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1-2-1 「未然防止ができるシステムの構築」を目指して	 	
藤田　都慕 社会医療法人川島会　川島病院 198

1-2-2 医療安全管理の強化
宮越　正子 医療法人社団永生会　永生病院 198

1-2-3 医療安全文化に関する調査「HSOPS」の実施から見えた当院の課題
田村　尚三 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院  198

1-2-4 当院におけるリスクマップを用いたインシデントレポートの分析について
山田　月男 神戸博愛病院 198

1-2-5 オカレンスレポート導入後の現状と課題	
新村　美佐香 医療法人五星会　菊名記念病院 199

1-2-6 電子カルテにおけるコピペ問題について	
永井　庸次 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 199

1-2-7 少人数の訓練で全体の防災レベルを上げる消防訓練と	
訓練映像を用いたエレベーター閉じ込め救出研修の実施	

新宮　隼人 社会医療法人祐愛会　織田病院　防災運営委員会 199

1-2-8 地域包括ケア時代の医療・患者安全臨床シミュレーション教育ー	患者急変迅速対
応、永生病院の取り組み	ー

加塩　信行 医療法人社団永生会　永生病院 199

第2会場［熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール）　第 5/6 会議室］　

医療安全・リスクマネジメント1
座長：三島　康典 社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター　理事長

13:00 ～ 14:20

診療
座長：山田　豪 医療法人和光会　山田病院　理事長

14:20 ～ 15:10

1-2-9 標高差による睡眠時無呼吸症候群患者の血圧変動とCPAP治療効果検討
杦本　保 伯鳳会グループ　社会福祉法人　大阪暁明館病院　睡眠呼吸療法センター 200
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1-2-10 当院における人工股関節置換術後のドレーン有無に関する検討
時吉　聡介 医療法人小宮山会　貢川整形外科病院 200

1-2-11 低侵襲PLIF手術（CBT法）の成績の検討～L4/5高位における従来法との比較検討～
池上　仁志 医療法人小宮山会　貢川整形外科病院 200

1-2-12 ４０床の循環器単科病院で心臓血管外科を行う上での問題点
田中　良昭 埼玉東部循環器病院　心臓血管外科 200

1-2-13 腎代替療法選択における外来看護師の関わり
近藤　恵 社会医療法人川島会　川島病院 201

医療情報システム1
座長：木村　知行 医療法人寿人会　木村病院　病院長

15:10 ～ 16:00

1-2-14 名札型赤外線センサーと電子カルテアクセスログ利用による病棟薬剤業務の見える
化への挑戦

関　利一 ( 株 ) 日立製作所　ひたちなか総合病院 202

1-2-15 診療報酬加算取得に向けた効果的な IT 活用方法
滝沢　礼子 社会医療法人高橋病院　法人情報システム室 202

1-2-16 院内情報システムデータ分析ツールの構築
中山　智裕 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院 202

1-2-17 スマートフォン活用による病棟内コミュニケーション改善への取り組み
佐藤　美知子 社会医療法人高橋病院 202

1-2-18 電子カルテの導入検討
富永　直孝 医療法人東陽会　東病院 203

医療情報システム2
座長：佐竹　　暁 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　管理本部・本部長

16:00 ～ 17:00

1-2-19 電子カルテ入れ替えに伴う院内ペーパーレス化の成果
岩崎　祐樹 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院 医療情報センター 204

1-2-20 民間病院の電子カルテ標準化への対応～ベンダーの入替を経験して～
有働　功一 大腸肛門病センター高野病院　医療情報センター 204



― 37 ―

第 1 日目 [10 月 8 日 　]

第

1
日

土一般演題プログラム

1-2-21 電子カルテ導入による外来看護業務の変化と効率化
佐久間　さとみ 特定医療法人敬愛会　新田原聖母病院 204

1-2-22 電子カルテ導入時の工夫　　１）既存診療文書の活用　２）音声入力
大北　泰夫 特定医療法人敬愛会　新田原聖母病院 204

1-2-23 『１０６床ケアミックス病院での電子カルテ導入事例』
竹本　聡 特定医療法人敬愛会　新田原聖母病院 205

1-2-24 電子カルテデータの二次利用による業務の合理化について
～	看護必要度チェックシステムの開発	～	

村上　眞人 社会医療法人財団　池友会　福岡新水巻病院 205

医療情報システム3
座長：藤井　将志 特定医療法人谷田会　谷田病院　事務長

17:00 ～ 18:00

1-2-25 下肢静脈瘤ラジオ波血管内焼灼術の臨床検査技師の関わり
岡村　香 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　臨床検査科 206

1-2-26 当法人における地域包括ケアシステム構築に向けた IT 活用の変遷と将来像
滝沢　礼子 社会医療法人高橋病院　法人情報システム室 206

1-2-27 大規模災害時の情報システムに対する電源供給保持について
金子　貞次郎 医療法人回生会　リハビリテーションセンター 熊本回生会病院 206

1-2-28 ウェアラブルを用いた院内実測に伴う問題点について
相原　潤二 ㈱日立製作所　ひたちなか総合病院 206

1-2-29 感染領域における ICTの活用
松本　健吾 医療法人社団寿量会　熊本機能病院　薬剤部 207

1-2-30 当院におけるコピペ・テンプレート等の使用状況について
船橋　健一 株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院 207
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第3会場［熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール）　第 7 会議室］　

医療安全・リスクマネジメント2
座長：進藤　　晃 医療法人財団利定会　大久野病院　理事長

10:30 ～ 11:40

1-3-1 整形外科単科病院から救急転出する現状と課題
～救急転出疾患は循環器・消化器疾患によることが多い～

菅原　史子 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院　医療安全管理室 208

1-3-2 「経管栄養シ－ルを活用したリスク軽減の試み」　～栄養シ－ルを作成して～
齋藤　眞里子 医療法人鶴谷会　鶴谷病院 208

1-3-3 送迎時の危険箇所マップの作成と運用　～送迎業務の不安軽減の為に～
鶴　由香 医療法人天心堂　志田病院 208

1-3-4 当院における調剤過誤防止への取り組み
横塚　智 伊藤病院 208

1-3-5 医薬品を安全に取り扱う為の院内情報共有方法の検討
北野　妙子 社会医療法人一成会　木村病院 209

1-3-6 種子島における転倒転落対策の実践報告～第１報～
戸川　英子 社会医療法人児順顕彰会　種子島医療センター 209

1-3-7 入院時情報を活用して　～転倒転落予防～
吉川　めぐみ 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院 209

薬剤1
座長：仲井　培雄 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　理事長

13:00 ～ 14:00

1-3-8 診療報酬改定に伴う薬薬連携残薬介入モデル作成と効果
猪瀬　裕亮 ( 株 ) 日立製作所　ひたちなか総合病院 210

1-3-9 糖尿病治療薬SGLT2阻害剤服用患者に対しての療養指導の実例	
( その 2) ～患者の生活に合わせて～	

大森　恭子 社会医療法人恵和会　西岡病院 210

1-3-10 当院におけるがん患者指導管理料3の算定状況と問題点
田中　康裕 社会医療法人社団　慈生会　等潤病院 210

1-3-11 C型肝炎経口抗ウイルス薬の外来服薬指導の取り組みと問題点
坂井　倫子 医療法人ロコメディカル　江口病院 210
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1-3-12 転倒に対する薬剤の影響についての検討
横井　有美 社会医療医療法人中央会　尼崎中央病院　薬剤部門 211

1-3-13 色彩認識によるワクチン類管理のリスクマネージメント対策の構築（Ⅱ）
－複写式伝票の効果－	

保母　香純 国民健康保険　坂下病院 211

薬剤2
座長：畑本　慶太 医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院　薬剤部　部長

14:00 ～ 15:00

1-3-14 当院における病棟薬剤業務の評価と課題～患者に寄り添った活動を目指して～
牧野　美鈴 医療法人光仁会　春日部厚生病院 212

1-3-15 持参薬管理業務における持参薬中止事例の評価
川上　麻衣子 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 212

1-3-16 脳梗塞における血栓溶解療法への薬剤師の取り組み
水民　愛 ＩＭＳ（イムス）グループ横浜新都市脳神経外科病院　薬剤部 212

1-3-17 私たちのポリファーマシーに対する取り組み　～3歩進んで　2歩下がる～
吉村　絵美 一般財団法人杏仁会　江南病院 212

1-3-18 医薬品情報管理室による病棟薬剤業務に対する新たな支援	
‐ポリファーマシー対策の実践に向けて‐	

戒田　文子 医療法人社団樹人会　北条病院 213

1-3-19 薬剤部における５Ｓ活動の進め方
佐藤　聡一郎 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院 213

臨床検査1
座長：甲賀　啓介 医療法人社団駿甲会　コミュニティーホスピタル甲賀病院　常務理事・副院長

15:00 ～ 16:00

1-3-20 ヘリコバクターピロリ菌の確実な抽出を目指して。	
～検鏡法と尿素呼気検査のペア方法の実際～	

山口　謙一 医療法人東陽会　東病院 214

1-3-21 女性自然尿の採尿方法について
前田　佳奈代 社会医療法人謙仁会　山元記念病院 214
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1-3-22 休日に実施する細菌検査のメリットと当院の体制
望月　美孝 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　臨床検査科 214

1-3-23 当院における高齢者肺炎の状況
知念　仁 医療法人球陽会　海邦病院 214

1-3-24 インフルエンザ発生状況の変化～暖冬の影響～
川波　恵子 医療法人康雄会　西病院 215

1-3-25 輸血後感染症検査の実施率を上げるための取り組み
鈴木　久美子 社会医療法人社団　慈生会　等潤病院 215

臨床検査2
座長：片山　義勝 医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院　臨床検査部　部長

16:00 ～ 17:00

1-3-26 ＢＮＰ院内測定における効果について
緑川　沙也華 TMG　熱海所記念病院 216

1-3-27 薬剤副作用により横紋筋融解症を発症した症例
田中　友美 医療法人伯鳳会　産科婦人科小国病院 216

1-3-28 甲状腺専門病院での甲状腺穿刺吸引細胞診の実際～検体不適正率0を目指して～
北川　亘 伊藤病院　外科 216

1-3-29 続・循環器病院における心臓超音波検査での技師間の差をなくす取り組みと精度の検討
鈴木　二三夫 医療法人道心会　埼玉東部循環器病院 216

1-3-30 心エコーオーダー画面の工夫による業務効率化への取り組み
後藤　正寿 湘南鎌倉総合病院 217

1-3-31 24時間体制の検査科運営について
永原　隆之 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　臨床検査科 217

その他1
座長：成尾　政一郎 医療法人社団 誠療会　成尾整形外科病院　理事長・院長

17:00 ～ 18:00

1-3-32 「顔の見える連携」を目指した、多医療機関事務職員による勉強会の取り組み（第1報）
宮竹　優 医療法人聖峰会　田主丸中央病院　 218
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1-3-33 院内の売店に関する検討 - 患者様のニーズと病院のブランドイメージについて -
上里　千絵 医療法人愛和会　愛和病院 218

1-3-34 職員広報誌”Link!”の役割
鷲巣　圭一 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　総務課 218

1-3-35 院内部署体験「部署ブラ！」の実施
石垣　慎輔 特定医療法人竜操整形　竜操整形外科病院 218

1-3-36 中間管理職研修の意義
横山　司 医療法人愛の会 219

1-3-37 ＷＬＢ推進プロジェクトへの取り組み　～お互い様風土への意識付け～
雨宮　栄子 ＡＭＧ 笛吹中央病院 219

第4会場［熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール）　第 9 会議室］　

救急医療
座長：公文　龍也 医療法人公世会　野市中央病院　副院長

10:30 ～ 11:40

1-4-1 救急受け入れ不能例を減少させる取り組みークロスSWOTとバランスト・スコア
カードを利用してー医師側の工夫

志賀　淳治 AMG 津田沼中央総合病院 220

1-4-2 救急受け入れ不能事例を減少させるために～SWOT分析からの土台作り～看護師
と診療協力部の立場から

住谷　眞由美 AMG 津田沼中央総合病院 220

1-4-3 急性期脳梗塞診療支援システムTask	Calc.	Stroke の開発	
松本　省二 小倉記念病院　脳卒中センター 220

1-4-4 急性期脳梗塞初期診療における問題点とICT「Task	Calc.	Stroke」導入で期待される効果	
米盛　輝武 社会医療法人仁愛会浦添総合病院救命救急センター 220

1-4-5 救急車搬送の現状と課題　～当院での救急対応への取り組み～	
荒川　みどり 医療法人東陽会　東病院 221

1-4-6 沖縄県内のドクターカーシステムの比較調査
金城　文之 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 221

1-4-7 沖縄PUSHネットワーク活動実績
儀間　辰二 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　救命救急センター 221
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地域連携1
座長：脇田　三千雄 医療法人社団育生会　山口病院　事務長

13:00 ～ 14:00

1-4-8 地域連携強化に向けた専門病院での取組みと課題
坂井　勝信 医療法人澄心会　 222

1-4-9 十勝地域における急性期ー慢性期病院連携について
酒井　俊 公益財団法人北海道医療団　帯広第一病院 222

1-4-10 病診連携支援ツールの検討　～電子カルテとExcel の利用～
掛札　博士 医療法人社団　水光会　宗像水光会総合病院 222

1-4-11 医療・介護・生活支援一体型システム「ぱるな」の活用と導入効果
佐藤　美知子 社会医療法人高橋病院 222

1-4-12 医療と介護連携促進のための訪問リハビリテーションの取り組み
荒尾　雅文 医療法人永生会　法人本部リハビリ統括管理部 223

1-4-13 「顔の見える連携」と「患者・家族の見える連携」	
～連携の重要性、本質を見直す～

赤尾　優一 医療法人社団　富家会　富家病院　地域連携推進部 223

地域連携2
座長：成塚　健一 医療法人社団富家会　富家病院　地域連携推進部長

14:00 ～ 15:00

1-4-14 療養病棟における紹介患者増加に向けた取り組み
小山　有一 医療法人彩清会　清水病院 224

1-4-15 障害者等一般病棟の運営における医療相談員の役割
～難病患者への特化と在宅復帰の両立のために～	

星野　晴彦 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　地域医療連携室 224

1-4-16 医療・福祉グループのコールセンター・空床照会システムの運用報告
数藤　武彦 医療法人崇徳会　田宮病院 224

1-4-17 紹介件数増加を目指して　～受け入れ態勢の見直しと改善～	
宮田　琴江 社会医療法人財団　董仙会　恵寿総合病院 224

1-4-18 人工呼吸器装着患者の在宅退院支援
米山　香奈絵 社会医療法人アルデバラン　手稲いなづみ病院 225

1-4-19 保存期腎不全患者への慢性腎臓病教室開催における取り組みの報告
金子　千晶 社会医療法人社団　三思会　東名厚木病院人工透析センター 225
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地域連携3
座長：髙石　義浩 医療法人社団樹人会　北条病院　院長

15:00 ～ 16:00

1-4-20 退院支援を在宅支援へ繋ぐ　
～MBC（メディカル・ベース・キャンプ）のMSW～

神代　修 社会医療法人祐愛会　織田病院 226

1-4-21 MSWの“つなぐ力”を退院支援に活かす
柴田　絵里香 社会医療法人財団　董仙会　恵寿総合病院 226

1-4-22 退院後の「暮らし」を知ろう！
‐より良い退院支援に繋げるためのシステム作り‐

岡田　希世 医療法人社団樹人会　北条病院 226

1-4-23 退院支援者の質の向上を目指して　～ケアマネジャー業務を学んで～	
冨樫　紘 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院 226

1-4-24 退院支援の充実にむけた退院支援システムの再構築
角谷　智恵子 医療法人五星会　菊名記念病院 227

1-4-25 当院における早期退院支援介入に向けた取り組み
井上　智仁 医療法人天馬会　チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 227

地域連携4
座長：立川　洋一 社会医療法人敬和会　大分岡病院　副院長

16:00 ～ 16:50

1-4-26 地域包括ケア病床を進めるに当たり上尾市を把握し退院調整を円滑にするための検討	
漆瀬　竜矢 医療法人藤仁会　藤村病院 228

1-4-27 地域包括ケア病床の運用と退院支援を考える　～MSWが介入する意義と必要性～	
宮平　まりあ 医療法人八重瀬会　同仁病院 228

1-4-28 療養病棟における退院支援の取り組み～在宅復帰機能強化の実績～	
宇良　正一郎 医療法人八重瀬会　同仁病院 228

1-4-29 病院から地域へ、薬剤師による薬薬連携を主体とした薬剤サマリーの作成と運用
中道　真理子 社会医療法人　原土井病院 228

1-4-30 診療情報提供書の適正化の検討
河合　有加 特定医療法人竜操整形　竜操整形外科病院 229
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地域連携5
座長：青木　　誠 医療法人社団青山会　青木病院　管理者

16:50 ～ 17:40

1-4-31 医療・介護アンケートに基づく市民向け啓発についての取り組み　～在宅医療介護
連携推進事業において～

寺島　和亜 医療法人光仁会　春日部厚生病院 230

1-4-32 子どもロコモと健康寿命
東　友和 医療法人社団牧会　小牧病院 230

1-4-33 ケアカフェ』が地域のつながりの場に　～地域に永生ファンを根付かせるには～	
湯浅　直樹 医療法人社団永生会　地域連携室 230

1-4-34 病院と地域町内会で共同開催した病院祭について
上田　由美子 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　総務課 230

1-4-35 多職種連携地域リーダー活動から当院の役割を考える
野田　実穂 特定医療法人敬愛会　新田原聖母病院 231

第6会場［熊本市国際交流会館　大広間］　

病院事務管理1
座長：坂　俊英 医療法人社団北腎会　坂泌尿器科病院　事務部長

10:30 ～ 11:40

1-6-1 査定率減少のための取り組み　～査定分析の結果から見えたこと～
野田　有加 医療法人清和会　長田病院 232

1-6-2 焦げ付いた未収金の一掃を目指して
好村　祐美 医療法人社団甲友会　西宮協立脳神経外科病院 232

1-6-3 減点、返戻時の正確な会計処理
櫻井　一幸 矢吹病院 232

1-6-4 物流管理（ＳＰＤ）システム導入による請求漏れ削減の効果について
高野　典子 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院 232

1-6-5 診療報酬改訂に伴う償還材料価格交渉の取組み
亀屋　春樹 AMG 津田沼中央総合病院 233
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1-6-6 レセプト作業における業務効率化と課内標準化
出井　大補 医療法人歓喜会　辻 233

1-6-7 全業務マニュアル作成の取り組み　- 人事考課への応用を目指して -
川崎　俊幸 ＴＭＧ佐々総合病院 233

病院事務管理2
座長：浜脇　澄伊 医療法人社団おると会　浜脇整形外科病院　副理事長

13:00 ～ 14:10

1-6-8 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者受入れ
～候補者が地域に順応できるための支援～

徳永　静香 医療法人弘恵会　ヨコクラ病院 234

1-6-9 プライマリ・ケア病院における事務職員の役割
平川　富実也 医療法人博愛会　頴田病院 234

1-6-10 医療・介護における障がい者雇用の試み
中川　豪 社会医療法人財団　董仙会　本部事務局 234

1-6-11 外部ドライブを用いての院内研修システムの構築
宮口　光太 医療法人玉昌会　高田病院 234

1-6-12 医師事務作業補助者育成に係わる当院の取り組みについて
佐藤　新司 医療法人社団恵生会　上白根病院 235

1-6-13 医師事務作業補助者の業務改善への取組み
戸成　浩子 社会医療法人社団健脳会　千葉脳神経外科病院 235

1-6-14 当院施設管理業務の内容紹介　～現状の問題点と改善策を探る～
境　慎一郎 医療法人シーエムエス　杉循環器科内科病院 235

病院事務管理3
座長：井野口　真吾 医療法人社団　井野口病院　理事長・事務部長

14:10 ～ 15:10

1-6-15 外来待ち時間対策　～待ち時間ストレス軽減を目指して～	
西村　彩 医療法人東陽会　東病院 236

1-6-16 当院の待ち時間対策とその成果
齋藤　洋恵 医療法人愛和会　愛和病院 236
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1-6-17 電話応対模範回答集
板尾　麻里子 医療法人出田会　出田眼科病院 236

1-6-18 ケアミックス型整形外科単科病院における入院患者満足度の検討
難波　修 特定医療法人竜操整形　竜操整形外科病院 236

1-6-19 ＰＥＴ検診における受診者増を目的とした営業活動の取り組み
仲程　俊明 社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック 237

1-6-20 病院の中心で医事課が叫ぶ
瀬戸口　晶子 医療法人養気会　池井病院 237

病院事務管理4
座長：林　政徳 医療法人社団十善会　野瀬病院　本部長

15:10 ～ 16:10

1-6-21 ケアミックス型整形外科単科病院での地域包括ケア病棟の運用を経験して
久安　弘基 特定医療法人竜操整形　竜操整形外科病院 238

1-6-22 情報伝達の最適化を目指して
菅原　一真 医療法人たかまさ会　山﨑病院 238

1-6-23 薬品ＳＰＤ業務改善の取り組みについて
小野塚　将人 公益財団法人　筑波メディカルセンター　 238

1-6-24 手術室の棚卸精度向上に向けた取り組み
窪田　蔵人 公益財団法人　筑波メディカルセンター 238

1-6-25 病院新築移転に伴う防災対策の見直し
～東日本大震災経験後から得た新病院の防災対策の取り組み～	

土川　淳子 社会医療法人博進会　南部病院 239

1-6-26 指導料、加算算定に伴うカルテ記載内容の代行入力業務における、当院事務部の取
り組み

結城　ゆずか 社会医療法人社団　三思会　東名厚木病院 239
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感染防止・感染対策1
座長：川野　尚 医療法人社団杏風会　川野病院　院長

16:10 ～ 17:10

1-6-27 院内感染予防における環境整備の影響～ATP測定器を用いた清潔度の評価～
柳澤　兼也 医療法人小宮山会　貢川整形外科病院　感染対策委員会 240

1-6-28 流行性角結膜炎の初期対応時における感染対策基準について
秋庭　幹子 医療法人社団永生会　南多摩病院 240

1-6-29 全館個室入院における院内感染発生の評価
中西　穂波 医療法人八女発心会　姫野病院 240

1-6-30 内視鏡周辺環境の汚れを数値化した試み
佐々木　麻衣 社会医療法人河北医療財団　河北総合病院 240

1-6-31 リンクナースが他施設との相互ラウンドに関わることの効果
木下　直子 医療法人社団甲友会　西宮協立脳神経外科病院 241

1-6-32 当院で経験した２例の角化型疥癬とその対応について
山之上　弘樹 静岡徳洲会病院　 241

感染防止・感染対策2
座長：齊藤　晋 社会医療法人アルデバラン　手稲いなづみ病院　理事長

17:10 ～ 18:00

1-6-33 当院における手指消毒回数の推移とMRSA検出率から抽出された問題点
横山　献児 医療法人社団藤聖会　八尾総合病院 242

1-6-34 手指消毒の意識向上への取り組み
峯　亜紀子 AMG 白岡中央総合病院 242

1-6-35 手指消毒剤使用による皮膚障害と心理的ストレスの実態調査	
～皮膚保護剤の効果とストレスの変化～

小林　稔 医療法人　王子総合病院 242

1-6-36 手指衛生サーベイランスの活用
森山　由紀 医療法人五星会　菊名記念病院 242

1-6-37 個人別擦式手指消毒剤の導入と啓蒙活動による効果の検討
田中　恵那 医療法人寿芳会　芳野病院　外来科 243
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第7会場［熊本市国際交流会館　会議室 3］　

栄養・給食・NST1
座長：辰川　匡史 医療法人辰川会　山陽病院　理事

13:00 ～ 14:20

1-7-1 災害時における安全な食事提供の取り組み　　～台風被害による停電を経験して～	
正清　知美 医療法人東陽会　東病院 244

1-7-2 食に対するスタッフの意識向上を目指して～栄養科の現状と取組み～
義本　美穂子 医療法人社団誠和会牟田病院 244

1-7-3 職員食セレクトメニューの導入
森　弘行 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生病院 244

1-7-4 直営給食での地産地消への取組み～栄養士の業務改善を中心に～
千田　梨紗子 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院 244

1-7-5 直営給食での地産地消への取組み～調理師の業務改善を中心に～
横内　裕介 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院 245

1-7-6 シスタチンＣを利用したＳａｒｃｏｐｅｎｉａ　Ｉｎｄｅｘと予後について
橋村　理恵 新栄会病院 245

1-7-7 タンパク質摂取に特化した栄養補助食品を使用しての全身状態の変化
永田　小百合 医療法人社団　大浦会　メディカルケアセンターファイン 245

1-7-8 クローン病患者の栄養素摂取に及ぼす抗TNF- α抗体製剤と経腸栄養剤の影響
後藤　有規子 社会医療法人社団 高野会 大腸肛門病センター 高野病院　栄養科　 245

栄養・給食・NST2
座長：大平　典明 社会医療法人恵和会　西岡病院　消化器内科医長

14:20 ～ 15:30

1-7-9 当院におけるソフト食の改善への取り組み
宮野　彩香 社会医療法人　祐愛会織田病院　栄養食事サービス部 246

1-7-10 多職種協働により、術後から経口摂取獲得まで良好な経過を得た中咽頭がんの一例
井戸川　久美子 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 246

1-7-11 美味しく飲める栄養補助食品の検討　～経腸栄養剤を飲みやすく工夫して～
堀　祐香里 医療法人弘惠会　ヨコクラ病院 246
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1-7-12 当院における分子標的薬（レンビマ）治療の導入における栄養士の取り組みについて
高橋　優香 伊藤病院　診療技術部　臨床栄養室 246

1-7-13 口腔状態と栄養との関連～食べられる口づくりを～
下地 あや子 医療法人球陽会　海邦病院 247

1-7-14 制度改定に伴う経口維持計画への取り組み
宮崎　ひとみ 医療法人社団水光会　介護老人保健施設　水光苑 247

1-7-15 管理栄養士病棟配置の取り組みとその効果
市川　真代 医療法人原土井病院 　摂食栄養支援部　栄養管理科 247

在宅訪問
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　事務管理部

15:30 ～ 16:50

1-7-16 TMS治療と訪問リハビリテーションによるアプローチ計画
－在宅から医療へ、そして在宅へ－	

池田　俊昭 医療法人慈圭会　八反丸リハビリテーション病院 248

1-7-17 訪問看護ステーションのＩＴ化への取り組み　～　訪問看護アプリを導入して　～
秦野　充子 社会医療法人社団一成会　訪問看護ステーションみどり 248

1-7-18 自宅退院への支援を考える　～ケアマネの立場から～
香月　未奈美 医療法人天心堂　志田病院 248

1-7-19 訪問看護ステーションにおけるグリーフケアの実態
範　真理子 医療法人ロコメディカル　江口病院 248

1-7-20 地域における訪問リハビリに関するニーズの推計と対策
石森　卓矢 ( 公財 ) 脳血管研究所 美原記念病院 訪問看護ステーショングラ－チア

リハビリテーション部門 249

1-7-21 「家に帰りたい」　～病棟から我が家へ～
秋成　容子 特定医療法人敬愛会　ほっと新田原 249

1-7-22 退院後もケアを継続しADLを維持するための取り組み	
～MBC（メディカル・ベース・キャンプ）での訪問リハ～

馬場　翔 訪問看護ステーションゆうあい 249

1-7-23 退院後も切れ目なくケアを継続するための取り組み	
～MBC（メディカル・ベース・キャンプ）での訪問看護～

小森　ヒロ子 訪問看護ステーションゆうあい 249
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その他2
座長：渡邉　賀子 医療法人 祐基会 帯山中央病院　理事長・院長

16:50 ～ 17:50

1-7-24 高齢通院支援サービスの立ち上げ	
～オンデマンド送迎システム導入の取り組み～

安井　智美 社会医療法人財団　董仙会　本部 250

1-7-25 地域還元型事業を目指して - 循環バスの運行 -
村中　耕平 社会医療法人財団　池友会　新小文字病院 250

1-7-26 法人内の接遇委員会再構築への取り組み	
～管理者を変化させたコミュニケーション：自分軸から相手軸へ～

阿南　三枝子 医療法人社団　仁泉会　畑病院 250

1-7-27 人と人を結ぶ窓口サービスを考える
村上　ひとみ 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院 250

1-7-28 病院移転における患者移送の実際　　　～移送管理システム導入による見える化～
齊藤　文代 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 251

1-7-29 2016年診療報酬改定及び2025年体制への対応	
～回復期リハ単体病院としての取り組み～	

寺内　千晶 医療法人社団甲友会　西宮協立リハビリテーション病院 251

第9会場［熊本ホテルキャッスル　キャッスルホール B］　

健診・健康増進・人間ドッグ
座長：長田　修一郎 医療法人清和会　長田病院　副院長

10:30 ～ 11:40

1-9-1 「減量に関してのアンケート」より見えた事	
～特定保健指導受診率アップを目指して～	

緑間　美紀 地方独立行政法人　那覇市立病院 252

1-9-2 保健指導初回面談の実施率100％を目指して	
　　　　～初回面談を健診当日に実施するための体制づくり～	

小嶋　麻美 医療法人桜十字　桜十字病院 252
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1-9-3 院内に併設したメディカルフィットネスの取り組み（第２報）	
～退会率1％の実現～	

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 252

1-9-4 大腸がん死亡者数ゼロを目指しての取り組み　　第一報	
～大腸がん検診受診率40％達成のために～

椎葉　保樹 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院 252

1-9-5 ｢ドック ･健診」開設４年で売上６億達成！私たちの接遇マナー教育の取り組み
山川　陽子 医療法人社団東山会　東山病院　ドック健診センター 253

1-9-6 病院敷地内禁煙の問題点と取り組み方
水野　雄二 医療法人社団寿量会　熊本機能病院　循環器内科

1-9-7 健診キャンセル率を減らす取り組み～自動架電システム導入の効果～
宮城　さおり 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院　予防医学センター 253

病院経営1
座長：椙田　宜彦 聖光会グループ　本部統括部長

14:30 ～ 15:30

1-9-8 地域包括ケア病棟導入の効果分析　～中小自治体病院の取り組み～
阪本　研一 美濃市立美濃病院 254

1-9-9 職員総会を軸にしたマネジメントを確立！　法人収益　前年比　7.7％ UPを実現！
福垣　順三 医療法人社団東山会　調布東山病院 254

1-9-10 地域包括ケア病床運営について～当院における現状からみる課題～
向井　宏昌 医療法人同愛会　副島病院 254

1-9-11 精神科地域移行実施加算の継続算定へ向けて	
～退院支援委員会を核とした院内全体の取り組み～	

安松　祐介 医療法人社団　ハートフル川崎病院 254

1-9-12 地域医療の在り方を展望する～予防医学から介護予防まで～	
山村　明範 医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 255

1-9-13 経営方針を浸透させ、全職員の行動指針となる院内広報紙 INORの有用性について
冨吉　さつき 社会医療法人千秋会　井野口病院 255
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病院経営2
座長：福垣　順三 医療法人社団東山会　調布東山病院　経営企画部　部長

15:30 ～ 16:40

1-9-14 電子カルテのログ記録を活用した急性期医療の評価
入江　克実 社会医療法人白十字会　白十字病院　内科 256

1-9-15 地域包括ケア病床への転換は病院運営に有利か？	
～ケアミックス型脳・神経疾患専門病院における検討～	

亀井　浩由 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　医事課 256

1-9-16 財務入門者の私にも出来た！財務最適化戦略！
清水　大貴 医療法人彩清会　清水病院 256

1-9-17 薬剤師確保	～当院での取り組み～
今村　光一 医療法人社団鶴友会鶴田病院　薬剤部 256

1-9-18 「事務部門の改革と世代交代について」	
　～経営的視点も入れて～

丹羽　正樹 医療法人天馬会　チクバ外科胃腸科肛門科病院 257

1-9-19 未収金回収に対する取り組み　～未収金における制度を利用して～
川野　敬太 医療法人玉昌会　加治木温泉病院 257

1-9-20 DPC機能評価係数Ⅱを用いた自院の特徴の明確化について
國仲　良和 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 257

第10会場［熊本ホテルキャッスル　キャッスルホールＣ］　

リハビリテーション1
座長：佐々木　一成 医療法人社団松弘会　三愛病院　

10:30 ～ 11:40

1-10-1 Balloon	Kyphoplasty 後の骨折椎体の変化	
笹井　明 医療法人社団　永生会　永生病院　リハビリテーション部 258

1-10-2 病識低下を伴う多彩な高次脳機能障害を呈した一症例の長期経過	
ーともに生活する家族の語りー

能代　育江 医療法人社団　永生会　永生病院　 258

1-10-3 認知機能の低下がみられる胆嚢ドレナージ患者に疼痛管理が奏功した一症例
望月　瞳 医療法人社団　永生会　南多摩病院 258
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1-10-4 外来療法中、BoNT-A 投与と理学療法の併用により、慢性期脳卒中片麻痺患者の
歩行速度が向上した一例

畠山　靖尚 社会医療法人社団医善会　いずみ記念病院 258

1-10-5 退院時リハビリテーション指導の退院後の定着率とその要因
小泉　航二 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　回復期リハセンター 259

1-10-6 当院の地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション実施患者の特徴
福田　浩巳 医療法人鴻池会　秋津鴻池病院　リハビリテーション部 259

1-10-7 退院1ヵ月後自宅訪問調査で見えてきた課題
猿渡　竜馬 医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院 259

リハビリテーション2
座長：本田　省二 医療法人社団寿量会　熊本機能病院　神経内科部長

13:00 ～ 14:00

1-10-8 入院患者に対するリハチームアプローチの試み
上村　幸二 医療法人東陽会　東病院 260

1-10-9 高齢血液透析患者の身体機能健診（ロコモ健診）の試み
及川　哲史 社会医療法人アルデバラン　手稲いなづみ病院 260

1-10-10 当院における呼吸ケアサポートチーム（RST）活動と効果について
筒井　宏益 一般財団法人杏仁会　江南病院 260

1-10-11 タブレットによる動画を使用した情報共有の有用性
坂　千晶 医療法人社団浅ノ川　千木病院 260

1-10-12 当院回復期リハビリテーション病棟における	
脊椎圧迫骨折患者の早期入院受け入れの取り組みとその有用性

宮嵜　友和 医療法人桂名会　木村病院 261

1-10-13『睡眠覚醒リズムの改善』に向けた回復期リハビリテーション病棟の取り組み
～他職種評価を用いて～	

藪田　由佳 AMG さがみリハビリテーション病院 リハビリテーション科 261
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リハビリテーション3
座長：大浦　敬子 医療法人大浦会　理事長

14:00 ～ 15:00

1-10-14 CTCAEを用いたリハビリでADL向上に至った低栄養患者の一例
小澤　琢也 医療法人藤仁会　藤村病院 262

1-10-15 当院地域包括ケア病棟に入院した90歳台と80歳台の患者の自宅退院の可否に影
響を及ぼす因子について

西山　保弘 医療法人社団　仁泉会　畑病院　リハビリテーション科 262

1-10-16 地域包括ケア病棟のリハビリテーション患者での自宅退院予測因子の解析
大森　政哉 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院 262

1-10-17 当院におけるロコモティブシンドロームへの取り組み
前原　孝政 医療法人社団　牧会　小牧病院 262

1-10-18 食生活とロコモティブシンドロームの関係性
満安　隆之 医療法人社団　牧会　小牧病院 263

1-10-19 当院における回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟のFIM利得・FIM効率
野口　悟志 医療法人 和光会 山田病院 263

リハビリテーション4
座長：山﨑　博喜 医療法人恵光会　原病院　係長

15:00 ～ 16:00

1-10-20 当院がんリハ患者の転帰先と予後栄養指数（PNI）の関係性調査
池田　勇介 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院 264

1-10-21 本院リハビリテーション室改築に伴う現在の取り組みと今後の課題
野海　渉 医療法人社団牧会　小牧病院 264

1-10-22 当院での疾患別ユニット制導入について	
～専門性と多様性への取り組み～

籔内　潤一 市立福知山市民病院 264

1-10-23 通所リハにおけるリハビリテーション会議を行なってみて	
～参加者の意見から考える～

眞下　直輝 医療法人彩清会　清水病院 264

1-10-24 リハビリテーションの標準的算定日数超過患者に対する当院での取り組み
橋本　渉 医療法人社団おると会浜脇整形外科リハビリセンター 265
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1-10-25 キャリアラダーを用いた人材育成について
藤川　智広 社会医療法人石川記念会　HITO 病院 265

リハビリテーション5
座長：井上　裕久 医療法人藤浪会　整形外科井上病院　院長

16:00 ～ 17:00

1-10-26 当院におけるフレイルを呈する高齢心臓外科手術患者の割合と傾向
菅野　佑 医療法人道心会　埼玉東部循環器病院 266

1-10-27 大腸がん化学療法に対するセラピスト介入の取り組みについて
荒川　広宣 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院 266

1-10-28 くも膜下出血例における短期の転帰と関連する因子
藤嶋　静香 医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院 266

1-10-29 当クリニックにおけるボツリヌス治療実施患者の傾向および実施後のリハビリテー
ションについて

大塚　早智子 医療法人社団永生会　永生病院　永生クリニック 266

1-10-30 頸椎変性疾患患者の日常生活機能障害に頸部痛及び頸部関節可動域は関連する
葉　清規 医療法人社団おると会　浜脇整形外科リハビリセンター　リハビリテーション科 267

1-10-31 外科治療を行った脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの有効性
須田　恭平 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　リハビリテーション科 267

第11会場［熊本ホテルキャッスル　キャッスルホールＤ］　

看護1
座長：大久保　利架 医療法人社団寿量会 熊本機能病院　師長

10:30 ～ 11:40

1-11-1 発熱時のクーリングに対する意識調査と効果の検証
長内　加納子 医療法人赤枝会　赤枝病院 268

1-11-2 救急搬送後帰宅患者への電話訪問の取り組み
志賀　千明 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　救急外来 268



― 56 ―

第 1 日目 [10 月 8 日　 ］土

第

1
日

一般演題プログラム

1-11-3 待ち時間短縮に向けて	
～予約患者の関わりに焦点をあてた取り組み～

池尻　美奈 社会医療法人　原土井病院 268

1-11-4 共通フォームを活用した外来化学療法患者の情報共有システムの構築
森　智恵子 医療法人社団　直和会　平成立石病院 268

1-11-5 硬膜下血腫患者に関する看護必要度のあり方は適正か	
～硬膜下血腫穿孔洗浄術と開頭術の直接看護時間の比較～	

田村　実由記 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　看護部 269

看護2
座長：神崎　美佐代 特定医療法人杏林会　鴻江病院　課長

13:00 ～ 14:00

1-11-6 入院患者の重症度、医療・看護必要度の検討	
～７：1の看護基準を維持するために～	

三ツ倉　裕子 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　看護部 269

1-11-7 血管内手術患者に対する看護必要度のあり方は適正か？	
～血管内手術と開頭手術の直接看護時間の比較～	

塚田　　晃裕 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　看護部 269

1-11-8 身体抑制ゼロに向けた抑制解除の取り組み
本告　佳織 医療法人ロコメディカル　江口病院 270

1-11-9 身体拘束・抑制の軽減に向けた取り組み
緒方　見花 医療法人朋友会　山口病院 270

1-11-10 HCUでの身体抑制軽減への取り組み	
- 身体抑制判断基準シートを活用して -

宮崎　豊和 医療法人弘恵会　ヨコクラ病院 270

1-11-11 アルツハイマー型認知症患者の弄便行動と中核症状のアセスメント
石川　さとみ 医療法人花咲会かわさき記念病院 270

1-11-12 認知症を持っている人へのアプローチによりＱＯＬ向上に導くことができた事例か
らの学び

光澤　恵美 社会医療法人北斗　介護療養型老人保健施設　あおぞら　 271

1-11-13 内科病棟入院中の患者の昼夜逆転と日中の過ごした方との関連
クリアリー　礼菜 社会医療法人社団　正志会　花と森の東京病院 271
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看護3
座長：河上　さとみ 医療法人社団寿量会 熊本機能病院　副看護部長

14:00 ～ 15:00

1-11-14 患者ケアの充実を目指した多職種共同による早期介入	
　－初期カンファレンス導入してー

佐々木　幸代 医療法人社団秋桜　丸川病院 272

1-11-15 快適な入浴を目指して～他職種との連携をスムーズに～
友利　真規子 医療法人明倫会　本山リハビリテーション病院 272

1-11-16 多職種との情報共有のあり方について
荻窪　真由美 医療法人美﨑会　国分中央病院 272

1-11-17 認知症専門病院に勤務する看護師の看護実践過程におけるやりがい
吉木　文子 医療法人花咲会かわさき記念病院 272

1-11-18 母国語の異なる患者との翻訳端末を用いたコミュニケーションの一考察
西塚　永美乃 伊藤病院　看護部 273

1-11-19 　日常のケアにおける患者の権利に対する看護者の意識
黒坂　知子 社会医療法人社団　正志会　南町田病院 273

放射線1
座長：藤井　久丈 医療法人社団藤聖会　八尾総合病院　理事長

15:00 ～ 16:00

1-11-20 当院MRI によるVSRAD撮像条件の検討
関戸　雄大 ＴＭＧ西東京中央総合病院　放射線科 274

1-11-21 頚椎MRI 撮影における最適なコイルの検討
坂口　千枝 ＴＭＧ西東京中央総合病院  放射線科 274

1-11-22 MRI 機器更新中の院内部署連携による撮影体制の見直し
安居　剛 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　画像診断科 274

1-11-23 当院における他院CD画像取り込みの業務効率の改善
築井　詳司 医療法人社団甲友会　西宮協立脳神経外科病院 274

1-11-24 遠隔読影の導入効果
安達　雅行 特定医療法人敬徳会　藤原記念病院　放射線科 275
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1-11-25 infraclinoid	portion	Aneurysmに対する手術支援画像
池田　誠 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 275

放射線2
座長：中山　義晴 医療法人社団寿量会 熊本機能病院　放射線科部長

16:00 ～ 17:00

1-11-26 内視鏡挿入困難な高齢者における大腸CT検査の有用性
前崎　孝之 大腸肛門病センター　高野病院　放射線科 276

1-11-27 当院における頸部Subtraction	CT	Angiography の検討
松村　裕太 AMG 三郷中央総合病院 276

1-11-28 PET/CT呼吸同期画像を用いた気管支鏡検査 (TBLB・EBUS-GS) の支援
菊地　英生 社会医療法人北海道恵愛会　札幌南三条病院 276

1-11-29 ECMOを併用した気管支ステント留置術における画像支援の検討
仲座　義富 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院 276

1-11-30 冠動脈CT検査におけるβブロッカー使用基準の検討
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 277

1-11-31 診療放射線技師と放射線科助手の連携
一戸　隆生 医療法人社団　永生会　永生病院 277

第12会場［熊本ホテルキャッスル　クリスタルホール］　

看護4
座長：多田隈　和子 菊池郡市医師会立病院　看護部長

10:30 ～ 11:40

1-12-1 看護職の目標達成に対する調査　　　　　　　	
- 面談、特性的自己効力感尺度と達成動機尺度を用いて -

池村　知江 菊池郡市医師会立病院　看護部長 278
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看護職者の能力を活かし合う看護管理のあり方に関する研究【第15報】：
SHIENマネジメント介入による質的研究

吉越　光代 社会医療法人社団順江会　東京綾瀬腎クリニック 278

1-12-3 プロジェクト学習を用いたポートフォリオによる目標管理
- 部署の係を活用した人材育成 -

佐々木　里美 医療法人社団永生会　南多摩病院 278

1-12-4 5年間の看護部長面談から見えてくる成果
佐光　真由美 医療法人つくし会 南国病院 278

1-12-5 看護師が目指す看護を実践するために求められる支援
渡辺　純子 東京都病院協会　看護管理部会 279

1-12-6 一般病棟における、精神的ケアの実際	
－抑うつ症状に対する看護師の苦手意識の克服に向けて－

佐々木　裕美 医療法人財団　聖十字会　西日本病院　 279

看護5
座長：笹原　あゆみ 医療法人金澤会　青磁野リハビリテーション病院　副看護部長

13:00 ～ 14:00

1-12-7 内服自己管理に対するアセスメントシート導入の有用性の検討	
～看護師の意識の変化から～	

大貫　聖子 医療法人小宮山会　貢川整形外科病院 279

1-12-8 地域包括ケア病棟の運用から見えてきたこと
新郷　浩亮 社会医療法人謙仁会山元記念病院 280

1-12-9 ケアミックス病院における療養病棟での退院支援	
～使用ツールの整備～

西田　智子 医療法人弘恵会　ヨコクラ病院 280

1-12-10 スムーズな退院支援　～退院支援シートの活用～
天後　貴代 医療法人明和病院 280

1-12-11 地域包括ケア病棟における在宅復帰支援	
～看護師の役割について考える～

瀬川　祥子 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院 280

1-12-12 アルツハイマー型認知症患者の自宅療養に向けた退院支援
内藤　貴子 医療法人花咲会かわさき記念病院 281

1-12-2
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1-12-13 脊椎圧迫骨折の椎体骨折数と認知症が歩行能力ならびに転帰先に与える影響	
退院支援の早期介入の重要性

平川　博智 医療法人敬徳会　藤原記念病院 281

看護6
座長：木村　仁美 一般財団法人杏仁会　江南病院　師長

14:00 ～ 15:00

1-12-14 パートナーシップナーシング (PNS) の取り組み　～失敗から学んだ事～
若山　徳幸 医療法人社団　直和会　平成立石病院 282

1-12-15 質の高いやさしさとあたたかみのある看護を目指して	
～機能別看護から病院独自のチームナーシングへ～	

岩田　光生 医療法人東陽会　東病院 282

1-12-16 入院サポートシステムの構築
長谷川　紀子 医療法人五星会　菊名記念病院 282

1-12-17 BSCを活用した職場環境の改善と看護師定着促進の取り組み
芳賀　佐知子 医療法人社団　善衆会　善衆会病院 282

1-12-18 診療看護師を取り巻く体制作りのための３つのポイント
重冨　杏子 地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター　 283

1-12-19 看護管理者の論述力向上のための支援の検討	
－認定看護管理者教育機関のあるべき姿を考える－

長澤　明子 Ａ M Ｇ　上尾中央医科グループ協議会　 283

看護7
座長：山田　恵子 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院　師長

15:00 ～ 16:00

1-12-20 手術室におけるプレパレーションの一工夫～小児の不安軽減をめざして～
三島　愛 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生北見病院 284

1-12-21 外科手術後で硬膜外麻酔留置患者の膀胱カテーテルはいつ抜去すべきか？
長沼　幸司 社会医療法人社団　慈生会　等潤病院 284

1-12-22 手術を受ける小児への取り組み	
当院でのプレパレーションの効果

新垣　愛 医療法人永聖会　松田病院 284
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1-12-23 中央管理化導入	
～アンケートを通してみえたこと～

與座　明美 医療法人和の会　与那原中央病院 284

1-12-24 手術部門システム導入によって得られた成果
住本　岳人 公益財団法人筑波メディカルセンター病院 285

1-12-25 術後の脱臼予防への提案	
―　手術室から病棟へ　―	

成田　和未 医療法人社団　永生会　永生病院 285

看護8
座長：石原　知代 医療法人博光会　御幸病院　看護部長

16:00 ～ 17:00

1-12-26 PCAPS活用事例と看護師による計画立案事例の比較
菊田　美保子 医療法人財団　利定会　大久野病院 286

1-12-27 病棟における情報共有への取り組み～情報共有マップの作成を通じて～
畑　ゆかり 伊藤病院 看護部 286

1-12-28 申し送り短縮に向けての取り組み～申し送り基準の導入と改善を試みて～
太田　弥美 医療法人恵光会　原病院 286

1-12-29 コミュニケーションツールとしてのパスの導入	
～「なりたい自分」が描けるようになるまで～

長束　直人 医療法人崇徳会　田宮病院　精神科 286

1-12-30 移乗動作時の介助者側の身体的負担の軽減を図る	
～スライディングシートを使用してのアンケート調査から～

桑村　さつき 医療法人誠愛会　佐世保記念病院 287

1-12-31 デスカンファレンスにおける看護師の心理的変化
山田　美紀 AMG  三郷中央総合病院 287
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第2会場［熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール）　第 5/6 会議室］　

熊本地震1
座長：赤松　幹一郎 医療法人正清会　金剛病院　理事長

8:50 ～ 10:00

2-2-1 熊本地震被災報告１（本院における支援受給から自立復興への経験と考察）
松田　光登 医療法人弘生会　本庄内科病院 290

2-2-2 熊本地震被災経験報告２（医事課運用の検証）
岩﨑　浩思 医療法人弘生会　本庄内科病院 290

2-2-3 熊本地震被災経験報告３（緊急時連絡システムの検証と課題）
前川　鉄平 医療法人弘生会　本庄内科病院 290

2-2-4 熊本地震直後、阿蘇立野病院で何が起こったか・・・報告
田中　幸成 医療法人社団　順幸会　上村ぬくもり診療所 290

2-2-5 熊本地震の被災病院として看護活動を振り返る
岩下　みどり 医療法人社団　順幸会　上村ぬくもり診療所 291

2-2-6 熊本地震後から今までの阿蘇立野病院リハビリテーション課の動き
古川　みちる 阿蘇立野病院（上村ぬくもり診療所） 291

2-2-7 熊本地震災害時医療支援	- ケアミックス型病院永生病院の取り組み -
加塩　信行 医療法人社団永生会　永生病院 291

熊本地震2
座長：上村　晋一 医療法人社団順幸会　阿蘇立野病院　理事長　院長

10:00 ～ 11:00

2-2-8 熊本地震を体験して　～医療スタッフはその時・・・～	
岩田　光生 医療法人東陽会　東病院 292

2-2-9 阪神淡路大震災を振り返る～震災発生からの疾患の推移と特徴～
遠山　治彦 特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院　内科 292

2-2-10 熊本地震におけるAMAT先遣隊、初動隊、二次隊・三次隊の活動総括
大桃　丈知 医療法人社団　直和会　平成立石病院 292

2-2-11 NPO法人 TMATによる熊本県御船町の災害医療支援活動を通して再認識した災
害時の医療支援のあり方

村山　弘之 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院 292
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2-2-12 BCPをもとに実施した災害訓練から見えてきた当院におけるDMATの意義
小原　公士 医療法人社団　筑波記念会　筑波記念病院 293

2-2-13 首都直下地震発生時におけるBCP策定～初動行動に重点を置いて～
鈴木　勝弘 社会医療法人社団　慈生会　等潤病院 293

熊本地震3
座長：姫野　亜紀裕 医療法人八女発心会　姫野病院　院長

11:00 ～ 12:00

2-2-14 病院・施設での災害時ボランティア受け入れ事案報告
川上　勇貴 医療法人八女発心会　姫野病院 294

2-2-15 被災病院からの避難患者を地域包括ケアシステムで受け入れる
姫野　信吉 医療法人社団　八女発心会　姫野病院 294

2-2-16 熊本震災2日後に患者80名を受け入れた有料老人ホーム併設一般病院栄養科の
13日間の軌跡	

平島　さゆり 医療法人八女発心会　姫野病院　栄養科 294

2-2-17 熊本地震医療支援に参加して　～看護師としての立場から～
徳丸　千里 医療法人芳越会　ホウエツ病院 294

2-2-18 熊本地震医療支援に参加して　～理学療法士としての立場から～
大江　昭典 医療法人芳越会　ホウエツ病院 295

2-2-19 熊本県益城町にあるグループホームへの災害支援に参加して（管理栄養士の立場から）
前田　麻結花 社会医療法人謙仁会　山元記念病院 295

熊本地震4
座長：米満　弘一郎 医療法人社団寿量会　熊本機能病院　理事長

13:20 ～ 14:20

2-2-20 熊本地震災害時における食事の提供について
野瀬　留美子 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院 296

2-2-21 熊本地震後の薬局の対応と今後の課題
寺本　拓哉 社会医療法人社団　高野会　大腸肛門病センター高野病院 296
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2-2-22 熊本地震における当院の対応～中小病院薬剤部の地域における役割～
畑本　慶太 医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院　薬剤部 296

2-2-23 熊本地震における当院の下肢静脈血栓症対応
吉野　孝一 医療法人社団　寿量会　熊本機能病院 296

2-2-24 震災時のソーシャルネットワーク活用
川本　義和 医療法人社団 大浦会 メディカルケアセンターファイン 297

2-2-25 SNSで全国から医療ボランティアを50名集めて地域医療を維持
藤井　将志 特定医療法人谷田会　谷田病院 297

災害医療1
座長：横倉　義典 医療法人弘恵会　ヨコクラ病院　院長

14:20 ～ 15:10

2-2-26 『災害発生時の病院間連携～グループ病院内における連携訓練への取り組み～』
黒沢　圭一 ＴＭＧ西東京中央総合病院  298

2-2-27 当院における病院救急車を活用した災害支援活動での取り組み
大橋　聖子 医療法人社団　永生会　南多摩病院 298

2-2-28 災害発生時は情報戦。いかに情報を収集し、情報を発信できるかを中心とした大規
模災害訓練を実施した。

石原　靖浩 医療法人社団　東山会 298

2-2-29 当院における災害時への取り組みへの再検討	
～背負搬送への取り組み～	

宇津木　寛子 社会医療法人社団　健脳会　千葉脳神経外科病院 298

2-2-30 大規模災害時の医療援助派遣における後方支援病院としての当院の対応
村山　弘之 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院 299

災害医療2
座長：丸山　泰幸 医療法人社団幸正会　岩槻南病院　理事長・病院長

15:10 ～ 16:00

2-2-31 熊本地震における物資支援活動について
井尾　公治 社会医療法人大雄会 300
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2-2-32 当院AMAT隊員における平時の院内災害医療活動の検討
安倍　晋也 社会医療法人河北医療財団　河北総合病院 300

2-2-33 当院救急救命士におけるAMAT隊員としての活動
増井　敏郎 河北総合病院　救急医療センター 300

2-2-34 平成28年熊本地震におけるAMAT救護班活動の意義と今後の展望
藤江　聡 医療法人社団　永生会　南多摩病院 300

2-2-35 熊本震災における全日本病院協会AMAT活動報告
北川　和憲 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 301

第3会場［熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール）　第 7 会議室］　

介護1
座長：藤原　慶正 特定医療法人敬徳会　藤原記念病院　理事長

8:40 ～ 9:50

2-3-1 通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算Ⅱ算定への
取り組み

古門　亜矢子 医療法人介護老人保健施設　田迎ケアセンター 302

2-3-2 食事風景を見直そう～車椅子から椅子への座り替え～	
松林　里奈 社会福祉法人明倫福祉会　介護老人福祉施設　ぽー愛 302

2-3-3 わたしたちのコミニュケーション方法	
　～ユマニチュードを参考にして～

坪田　三枝子 医療法人社団明生会　セントラル病院 302

2-3-4 交換表示対オムツの試用に取り組んで	
ー１ヶ月間の調査結果ー

福山　公子 医療法人誠愛会　佐世保記念病院　５階病棟 302

2-3-5 通所リハビリにおける入浴についての調査
比嘉　一也 医療法人球陽会　海邦病院 303

2-3-6 Power	of	School	～学校が現場を変える～
松崎　一平 医療法人社団　大浦会　メディカルケアセンターファイン 303

2-3-7 介護者勉強会への取り組み
植原　浩子 社会医療法人一成会　木村病院 303
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介護2
座長：竹島　徹 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院　理事長・院長

9:50 ～ 11:00

2-3-8 介護施設におけるスキンケアに緑茶足浴を取り入れて
橋口　雄己 医療法人社団水光会　介護老人保健施設　水光苑 304

2-3-9 その人らしい生活を支えるために　～QOLの向上を目指して～
橋本　貴之 医療法人祐基会　帯山中央病院 304

2-3-10 老健施設での個別支援の効果　～栄養管理から活力増加に向けて～
江口　亜紀 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院 304

2-3-11 認知症状のある新規利用者のデイサービスの対応
～相談から利用開始、落ち着くまで～	

矢口　強 特定医療法人敬愛会　新田原デイサービス 304

2-3-12 医療保険における維持期リハから介護保険への移行の取り組み
松山　孝志 医療法人社団牧会小牧病院　通所リハビリテーション 305

2-3-13 収集癖の改善を試みて　～BPSD改善への取り組み～
菊池　武 医療法人祐基会　グループホーム六花苑 305

2-3-14 ４点柵による身体拘束廃止への取り組み
阪本　美保子 医療法人祐基会　帯山中央病院 305

地域医療1
座長：米澤　勤 医療法人宏仁会　海老原総合病院　院長

11:00 ～ 12:00

2-3-15 骨粗鬆症に対する本院の地域における取り組み
小牧　亘 医療法人社団　牧会　小牧病院　整形外科 306

2-3-16 骨粗鬆症患者に対するリエゾンサービス導入に向けての院内啓蒙活動と今後の課題
上﨑　彩加 医療法人社団　誠和会　牟田病院 306

2-3-17 地域住民に対する健康教室の活動報告
宮﨑　寛史 医療法人社団おると会　浜脇整形外科リハビリセンター 306

2-3-18 退院後を見据えた地域急性期病院の新たな取り組み	
～MBC（メディカル・ベース・キャンプ）～	

織田　良正 社会医療法人祐愛会織田病院 306
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2-3-19 地域包括ケアにおけるサービス付き高齢者向け住宅の役割	
～医療の裏付けのある「住まい」と「住まい方」～

栗原　卓也 社会医療法人社団　陽正会　寺岡記念病院 307

2-3-20 在宅支援室における先進的取り組み	
～医師・看護師・社会福祉士によるインフォーマル活動～

栗原　卓也 社会医療法人社団　陽正会　寺岡記念病院 307

地域医療2
座長：大田　泰正 社会医療法人祥和会　脳神経センター 大田記念病院　理事長

13:20 ～ 14:10

2-3-21 種子島における地域医療の現状
上妻　保幸 社会医療法人義順顕彰会　種子島医療センター 308

2-3-22 医商連携プロジェクト体幹２点歩行動揺計の臨床運用報告	
～地域企業との連携と新たな試み～

三石　淳志 社会医療法人恵仁会　くろさわ病院リハビリテーションセンター 308

2-3-23 佐賀県太良町におけるマイコプラズマ感染症の流行
谷口　一登 町立太良病院 308

2-3-24 当院における二里町緩和ケア研究会の取組みについて	
～更なる地域社会・地域医療を担う医療集団を目指して～

久保田　映里子 社会医療法人謙仁会山元記念病院 308

2-3-25 へき地医療を支える当院の取り組み－特定領域がん診療連携拠点病院としての離島
診療支援への挑戦－	

重留　純一 社会医療法人博愛会　相良病院　検診・地域事業部 309

質向上1
座長：湯浅　大郎 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院　理事長

14:10 ～ 15:00

2-3-26 接遇委員会メンバーの取り組みに対する意識変化	
～委員会立ち上げからの4年間～

西山　奉冶 医療法人回生会　宝塚病院 310

2-3-27 当院の事業継続計画（BCP）見直し　	
～病院初の日本政策投資銀行	DBJ　BCM格付最高評価を取得～

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 310
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2-3-28 　　CS文化づくりの定着化	
　　　～接遇クレド共通認識のために～

千葉　玲子 医療法人回生会　宝塚病院 310

2-3-29 ISO15189における要求事項の周知方法について
植木　輝 伊藤病院　診療技術部　臨床検査室 310

2-3-30 外部審査による「経営・安全・質」向上の取り組み
田村　保喜 医療法人社団　寿量会　熊本機能病院 311

その他3
座長：鶴田　克家 医療法人社団鶴友会　鶴田病院　理事長

15:00 ～ 16:00

2-3-31 「３つの異なる病棟機能で勤務するアテンダントのストレス度を検証する」
五十嵐　哲男 ＡＭＧ　横浜相原病院 312

2-3-32 当病棟における５Ｓ活動の実践と効果
清水　ひろみ 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院 312

2-3-33 病棟での診療材料管理業務における負担軽減への取り組み
本間　吉晃 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　6 東病棟 312

2-3-34 障害者一般病棟における昼間の減音対策を試みて	
～騒音測定体験を通したスタッフの意識の変化～

髙橋　愛実 医療法人社団　喜生会　新富士病院 312

2-3-35 ＤＣＵ（ディメンティア・ケア・ユニット）における心理的介入の実践報告
下田　尚子 社会医療法人祐愛会織田病院 313

2-3-36 ＤＣＵ (ディメンティア・ケア・ユニット）の実践
神代　修 社会医療法人祐愛会織田病院 313
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第4会場［熊本市民会館（シアーズホーム夢ホール）　第 9 会議室］　

広報1
座長：迫田　哲平 医療法人耕和会　迫田病院　大腸肛門センター長

8:30 ～ 9:20

2-4-1 病院の企画広報部門の役割
平野　真司 社会医療法人千秋会　井野口病院 314

2-4-2 ターゲットを明確化したホームページ改訂
野本　瑞美 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院 314

2-4-3 北原リハビリテーション病院における家族ボランティア制度
笠松　礼 医療法人社団　KNI　北原リハビリテーション病院 314

2-4-4 「ホスピタルティー」の実践　～患者にとって心地よい病院であるために～	
美原　玄 ( 公財 ) 脳血管研究所　美原記念病院　法人本部 314

2-4-5 ユニバーサルデザイン（UD）　～伝わるデザインを目指して～
知念　政治 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院 315

広報2
座長：石川　賀代 医療法人石川記念会 HITO 病院　理事長

9:20 ～ 10:20

2-4-6 ２０２５年地域包括ケアビジョンに向けて住民・行政・職員と共に時代を創る新た
な広報の役割

伊集院　寿美 医療法人八女発心会　姫野病院 316

2-4-7 地域住民のための医療講演をめざして
猿渡　義弘 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院　総務課 316

2-4-8 病院広報の可能性　「８つの顧客との対話を通して」
石田　真也 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院 316

2-4-9 住民参加による「PSA検査」広報活動
吉原　尊樹 医療法人社団美心会　黒沢病院 316

2-4-10 オール備後で食生活改善！　～病院レシピ本の発刊と出汁パック発売を通じて～	
島津　英昌 社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院 317

2-4-11 医療法人webページ広報戦略におけるKPI の有効性
齊藤　梓 医療法人社団 永生会 法人本部 317
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リハビリテーション6
座長：津留　英智 医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院　理事長

10:20 ～ 11:10

2-4-12 生活に合わせた更衣動作訓練により意欲向上のみられた一症例
中原　愛 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院 318

2-4-13 NEURO‐ 15により調理動作の改善がみられた一症例
東　成美 社会医療法人社団　 医善会 　いずみ記念病院 318

2-4-14 右前腕切断と脳梗塞左片麻痺を重複した症例のADL再獲得にむけたアプローチ
篠嵜　明 社会医療法人社団　慈生会 318

2-4-15 適切な言葉での意志表出が困難な統合失調症患者に対する	
体調チェックシートを用いたアプローチ	

三苫　幸恵 ハートフル川崎病院 318

2-4-16 呼吸器疾患患者の趣味活動への介入
吉岡　翼 社会医療法人恵和会　西岡病院　リハビリテーション科 319

リハビリテーション7
座長：川島　友一郎 社会医療法人川島会　川島病院　理事

11:10 ～ 12:00

2-4-17 両側変形性股関節症患者の歩容改善に対する理学療法と長期経過
奥村　晃司 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院　リハビリテーション部　病院リハビリテーション科 320

2-4-18 健常成人における階段昇降時の腹筋筋活動
山﨑　博喜 医療法人恵光会　原病院 320

2-4-19 片麻痺患者に対する足部への介入　～軸足の機能に着目して～
鈴木　可奈子 医療法人財団　明理会　行徳総合病院 320

2-4-20 人工骨頭置換術ALSアプローチ（anterolateral-supine-approach）と ADL拡
大の関連性　　

土田　　由香里 社会医療法人義順顕彰会　種子島医療センター 320

2-4-21 膝関節全置換術後、内側広筋活動が Initial	Contact ～ Loading	Response 膝屈
曲角度と術後歩行時痛に与える影響

渡部　亮介 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　リハビリテーション部 321
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リハビリテーション8
座長：野瀬　範久 医療法人社団十善会　野瀬病院　院長

13:20 ～ 14:20

2-4-22 Charcot-Marie-Tooth 病に対する理学療法経験　～動作指導を中心に～
小川　翔平 医療法人社団　甲友会　西宮協立脳神経外科病院 322

2-4-23 高齢者における乳癌術後患者リハビリテーションの課題
東　恵里佳 社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院 322

2-4-24 「社会参加の再獲得に成功した右視床出血患者」
平安山　航志 社会医療法人義順顕彰会　種子島医療センター　リハビリテーション室 322

2-4-25 人工股関節置換術後にデュシェンヌ跛行が生じ股関節内転制限にアプローチした症例
井上　隼 医療法人社団　永生会　永生病院　リハビリテーション部 322

2-4-26 多職種協働の運動療法が著効した、敗血症性ショック後	ICU-AW	の１例
伊澤　將太 社会医療法人社団　医善会　いずみ記念病院 323

2-4-27 NPH患者の歩行能力向上に対して胸郭アプローチを行った一症例
鳴海　翔太 医療法人財団　明理会　行徳総合病院 323

リハビリテーション9
座長：小牧　亘 医療法人社団牧会　小牧病院

14:20 ～ 15:10

2-4-28 脳卒中患者におけるリハビリ初回介入時 FIMからの予測	
―排尿管理を中心に―

内田　健作 医療法人社団　甲友会　西宮協立脳神経外科病院 324

2-4-29 動作から考える食事への関わり
井上　俊輔 社会医療法人一成会　木村病院 324

2-4-30 入院患者におけるADLの医学的評価と患者主観的評価の相違
川口　直樹 竜操整形外科病院 324

2-4-31 嚥下運動における姿勢の影響について－「前傾位座位」「完全側臥位」「リクライニ
ング位」を比較して－	

筆谷　浩司 医療法人社団浅ノ川　千木病院 324

2-4-32 自力での口腔ケアが可能となったことで活動性向上に繋がった終末期がん患者の一
症例

舛田　悠子 医療法人社団　永生会　南多摩病院 325
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質向上2
座長：馬殿　徹也 医療法人回生会　宝塚病院　副院長

15:10 ～ 15:50

2-4-33 沖縄県の臨床工学技士の現状と当院における人工心肺技士の育成
眞玉橋　裕介 医療法人博愛会　牧港中央病院 326

2-4-34 ICT 教育に iPad を導入した成果と課題
菖蒲　　明子 医療法人真鶴会　小倉第一病院 326

2-4-35 再入院調査の現状と問題点
坪野谷　知美 社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院 326

2-4-37 疼痛評価の診療録監査への取り組み
小林　賢司 社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院 326

第5会場［熊本市国際交流会館　6F ホール］　

その他4
座長：東　謙二 　医療法人社団 東陽会　東病院　理事長

14:50 ～ 16:00

2-5-1 連帯保証や身元引き受けを拒まれた患者家族との関わり　	
～医療ソーシャルワーカーの支援を振り返る～

吉井　瑞 医療法人社団　寿量会　熊本機能病院 328

2-5-2 病院における５Ｓ活動のとりくみ
川口　哲夫 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院 328

2-5-3 ノートパソコンの自前修理におけるコスト削減の試み
安里　健二 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院 328

2-5-4 透析室内における環境整備活動
中平　仁史 医療法人尚腎会高知高須病院 328

2-5-5 当院でのカテーテアブレーション開始初年度の臨床工学技士の業務習得
廣瀬　政俊 医療法人五星会　菊名記念病院　臨床工学科 329
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2-5-6 医学系学会における多施設間共同アンケートに対し込めた工夫	
杉本　晃祐 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院 329

2-5-7 事業所内保育施設から子ども子育て新制度を活用した認可保育園移行への取り組み
屋良　朝司 社会医療法人仁愛会　保育事業室 329

第6会場［熊本市国際交流会館　大広間］　

看護9
座長：小松　佳代 医療法人杉村会　杉村病院　師長

9:00 ～ 10:00

2-6-1 教育カルテの構築に向けた取り組み	
～専門職者としての資質を高め、看護実践能力の向上を目指して～	

平松　将子 社団法人おると会　浜脇整形外科病院 330

2-6-2 新人看護職員研修に取り入れた倫理教育の効果
平川　美香 医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院 330

2-6-3 新人看護師への教育の再考
齊藤　あけみ 医療法人社団　永生会　永生病院 330

2-6-4 Ａ病院の病棟看護補助者業務の現状と教育体制の検討	
～看護管理者と看護補助者アンケートから

中山　栄莉子 AMG 越谷誠和病院 330

2-6-5 ＥＰＡ看護師と共に働き続けるために　～当院での取り組みと課題～	
小野　和世 AMG　横浜相原病院　看護部 331

2-6-6 外国人看護師を受け入れて　～ＥＰＡ看護師を迎えたことで学んだこと～
古口　尚美 AMG　横浜相原病院 331

放射線3
座長：水野　雄二 医療法人社団寿量会 熊本機能病院　循環器科部長

10:00 ～ 11:00

2-6-7 外国人対応　冠動脈CT検査パンフレット及びマニュアル作成
仲間　進 医療法人博愛会　牧港中央病院 332
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2-6-8 迅速診断への取り組み
當麻　篤志 医療法人道心会　埼玉東部循環器病院 332

2-6-9 鼡径ヘルニアにおける仰臥位後屈体位でのCT検査の有用性について
柴田　真治 社会医療法人原土井病院 332

2-6-10 脊椎分離症のCT撮影～被ばく低減へ～
奥平　正紀 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 332

2-6-11 腎尿管結石患者に対する low-dose	CT 検査の有用性
中谷　聡 医療法人社団　北腎会　坂泌尿器科病院　診療支援部　放射線科 333

2-6-12 当院における血管造影室運営の現状と課題への取り組み
渡邉　承吾 AMG 三郷中央総合病院 333

放射線4
座長：田中 幸成 　医療法人社団順幸会　阿蘇立野病院 医療技術局  放射線課　医療技術局長

11:00 ～ 12:00

2-6-13 当院のERCPにおける鉛カーテンを用いた被曝防護効果の検討
峰村　翔 ＴＭＧ新座志木中央総合病院  334

2-6-14 歯科の撮影条件の見直し
久家　一陛 社会医療法人原土井病院 334

2-6-15 DEXA法による骨密度測定の精度向上への取り組みについて
冨士井　佳 医療法人社団　永生会　南多摩病院　放射線科 334

2-6-16 ＦＰＤを使用した際のグリットレス撮影の検討
並木　洋介 ＴＭＧ朝霞台中央総合病院  334

2-6-17 マンモグラフィ検診における放射線技師の１次読影開始に向けての取り組み報告	
小林　乃梨 医療法人社団　東山会　調布東山病院 　医療技術部　放射線科 335

2-6-18 横浜柏堤会における乳腺施設間連携の取り組み
身深　奈津美 ＴＭＧ戸塚共立第１病院  335



― 75 ―

土

日

第

日第 2 日目 [10 月 9 日 　]

2

一般演題プログラム

看護10
座長：山本　雅美 医療法人堀尾会　熊本託麻台リハビリテーション病院　師長

14:50 ～ 16:00

2-6-19 「るい痩が著明な患者に対して褥瘡を予防できた一症例」	
ー再分散のポジショニングを行った看護を通してー

池田　昇世 社会医療法人社団 高野会 大腸肛門病センター 336

2-6-20 体位変換に関する意識調査に基づく褥瘡委員の取り組み「褥瘡0を目指して」
蒲池　幸代 医療法人恵光会　原病院 336

2-6-21 写真を用いた褥瘡経過記録を活用しケアとリハビリテーションの質を向上させる
中野　真希 医療法人愛の会　光風園病院 336

2-6-22 ワセリン使用による褥瘡好発部位の保湿効果	
～ 1ヶ月間の追跡研究～

北原　玲子 AMG 埼玉回生病院 336

2-6-23 褥瘡早期治癒に向けた取り組み
外山　貴彬 医療法人社団　牧会　小牧病院 337

2-6-24 スキンテアに適した創面水分率について
滝山　寿幸 医療法人社団　ピエタ会　石狩病院 337

2-6-25 皮膚トラブルを繰り返す長期臥床高齢患者のスキンケア方法
国吉　優希 医療法人おもと会大浜第二病院 337

第7会場［熊本市国際交流会館　会議室 3］　

看護11
座長：後藤　つるえ 社会医療法人社団熊本丸田会　熊本整形外科病院　師長

8:30 ～ 9:20

2-7-1 退院支援カンファレンスの充実に向けて
中島　奈々子 医療法人佐田厚生会　佐田病院 338

2-7-2 退院支援の取り組み　～パンフレット活用・リハビリカンファレンスの有効性～
古賀　恵理 医療法人社団　誠和会　牟田病院 338

2-7-3 周術期における看護師の役割 - 早期退院を目指し看護介入した事例を振り返って -
又吉　亮子 医療法人八重瀬会　同仁病院　整形外科　A 病棟 338
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2-7-4 院内連携から退院に向けた取り組み　～本人・家族の思いを叶えたい～	
佐藤　ひとみ 特定医療法人敬愛会　新田原聖母病院 338

2-7-5 ファミリーセンタードケア（FCC）の改善に向けての取り組み
西田　明代 AMG 千葉愛友会記念病院 339

第7会場［熊本市国際交流会館　会議室 3］　

看護12
座長：宮本　美奈子 医療法人社団寿量会 熊本機能病院　師長

9:20 ～ 10:10

2-7-6 眼科病棟における転倒・転落を予防する為の患者指導の効果
相見　美幸 医療法人三栄会　ツカザキ病院 340

2-7-7 排泄誘導が引き出した一患者の行動変容　～排泄行動は自立への第一歩～
田中　寛孝 枕崎市立病院 340

2-7-8 脳神経外科単科の病院における転倒事例の検討と対策への取り組み
福島　マキ 社会医療法人社団　健脳会　千葉脳神経外科病院 340

2-7-9 転倒転落と精神機能・日常生活動作能力との関係について
大坪　崇 医療法人敬天堂　古賀病院 340

2-7-10 転倒転落インシデントの減少を目指したベッドサイドカンファレンスの導入の効果
大崎　拓馬 医療法人寿芳会　芳野病院 341

看護13
座長：松本　佳子 社会医療法人黎明会　宇城総合病院　看護部長

10:10 ～ 11:00

2-7-11 インシデント再発予防に向けた取り組み
下赤　里美 医療法人社団　おると会　浜脇整形外科病院 342

2-7-12 車イスの安全なトランスファーについて　～皮下出血の減少を目指して～
宮岡　知佐子 医療法人赤枝会　赤枝病院 342

2-7-13 繰り返す下肢皮膚剥離予防への取り組み
多久　由紀子 医療法人恵光会　原病院 342
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2-7-14 カテーテルアブレーションの安全な実施のための工夫と課題	
～１００例の経験を通して～

五十嵐　陽子 社会医療法人社団正志会　南町田病院 342

2-7-15 透析センターにおける安全対策　～出血事故からの教訓～
玉川　陵子 医療法人社団　進和会　旭川リハビリテーション病院 343

看護14
座長：竹部　智子 医療法人聖粒会　慈恵病院　看護部長

11:00 ～ 12:00

2-7-16 慢性骨髄炎患者の周辺症状の改善に取り組んで
加来　亜由美 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院 344

2-7-17 クーリングによるゾラデックス ®皮下注射の疼痛緩和について
岡田　弥生 医療法人社団　ピエタ会　石狩病院　外来・手術室 344

2-7-18 肩腱板断裂患者のより良い入浴を目指して～入浴用装具の再検討～
大森　美佳 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院 344

2-7-19 産後うつ予防に向けて　～当院における産後支援2週間健診の現状と課題～
倉林　香 社会医療法人社団　正志会　東京リバーサイド病院 344

2-7-20 禁煙外来受診者の禁煙成功率を高める支援方法を考える～受診時の問診による実態
調査からわかったこと～

川村　爲美 社会医療法人恵和会　西岡病院　外来 345

2-7-21 「CPAP治療中の閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者が減量継続のために求める支援とは」
泉田　　有香利 社会医療法人耳鼻咽喉科麻生病院 345

看護15
座長：吉本　浩美 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院　師長

13:20 ～ 14:10

2-7-22 『抗EGFR抗体薬による皮膚障害対策』
～パンフレットを用いたセルフケア指導をおこなって～	

木島　美穂 社会医療医療法人中央会　尼崎中央病院　看護部門 346

2-7-23 患者が受け入れやすい術前説明への取り組み
平木　絢子 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院 346
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2-7-24 自宅での腸管洗浄剤飲用の理解向上への取り組み～タブレットを使用して～
吉村　実恵 医療法人佐田厚生会佐田病院 346

2-7-25 CPAP治療患者の生活習慣と導入後の変化
大澤　美保子 医療法人社団　幸正会　岩槻南病院 346

2-7-26 経管栄養の水分温度を変えて体内から温めることを試みた。	
～東洋医学の思想を参考にして～	

岩品　拓郎 医療法人野毛会　もとぶ野毛病院 347

看護16
座長：菊川　尚子 医療法人博光会　御幸病院　師長

14:10 ～ 15:00

2-7-27 効果的な口腔ケアの方法に取り組んで
森田　貴子 医療法人赤枝会　赤枝病院 348

2-7-28 口蓋欠損があり誤嚥性肺炎をくり返す患者への経口摂取の取り組み
宇都　みどり 医療法人祐基会　帯山中央病院 348

2-7-29 胃瘻造設患者の経口摂取に向けた取り組み　～看護の視点から～	
長島　由美 医療法人社団　ハートフル川崎病院 348

2-7-30 経管栄養（胃瘻）から経口摂取可能となりADLが向上した患者の事例
松岡　容子 特定医療法人社団　松涛会　安岡病院 348

2-7-31 歯科衛生士と連携した口腔ケアの提供～口腔ケアプランシートを使用して～
徳田　朱美 誠愛会　佐世保記念病院 349

看護17
座長：木村　恵美 医療法人回生会　堤病院　看護部長

15:00 ～ 16:00

2-7-32 尿漏れの減少を目指したオムツの当て方の工夫
山川　絵理 AMG 上尾甦生病院　 350

2-7-33 「セルフケア能力が低下した高齢者への適切な排泄ケア」	
～オムツ漏れの原因探求と改善のための取り組み～

櫻井　陽子 医療法人康雄会　西病院 350
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2-7-34 膀胱留置カテーテルによる尿閉の発生状況と調査報告
井手　さよ子 医療法人恵明会　整形外科松元病院 350

2-7-35 排便スケールを活用した排便観察の統一に向けた取り組み
貝沼　智子 ＴＭＧ西東京中央総合病院  350

2-7-36 膀胱癌患者への関わり　BCG膀胱内注入治療経過表の評価検討	
吉田　めぐみ 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 351

2-7-37 訴えが少ない皮膚瘻造設患者との関わり～先入観を取り除いて見えてきたこと～
杉山　妙子 伊藤病院　看護部 351


