

病院運営2

P12-1  事務部執務スペースのフリーアクセス化について

地方独立行政法人	静岡県立病院機構	静岡県立総合病院　堤　　一誠　他

P12-2  財務諸表から見る人材育成（人財）の調査と考察

福生病院組合	公立福生病院　馬場　孝久　　

P12-3  原価計算の取り組みとその効果

医療法人真生会	真生会富山病院　松井　久男　　

P12-4  ベッドセンター開設によるベッド及び備品供給の効率化について

JA 北海道厚生連	帯広厚生病院	事務部　高玉　敬洋　他

P12-5  聖路加国際病院 管財課施設係におけるアウトソーシングの必要性と協働による導入効果

学校法人	聖路加国際大学	聖路加国際病院　岡　　紀子　他

P12-6  外来の会計計算部門における委託職員から自院職員へ切換えた方策とその効果

愛知県厚生農業協同組合連合会	海南病院　横井　健太　　

ポスター13　15：47～16：22 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：楠田　　司（伊勢赤十字病院 院長）

病院運営3

P13-1  無菌病棟及び産婦人科病棟の再整備工事について

地方独立行政法人	静岡県立病院機構	静岡県立総合病院　石川　勝也　他

P13-2  パスムース設置による病院出入口の環境改善について

JA 北海道厚生連	帯広厚生病院　丸田　賢児　他

P13-3  地域住民の生活を支える保険外サービスの展開 
～生活支援サービス「ベンリーフランチャイズ」の事業化について～

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス	事業開発推進部　相川　浩一　他

P13-4  地域医療を支えるドクターヘリ ～道南ドクターヘリの財政措置について～

市立函館病院　池田　隼人　他

P13-5  災害時における緊急連絡自動メール配信システムの整備について

福生病院組合	公立福生病院　松澤　勇太　　
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ポスター14　10：50～11：32 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：多田　梨保（小樽病院 技術課長）

栄養

P14-1  高齢化社会における回復期病棟の管理栄養士の役割 
～嚥下機能低下患者の増加に対する病院食改定の取り組み～

社会医療法人愛仁会	尼崎だいもつ病院　富山　正俊　　

P14-2  「見た目も食べてもおいしい」やわらか食導入の取り組み

徳島赤十字病院	医療技術部	栄養課　河野かれな　他

P14-3  当院における食物アレルギー誤配膳防止の取り組み

聖隷福祉事業団	聖隷浜松病院　漆畑　萌子　他

P14-4  栄養に関する情報を発信して ～地域の健康づくりに貢献する～

社会医療法人栄公会	佐野記念病院	栄養管理科　島田　晴加　他

P14-5  多職種による糖尿病教育入院の血糖改善と入院期間短縮への効果

小牧市民病院	栄養科　澤　つかさ　他

P14-6  当院における癌患者への食事支援の評価 ～アンケート調査の結果～

社会医療法人	札幌清田病院	栄養課　岩田　園美　他

ポスター15　13：40～14：22 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：佐藤　四三（姫路赤十字病院 院長）

人材育成1

P15-1  医事課職員育成キャリアラダーの作成と導入

医療法人ハートフル	アマノリハビリテーション病院　中島妃登美　他

P15-2  新人指導における情報共有方法の検討 －新人指導伝達シートの作成をこころみて－

医療法人社団英志会	富士整形外科病院　看護部　松井　美香　他

P15-3  看護師ラダー教育からからみえた臨床看護の課題

国立大学法人筑波大学附属病院　楠見由里子　他

P15-4  組織の活性化調査の結果から当院事務職員にとって効果的な階層別研修の実施を目指して

一般財団法人脳神経疾患研究所	附属総合南東北病院　渡邊　育子　他

P15-5  「クリニカルラダー認定」導入後、3 年を経過しての評価 
－当院所属長へのアンケートから見える課題－

総合病院	土浦協同病院	看護部　豊田江美子　他

P15-6  セル生産方式を参考にした組織の見直しと人材の育成について

社会医療法人厚生会	多治見市民病院　土本　裕子　他
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２
日 

金

ポスター16　14：27～15：02 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：奥田　厚子（手稲渓仁会病院 看護部 師長）

人材育成2

P16-1  法人職員への健康意識プログラムを実施して 
～病院内の資源を利用して試行した意義と今後の課題について～

社会医療法人	松本快生会西奈良中央病院	在宅介護部門　志茂友紀子　他

P16-2  接遇向上への取組 ～あいさつセルフチェックを実施して～

IHI 播磨病院　小野　慎也　他

P16-3  コーチングを活用した各種研修の取り組み ～院内コミュニケーションの向上を目指して～

医療法人鉄蕉会	亀田総合病院附属幕張クリニック　松島　訓子　　

P16-4  看護実践に置ける倫理的課題への取り組み 
～看護師の倫理的行動尺度を用いた実態の分析と対応～

医療法人財団康生会	北山武田病院　廣田　郁美　他

P16-5  スタッフの夜間急変時の不安軽減を目指したシミュレーション研修 
－教育効果測定モデルを用いた分析－

公立世羅中央病院　藤戸　浩恵　他

ポスター17　15：07～15：35 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：松本　宗明（西奈良中央病院 理事長）

人材育成3

P17-1  県立病院における新専門医制度下での専攻医確保の取組

地方独立行政法人	静岡県立病院機構　上島　祐輔　他

P17-2  女性外科医のロールモデルについて ～乳腺外科の立場から～

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院　金城　和寿　他

P17-3  当院言語療法科で実施した “ 働きやすさ調査 ”

医療法人渓仁会　　齊藤　　潤　他

P17-4  福岡県における新専門医制度の現状と問題点 
－九州の医師偏在とこれからの課題・働き方改革も含めて－

社会医療法人雪の聖母会	聖マリア病院	臨床・教育・研究本部　鶴　　知光　他
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ポスター18　10：50～11：11 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：中川　　麗（札幌徳洲会病院 プライマリーセンター長・副院長）

臨床検査

P18-1  病棟担当検査技師勉強会における理解度把握の取り組み

JA 愛知県厚生連	海南病院	臨床検査技術科　北島　聖晃　他

P18-2  輸血後感染症検査の実施率向上への取り組みと今後の課題

医療法人社団東光会	戸田中央総合病院　横濱茉里乃　他

P18-3  ISO15189 取得に向けての取り組み

社会医療法人厚生会	木沢記念病院	検査技術部　須田久美子　他

ポスター19　13：40～14：15 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：千田　典子（北海道脳神経外科記念病院 看護部長）

看護1

P19-1  終末期患者に対する医療行為の認識を理解し、今後の看護に生かすために私ができること

社会福祉法人	聖隷横浜病院　間渕三香子　他

P19-2  異動看護師が経験する看取りのストレスの現状

独立行政法人	総合病院国保旭中央病院　平野　亜純　他

P19-3  呼吸器・循環器疾患を持つ患者における DNAR 意思決定の現状

社会医療法人愛仁会　千船病院　安田　理緒　他

P19-4  自宅退院を目指すがん患者の家族の不安の軽減について

社会福祉法人	聖隷横浜病院　白川ことは　　

P19-5 外来通院中の手術前がん患者が抱いた気がかりの内容

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	看護部　成田　佳永　　



― 79 ―

２
日 

金

ポスター20　14：20～14：55 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：角丸　圭子（中村記念病院 看護本部長）

看護2

P20-1  クリニカルラダー評価・運用に向けた取り組み

独立行政法人	静岡県立病院機構	静岡県立総合病院　　法月　美幸　他

P20-2  新人看護職員の看護技術評価の使用感について 
～ e-learning にリンクしたデジタル評価票を開発してみて～

国立大学法人	筑波大学附属病院　山海千保子　他

P20-3  現場力を高める仕組み作り ～リンクナースの活用～

豊橋市民病院　間瀬　有奈　　

P20-4  院内救急対応システムの構築にむけた試み ～気づきのサインの導入～

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院　山本　美紀　　

P20-5  重症度、医療・看護必要度の取り組み

社会医療法人医仁会	中村記念病院　河合　真純　他

ポスター21　15：00～15：42 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：内田　智美（手稲渓仁会病院 看護部 副看護部長）

看護3

P21-1  分娩予約件数増加に向けた取り組み ～病棟リニューアルオープンをチャンスとして～

地方独立行政法人	静岡県立病院機構	静岡県立総合病院　花田　澄美　他

P21-2  ICU 看護師が超緊急帝王切開手術を支援する体制づくり

社会医療法人大雄会	総合大雄会病院　波多野哲也　　

P21-3  妊娠 36 週で死産した母親への支援の検討 
－ボウルビィの悲嘆のプロセスを用いた看護の振り返り－

札幌市病院局市立札幌病院	看護部看護課　川守田有紀　　

P21-4  心不全患者への退院支援にエンパワーメントの視点を取り入れた 1 事例

社会医療法人	北海道循環器病院　山田　祥仁　他

P21-5  静脈輸液から持続皮下輸液へ移行する有意性 ～在宅医療推進を見据えて～

一般財団法人みちのく愛隣協会　遠藤　翔子　他

P21-6  右下肢切断後の前頭側頭型認知症患者の症状緩和に向けた援助

岩手県立大東病院　伊藤　智代　他
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ポスター22　15：47～16：22 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：安西　啓恵（手稲渓仁会病院 看護部 副看護部長）

看護4

P22-1  心臓・大血管手術を受ける患者に対しての ICU 看護師の術前オリエンテーションについて

一般財団法人平成紫川会	小倉記念病院　松岡　将一　　

P22-2  A 病院における経皮的僧房弁接合不全修復術（Mitra Clip）術後合併症の現状

平成紫川会	小倉記念病院　小村千久佐　他

P22-3  CAM-ICU 導入に向けた勉強会の実施前後の意識調査

医療法人おもと会	大浜第一病院　徳永　美紀　他

P22-4  病棟看護師が行う栄養管理における役割 ～食べることへの支援～

社会医療法人甲友会	西宮協立脳神経外科病院　松本かずえ　　

P22-5  温風式患者加温装置の送風に含まれる粉塵量測定

社会医療法人杏嶺会	一宮西病院　浅野　優治　　

ポスター23　10：50～11：25 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：鈴木　貴広（手稲渓仁会病院 リハビリテーション部 主任）

リハビリ1

P23-1  当院における新生児集中治療室でのリハビリテーション部の関わり

済生会山形済生病院　渋間　勇人　他

P23-2  小規模リハビリ部門による ICU 早期離床・早期リハビリテーションの取り組み

石川県立中央病院	リハビリテーション室　片田　圭一　他

P23-3  ICU 人工呼吸器患者における早期リハビリテーション医療

和歌山県立医科大学附属病院	リハビリテーション部　上西　啓裕　他

P23-4  当院集中治療室における早期離床・リハビリテーションの試み

市立函館病院　山下　康次　他

P23-5  当院の緩和ケア病棟（PCU）におけるリハビリテーション 5 年間の歩み

社会医療法人	札幌清田病院　山田　文之　他
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ポスター24　13：40～14：15 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：近藤　和夫（北光記念病院 心臓リハビリテーション室 課長）

リハビリ2

P24-1  心機能と認知機能との関係と作業療法の介入効果

加古川中央市民病院　西畑　永人　他

P24-2  心臓血管外科術後のせん妄が ADL 及び身体・認知機能に与える影響

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院	リハビリテーション部　岡田　　悠　他

P24-3  当院における外来心臓リハビリテーションの効果と課題

茨城県厚生連	JA とりで総合医療センター　遠藤　　博　他

P24-4  回復期病棟における透析患者の転帰についての考察

JA とりで総合医療センター	リハビリテーション部　須藤　　聡　　

P24-5  糖尿病教育入院患者における HbA1c と身体機能の関連について

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　中村　将宏　他

ポスター25　14：20～14：55 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：三家　早織（手稲渓仁会病院 リハビリテーション部 主任補佐）

リハビリ3

P25-1  LCIG 療法の管理が自立した症例 ～作業療法評価に基づく環境や使用物品の調整について～

JA とりで総合医療センター	リハビリテーション部　早坂　未来　他

P25-2  急性期病院における脳卒中患者に対する転倒予測の判断基準の検討  
～理学療法評価を活用して～

豊川市民病院　鵜殿　和明　　

P25-3  急性期脳卒中患者に対する精神機能評価

社会医療法人医翔会	札幌白石記念病院	リハビリテーション部　池元　翠子　他

P25-4  回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の入院時栄養状態による退院時アウトカム

社会医療法人財団慈泉会	相澤病院	回復期リハセンター　那須みなみ　他

P25-5  FIM 利得からみる現状と課題 ～回復期リハビリテーション病棟協会との比較～

IHI 播磨病院　柴田　智規　他
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ポスター26　15：00～15：35 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：岩渕　哲史（市立札幌病院 リハビリテーション科 作業療法士）

リハビリ4

P26-1  人工膝関節全置換術後の在院日数と関連因子における検討 ～第 2 報～

社会医療法人厚生会	木沢記念病院	総合リハビリテーション部　蒲　　佳佑　他

P26-2  大腿骨近位部骨折術後急性期の状態が T 字杖歩行開始までの日数に与える影響

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　河田　明莉　他

P26-3  大腿骨近位部骨折患者における術後 2 週目での患側下肢荷重率との関連因子について

医療法人渓仁会	手稲渓仁会病院　山田　慎也　他

P26-4  大腿骨近位部骨折術後患者における歩行再獲得者の特徴 ～施設間共通評価を利用した検討～

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター	理学療法科　櫻井　進一　他

P26-5  握力がどのくらいあればペットボトルは開けられるのか：啓発目的の体験型臨床研究の結果

JA 長野厚生連	佐久総合病院佐久医療センター　永井　啓子　他

ポスター27　15：40～16：22 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：表　　亮介（市立札幌病院 リハビリテーション科 理学療法士）

リハビリ5

P27-1  外来リハビリテーションキャンセル対策 ～介入編～

医療法人社団英志会	富士整形外科病院　小松　　亮　他

P27-2  神経難病患者に対する訪問相談事業報告 
～健康福祉センター保健師との協働による地域リハビリテーション活動～

地方独立行政法人	総合病院国保旭中央病院　今野　和成　他

P27-3  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に対する取り組み 
～多職種カンファレンスの頻度増加による変化について～

医療法人慈生会	丸山記念総合病院　髙木　優一　他

P27-4  退院時リハビリテーション指導料算定向上にむけた取組み

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　加藤　秀卓　　

P27-5  神経難病の講演会・情報交換会における関わりを通しての一考察 
～健康福祉センター保健師との協働による地域リハ活動報告～

地方独立行政法人	総合病院国保旭中央病院　畠山　悠輝　他

P27-6  コミュニケーションゲームを用いたリハビリテーション専門職教育への取り組みについて 
～社会人基礎力を用いた調査～

医療法人慈生会	丸山記念総合病院　宮澤　宏文　他


