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第 1日［9月28日土］

第

日

 

１

一般演題プログラム

一般演題プログラム
第５会場［レセプションホール西］

リハビリテーション1　10：40～ 12：10
座長：村瀬　友一 医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院

1-5-1	 高齢腹膜透析 (PD) 患者に対する認知機能評価についての検討
伊藤沙夜香 医療法人　偕行会　名古屋共立病院　リハビリテーション課

1-5-2	 注視点から分析した会話時の認知症者の特徴
能美　昇太 医療法人財団樹徳会　上ヶ原病院

1-5-3	 大腿骨近位部骨折術後患者の術後せん妄改善および認知機能低下予防のための
	 作業療法介入の効果

村辻　康平 AMG上尾中央総合病院　リハビリテーション技術科

1-5-4	 急性期病棟における在宅復帰可能となった認知高齢者の特徴
川原　護運 荒木記念　東京リバーサイド病院

1-5-5	 当院回復期リハビリテーション病棟における集団リハビリテーションの取り組み
山川真喜子 新田塚医療福祉センター　福井総合病院　リハビリテーション課　言語聴覚療法室

1-5-6	 当院回復期リハ病棟における余暇への取組み～他職種での院内デイ実施～
川井　沙織 AMG　さがみリハビリテーション病院

1-5-7	 家庭での役割に焦点を当てた地域包括ケア病棟での集団プログラム
杉田　直也 医療法人清翠会　牧病院　リハビリテーション科

1-5-8	 長期療養患者の療養生活を支える－「活動」から「参加」へ繋げた一症例－
木住野善章 医療法人財団利定会　大久野病院

1-5-9	 当院における医療療養病棟患者へのリハビリテーション提供状況の分析
金森　　宏 医療法人永生会　みなみ野病院　医療技術部　リハビリテーション科

リハビリテーション2　13：40～ 14：30
座長：佐藤　英人 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション部

1-5-10	 姿勢推定技術を用いた歩行分析の有用性
西崎　香苗 貢川整形外科病院　リハビリテーション科

1-5-11	 両下腿切断にスタビーを用いたシリコンライナーTSB式下腿義足を使用して
	 ADLが早期自立した一症例

福田　貴子 医療法人生寿会　かわな病院
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1-5-12	 糖尿病壊疽により両下腿切断となった症例の義足歩行獲得を目指す一症例
	 － QOL向上に向けて－

志摩沙弥香 社会医療法人社団慈生会　等潤病院

1-5-13	 通所リハビリテーションにて生活範囲に拡大を認めた一症例
有元翔太郎 医療法人社団永生会　永世病院

1-5-14	 歩行安定に伴い母の介護負担が軽減し、退所となった利用者の一例
福田　　匠 社会医療法人社団慈生会　介護老人保健施設イルアカーサ

第６会場［会議室 141+142］

看護1　10：40～ 12：10
座長：川口万友香 医療法人済衆館　済衆館病院　看護部

1-6-1	 患者情報シートを活用した看護職員の情報共有ツール
大城ききょう 医療法人　和の会　与那原中央病院

1-6-2	 周術期看護の質向上に向けた取り組み　～手術室クリニカルパスを通しての一考察～
加藤美奈子 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生北見病院

1-6-3	 当院の維持透析患者の看護必要量を測定して
	 ～入院・外来送迎・外来自己通院を比較～

須藤　礼子 医療法人光寿会　光寿会リハビリテーション病院　透析室

1-6-4	 看護師の動線調査からみた IOT導入による夜勤業務の変化
久本　由香 社会医療法人　祐愛会　織田病院

1-6-5	 カンファレンスの定例化への取り組みから見えてきたこと
神﨑　千春 医療法人赤枝会　赤枝病院

1-6-6	 内科外来から緊急入院となった患者の外来所要時間の実態調査	
岩井　玲子 社旗医療法人財団　仁医会　牧田総合病院

1-6-7	 Fish 哲学よる看護師の手指消毒に対する変化
	 ～擦式消毒剤の使用量とタイミングテストの結果～

内田佐栄子 社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院

1-6-8	 ベッドメーキングの環境整備業務に委託業者を導入した成果
鈴木加奈子 脳神経センター　大田記念病院

1-6-9	 特別養護老人ホームにおける腰痛対策に向けての検討
福村　裕幸 医療法人美﨑会　国分中央病院
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看護2　13：40～ 14：30

座長：大田　章子 社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院

1-6-10	 薬品管理エラーをなくすための取り組み
	 ～薬剤管理点検表を活用して～

城間　叶奈 医療法人社団喜生会　新富士病院

1-6-11	 身体拘束ゼロへ向けた取り組み
	 ～医療安全管理者の視点から～

山口　賢太 社会医療法人　祐愛会織田病院

1-6-12	 身体抑制解除に向けての取り組み
今福　良子 五条川リハビリテーション病院　2階病棟

1-6-13	 当院のスキンテア発生要因と状況分析
	 ～予防取組みに繋げるために～

小浜さゆり 医療法人球陽会　海邦病院

1-6-14	 転倒転落対策の構築
～インシデントレポート分析を踏まえたアセスメントシートの変更～
出利葉尚子 社会医療法人弘潤会　大同病院

看護3　14：40～ 15：40
座長：山元謙太郎 社会医療法人謙仁会　山元記念病院

1-6-15	 難治性褥瘡の治癒を目指して
	 ～改善に向けた病棟全体での取り組み～

佐藤　麻紀 医療法人社団明生会　セントラル病院

1-6-16	 副鼻腔炎患者に対する看護介入の検討～外来で看護診断を用いて～
菊地　智美 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生病院

1-6-17	 褥瘡発生率の低下を目指すチームアプローチ
	 － “ ポジショニングラウンド ”の実施－

柴田　玲奈 医療法人生寿会　かわな病院

1-6-18	 長期臥床患者へのムーブメントプログラムの効果
	 ～下肢関節拘縮の緩和を目指して～

平安山綾乃 医療法人野毛会　もとぶ野毛病院

1-6-19	 非侵襲的陽圧換気（NPPV）マスクフィッティングの統一化への取組み
	 ～皮膚トラブル発生予防に向けて～

安田　　彩 医療法人社団直和会　平成立石病院　3階病棟

1-6-20	 褥瘡対策委員会の ｢褥瘡発生ゼロ｣ への取り組み
樽見　桂子 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　看護部
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看護4　15：50～ 16：50

座長：洲崎　英子 医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院

1-6-21	 急性期脳神経外科病院における退院支援と今後の課題
小野田淳子 千葉脳神経外科病院

1-6-22	 受け持ち看護師主体での退院支援への取り組み
佐藤　恵子 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

1-6-23	 腹膜透析導入患者・家族の思いを支える退院支援
	 ～在宅生活を意識した具体的アプローチ～

石垣　恵理 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

1-6-24	 病棟看護師の退院支援に対する不安・負担の軽減に向けての取り組み
川開　裕太 医療法人　光ヶ丘病院

1-6-25	 入退院支援の実際～入退院支援スクリーニング、支援シート、カンファレンス～
池田　京子 医療法人大医会日進おりど病院

1-6-26	 在院日数短縮化の中での在宅復帰に向けた看護師の関わり
籾山　真佑 木村病院

看護5　16：50～ 17：50
座長：木俣　孝章 特定医療法人仁医会　あいちリハビリテーシヨン病院　リハケア部

1-6-27	 認知症ケアに対する質向上への取り組み
湯浅伊寿美 医療法人　明和会　たまき青空病院

1-6-28	 認知症患者への看護
	 ～夕暮れ症候群・不穏等の症状を有する患者への看護とその効果～

大谷　　心 AMG勝田病院

1-6-29	 ユマニチュードがもたらす看護師と患者の変化～患者と良好な関係を築くために～
竹林友有子 社会医療法人恵和会　西岡病院

1-6-30	 地域包括ケア病棟においての認知症患者へのレクリエーションの効果
細川　明香 医療法人清水会　相生山病院　看護部

1-6-31	 BPSD症状を呈する患者の療養プロセスの中にみる看護師のケアリング
	 ～事例を通して～

浮島　知美 社会医療法人　西宮協立脳神経外科病院

1-6-32	 その人らしく過ごすを目指して～
	 重度認知症患者デイケア「つくし」における取り組み～

野村　沙希 医療法人明倫会　宮地病院
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第７会場［会議室 131+132］

リハビリテーション3　10：40～ 12：10
座長：進藤　　晃 医療法人財団利定会　大久野病院

1-7-1	 消化器外科手術患者を対象とした周術期におけるリハビリテーション科の取組
	 ～早期介入・早期退院に向けて～

丸山宗一郎 海老名総合病院　リハビリテーション科

1-7-2	 当院におけるがんリハビリテーションの運用と多職種連携
野々山拓史 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　リハビリテーション科

1-7-3	 屋外リハビリの効果～病状が進行している患者に出来ること～
木村　裕紀 医療法人明倫会　本山リハビリテーション病院

1-7-4	 最期まで自律した排泄を望んだ終末期がん患者に対するがんリハビリテーション
	 チームの理学療法士の関わり

村田　佳代 医療法人財団　樹徳会　上ヶ原病院

1-7-5	 腹腔鏡下胃切除術後の在院日数に影響する術前身体機能、術後経過因子の検討
甘利　貴志 AMG上尾中央総合病院リハビリテーション技術科

1-7-6	 電気刺激を用いたリンパ浮腫複合理学療法の1例
	 －電気刺激は浮腫改善の一助となり得るか－

野海　　渉 医療法人　社団牧会　小牧病院

1-7-7	 脳腫瘍摘出後左上肢麻痺を呈した中学生への治療用装具作成の試み
長池　由香 医療法人財団　樹徳会　上ヶ原病院

1-7-8	 退院後、在宅において経口摂取を達成した「下顎歯肉癌術後」の一症例
志水　哲史 大隈病院

1-7-9	 当院のがんリハビリテーション開設に向けた取り組みについて
谷川　博則 社会医療法人中央会　尼崎中央病院

リハビリテーション4　13：40～ 14：40
座長：白川　泰山 医療法人エム・エム会　マッターホルンリハビリテーション病院

1-7-10	 ADL低下の予防を目的にリハビリテーションを行った中等度
	 ～重度大動脈弁狭窄症の3例

坂下　　瞬 医療法人清水会　相生山病院

1-7-11	 特発性拡張型心筋症を呈した症例
	 ～理学療法士として退院後の生活指導に着目して～

高井良穂波 社会医療法人謙仁会　山元記念病院
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1-7-12	 多職種連携におけるリハビリテーション科の取り組み～パート１～
近藤　咲紀 医療法人社団恵生会　上白根病院

1-7-13	 多職種連携におけるリハビリテーション科の取り組み～パート2～
永野　智之 医療法人社団恵生会　上白根病院

1-7-14	 当院のリハビリテーション栄養の取り組みと今後の課題
橋本　　篤 葛飾リハビリテーション病院　リハビリテーション科

1-7-15	 当院での外来透析患者における栄養管理とリハビリ評価の関連の検討
福士　史人 医療法人社団豊友会　豊友会クリニック

リハビリテーション5　14：40～ 15：40
座長：森　　紀康 医療法人済衆館　済衆館病院　リハビリテーション科

1-7-16	 地域高齢者と当院外来高齢患者の身体体成分と運動機能の相違から、
	 運動療法の在り方を考える

山﨑　博喜 医療法人　恵光会　原病院　リハビリテーション部

1-7-17	 身体活動量の増加を目指して
	 ～健康運動教室での取り組み～

蔵本　　渉 医療法人　明和会　たまき青空病院

1-7-18	 3か月間の体操教室で地域在住高齢者の身体機能は向上する
三宅　英司 永生病院

1-7-19	 在宅高齢者における1年後の歩行状態の予測因子
	 ～デイケア利用者の6分間歩行距離の追跡調査から～

関根　逸人 AMG　埼玉回生病院

1-7-20	 透析運動療法の重要性と取り組みについて
熊﨑　圭佑 医療法人偕行会　名古屋共立病院　偕行会ウェルネスセンター

1-7-21	 糖尿病疾患のある入院患者の在宅で行っている運動療法の実態調査
澤村　一豊 医療法人　春水会　山鹿中央病院

リハビリテーション6　15：50～ 16：50
座長：松重　好男 医療法人三九会　三九朗病院

1-7-22	 腰椎術後患者の自宅生活におけるADL実施状況調査
鈴村　大輔 医療法人小宮山会貢川整形外科病院　リハビリテーション科

1-7-23	 人工膝関節置換術後の経過に早期理学療法が及ぼす効果～術前背景からみた検討～
笠原真菜実 三愛病院　リハビリテーション科

1-7-24	 当院入院高齢骨折患者と地域在住高齢者の敏捷能力に関する調査
小嶋　麻里 医療法人藤仁会　藤村病院
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1-7-25	 テーピングでの膝蓋下脂肪体の上方誘導が組織弾性に与える効果の検討
蓑原　勝哉 医療法人社団牧会　小牧病院

1-7-26	 ７つの段階的体幹運動プログラム（７SP）による腹横筋・内腹斜筋・外腹斜筋の
	 増強と腰痛の軽減効果について

祝迫　一磨 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院

1-7-27	 算定日数を超えた要介護被保険者等の外来リハビリを介護保険でのリハビリ移行を
	 試みて

下拂　綾乃 社会医療法人　原土井病院

リハビリテーション7　16：50～ 17：50
座長：草野　謙二 医療法人恵光会　原病院　リハビリテーション部

1-7-28	 新規病院開設から回復期リハビリテーション病棟入院料１取得まで
	 その取り組みと今後の課題

荒尾　雅文 医療法人社団　永生会　みなみ野病院　医療技術部　リハビリテーション科

1-7-29	 回復期リハビリテーション病棟における運動 FIM利得に関わる因子の検討
清水　真宏 医療法人社団　尾﨑病院

1-7-30	 機能的自立度評価法（FIM）における早見表の試作－評価精度向上の取り組み－
成田　恵美 社会医療法人社団医善会　いずみ記念病院

1-7-31	 当院回復期病棟新人作業療法士に対する教育の効果
倉冨浩一郎 医療法人聖峰会　田主丸中央病院

1-7-32	 リハビリテーションスタッフの自己開発に関する意識調査
熊谷　和典 葛飾リハビリテーション病院　リハビリテーション科

1-7-33	 これからの理学療法士養成における臨床実習教育の在り方と当院の取り組みと課題
渡邉　　穣 医療法人社団　聡誠会　池田病院

第8会場［会議室 133+134］

地域連携・地域包括ケアシステム1　10：40～ 12：00
座長：宇都宮越子 医療法人久仁会　宇都宮病院

1-8-1	 地域包括ケアシステム構築に向け看護管理者が発揮したコンピテンシー
井原加代子 医療法人　宏和会　あさい病院

1-8-2	 産前・産後サポート事業に地域助産師と取り組む
	 ～看護管理者が実践する地域マネジメントの実際～

竹林　高子 医療法人聖真会渭南病院
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第

日

 

１

1-8-3	 当院における地域連携の実際　～近隣病院からのスムーズな転院にむけて～
掛村久美子 医療法人社団　聡誠会　池田病院

1-8-4	 地域包括ケア病棟における園芸療法～生活行為向上を目的とした作業療法士の挑戦～
宮田　　哲 医療法人静和会　浅井病院

1-8-5	 地域性を生かした連携を行うための、在宅療養支援病院から急性期循環器病院への
	 在宅訪問心不全診療の提案

廣瀬　憲一 医療法人社団守成会　広瀬病院

1-8-6	 『緩和ケア情報共有ツール』を用いた緩和ケアの連携
	 ～東名古屋在宅医療懇話会を通して～

井戸　智子 名古屋記念病院　医療社会事業相談室

1-8-7	 地域包括ケア病棟患者へのボツリヌス療法導入の取り組みについて
島﨑さおり 医療法人　清翠会　牧病院

1-8-8	 感染対策における介護施設と病院間での看看連携の推進
段　　久美 医療法人社団中正会　中林病院

地域連携・地域包括ケアシステム2　13：40～ 14：40
座長：成塚　健一 医療法人社団富家会　富家病院

1-8-9	 相互理解から始まる多職種連携
	 ～患者にとってより良い退院支援を目指して～

中島　和政 医療法人　富田浜病院

1-8-10	 療養病床から地域包括ケア病床への段階的転換の実績
村瀬　政信 医療法人清水会　相生山病院　リハビリテーション科

1-8-11	 病院救急車での活動における簡易的な情報共有システムの構築
御子柴　竜 医療法人社団　永生会　南多摩病院

1-8-12	 当院における失語症カフェの活動意義と課題
村瀬　友一 善常会リハビリテーション病院

1-8-13	 高齢者向け住まいとの連携に関する先行研究のまとめ
手島　浩司 済衆館病院

1-8-14	 地域包括ケア病棟一年目の課題
盛田　絢子 射水市民病院

地域連携・地域包括ケアシステム3　14：40～ 15：40
座長：青木　　誠 特定医療法人社団青山会　青木病院

1-8-15	 東川口病院における地域活動の取り組みについて
大澤　和輝 AMG　東川口病院
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第

日

 

１

1-8-16	 入院患者増加に向けての取り組み
松野下　祥 医療法人　慈圭会　八反丸リハビリテーション病院

1-8-17	 実績指数の変更に伴った要介護者に対する退院支援への影響や変化点
肥後　龍大 医療法人　慈圭会　八反丸リハビリテーション病院

1-8-18	 迅速な返信をめざして
高味　美紀 総合大雄会病院

1-8-19	 検査ウェブ予約システム導入の効果
田中　範彦 社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院

1-8-20	 在宅看取り　揺れ動く患者・家族の心境変化
	 ～入退院のすすめ～

野原　昌行 医療法人禄寿会　小禄病院　地域医療部

地域連携・地域包括ケアシステム4　15：50～ 16：50
座長：原　　祐一 特定医療法人　原土井病院

1-8-21	 お米プロジェクト
	 ～病院によるまちづくりの実践～

相澤　勝健 公益財団法人脳血管研究所　法人本部

1-8-22	 地域医療におけるMSWの役割
	 ～地域交流会を通しての気づき～

音部　奈緒 医療法人愛生館　小林記念病院

1-8-23	 地域包括ケアシステムの実現にむけて～逆紹介の推進　当院の役割の確立～
小島　文裕 AMG　上尾中央総合病院

1-8-24	 「かかりつけ医相談窓口」による患者目線に立った新規逆紹介への取り組み
	 ～患者満足度向上を目指して～

豊島　裕美 社会医療法人大雄会　大雄会第一病院

1-8-25	 患者相談室の体制整備することは病院にとって有益である
大﨑　充子 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　患者相談室

1-8-26	 住民と共に支える精神科病院の地域支援の取り組み
松﨑　　穂 特定医療法人　共和会　共和病院

地域連携・地域包括ケアシステム5　16：50～ 17：50
座長：中村　万理 医療法人財団正友会　中村記念病院

1-8-27	 当院で特発性正常圧水頭症の啓蒙をすすめる意義
飯塚　　宏 医療法人済衆館　済衆館病院　脳神経外科
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第

日

 

１

1-8-28	 がん地域連携パスの導入件数増加にむけた多職種チームでの取組み
竹重　彩子 山口県厚生農業協同組合連合会　周東総合病院

1-8-29	 「活動情報ガイドブック」作成の取り組み
朴　　英浩 医療法人木南舎　冨田病院

1-8-30	 多職種連携による在宅リハビリテーションに向けた取り組み
亀山　真悟 社会医療法人　光生病院　診療支援部

1-8-31	 ＰＦＭ導入と地域ケマネージャーとの連携強化
小山　和哉 社会医療法人　ジャパンメディカルアライアンス　座間総合病院

1-8-32	 入院後に身元保証人が不在となった患者への支援
岡村　紀宏 社会医療法人　恵和会　西岡病院

第9会場［会議室 431］

健診・健康増進・人間ドック　10：40～ 12：00
座長：盛　　牧生 社会医療法人ピエタ会　石狩病院

1-9-1	 院内に併設したメディカルフィットネスの取り組み（第3報）
	 ～行政と連携した生活習慣病重症化予防事業～

江口　綾佳 医療法人回生会　メディカル＆フィットネスセンター　メディフィット回生会

1-9-2	 人間ドック受診者の血清 LDLコレステロールの1年間の変化と身体特性、
	 生活習慣の関連性について

木下　美紀 医療法人　大医会　日進おりど病院　栄養科

1-9-3	 ストレスチェックの結果から考える今後の課題と展望
	 ～集団分析から見えてきたこと～

柏　　純世 社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院

1-9-4	 １泊２日コース廃止に伴う新コースの設定について
藤井　やえ 富田浜病院　健康増進センター

1-9-5	 健診受診率向上に向けて、一健診施設としてできること
関　　知鶴 社会医療法人　ジャパンメディカルアライアンス　カラダテラス海老名

1-9-6	 無料のPSA検査による受診者への意識向上の取り組み
関根　未佳 AMG　上尾中央総合病院

1-9-7	 健診センターにおける飲酒と脂肪肝判定（腹部超音波）の関連と５年前の傾向比較
福岡　秀人 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　臨床検査技術科

1-9-8	 新病院開院前の経験者スタッフに対する介護時疼痛アンケート調査と傷害予防の検討
樋口　拓哉 医療法人社団　城東桐和会　タムス浦安病院　リハビリテーション科



― 51 ―

一般演題プログラム 第 1日［9月28日土］

第

日

 

１
病院事務管理1　13：40～ 14：40

座長：坂　　俊英 医療法人法人北腎会　坂泌尿器科病院

1-9-9	 二次検診受診勧奨の取組み
	 　～受診者の気持ちに訴えかける～

庄司　周平 社会医療法人ピエタ会　石狩病院

1-9-10	 戸田中央医科グループにおける健康づくり推進への取り組み	
布能　雅也 TMG本部横浜支部健康支援室　

1-9-11	 当院における消化器内科担当DA	（医師事務作業補助者）の業務内容について
西島　淑実 AMG	上尾中央総合病院

1-9-12	 業者と業務の総合的な比較検討による経費削減の取り組み
池上　温朗 社会医療法人聖ルチア会　聖ルチア病院

1-9-13	 新規開設医療機関における看護職員・介護職員の確保の取り組み
諫山　兼治 医療法人社団永生会みなみ野病院

1-9-14	 算定項目チェック表による病棟クラークの活動の見える化
今津　好美 株式会社麻生　飯塚病院

病院事務管理2　14：40～ 15：40
座長：佐野　光洋 社会医療法人清恵会　清恵会病院

1-9-15	 病棟クラークの診療報酬請求精度能力向上の取り組み
松田加奈子 株式会社麻生　飯塚病院

1-9-16	 病床稼働率を下げない平均在院日数の管理について
畠山　貞治 ＡＭＧ津田沼中央総合病院

1-9-17	 重症度、医療・看護必要度の整合性を目指した医事課の取り組み
櫛桁　　礼 社会医療法人博進会　南部病院

1-9-18	 ご入院のお子さんとご家族の笑顔のために、多職種で取り組むホスピタリティ
	 ～ママフリーサービス～

別府あゆみ 医療法人社団寿量会　熊本機能病院　事務部

1-9-19	 小口現金業務の効率化
宮﨑　優子 一般社団法人　巨樹の会　下関リハビリテーション病院

1-9-20	 未収金対策としての少額訴訟～少額訴訟がもたらす未収金の回収効果～
長井このみ 社会医療法人ピエタ会　石狩病院
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第
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１
広報　15：50～ 16：40

座長：大戸　将司 医療法人大寿会　大寿会病院

1-9-21	 広報課による活動が紹介率アップにおける影響
三浦　　充 医療法人　豊和会　新札幌豊和会病院

1-9-22	 ホームページリニューアルの目的と成果、今後の課題
内田　卓也 医療法人愛和会　愛和病院

1-9-23	 EVP(Employee	Value	Proposition) の発信による採用力向上のための取り組み
山内　貴幸 医療法人偕行会　法人本部　コーポレートブランディング部

1-9-24	 地域住民に向けた当院の取り組み
波間　啓輔 医療法人埼友会　埼友草加病院

1-9-25	 採用の質向上プロジェクトチームでの活動の効果の検討
吉田　彩愛 医療法人真鶴会小倉第一病院

広報、地域連携・地域包括ケアシステム　16：50～ 17：50
座長：福垣　順三 医療法人社団東山会　調布東山病院

1-9-26	 多職種連携で取り組んだセミナー活動の成果
野地　　崇 医療法人社団恵生会上白根病院

1-9-27	 イベント企画から費用対効果を比較した症例
川上　勇貴 医療法人八女発心会　姫野病院

1-9-28	 ホームページリニューアル業務から見えた事務部門の役割
	 ～日本一分かりやすい病院ホームページを目指して～

新垣　知世 医療法人おもと会　大浜第一病院

1-9-29	 病院移転をきっかけに紹介患者数増加に取り組んだ結果
	 ～営業活動主体の地域連携体制構築～

濵田　講平 社会医療法人清恵会　清恵会病院

1-9-30	 入退院支援センター設立から今日までの取り組み
久保田正信 医療法人山下病院　入退院支援センター

1-9-31	 業者経験を活用した診療材料費削減の取り組み
岩崎　良平 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院　資材・施設管理課
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１
第10会場［会議室 432］

臨床検査1　10：40～ 12：10
座長：甲賀　啓介 社会医療法人駿甲会　コミュニティーホスピタル甲賀病院

1-10-1	 当院におけるVA検査の簡易化に向けた取り組み
相川真名美 医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院

1-10-2	 当院におけるプロカルシトニン有用性の検討
知念　　仁 医療法人球陽会　海邦病院

1-10-3	 当院における乳がん発見・治療への取り組み
加藤　裕乃 医療法人社団　聡誠会　池田病院

1-10-4	 生理検査における新人教育について
名和　佑依 総合大雄会病院技術検査科

1-10-5	 臨床検査部門における在宅医療への関わり
小木曽美紀 医療法人大医会　日進おりど病院

1-10-6	 救命救急センター専任技師の現況報告
長屋　知紗 総合大雄会病院　技術検査科

1-10-7	 気管支鏡検査時の迅速細胞診導入の試み
堂薗俊太郎 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院

1-10-8	 頸動脈エコーからみた
	 夜勤業務（不規則な勤務形態）の動脈硬化の影響

小山　菜実 医療法人財団　謙仁会　亀有病院

1-10-9	 人員増加に伴う検査室業務の拡大
村上　栄那 医療法人東浩会　石川病院

臨床検査2　13：40～ 14：40
座長：南谷　健吾 名古屋記念病院

1-10-10	肺塞栓症を伴う上肢静脈血栓症（Paget-schroetter	syndrome）の一例
藤沢　一哉 上尾中央医科グループ　津田沼中央総合病院　検査科

1-10-11	「病理診断報告書」未確認ゼロへの取り組み
川村　辰也 名古屋記念病院　臨床検査部

1-10-12	小腸間膜から発生した類腱腫（desmoid	tumor）の一例
山口　梨沙 AMG　津田沼中央総合病院

1-10-13	 EDTA依存性偽血小板減少症が疑われた際の運用方法の検討
島田　久美 大分三愛メディカルセンター　検査部
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第
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１

1-10-14	超音波検査予約票の改訂及び職員の知識向上と患者説明統一化への試み
田村　麻美 医療法人社団直和会　平成立石病院　検査科

1-10-15	ＴＭＧ臨床検査部医療安全検討会との連携による当検査室の医療安全対策への
	 取り組み

緑川沙也華 TMG熱海所記念病院

診療、地域医療構想、医師の労務管理　14：40～ 15：30
座長：中野　博美 医療法人啓信会　京都きづ川病院

1-10-16	演題取り下げ

1-10-17	医師の働き方改革に伴う当院の体制について
	 ～救急医療の確保と改革実行の両立に伴う課題～

伊東　伸之 福岡新水巻病院

1-10-18	医師の働き方改革としての救急救命士へのタスク・シフティング
大澤　秀一 医療法人社団直和会　平成立石病院

1-10-19	人材紹介会社を活用した医師採用戦略
	 ～採用代行制度を中心として～

渡邊　光司 公益財団法人脳血管研究所　法人本部

1-10-20	当院が地域における救急を担うために開発した「SSTP」の効果
飯塚　　宏 医療法人済衆館　済衆館病院　脳神経外科

質向上（病院機能評価、ISO・TQM）1　15：50～ 16：50
座長：松原　為人 公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院

1-10-21	多職種で連携し、診療報酬算定に必要な医師記録の漏れを防ぐ取り組み
	 ～診療記録監査の一環として～

小林　裕子 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院

1-10-22	エコー検査の待ち時間短縮に向けての取り組み
	 ～当院検査科業務改善活動の一環として～

上田　真路 医療法人　沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院

1-10-23	当法人におけるTQC・TQM活動　
杉木　知武 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院

1-10-24	『とても満足』へ繋げるKH	Coder テキストマイニング
入江　克実 社会医療法人白十字会　白十字病院　内科
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第

日

 

１

1-10-25	 放射線技術科における5S活動の取り組み
関　　菜月 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院　診療技術部　放射線科

1-10-26	病院機能評価・ISO9001	による第三者評価機関を利用した院内改善活動の取り組み
大谷　拓也 如水会　嶋田病院

質向上（病院機能評価、ISO・TQM）2　16：50～ 17：50
座長：馬殿　徹也 医療法人回生会　宝塚病院

1-10-27	病院機能評価認定後「期中の確認」の取り組み　～継続した質改善活動～
大山　卓也 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生北見病院

1-10-28	徳洲会病院ピアレビューの結果と今後の方向
中川　秀光 野崎徳洲会病院

1-10-29	５S活動の継続とレベルアップのための内部審査
川口　哲夫 社会医療法人　若竹会　つくばセントラル病院　５S委員会

1-10-30	転院患者のスムーズな受け入れ体制への取り組み
加納　功治 医療法人三九会三九朗病院　診療支援部放射線

1-10-31	回復期リハ専門病院における病院機能評価取得の必要性について
石田　憲司 下関リハビリテーション病院

1-10-32	より多くの職員が表彰されるために
林　　麻彩 医療法人真鶴会小倉第一病院

第11会場［展示室 211］

在宅・訪問　10：40～ 12：10
座長：髙石　義浩 医療法人社団樹人会　北条病院

1-11-1	 中山間地域における若年がん療養者と家族への訪問看護
	 －本人と家族の望む暮しと家族のありようを支える－

武内千枝美 医療法人川村会くぼかわ病院　訪問看護ステーションくぼかわ

1-11-2	 住宅型有料老人ホームでの緩和ケアを可能とする取り組み
	 ～非がん疾患も含めた緩和ケアを目指して～

大森由紀代 住宅型有料老人ホーム　いそかぜ田中訪問介護ステーション

1-11-3	 在宅診療部における緩和ケア認定看護師としての関わり
大村祐夕乃 社会医療法人　宏潤会　だいどうクリニック

1-11-4	 MBC（メディカル・ベースキャンプ）と IOTを活用した在宅支援の取り組み
原　　和行 社会医療法人祐愛会　織田病院
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第

日

 

１

1-11-5	 荒川区重症心身障がい児者留守番看護師派遣事業について
	 ～委託事業を受けて、現在までの報告～

樋口眞由美 社会医療法人社団一成会　訪問看護ステーションみどり

1-11-6	 訪問看護ステーションにおける理学療法士と看護師の連携
	 ～平成 30年度介護報酬改定に伴い～

岸田　尚樹 医療法人正清会　金剛病院

1-11-7	 Ａ病院における退院後訪問の事例報告
吉田　秀子 医療法人社団紘智会　籠原病院

1-11-8	 重度視覚障がい者への自宅内移動自立に向けた取り組み
田島　一樹 三愛病院　訪問リハビリテーション三愛

1-11-9	 急性期病院における医療的ケア児の情報共有方法の検討
	 ～だいどーっこカードを使用して～

加藤衣津美 大同病院

教育・研修1　13：40～ 14：30
座長：小林　瑞穂 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション部

1-11-10	演題取り下げ

1-11-11	当院における院内研修会参加に対する意識調査
草野　謙二 恵光会原病院　リハビリテーション部

1-11-12	当院における卒後教育制度の評価～第三者評価指標を用いて～
佐々木　隆 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

1-11-13	 BSC勉強会開催による教育的効果　～アンケート調査より～
渡邉まどか 福井総合病院

1-11-14	人材育成を目的とした人事評価制度における機能を発揮させるための改善点
西村　茂生 社会医療法人　名古屋記念財団

1-11-15	キャリア開発ラダー導入への取り組み
	 ～学習支援に対する不満の解消に取り組んで～

小野　香苗 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院

教育・研修2　14：40～ 15：40
座長：西村　茂生 社会医療法人名古屋記念財団

1-11-16	研修1年後の職員の接遇行動の実態をさぐる
的野美和子 医療法人愛の会　光風園病院
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第

日

 

１

1-11-17	「院外研修会スタンプラリー制度」により職員の学習意欲を増加させた取り組み
中村　秀敏 医療法人真鶴会　小倉第一病院

1-11-18	当院における新人研修の実際と今後の課題について
藤木　千夏 医療法人靖和会　飯能靖和病院　看護部

1-11-19	ファシリテーションを活用したミーティングがチーム力強化に及ぼす効果
	 ～半構造化インタビューの考察～

田中　　渉 小松ソフィア病院　リハビリテーション科

1-11-20	当院における看護教育研修の現状
能上　治子 医療法人社団　幸正会　岩槻南病院

1-11-21	キャリア支援における各アウトカム指標間の関係性について
白石　和也 AMG　上尾中央医療専門学校

教育・研修3　15：50～ 16：50
座長：今井　　秀 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院

1-11-22	救急救命士が主体となって行う病院救急車に乗務するスタッフ教育
田中　尚樹 医療法人社団　永生会　南多摩病院

1-11-23	一般職を対象とした人事考課教育の実践　
	 ～組織理解を深めるための人事考課研修の取り組み～

鈴木　香里 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生病院

1-11-24	当院の造影CT検査における意識調査とそこからみえる今後の課題
薬袋　　恵 医療法人小宮山会　貢川整形外科病院

1-11-25	口腔ケアの意識向上を目指して
細尾　　旭 医療法人清水会　相生山病院　看護部

1-11-26	看護補助者への口腔ケア研修の試み～口腔ケアの理解は看護と介護の質を上げる～
田中　裕子 牧田総合病院　歯科・口腔外科

1-11-27	医事業務および医療秘書業務への教育支援体制
渡邉　俊光 守成会広瀬病院　医事部

教育・研修4　16：50～ 17：50
座長：長崎　宏則 社会医療法人宏潤会　大同病院　麻酔科

1-11-28	 CST委員会による排泄ケア認定制度を活用した看護職員教育とその効果
井原加代子 医療法人宏和会　あさい病院

1-11-29	 FIM に対する理解度の向上の為に
	 ～実績指数向上に向けた意識改革～

山本　皓朗 AMG　さがみリハビリテーション病院
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第

日

 

１

1-11-30	 AMGリハビリテーション部におけるマネジメントラダーに基づいた
	 主観的評価の結果と展望

高橋　一樹 AMGリハビリテーション部　育成委員会

1-11-31	 FIM における採点の正確性向上を図る取り組み
	 ～テストを用いた課題の把握と対策立案～

酒井　謙司 医療法人桂名　木村病院

1-11-32	 AMGリハビリテーション部におけるキャリア支援体制の構築へ向けて
	 ～キャリア支援委員会設立と活動報告～

神山　真美 AMG　上尾中央医療専門学校

1-11-33	植込みデバイス管理に対する院内の取り組み
板倉　礼卓 愛知厚生連　海南病院

第12会場［展示室 212］

救急・災害1　10：40～ 12：10
座長：丹羽　孝司 医療法人済衆館　済衆館病院　事務部

1-12-1	 救急応需困難例削減のための対策とその結果
美原　　貫 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経外科

1-12-2	 救急搬送受け入れ体制の改善に向けた取り組み
国武　朱美 医療法人　聖峰会　田主丸中央病院

1-12-3	 熱中症の現状～過去２年を振り返り＆今後の予想と検討すべきこと～
磯﨑　千尋 伯鳳会　東京曳舟病院　救急救命士課

1-12-4	 院内の急変対応力向上に向けた活動の効果と有用性の検討
酒井　千穂 町田市民病院　ICU・CCU

1-12-5	 アクション・カード活用による防災訓練の効果
須藤由紀子 財）河北総合病院

1-12-6	 災害拠点病院ではない民間ケアミックス病院における災害時初期対応訓練
山中　安行 医療法人済衆館　済衆館病院

1-12-7	 災害発生時においてコメディカルができること
西宮　史郎 社会医療法人社団健脳会　千葉脳神経外科病院

1-12-8	 夜間地震災害初動訓練への取り組み～アクションカードの使用を通して～
橋本かおり 社会医療法人社団　正志会　南町田病院

1-12-9	 民間2次救急病院における24時間稼働のドクターカー運用について
小林　　豊 さくら総合病院　救急科
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第

日

 

１
救急・災害2　13：40～ 14：30

座長：小關　　剛 医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院

1-12-10	救急搬送される重症患者の治療開始を早めるためのホットライン対応
内田　　優 社会医療法人緑泉会　米盛病院

1-12-11	救急ホットライン対応時間短縮によって地域への貢献を図る
平田　　誠 関西メディカル病院EMT課

1-12-12	演題取り下げ

1-12-13	愛知県透析医会災害対策　～県内災害情報ネットワーク～
伊藤　　功 医療法人光寿会　光寿会リハビリテーション病院

1-12-14	大規模災害訓練を振り返る
	 ～訓練の重要性と定期継続の意義～

三枝　興治 医療法人　明和会　たまき青空病院

1-12-15	手術室における震災訓練を実施して
菅　　智子 等潤病院

医療機器管理・施設設備管理・環境保全、新しい医療　14：40～ 15：40
座長：石田　　治 医療法人生寿会　かわな病院

1-12-16	医療機器の長期使用を目指して　～リペアキットを用いた対策～
檀　　祐生 社会医療法人弘恵会　ヨコクラ病院

1-12-17	タブレット端末導入における業務改善の試み
宮城　咲子 医療法人博愛会　牧港中央病院

1-12-18	新病院計画で培った新たな施設設備管理部門としての存在価値
望月　　学 医療法人はぁとふる　運動器ケア　しまだ病院

1-12-19	複数の見守りシステムアラート通知を統合し、患者安全と省力化を実現する
細川　翔平 医療法人八女発心会　姫野病院

1-12-20	 Precision	I-HDF の有効性と汎用性
森田　将行 医療法人生寿会　ごきそ腎クリニック

1-12-21	慢性心不全透析患者に対する人工炭酸泉治療の取り組み
森　　敏彦 医療法人偕行会　名古屋共立病院　偕行会ウェルネスセンター
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第

日

 

１
DPC・診療情報管理1　15：50～ 16：50

座長：前田　哲哉 医療法人偕行会法人本部　情報システム部

1-12-22	診療情報管理士によるDPC提出データの精度向上への取り組み　
	 ～ DPC参加病院までの道程～

小澤貴久代 社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院

1-12-23	 EXCELでつくる、DPC分析データ
首藤　稔久 社会医療法人　敬和会　大分岡病院

1-12-24	部位不明・詳細不明コードの発生状況から “つながる ”傷病名のあり方を考える
青木理矢子 AMG　伊奈病院

1-12-25	院内データを二次利用した肺炎分析
長谷川　寿 株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院

1-12-26	がん登録の結果から導きだされた当院の目標
野澤　美樹 AMG　津田沼中央総合病院

1-12-27	病院情報の公表を通じたOJTの実践について
鵜飼　伸好 社会医療法人名古屋記念財団　名古屋記念病院

DPC・診療情報管理2　16：50～ 17：50
座長：原田　恵司 医療法人社団東光会　TMG　西東京中央総合病院

1-12-28	継続的診療記録鑑査による記載率の向上
小谷野圭子 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院

1-12-29	診療情報の一元化と監査による医療の質向上への取り組み
小池　　厚 AMG　三郷中央総合病院　診療情報管理室

1-12-30	術前外来患者に対する歯科介入の効果について
慶野　照子 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　事務部　地域医療連携課

1-12-31	傷病名コードの適正化へ向けた取り組み
藤岡　涼輔 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院

1-12-32	カンゴッチ活用による、重症度、医療・看護必要度の精度向上への取り組み
松本　莉佳 医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院

1-12-33	病棟再編後のベッドコントロール運用を影で支える事務部の取り組み
下山　美紀 社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院　医事課
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２

第4会場［レセプションホール東］

看護6　13：30～ 14：30
座長：小松　久代 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション部

2-4-1	 高齢患者への身体抑制の減少とフローチャート導入の関連について
石原　浩子 医療法人社団　弘人会　中田病院

2-4-2	 高齢者に対する、「不眠・不穏時指示」薬剤選択の実態調査
中山　智子 等潤病院

2-4-3	 ICU 入室患者にせん妄の予防的ケアを介入して
小高　真穂 AMG　三郷中央総合病院

2-4-4	 大声のあるレビー小体型認知症患者の関わり
	 ～昼夜逆転の改善に向けて～

岡村　一輝 医療法人花咲会かわさき記念病院

2-4-5	 一般病棟におけるせん妄スクリーニングツール（DST）を用いた取り組み
中川　達朗 医療法人聖真会　渭南病院

2-4-6	 行動・心理症状（BPSD）を発症した患者のDemetia	Care	Unit（DCU）
	 入室前後の睡眠・覚醒リズムの変化

小柳　有理 社会医療法人祐愛会　織田病院

看護7　14：30～ 15：30
座長：山内　　要 社会医療法人名古屋記念財団　金山クリニック　看護部

2-4-7	 クリティカルケア領域における看護実践の経験－現象学的アプローチより－
蛭田恵美子 榊原記念病院

2-4-8	 NPPV装着におけるフェイスマスクのフィッティング技術向上を目指して
	 意識調査・勉強会を実施して

小豆澤由紀 AMG　白岡中央総合病院

2-4-9	 回復期看護におけるキャリアラダーの構築
寺山　朋美 脳神経センター大田記念病院

2-4-10	 勉強会の取り組みについて
宮本　史子 医療法人赤枝会　赤枝病院

2-4-11	 院内褥瘡勉強会後の褥瘡発生率とスタッフの意識変化
	 ～アンケートによる現状の把握と今後の課題～

杉山　和代 医療法人社団松弘会　三愛病院　看護部

2-4-12	 手術室における器械出し看護師の自己内省のあり様
上野愛優美 社会医療法人　甲友会　西宮協立脳神経外科病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

看護8　15：30～ 16：30
座長：加藤　　瞳 医療法人三九会　三九朗病院

2-4-13	 終末期看護に関わる看護師の意識向上への取り組み
黒澤　央子 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

2-4-14	 重度意識障害患者の妻に対する援助について
米澤　友紀 医療法人社団　shindo　旭川リハビリテーション病院

2-4-15	 自宅にて治療継続を希望する患者家族への退院指導を行った一例
	 ～意志決定支援の中で見えた課題～

宮城　拓人 地方独立行政法人　那覇市立病院

2-4-16	 亜急性期病棟におけるがん終末期患者の看護を経験して
	 ～成人進行がん患者の闘病のプロセスを共に歩む～

小辻　師帆 伊勢田中病院

2-4-17	 アドバンス・ケア・プランニング（ACP）の取り組み
鈴木　宣克 医療法人財団利定会大久野病院

2-4-18	 病棟での倫理カンファレンスを具現化するために～倫理アンケートによる意識調査～
江本　結奈 医療法人愛生館　小林記念病院

第5会場［レセプションホール西］

看護9　9：00～ 10：10
座長：川島友一郎 社会医療法人川島会　川島病院

2-5-1	 Ｓ大学看護学生の臨地実習におけるストレッサーに対するコーピングと
	 レジリエンスの関連

日下　千奈 東京医科大学八王子医療センター

2-5-2	 外来の現状と課題
	 ～応援体制定着に向けた活動から見えてきた事～

上地　綾子 医療法人　和の会　与那原中央病院

2-5-3	 A急性期病院における看護管理当直者の役割と課題
都築　智美 大同病院

2-5-4	 当院における看護師特定行為の実践報告と今後の課題
川江　辰徳 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　HCU

2-5-5	 日本で看護を学ぶこと
魏　　慶宇 医療法人社団永生会　永生病院

2-5-6	 褥瘡ケアにおける看護師特定行為研修修了者の成果
北島美和子 医療法人平成博愛会　博愛記念病院記念
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第

日

 

２

2-5-7	 中途採用看護師のバスキュラーアクセス管理における不安の軽減にむけて
武藤　　檀 社会医療法人ピエタ会　石狩病院

リハビリテーション8　13：30～ 14：30
座長：野瀬　範久 医療法人社団十善会　野瀬病院

2-5-8	 リハビリカンファレンスにおける看護師の役割を考える
山田　理恵 新横浜リハビリテーション病院

2-5-9	 退院時ADLは目標としたADLと一致するのか
岩井　知太 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　リハビリテーション科

2-5-10	 当院における脳血管障害患者への入院時訪問指導の効果とスタッフアンケート結果
	 ～退院支援に向けて～

北川　　格 医療法人寿芳会　芳野病院

2-5-11	 定量化された作業評価を実施したことで退院時に希望であった調理動作の獲得が
	 できた症例

磯村　信幸 医療法人桂名会　木村病院

2-5-12	 自動車運転再開支援の取り組みと経過
遠藤　知恵 社会医療法人　康陽会　中嶋病院

2-5-13	 当院における脳損傷者に対する自動車運転再開支援の取り組み
伊藤　大貴 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　リハビリテーション科

リハビリテーション9　14：30～ 15：30
座長：木村　知行 医療法人寿人会　木村病院

2-5-14	 HAL-SJとレッドコードを併用したことにより麻痺側上肢の使用頻度が向上した一事例
松澤もなみ 社会医療法人　医仁会　中村記念南病院

2-5-15	 脳卒中片麻痺患者の歩行障害に対する2種類のロボットリハの同時併用効果
髙田　昌寛 医療法人　平成博愛会　博愛記念病院

2-5-16	 注意障害を呈した脳卒中片麻痺患者に歩行支援機器 (welwalk) を使用し
	 麻痺側足尖引っかかりが改善した症例

福井　聖人 東海記念病院　リハビリテーション部

2-5-17	 歩行自立が困難であった回復期脳卒中患者に対する歩行練習アシスト（GEAR）の
	 ADL能力向上の効果

牧　　芳昭 鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション部

2-5-18	 通所リハビリにて慢性期脳卒中上肢麻痺患者に対し、ReoGo-J と作業療法の
	 併用療法を実施した1症例

増田　祐哉 医療法人　伯鳳会　はくほう会セントラル病院
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第

日

 

２

2-5-19	 左視床出血症例に対するCI 療法と随意運動介助型電気刺激の併用療法の試み
砂川　耕作 関西福祉科学大学保健医療学部

リハビリテーション10　15：30～ 16：30
座長：宮嵜　友和 医療法人桂名会　木村病院

2-5-20	 大腿骨頭高度後方回転骨切り術後の可動域および筋力変化の検討
小野瀬直樹 TMG　佐々総合病院　リハビリテーション科

2-5-21	 股関節安定化の一要因について～四つ這いを利用した検討～
室田　一哉 社会医療法人　明陽会　第二成田記念病院

2-5-22	 膝蓋骨骨折術後の術後遷延痛に対し能動的な運度療法が改善の糸口となった一症例
山口　修平 医療法人済衆館　済衆館病院　リハビリテーション科

2-5-23	 訪問リハビリテーションにおける理学療法の有効性と関節ファシリテーション (SJF)
	 の適応　　~SJFとは~

中津留一暉 医療法人　正清会　金剛病院

2-5-24	 当院地域包括ケア病棟でのリハビリテーション科の関わり
	 ～開設２年経過後の現状報告と課題～

安達　知広 社会医療法人甲友会　西宮協立脳神経外科病院リハビリテーション科

2-5-25	 「立位でできる1分間腰痛予防体操」の定着化への取り組みと腰痛改善の検証
福井祐貴子 医療法人財団　立川中央病院

第6会場［会議室 141+142］

看護10　13：30～ 14：30
座長：目野　千束 医療法人社団喜峰会　東海記念病院

2-6-19	 長期療養患者への重曹シャンプーの効果
	 ～消臭効果と皮脂除去の検討～

渡邉利津子 医療法人恵光会　原病院

2-6-20	 誤嚥性肺炎を繰り返す患者の口腔ケアへの取り組み
中村美智子 医療法人社団　聡誠会　池田病院

2-6-21	 体位変換付き高機能エアマットレスの活用と使用基準の導入
	 ～安全安楽なポジショニングを目指して～

山下登喜子 社会医療法人中央会尼崎中央病院

2-6-22	 病棟内における臭いの軽減を試みて
	 　～排泄物臭に対する消臭対策の検討～

大津　晴香 ヨコクラ病院
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第

日

 

２

2-6-23	 血液透析患者に清拭洗浄剤を用いた皮膚状態改善の効果
	 ～乾燥・掻痒のある患者を対象として～

市川　　遥 AMG　蓮田一心会病院　

2-6-24	 療養病棟における口腔ケアの工夫　～ハッカ油を使用した口腔ケアの試み～
松谷　康平 医療法人済衆館　済衆館病院

看護11　14：30～ 15：30
座長：影山　裕子 医療法人医仁会　さくら総合病院　感染管理認定看護師

2-6-25	 意識のある気管切開患者のコミュニケーションを振り返って
小川　清華 医療法人恵光会　原病院　2病棟

2-6-26	 温罨法による排便援助への取り組み
	 ～意識レベルの低い高齢の患者様を対象にして～

小橋川友樹 医療法人　和の会　与那原中央病院

2-6-27	 便秘症の経腸栄養患者に対するアプローチ
	 ～刺激性下剤に頼らない排便コントロールを目指して～

富田　奈々 社会医療法人　平成醫塾　苫小牧東病院

2-6-28	 A型急性大動脈解離を発症し救命し得た1症例
横山美貴子 医療法人　三良会　村上新町病院

2-6-29	 白内障手術患者の術前説明における写真付きパンフレットの有用性
三橋　拓也 あさぎり病院

2-6-30	 腹膜透析患者への災害教育の取り組み
	 ～災害手帳「とっP」を使用して～

滝藤　由恵 社会医療法人大雄会大雄会第一病院

看護12　15：30～ 16：30
座長：浅井　健次 医療法人宏和会　瀬戸みどりのまち病院

2-6-31	 回復期リハビリテーション病棟における患者のADL向上を目指して
	 　～看護師の FIM導入を試みて～

山口麻理子 宗像水光会総合病院

2-6-32	 当院のＨＨＤの実際～事例を通して～
田中　沙織 新生会第一病院	在宅透析教育センター

2-6-33	 介護老人保健施設における専門職の役割	－専門職の連携の視点から－	
吉越　光代 若葉病院

2-6-34	 当院におけるデバイスナースの役割
生盛万里絵 社会医療法人　仁愛会　浦添総合病院
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第

日

 

２

2-6-35	 肝臓サポート外来の役割～当院における肝炎スクリーング検査について～
呉屋さゆり 社会医療法人仁愛会浦添総合病院

2-6-36	 高齢者に発生しやすい「スキンテア」「IAD」への院内での取り組みについて
小林　千子 医療法人新生十全会　なごみの里病院

第7会場［会議室 131+132］

リハビリテーション11　9：00～ 10：30
座長：佐々木一成 医療法人社団松弘会　三愛病院

2-7-1	 当院訪問言語聴覚療法を利用する嚥下障害者への安全な経口摂取に向けた取り組み
禱　　亜耶 牧病院　診療支援部　リハビリテーション科

2-7-2	 脳卒中患者の臨床的特徴から水分トロミの必要性を推測できるか？
宮崎　穂高　 南町田病院　リハビリテーション科

2-7-3	 破傷風進行後の重度嚥下障害に対するリハビリテーション
宮崎　智美 社会医療法人　アルデバラン　手稲いなづみ病院

2-7-4	 KTBCからみた当院嚥下障害患者に対する関わり
小笠原　剛 社会医療法人恵和会西岡病院　リハビリテーション科

2-7-5	 当院での経口摂取確立に関わる因子の検討
横井　拓郎 医療法人　清水会　相生山病院

2-7-6	 地域包括ケア病棟にて誤嚥性肺炎予防を目的とした早出勤務を試みて
	 ～ＳＴのアプローチ内容～

今村　修子 社会医療法人弘恵会　ヨコクラ病院

2-7-7	 介入時間の柔軟さを活かしたアプローチがトイレの自立につながった症例
秦　　秀人 医療法人社団永生会永生病院リハビリテーション科

2-7-8	 当院におけるトイレ動作自立に向けた取り組み
	 ～トイレ動作評価表を用いて～

尾形　拓哉 医療法人　寿芳会　芳野病院

2-7-9	 回復期リハビリテーション病棟入院患者における排泄動作獲得の可否に関わる
	 要因の検討

川越　伸一 花と森の東京病院

放射線1　10：30～ 11：50
座長：金子　　剛 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院

2-7-10	 アナフィラキシーショック時の急変時対応合同訓練について
松田　優二 社会医療法人　かりゆし会　ハートライフ病院
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第

日

 

２

2-7-11	 頚部造影CTで溶連菌感染症にひそむ川崎病を予見できる可能性
谷口　一登 町立太良病院

2-7-12	 当院での乳がん検診マンモグラフィにおけるコンピュータ支援画像診断システム
	 (CAD) の使用経験

中村　晴妃 社会医療法人社団　慈生会　等潤病院

2-7-13	 当院の intra-fractional	margin についての検討
高橋　新生 成田記念陽子線センター　陽子線技術室

2-7-14	 積極的にミオMIBG検査を行った結果
守　　優介 埼玉東部循環器病院

2-7-15	 放射線医療機器の線量管理に関する検討
	 ー	一般撮影装置、CT、透視装置を中心に	ー

伊藤　祐介 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　技術放射線科

2-7-16	 当院における側方経路腰椎椎体固定術 (LIF) に対する術前造影3D-CTの取り組み
青木　　葵 医療法人社団永生会　永生病院　放射線科

2-7-17	 冠動脈CT検査に於ける造影剤投与量の再検討
山田　竜徳 医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院　放射線部

放射線2　13：30～ 14：30
座長：伊藤　祐介 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　技術放射線科

2-7-18	 医療スタッフの職業被ばく低減のための活動内容と成果
奥之薗祐一 宗像水光会総合病院

2-7-19	 Test	Injection 法を用いた頭部CTA＋ Vにおける分離撮影の最適化
後藤　大智 TMG　熱海所記念病院

2-7-20	 大腸CT検査の取り組み方法の変更と評価～腸管拡張不足に対する取り組み～
工藤　拓巳 社会医療法人　ピエタ会　石狩病院

2-7-21	 逐次近似法を使用しない胸部および腹部CT検査適正化後の再調査報告
－DRLs を指標とした1年間の適正化再評価－
恒松　慎一 社会医療法人　甲友会　西宮協立脳神経外科病院　放射線科

2-7-22	 放射線被ばく線量管理のすすめ　当院での管理について
山形　忠史 ＡＭＧ　柏厚生総合病院

2-7-23	 ポータブル	X	線撮影装置『CALNEO	AQRO』導入における当院でのメリット
佐々木裕太 TMG　佐々総合病院
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第

日

 

２

放射線3　14：30～ 15：30
座長：辻井　重吉 社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部

2-7-24	 Dual	energy	subtraction におけるミスレジストレーションの影響に関する検討
和田　樹昂 AMG	彩の国東大宮メディカルセンター

2-7-25	 腹部血管撮影装置における被ばく線量推移と線量最適化の取り組み
北島　幸也 JA 愛知厚生連　海南病院　放射線技術科

2-7-26	 膝関節置換術後の単純X線撮影に用いる補助具の作成
則竹　隆広 社会医療法人　大雄会　総合大雄会病院

2-7-27	 当院における造影剤副作用時の対応について
高山　椋平 AMG　柏厚生総合病院

2-7-28	 検出器の独立回転機能を用いて座位撮像が可能であった骨シンチの１例
小林　貴博 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院

2-7-29	 FPD導入における再撮影の現状把握について
黒木　亮寿 TMG　新座志木中央総合病院

病院事務管理3　15：30～ 16：30
座長：坂井　典子 医療法人社団崎陽会　日の出ヶ丘病院

2-7-30	 訪問診療の粗利益を簡易的に算出する方法の構築
	 ～正しい収入把握から材料費算出まで～

守屋　岳彦 医療法人社団東山会調布東山病院

2-7-31	 医療の質向上とコスト削減への取り組み
	 ～安全・感染の追求とコスト削減というジレンマの闘い～

松本　汐海 社会医療法人中央会　尼崎中央病院

2-7-32	 医療費未収金に対する取り組み
小野　寛之 医療法人鉃友会　宇野病院　事務部

2-7-33	 はじめの一歩！
	 ～新資格制度　第１回　施設基準管理士認定試験に挑戦～

加藤　淳子 医療法人三九会　三九朗病院

2-7-34	 中小病院ができる返戻・査定削減に向けた取り組み～これからのAi 時代を見据えて～
後藤　宏平 医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院

2-7-35	 ハイブリッド透析をめぐる医事算定上の問題点の一考察
鵜飼　伸好 社会医療法人名古屋記念財団　名古屋記念病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

第8会場［会議室 133+134］

介護1　9：00～ 10：30
座長：赤松幹一郎 医療法人正清会　金剛病院

2-8-1	 介護老人保健施設の看取り経験が職員に影響したこと
近藤　　郁 小規模介護老人保健施設かーさ・あもーれ

2-8-2	 オムツ交換業務から排泄ケアへ
	 ～介護の質を高める業務改善～

西山　　優 医療法人　祐基会　帯山中央病院

2-8-3	 腰痛予防の取り組みでわかったこと
幸喜　彩佳 医療法人おもと会大浜第二病院

2-8-4	 個別性のある排泄ケア～リハビリパンツで快適な毎日を～
佐藤　優香 医療法人元気会横浜病院

2-8-5	 お茶の葉（緑茶・ほうじ茶・麦茶）を用いた拘縮のある手指の消臭、状態の変化の
	 検証

加藤　紫貴 山﨑病院

2-8-6	 当施設における褥瘡予防の取り組み
富川まゆみ ポート・ヒロック

2-8-7	 ご利用者様も職員も元気で笑顔いっぱいのデイケア
秋山　朋子 社会医療法人　若竹会　つくばセントラル病院　介護老人保健施設　セントラルふれあい

2-8-8	 介護職員満足度調査に基づく介護サービスの見える化の取り組み
若杉　祐樹 社会福祉法人ケアネット　特別養護老人ホーム和心

2-8-9	 ノーリフトケア
	 ～患者様と職員に優しい介護を～

堀田万由美 医療法人十全会　京都東山老年サナトリム

介護2　10：30～ 12：00
座長：杉本　順子 医療法人かわせみ　八多病院

2-8-10	 食事をおいしく楽しく召し上がって頂く取り組み
宮岡　達也 医療法人藤仁会　ふれあいの郷あげお

2-8-11	 ヘルパーも介入出来る安心・安全な食事介助を目指して
中村ひさこ 医療法人明倫会　宮地病院

2-8-12	 当院通所リハにおける摂食・嚥下機能への調査
満安　隆之 医療法人社団牧会　小牧病院　リハビリテーション科
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-8-13	 発語を促しコミュニケーション能力の向上を目指して
小林　砂織 医療法人赤枝会　赤枝病院

2-8-14	 老健施設での摂食嚥下ケアのチーム連携の取組み
	 －多系統萎縮症の利用者を通して－

薮下美佐子 介護老人保健施設　ソルヴィラージュ

2-8-15	 通所リハビリにおける尿失禁予防体操の実施と効果の検討
松山　孝志 医療法人社団牧会小牧病院

2-8-16	 古武術介護を導入して10年が経過して得られたもの
堀　花奈美 医療法人真鶴会小倉第一病院

2-8-17	 排泄の質の向上にむけて
	 　　～立ち上がり動作をよりスムーズに～

保科　紀行 医療法人十全会　京都東山老年サナトリウム

2-8-18	 地域包括ケア病棟において介護福祉士による音楽を活用した
	 集団レクリエーションを行って

若園マサ子 瀬戸みどりのまち病院

チームアプローチ1　13：30～ 14：30
座長：尾中　宇蘭 社会医療法人　尾中病院

2-8-19	 地域包括ケア病棟での多職種による病棟デイケア活動
井原　寛信 社会医療法人　弘恵会　ヨコクラ病院

2-8-20	 当院地域包括ケア病棟での取り組み～アクティビティの実施について～
五藤　貴恵 医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院　リハビリテーション部

2-8-21	 当院地域包括ケア病棟における再入院予防の取り組み
武富　梨花 医療法人　天心堂　志田病院

2-8-22	 周術期管理チームにおける歯科衛生士参画の効果
塚松　友紀 ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院医療技術部歯科衛生科

2-8-23	 選ばれる病院を目指して　～私たちが誇るチームワーク～
岡崎　慶子 医療法人財団　逸生会　大橋病院

2-8-24	 医療連携部門におけるリハビリテーション専門職の取り組み
	 ～ダブルライセンスを活かして～

今村美和子 南町田病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

チームアプローチ2　14：30～ 15：30
座長：山田　喜彦 特定医療法人仁医会　あいちリハビリテーシヨン病院　リハケア部

2-8-25	 誤嚥・窒息をゼロに！　誤嚥窒息予防を目的とした多職種混合チームの取り組み
藤本　竜也 赤穂中央病院

2-8-26	 骨密度の上昇と患者アンケート調査による治療の重要性は相関するか
佐藤　貴子 医療法人社団　昭成会　田﨑病院

2-8-27	 南多摩病院における排尿ケアチームの取り組み
山村　範子 永生会　南多摩病院　看護部

2-8-28	 褥瘡発生率低下の取り組み
	 ～エアマットレス稼動にむけた多職種連携～

水谷　昌義 社会医療法人宏潤会大同病院

2-8-29	 良好な車椅子姿勢で食事を摂取するための取り組み報告
奥原　幸子 鵜飼リハビリテーション病院

2-8-30	 多職種連携による重症度、医療・看護必要度の評価を適正に管理するための取り組み
齋藤　拓也 AMG　上尾中央総合病院

チームアプローチ3　15：30～ 16：30
座長：永瀬　真生 医療法人桂名会　木村病院

2-8-31	 チームで取り組む安全の為のリスク評価　～医事課ができるアプローチ～
関澤　祥子 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　医事課

2-8-32	 チーム連携した集団レクリエーションの実施に向けて
友添　志保 鵜飼リハビリテーション病院

2-8-33	 回復期リハビリテーション病棟の実績指数における除外対象患者の抽出方法の検討
神戸　康成 医療法人鉃友会　宇野病院

2-8-34	 チーム医療の一員としての看護補助者の育成
俵　　珠美 社会医療法人宏潤会　大同病院

2-8-35	 病棟介護士の意識向上のためのアプローチについて
奥谷　弓子 特定医療法人仁医会　あいちリハビリテーション病院

2-8-36	 在宅支援パンフレットを通じた看護師、介護士の連携強化について
齋藤　潤一 医療法人仁医会　あいちリハビリテーション病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

第9会場［会議室 431］

栄養・給食・NST1　9：00～ 10：30
座長：田中　志子 医療法人大誠会　内田病院

2-9-1	 適時適温管理の取り組み～温冷配膳車の温度変化をもとに～
宮田　　透 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院	栄養部

2-9-2	 やわらか食の調理方法　～第２報～
井上雄一朗 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院　栄養部

2-9-3	 高齢者の食思低下に影響する食事環境に関する研究
川上　洋子 医療法人社団明生会　セントラル病院　松濤

2-9-4	 当院における病棟配置型NSTの取り組みと課題
田中　智美 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　栄養部

2-9-5	 長期寝たきり患者への効率的な嚥下食提供のためのクックチルシステム導入の効果
熊田　久美 医療法人社団恵仁会　なぎ辻病院

2-9-6	 嚥下内視鏡検査から退院支援までの管理栄養士の関わり
兼弘　朋実 大倉山記念病院　

2-9-7	 災害時における当院の取り組み　～2018年の災害を経験して～
幸田　直子 医療法人朗源会　大隈病院

2-9-8	 回復期病棟における当院独自の栄養評価指標（NA-７）と標準的に使用されている
	 MNA-SF との精度比較

飯田　光雄 医療法人　仁医会　あいちリハりビリテーション病院

2-9-9	 集中治療室における栄養評価と予後の関係
	 － Geriatric	Nutritional	Risk	Index を用いて－

椎野　憲二 名古屋記念病院

栄養・給食・NST2　10：30～ 12：00
座長：土師陽一郎 社会医療法人宏潤会　大同病院　膠原病・リウマチ内科

2-9-10	 当院における後期高齢入院患者の世帯構成別栄養状態とその他関連要因の検討
角　　直子 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院

2-9-11	 放射線・陽子線治療を行う前立腺がん患者への便・腸管ガス貯留予防を目的とした
	 栄養指導の取り組み

井戸川久美子 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院

2-9-12	 回復期リハビリテーション病棟に入院した高齢運動器疾患患者のBMI と
	 身体組成の関連

長谷川和久 小林記念病院　リハビリ部
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-9-13	 喫食量改善に向けた栄養ケア ･マネジメントの取り組み
	 ～慢性期病院の場合～

末次　直子 小倉新栄会　新栄会病院

2-9-14	 回復期リハビリテーション病棟入院患者の栄養状態の改善度がリハビリテーション
	 効果に与える影響について

山本　美桜 医療法人　財団善常会　栄養管理部

2-9-15	 当院における外来糖尿病患者への栄養生活指導の取り組みについて
立花　明子 医療法人天心堂　志田病院

2-9-16	 栄養指導の質向上と業務の効率化に向けた外来初回栄養指導患者への
	 食生活チェックリストの導入

川村　奈穂 医療法人社団直和会　平成立石病院　栄養科

2-9-17	 当院入院患者およびデイケア利用者給食における残食率に対する検討
石橋　愛理 医療法人ロコメディカル　江口病院　栄養管理科

2-9-18	 個別栄養食事管理加算算定開始における栄養科の取り組みと結果報告
陳　　真規 JA 愛知厚生連　海南病院

薬剤1　13：30～ 14：30
座長：田中　義輝 社会医療法人名古屋記念財団　新生会第一病院　薬剤部

2-9-19	 静岡県初！我が町・長泉町中学２年生に対するピロリ菌検診の取組みにおける
	 薬剤師の関わり

中野　　潤 医療法人社団聡誠会　池田病院

2-9-20	 ポリファーマシーへのへの取り組み
	 ～多剤併用患者の減薬をめざして～

富名腰海奈 医療法人球陽会　海邦病院

2-9-21	 メルカゾール (MMI) 開始時の抗アレルギー薬併用により副作用の皮膚障害による
	 投与中止を低減するか？

三島　貴子 伊藤病院

2-9-22	 回復期リハビリテーション病棟における病棟薬剤業務の必要性の検討
加藤　豊範 医療法人愛生館　小林記念病院　薬剤科

2-9-23	 残薬解消に向けた地域医療支援病院主体型・保険薬局主体型両モデルの
	 データ分析と運用上の課題

関　　利一 ひたちなか総合病院　ＴＱＭ統括室経営支援センター

2-9-24	 ＡＲＢ服用中の高血圧患者が手術当日、ＡＲＢ服用を中止しても遅い
青野　　允 	医療法人雄心会　　函館新都市病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

薬剤2　14：30～ 15：30
座長：小浜　守平 医療法人生生会　松蔭病院　薬局

2-9-25	 処方しない勇気　～煩雑な処方をスコアリングしてみたら～
柴田　理恵 医療法人鉃友会　宇野病院　診療技術部　薬剤科

2-9-26	 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の当院外来での使用状況調査
藤澤　　司 社会医療法人一成会　木村病院

2-9-27	 外科手術後の鎮痛剤定時使用による入院期間の短縮と患者満足度の向上
小笠原亜紀 医療法人社団直和会　平成立石病院　薬剤科

2-9-28	 老健施設におけるポリファーマシーへの取り組み
	 ～認知症利用者との関わりを通して学んだこと～

國生　紘子 介護老人保健施設　ソルヴィラージュ

2-9-29	 亜鉛がもたらす体内動態と有効性
正木　智久 貢川整形外科病院

2-9-30	 当院におけるがん薬物療法への薬剤師介入状況
田中　康裕 社会医療法人社団　慈生会　等潤病院

その他1　15：30～ 16：30
座長：姫野亜紀裕 医療法人八女発心会　姫野病院

2-9-31	 回復期病棟入棟前訪問の現状と課題
	 －改善する為の具体的方略－

藤後佳津美 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院

2-9-32	 多職種でつくる認知症カフェ　「いつまでもこの町で」支えあう
澤田　真紀 医療法人偕行会　在宅医療事業部

2-9-33	 MCI 患者に対する炭酸泉療法の取り組み
足立　佳世 医療法人偕行会　名古屋共立病院ウェルネスセンター

2-9-34	 小学生軟式野球チームに対する障害予防教室の開催の経験
和田　大成 社会医療法人光生病院　診療支援部

2-9-35	 病床稼働率向上にむけた空床要因分析と具体的取り組み
河合　秀樹 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　医療連携部

2-9-36	 中小規模病院看護師の情緒的コミットメント、ワーク・ファミリー・コンフリクトと
	 管理職の認識との関係

宮下　美子 社会医療法人名古屋記念財団　新生会第一病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

第10会場［会議室 432］

その他2　9：00～ 10：30
座長：河野　稔文 医療法人　富田浜病院

2-10-1	 当院における自動車運転支援体制の構築と現状における課題
中村　大輔 霧島記念病院

2-10-2	 当院における歯科衛生士の役割
瀬口　優里 医療法人社団水光会　　宗像水光会総合病院

2-10-3	 私達・・・１２０人の大家族　
	 　断らない通所リハビリテーション

大塚　　晶 AMG　横浜相原病院

2-10-4	 ～障害者雇用推進プロジェクト～
	 精神障害者定着率100%のスピード採用・即戦力化システム構築の実践

田中　由紀 社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院　

2-10-5	 医師事務作業補助者による業務改善
戸井田智子 AMG	伊奈病院	

2-10-6	 時間外超過勤務削減に向けた対策～セル看護とPNSを導入して～
小林　晴美 社会医療法人川島会川島病院

2-10-7	 入院患者情報、病棟看護部への伝達改善　～他施設へのヒアリングを通じて～
高橋　竜太 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生病院

2-10-8	 人工呼吸器のアラーム通知システムの作製
澤田　博幸 医）社団寿量会　熊本機能病院

2-10-9	 日本初の施設「パタニティ・マタニティハウス」によるパパの育児参加の支援について
志村貴美恵 医療法人愛和会　愛和病院

その他3　10：30～ 11：50
座長：亀井　克典 医療法人生寿会　かわな病院

2-10-10	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～

臂谷　亮輔 京都府医療勤務環境改善支援センター

2-10-11	当院における投書状況について　～選ばれる病院を目指して～
冨里　　等 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

2-10-12	現況から見る透析患者動向推計
寺尾尚一郎 医療法人尚腎会　高知高須病院　管理部



― 76 ―

一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-10-13	患者様向けフリーWi-Fi の病院全館への導入事例
高橋　慎二 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

2-10-14	医療ソーシャルワーカーの働き方改革
	 ～副業による地域貢献への取組みについて～

金村　圭紀 医療法人真鶴会　小倉第一病院

2-10-15	患者サービス向上への取り組み　－視能訓練士が検査以外にできることー
秋庭　幹子 医療法人社団　永生会　　南多摩病院

2-10-16	共に生きる
	 看護部障がい者受け入れ事例紹介

牟禮　朝子 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院蒲田分院看護部

2-10-17	外線電話対応時の保留時間を短縮する
増井　身和 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院

感染防止・感染対策1　13：30～ 14：30
座長：星野　　裕 医療法人社団星野会　星野病院

2-10-18	手術室における感染予防行動の実際
	 ～半構造化面接法で対象の心理に迫って～

一條　謙太 医療法人社団 shindo	整形外科進藤病院

2-10-19	精神科病院におけるインフルエンザ発生状況および感染対策
寺本　英已 医療法人　香流会　紘仁病院

2-10-20	地域に向け実施した感染対策教育の影響と効果
中西　穂波 医療法人　八女発心会　姫野病院

2-10-21	血管造影室の環境整備～コスト削減を目指して～
南　　久友 医療法人　伯鳳会　はくほう会セントラル病院

2-10-22	多剤耐性菌を獲得したSerratia	marcescens の伝搬に対する対応と課題
原國　政直 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

2-10-23	電子カルテ用パソコンのキーボード汚染状況調査と感染予防対策の検討
	 ～院内感染予防の為の職場環境調査～

越川　龍馬 社会医療法人恵仁会　くろさわ病院

感染防止・感染対策2　14：30～ 15：30
座長：野村　　誠 社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病院

2-10-24	陰部洗浄時のビニールエプロン、手袋汚染の検討
濱﨑　　卓 医療法人　香流会　紘仁病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-10-25	カテーテル関連尿路感染（CAUTI）の感染率低下に向けた取り組み
木下　直子 社会医療法人　甲友会　西宮協立脳神経外科病院

2-10-26	当院における感染制御チーム・抗菌薬適正使用支援チームの活動報告
藤本　陸史 医療法人平成博愛会　博愛記念病院記念

2-10-27	ベストプラクティスを使用した手術室術後清掃への取り組み
山田　典枝 医療法人鉃友会　宇野病院　看護部

2-10-28	当院職員の麻疹感染予防対策の取り組みの報告
吉俣　隆行 医療法人生寿会　かわな病院

2-10-29	過去のアウトブレイク事例から考えるインフルエンザ感染対策
木下　庸佑 医療法人伯鳳会　東京曳舟病院　

その他4　15：30～ 16：30
座長：稲生　実枝 医療法人山柳会　塩味病院

2-10-30	病院施設担当（CHE）が自院に入院をして感じた事
吉田　勝智 AMG　伊奈病院

2-10-31	病院職員を対象とした「ホスピタルカウンセラー制度」の効果
石黒　香苗 花と森の東京病院

2-10-32	地域と共に場と機会を創出する
	 ～農作業を取り入れたリハビリテーション～

栗原　卓也 社会医療法人社団陽正会　寺岡記念病院

2-10-33	明日の組織を担う人づくり
	 ～イキイキとした働き方のサポート～

十鳥　芳美 医療法人圭良会　永生病院

2-10-34	牧田総合病院での鍼灸治療の取り組み
黒岩　　太 牧田総合病院　東洋医学課

2-10-35	介護医療院開設に伴うレクリエーション活動について
江﨑　励子 医療法人新生十全会　なごみの里病院

第11会場［展示室 211］

教育・研修5　9：00～ 10：00
座長：足立きぬゑ 医療法人済衆館　済衆館病院　看護部

2-11-1	 魅力ある病院づくりを目指して
渡邉　和則 新田塚医療福祉センター　福井総合病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-11-2	 A教育機関認定看護管理者教育課程ファーストレベルにおける「論述能力」の
	 向上のための受講者支援

長澤　明子 AMG　上尾中央医科グループ協議会

2-11-3	 スマイルノート作成　～二里町緩和ケア研究会の取り組み～
田中　　潤 社会医療法人謙仁会　山元記念病院

2-11-4	 救急相談ダイヤル新人教育
吉田　侑未 社会医療法人緑泉会　米盛病院

2-11-5	 DVDを用いた効果的なBLS研修に関する実践報告
河上美由樹 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院

2-11-6	 施設職員のアウトブレイク体験は学びとして活かされているか、記述アンケートから
	 みえてきたこと

帯金　里美 社会医療法人駿甲会　コミュニティホスピタル甲賀病院

教育・研修6　10：00～ 11：00
座長：重冨　　亮 医療法人香流会　紘仁病院

2-11-7	 防災意識定着へ向けた新たな挑戦～今日の備えが明日につながる～
松山　悠華 原土井病院

2-11-8	 中国人看護師を受け入れて
	 ～看護過程の教育について考える～

渡辺しのぶ 荒木記念　東京リバーサイド病院

2-11-9	 北九州市小倉医師会によるEPA看護師再チャレンジ制度にインドネシアから
	 参加した看護師の取り組み

ドゥイアユハティ 医療法人真鶴会　小倉第一病院

2-11-10	 EPA看護師候補者が看護師国家試験合格するための取り組み
田中しげみ 伊勢田中病院

2-11-11	共に働くということ　　障がい者雇用の実例
有吉奈良子 牧田総合病院　大森平和の里

2-11-12	卒後2年目看護師が直面している看護実践能力の現状と課題
	 ～人工呼吸器装着患者の看護に着目して～

宇波　春樹 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院

BCP、クリニカルパス　11：00～ 12：00
座長：米満弘一郎 医療法人社団寿量会　熊本機能病院

2-11-13	口腔外科外来におけるクリニカルパスの効果～効率性、安全性、ケアの質の視点から～
佐藤　友美 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生北見病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-11-14	大規模災害後に新たに構築した連絡網について　～大事な時のホッとライン～
寺嶋　　貢 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生北見病院

2-11-15	熊本地震の経験による当院BCP評価
田中　幸成 医療法人社団順幸会　阿蘇立野病院

2-11-16	３時間30分間の全館停電訓練を行って
山﨑　隆規 光風園病院

2-11-17	クリニカルパス作成における協同作業の効果
荒川千奈美 社会医療法人宏潤会

2-11-18	 10連休における当院の救急医療提供体制確保へ向けての取り組み
柴田　将次 福岡新水巻病院

医療安全・リスクマネージメント1　13：30～ 14：30
座長：田中　民弥 医療法人　田中病院　伊勢田中病院

2-11-19	ベッドサイドカンファレンスを導入したことによる、転倒転落予防策としての
	 効果の検証

大木健一郎 医療法人　寿芳会　芳野病院

2-11-20	放射線課におけるブリーフィング・デブリーフィングの導入
高橋　政史 福井総合病院　放射線課

2-11-21	外来フロアにおける円滑な一次救命体制
	 ～フロアマネジャーのスキルアップ～

吉岡　尚子 医療法人真生会富山病院

2-11-22	社会医療法人川島会におけるチームSTEPPS導入への取り組み
北渕　　梓 社会医療法人川島会　川島病院

2-11-23	 SBARとチェックバックの導入と患者安全向上の取り組み
井関香寿美 福井総合病院

2-11-24	眼科における転倒事故を防ぐ為の患者誘導
日野城代美 医療法人出田会　出田眼科病院

医療安全・リスクマネージメント2　14：30～ 15：30
座長：愛甲　和裕 医療法人生生会　松蔭病院　看護部

2-11-25	医療安全院内ラウンドの成果と課題
佐野　貞次 医療法人　光ヶ丘病院

2-11-26	予期せぬ死亡事例を防ぐ医療安全の取り組み
	 ～死亡症例チェックシートの運用を開始して～

安川早小女 医療法人社団永生会　永生病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-11-27	化学療法マニュアルの作成と今後の課題
堀越　貴恵 医療法人五星会　菊名記念病院

2-11-28	再撮影率の低下に向けた取り組み
	 　　～それらがもたらした相乗効果～

佐々木庸浩 AMG　伊奈病院

2-11-29	医療機器関連における医療事故防止活動について～ムダ鳴りアラーム防止で事故防止～
角田　和博 JMA海老名総合病院　医療技術部臨床工学科

2-11-30	安全な病院を目指して
	 医療看護支援ピクトグラムの運用による情報表示の試み

八谷　邦光 医療法人財団寿康会　寿康会病院

医療安全・リスクマネージメント3　15：30～ 16：30
座長：吉矢富美子 社会医療法人大雄会　大雄会第一病院

2-11-31	転倒・転落アクシデントの検討
村田　　升 医療法人五星会菊名記念病院

2-11-32	臨床工学技士と看護師による医療安全への取り組み
	 ～情報共有から始まる医療事故防止対策～

田中　祐介 TMG　戸塚共立第 1病院　臨床工学科

2-11-33	輸液ポンプの安全管理
鎌田　元喜 名古屋記念病院　臨床工学部

2-11-34	リスクマネージャー参加による医療安全ラウンドの効果
新村美佐香 医療法人五星会菊名記念病院

2-11-35	心電図モニターの安全管理
	 ～テクニカルアラームの削減を目指して～

渡邉　寿美 名古屋記念病院

2-11-36	入院定期処方箋発行前の薬剤師によるチェック体制が疑義照会に及ぼす影響
田中　義輝 社会医療法人　名古屋記念財団　新生会第一病院　薬剤科

第12会場［展示会 212］

救急医療・災害医療、BCP　9：00～ 10：00
座長：藤原　慶正 特定医療法人敬徳会　藤原記念病院

2-12-1	 DSSTを活用し情報共有を可能とした災害時医療活動訓練について
石川　友和 医療法人社団		筑波記念会		筑波記念病院
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-12-2	 地域の血液透析施設における災害時連携体制の構築に向けた取組
大久保貴仁 社会医療法人大雄会　大雄会第一病院透析センター　主任看護師

2-12-3	 災害時における施設間での透析患者情報共有の試み
川上　　大 社会医療法人　名古屋記念財団　新生会第一病院　臨床工学部

2-12-4	 南海トラフ大地震に向けた当院の取り組み　～ロジスティクス担当者の視点から～
都築　由平 小林記念病院　事務部

2-12-5	 外国人対応訓練を企画しての職員の意識調査と今後の課題
長橋　和希 医療法人伯鳳会東京曳舟病院

2-12-6	 病院救急車により慢性期病院の救急受入が増加し、急慢連携が加速する
益子　邦洋 医療法人社団永生会　南多摩病院

病院経営1　10：00～ 11：00
座長：辰川　匡史 医療法人辰川会　山陽病院

2-12-7	 指導料管理料算定向上にかかるプロジェクトチームの取り組みについて
金城　篤志 医療法人おもと会　大浜第一病院

2-12-8	 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
黒枝　貴洋 社会医療法人	敬和会　大分岡病院

2-12-9	 減価償却費を用いた機器購入計画の作成
亀屋　春樹 津田沼中央総合病院

2-12-10	摂食機能療法算定に向けての取り組み
一瀬　　泰 医療法人花咲会　かわさき記念病院

2-12-11	戦略的ベッドコントロールのための栄養管理
青木　友佑 AMG　船橋総合病院

2-12-12	地域医療構想を踏まえた介護医療院の収入シミュレーション
石川　聡子 医療法人　シーエムエス　柳川すぎ病院

病院経営2　11：00～ 12：00
座長：石川　賀代 医療法人石川記念会　HITO病院	

2-12-13	介護医療院への転換
北原　　勝 医療法人新生十全会　なごみの里病院

2-12-14	集中治療室への情報提供による有効的な病床管理
太田　　甫 TMG　戸田中央総合病院　経営企画管理室

2-12-15	演題取り下げ
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一般演題プログラム 第 2日［9月29日日］

第

日

 

２

2-12-16	アメーバ原価管理による緩和ケア病棟の収益分析
祝　憲一郎 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院

2-12-17	犯罪者の味方するやつは犯罪者だ！！
	 ～訴訟は人を狂わせる～

大川原　淳 大川原脳神経外科病院

2-12-18	 PHRシステムを活用した新しい価値の創出に向けての取り組み
細谷　幸治 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　地域連携課

病院経営3　13：30～ 14：30
座長：牧　　恭彦 医療法人清翠会　牧整形外科病院

2-12-19	当院回復期リハビリ病棟における運営戦略
	 ～第 2報	取り組みとその成果～

風晴　俊之 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　リハビリテーション科

2-12-20	当院のHuman	Resource	Management（HRM）について
朝生　和光 社会医療法人宏潤会

2-12-21	組織活性化のための新たな組織横断的会議のあり方
鎌田　賢二 医療法人はぁとふる　運動器ケア　しまだ病院

2-12-22	当院における画像診断検査の入院外来件数比についての評価検討
日比野友也 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院

2-12-23	当院データセンターにおける心不全治療内容分析事例の紹介
伊藤　雅人 社会医療法人　名古屋記念財団　名古屋記念病院　事務部　医療情報課

2-12-24	病床転換の実際～介護療養型病院から医療療養型病院へ転換時の課題～
安田　直生 愛育メディカルセンター		愛和病院

医療情報システム・ICT・AI		1　14：30～ 15：30
座長：山崎　孝浩 医療法人生生会　まつかげシニアホスピタル　医局

2-12-25	当院のデータセンター業務の現状と課題
鵜飼　伸好 社会医療法人名古屋記念財団　名古屋記念病院

2-12-26	モバイル端末によるオーダ進捗閲覧ソフトウェアの開発
堀　　裕士 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院

2-12-27	電子カルテシステムおよびイントラネット（院内 LAN）の運用と病院間連携
後藤　直久 医療法人　光生会　光生会病院

2-12-28	「電子カルテ障害発生時の対応手順作成と訓練」～患者への影響低減を目指して～
新井田直哉 社会医療法人博進会　南部病院
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2-12-29	当院における患者情報連携システムの紹介
	 ～スマートベッドシステムとファイルメーカーの連携について～

石橋　幸治 医療法人天心堂　志田病院

2-12-30	腹膜播種特別外来について
	 ～ NPO法人腹膜播種治療支援機構との協力～

池田　　聡 医療法人社団　聡誠会　池田病院

医療情報システム・ICT・AI		2　15：30～ 16：30
座長：村田　圭佑 医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院

2-12-31	パーソナルヘルスレコードの運用についての取組み
北山　靖洋 脳神経センター　大田記念病院

2-12-32	電子カルテと透析支援システムのパラダイムシフト
宮﨑　高志 医療法人生寿会　ごきそ腎クリニック

2-12-33	診断RIS 併用型治療RIS の新規導入と使用経験
大島　美里 社会医療法人　明陽会　成田記念病院

2-12-34	当院におけると臨床工学部にて独自開発した透析部門システム	と
	 電子カルテシステムの連携

森實　篤司 新生会第一病院

2-12-35	当院の特定抗菌薬届出への取組みについて
	 ～	特定抗菌薬届出システムの開発		～

村上　眞人 社会医療法人財団　池友会　福岡新水巻病院

2-12-36	企業からの提案で実現した胃がん検診
	 ～富士フイルム各工場における出張内視鏡検診の実際～

長崎　真士 医療法人社団　聡誠会　池田病院


