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第

1
日

ポスター発表

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

ポスター発表
ポスター会場 ［一番館　２F］　

看護1

緩和ケア病棟に勤務するスタッフの離職を防ぐ要因となるもの
松岡　サヨコ 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院 354

看護師・看護助手の業務見直し検討の取り組み
山口　麻知 医療法人社団　藤聖会　八尾総合病院　看護部 354

看護の質の向上を目指した看護パスの作成 - 看護の標準化に向けた取り組み -
湯ノ口　葵 社会医療法人緑泉会　米盛病院 354

効果的なデスカンファレンスの開催に向けた取り組み
加納　真由美 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 354

ナースコール履歴の見える化により病棟業務改善へつなげる
河上　さとみ 医療法人社団寿量会　熊本機能病院 355

スマホで閲覧できる手術器械出しマニュアルの施設間共有の可能性
福岡　努 医療法人社団　おると会　浜脇整形外科病院 355

多職種協働による抗がん剤調剤時の曝露対策の改善	
―全件安全キャビネットでの調剤にむけての取り組み―

佐々木　絵美 社会医療法人財団　董仙会　恵寿金沢病院 356

理学療法士一年目で学んだこと　～筋委縮性側索硬化症の患者を振り返って～
酒井　里佳 医療法人社団　愛康会　小松ソフィア病院 356

新人看護師の現場へのリアリティーショック軽減に向けた	
病棟集合教育の取り組み

花田　佳子 医療法人真鶴会　小倉第一病院 356

看護1
座長：山崎　涼子 医療法人博光会 御幸病院　師長

10:40 ～ 11:40

看護2
座長：高田　成子 医療法人金澤会 青磁野リハビリテーション病院　師長

10:40 ～ 11:40
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［一番館　２F］　

リハビリテーション1
座長：山下　智弘 社会医療法人黎明会 宇城総合病院　理学療法士

10:40 ～ 11:40

P10 新人看護師における手術室研修の効果
阿波根　絵美 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 356

P11 ICU 新人ローテーション研修に挿管動画を使用した効果
波多野　哲也 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院 ICU 357

P12 卒後二年目研修の評価～急変時看護研修がもたらした意識とスキルの変化～
浦嶋　美穂 医療法人社団　甲友会　西宮協立脳神経外科病院 357

P19 左股関節に屈曲拘縮を有する頸髄損傷四肢麻痺患者のシーティングの工夫
花岡　亜季 社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター

　リハビリテーション室 360

P13 総合病院における院内デイケアの取り組みと今後の課題	
　～急性期病棟入院中の患者を対象として～

太田　桃子 社団　藤聖会　八尾総合病院 358

P14 拘縮予防　「両下肢の拘縮が進行している１症例を通して」
尾崎　育子 医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院 358

P15 急性期病棟における身体抑制に対する看護師の意識の変化	
－抑制患者一覧表を用いて－

北河　進 医療法人社団　藤聖会　八尾総合病院 358

P16 ミトン装着患者へ手持ちクッションを使用して
鈴川　さゆり 医療法人社団　松涛会　安岡病院 358

P17 当院における身体抑制解除に向けての取組み
宮良　富子 医療法人緑水会　宜野湾記念病院 359

P18 ノーリフトで意識改革～「抱きかかえる看護介護」はもう古い～
隈　沙織 医療法人社団大浦会 メディカルケアセンターファイン 緩和ケア病棟 359

看護3
座長：北里　直美 特定医療法人杏林会 鴻江病院　課長

10:40 ～ 11:40
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P23 表面筋電図における解析方法の検討：整流平滑化	(ARV) と振幅確率密度関数
（APDF解析）を用いて

富田　愁 医療法人恵光会　原病院 361

P24 介護予防の高齢者のフレックスチェア運動による歩行パフォーマンス（TUG)変容の検討
松本　洋平 医療法人うれしの　福田病院 361

P25 はくほう会セントラル病院リハビリテーション部における新人教育の取り組みについて
川端　重樹 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 362

P26 回復期アウトカム評価統計について　～最大約4億円損失の危機～
石田　憲司 一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院 362

P27 外来心臓リハビリテーション立上げの効果について
山下　亮 医療法人社団　寿量会　熊本機能病院 362

P28 患者満足度調査からみた当院リハビリテーションの現状と課題
村山　幸照 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院 362

P29 セラピスト２名担当制リハビリテーションの導入とその効果
光永　大輔 社会医療法人尾中病院　リハビリテーション室 363

リハビリテーション2
座長：長福　武志 医療法人潤心会 熊本セントラル病院　理学療法士

10:40 ～ 11:30

P20 褥瘡対策委員会における理学療法士の役割
佐野村　真樹 特定医療法人敬愛会　新田原聖母病院　リハビリテーション科 360

P21 フットケアチームでの再発予防に向けた理学療法士の活動内容
牧野　陽一 医療法人 弘恵会 ヨコクラ病院 360

P22 職業性腰痛に対する運動療法の効果～医療従事者の腰痛ゼロを目指して～	
田中　良平 医療法人シーエムエス　柳川すぎ病院 360
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P36 医療機器安全の更なる向上を目指して	
　　　　　　　　　～院内巡視の強化から見えたこと～

丹藤　敏次 IMS（イムス）グループ　東戸塚記念病院　臨床工学科 366

P37 ソーダライムの比較検討
安田　達夫 医療法人社団　甲友会　西宮協立脳神経外科病院 366

P38 輸液ポンプ・シリンジポンプのバッテリー交換基準を見直して
～医療機器に合わせた点検基準～

吉川　敬大 医療法人社団　藤聖会　八尾総合病院 366

P39 看護師の医療機器習熟度アップを目指した取り組み
小川　新太郎 特定医療法人清翠会　牧病院　診療支援部　臨床工学科 366

医療機器管理・放射線
座長：中村　健二 医療法人社団鶴友会 　鶴田病院　診療技術課長

13:10 ～ 14:10

P34 当院リハビリテーション科における「質を高めるチーム活動」の紹介
池田　裕哉 医療法人社団　藤聖会　八尾総合病院 365

P35 多職種協働を円滑に行うための当病棟の歩み
吉村　裕子 医療法人社団　藤聖会　八尾総合病院 365

P30 当法人における地域包括ケアシステムの構築のための取り組み
北村　洋三 医療法人鶴谷会　鶴谷病院 364

P31 地域包括ケアシステム構築のおける中核病院としての当院の役割
坂　宗久 社会福祉法人大阪暁明館  大阪暁明館病院 364

P32 南多摩高次脳機能障害支援センター活動報告
渡邉　要一 医療法人社団永生会　高次脳機能障害支援事業推進室 364

P33 地域包括ケア病棟からの退院前訪問の取り組み	
～当院における在宅復帰支援の課題～	

冨田　豊 医療法人創治　竹本病院 364

地域連携・質向上
座長：宮地　千尋 医療法人明倫会　宮地病院　理事長

10:40 ～ 11:40
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P48 南多摩病院におけるオーダリングシステムでの白内障手術クリニカルパス導入の取
り組みについて

平安名　貴一 医療法人社団永生会　南多摩病院 370

クリニカルパス・医療情報・広報
座長：陣内　秀昭 医療法人社団陣内会　陣内病院　院長

13:10 ～ 14:20

P44 震災時の通所リハビリセンター利用者の実態調査
松岡　信之 医療法人祐基会　おびやまデイケアセンター 368

P45 グループホームにおける認知症レクリエーションへの取り組み	
～切り紙の吹き流し制作を通して～

渡邊　英子 医療法人祐基会 グループホーム悠祐 368

P46 患者への統一したケアを提供するために～ピクトグラムを導入してみて～
竹原　伸也 医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院 369

P47 「職員満足度調査」を介護福祉士・看護補助者教育に生かす
五味　靖 社会医療法人 緑泉会 米盛病院 369

P43 多職種参加の訪問看護合同会議の継続と効果	
～医師とコメディカルが築いた１８年間～	

立川　さおり 医療法人社団仁泉会　畑病院　訪問看護ステーションひまわり 368

P42 がん終末期患者の在宅での看取り～医療連携と家族支援～
森川　敦子 社会医療法人仁寿会　訪問看護ステーションかわもと 368

在宅・訪問・介護
座長：田中　志子 医療法人大誠会　内田病院　理事長

13:10 ～ 14:10

P40 頭部血管撮影における患者被ばく線量低減にむけた取り組み
上沢　一夫 社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　放射線画像診断センター 367

P41 放射線治療における多職種との情報共有の必要性	
～フェイスシート作成を通じて～	

鈴木　綾子 AMG 上尾中央総合病院　放射線看護科 367
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P49 入院患者に対する禁煙システムの取り組み	
　　　　　～行動変容ステージ分類を活用して～	

齊藤　圭子 医療法人社団寿量会　熊本機能病院 看護師 370

P50 データベースソフトを利用した患者到着情報共有システムの構築
池田　征弘 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 370

P51 年俸制の導入による勤務環境改善マネジメントの試み
金　光宇 医療法人社団成和会 370

P52 上尾中央総合病院において収益効果の高い症例を分析する
添野　剛 AMG 上尾中央総合病院

P53 病院広報におけるイラスト活用
松井　真理子 医療法人真鶴会　小倉第一病院 371

P54 病院広報としての臨床美術の取り組み
渡邊　浩見 医療法人祐基会　帯山中央病院 371

P55 災害時における透析施設連携体制の構築（簡易デジタル無線の有用性の検討）
高津　智行 ＡＭＧ　桶川腎クリニック (AMG 西大宮腎クリニック ) 372

P56 中小病院における災害対策～自院の患者さんを守るために～
藤川　俊介 医療法人博愛会 頴田病院 372

P57 病院救急車の運用と看護師の役割
松村　佳 医療法人社団永生会　南多摩病院 372

P58 当院における救急医療について
潟手　裕子 埼玉東部循環器病院 372

P59 病院で勤務する救急救命士の医療職としての業務構築について
井手　涼太 社会医療法人緑泉会　米盛病院 373

P61 熊本地震での病院支援活動の経験から得られた自施設の地震災害対策の課題
山本　美紀 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院 373

救急医療・災害関連・熊本地震
座長：岡部　明宏 医療法人岡部病院　　理事長

13:10 ～ 14:10

371
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P68 当院における注射用バンコマイシンTDMの現状調査
深井　未央 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院　薬剤部 376

P69 静的静脈圧 (SVP) 測定による人工血管内シャントのモニタリング
高橋　直也 医療法人社団　ピエタ会　石狩病院 376

P70 病棟業務における内服薬処方確認について
大濵　英造 地方独立行政法人那覇市立病院 376

P71 オピオイド貼付剤におけるアドヒアランスの実態報告
小林　明菜 社会医療法人原土井病院　薬剤部 376

P72 薬剤部門版バランスト・スコアカード導入4年目の振り返り～戦略目標の変遷～
金田　昌之 医療法人五星会　菊名記念病院 377

薬剤・感染防止・感染対策・その他
座長：中原　王寿 医療法人社団順幸会　阿蘇立野病院　

15:30 ～ 16:20

P62 5Sの認識調査から、継続できる物品管理を学ぶ	
～オリエンテーション、掲示の重要性～	

宇賀神　弘子 医療法人社団幸正会　岩槻南病院 374

P63 工場勤務者に対し病院が行う転倒予防事業の試み
森田　光生 特定医療法人慶友会　慶友整形外科病院　転倒骨折予防医学センター 374

P64 栄養科におけるインシデント防止への取り組み
蒲牟田　真利子 社会医療法人博愛会　相良病院 374

P65 転倒・転落率の減少に向けた4年間の取組	
（職員の知識、意識改革と工学的システムの導入にて）

佐藤　美由紀 医療法人宏善会　諫早記念病院 374

P66 全自動輸血検査システム導入による輸血の一元管理について
中島　みどり 社会医療法人社団高野会　高野病院 375

P67 医療安全活動発表会を開催して3年目を迎え考察したこと　
～多くの人が関心を持ち、参加してもらうには～

土田　真人 医療法人社団藤聖会　八尾総合病院 375

医療安全・リスクマネジメント
座長：本庄　弘次 医療法人弘生会　本庄内科病院　理事長

15:30 ～ 16:30
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P76 オストメイト特化型アプリの開発と活用促進に関する研究
神戸　翼 医療法人社団永生会 永生総合研究所 380

P77 病棟における医療材料の適正化への取り組み　　　～定数管理導入への試み～	
三浦　利恵 医療法人社団幸正会　岩槻南病院　 380

P78 効果的な急変トレーニング
小島　三知 社会医療法人緑泉会　米盛病院　学習システム室 380

P79 難病制度案内パス作成プロジェクト
‐サービスの質及びチーム医療連携の向上を目指して‐

岡　優希 ＴＭＧ戸田中央総合病院 380

P80 「寄り合いどころ　一本杉Café」の紹介
諏訪　勝志 社会医療法人財団董仙会　恵寿居宅介護支援事業所「けいじゅ」 381

P81 職員満足度調査を実施して～年代別の傾向～
射手　大河 医療法人尚腎会　高知高須病院 381

P82 互助会企画イベントの検証
原田　栄作 医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 381

その他
座長：蓮田　健 医療法人　聖粒会　慈恵病院　副院長

15:30 ～ 16:40

P73 回復期リハビリ病棟におけるNSTの関わり～在宅復帰に向けて～
金成　美樹代 医療法人社団　誠和会　牟田病院 378

P74 より衛生的な食品管理を目指して	
～栄養科全員で業務改善を実践～	

深井　菜津季 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院 378

P75 やわらか食の調理方法
井上　雄一朗 医療法人社団　鶴友会　鶴田病院 378

栄養・給食・ＮＳＴ
座長：安田　洋子 医療法人社団鶴友会 　鶴田病院　栄養部長

15:30 ～ 16:00
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P83 繰り返す誤嚥性肺炎により生きる意欲を失った高齢者を支える看護ケア
伊藤　綾 社会医療法人財団　董仙会　恵寿金沢病院 384

P84 A病院 ICUにおけるOAG活用後の口腔ケアアセスメント現状評価と今後の課題
安里　宏美 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 384

P85 脳卒中急性期患者における尿道留置カテーテル留置期間短縮への試み
藤原　武志 医療法人 翠清会梶川病院 384

P86 尿漏れしない適切なおむつの当て方とスタッフの意識づけ
助川　真依 AMG　勝田病院 384

P87 ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺全摘術を受けた患者へ病棟看護師による骨盤底
筋群体操の指導が与える効果

太田　恵里菜 AMG 上尾中央総合病院 385

P88 体圧分散マットを取り入れた車いすでの安楽な座位時間の変化
野原　篤 医療法人社団　藤聖会　八尾総合病院 385

P89 非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）装着患者の苦痛緩和を考える
畑中　祐里 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 385

P90 外科病棟における共用パソコンキーボードのMRSA汚染状況調査
諏訪　知里 AMG 彩の国東大宮メディカルセンター 386

P91 地域包括ケア病棟における在宅復帰支援への取り組み	
～多職種と地域連携室との協働～

根本　幸 医療法人盡誠会　宮本病院 386

P92 外来における意思決定支援へのアプローチ	
ー術後放射線治療を拒否する乳がん患者の事例検討ー

長谷川　紀代  ＴＭＧ戸塚共立第１病院  386

看護5
座長：山下　美智子 医療法人清和会 平成とうや病院　看護部長

10:50 ～ 11:50

看護4
座長：本多　奈穂子 医療法人田中会 武蔵ヶ丘病院　看護師長

10:50 ～ 12:00
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P93 外国人患者の対応に関する病棟看護師の意識調査
河野　博美 社会医療法人緑泉会　米盛病院　看護部 386

P94 透析施設における看護必要度、看護必要量の実態調査について
岩城　智美 AMG　桶川腎クリニック (AMG 西大宮腎クリニック ) 387

P95 救急一次外来を受診した子どもの受診状況の実態
若本　彩子 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 387

P102 回復期リハビリテーション病棟での脳卒中患者の FIMを用いた自宅復帰の関連因
子について

山尾　純玲 医療法人朋友会　山口病院 390

リハビリテーション4
座長：椎葉　誠也 医療法人社団寿量会 熊本機能病院　作業療法士

10:50 ～ 11:50

P96 乳房再建術後の外来リハビリテーションの必要性
野上　静恵 藤聖会　八尾総合病院　リハビリテーション科 388

P97 当院における少年野球選手への障害の早期発見、予防
撹上　光太 医療法人鶴谷会　鶴谷病院 388

P98 当院における循環器疾患を有する高齢入院患者のリハビリテーションの実態
杉安　愛子 医療法人社団 永生会 南多摩病院　循環器科 388

P99 がんリハビリテーションチームの一員として、進行がん又は末期がん患者との関わ
りを通して学んだ事

上原　千絵美 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 388

P100 がん患者の開腹術時間からみたリハビリの有効性について
仲真　義人 社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院 389

P101 当院における人工膝関節全置換術術後患者のT字杖歩行自立日数に関連する因子
小林　裕司 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 389

リハビリテーション3
座長：中園　健太郎 医療法人博光会 御幸病院　理学療法士

10:50 ～ 11:50



― 90 ―

日

第

日

2

第 2 日目 [10 月 9 日　 ］ポスター発表

P106 当院における透析中の運動療法により運動機能と透析効率の改善を認めた一例
猜松　真洋 医療法人シーエムエス　杉循環器科内科病院 391

P107 高次脳機能障害に対し継続的な段階的作業療法が社会復帰を可能とした一症例
横田　浩輝 社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター　

リハビリテーション室 391

P108 新たな育児短時間勤務制度～対象者の拡充と選択肢の増設～	
黒川　誠 医療法人尚腎会　高知高須病院 392

P109 埼玉協同病院おける、外来収益試算の精度と課題	
粂田　真央 医療生協さいたま　埼玉協同病院 392

P110 文書管理システム上での院内規程・マニュアル・通達等の一元管理
山野辺　裕二 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　法人本部情報部 392

P111 選ばれる病院へ～医事課の取組み～
野田　勝 医療法人祐基会　帯山中央病院 392

P112 診療記録監査の取り組み
太田　千亜希 医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院 393

P113 『医事スタッフ病院職員化へのチャレンジと成果』
向野　早苗 医療法人博愛会　頴田病院 393

P114 診断書作成スピードアップとその効果
倉橋　薫 医療法人 神甲会 隈病院 393

病院事務管理
座長：盛　牧生 医療法人社団ピエタ会　石狩病院　常務理事　

10:50 ～ 12:00

P103 当院回復期リハビリテーション病棟患者の意識調査～退院後の生活を見据えているか～
佐々木　傑 ＴＭＧ熱海所記念病院 　リハビリテーション科 390

P104 当院の地域包括ケア病棟における自宅退院の可否に影響を及ぼす関連要因について
江濱　勇気 医療法人社団　仁泉会　畑病院 390

P105 左腕神経叢麻痺を呈し神経回復まで左上肢の機能維持を目指した症例
鈴木　晋之介 医療法人白鳳会　赤穂中央病院　リハビリテーション部 390


