9:00～9:30

第1会場（神戸国際展示場

開会宣言

コンベンションホール南）
郁生
英雄

独立行政法人国立病院機構

挨

拶

祝

辞

祝

辞

祝

辞

祝

辞

公益社団法人兵庫県看護協会

オープニングリマークス
9:30～10:00

医政局長 吉田

学

知事 井戸

敏三

神戸市

市長 久元

喜造

一般社団法人兵庫県医師会

会長 空地

顕一

会長 成田

康子

厚生労働省

兵庫県

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

コンベンションホール南）

郁生（NHO 京都医療センター 院長）

オープニングリマークス

特別講演1

10:00～11:00
座長：宮野前

独立行政法人国立病院機構

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

理事長

英雄

健（NHO 南京都病院 院長）

京都大学大学院理学研究科

11:10～12:00

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

教授

中川

尚史

コンベンションホール南）

隆久（NHO 兵庫あおの病院 院長）

高齢者医療のこれから―フレイル／サルコペニアを防ぐ
国立長寿医療研究センター

招請講演1

12:00～12:30

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

老年内科

医長

佐竹

昭介

コンベンションホール南）

瑞穂（NHO 神戸医療センター 院長）

地域医療構想と地域包括ケア
～行政へのアプローチの秘訣とともに～

第72回国立病院総合医学会

兵庫県 健康福祉部

部長

山本

光昭
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基調講演1

座長：森田

楠岡

コンベンションホール南）

サルの行動から人類の起源と進化を語る

座長：浅香

院長 小西
理事長 楠岡

NHO 京都医療センター

開会の辞

座長：小西

2号館１F

第１日目
午前

開会式

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services
第１日目
午前

5大テーマシンポジウム1
11:00～12:30

第5会場（神戸国際会議場

3F

301国際会議室）

救急医療の推進とキャリア形成
座長：小池
高橋

5SY1-1

薫（京都大学大学院医学研究科 初期診療・救急医学分野 教授）
毅（NHO 熊本医療センター 院長）

救急専門医がいきいきと働きキャリア形成できる仕組み
NHO 熊本医療センター

5SY1-2

へき地・離島勤務を経験した救急医として

5SY1-3

救急医としてキャリアを形成するために

救命救急科

救命救急センター長

外科 安藤

雅規

NHO 東京医療センター / 横浜市立大学 内倉

淑男

NHO 豊橋医療センター

5SY1-5

正公

救急科 小野原貴之

NHO 嬉野医療センター

5SY1-4

原田

救急医が総合内科研修を行う意義 - 自身の研修内容より 共働き医師が活躍できる救急医療を目指して
NHO 京都医療センター

救命救急科

救命救急センター長

西山

慶

メインプログラム
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11:00～12:30

第2会場（神戸国際展示場

2号館３F

3A 会議室）

「スペシャリティとスキルミックスを考える」～共生のための医療を目指して～

第１日目
午前

シンポジウム1

座長：麻生 智彦（国立がん研究センター中央病院 放射線技術部 部長）
中尾
弘（NHO 大阪医療センター 放射線科 診療放射線技師長）

SY1-1

教育プログラムの全国統一を目指して
国立がん研究センター東病院

SY1-2

診療放射線技師のスペシャリティと知って欲しい施設管理スキル

SY1-3

看護部門から見たスペシャリティと知るべき看護スキル

永井

優一

NHO 東京医療センター 井ノ川勝一

NHO 姫路医療センター 池渕かおり

SY1-4

施設管理者から見たスペシャリティと知るべき医学スキルと経営スキル
国立がん研究センター中央病院

シンポジウム4
11:00～12:30

国立病院機構 QC 活動
SY4-1

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

保明

2A 会議室）

グループ最優秀賞事例発表

外来における転倒転落アクシデントの低減
NHO 仙台医療センター

SY4-2

荒井

QC ママネーズ

味 ( み )・楽 ( ら )・来 ( く ) る！イベント食
～「負荷試験も頑張れる」食事へ～

NHO 相模原病院 イベンジャーズ

SY4-3

ただいま計算中・・・

～小児薬用量をチェックせよ！！～

SY4-4

真に！！必要な！！チームとは！！！

NHO 金沢医療センター 調剤室 with D

SY4-5

重症心身障害児（者）の衣類管理について

SY4-6

食事改善～その食事、ちがうっちゃない？

～購入・管理方法の適正化に向けての取り組み～
NHO 東徳島医療センター 衣類パトロール隊

NHO 長崎医療センター 食事で忖度し隊

第72回国立病院総合医学会
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NHO 大阪医療センター 医療安全管理部

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
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第１日目
午前

シンポジウム7
11:00～12:30

第4会場（神戸国際会議場

1F

メインホール）

筋ジストロフィー医療～高い専門性と連携のこれまでとこれから～
座長：久留
松村

SY7-1

聡（NHO 鈴鹿病院 院長）
剛（NHO 刀根山病院 神経内科・臨床研究部長）

これまでの筋ジス医療の成果と今後の方向性

SY7-2

高い専門性を持った看護師育成の試みと課題

SY7-3

臨床研究を進め、若手を育てるための試み

SY7-4
SY7-5

NHO 鈴鹿病院 久留

聡

NHO 医王病院 八反

美子

NHO 青森病院 高田

博仁

NHO 刀根山病院 松村

剛

地域との連携について
多職種連携による HAL 医療用下肢タイプと生体現象方式重度意思伝達装置（Cyin）
の臨床開発から普及まで

NHO 新潟病院 中島

シンポジウム11
11:00～12:30

地域連携

第6会場（神戸国際会議場

～退院後の栄養管理

3F

孝

レセプションホール）

管理栄養士の関わり方～

座長：田中 勝久（NHO 東近江総合医療センター 栄養管理室長）
藤村真理子（NHO 和歌山病院 栄養管理室長）

SY11-1
SY11-2

国立病院が担う在宅患者への栄養サポートの在り方

シンポジウム

NHO 東近江総合医療センター 伊藤

明彦

NHO 和歌山病院 塩路

好美

看護からみた在宅療養者の栄養管理の現状

SY11-3

がん在宅療養者への食事支援

SY11-4

在宅での栄養管理へのサポート

国立がん研究センター東病院

医療法人社団白木会

地域栄養サポート自由が丘 / 認定栄養ケア・ステーション

シンポジウム14
11:00～12:30

第10会場（神戸国際会議場

eatcoco

5F

千歳はるか
米山久美子

501会議室）

がん治療における口腔ケア
座長：吉川 博政（NHO 九州医療センター 歯科口腔外科 部長）
吉田 和也（NHO 京都医療センター 歯科口腔外科 科長）

SY14-1

がん患者の生活力の向上と生命力の強化につなげる「口腔ケア」
NHO 金沢医療センター 能崎
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外科医（医師）の立場からの口腔ケア

SY14-3

看護師の立場からの口腔ケアのポイント

NHO 京都医療センター 大谷

哲之

千葉

由美

横浜市立大学大学院

SY14-4

第１日目
午前

SY14-2

緩和ケア病棟での口腔ケア
NHO 京都医療センター 下郷麻衣子

シンポジウム17
11:00～12:30

第11会場（神戸国際会議場

5F

502会議室）

多職種チームで取り組む重症心身障害児者医療と福祉
座長：徳永
山本

SY17-1

修（NHO 南京都病院 小児科 診療部長）
重則（NHO 下志津病院 副院長）

重症児者病棟における院内感染防止対策チーム（ICT）の活動
NHO 富山病院 小泉

SY17-2

順平

多職種が連携した重症児者に対する呼吸サポートチーム（RST）の活動
NHO 南京都病院 甲斐亜沙子

SY17-3

重症心身障害児者の看取りを多職種で考える

SY17-4

重症心身障害連絡協議会における多施設連携の在宅支援―千葉県での取り組み―

NHO 南岡山医療センター 遠部

NHO 西新潟中央病院 稲澤

SY17-5

泰子
淳一

地域での在宅支援と小児科病棟を利用した在宅移行支援
NHO 下志津病院 川口由紀子

シンポジウム
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第１日目
午前

ワークショップ1
11:00～12:30

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

循環器疾患の診療
座長：是恒

之宏（NHO 大阪医療センター 院長）

WS1-1

心臓血管外科医師にとっての専門医研修～統括的トレーニングの取り組み

WS1-2

心房細動と抗凝固療法に関する患者理解度調査：TASK-AF 伏見パイロットプログラム

NHO 東京医療センター 大迫茂登彦

NHO 京都医療センター 赤尾

WS1-3

昌治

頻脈性心房細動へのランジオロール投与に対してのクリティカルパス作成の意義と
有用性

NHO 熊本医療センター 宮尾

雄治

WS1-4

頻脈性心房細動に伴う心不全の2例：甲状腺機能亢進症を基本病態とした low T3症

WS1-5

当院における植込み型心電図モニタの使用経験

候群の関与について

NHO 東徳島医療センター 井内

新

宮本

翔伍

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

WS1-6

急性心筋梗塞における matrix metalloproteinase-2の変動は左室 reverse

WS1-7

心不全入院患者での栄養障害合併例の臨床的特徴

WS1-8

remodeling と関連する

NHO あわら病院 / 福井大学 見附

保彦

NHO 熊本医療センター 宮尾

雄治

NHO 福山医療センター 梶川

隆

たこつぼ心筋症41例の臨床的特徴の検討

ワークショップ2
11:00～12:30

第8会場（神戸国際会議場

4F

402会議室）

呼吸器疾患の診療－肺炎
座長：中原
ワークショップ

WS2-1

保治（NHO 姫路医療センター 呼吸器内科 副院長）

特発性間質性肺炎の急性増悪に対する thrombomodulin の有効性および安全性に関
する前向き多施設共同試験（SETUP 試験）

NHO 近畿中央呼吸器センター / 大阪間質性肺炎急性増悪研究会

WS2-2

新井

徹

慢性好酸球性肺炎の再燃予測因子の検討
NHO 近畿中央呼吸器センター 竹内奈緒子

WS2-3

サルコイドーシスにおける努力性肺活量低下予測因子の検討

WS2-4

石綿曝露によるびまん性胸膜肥厚症例についての検討

NHO 近畿中央呼吸器センター 片山加奈子

NHO 奈良医療センター 田村

WS2-5

猛夏

ハイハイ（肺炎・廃用症候群）のクリニカルパスの効果と改定
NHO 大阪南医療センター 松本由紀子

46

Kobe, November, 9-10, 2018

LTOT 症例においては疾患ごとに daytime PaCO2のもつ臨床的意味が異なる
NHO 南京都病院 坪井

WS2-7

外科医が知っておくべき、HIV 感染症基礎知識（当院での胸部外科領域における対策）
国立国際医療研究センター

WS2-8

知正

長阪

第１日目
午前

WS2-6

智

山口宇部医療センターにおける気管ステント留置術の現状：地域医療連携、および、
救急医療としての検討

NHO 山口宇部医療センター 河田

ワークショップ3
11:00～12:30

第9会場（神戸国際会議場

4F

啓介

403会議室）

内分泌・代謝疾患を診る
座長：澤村

WS3-1

守夫（NHO 渋川医療センター 臨床研究部 血液内科 臨床研究部長）

糖尿病患者の継続した自己管理への関わり～行動変容パターンより考える～
NHO 高松医療センター 多田

WS3-2

当院における高齢糖尿病患者の薬物療法と HbA1c の調査

WS3-3

2型糖尿病患者における SGLT-2阻害薬による糖・脂質代謝に及ぼす効果の検討

NHO 神奈川病院 武重

NHO 北海道がんセンター 山本

佑美
彩子
清二

WS3-4

日本人2型糖尿病における PICRUSt 予測メタゲノム解析を用いた腸内細菌叢プロファ

WS3-5

インスリノーマが疑われた詐病性低血糖の1例

WS3-6

イルと宿主の糖代謝との関連解析

NHO 京都医療センター 浅原

哲子

NHO 東広島医療センター 横畑

宏樹

高血糖緊急症の発症を契機に大腸癌と診断された1例
NHO 横浜医療センター 鶴田

絢子

WS3-7

抗精神病薬の変更によって著明な減量および糖・脂質代謝の改善を認めた肥満症の

WS3-8

PCSK9阻害薬併用により継続した LDL-C 管理を達成できた家族性高コレステロール

一例

NHO 京都医療センター 小鳥

真司

NHO 三重中央医療センター 山本

ワークショップ4
11:00～12:30

第12会場（神戸国際会議場

5F

高範

504＋505会議室）

消化器－消化管疾患の診療
座長：加藤

WS4-1

元嗣（NHO 函館病院 消化器内科 院長）

食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋層切開術（peroral endoscopic myotomy;
POEM）の当院導入経緯と治療成績

NHO 京都医療センター 滝本

第72回国立病院総合医学会
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血症の2症例

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services
第１日目
午前

WS4-2

当院における胃癌に対する Nivolumab の使用経験
NHO 北海道がんセンター 藤川

WS4-3

当健診センターにおける上部消化管内視鏡検査で発見された胃癌症例の検討
NHO 京都医療センター 島

WS4-4

胃癌予防を目的としたピロリ検診の取り組み

WS4-5

当院での高齢者における胃十二指腸潰瘍出血の現状

WS4-6
WS4-7

幸司
伸子

NHO 函館病院 加藤

元嗣

NHO 福山医療センター 藤田

勲生

NHO 愛媛医療センター 湯汲

俊悟

急性虫垂炎における至適抗生剤選択
クローン病に対する生物学的製剤治療における効果予測に関する内視鏡所見の有用
性についての検討

NHO 福山医療センター 豊川

ワークショップ5
11:00～12:30

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

達也

３B 会議室）

脳・神経疾患へのアプローチ
座長：奥田

聡（NHO 名古屋医療センター 神経内科 副院長）

WS5-1

計算流体力学 (CFD) 解析を用いた脳血管障害の血流解析臨床研究について：

WS5-2

数値流体力学による血行力学に基づく脳動脈瘤壁の診断

２つの NHO ネットワーク共同臨床研究

NHO 京都医療センター 福田

NHO 三重中央医療センター 石田

WS5-3

俊一
藤麿

National Institutes of Health  Stroke Scale（NIHSS）評価における看護師の意識
調査

NHO 三重中央医療センター 太田

WS5-4

医療従事者の急性期脳血管障害患者の問題行動患者に関するアンケート調査

WS5-5

非弁膜症性心房細動による脳塞栓症発症前の抗凝固療法に関する検討

NHO 舞鶴医療センター 大田

美幸
椋平

ワークショップ

NHO 三重中央医療センター 松田明里紗

WS5-6

採血による脳卒中診断
NHO 仙台医療センター 井上

WS5-7

３D ビジュアルシステムの使用経験

WS5-8

脳卒中市民公開講座の今後の展望

敬

NHO 京都医療センター 喜多美穂里

NHO 鹿児島医療センター 井手
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11:00～12:30

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

精神疾患の診療とケア
座長：女屋

光基（NHO 下総精神医療センター 院長）

WS6-1

精神疾患患者の運動機能維持と年齢、運動習慣の関連について

WS6-2

身体拘束実施患者の褥瘡発生の現状とその要因分析

WS6-3

NHO 榊原病院 佐藤

英成

NHO 千葉医療センター 戸田

茉希

~ 総合病院における精神科に視点をおいて ~

心因性非てんかん発作に後頭葉てんかんを合併した一例
NHO 下総精神医療センター 加藤

WS6-4

ロチゴチンによる性欲亢進と考えられたパーキンソン病に伴う認知症の一例

WS6-5

SST を通して対象者が経験する変化のプロセス

英生

NHO 下総精神医療センター 楠戸

恵介

－精神科デイケアにおける SST 実践から－

NHO やまと精神医療センター 南

庄一郎

WS6-6

診断後早期に精神科リハビリテーションを導入した自閉症スペクトラム障害の1例

WS6-7

発達障害を抱える引きこもり患者への個別精神科作業療法

上嶋

大樹

浪久

悠

NHO 久里浜医療センター 三原

聡子

国立精神・神経医療研究センター

～認知機能リハビリテーションを活用した障害受容への介入～
国立精神・神経医療研究センター病院

WS6-8

第１日目
午前

ワークショップ6

ネット依存専門治療外来の受診者の6か月後の治療転帰

ワークショップ7
11:00～12:30

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

小児・成育医療の進歩
座長：久保

インフルエンザワクチン接種後の副反応に関する検討
NHO 三重病院 長尾みづほ

WS7-2

当院での小児肥満症への取り組み～すくすく教室（短期肥満教育入院）～
NHO まつもと医療センター 倉田

WS7-3

子どもが小児がんと診断された IC 直後の家族への必要な関わり

WS7-4

小児に対する修正 CI 療法

国立成育医療研究センター

WS7-5

研児

河田菜穂美

NHO 南九州病院 森本

翼

NHO 西新潟中央病院 佐藤

香

てんかん患児ケアにおける病棟保育士の役割

第72回国立病院総合医学会
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ワークショップ

WS7-1

俊英（NHO 岡山医療センター 小児科 特命副院長）

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services
第１日目
午前

WS7-6

乳幼児上咽頭に定着する肺炎球菌のペニシリン血清型の7年間の推移
NHO 横浜医療センター 矢内

WS7-7

巨大冠動脈瘤を認めたマイコプラズマ感染合併川崎病についての検討
NHO 長崎医療センター 桑原

WS7-8

貴憲
義典

川崎病 IVIG（大量γグロブリン療法）不応リスクスコアについて検討
NHO 西埼玉中央病院 小穴

愼二

ワークショップ
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11:00～11:50

ポスター会場1（神戸国際展示場

1号館1F

展示室）

若手医師フォーラム
座長：藤本

剛（NHO 岩国医療センター 内科 臨床研修部長）

WP1-1

A report of two cases of metastatic colonic carcinoma evaluated by CT

WP1-2

Endoscopic submucosal dissection for an anal canal cancer: A case report

colonography

NHO 仙台医療センター 遠藤

NHO 仙台医療センター 佐藤

WP1-3

第１日目
午前

若手医師フォーラム - ポスター

祐哉
公亮

Three cases of localized amyloidosis of the stomach needed to distinguish
from gastric cancer or gastritis

NHO 岩国医療センター 村田有里恵

WP1-4

A case of organized pneumonia with acute pulmonary embolism

WP1-5

Small intestine adenocarcinoma identified by detection of small intestine

NHO 相模原病院 花島

陽平

perforation due to fish bone: A case report

NHO 米子医療センター 橋本

WP1-6

A resolution of worsening renal function in a 78-year-old woman with

WP1-7

The case of remarkable pericardial effusion did not result in definite

詩音

chronic heart failure by cessation of NSAIDs

NHO 東近江総合医療センター 五島

隆太

diagnosis of malignant mesothelioma

NHO 東近江総合医療センター 小森菜津子

若手医師フォーラム - ポスター
11:00～11:50

ポスター会場1（神戸国際展示場

1号館1F

展示室）

若手医師フォーラム
座長：佐藤

正通（NHO 高崎総合医療センター 総合診療科部長）

WP2-1

Respiratory syncytial virus-induced ischemic stroke in a child

WP2-2

Guillain-Barre syndrome presenting with dysgeusia as the initial symptom

NHO 岩国医療センター 梶原

NHO 仙台医療センター 鈴木

WP2-3

朝子

A case report of inclusion body myositis with anti-PM-Scl-75 antibody
NHO 仙台医療センター 高柳

WP2-4

健太

義哉

A more useful diagnostic indicator for IgA-N in adults with microscopic
hematuria than IgA or IgA/C3 ratio: Male gender

第72回国立病院総合医学会
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ポスター

NHO 熊本医療センター 榎木

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services
第１日目
午前

WP2-5

CFD prediction for the thrombus formation after endovascular occlusion of
a distal anterior cerebral artery aneurysm

NHO 三重中央医療センター 佐藤

WP2-6

Clinical study of nine cases of mycobacterium abcessus complex
pulmonary disease

NHO 三重中央医療センター 西村

WP2-7

丈典

正

A case report of IgG4-related disease that was found with exacerbation of
type 2 diabetes mellitus

NHO 米子医療センター 長尾

PDCA

11:00～11:40

ポスター会場1（神戸国際展示場

1号館1F

良太

展示室）

PDCA プロジェクト（活動）
座長：本橋 隆子（NHO 本部 総合研究センター 診療情報分析部 診療情報分析研究員）
今井志乃ぶ（NHO 本部 総合研究センター 診療情報分析部 主任研究員）

PDCA1-1 ～当院における摂食嚥下障害患者への取り組み～多職種連携を通して
NHO 東京医療センター 中島

美雪

PDCA1-2 肺炎患児の培養検査実施数増の目標を達成したＰＤＣＡ活動の実際
NHO 小倉医療センター 渡辺

恭子

PDCA1-3 他職種参加型の「慢性閉塞性肺疾患に対する呼吸器リハビリテーションの実施率」向
上の取り組みについて

NHO 渋川医療センター 赤坂

進也

PDCA1-4 安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率（非 DPC 病院）向上への取組み
NHO 徳島病院 阿部

正博

PDCA1-5 重症心身障がい児 ( 者 ) に対するリハビリテーションの実施率の改善
ｰ２年目の活動を終えての成功点についてｰ

NHO 米沢病院 竹田

裕

PDCA1-6 間質性肺炎患者における呼吸機能評価の実施率向上を目指して
NHO 茨城東病院 坂井

隼人

NHO 七尾病院 吉田

葉子

PDCA1-7 （独自指標）入院患者の骨密度測定の実施率
PDCA1-8 PDCA サイクルを用いた多剤抗精神病薬投与削減に向けた2年間の取り組み
NHO 賀茂精神医療センター 坂本

靖之

ポスター
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11:40～12:10

ポスター会場1（神戸国際展示場

1号館1F

展示室）

PDCA プロジェクト（分析）
座長：永田
本橋

第１日目
午前

PDCA

修（NHO 埼玉病院 診療情報部 診療情報専門職）
隆子（NHO 本部 総合研究センター 診療情報分析部 診療情報分析研究員）

PDCA2-1 診療情報データ抽出業務の効率化
NHO 弘前病院 黒滝

幸代

NHO 東京医療センター 目黒

康平

PDCA2-2 エクセルを用いたデータ精度の把握・向上への取組
PDCA2-3 臨床評価指標の「安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率」を自施設で
分析した結果

NHO 敦賀医療センター 小西

大輔

PDCA2-4 診療報酬改定による「重症度、医療・看護必要度」の DPC データを用いたシミュレー
ション分析

白石

智己

NHO 九州医療センター 福島

祥子

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

PDCA2-5 機能評価係数における地域医療係数・体制評価指数「救急」項目の分析
PDCA2-6 「指標34 心大血管手術後の心臓リハビリテーション実施率」向上と病院独自の指標
取り組み

NHO 鹿児島医療センター 松田

EBM 推進のための大規模臨床研究の成果


ポスター会場1（神戸国際展示場

1号館1F

章吾

展示室）

EBM 推進のための大規模臨床研究の成果
EBM-1

在宅要介護者における転倒予測スコアの作成と検証 

―多施設共同前向きコホート研究（J-FALLS）―

NHO 東名古屋病院 饗場

EBM-2

効果の検討

NHO 京都医療センター 尾野

EBM-3

観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に関する研究 (MARK study)

EBM-4

喫煙者、非喫煙者の肺癌病因に関する分子疫学的研究 (JME 試験 )

NHO 九州医療センター 矢坂

NHO 近畿中央呼吸器センター 松村

EBM-5

亘
正弘
晃秀

酸素投与による心臓カテーテル後造影剤腎症の予防効果に関する研究：OPtion CIN
研究

洋一

わが国における尿酸排泄動態に関する基準範囲の検討 

― 尿酸クリアランス値と女性ホルモン・閉経の関連性

NHO あわら病院 津谷

第72回国立病院総合医学会
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NHO 横浜医療センター 網代

EBM-6

郁子

２型糖尿病を併せ持つ高血圧患者におけるメトホルミンの心肥大・心機能に対する

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services
第１日目
午前

EBM-7

酸素投与による造影 CT 検査後の造影剤腎症予防効果の検討
NHO 横浜医療センター 関口

EBM-8

治樹

神経症・うつ状態を有する喫煙者の禁煙治療における抑肝散の効果に関する検討
NHO 京都医療センター 長谷川浩二

EBM-9

膵がん切除後の補助化学療法における S-1単独療法と S-1とメトホルミンの併用療法

EBM-10

未治療多発性骨髄腫における遺伝子解析による治療感受性・予後予測因子の探索的

の非盲検ランダム化第Ⅱ相比較試験 (ASMET)

NHO 九州がんセンター 古川

研究

NHO 東名古屋病院 神谷

EBM-11

日本人の肥満症の発症と治療効果・抵抗性に関連する遺伝素因の探索
哲子

国立病院機構認知症登録研究（The NHODR study）

～認知症介護状況の実態調査と予後への影響～ H27-EBM（観察）-01
NHO 南京都病院 重松

EBM-13

悦功

－オーダーメイド医療の確立－

NHO 京都医療センター 浅原

EBM-12

正幸

一生

H27－ EBM( 遺解 ) －02「日本人多種化学物質過敏症に関連する遺伝要因の解明」


～病因病態の解明と客観的な診断方法の確立に向けて～（中間報告）

NHO 相模原病院 谷口

正実

EBM-14

免疫抑制患者に対するPCV13/PPSV23の連続接種とPPSV23単独接種の有効性の比較

EBM-15

日本人 COPD 患者の身体活動性測定法の共有化と標準式作成（SPACE 試験）H30年

－二重盲検無作為化比較試験－ （CPI Study)

NHO 三重病院 丸山

中間登録状況

NHO 和歌山病院 南方

EBM-16

貴也

良章

第三世代 EGFR-TKI オシメルチニブ治療における血漿浮遊腫瘍 DNA を用いた遺伝子
変異モニタリングおよびスクリーニングの前向き観察研究 (Elucidator 試験 )

NHO 近畿中央呼吸器センター 田宮

ポスター1

11:00～11:35

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

朗裕

コンベンションホール北）

医療情報システム (1) データベースを管理する
座長：盛永

剛（NHO 北海道がんセンター 診療情報管理係長）

P1-2A-001 臨床医が Filemaker Pro を用いて作成したデータベース管理
国立国際医療研究センター

関原

圭吾

P1-2A-002 テンプレートを活用した NCD 登録支援について
NHO 沖縄病院 喜友名友絵

ポスター

P1-2A-003 放射線部門システム更新における患者認証率の検証
NHO 東京医療センター 大堀
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NHO 敦賀医療センター 大竹野浩史

P1-2A-005 Google フォームを用いた出席確認、アンケート集計の各分野における利用方法の考

第１日目
午前

P1-2A-004 当院における PACS 更新の実施に関する課題の検証

察について

NHO 医王病院 鈴木

剛志

NHO 沖縄病院 藤田

香織

P1-2A-006 結核書類作成支援システムによる医師の負担軽減
P1-2A-007 関信地区国立病院薬剤師会ホームページのアクセス解析と今後の課題
国立国際医療研究センター

ポスター2

11:35～12:10

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

内藤

靖雄

コンベンションホール北）

医療情報システム (2) 電子カルテの能力をアップ
座長：梶田

佳範（NHO 京都医療センター 経営企画室長）

P1-2A-008 電子カルテ記録の院内監査の成果
NHO 三重中央医療センター 藤本

美賀

NHO 災害医療センター 宮原

理恵

P1-2A-009 入院診療計画書の記載内容充実のための取り組み
P1-2A-010 他院紹介 CD の入出力を簡便に効率的に改善した事例
～紹介情報管理システム MoveBy 導入による恩恵～

NHO 東京病院 山口

悟史

NHO 東京医療センター 小幡

敏治

NHO 別府医療センター 三浦

佑典

P1-2A-011 カルテ開示に伴う電子媒体での提供について
P1-2A-012 電子カルテ更新のコスト削減と注意点
P1-2A-013 電子カルテオプション機能を用いた指導料算定件数増加の取り組み
NHO 名古屋医療センター 大羽

和代

P1-2A-014 セキュアで可用性向上を目指したインフラ設計
NHO 西新潟中央病院 叶谷信治雄

ポスター3

11:00～11:30

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

薬剤部 (1) 病棟業務の改善とその成果
座長：本田

富得（NHO 東近江総合医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P1-2A-015 手術室薬剤師配置後の取り組みと評価

NHO 京都医療センター 安達昂一郎

第72回国立病院総合医学会
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NHO 神戸医療センター 鷲田依美里

P1-2A-016 救命救急センターにおける病棟薬剤業務の成果

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services
第１日目
午前

P1-2A-017 テンプレートを用いた患者モニタリングへの RMP 活用に関する取り組み
NHO まつもと医療センター 岩本

大紀

NHO 近畿中央呼吸器センター 永井

詩織

P1-2A-018 吸入指導における吸入手技評価ツールの活用
P1-2A-019 入院患者における吸入アドヒアランスの経時的変化と吸入支援の現状について
NHO 横浜医療センター 大井

美波

P1-2A-020 プレアボイド報告の事例集積～近畿国立病院薬剤師会における取り組み～
NHO 兵庫中央病院 壷阪

ポスター4

11:30～12:00

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

直子

コンベンションホール北）

薬剤部 (2) 外来業務の改善とその成果
座長：畝

佳子（NHO 大阪南医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P1-2A-021 周術期外来の立ち上げと薬剤師の関わり
NHO 水戸医療センター 及川

瞬

P1-2A-022 薬剤師術前外来における術前休薬管理に対する取り組み
NHO 浜田医療センター 山中

洋

NHO 函館病院 鈴木

秀峰

P1-2A-023 入院時持参薬に基づく多剤併用状況の調査
P1-2A-024 ポリファーマシー改善の取り組み～２年間の活動を振り返って～

手応えと評価

NHO あわら病院 杉山

喜久

P1-2A-025 京都医療センターにおけるポリファーマシーの取り組みと成果
NHO 京都医療センター 市原

英則

P1-2A-026 とろみ調整食品を使用した医薬品服薬に関する現状調査と対策
NHO 東名古屋病院 井上

ポスター5

11:00～11:35

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

佑美

コンベンションホール北）

臨床研究 (1) NHO の臨床研究を活性化
座長：福田

利明（NHO 和歌山病院 薬剤部 薬剤部長）

P1-2A-027 国立病院臨床検査技師協会における共用基準範囲導入の取り組み
NHO 熊本医療センター 江角

誠

P1-2A-028 演題取り下げ
P1-2A-029 NHOネットワークを活かした九州における効率的な中央倫理審査の推進への取り組み
ポスター

NHO 九州医療センター 佐藤

栄梨

P1-2A-030 院内スタッフに対する臨床研究の啓発活動の再検討
NHO 福山医療センター 税田なおみ
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～夜間診療時の1事例を RCA（根本原因分析）して分かったこと～
NHO 横浜医療センター 福川

則子

NHO いわき病院 鈴木

栄

第１日目
午前

P1-2A-031 「EBM 研究支援への取り組み」


P1-2A-032 神経難病患者における体成分データの比較検討
P1-2A-033 末梢動脈疾患診断における還流指標（PI）スクリーニングの検討
NHO 千葉東病院 宮内

ポスター6

11:35～12:15

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

拓也

コンベンションホール北）

臨床研究 (2) 臨床試験への取り組み
座長：吉野

宗宏（NHO 宇多野病院 薬剤部長）

P1-2A-034 治験薬温度逸脱時における対応について
NHO 九州がんセンター 高崎

紘臣

NHO 熊本医療センター  宮本

美穂

P1-2A-035 治験における細菌学的検査の逸脱防止に向けて
P1-2A-036 感染症治験における CRC 業務と他部署との連携について
NHO 別府医療センター 山下

愛登

P1-2A-037 炎症性腸疾患治験の症例登録増加に向けた取り組みについて
NHO 福山医療センター 貞金

優代

P1-2A-038 新規デバイス治療の臨床導入～治験管理室から外来、病棟にいかに繋ぐか～
NHO 宇多野病院 大塚

歩

P1-2A-039 名古屋医療センターで実施する臨床研究に必要な CRC の支援に関する調査報告
NHO 名古屋医療センター 中村

和美

P1-2A-040 受託臨床研究に対する医師の意識
NHO 信州上田医療センター 一之瀬佳代

P1-2A-041 卒後教育における「急変前気づき研修」プログラムの評価
NHO 京都医療センター 片岡佐由美

ポスター7

11:00～11:40

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

臨床研究 (3) 臨床試験で留意すべきこと
座長：木村

麻子（国立循環器病センター 薬剤部 副薬剤部長）

P1-2A-042 国立病院機構本部中央治験審査委員会 (NHO-CRB) の現状と今後の展望
NHO 本部 清水

崇

るための支援～臨床試験推進室事務局の視点から～

NHO 九州がんセンター 大石
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P1-2A-043 当院における研究者主導臨床試験（先進医療 B+ 第3種再生医療等）を円滑に実施す
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第１日目
午前

P1-2A-044 治験における個人情報の管理について
NHO 京都医療センター 治験管理室
（現、NHO 大阪医療センター 臨床研究センター 臨床研究推進部 臨床研究推進室） 松田

恭子

P1-2A-045 治験に対する意識と実施の相関性
NHO 岡山医療センター 山口

知子

P1-2A-046 治験に対する意識調査について～院内スタッフの治験に対する印象と認知度～
NHO 弘前病院 石戸谷奈緒

P1-2A-047 治験責任医師交代への体制整備

～多数の試験を受託していた治験責任医師の交代の事例を通して～
NHO 水戸医療センター 大塚

美咲

P1-2A-048 薬剤部での治験薬調剤が未対応の施設における治験薬調剤の標準化に向けて
NHO 神戸医療センター 荒川

宗徳

P1-2A-049 受託研究費算定要領 改訂後の変化について後方的考察
NHO 金沢医療センター 熊木真理子

ポスター8

11:40～12:20

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

臨床研究 (4) 臨床試験における薬剤師と CRC
座長：川端

一功（国立循環器病研究センター 薬剤部 副薬剤部長）

P1-2A-050 治験薬の誤調剤とその対策に関する検討
NHO 三重中央医療センター 稲吉

隆行

P1-2A-051 治験ミニレクチャー実施前後における薬剤師の治験に対するイメージと業務理解に
ついての意識調査

NHO 宇多野病院 吉川

実希

NHO 京都医療センター 堀尾

綾香

P1-2A-052 治験実施計画書からの逸脱防止への取り組み
P1-2A-053 治験データベースとレポート作成補助システムの改訂
－ CRC 業務の効率化についての検討－

NHO 大阪南医療センター 田中

有

P1-2A-054 金沢医療センターにおけるローカルデータマネージャーの CRC 支援の現状
NHO 金沢医療センター 小澤

尚子

P1-2A-055 SMO-CRC の治験業務内容からみる院内 CRC の問題点や課題
NHO 岡山医療センター 明石真喜子

P1-2A-056 脊髄損傷（急性期）治験実施のための体制構築について
NHO 村山医療センター 荒井

仁美

NHO 熊本医療センター 白澤

宏美

P1-2A-057 非盲検薬剤師に対する治験説明資料の改善と評価
ポスター
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11:00～11:35

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

臨床検査 (1) 検体検査の業務改善、品質管理
座長：乘船

第１日目
午前

ポスター9

政幸（NHO 福山医療センター 臨床検査科 臨床検査技師長）

P1-2A-058 多項目自動分析装置更新による導入効果
NHO 名古屋医療センター 黒木

琳寧

P1-2A-059 当院における採血室の業務改善への取り組み
NHO 東京医療センター 田代恵莉香

P1-2A-060 当院における免疫組織化学染色の新規プロトコールの検討
NHO 医王病院 角田由美子

P1-2A-061 イムノクロマト検査法の誤判定防止策の検討
NHO 紫香楽病院 藤田

幸久

NHO 西新潟中央病院 古江

裕志

NHO 埼玉病院 菊池

智晶

NHO 千葉医療センター 白鳥

克幸

P1-2A-062 免疫関連有害事象（irAE）の取り組みと今後の対応
P1-2A-063 緊急輸血実技研修実施について
P1-2A-064 当院における輸血用血液製剤廃棄血削減への取り組み

ポスター10

11:35～12:10

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

臨床検査 (2) 検体検査の精度管理
座長：藤野

達也（NHO 佐賀病院 研究検査科 副臨床検査技師長）

P1-2A-065 環境中から検出される黒色酵母・赤色酵母真菌の簡易鑑別法の検討
NHO 刀根山病院 佐子

肇

P1-2A-066 血液培養陽性の迅速報告に向けた当院での取り組み
NHO 豊橋医療センター 林

由美子

P1-2A-067 ISO15189取得に向けた細菌検査室の精度管理についての取り組み
NHO 埼玉病院 中戸川浩平

P1-2A-068 尿化学検査における添加剤の影響について
NHO 大阪医療センター 中島

静

NHO 鈴鹿病院 尾関

沙耶

NHO 名古屋医療センター 中嶋

美郷

NHO 霞ヶ浦医療センター 国仲

伸男

P1-2A-069 シスタチン C 測定院内導入への基礎的検討
P1-2A-070 院内導入にかかるナノピア IL- ２R の基本性能評価
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P1-2A-071 代替キシレン剤パソクリーンの有用性
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第１日目
午前

ポスター11

11:00～11:25

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

臨床工学 (1) 機器管理、業務管理を推進
座長：三橋

寿子（NHO 敦賀医療センター 主任臨床工学技士）

P1-2A-072 ネーザルハイフロー回路の温度を実測して～疑問の声を聞いていざ実践～
NHO 別府医療センター 川崎

徹也

P1-2A-073 臨床工学技士による NPPV マスク管理のメリットと課題
NHO あきた病院 岡野

卓

P1-2A-074 当院における血液透析件数の推移と件数増加に伴う課題について
NHO 横浜医療センター 本田

陽平

NHO 東京医療センター 小高

裕太

NHO 大阪南医療センター 遠藤

未耶

P1-2A-075 臨床工学技士における災害時の初動対応と事前対策
P1-2A-076 新入職臨床工学技士が 1年間で学んだこと

ポスター12

11:25～11:50

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

臨床工学 (2) 呼吸循環・血液浄化装置の管理
座長：井上

裕之（国立循環器病研究センター 臨床工学部 臨床工学技士長）

P1-2A-077 経験不足により当院で起こった OCT 計測時における注意点
半田

宏樹

NHO 信州上田医療センター 高野

一誉

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-2A-078 院外心肺停止例に対する ECPR の現状と今後の課題
P1-2A-079 人工呼吸器の画面の輝度がバッテリ駆動時間に及ぼす影響
NHO 鈴鹿病院 名越

貴子

P1-2A-080 「結露による人工呼吸器呼気フローセンサ表示異常」への対策として呼気取入口を鉛
直にすることの有効性

NHO 南京都病院 白井

亮一

NHO 山口宇部医療センター 嶋原

史記

P1-2A-081 人工呼吸器トラブルに対して適切な事例分析方法の検討

ポスター13

11:00～11:30

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

医療の質を向上 (1) 神経難病の病棟にて
ポスター

座長：川崎

竹哉（NHO 茨城東病院 呼吸器外科 JNP）

P1-3A-082 看護師の抑制体験による認識変化が患者に与える影響
～行動制限最小化へ向けた取り組み～

NHO 大牟田病院 堤
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～疾患別リハビリテーション等に対するグループ分け介入の取り組みの現状～
NHO 福岡東医療センター 吉田

和史

第１日目
午前

P1-3A-083 当院における作業療法部門の患者介入方法

P1-3A-084 パーキンソン病についての理解とより臨床に即した院内研修会を目指して
NHO 西新潟中央病院 須貝

P1-3A-085 長期療養中の ALS 患者の生活の質が保てる要因の検討
～インタビューを通して明らかになった生きる意欲～

幸起



NHO 南岡山医療センター 大久保麻衣

P1-3A-086 神経難病病棟における患者・家族への意思決定支援のプロセス
NHO 西別府病院 川野

望美

P1-3A-087 デスカンファレンスが看護師の終末期ケアの意識と行動に与える影響
NHO 浜田医療センター 竹下

ポスター14

11:30～12:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

啓太

展示室）

医療の質を向上 (2) PDCA サイクルを回す
座長：大川

禎子（NHO 北海道東北グループ 医療担当 看護専門職）

P1-3A-088 院内における必須研修の受講率向上への取り組み
NHO 仙台医療センター 工藤

麻子

P1-3A-089 臨床評価指標を用いた PDCA サイクルに基づく医療の質改善プロジェクト                    
～診療情報管理士としての取り組み～

NHO 弘前病院 齋藤

文子

P1-3A-090 機構プロジェクト「臨床評価指標を用いた PDCA サイクルに基づく医療の質改善事
業」に参加して --QM 委員会委員長として --

NHO 弘前病院 小田桐弘毅

P1-3A-091 外来糖尿病患者に対する栄養指導介入件数増加に向けた取組み～臨床評価指標を用
いた PDCA サイクルに基づく医療の質の改善事業を通して～

NHO 高松医療センター 森下

麻衣

P1-3A-092 呼吸器科外来における医師事務作業補助者による診療時間短縮への取り組み
NHO 弘前病院 野呂

千鶴

P1-3A-093 日当直通信～当直業務の質向上を目指した取り組み～
NHO 三重中央医療センター 中野つづり

P1-3A-094 ラビング法導入による手術室看護師の手荒れ軽減に向けての取り組み
NHO 関門医療センター 三浦

真美

P1-3A-095 看護師による術前診察の現状と問題点～アンケート調査結果からの考察～
NHO 信州上田医療センター 西澤翔太朗

ポスター
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午前

ポスター15

11:00～11:35

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

医療の質を向上 (3) チーム医療をとおして
座長：西本

祐子（NHO 九州医療センター 小児外科 医長）

P1-3A-096 多職種で行う安全な免疫チェックポイント阻害薬投与の体制作りの検討
NHO 北海道がんセンター 高橋

由美

P1-3A-097 経口抗がん薬（レゴラフェニブ）導入準備におけるチームの取り組み
～手足症候群に対する投与前からの多職種協働マップを作成して～

NHO 豊橋医療センター 牧野佐知子

P1-3A-098 化学療法による末梢神経障害を伴う患者に対し自己評価ツールを使ったセルフケア
への関わり

NHO 西埼玉中央病院 高田

拓

NHO 柳井医療センター 酒井

久恵

P1-3A-099 看護師とコ・メディカル間の連携に対する認識
P1-3A-100 多職種連携を中心としたアレルギー専門外来への取り組み
NHO 南岡山医療センター 黒岡

昌代

P1-3A-101 タブレット型端末を利用した医薬品情報提供について
国立療養所東北新生園

森田

睦子

P1-3A-102 安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率向上に向けた取り組みと分析
NHO 小倉医療センター 木村

ポスター16

11:00～11:40

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

修徳

展示室）

骨・運動器疾患の診療 (1) リウマチの最新治療とケア
座長：山田

茂（NHO 京都医療センター リハビリテーション科 科長）

P1-3A-103 全身型若年性突発性関節炎に対して血液浄化療法を施行した1例
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

松永

健汰

P1-3A-104 関節リウマチにおけるサラゾスルファピリジンのニューモシスチス肺炎予防効果
NHO 相模原病院 布川

貴博

NHO 函館病院 久保

公利

P1-3A-105 認知症を合併したリウマチ性多発筋痛症の1例
P1-3A-106 当院で診断されたリウマチ性多発筋痛症（PMR）の末梢血好中球上 CD64分子定量
の検討

NHO 相模原病院 小宮

明子

P1-3A-107 関節リウマチ患者における B 型肝炎ウイルス (HBV) キャリアと HBV 再活性化
ポスター

NHO 相模原病院 橋本

篤

NHO 相模原病院 鶴見

暁子

P1-3A-108 関節リウマチ患者へマスクエイドを考案した経験について
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NHO 大阪南医療センター 礒田健太郎

P1-3A-110 関節リウマチ教育入院導入の試み
国立国際医療研究センター国府台病院 / 国立国際医療研究センター

ポスター17

11:40～12:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

杉本

1号館2F

第１日目
午前

P1-3A-109 当院におけるクリティカルパスを用いた関節リウマチ教育入院の取り組み

崇行

展示室）

骨・運動器疾患の診療 (2) 骨折・関節治療の最前線
座長：安東

慶治（NHO 宇多野病院 整形外科医長）

P1-3A-111 大腿骨転子部骨折から副甲状腺機能亢進症を伴った副甲状腺癌が判明した1例
NHO 豊橋医療センター 奥村

太朗

P1-3A-112 大腿骨骨幹部骨折髄内釘固定後の偽関節に対するaugmentation platingを行った2例
NHO 仙台医療センター 増田

雄史

P1-3A-113 圧迫による陥入種子骨の整復が不能であった母趾 IP 関節脱臼の1例
NHO 愛媛医療センター 上田真由美

P1-3A-114 足関節底屈拘縮に対しイリザロフ創外固定器にて背屈矯正を行った1例
NHO 名古屋医療センター 森

公一

P1-3A-115 足関節内果骨折とアキレス腱断裂を同時受傷した1例
NHO 村山医療センター 窪田秀次郎

P1-3A-116 Gustilo Anderson 分類 IIIB、IIIC 型四肢開放骨折の機能予後
NHO 長崎医療センター 松尾はるか

ポスター18

11:00～11:30

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

骨・運動器疾患の診療 (3) 多様な病態への個別的対応
座長：山本

博史（NHO 京都医療センター 整形外科 医師）

P1-3A-117 陳旧性距骨下脱臼の１例
NHO 仙台医療センター 伊勢福修司

P1-3A-118 肩関節評価法による肩腱板断裂の治療成績の検討
NHO まつもと医療センター 小林

博一

P1-3A-119 CT ガイド下生検後に傍脊柱筋内に播種をきたした左下葉肺癌の一例
NHO 米子医療センター 南崎

P1-3A-120 中年期血友病患者特有の ADL/IADL について

剛

ー患者運動器検診会よりー
国立国際医療研究センター

唐木

瞳

P1-3A-121 後期高齢者における非特異的慢性腰痛と心理社会的因子の関連の検討－ NHO 共同臨
NHO 大阪南医療センター 藤原
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第１日目
午前

P1-3A-122 巻き爪の矯正用ワイヤー固定法に対する工夫
NHO 愛媛医療センター 三好

倫子

P1-3A-123 軸索型ギラン・バレー症候群の回復過程を基礎代謝量で評価し得た一例
NHO 七尾病院 府金

ポスター19

11:30～12:15

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

幸紀

展示室）

骨・運動器疾患の診療 (4) 早期リハビリテーション
座長：渡邉

靖晃（NHO 佐賀病院 リハビリテーション科 副理学療法士長）

P1-3A-124 当院における大腿骨近位部骨折に対する早期リハビリテーション実施率向上に向け
た取り組み

NHO 栃木医療センター 黒田

知英

P1-3A-125 人工膝関節全置換術施行後の患者が、自宅退院に向け抱える不安に関する研究
NHO 宇都宮病院 月岡

亮

NHO 埼玉病院 小池

友和

P1-3A-126 当院人工膝関節置換術後患者における退院判断基準の検討
P1-3A-127 強直膝に対する人工膝関節置換術後の理学療法
NHO 金沢医療センター 辻原美智雄

P1-3A-128 人工膝関節置換術後患者における術後運動機能の予後予測因子の検討
NHO 嬉野医療センター 山田竜一郎

P1-3A-129 人工膝関節置換術後のリハビリテーションにおける取り組みと今後の展望
NHO 霞ヶ浦医療センター 一色

滉平

P1-3A-130 人工骨頭置換術後に早期自宅退院となるも転倒し後方脱臼を受傷した症例に対する
再脱臼予防への関わり

NHO 佐賀病院 山本

晴菜

P1-3A-131 変形性膝関節症に対し両側脛骨顆外反骨切り術を施行された2症例
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

篠崎

知里

西尾

美里

P1-3A-132 内側開大式高位脛骨骨切り術後にプレート破損に至った一例
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

ポスター20

11:00～11:45

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

骨・運動器疾患の診療 (5) リハビリテーションを工夫する
座長：佐伯

一成（NHO 北海道医療センター リハビリテーション科 理学療法士長）

P1-3A-133 右距骨骨折後の骨壊死に対して人工距骨置換術を施行した一症例
ポスター

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

増田

英和

P1-3A-134 大腿骨近位部骨折患者における歩行能力の回復について - 骨粗鬆症の視点から－
NHO 岡山医療センター 安藤
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NHO 三重中央医療センター 横地

雅和

P1-3A-136 股関節離断術後の股義足作製に至るまでの理学療法経過
NHO 大阪医療センター 今中

第１日目
午前

P1-3A-135 伸筋支帯周辺の癒着が考えられた脛骨天蓋骨折の1症例

辰茂

P1-3A-137 血管柄付き内上顆移植を行った舟状骨偽関節に対するリハビリテーションの小経験
藤井

陽子

向井

知里

NHO 嬉野医療センター 穐山

博人

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-3A-138 Zone5の屈筋腱群全断裂に神経断裂を合併した一例
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P1-3A-139 メンタルローテーション課題が疼痛に及ぼす影響
P1-3A-140 頸髄硬膜外膿瘍による深部感覚障害のため動作改善に難渋した一症例
河野

英美

NHO 長崎病院 石永

和花

国立国際医療研究センター

P1-3A-141 足関節両果部骨折後の理学療法～足部アライメントに着目して～

ポスター21

11:45～12:20

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

骨・運動器疾患の診療 (6) さまざまの合併症対策
座長：桑原

敬子（NHO 大阪南医療センター 東6階病棟 看護師長）

P1-3A-142 下肢骨折術後患者の患者参加型 KYT による意識・行動変容の分析
NHO 米子医療センター 松原

汰地

P1-3A-143 股関節可動域制限のある患者の骨折のリスク軽減に向けた取り組み
国立療養所菊池恵楓園

福田

一徳

P1-3A-144 手術前後の不安の軽減にむけた関わりについて
NHO 仙台西多賀病院 蓮田小百合

P1-3A-145 整形外科病棟におけるせん妄発症要因調査
NHO 長崎医療センター 船津

美樹

P1-3A-146 大腿骨骨折で認知症がある患者のせん妄への取り組み - 音楽鑑賞の効果 ‐
NHO 岩国医療センター 山田

智世

P1-3A-147 下肢人工関節置換術後の深部静脈血栓症診断における下肢静脈超音波検査の有用性
NHO 村山医療センター 中尾知江美

P1-3A-148 下肢人工関節置換術後における深部静脈血栓症スクリーニング検査としての D-dimer
測定の有用性

NHO 村山医療センター 小澤

理利

ポスター
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ポスター22

11:00～11:35

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

骨・運動器疾患の診療 (7) 画像診断の最新情報
座長：山本

匠（NHO 京都医療センター 放射線科 撮影透視主任）

P1-3A-149 人工関節置換術後の骨密度測定
NHO 三重中央医療センター 和田

聖也

P1-3A-150 MRI における膝関節撮影時の非検側のポジショニングの検討
NHO 渋川医療センター 黒澤

謙太

P1-3A-151 膝関節ＭＲＩ撮影時におけるスリーアームアーチファクトの軽減除去についての検討
NHO 盛岡病院 成田

太亮

P1-3A-152 脳卒中後片麻痺を既往にもつ大腿骨近位部骨折受傷患者の機能予後についての検討
NHO 金沢医療センター 守澤

心喜

P1-3A-153 膝関節における MIXED シーケンスを用いた STIR,T2WI,PDWI 同時撮影法
NHO 広島西医療センター 下釜

悠輔

NHO 九州医療センター 菊田

真弘

P1-3A-154 膝関節撮影における Virtual Grid の有用性
P1-3A-155 腰部脊柱管狭窄症の手術後疼痛に対する治打撲一方と非ステロイド性消炎鎮痛薬
（NSAIDs）の相乗効果

NHO 村山医療センター 清水

ポスター23

11:00～11:35

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

翔太

展示室）

リハビリテーション部の教育・研修
座長：伊藤

剛（NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院 理学療法学科 教員）

P1-3A-156 リハビリテーション部職員教育プログラム改善プロジェクトの経過
－

新たなステージに向けて

－

NHO 東名古屋病院 藤部

百代

P1-3A-157 リハビリテーション部職員教育プログラムにおけるこれまでの歩みと今後の展望
- 役職者の役割を踏まえて -

NHO 東名古屋病院 松原

健

P1-3A-158 新人研修プログラムの活用と当院の新人育成へのプロセスについて
国立国際医療研究センター国府台病院

梅山

剛

P1-3A-159 国立病院理学療法士協議会北海道・東北グループ PT 部会の活動
―研修会企画とそのアンケート結果―

NHO 岩手病院 山崎健太郎

ポスター

P1-3A-160 理学療法士採用に向けての課題と取組み
NHO 栃木医療センター 丸山

昭彦

P1-3A-161 「働きやすい職場」に関するアンケート調査を実施して
NHO 熊本再春荘病院 坂本
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NHO 村山医療センター 田嶋

ポスター24

11:00～11:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

一遊

第１日目
午前

P1-3A-162 新人教育プログラムを利用したリハビリ使用機器の習熟度の向上

展示室）

看護人材育成 (1) 認定・専門看護師の活動
座長：宮脇

聡子（NHO 四国がんセンター 看護部 がん看護専門看護師 / 副看護師長）

P1-4A-163 泌尿器科病棟での尿路ストーマ看護の習得に向けての3年間の取り組み～病棟看護師
を中心とした指導を目指して～

NHO 横浜医療センター 三谷あずさ

P1-4A-164 褥瘡ラウンドのシステム構築～褥瘡ラウンド評価表改定後の運用方法の見直し～
NHO 大牟田病院 花村

由希

P1-4A-165 がん化学療法治療における皮下用ポート及びカテーテルの管理方法の統一
NHO 大分医療センター 高橋

知子

P1-4A-166 認定看護師を中心にチームで継続評価・介入し化学放射線治療完遂できた一症例
NHO 沖縄病院 伊良部梨知子

P1-4A-167 早期離床・リハビリテーションプロトコルの導入－運用開始と今後の課題－
NHO 横浜医療センター 小笹

真美

P1-4A-168 急性期病院における認知症ケアチームの立ち上げと今後の課題
NHO 東京医療センター 齋藤

望

P1-4A-169 国立高度専門医療研究センター，国立病院機構，国立ハンセン病療養所に勤務する
認定看護師の活動実態とキャリア形成に関する研究

国立看護大学校

藤澤

雄太

P1-4A-170 緩和ケア認定看護師として中学生に「命の大切さ」の講話を行い、学生の反応から
評価する～終末期から命の大切さを伝える講話の効果～

NHO 長崎川棚医療センター 執行真由美

ポスター25

11:40～12:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護人材育成 (2) 認定・専門看護師の教育プログラム
座長：丹羽

ふみ（NHO 東名古屋病院 看護部 看護師長）

P1-4A-171 経年別教育からキャリアラダーへ
NHO 南京都病院 金田

淳子

P1-4A-172 看護職員能力開発プログラム Ver.2導入後の課題
NHO 福岡東医療センター 筒井三記子

NHO 宮崎東病院 千代森夕子

P1-4A-174 JNA ラダーと ACT ｙナース ver.2の比較から他者評価の方法を検討する
NHO 新潟病院 水島
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午前

P1-4A-175 ACTy ナース Ver.2への e ラーニング導入と活用に向けた看護マネジメント（第1報）
NHO 北陸病院 井上

裕子

P1-4A-176 ACTyVer ２プログラム実施による看護研究能力の向上
NHO まつもと医療センター 石橋さやか

P1-4A-177 看護職員能力開発プログラムＶｅｒ．2に基づいた院内教育1年目の課題
NHO 熊本南病院 垣瀬

順予

NHO 三重病院 沢口

夏季

P1-4A-178 ジェネラリスト育成に向けた教育プログラムの検討
～看護職員能力開発プログラム Ver.2を実践して～

ポスター26

11:00～11:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護人材育成 (3) 認定・専門看護師、日常業務で学ぶ
座長：秋元美穂子（NHO 弘前病院 看護師長）

P1-4A-179 呼吸フィジカルアセスメント技術研修後の実態調査
NHO あきた病院 白根

庸子

P1-4A-180 アサーティブコミュニケーションの導入に伴う A 病棟看護師におけるコミュニケー
ション能力への影響

NHO 宇多野病院 永井

友唯

P1-4A-181 エビデンスに基づく安全な吸引実施に向けたスタッフ教育 
－吸引圧に焦点をあてた学習会の効果－

NHO 沖縄病院 岩本

信治

貝塚

可奈

NHO 横浜医療センター 廣田

尚美

P1-4A-182 Bloom の3領域に着目した創傷ケア研修の効果 

－技術習得自己評価表を活用しての技術習得状況－
国立駿河療養所

P1-4A-183 A 病院におけるエンゼルケアの現状と教育の必要性
～アンケートをもとに実施した勉強会の効果～

P1-4A-184 OJT 教育として実践するウォーキングカンファレンスの教育的効果の検討
NHO 三重中央医療センター 川村

良子

P1-4A-185 プリセプター役割自己評価尺度を用いた新人支援看護師の新人支援に対する課題の
明確化

NHO 福山医療センター 華山美和子

P1-4A-186 病棟再編に伴う課題への取り組み
NHO 東徳島医療センター 伊藤

奈美

ポスター
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11:40～12:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護人材育成 (4) 認定・専門看護師、特定行為の研修と活動
座長：稲田

第１日目
午前

ポスター27

有里（NHO 長崎医療センター 教育センター 教育担当係長）

P1-4A-187 当院の脳神経外科 JNP による摂食機能訓練
NHO 東京医療センター 忠

雅之

P1-4A-188 看護師のキャリア形成に対する意識の解明－大学院進学支援の検討に向けて－
国立看護大学校

亀岡

智美

P1-4A-189 国立高度専門医療病院におけるチーム医療向上に資する高度実践看護職のあり方と
育成に関する研究－看護管理者対象調査報告－

国立看護大学校

来生奈巳子

P1-4A-190 国立高度専門医療研究センターおよび国立病院機構病院における専門看護師の資格
取得に関わる実態

国立看護大学校

飯野

京子

P1-4A-191 国立高度専門医療研究センター・国立病院機構に勤務する特定行為研修修了者の実
態とキャリア形成に関する研究

国立看護大学校

杉山

文乃

P1-4A-192 2名体制での脳神経外科病棟における診療看護師 (JNP) の活動
NHO 東京医療センター 川名由美子

P1-4A-193 国立病院機構医王病院における特定行為実践看護師の導入と活動内容の報告
NHO 医王病院  吉田

ポスター28

11:00～11:30

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

幸

展示室）

看護人材育成 (5) 看護管理者の育成
座長：黒澤

澄恵（NHO 八戸病院 看護部 看護部長）

P1-4A-194 1年目副看護師長が、中間管理者としての役割遂行のために
～看護師長の支援体制の検討～

NHO 小倉医療センター 江里口

愛

P1-4A-195 Ａ病院の現任教育委員である副看護師長の学習ニードの実態調査
NHO 名古屋医療センター 尾形

洋子

P1-4A-196 副看護師長の管理能力向上への取組み～事例検討会を通して～
NHO 舞鶴医療センター 小林

美幸

P1-4A-197 当直看護師長の電話対応実態調査
NHO 花巻病院 野地富貴子

NHO 敦賀医療センター 森北裕美子

P1-4A-199 概念化能力向上への取り組みによる看護師長の概念化能力の変化
NHO 長崎病院 小畑みづほ

第72回国立病院総合医学会
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ポスター29

11:30～12:00

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護人材育成 (6) 現任教育の実践
座長：新井

由美（NHO 災害医療センター 看護師長）

P1-4A-200 ID を用いた蘇生研修への取り組み
NHO 北海道医療センター 深澤

知美

高浜

賢一

NHO 舞鶴医療センター 足立

文穂

NHO 九州がんセンター 矢野

智英

NHO 名古屋医療センター 石田

要緒

P1-4A-201 蘇生時記録アプリの開発
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-4A-202 新人看護師が患者理解を深めるため副師長が現場研修を行って
P1-4A-203 継続看護の充実を目指した「院内留学研修」の試み
P1-4A-204 A 病院における看護研究取り組み状況の実態
P1-4A-205 レベル5（ジェネラリスト）の教育支援への取り組み
NHO 南京都病院 高岡

ポスター30

11:00～11:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

正子

展示室）

看護人材育成 (7) 教育委員会、プログラム開発
座長：山本

真世（NHO 豊橋医療センター 教育研修係長）

P1-4A-206 看護師教育の OFF-JT と OJT の連動
NHO 大分医療センター 高瀬

由香

P1-4A-207 キャリアラダー制度における教育委研修～社会人基礎力を取り入れて～
NHO 宮城病院 久松

由里

P1-4A-208 政策医療を担う病院の看護部教育委員対象研修の改善と効果
ー学習ニード・教育ニードの診断結果を活用してー

国立看護大学校

上國料美香

P1-4A-209 教育ニードアセスメントツールの診断から効果的な教育プログラム立案を考える
NHO 松江医療センター 古門千代美

P1-4A-210 臨床看護師の教育力向上にむけた教育システムの開発
国立循環器病研究センター

政岡

祐輝

P1-4A-211 デブリーフィング技法を用いた新人シミュレーション研修におけるシナリオの適切
性の検討と今後の課題

NHO 愛媛医療センター 松田

真紀

ポスター

P1-4A-212 呼吸器看護シミュレーション教育の e- ラーニング教材開発と有用性
杉山

文乃

NHO 青森病院 高橋

敏夫

国立看護大学

P1-4A-213 研修時間短縮で院内研修会参加率は向上するか？
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11:40～12:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護人材育成 (8) 新人教育のあり方
座長：重松

第１日目
午前

ポスター31

絹子（NHO 別府医療センター 看護部 看護師長）

P1-4A-214 新人看護職員の看護基礎教育でのレディネス調査から明らかになった新人適応支援
の課題と対策

NHO 福山医療センター 上本

P1-4A-215 新人看護師の社会人基礎力向上を目指した教育効果

朱美



～主体性に働きかけた取り組みを試みて～

NHO 盛岡病院 倉光

良子

NHO 嬉野医療センター 田澤

希

P1-4A-216 新人看護師が就業中につらいと感じつ内容の変化
P1-4A-217 精神科病棟に配属された新人看護師が抱く感情に関する調査
―支援の手掛かりをさぐる―

NHO 北陸病院 宮本

理子

NHO 東名古屋病院 大口

祐矢

P1-4A-218 仕事に対する姿勢の違いから考える教育のあり方
～看護師長と新人看護師の比較から～

P1-4A-219 混合病棟における卒後教育を考える～入職後６ヶ月までの新人教育技術指導項目の
考え方における指導者と新人看護師のずれ分析より～

NHO 東佐賀病院 松門

佳美

P1-4A-220 当院の新人看護師の自己理解の傾向～入職時と1年後を比較して～
NHO 別府医療センター 重松

P1-4A-221 手術室の新人教育

絹子

～ステップアップ表を使用した効果～
NHO 京都医療センター 松林はるか

ポスター32

11:00～11:35

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護人材育成 (9) 卒後1～3年目の教育を考える
座長：吉野眞由美（NHO 米子医療センター 看護師長）

P1-4A-222 卒後2年目看護師へのリフレクションの効果
NHO 三重病院 益川

薫

P1-4A-223 ３年目看護師が採用時研修において新採用看護師へ看護を語ることの効果
NHO 長崎川棚医療センター 富永

文子

井上

和世

P1-4A-224 卒後２～３年目の看護師の思い
NHO 静岡てんかん・神経医療センター

効果

NHO 八戸病院 松坂
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P1-4A-226 外来新採用者の対人関係に対するストレスの実際
NHO 宇都宮病院 手塚

淳子

P1-4A-227 新規配属看護師の外線電話対応への不安を明らかにし、教育ニーズを考察する
NHO 東広島医療センター 伊瀬

知

P1-4A-228 身だしなみ改善への取り組み～ Smile Agein ～見た目100%
NHO 西新潟中央病院 大矢

ポスター33

11:00～11:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

智子

展示室）

看護 (1) 看護方式の改革
座長：森

由紀子（NHO 東京病院 看護師長）

P1-4A-229 個室病棟におけるＰＮＳ導入の取り組み
山田

彩加

NHO 名古屋医療センター 中野

久美

NHO 西別府病院 安森

洋美

NHO 天竜病院 高木

利哉

国立がん研究センター東病院

P1-4A-230 A 病棟における PSN 導入後の現状報告
P1-4A-231 ペア体制の評価と今後の課題
P1-4A-232 体位ドレナージ実施における PNS 体制の成果 
～神経難病患者の肺炎予防の取り組み～

P1-4A-233 固定チームナーシングにおける副看護師長の関わり
－リーダー・サブリーダーの育成を通して－

NHO 敦賀医療センター 辻

真梨亜

P1-4A-234 特別室病棟におけるチームナーシングの質の向上を目指した取り組み
国立がん研究センター東病院

北島

芳江

P1-4A-235 勤務時間の適正管理にむけた取り組み
NHO 西新潟中央病院 小池慎一郎

P1-4A-236 ICU 看護師のスキルを活かした病棟支援～回復室から病棟への患者搬送～
国立がん研究センター中央病院

ポスター34

11:40～12:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

日向友理香

1号館2F

展示室）

看護 (2) 看護の標準化と効率化
座長：中尾とよみ（NHO 熊本医療センター 看護部 副看護部長）

P1-4A-237 多職種による術後ドレーン排液の性状確認
ポスター

～排液の色判定基準の共有、同時確認体制を導入して～
NHO 近畿中央呼吸器センター 中津

春美

P1-4A-238 ネーザルハイフロー装着患者に対する観察チェックリストの作成
NHO 福岡東医療センター 柴田
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－病棟看護師の排便判断基準の標準化を目指して－

NHO 函館病院 能登谷梨絵

第１日目
午前

P1-4A-239 大腸内視鏡検査における排便判断基準と腸管洗浄度の比較調査

P1-4A-240 ナーシングガイドの使用状況と今後の課題について 
～消化器内科看護の質の向上を目指して～

NHO 京都医療センター 福田

繭子

P1-4A-241 A 病棟における高齢の消化器外科患者への安全な術後離床援助の確立に向けて
- 標準看護計画・重症患者記録表の作成と有効性の検討 -

NHO 愛媛医療センター 丸木

P1-4A-242 患者情報の聴取時間短縮

美来

～入院時問診票を作成して～
NHO 西新潟中央病院 杵渕

絵美

P1-4A-243 情報収集時間の短縮への取り組み－情報収集シートを作成して－
NHO 高崎総合医療センター 一場

恵

P1-4A-244 効率的な情報収集にむけた取り組み～副看護師長の実態調査から～
NHO 西別府病院 丸尾野まゆみ

ポスター35

11:00～11:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護 (3) 看護師の勤務環境改善
座長：鷲尾美智代（NHO 医王病院 医療安全管理係長）

P1-4A-245 患者の情報共有を目的としたカンファレンス導入による看護師の職場満足度
NHO 静岡医療センター 小澤

葵倭

P1-4A-246 循環器病棟で勤務する看護師の職務に対する意識調査
NHO 静岡医療センター 明智

美苗

NHO 沼田病院 片野

永子

P1-4A-247 FISH 活動を参考にした職場環境作りを行って
P1-4A-248 配置換えした看護師の経験の強みと弱みの分析～職業経験尺度を用いて～
NHO 広島西医療センター 小幡

孝志

P1-4A-249 青年期の造血器腫瘍患者を支える看護師のストレス
NHO 東京医療センター 吉田貴恵子

P1-4A-250 夜勤のストレスに対するストレスコーピングの実態
NHO 水戸医療センター 内藤

早

P1-4A-251 救命救急病棟で働く看護師のストレスを軽減するために―耳ツボを実施して―
NHO 岩国医療センター 吉岡

真惟

P1-4A-252 A 病院整形外科・形成外科病棟における看護師の腰痛に関する現状調査
NHO 佐賀病院 大嶋

千明
ポスター
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ポスター36

11:40～12:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護 (4) 看護師の職務満足度を上げる
座長：新上

仁美（国立療養所大島青松園 医療安全管理室 看護師長）

P1-4A-253 Ａ病院外来看護師の勤務形態からみた職務満足度の比較
NHO 小倉医療センター 衛藤

由美

P1-4A-254 外来看護師の仕事に対する満足度調査
NHO 南和歌山医療センター 長野とし子

P1-4A-255 終末期の患者と関わる中堅看護師のやりがい

～がん専門病院で働く看護師のインタビューからみえたもの～
NHO 九州がんセンター 松本理恵子

P1-4A-256 病棟内でのポジティブマネジメント自己・他者・自部署の強みを語る、理解するカ
ンファレンスを実施して

NHO 長良医療センター 平岡

淳子

P1-4A-257 男性看護師が女性患者の看護ケアで直面する困難と対応方法

－神経内科病棟に勤務する男性看護師からのインタビューを通して－
NHO さいがた医療センター 高橋

健太

P1-4A-258 経験年数の浅い看護師のがん患者への関わりの現状と困難
NHO 金沢医療センター 村上

早紀

P1-4A-259 急性期病院の混合病棟におけるバランスドスコアカードの運用研究
NHO 三重中央医療センター 湊

P1-4A-260 ５S 活動への取り組み

亜華里

～他人事ではなく自分のこととして～
NHO 水戸医療センター 永山

ポスター37

11:00～11:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

愛子

展示室）

看護 (5) 看護師の倫理とやりがい
座長：赤星とも子（NHO 熊本再春荘病院 看護師長）

P1-4A-261 福岡東医療センター看護師の道徳的感性の特徴に関する研究
NHO 福岡東医療センター 古川真三子

P1-4A-262 看護職員能力開発プログラム「領域：高い倫理観に基づいた質の高い看護が提供で
きる」の評価方法の一案

エピソード評価表を用いて

NHO 近畿中央呼吸器センター 山田

多加

P1-4A-263 ALS 患者の真のニードを引き出す看護ケア

‐ Comfort 理論を手がかりとした患者の真のニードについて ‐
NHO 高松医療センター 小平

菜穂

ポスター

P1-4A-264 脳腫瘍術後患者への離床を通して 

～意思疎通困難患者のその人らしさを引き出す関わり～
NHO 岩手病院 佐々木泰輔
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溝渕

靖幸

NHO 西埼玉中央病院 緑川

直美

国立療養所大島青松園

P1-4A-266 経口摂取が可能な高齢者に PEG 造設を希望する家族への意思決定支援

第１日目
午前

P1-4A-265 A 氏の意思を尊重した看取りの取り組み

P1-4A-267 「最期まで自宅で過ごしたい」思いを支えた訪問看護師の取り組み
NHO あわら病院 嶋

真紀

P1-4A-268 脳死下臓器提供を経験して～患者からドナーへ変わる方の家族への心のケア～
NHO 横浜医療センター 松尾

ポスター38

11:40～12:15

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

美葵

展示室）

看護 (6) よりよい看護を目指して
座長：田川

美保（国立精神・神経医療研究センター病院 看護部 看護師長）

P1-4A-269 神経難病患者のその人らしさを捉えた看護～「私の姿と気持ちシート」を活用して～
NHO 東名古屋病院 岩本沙緒里

P1-4A-270 造血器悪性腫瘍患者への病状説明時の患者の思いの実態調査
NHO 長崎医療センター 小田那津子

P1-4A-271 がん患者におけるインフォームドコンセントに対するケアニーズ及びインフォーム
ドコンセントにおける看護師の実態調査

NHO 東京医療センター 榊原

有紀

P1-4A-272 病棟看護師が抱える身体拘束に対する思い～アンケート調査を実施して～
NHO 神奈川病院 平山

真生

NHO 姫路医療センター 北川

純子

P1-4A-273 「身体抑制に頼らない看護」を目指して 

～安全リンクナース会を中心とした取り組み～

P1-4A-274 臨床看護師の倫理教育にディベート研修の導入

―取り組みの実際と研修後レポートからの倫理的表現の現状把握―
NHO 柳井医療センター 内山

繁嘉

P1-4A-275 療養介護病棟で勤務する看護師の倫理教育の内容・方法の検討

～看護師が感じる倫理的問題と対処行動の実態調査からの考察～
NHO 大牟田病院 宮崎

ポスター39

11:00～11:25

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

勝敏

展示室）

看護 (7) 看護補助者による療養介助
照美（NHO 福岡病院 看護部 看護師長）

P1-4A-276 療養介助専門員のための標準介護計画作成までのプロセス
NHO 東海北陸グループ 酒井

第72回国立病院総合医学会
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第１日目
午前

P1-4A-277 療養介助専門員の介護計画立案に向けた取り組み
NHO あきた病院 永澤

晶子

NHO 高松医療センター 松木

喜与

越村

雅彦

NHO 別府医療センター 松本

尚子

P1-4A-278 療養介助員に対する教育支援内容の一考察
P1-4A-279 ハンセン病療養所の介護員の3交代夜勤導入について
国立療養所長島愛生園

P1-4A-280 看護助手の満足度向上を目指して

ポスター40

11:00～11:45

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

緩和医療 (1) チーム医療による緩和ケア
座長：高橋

和也（NHO 医王病院 診療部 統括診療部長）

P1-4A-281 緩和ケアチームの関与による筋萎縮性側索硬化症患者の麻薬使用量の違い
NHO 医王病院 高橋

和也

P1-4A-282 NPPV 使用中止と再開を決意した ALS 患者の思いと心理支援の検討
NHO 千葉東病院 加藤

麻美

P1-4A-283 終末期にある慢性呼吸器疾患患者と家族への意思決定支援
～妻と悩んだエンドオブライフケア～

NHO 南京都病院 堀

圭一朗

P1-4A-284 当院における心不全患者の緩和ケアの現状と課題
NHO 霞ヶ浦医療センター 吉岡

由佳

P1-4A-285 慢性心不全の緩和ケアにおける呼吸困難に対するモルヒネ使用時の副作用について
国立循環器病研究センター

中村

絵美

P1-4A-286 家族関係の希薄な終末期がん患者に対するソーシャルワーク
NHO 別府医療センター 小野上智也

P1-4A-287 退院後訪問事例から病棟と地域連携の効果
NHO 近畿中央呼吸器センター 松下

祐子

P1-4A-288 在宅訪問診察で病院薬剤師ができること
NHO 敦賀医療センター 吉川三保子

P1-4A-289 終末期高齢がん患者の在宅療養に対する看護支援に関する検討
国立長寿医療研究センター

吉野

仁美

ポスター
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11:45～12:25

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

緩和医療 (2) 難しい病態へのアプローチ
座長：青木

第１日目
午前

ポスター41

友和（NHO 京都医療センター 緩和ケア科 科長）

P1-4A-290 ケミカルコーピングと考えられる患者の疼痛緩和の一事例
NHO 舞鶴医療センター 樋口亜津子

P1-4A-291 医療用麻薬使用患者が自らの意思で服薬管理に取り組むために必要な看護師の援助
―薬剤師と個別性にあった共同指導を通じて―

NHO 岡山医療センター 小林

杏奈

P1-4A-292 がん性疼痛を抱える肺がん患者の鎮痛薬使用に対する思い
NHO 松江医療センター 佐藤

百美

P1-4A-293 脳転移患者へのナルデメジン開始前後の疼痛への影響
NHO 京都医療センター 野田

拓誠

NHO 米子医療センター 松波

馨士

P1-4A-294 呼吸器内科病棟における死亡直前の臨床所見
P1-4A-295 肺癌の治療中にアカシジアとミオクローヌスを合併した症例
NHO 函館病院 大沼

法友

P1-4A-296 当院における難治性癌性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法 (CART) 治療の現状と
成績の検討

NHO 千葉医療センター 芳賀

祐規

P1-4A-297 6年半の経験から考察する緩和ケア病棟におけるアロマセラピーの役割
NHO 京都医療センター 畑

ポスター42

11:00～11:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

亜紀子

展示室）

緩和医療 (3) エンドオブライフ・ケア
座長：櫻井真知子（NHO 京都医療センター 看護部 副看護師長 / がん看護専門看護師）

P1-4A-298 ターミナルケア態度尺度から見たデスカンファレンスの有用性と看護師への影響
NHO 盛岡病院 石塚

裕美

P1-4A-299 呼吸器病棟に於けるデスカンファレンスの問題点と改善方法の検討
NHO 三重中央医療センター 砂子

志織

P1-4A-300 慢性期病棟でエンゼルケアにミスト浴を導入して得られた看護師の感情
NHO 南京都病院 中西

藍

NHO 鹿児島医療センター 鶴森

由華

P1-4A-301 A 病院での看取りの看護への取り組み

NHO 東京医療センター 西脇

千里

NHO 大分医療センター 廣田

紘子

P1-4A-303 看護部緩和ケア委員会の立ち上げと今後の課題

第72回国立病院総合医学会
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P1-4A-302 急性期病院緩和ケアチームにおける管理栄養士の役割
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第１日目
午前

P1-4A-304 緩和ケアリンクナースの活動報告
NHO 高崎総合医療センター 中里紗由美

P1-4A-305 緩和ケア病床入院患者への入院前からの緩和ケアチーム介入の効果
NHO 舞鶴医療センター 小谷

ポスター43

11:40～12:25

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

由美

展示室）

緩和医療 (4) 緩和ケアと医療スタッフの思い
座長：細谷

恵美（NHO 水戸医療センター 看護部 副看護師長）

P1-4A-306 職員自身のグリーフケアを考える
国立療養所沖縄愛楽園

安座間

元

P1-4A-307 看取りを経験した看護師が抱える心情の実態
NHO 弘前病院 三森

翠

P1-4A-308 病棟看護師の緩和ケアへの思い－インタビューから明らかになったこと－
国立療養所沖縄愛楽園

金城

歩美

P1-4A-309 「看護ケアに関するアンケートの評価と課題」～ＥＯＬを支援するために～
NHO 釜石病院 熊谷

千晶

P1-4A-310 「わたしの記録」を用いた苦痛のスクリーニングシステムに関するアンケート調査
NHO 熊本医療センター 森實

希美

P1-4A-311 「緩和ケアに必要な苦痛に関する記録について」の勉強会の有用性検証
NHO 大阪南医療センター 森

康子

P1-4A-312 一般病棟で出来る緩和ケアを考える～生活のしやすさの質問票を用いて～
NHO 京都医療センター 布施

克美

P1-4A-313 “ 生活のしやすさに関する質問票 ” の症状7項目の数値の変化の実態調査
～入院１日目・７日目の評価を通して～

NHO 京都医療センター 余頃

楓

P1-4A-314 がん性疼痛緩和ユニットパスの評価～アンケート結果から～
NHO 東近江総合医療センター 朝日

ポスター44

11:00～11:35

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

信一

展示室）

緩和医療 (5) 家族・遺族をケアする
座長：村山

朋美（NHO 東京病院 看護部 副看護師長）

P1-4A-315 病状の進行の早さに戸惑う卵巣がん終末期患者への支援

～幼い子を持つ母親の「帰りたい」という意向に沿う看護～

ポスター

NHO 横浜医療センター 佐土原みゆき

P1-4A-316 妻として母として、それを支える夫への意思決定支援
～退院支援を通して家族の力を引き出した事例～

NHO 九州がんセンター 櫛山
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NHO 関門医療センター 臼井

麻子

P1-4A-318 悪い知らせが伝えられた家族との関わり ～「第二の患者」をどのように支えるか～

第１日目
午前

P1-4A-317 終末期における患者－家族関係の変化と心理的支援について

NHO 函館病院 山村二三江

P1-4A-319 緩和ケア病棟で最期を迎える患者の家族へのケア評価
～リーフレットを用いた家族へのケアに着目して～

NHO 東京病院 八丁

明菜

P1-4A-320 緩和ケア病棟における家族看護ー遺族の満足度調査からみえたことー
NHO 浜田医療センター 鎌原羽留美

P1-4A-321 グリーフケアとしての遺族への手紙の取り組み
NHO 京都医療センター 谷山千賀子

ポスター45

11:00～11:30

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

産婦人科・周産期医療（1) 妊婦によりそう
座長：巽

啓司（NHO 大阪医療センター 産婦人科 地域医療連携推進部長／産婦人科 科長）

P1-5A-322 赤ちゃんにやさしい病院における産科クリティカルパスのバリアンス評価
NHO 長崎医療センター 池田こなつ

P1-5A-323 出生前診断で胎児異常を示唆された妊婦への妊娠期からの関わり
～ Drotar の危機回復過程を用いて～

NHO 京都医療センター 塩川

紗衣

P1-5A-324 未受診妊婦に対する HIV スクリーニング検査状況～全国調査の結果より～
伊藤

由子

中島

理絵

NHO 長良医療センター 梅村

実希

NHO 京都医療センター 沖

遼子

NHO 三重中央医療センター / 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業

P1-5A-325 当院における妊婦・授乳婦に対する向精神薬使用ガイドラインの試案
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-5A-326 当院の「妊娠と薬外来」における相談事例の傾向と分析
P1-5A-327 授乳婦のお薬相談窓口を開設して

ポスター46

11:30～11:55

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

産婦人科・周産期医療（2) 病棟でのチーム医療
座長：橋本

恵（NHO 京都医療センター 産科婦人科病棟 看護師長）

P1-5A-328 後発医薬品による副作用発現時における先発医薬品変更に関する有益性の検討
NHO 三重中央医療センター 春田

桃歩

P1-5A-329 妊婦の腰痛に対するスタッフの看護・指導の実態
国立成育医療研究センター
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～リトドリン塩酸塩注射液使用患者を対象とした解析～
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第１日目
午前

P1-5A-330 MFICU 入院中の妊婦に対する陰部洗浄の現状についての実施調査陰部洗浄ボトル・
シャワー使用の比較

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

富田

真未

P1-5A-331 手術室と産婦人科病棟の超緊急帝王切開術合同シミュレーションによる体制強化の
取り組み

NHO 三重中央医療センター 中川

佐織

P1-5A-332 グレード A に向けての多職種シミュレーションを行った効果と今後の課題
NHO 金沢医療センター 須田さや香

ポスター47

11:55～12:25

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

産婦人科・周産期医療（3) 母体と胎児の救急診療
座長：江里口

愛（NHO 小倉医療センター 新生児センター 看護師長）

P1-5A-333 急性期病棟における保育士の活動報告
NHO 京都医療センター 江戸川志帆

P1-5A-334 当センターにおける分娩再開後の硬膜外無痛分娩導入の臨床的検討
NHO 信州上田医療センター 弘中

智子

NHO 佐賀病院 池田

正純

大阪

優

P1-5A-335 第3三半期に急速に進行した双胎間輸血症候群
P1-5A-336 胎児横隔膜ヘルニアの超音波所見と新生児生命予後
NHO 三重中央医療センター / 三重大学医学部付属病院

P1-5A-337 妊娠中絶を希望し、癒着胎盤が疑われたため妊娠子宮摘出術を行った一例
NHO 別府医療センター 前田裕美子

P1-5A-338 弛緩出血に対して子宮動脈塞栓術施行後に子宮筋層壊死となり子宮摘出を要した1例
NHO 高知病院 今泉

ポスター48

11:00～11:35

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

絢貴

展示室）

産婦人科・周産期医療（4) 分娩・産褥期の治療とケア
座長：佐藤

美春（NHO 大阪南医療センター附属大阪南看護学校 教育主事）

P1-5A-339 子宮筋腫合併妊娠の産後の過多出血に対して UAE が有効であった2例
NHO 東広島医療センター 野村

有沙

NHO 三重中央医療センター 安達

勝利

P1-5A-340 周産期に増悪した縦隔嚢胞性病変の１例
P1-5A-341 妊娠後期に発症した急性網膜壊死の一例
ポスター

NHO 横浜医療センター 毛塚由紀子

P1-5A-342 産褥1週間における夜間帯の初産婦の医療者に対する相談内容
国立成育医療研究センター
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NHO 埼玉病院 稀代

彩香

P1-5A-344 母乳カルテの分析
国立成育医療研究センター

第１日目
午前

P1-5A-343 産後1ヶ月健診までの間に褥婦が抱く不安の内容と変化

森田梓帆里

P1-5A-345 小児病棟に入院中の医療的ケアが必要な子どもをもつ母親への看護実践  
- 次子出産後の産褥期に焦点を当てて -

国立成育医療研究センター

ポスター49

11:35～12:25

ポスター会場5（神戸国際展示場

津島

3号館1F

智子

展示室）

産婦人科・周産期医療（5) 多様な婦人科疾患へのアプローチ
座長：前田

和寿（NHO 四国こどもとおとなの医療センター 統括診療部長）

P1-5A-346 腹腔内腫瘤を契機に婦人科を受診し、悪性リンパ腫と診断した3症例
NHO 小倉医療センター 藤川

梨恵

P1-5A-347 子宮頸癌の診断で広汎子宮全摘術を施行したが、術後の病理検査で子宮頚部に限局
する血管炎と診断された一例

NHO 別府医療センター 桑原

正裕

NHO 嬉野医療センター 井上

須磨

P1-5A-348 不明熱の原因と考えられた子宮平滑筋肉腫の一例
P1-5A-349 子宮筋腫術後5年目に背部腫瘤を来した良性転移性平滑筋腫の1例
NHO 京都医療センター 池田愛紗美

P1-5A-350 腹腔鏡下仙骨腟固定術の術前3D-CT の試み：手術合併症のリスク低減を目指して
NHO 小倉医療センター 元島

成信

P1-5A-351 婦人科骨盤器脱手術における術前3Ｄ画像作成による診療支援の有用性について
NHO 小倉医療センター 柳澤

克典

P1-5A-352 硬膜外カテーテル抜去困難の1例
NHO 霞ヶ浦医療センター 山田久美子

P1-5A-353 ロクロニウムによるアナフィラキシーショック後に重度の DIC を来した異所性妊娠
の１例

NHO 相模原病院 島岡

享生

P1-5A-354 新婚で子宮頸がんと診断された患者との関わり  問題解決型危機理論を用いて
NHO 京都医療センター 菅

柚貴

P1-5A-355 ERAS を導入した広汎子宮全摘術パスでの食事摂取に関する検討
NHO 長崎医療センター 梅崎

靖

ポスター
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午前

ポスター50

11:00～11:40

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

内分泌・代謝疾患の診療 (1) 乳がんを中心に
座長：山﨑

誠二（NHO 京都医療センター 乳腺外科 がん診療部長）

P1-5A-356 Neuroendocrine cells relevant to endocrine mammary and cutaneous
carcinomas: nature and significance

NHO 名古屋医療センター / 埼玉医科大学国際医療センター

川崎

朋範

P1-5A-357 EUS-FNA における神経内分泌癌 ( 以下：NEC)small cell type と鑑別を要する細胞
像の検討

NHO 九州医療センター 本田

仁未

P1-5A-358 50代男性でみられた solid-pseudopapillary neoplasma の一例
NHO 名古屋医療センター 加藤

由華

NHO 浜田医療センター 宍戸

優

P1-5A-359 乳腺原発の腺様嚢胞癌の二例
P1-5A-360 進行性乳管がんにおける PET-MRI と病理組織学的所見との関連について
国立がん研究センター中央病院

野中みどり

P1-5A-361 マンモグラフィによる構築の乱れで診断された浸潤性小葉癌の一例
NHO 東広島医療センター 金子賢太郎

P1-5A-362 前立腺癌精査中に偶然発見された同時性両側男性乳癌の1症例
NHO 関門医療センター 井上

歩

NHO 渋川医療センター 横田

徹

P1-5A-363 Triple Negative 乳癌の再発危険因子の検討

ポスター51

11:40～12:20

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

内分泌・代謝疾患の診療 (2) 下垂体・甲状腺・副腎
座長：大屋

健（NHO 大阪南医療センター 臨床研究部 副室長）

P1-5A-364 血球異常を契機に診断された原発性甲状腺機能亢進症の1例
吉田

里穂

NHO 東広島医療センター 平野

志歩

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-5A-365 亜急性甲状腺炎の加療中にバセドウ病を診断した一例
P1-5A-366 甲状腺腫瘍の治療と復職の経験から見えてきたこと
NHO 神戸医療センター 宗近眞理子

P1-5A-367 胸腺様分化を示す癌 (Carcinoma showing thymus-like differentiation; CASTLE)
の一例

ポスター

NHO 仙台医療センター 神

大貴

NHO 熊本医療センター 竹内

保統

P1-5A-368 当院で経験したミトコンドリア病の１例
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NHO 熊本医療センター 中村

敬志

前田

潤二

NHO 京都医療センター 立木

美香

P1-5A-370 難治性肥満を呈した先端巨大症の一例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

第１日目
午前

P1-5A-369 原発性アルドステロン症により悪性高血圧に至った一例

P1-5A-371 当院における褐色細胞腫の臨床的特徴

ポスター52

11:00～11:35

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

内分泌・代謝疾患の診療 (3) 糖尿病への多様なアプローチ
座長：村田

敬（NHO 京都医療センター 糖尿病内科 医師）

P1-5A-372 糖尿病性乳腺症の経過観察中に発見された浸潤性乳管癌の１例
NHO 敦賀医療センター 大野

久美

P1-5A-373 2型糖尿病の経過中に発症した劇症1型糖尿病の1例
NHO 三重中央医療センター 渡邉麻衣子

P1-5A-374 糖尿患者におけるゼロカロリー食品の摂取状況と看護師における間食指導の実態調査
NHO 金沢医療センター 階戸愛里菜

P1-5A-375 当院2型糖尿病患者に対して災害対策について集団指導することでの効果
NHO 大阪医療センター 山脇

葉月

P1-5A-376 1型糖尿病患者にカーボカウントを導入し行動変容がみられた1症例
NHO 小倉医療センター 藤井

裕子

P1-5A-377 血清シスタチン C を用いた血清マグネシウム値の評価
NHO 九州医療センター 馬場

美咲

ポスター
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ランチョンセミナー1
12:50～13:50

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

コンベンションホール南）

VEGF 阻害剤が治療効果を変える～ベバシズマブの新時代～
第１日目

ランチョンセミナー

座長：井上

修平（NHO 東近江総合医療センター 院長）
NHO 京都医療センター

呼吸器内科

部長

三尾

直士

共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー2
12:50～13:50

第2会場（神戸国際展示場

2号館３F

3A 会議室）

どうする？どうなる？医療職の働き方改革～効果的に改革を進める3つのコツ～
座長：中井

國雄（NHO 南和歌山医療センター 院長）
ハイズ株式会社

代表取締役

裵

英洙

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー3
12:50～13:50

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

2A 会議室）

小児・AYA 世代がん患者に対する医療の充実
―女性ヘルスケアのさらなる向上を志向して
座長：堀部

敬三（NHO 名古屋医療センター 臨床研究センター長）
聖マリアンナ医科大学

産婦人科学

教授

鈴木

直

共催：HUMAN+ 運営事務局

ランチョンセミナー4
12:50～13:50

第4会場（神戸国際会議場

1F

メインホール）

婦人科領域における卵巣癌個別化医療への一歩
座長：南方

良章（NHO 和歌山病院 院長）
奈良県立医科大学

産婦人科

教授

小林

浩

共催：アストラゼネカ株式会社
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ランチョンセミナー5
12:50～13:50

第5会場（神戸国際会議場

3F

301国際会議室）

ロボット支援手術を取り巻く環境
医学部

器官制御外科学講座

麻酔・集中治療医学分野

教授

稲垣

喜三

共催：株式会社ムトウ

ランチョンセミナー6
12:50～13:50

第6会場（神戸国際会議場

3F

レセプションホール）

日常臨床におけるがん遺伝子パネル検査の実践
- インフォームドコンセントから検査結果説明まで 座長：半田

裕二（NHO 敦賀医療センター 院長）
京都大学医学部附属病院

腫瘍内科

特定准教授

金井

雅史

共催：株式会社ヤクルト本社

ランチョンセミナー7
12:50～13:50

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

あらためて考えてみたい栄養管理
座長：大谷

		

哲之（NHO 京都医療センター 外科 医長）

個々の患者さんにとって安全で効果的な栄養管理をめざして
神戸大学医学部附属病院

		

栄養管理部 / 糖尿病・内分泌内科

副部長

高橋

路子

誤嚥性肺炎のリスクのある経管栄養患者における粘度可変型流動食の有用性の検討
NHO 長良医療センター

小児外科

部長

安田

邦彦

共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー8
12:50～13:50

第8会場（神戸国際会議場

4F

402会議室）

AKI と CKD ～京都医療センターの取り組み
座長：齊藤

正伸（NHO 大阪南医療センター 院長）
NHO 京都医療センター
NHO 京都医療センター

医長

瀬田

公一

診療科長

八幡

兼成

腎臓内科

腎臓内科

共催：アボットジャパン株式会社
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ランチョンセミナー9
12:50～13:50

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

医療安全における事務職員の役割とは
第１日目

ランチョンセミナー

座長：福元

大介（NHO 東京医療センター 医療安全管理係長）
NHO 東京医療センター

診療情報管理専門職

遠山

義彦

共催：アイホン株式会社

ランチョンセミナー10
12:50～13:50

第10会場（神戸国際会議場

子宮腺筋症の治療指針
座長：平原

5F

501会議室）

～ジエノゲストを選ぶ理由と投与時の注意点～

史樹（NHO 横浜医療センター 院長）
東京大学医学部附属病院

女性診療科・産科

准教授

甲賀かをり

共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー11
12:50～13:50

第11会場（神戸国際会議場

5F

502会議室）

脳卒中
座長：塚原

徹也（NHO 京都医療センター 副院長）

		

心房細動患者さんの脳梗塞予防を考える “ 伏見 AF レジストリで得られた知見から ”

		

多様性に埋没しない個

NHO 京都医療センター

循環器内科

医長

阿部

充

～私は当事者セラピストとしてどのように心原性脳塞栓症に対応したか～
三鷹高次脳機能障害研究所

所長

関

啓子

共催：第一三共株式会社

ランチョンセミナー12
12:50～13:50

変貌する肺がん治療
座長：林

第12会場（神戸国際会議場

5F

504+505会議室）

－ From Care to Cure －
清二（NHO 近畿中央呼吸器センター 院長）
関西医科大学附属病院

呼吸器腫瘍内科

教授

倉田

宝保

共催：ニプロ株式会社
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教育講演1

14:10～15:10
座長：大島

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

コンベンションホール南）

久二（NHO 東京医療センター 院長）

医療安全対策へのアドバイスー医療訴訟の現状をふまえてー

所長（弁護士） 水島

水島綜合法律事務所

15:20～16:20
座長：橋本

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

コンベンションホール南）

省（NHO 仙台医療センター 院長）

院内感染アウトブレイク！
当院における CPE アウトブレイクの現状と対策
NHO 大阪医療センター

教育講演3

16:30～17:30
座長：霜坂

感染症内科

第1会場（神戸国際展示場

科長・感染制御部

2号館１F

部長

上平

朝子

コンベンションホール南）

辰一（NHO 三重中央医療センター 院長）

患者さんへの説明のしかた
－本当のインフォームド・コンセントをもらうために
京都大学医学部附属病院

14:10～15:40

医療安全管理部

第5会場（神戸国際会議場

特任准教授

3F

佐藤

恵子

301国際会議室）

高齢者医療と在宅ケアのこれから
座長：紙野 晃人（NHO やまと精神医療センター 院長）
半田 裕二（NHO 敦賀医療センター 院長）

行政・医師会と協働して行う在宅医療・介護体制構築
～ NHO 東埼玉病院の6年間の経験から～

NHO 東埼玉病院

今永

光彦

神経内科 重松

一生

教授

木下

彩栄

脳神経内科

大谷

良

内科・総合診療科

5SY2-2

国立病院機構認知症登録事業研究の紹介；介護者支援を目指して

5SY2-3

認知症患者の在宅支援：ICT をいかに応用するか

NHO 南京都病院

京都大学大学院医学研究科

5SY2-4

人間健康科学系専攻

認知症患者診療における高度急性期病院の役割
NHO 京都医療センター
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第１日目
午後

教育講演2
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第51回塩田賞授与式・受賞記念講演
17:10～18:00
座長：加藤

第5会場（神戸国際会議場

3F

301国際会議室）

良一（「医療」編集委員長 / NHO 東京医療センター 副院長）

11年間の神経内科剖検例の解析 －神経変性疾患に注目して－
NHO 大牟田病院

名誉院長 藤井

直樹

第１日目
午後

二次性カルニチン欠乏を示す経腸栄養患者に対するカルニチン配
合流動食の有用性の検討
NHO 七尾病院

栄養管理室長 浅井

慎悟

共催：一般社団法人国立医療学会

メインプログラム
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シンポジウム2
14:10～15:40

第2会場（神戸国際展示場

2号館３F

3A 会議室）

地域から求められる医療へ
座長：古都 賢一（NHO 副理事長）
小西 郁生（NHO 京都医療センター 院長）

SY2-1

基調講演

地域から求められる医療

ＮＨＯに期待するもの
吉田

学

石原

弘

NHO 東埼玉病院

院長 正田

良介

NHO 琉球病院

院長 福治

康秀

厚生労働省

医政局長

第１日目
午後

地域医療の現場から
SY2-2

市民から信頼される地域完結型医療の拠点

SY2-3

障害難病の地域支援、訪問診療と在宅医療への方向性

NHO 高崎総合医療センター

SY2-4

院長

訪問看護の実際

シンポジウム3
15:40～17:10

第2会場（神戸国際展示場

2号館３F

3A 会議室）

働き方改革を進める中で個が輝くための人材育成を考える
座長：大門 龍生（NHO 本部 総務部長）
横山富士男（NHO 紫香楽病院 事務部長）

SY3-1

優秀な人材を受け入れるための、学生が理想としている、働きがいのある長く続け

SY3-2

増やすこと減らすことで働き方改革・人材育成を考える

SY3-4

NHO 青森病院 名畑

雅人

NHO 東京病院 後藤

祥吾

NHO 医王病院 疋島

良隆

働き方改革を進めるために組織と個人でできること
「人」に着目した業務の効率化（＝「時間」の圧縮）を考える
NHO 奈良医療センター 神原

SY3-5

NHO 南岡山医療センター 白髭

SY3-6

正典

子育て世代の立場から考える「個が輝く人材育成」とは
瑞江

女性活躍推進と求められるコミュニケーション力
NHO 大牟田病院 吉田真理子

第72回国立病院総合医学会
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シンポジウム5
14:10～15：40

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

2A 会議室）

NHO における臨床研究法の取り組みについて
座長：伊藤
島津

SY5-1

澄信（NHO 本部 総合研究センター長）
章（NHO 京都医療センター 臨床研究センター長）

国立病院機構の認定臨床研究審査委員会について

第１日目
午後

SY5-2

特定臨床研究の研究代表医師としての立場から

SY5-3

NHO における臨床研究法の取り組みについて

SY5-4

NHO 本部 小林

卓馬

NHO 刀根山病院 松村

剛

NHO 大阪医療センター 金村

米博

－認定臨床研究審査委員会の委員長の立場から－

名古屋医療センター臨床研究審査委員会事務局として取り組んできたこと、そして
見えてきたことは ･･･

NHO 名古屋医療センター 米島

シンポジウム6
16:00～18:00

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

正

2A 会議室）

若手医師フォーラム
座長：是恒 之宏（NHO 大阪医療センター 院長）
直江 知樹（NHO 名古屋医療センター 院長）
ディスカサント：岡田
坂
篠崎
檜井
矢野

靖（NHO 九州医療センター 副院長）
英雄（NHO 名古屋医療センター がん総合診療部長）
毅（NHO 仙台医療センター 統括診療部長）
孝夫（NHO 呉医療センター・中国がんセンター 外科医長）
尊啓（NHO 東京医療センター 教育研修部長）

シンポジウム

SY6-1

Alteration of large-scare brain networks in schizophrenia: A resting-state

SY6-2

Smoking affects efficacy of biologics differently by target molecules in

functional MRI study

NHO 肥前精神医療センター 久良木悠介

rheumatoid arthritis

NHO 大阪南医療センター 葛谷憲太郎

SY6-3

The effect of growth hormone therapy on the thyroid function: A two-years
study

NHO 岡山医療センター 江渕

SY6-4

Recurrent pneumonia caused by co-infected non-tuberculous mycobacteria :
A report of three cases

NHO 米子医療センター 松田
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SY6-5

Effects on diuresis and neurohormones of empagliflozin in decompensated
heart failure patients with diabetes mellitus

NHO 横浜医療センター 上田

SY6-6

Successful repair with azygos venous patch for coronary artery stenosis late
after arterial switch operation

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

細谷

A case of 1 year-old-girl with severe gastroesophageal reflux who was

SY6-8

A case of a young woman who received an early diagnosis as slowly

investigated a cause of immunodeficiency disease

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

富井

聡一

progressive insulin-dependent diabetes mellitus

NHO 北海道医療センター 山東

加奈

Three cases with Trousseau syndrome related to lung cancer complicated
by pulmonary embolism at early date

NHO 埼玉病院 高橋

SY6-10

祐太

第１日目
午後

SY6-7

SY6-9

傑

桃

Two cases of Neuro-Behcet's disease (NB) with long spinal cord lesion
NHO 岡山医療センター 藤原

シンポジウム8
14:10～15:40

第4会場（神戸国際会議場

1F

舜也

メインホール）

アレルギー・リウマチ領域における最先端の臨床研究
座長：谷口 正実（NHO 相模原病院 臨床研究センター長）
當間 重人（NHO 東京病院 院長）

SY8-1

NSAIDs 過敏喘息（アスピリン喘息）の解明に向けて
NHO 相模原病院 谷口

SY8-2

正実

小児食物アレルギーの最先端の研究成果

SY8-3

大規模関節リウマチデータベース “NinJa” が語る真実

SY8-4

Ninja ネットワークを利用した関節リウマチ関連間質性肺病変のバイオマーカー探索

NHO 相模原病院 松井

筑波大学

シンポジウム9
15:40～17:10

第4会場（神戸国際会議場

1F

古川

利浩
宏

メインホール）

多様性を活かした組織づくりー個を活かした人材活用ー
座長：伊藤 文代（NHO 大阪医療センター 看護部長）
西本 京子（NHO 京都医療センター 看護部長）

SY9-1

看護管理者の立場から
NHO あわら病院 藤原

第72回国立病院総合医学会
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SY9-2
SY9-3
SY9-4

子育てしながら働く者の立場から
NHO 京都医療センター 落合

恵

社会医療法人明和会医療福祉センター

竹中

君夫

医療法人社団洛和会

横山

美築

多様性を活かした組織づくり ｢民間病院の立場から｣
治療と仕事の両立をする者の立場から

第１日目
午後

シンポジウム10
15:40～17:10

洛和会音羽病院

第5会場（神戸国際会議場

3F

301国際会議室）

NHO における診療情報分析の現状と展望
座長：堀口 裕正（NHO 本部 総合研究センター 診療情報分析部 副部長 / 情報システム統括部 デー
タベース企画課長）

SY10-1
SY10-2

日本における診療情報を取り巻く状況について
NHO 本部 渡邊

宏樹

NHO 本部 堀口

裕正

NHO における診療情報収集システムの現状

SY10-3

診療情報を活かした臨床評価指標 Ver.4の開発

SY10-4

診療情報を利用した経営改善支援

NHO 本部 今井志乃ぶ

SY10-5

NHO 本部 富永

哲

NHO 本部 山名

隼人

診療情報を活用するための質の担保

シンポジウム12
14:10～15:40

第6会場（神戸国際会議場

3F

レセプションホール）

シンポジウム

救急医療とソーシャルワーク
座長：植竹 日奈（NHO まつもと医療センター 相談支援センター 主任医療社会事業専門職）
篠原 純史（NHO 高崎総合医療センター 地域医療支援・連携センター ソーシャルワーク室長）

SY12-1

当救命救急センターでの多職種倫理カンファレンスにおける医療ソーシャルワーカー

SY12-2

救急医療領域の社会的支援における看護師の役割

の役割

NHO 大阪医療センター 下野圭一郎

NHO 東京医療センター 佐藤

SY12-3

救急医療に係るソーシャルワーカーの役割と地域における体制づくり
NHO 大阪南医療センター 萬谷

SY12-4

和広

精神科病院における救急医療と退院後の生活を見据えた支援と関わり
NHO やまと精神医療センター 前田
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シンポジウム13
15:40～17:10

第6会場（神戸国際会議場

3F

レセプションホール）

多職種連携 ～情報を用いたコミュニケーション活用～
座長：齊藤 三則（NHO 宇多野病院 事務部長）
吉野 貴弘（NHO 渋川医療センター 事務部 企画課 診療情報管理専門職）

SY13-1

多様化する診療情報管理士業務
NHO 北海道がんセンター 盛永

国立病院診療情報管理士協議会

SY13-3

多職種協働による医療の質と安全の可能性

SY13-4

関東信越地区

発足への取り組み
NHO 横浜医療センター 斉藤

貴之

NHO 大阪南医療センター 島田

裕子

NHO 都城医療センター 吉住

秀之

第１日目
午後

SY13-2

剛

診療情報管理士が活躍する病院は発展する

シンポジウム15
14:10～15:40

第10会場（神戸国際会議場

5F

501会議室）

チームがより良い仕事をするために総合病院の心理職ができること
座長：辻

SY15-1

麻理子（NHO 九州医療センター 心理療法室長）

総合病院精神科における心理療法士の役割
NHO 東京医療センター 千葉

SY15-2
SY15-3

（指定討論）

ちよ

総合病院における全科対応の臨床心理室としての取り組み
NHO 大阪医療センター 冨田

朋子

NHO 南和歌山医療センター 中井

國雄

総合病院院長として心理療法士に期待すること

15:40～17:10

第10会場（神戸国際会議場

5F

501会議室）

認知症医療・ケアにおける機構病院の役割
座長：舟川
溝口

SY16-1

格（NHO 兵庫中央病院 副院長）
功一（NHO 静岡医療センター 副院長）

認知症初期集中支援チームとナショナルセンター病院の連携・関わり
塚本

忠

NHO 柳井医療センター 宮地

隆史

NHO 兵庫中央病院 山崎

浩

NHO 長崎川棚医療センター 福留

隆泰

国立精神・神経医療研究センター

SY16-2

認知症疾患医療センターとは？～地域で機構病院に求められること～

SY16-3

認知症ケアラウンド

SY16-4

認知症カフェの設置

第72回国立病院総合医学会
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シンポジウム18
14:10～15:40

第11会場（神戸国際会議場

5F

502会議室）

小児病棟における保育士の役割
座長：片桐
古賀

SY18-1

有佳（NHO さいがた医療センター 主任保育士）
聖子（NHO 熊本再春荘病院 主任保育士）

小児病棟を担当する保育士の業務と役割

第１日目
午後

SY18-2

小児病棟を担当する保育士の役割と課題

SY18-3

看護師から見た小児病棟保育士の役割

シンポジウム19
15:40～17:10

NHO 小倉医療センター 柴田

優子

NHO 静岡てんかん・神経医療センター

藤森

潮美

NHO 静岡てんかん・神経医療センター

原

稔枝

第11会場（神戸国際会議場

5F

502会議室）

療養介護事業における日中活動の意義について考える
座長：髙橋
西巻

SY19-1

博（NHO 南京都病院 療育指導室 主任保育士）
靖和（NHO 甲府病院 小児科 療育指導室長）

障害者虐待防止法の観点から日中活動を考える
NHO 箱根病院 山田

宗伸

NHO 熊本再春荘病院 古賀

聖子

SY19-2

療養介護事業における日中活動の実際（重症児）

SY19-3

新潟病院の療養介護事業における日中活動の実際 ( 筋ジストロフィー、ALS 等）

SY19-4

～生活支援員としての保育士の業務を通して～

シンポジウム

NHO 新潟病院 大橋

就

布藤

明良

家族の立場から日中活動の充実に望むこと
全国重症心身障害児（者）を守る会
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口演1

17:10～18:10

第2会場（神戸国際展示場

2号館3F

３A 会議室）

病院運営・管理－モチベーションを上げる
座長：佐藤

暢（NHO 高崎総合医療センター 事務部 管理課長）

国立循環器病研究センターにおけるエネルギー消費量・環境負荷低減について

O-1-2

９９さがネットを活用した救急患者情報の分析

中森

幸雄

NHO 佐賀病院 田中

功

国立循環器病研究センター

O-1-3

当院をウェブで検索した際に、上位に表示させるための対策（SEO 対策）とその効果
NHO 京都医療センター 湊

O-1-4

循環器病の予防・食生活の改善を目指した「かるしお認定制度」の事業展開

O-1-5

会議の現状と課題

国立循環器病研究センター

拓巳

竹本小百合

NHO 西別府病院 後藤

O-1-6

第１日目
午後

O-1-1

一也

演題取り下げ

口演2

17:10～18:10

第4会場（神戸国際会議場

1F

メインホール）

看護－質の向上を目指して
座長：内山由美子（国立がん研究センター東病院 副看護部長）

O-2-1

国立病院機構の病院に勤務する看護管理者（看護師長以上の職位）の運用病床数別
コンピテンシー

NHO 福山医療センター 岡本

悦子

O-2-2

コンピテンシー・モデルを活用した定期事例検討会の効果

O-2-3

重症度、医療・看護必要度30％確保への活動 -QM 委員会活動における多職種連携 -

NHO 別府医療センター 森

めぐみ

NHO 姫路医療センター 平岡紀代美

O-2-4

倫理的課題に対する副看護師長の取り組みと課題
NHO 東京医療センター 新井扶美子

神経難病病棟に勤務する看護師のストレスコーピング方略

O-2-6

勤務計画表に対するスタッフナースの認識

第72回国立病院総合医学会

NHO 宮崎東病院 齊藤

哲也

NHO さいがた医療センター 中村

幸恵
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口演3

17:10～18:10

第6会場（神戸国際会議場

3F

レセプションホール）

医療情報システムの開発
座長：北岡

有喜（NHO 京都医療センター 医療情報部 医療情報部長）

O-3-1

電子化により分散した診療記録の再整理に関する取り組み

O-3-2

文書管理システムを利用した退院サマリー作成環境構築の試み

国立循環器病研究センター

第１日目
午後

O-3-3

NHO 大阪南医療センター 船橋

響介

NHO 京都医療センター 飛騨

美希

国立がん研究センター東病院

熊谷

大樹

国立循環器病研究センター

中尾

明子

検査依頼より診療に繋げる試み

O-3-4

表面汚染管理機能システムの機能開発

O-3-5

バイオバンク病名登録の正確性向上の取り組み

O-3-6

上田郁奈代

病院経営に求められる医療情報技師（SE）と診療情報管理士（HIM）の役割と医療
情報システムの整備

NHO 米子医療センター 杉谷

口演4

14:10～15:10

第7会場（神戸国際会議場

4F

篤

401会議室）

病院運営・管理－経営改善の取り組み
座長：坂本

O-4-1

秀宣（NHO 東京病院 企画課長）

診療材料における価格交渉への取り組み

O-4-2

京都医療センターの経営改善の歩み

O-4-3

高精度放射線治療センターの経営参画への取り組み

O-4-4

医療機器保守一括契約の導入

NHO 横浜医療センター 春山

貴則

NHO 京都医療センター 東原

直輝

NHO 九州がんセンター 吉田

直樹

～新たな経費削減方法についての検討～
NHO 岡山医療センター 小早川儀雅

O-4-5

DPC データを用いた粗利診療単価による経営分析とその発展性について

O-4-6

大腿骨近位部骨折後 ADL 回復治療の医療情報可視化が生産性向上へ及ぼす効果

NHO 九州医療センター 皆元麻里加

一般口演

NHO 大阪南医療センター  島田
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口演5

15:10～16:10

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

病院運営・管理－診療報酬改定に対応
座長：山口

悟（NHO 七尾病院 事務部長）

DPC データを用いた重症度、医療・看護必要度 I から II への検証

O-5-2

院内連携による「がん患者指導管理料ロ」算定件数増加の取組みについて

NHO 都城医療センター 増元

O-5-3

光希

NHO 京都医療センター 東野

和美

水町

嘉宏

「画像診断管理加算3」算定のためのシステム構築
国立がん研究センター中央病院

O-5-4

診療報酬検討委員会における査定減対策～データベースを活用した一例～

O-5-5

病院経営にがん診療統括部での診療報酬増点に向けた取り組みについて

NHO 千葉医療センター 高齊

翔平

NHO 九州医療センター 岩橋

O-5-6

第１日目
午後

O-5-1

克記

横浜医療センターの差額室料の経営効果と診療実績との相関について
NHO 横浜医療センター 宇治原

口演6

16:10～17:10

第7会場（神戸国際会議場

4F

誠

401会議室）

地域医療連携の展開
座長：猪飼伊和夫（NHO 京都医療センター 統括診療部長 / 地域医療部長）

O-6-1

認知症高齢者の入院時カンファレンスに介護支援専門員を交えることの効果
NHO 南和歌山医療センター 髙野

誠

NHO 栃木医療センター 羽金

和彦

O-6-2

既存データによる地域分析と医療需要分析

O-6-3

オンラインストレージサービスを使用した地域医療連携ネットワークシステムの検討

O-6-4

NHO 山形病院 高橋

海翔

NHO 三重中央医療センター 菱谷

隆宏

病院機能情報の管理・運用における効率化と転院援助
～効率的で質の高い転院援助を目指して～

O-6-5

紹介患者を増やすための地域連携支援センターの活動とその成果

O-6-6

県境医療圏における多施設医師主導による外来パーキンソン病患者の集団療養指導

NHO 京都医療センター 瀬田

第72回国立病院総合医学会
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NHO 岩手病院 千田
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口演7

17:10～18:10

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

患者相談とソーシャルワーカー
座長：高村

純子（NHO 三重病院 医療社会事業専門職）

O-7-1

ソーシャルワーカーオンコール体制構築の取り組み

O-7-2

電話でのがん相談の必要性～新人がん相談員が一年間電話相談をして思うこと～

NHO 別府医療センター 渡邉

第１日目
午後

NHO 災害医療センター 沓澤

O-7-3

英治
美紀

当院における退院支援体制見直しに関する現状と課題
NHO 北海道がんセンター 桝野

O-7-4

当院における新人 SW 教育ラダーの作成と運用後の評価

O-7-5

国立国際医療研究センター病院がん相談支援センターにおける就労支援の現状

裕也

NHO 高崎総合医療センター 椎名絵梨奈

国立国際医療研究センター

O-7-6

伊東みなみ

チームカンファレンスにおける MSW 支援の業務分析
―更なる MSW 支援の充実を目指して―

NHO 高崎総合医療センター 小野

口演8

14:10～15:10

第8会場（神戸国際会議場

4F

明里

402会議室）

臨床工学と研究
座長：池田

O-8-1

雅尊（NHO 静岡医療センター ＭＥ室 臨床工学技士長）

白血球除去療法中の血管痛対策
NHO 西埼玉中央病院 佐藤

O-8-2

バスキュラー・アクセス穿刺困難例におけるエコーガイド穿刺導入に関する考察

O-8-3

多用途透析用監視装 (DCS-100NX) の標準化透析量 (KT/V) の精度と有用性の検討

NHO 帯広病院 松本

NHO 熊本医療センター 松下

O-8-4

High Flow Therapy システムの比較

年史
尚暉

～ MediOx60～
NHO 豊橋医療センター 森部

一般口演
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正道

O-8-5

DBS 手術における、ORI（Oxygen Reserve Index）導入の有用性

O-8-6

心筋保護法の比較検討して

康弘

NHO 奈良医療センター 山川

竜司

NHO 別府医療センター 川崎

徹也
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口演9

15:10～16:10

第8会場（神戸国際会議場

4F

402会議室）

臨床工学の進歩
座長：眞

隆一（NHO 東京医療センター 医療機器中央管理室 臨床工学技士長）

O-9-1

条件付き MRI 対応心臓埋め込みデバイス患者の MRI 撮像について

O-9-2

シリンジポンプ使用中にシリンジ内に空気が混入し薬液が急速投与された可能性の

NHO 京都医療センター 清水真樹子

国立国際医療研究センター

O-9-3

フットポンプの突然停止から考える安全管理

O-9-4

Filemaker を使用した機器管理システムの作成

O-9-5

手術ごとの手術関連機器割り振り業務の経験

NHO 京都医療センター 丸宮

千冬

NHO 北海道がんセンター 小島

啓司

成田

龍一

国立がん研究センター中央病院

O-9-6

川上由以子

第１日目
午後

ある事例

当院における抗がん剤曝露対策ワーキンググループへの参画と臨床工学技士の役割
NHO 四国がんセンター 清水

口演10

16:10～17:10

第8会場（神戸国際会議場

4F

俊行

402会議室）

臨床検査の進歩－生理検査
座長：岡村

O-10-1

治（NHO 新潟病院 臨床検査科 臨床検査技師長）

体表心電図検査から発作性上室頻拍（PSVT）を鑑別

当院での統計
NHO 九州医療センター 大谷

洋平

NHO 都城医療センター 渡辺

秀明

O-10-2

Holter ECG にて検出された心室頻拍の検討

O-10-3

3次元スペックルトラッキング法における慢性心不全患者の生命予後解析
NHO 仙台医療センター 菅原亜紀子

O-10-4

心拍・呼吸変動を利用した痛み・ストレスの数値化の試み
中村

浩士

NHO 南岡山医療センター 高松

泉

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

オシレーション法における義歯装着による影響について

O-10-6

新たな院内静脈血栓塞栓症リスク評価として Caprini スコアと Padua スコア導入後
の検討

NHO 仙台医療センター 横山

第72回国立病院総合医学会
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口演11

17:10～18:10

第8会場（神戸国際会議場

4F

402会議室）

臨床検査の進歩－検体検査
座長：阿部

好文（NHO 山形病院 研究検査科 臨床検査技師長）

第１日目
午後

O-11-1

薬物血中濃度（TDM）における各種採血管の影響について

O-11-2

血清中の残存好中球による血清 ALP 値への影響

O-11-3

NHO 大阪医療センター 三代

勇樹

NHO 北海道がんセンター 若月

香織

高感度 LISS-IAT の導入による酵素法省略の可能性の検討
成海

仁在

NHO 熊本再春荘病院 川上

洋子

国立循環器病研究センター

O-11-4

加温操作による抗酸菌蛍光染色時間短縮の検討

O-11-5

EMA-PCR 法を用いた Mycobacterium tuberculosis complex 生菌由来ＤＮＡの
選択的検出法の検討

NHO 北海道がんセンター 福澤

O-11-6

国立病院臨床検査技師協会九州支部会
報告

翔太

微生物薬剤感受性検査に対するアンケート
NHO 都城医療センター 鬼塚

口演12

14:10～15:10

第9会場（神戸国際会議場

4F

久弥

403会議室）

画像診断の進歩－ CT、PET
座長：山田

O-12-1

賢磨（NHO 大阪医療センター 放射線診断科）

F18-FDG PET/CT における Combine CT の線量評価
NHO 姫路医療センター 山田

雅亘

O-12-2

CT 画像回転時の補間方式の違いがスライス面内の空間分解能に与える影響の検討

O-12-3

管電圧自動選択機構における基礎的な動作特性の検討

NHO 相模原病院 飯島はやて

NHO 九州医療センター 木原

O-12-4

聡

上肢静脈穿刺部位による造影剤到達時間と造影効果の検討
NHO 京都医療センター 辰野

O-12-5

急性肺血栓塞栓症に必要な CT 値の検討

O-12-6

造影 CT 時における留置針サイズの違いによる注入速度限度の測定と最適化

一般口演

NHO 九州医療センター 城

絢香

NHO 函館病院 下村

賢士朗
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口演13

15:10～16:10

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

画像診断の進歩－ MRI、RI
座長：高木

秀亮（NHO 関門医療センター 中央検査・放射線部 主任診療放射線技師）

O-13-1

被殻尾状核集積比によるレビー小体病の評価

O-13-2

ドパミントランスポーターシンチにおけるファントム補正機能による SBR の検討

NHO 大牟田病院 上田

O-13-3

123I-IMP 脳血流 SPECT での CIS による DLB と AD 鑑別能の評価
NHO 西新潟中央病院 西片

O-13-4

DIR-Like（2D）と DIR（3D）の撮像条件の比較と臨床における有用性の検討

O-13-5

頸椎近位神経根の描出を目的とした最適撮影条件に関する検討

NHO 千葉東病院 臼井

純基
俊一

久保

英文

NHO 九州医療センター 宮嵜

義章

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-13-6

浩二

第１日目
午後

NHO あきた病院 齋藤

智弘

乳腺 Dynamic MRI における浸潤癌・非浸潤癌の分類

口演14

16:10～17:10

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

放射線治療の最新情報
座長：濱田

O-14-1

圭介（NHO 九州がんセンター 放射線技術部 主任診療放射線技師）

超短期間でリニアックコミッショニングは可能か
NHO 埼玉病院 高橋

O-14-2

IMRT 患者 QA 機器の新規導入に伴う線量検証結果の判定基準の再考

O-14-3

電子線測定における R50の測定精度の検討

O-14-4

真一

NHO 北海道がんセンター 木村

傑

NHO 長崎医療センター 米丸

雄太

九州グループの放射線治療施設におけるガラス線量計を用いた出力線量の評価
NHO 九州医療センター 寺崎

浩一

NHO 九州がんセンター 長岡

慶繁

O-14-5

PET/CT 画像に基づく放射線治療計画の試み

O-14-6

Gafchromic film の解析方法の違いによる dose response curve 精度の検討

第72回国立病院総合医学会
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口演15

17:10～18:10

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

放射線一般検査の精度管理
座長：山口

恭子（NHO 千葉医療センター 放射線科 撮影透視主任）

O-15-1

マンモグラフィ検診精密検査でのトモシンセシス画像の有用性 - エコーと比較して -

O-15-2

セファログラムにおけるポジショニングの検討

NHO 千葉医療センター 山口

恭子

第１日目
午後

NHO 福岡病院 村岡亜友美

O-15-3

高齢者における DEXA 法骨塩定量検査での腰椎 - 大腿骨頸部間の YAM 値乖離の検討
NHO 宇都宮病院 高橋浩太郎

O-15-4

骨盤計測撮影（マルチウス・グースマン）の被曝線量の再考について

O-15-5

電子式個人線量計の種類の違いが被ばく管理に与える影響について

NHO 小倉医療センター 藤本晃一郎

NHO 小倉医療センター 宮島

O-15-6

水晶体被ばくの実態調査

隆一

ー国立病院等の不均等被ばくに関する現状ー
NHO 東京病院 藤田

口演16

17:10～18:10

第10会場（神戸国際会議場

5F

克也

501会議室）

多職種による臨床研究
座長：老田

O-16-1

章（国立循環器病研究センター 薬剤部 薬剤部長）

国立駿河療養所5年間の個別支援を取り入れた学習療法の効果
深田

知子

NHO 岩手病院 氣仙

拓也

国立駿河療養所

O-16-2

認知症ケアチーム活動における薬学的介入

O-16-3

抗がん剤調製に携わる薬剤師の職業的抗がん薬曝露に関する多施設共同研究
国立がん研究センター東病院

O-16-4

佐野

呼吸器疾患患者の低栄養予防に資する主食の工夫：クロスオーバー比較試験
NHO 福岡病院 山本

貴博

O-16-5

看護対応手順を用いた手術中待機している家族に対する看護介入の有効性の検討

O-16-6

臨床研究推進に向けた関信地区国立病院薬剤師会の取り組みが研修会受講者にもた

～家族への看護介入に対する認識と思いの調査～

NHO 熊本医療センター  奥山

紗代

一般口演

らした影響についての検討

NHO 西埼玉中央病院 大越
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口演17

17:10～18:10

第11会場（神戸国際会議場

5F

502会議室）

国際医療協力を進める
座長：小鳥

真司（NHO 京都医療センター 糖尿病合併症センター 医師）

O-17-1

ネパールにおける呼吸リハビリテーションの取り組み

O-17-2

ペルー共和国における障がい者スポーツ支援活動

- 教育資材作成と女性保険ボランティアへの講義について 恵輔

NHO 別府医療センター 広田

美江

O-17-3

ザンビアでの心臓血管外科立ち上げのための医療支援に参加して
江川

善康

大橋

裕丈

NHO 京都医療センター 塚本

雅美

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

O-17-4

ベトナム薬剤師による適正な薬物療法の実践への取り組み

O-17-5

糖尿病足病変の診療の質と転帰における国際（日独）多施設共同研究

～脳卒中チーム医療の研修事業を通して～

国立国際医療研究センター病院

O-17-6

第１日目
午後

寄本

国立精神・神経医療研究センター

医療資源の限られた状況において、膿胸に対して胸腔開窓術を施行し救命し得た銃
創患者の一例

NHO 災害医療センター / 国境なき医師団 関

口演18

14:10～15:10

第12会場（神戸国際会議場

5F

聡志

504＋505会議室）

薬剤業務の標準化
座長：政道

O-18-1

修二（NHO 大阪南医療センター 薬剤部 薬剤部長）

薬剤師の病棟業務標準化に向けた取り組み
NHO 相模原病院 高橋

郷

太田

貴洋

O-18-2

監査等対応に係る事前確認マニュアル作成について

O-18-3

病棟薬剤業務のスキルアップを目指したプレアボイド報告体制整備へ向けた検討

国立がん研究センター東病院

O-18-4

ー多施設共同実態調査ー

NHO 東京病院 植木

大介

NHO 琉球病院 中山

洋輔

NHO 神戸医療センター 木原

理絵

NHO 西埼玉中央病院 飯尾

智

琉球病院における処方支援の実績と推移
当院における薬薬連携への取り組みと現状

O-18-6

300床規模病院における薬剤師外来の導入

第72回国立病院総合医学会
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口演19

15:10～16:10

第12会場（神戸国際会議場

5F

504＋505会議室）

薬剤業務の質向上
座長：河合

実（NHO 東近江総合医療センター 薬剤部 薬剤部長）

O-19-1

NCGM 薬剤師レジデント教育体制の構築

O-19-2

ＮＨＯ

早川

史織

NHO 大分医療センター 吉野

裕統

NHO 東埼玉病院 中澤

一治

国立国際医療研究センター

第１日目
午後

O-19-3

ＰＡＤ

支援者教育者向資料作成と評価

抗精神病薬の効力比較

O-19-4

新規院内製剤セレン含有口腔内崩壊錠の作製と実用化についての検討

O-19-5

軽度から中等度 嚥下障害患者の安全な内服方法の簡易化への取り組み（ゼリー食調

NHO 南京都病院 中尾

O-19-6

元紀

整食品を用いた内服方法）

NHO 大牟田病院 荒畑

創

NHO 埼玉病院 石垣

洋成

病理結果に基づく化学療法施行における薬剤師の介入

口演20

16:10～17:10

第12会場（神戸国際会議場

5F

504＋505会議室）

重症神経・筋疾患の診療・ケア
座長：尾方

O-20-1

克久（NHO 東埼玉病院 臨床研究部長 / 神経内科）

筋強直性ジストロフィー診療実態調査
NHO 刀根山病院 松村

剛

O-20-2

ステロイド治療により肥満を呈した Duchenne 型筋ジストロフイー患者における慢

O-20-3

筋強直性ジストロフィーの呼吸と栄養管理の関係

O-20-4

性心不全管理

NHO 仙台西多賀病院 苅部

明彦

NHO 刀根山病院 齊藤

利雄

肢帯型筋ジストロフィー2B 型（dysferlinopathy）患者の脳画像所見の検討
NHO あきた病院 小原

講二

O-20-5

日本人 dysferlin 遺伝子解析で見出された全バリアントの検討

O-20-6

呼吸不全をきたし人工呼吸器導入となった顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの１例

一般口演

NHO 仙台西多賀病院 髙橋

俊明

NHO 医王病院 朝川美和子
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口演21

17:10～18:10

第12会場（神戸国際会議場

5F

504＋505会議室）

重症神経・筋疾患の臨床研究
座長：澤田

秀幸（NHO 宇多野病院 副院長）

O-21-1

筋強直性ジストロフィー患者の呼気ガス分析による安静及び運動時の代謝の検討

O-21-2

Klokin 1遺伝子の同部位に点変異を認めた2症例

NHO あきた病院 菊地

O-21-3

由紀子

神経難病患者におけるカルニチン欠乏症について

第１日目
午後

NHO 徳島病院 牧

和人

NHO 山形病院 亀谷紫芙美

O-21-4

人工呼吸器管理下の筋萎縮性側索硬化症患者に発生する気胸の特徴

O-21-5

当院神経内科における血清 IgG4高値の病的意義に関する検討

NHO 南京都病院 竹内

NHO 兵庫中央病院 藤堂

O-21-6

啓喜
紘行

近年症例数が増加している認知症性疾患 - 神経核内封入体病（Neuronal
Intranuclear Inclusion Disease : NIID)

NHO 鈴鹿病院 曽根

口演22

14:10～15:10

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

淳

３B 会議室）

重症心身障害児－診療と研究
座長：本荘

O-22-1

哲（NHO 福岡病院 小児科 臨床研究部長）

重度脳性麻痺患者の脊柱彎曲の病態変化－ベクトル球面表示法による解析－
NHO 兵庫あおの病院 平井

O-22-2

重症心身障がい児者における脊柱 cobb 角と頂椎回旋位の関係について

O-22-3

当院における気管カニューレ事故抜去時の緊急対応手順

二郎

～水平面回旋を含めた客観的で容易な脊椎変形指標を探って～

NHO 宮崎病院 伊集院万人

O-22-4

NHO 和歌山病院 西本

幸弘

NHO 柳井医療センター 浜田

祐希

抗てんかん薬の副作用 - 特に消化器系・循環器系について 当院における重症心身障害者の腫瘍スクリーニング検査（腫瘍マーカー、エコー検

O-22-6

新築移転した当院の重症心身障害医療の変化と課題

査、便潜血検査）と腫瘍症例についての検討

第72回国立病院総合医学会

NHO 愛媛医療センター 松田

俊二

NHO 兵庫あおの病院 木藤

嘉彦
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口演23

15:10～16:10

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

３B 会議室）

重症心身障害児－ケアの進歩
座長：横井

広道（NHO 四国こどもとおとなの医療センター 小児整形外科 医長）

O-23-1

重症心身障がい児（者）の骨折の原因調査を通して見えたこと

O-23-2

当院の重症心身障害児・者を対象とした骨強度の評価及び関連因子の検討

NHO 兵庫あおの病院 山本

第１日目
午後

O-23-3

NHO 南九州病院 桂木

愛美

NHO あきた病院 堀井

美里

NHO 敦賀医療センター 濱上

恵美

脳性麻痺患者に対するポジショニングの検討

O-23-4

拘縮手を伴う重症心身障がい児（者）の手浴方法の検討

O-23-5

重症心身障がい児（者）病棟における骨折時の看護の問題点
静岡てんかん・神経医療センター

O-23-6

健司

大石

沙苗

左大腿骨顆上部骨折術後に経口摂取を拒否した重症心身障害者への口から食べるこ
とを取り戻す関わり

NHO 南京都病院 片岡

口演24

16:10～17:10

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

康子

３B 会議室）

職員のメンタルヘルス向上
座長：三尾

O-24-1

直士（NHO 京都医療センター 外来管理部長 / 呼吸器内科 医長）

職業性簡易ストレス調査票からみた高ストレスおよび離職者傾向
NHO 九州医療センター 辻

O-24-2

NHO 医療施設における産業医の活動状況に関する研究

O-24-3

勤務環境への取り組み

NHO 長崎病院 吉田

麻理子

O-24-4

NHO 静岡医療センター 岸本

英祐

NHO 広島西医療センター 舘野

一宏

当院におけるストレスチェック制度の課題

O-24-5

看護師のためのマインドフルネス―自由参加ワークショップに実践報告

O-24-6

当院における職員を対象とした健康増進企画「ウェルネスコラボレーション」の取

NHO 東京医療センター 佐藤

寧子

一般口演

り組み

NHO 福山医療センター 野崎
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口演25

17:10～18:10

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

３B 会議室）

栄養管理と栄養指導
座長：花田

道代（NHO 鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科 栄養管理室 栄養管理室長）

O-25-1

当院の栄養スクリーニング方法の再考～ MUST を用いた高齢入院患者に対する栄養

O-25-2

電子カルテ掲示板（スタッフ伝言板）を使用した食事変更提案の効果

障害リスクの再評価～

NHO 長崎医療センター 近藤

O-25-3

―管理栄養士の関わり―

O-25-6

美夏

「見える・伝わる」栄養指導を目指して第一報～糖尿病患者における検討～
NHO 福岡東医療センター 藤野

O-25-5

高弘

アルコール依存症患者のリフィーディング症候群対策パス導入
NHO 琉球病院 伊澤

O-25-4

彩子

第１日目
午後

NHO 東京医療センター 齊藤

恵理

当院における継続糖尿病透析予防指導の効果について
NHO 三重中央医療センター 北條

恵美

NHO 宇都宮病院 青木

緩美

当院における糖尿病透析予防指導の効果

口演26

14:10～15:10

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

看護－新人看護師教育
座長：河村

O-26-1

慈子（NHO 岡山医療センター 副看護部長）

卒業前の看護学生に対する特別講義
NHO 姫路医療センター 嶋崎

明美

O-26-2

プリセプターが新人看護師への精神的サポート役割経験を通して感じる悩み

O-26-3

部署内継続的教育プログラムの実施とその効果の検討プリセプターの役割自己評価

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

和泉

尺度を用いて

NHO 東京医療センター 吉田

O-26-4

悠

千春

新人看護技術の研修項目・方法の検討

～２年目看護師と指導担当者の看護研修に対する調査から～

O-26-5

新人看護師が感じる神経筋難病患者とのコミュニケーションに関する困惑

O-26-6

がん専門病院手術室における新卒看護師の勤務継続要因

第72回国立病院総合医学会

妙子

NHO 箱根病院 真山

優

NHO 九州がんセンター 内田

智
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NHO 茨城東病院 庄司
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口演27

15:10～16:10

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

看護－看護学生教育
座長：髙橋亜衣子（NHO 横浜医療センター附属横浜看護学校 教員）

O-27-1

卒業前にエンゼルケアの演習を実施した学生の学び

O-27-2

看護学生が精神疾患患者に対して抱いているイメージや思いの検討

NHO 愛媛医療センター附属看護学校

第１日目
午後

～講義終了者と実習終了者の比較～

佐伯

NHO 小倉医療センター 水城

O-27-3

香織


貴裕

看護学生が初めての臨地実習で理解した生活の場としての療養環境
NHO 嬉野医療センター 馬場亜希子

O-27-4

精神看護学実習における看護学生の精神障害者に対するイメージの変化の関連要因

O-27-5

人との死別の経験が A 看護学校3年生の死生観に及ぼす影響

の検討

NHO 下総精神医療センター 石橋

NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校

O-27-6

愛

中島由美子

看護基礎教育におけるキャリア教育が看護学生のキャリア認識に及ぼす影響
ー先輩看護師とのシンポジウムを通してー

NHO 愛媛医療センター附属看護学校

口演28

16:10～17:10

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

松下

裕子

特設会場）

看護－人材育成、研修
座長：長田

O-28-1

祐子（NHO 九州医療センター 教育担当師長）

救命救急病棟における病棟内ラダー教育の構築
NHO 災害医療センター 花房

O-28-2

精神科病院に勤務する看護師の教育ニード・学習ニードに関する調査

O-28-3

研修3ヵ月後レポートより明らかになったリーダーシップ行動の実態

－キャリアラダーシステム導入前後の比較－

NHO 下総精神医療センター 伊藤

NHO 福山医療センター 三宅

O-28-4

義博
優子

シミュレーションを活用した病棟教育への効果的な関わり

一般口演

NHO 災害医療センター 藤原

宏輔

NHO 三重中央医療センター 宮崎

紘子

O-28-5

レベル５研修「マネジメント研修」を開催して

O-28-6

がん化学療法の投与管理に臨む看護師の不安軽減への介入
～看護師―患者間の相互作用～

NHO 宮崎東病院 河野
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口演29

17:10～18:10

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

緩和ケア、終末期ケア
座長：武田

ヒサ（NHO 近畿中央呼吸器センター 副看護師長）

終末期医療における脳死の二重基準と医師の裁量権－その根底にある日本人の死生観－

O-29-2

緩和ケア外来における専門・認定看護師の役割

O-29-3

NHO 米子医療センター 杉谷

篤

NHO 横浜医療センター 日塔

裕子

～患者への支援内容についての分析と考察～

第１日目
午後

O-29-1

緩和ケアにおいて医療者が困難度を感じている事についての実態調査
NHO 函館病院 高井みゆき

O-29-4

慢性呼吸不全患者が抱える全人的苦痛に関する実態調査

O-29-5

ALS 患者の在宅療養支援についての考察～「自分らしく生きたい」に着眼した関わり～

NHO 南京都病院 吉田

O-29-6

悠希

NHO 熊本南病院 中村

律子

NHO 沼田病院 梅澤

美里

がん終末期の過ごし方の意思決定に悩む患者への介入

口演30

14:10～15:10

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

患者サービスと医療の質向上
座長：山田由紀子（NHO 宇多野病院 看護師長）

O-30-1

医療の質評価の新たな手法 ～日本版 PX（Patient eXperience）サーベイ実施報告～
NHO 九州医療センター 西本

O-30-2

当院における障害者虐待防止における取り組み

O-30-3

訪問看護利用者満足度調査の結果より

O-30-4

祐子

～職員セルフチェックの結果～
NHO 西別府病院 大木

一弘

NHO 長崎川棚医療センター 木口

綾子

～前年度との比較で明らかになった課題について～

外来患者案内器の導入とその影響 ～アンケート集計結果より～
当院のワゴンサービスリニューアルについて

O-30-6

放射線業務における電話応対業務の低減

真嗣

NHO 佐賀病院 草留

愛

～業務効率化を目指して～
NHO 熊本医療センター 池田

第72回国立病院総合医学会

啓介
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NHO 嬉野医療センター 野正
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口演31

15:10～16:10

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

リハビリテーション－呼吸・循環器疾患
座長：小町

利治（国立国際医療研究センター病院 理学療法士長）

O-31-1

骨格筋量の低下した高齢冠動脈疾患患者では左室駆出率と運動耐容能が有意に相関

O-31-2

COPD（慢性閉塞性肺疾患）急性増悪を短期間に繰り返した症例の検討

する

鈴木

裕二

NHO 指宿医療センター 藤田

誠記

第１日目
午後

国立循環器病研究センター / NHO 姫路医療センター

O-31-3

当院における呼吸リハビリテーション評価・治療マニュアルの作成
NHO 近畿中央呼吸器センター

光國

若也

O-31-4

酸素療法導入における、理学療法士からの情報提供～医師の処方の支援～

O-31-5

作業療法が処方された新規 HOT 導入患者の特徴ー患者台帳からの後方視的調査ー

NHO 姫路医療センター 高橋

NHO 東京病院 水口

O-31-6

裕児
寛子

手術目的の消化器外科患者におけるサルコペニアに着目した新たな取り組み
NHO 霞ヶ浦医療センター 竹中

口演32

16:10～17:10

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

勇輔

特設会場）

リハビリテーション－神経・筋疾患
座長：西田

O-32-1

聖（NHO 三重病院 リハビリテーション科 主任作業療法士）

イコライザーを用いた音声編集により発話明瞭度が変化した筋萎縮性側索硬化症患
者の１例

国立精神・神経医療研究センター病院

O-32-2

呼び鈴分岐装置を導入した筋萎縮性側索硬化症を呈した症例の QOL 変化

O-32-3

ヌシネルセン髄注で姿勢保持能力が改善した脊髄性筋萎縮症２型の一例

大場興一郎

NHO 長崎医療センター 米澤

武人

NHO 刀根山病院 永山ひろみ

O-32-4

難病病棟における改良ナースコールの管理について         
～ No! Article Management，No! Life ～

    

NHO 南岡山医療センター 大江比楼美

一般口演

O-32-5

パーキンソン病のプロソディ障害に対する LSVT LOUD の介入効果

O-32-6

パーキンソン病におけるサルコペニアの有病率と関連する因子の検討

NHO 宇多野病院 飯高

NHO いわき病院 渡邉
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口演33

17:10～18:10

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

リハビリテーション－嚥下障害
座長：佐藤

文保（NHO 福岡東医療センター リハビリテーション科 言語聴覚士長）

O-33-1

経過良好であった重度 Wallenberg 症候群の一症例

O-33-2

ST による朝食介入により看護師との連携が密になり3食経口摂取に至った重度嚥下障

NHO 東埼玉病院 野本

害の一例

NHO 東名古屋病院 福岡

久明

HNO 柳井医療センター 石崎

直彦

筋萎縮性硬化症患者の唾液嚥下はどこまで可能なのか

O-33-4

重度嚥下障害を呈したギラン・バレー症候群に対し免疫グロブリン大量静注療法と

O-33-5

脳梗塞慢性期に軽度嚥下障害が残存した一症例に対する表面電気刺激療法

嚥下訓練にて常食摂取可能となった1例

NHO 東名古屋病院 中西

NHO 東京病院 坪内

O-33-6

第１日目
午後

O-33-3

侑子

智子
陽子

摂食嚥下評価を実施した女性型 Duchenne 型筋ジストロフィーの一例
NHO 東埼玉病院 伊藤

美幸

一般口演
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ポスター53

16:30～17:10

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (1) 人材育成、病院広報
座長：平田

穣（NHO 仙台西多賀病院管理課 管理課長）

P1-2P-378 人材育成のためのビデオ教材作成と活用
NHO 仙台医療センター 東

英世

第１日目
午後

P1-2P-379 人事業務チェック表等の活用について
NHO 東長野病院 城戸慎太郎

P1-2P-380 院外広報誌を作成するにあたって～東埼玉病院広報委員会による取り組み～
NHO 東埼玉病院 坂井

紀章

NHO 東近江総合医療センター 古川

実希

P1-2P-381 ホームページ見直しによる看護師募集活動の取り組み
P1-2P-382 ワーキンググループによる迅速なホームページの再リニューアル
NHO 宇多野病院 井ノ本洋平

P1-2P-383 オタクが国立病院機構を救う－全職員参加型ＱＣ活動の提案－
NHO 福山医療センター 中島

P1-2P-384 アドベンチャー Hospital in 大阪医療センター

正勝

～未来の医療人を育てる～
NHO 大阪医療センター 井尻亜矢子

P1-2P-385 患者の受診誘因を目的とした広告戦略の取り組み
NHO 久里浜医療センター 斎藤

ポスター54

17:10～17:50

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

知二

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (2) 働き方改革の推進
座長：松永

浩二（NHO 北海道がんセンター 管理課 管理課長）

P1-2P-386 外科診療看護師の活動とタスクシフティングの現状
NHO 東京医療センター 森泉

元

P1-2P-387 医師事務作業補助者の介入による外来診療の効率化への工夫効果
－医師の業務負担軽減から勤務環境への改善を図る－

NHO 都城医療センター 猪之俣さゆり

P1-2P-388 医師事務作業補助者導入による医師のタスクシフティングへの貢献
NHO 相模原病院 高橋

友貴

NHO 千葉医療センター 竹郷

竜介

NHO 九州医療センター 今西

美嘉

P1-2P-389 働き方改革に係る当院の取組みについて
P1-2P-390 診療放射線技師における働き方改革に関する調査
ポスター

P1-2P-391 「働き方改革」と地域包括ケアシステムにおける「自助」について考える
NHO 長崎川棚医療センター 吉丸
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P1-2P-392 働き方改革の一環として「情報共有による業務の省力化について」
NHO 熊本医療センター 田中

崇子

NHO 高知病院 斉藤

佑介

P1-2P-393 ホワイトボードを活用した電話交換業務改善

ポスター55

16:30～17:10

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）
第１日目
午後

病院運営・管理 (3) DPC、施設基準、診療情報
座長：横尾

大輔（NHO 九州医療センター 経営企画室長）

P1-2P-394 DPC 標準病院群としての課題
NHO 東近江総合医療センター 太田

悦子

NHO 宇多野病院 坪井

亮太

P1-2P-395 施設基準の維持管理に関する取組について
P1-2P-396 指導管理料の記載を徹底し、増収を狙う！～塵も積もれば “ 金 ” となる～
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

長尾

賢

P1-2P-397 精度１００％の診療費管理を目指して
NHO 近畿中央呼吸器センター 和田佳奈子

P1-2P-398 適正な保険請求のための退院前 DPC 監査の取り組み
国立がん研究センター中央病院

小川

顕人

P1-2P-399 ストーマ造設患者の入院期間が DPC ２期を超える要因の実態調査
NHO 神戸医療センター 森澤みどり

P1-2P-400 限られたツールを利用した診療情報の管理と利用
NHO 福岡病院 諸岡

義裕

P1-2P-401 算定漏れ防止に係る取り組みについて～小さなことからコツコツと～
NHO 東広島医療センター 曽我部友美

ポスター56

16:30～17:10

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (4) 診療報酬改定への対応
座長：向井

敬浩（NHO 四国がんセンター 経営企画室 経営企画室長）

P1-2P-402 重症度、医療・看護必要度２への切換と２５％達成に向けた取り組み
NHO 福山医療センター 中島

正勝

P1-2P-403 認知症、精神疾患が「重症度、医療・看護必要度」評価に与える影響についての検証
NHO 米子医療センター 池本

郁子

P1-2P-404 重症度、医療・看護必要度向上を目指す小倉医療センターの取り組み
大

NHO 京都医療センター 梶田

佳範

P1-2P-405 入院支援センター拡充による効果の検証
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P1-2P-406 当院回復期リハビリテーション病棟における平成30年度診療報酬改定への対応
～セーフティネットの役割維持と上位基準の取得～

NHO 村山医療センター 山田

朗加

P1-2P-407 平成３０年度診療報酬改定に伴う入退院支援加算取得のための取り組み
NHO 大阪医療センター 武部

美紀

P1-2P-408 救急医療管理加算の適正な算定に向けた取り組みについて
NHO 仙台医療センター 助川

素子

第１日目
午後

P1-2P-409 総合入院体制加算２の取得に係る院内の取組みについて
NHO 災害医療センター 新井

ポスター57

16:30～17:05

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

亨

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (5) 看護師が積極的に関わる
座長：川端

香（NHO 旭川医療センター 看護師長）

P1-2P-410 当院における「がん患者指導管理料ハ」算定への取り組み
NHO 東近江総合医療センター 長谷川英利

P1-2P-411 日々の重症度、医療・看護必要度速報値の院内周知と評価精度向上の取り組み
NHO 三重中央医療センター 正田

長彦

P1-2P-412 副看護師長会による「医療、重症度・看護必要度」評価精度向上の取り組み
NHO 北海道医療センター 八谷

有香

P1-2P-413 重症度、医療・看護必要度の評価精度の向上に向けた取り組み
NHO 南岡山医療センター 道明

千怜

P1-2P-414 看護の質向上と経営参画の視点をふまえた紙おむつ交換
～重症心身障害児（者）病棟における取り組み～

NHO 神奈川病院 別府美砂子

P1-2P-415 処置の算定に必要な処置材料＆手技料を正しく処理して期末手当に還元！！
NHO 米沢病院 大友

裕美

NHO まつもと医療センター 尾崎

香理

P1-2P-416 Ａ病院における点滴ルート使用基準見直しによるコスト削減

ポスター58

17:05～17:35

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (6) 栄養士が積極的に関わる
座長：陰山麻美子（NHO 大阪南医療センター 栄養管理室 主任栄養士）

P1-2P-417 当療養所における栄養管理の見直し・NST 運営向上の取り組みと効果
ポスター

国立駿河療養所

福羅光太郎

P1-2P-418 特別食加算に対する持参薬鑑別業務を用いた多職種連携
NHO 埼玉病院 今村
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P1-2P-419 クリニカルパスへの栄養指導導入による指導件数増加の取り組み
NHO 名古屋医療センター 五十川直人

P1-2P-420 栄養サポートチーム加算算定に向けた NST 活動の見直しとその成果
HNO 敦賀医療センター 廣中美由紀

P1-2P-421 当院における緩和ケアチームによる個別栄養食事管理加算への取り組み
NHO 仙台医療センター 小原

仁

NHO 近畿中央呼吸器センター 内川

厳志

P1-2P-422 一般食における院外調理導入に関する取り組み

16:30～17:10

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

第１日目
午後

ポスター59

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (7) 薬剤師が積極的に関わる
座長：佐光

留美（NHO 大阪医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P1-2P-423 大阪南医療センターにおける薬剤管理指導件数の増加にむけた取り組み
NHO 京都医療センター 中野

一也

P1-2P-424 臨床評価指標「安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率」アップのため
の取組み

NHO 兵庫中央病院 石裏

悠希

P1-2P-425 周術期パス介入率向上を目的としたテンプレート運用の試み
国立がん研究センター東病院

岩本

義弘

P1-2P-426 手術室での薬品カート導入と使用薬品の集計方法改善に関する取り組み
NHO 別府医療センター 川井田知広

P1-2P-427 処方監査システム導入による業務変化と取り組みについて
NHO 東京医療センター 大塚健太郎

P1-2P-428 一般名処方加算の算定増加に向けた取り組みについて
NHO 神戸医療センター 村津

圭治

P1-2P-429 当院におけるサリドマイド及びその誘導体の適正管理の推進
～特定薬剤治療管理料2の対応～

NHO 大阪南医療センター 山田

咲季

P1-2P-430 医薬品情報担当者による医薬品情報提供の現状と問題点
NHO 函館病院 高津

ポスター60

17:10～17:45

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

和哉

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (8) 薬剤部の取り組み
敦介（NHO 舞鶴医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P1-2P-431 使用期限切れ回避のための新たな使用促進の方策
NHO 横浜医療センター 寳福
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P1-2P-432 検品・発注様式の変更による医薬品適正管理への取り組み
NHO 三重中央医療センター 鈴山

直寛

NHO 千葉医療センター 本郷

知世

P1-2P-433 平成30年度薬価基準改定の影響
P1-2P-434 院内採用医薬品の後発医薬品への切替えによる薬剤費用削減効果の検討
霧生

彩子

NHO 指宿医療センター 田所

正年

国立国際医療研究センター病院

P1-2P-435 院内採用薬での同種同効薬の検討
第１日目
午後

P1-2P-436 病棟薬剤師による医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取り組み
NHO 相模原病院 津野みどり

P1-2P-437 薬剤師主導による看護必要度入力への支援体制の構築
NHO 大阪南医療センター 土江

ポスター61

16:30～17:00

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

亜季

コンベンションホール北）

医療安全 (1) 職員の医療安全教育を推進
座長：清水

三花（NHO やまと精神医療センター 医療安全管理室 医療安全管理係長）

P1-2P-438 医療安全推進担当者としての副看護師長が直面している課題の把握と具体的支援
NHO 村山医療センター 佐藤みづほ

P1-2P-439 副看護師長会メンバーによる環境ラウンドの効果と今後の課題
～更なる個別性を追求した転倒転落予防計画の立案に向けて～

NHO 舞鶴医療センター 高野

良介

NHO 京都医療センター 塩

早苗

P1-2P-440 CT 画像診断の見落とし対策
P1-2P-441 与薬方法の変更の取り組みからみえた考察

～与薬に関わるインシデント内容の変化を通して～
NHO やまと精神医療センター 青山

久範

P1-2P-442 人工呼吸器装着患者に対する危険予知の視点

～ KYT を用いた新人看護師と先輩看護師の比較～
NHO 八雲病院 小野

里美

P1-2P-443 インシデント・アクシデント再発に向けた取り組み～是正計画の確実な実践～
NHO 仙台医療センター 武部

ポスター62

17:00～17:50

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

昭恵

コンベンションホール北）

ポスター

医療安全 (2) インシデントを減らすために
座長：三谷

美紀（NHO あわら病院 医療安全管理係長）

P1-2P-444 与薬準備に集中できる環境調整による効果―タスキ着用での与薬準備を導入して―
NHO 沖縄病院 山田
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P1-2P-445 精神科救急病棟での看護師による内服薬のセットに関する業務改善の評価
～ダブルチェックからシングルチェックに変更した取り組み～

NHO 下総精神医療センター 下枝明日香

P1-2P-446 与薬カートによる安全な与薬方法の検討
NHO 高知病院 酒井明日香

P1-2P-447 看護実践における抗がん薬曝露対策への取り組み

～場面ごとの曝露対策行動の視覚化と体験型研修の効果～
善美

NHO 大阪南医療センター 石崎

剛

第１日目
午後

NHO 豊橋医療センター 田添

P1-2P-448 標準化された薬剤シリンジラベル使用促進のための取り組み
P1-2P-449 京都医療センターにおけるインスリン関連のインシデントの減少に向けた取り組み
NHO 京都医療センター 白井

P1-2P-450 安全な管理配薬に向けた取り組み

祐也

～ヒューマンエラーを誘発しない環境作り～
NHO 高知病院 山河

綾

NHO 大阪医療センター 足立

紗知

NHO 岩国医療センター 梶原

敬悟

NHO 岩国医療センター 寺山

恵子

P1-2P-451 調剤過誤対策チームの活動がもたらす効果
P1-2P-452 2017年度薬剤部ゼロレベルインシデントの検証報告
P1-2P-453 若手薬剤師に安全文化を根付かせるための取り組み

ポスター63

16:30～17:05

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

医療安全 (3) 薬剤部の取り組み
座長：平木

精一（NHO 敦賀医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P1-2P-454 当院における医療安全対策への取り組みと現状評価
NHO 宇多野病院 壇

梨恵

P1-2P-455 医療用医薬品のバーコード表示についての調査
NHO 千葉医療センター 小川

りさ

P1-2P-456 ヒヤリ・ハット報告の事例集積～近畿国立病院薬剤師会における取り組み～
藤井

大和

中村

浩貴

NHO 宮城病院 酒井

仁子

NHO 長崎医療センター 中村

亜未

NHO 近畿中央呼吸器センター / 近畿国立病院薬剤師会

P1-2P-457 当院薬剤部におけるインシデント減少への取り組み
国立循環器病研究センター

P1-2P-458 レベル判定基準フローを用いた与薬インシデント評価の均てん化
P1-2P-459 病棟における内服自己管理患者の内服状況についての分析

NHO 福岡東医療センター 合屋
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ポスター64

16:30～17:20

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

医療安全 (4) 転倒転落防止の工夫
座長：中井佳世子（NHO 兵庫あおの病院 医療安全管理係長）

P1-2P-461 転倒転落による外傷を減らす取り組み

～環境カンファレンス・衝撃吸収マットを導入して～

第１日目
午後

NHO 松江医療センター 坂本栄美子

P1-2P-462 転倒・転落予防対策への取り組み～ピクトグラムでの情報共有～
NHO 京都医療センター 北野

朋子

P1-2P-463 転倒しない理由を明らかにする－転倒リスクが高くても、転倒が少ないのはなぜか－
浅井

健一

NHO 九州がんセンター 佐藤

孝光

国立療養所沖縄愛楽園

P1-2P-464 がん専門病院における、転倒・転落アセスメントシートの開発
P1-2P-465 小児乳幼児病棟における転倒転落の発生要因とオリエンテーション内容の分析
国立成育医療研究センター

日浅

愛美

P1-2P-466 転倒・転落事故発生率低減に向けた取り組み－前年度の分析結果を活かして－
NHO 沼田病院 田村

由佳

原茂

正子

本堂

貴子

P1-2P-467 薬剤部における転倒・転落への取り組み
国立国際医療研究センター国府台病院

P1-2P-468 深夜に転倒した入院患者の就寝前内服薬の検討
国立精神・神経医療研究センター病院

P1-2P-469 K 病棟における膠原病患者の転倒要因の検討
NHO 九州医療センター 土井めぐみ

P1-2P-470 転倒転落に関する看護師のアセスメント能力向上への取り組み
～ベッドサイドでの KYT 実施を通して～

NHO 米子医療センター 持田菜美子

ポスター65

16:30～17:20

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

医療安全 (5) 院内各所での取り組み
座長：角野

郁子（NHO 大阪医療センター 医療安全管理部 医療安全管理係長）

P1-2P-471 転倒予防への取り組み

入院時のリスク評価の意義
NHO 刀根山病院 齋藤

朋子

P1-2P-472 作業療法における「川柳」を用いた転倒予防対策

～神経難病患者への退院指導を「川柳」にした生活動作指導について～
NHO 東名古屋病院 永冨

浩志

ポスター

P1-2P-473 神経筋疾患長期臥床患者における骨折リスクアセスメントの現状と課題
NHO 新潟病院 渡部
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P1-2P-474 水分誤嚥・窒息の予防を目的とした看護師のトロミに対する理解の統一を目指した
言語聴覚士の取り組みとその効果について

NHO 豊橋医療センター 松下

友紀

P1-2P-475 誤嚥の危険性に関する説明及び同意書の取得が有用だった一例 
ー看護・介護を安心して行うための一つの方策としてー

NHO 宮城病院 安藤

肇史

P1-2P-476 一般病棟における RRS（院内急変対応システム）の手法を用いた病状変化
NHO 高崎総合医療センター 菅野

雅之

NHO 嬉野医療センター 堀上

英昭

P1-2P-477 放射線科インシデントの分析と対策

第１日目
午後

スクリーニング

P1-2P-478 放射線科の検査・治療を安心して受けて頂くための取り組み
NHO まつもと医療センター 飯塚

一則

P1-2P-479 個人被ばく線量管理における水晶体専用線量計の使用経験について
NHO 大阪医療センター 伴

春奈

P1-2P-480 QC 手法を用いた MRI 室への金属持ち込み撲滅への取り組み
NHO 嬉野医療センター 中垣

ポスター66

16:30～17:10

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

明浩

コンベンションホール北）

医療安全 (6) リハビリテーション部の取り組み
座長：寺地

美幸（NHO 宇多野病院 リハビリテーション科 理学療法士長）

P1-2P-481 1年間の転倒転落レポートの集計結果から見える転倒患者の特徴と転倒防止対策につ
いて～転倒件数を減らすためのリハ科からの提言～

NHO 京都医療センター 田崎

尚孝

P1-2P-482 回復期リハビリテーション病棟における転倒と入院時のバランス，前頭葉機能の関
連性について－ BBS と FAB の下位項目に着目して－

NHO 鳥取医療センター 清水

康平

P1-2P-483 地域でのＢＬＳ活動と病院内での取り組み～理学療法士の立場として～
NHO 南九州病院 操

強志

P1-2P-484 認知検査・前頭葉機能検査から考察するセンサー設置との関連性
NHO 京都医療センター 小林

理絵

P1-2P-485 生体情報アラーム対応への意識向上の取り組み
NHO 奈良医療センター 廣瀬喜代子

P1-2P-486 当院リハビリテーション科における急変時対応への取り組み
泰樹

NHO 大牟田病院 前原

真弓

ー看護師、認知症看護認定看護師、理学療法士の視点にてー
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NHO 埼玉病院 北澤

P1-2P-487 ３者における転倒 ･ 転落アセスメント判断基準の比較
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P1-2P-488 リハビリテーション中のてんかん患者の転倒・転落リスクの調査
NHO 静岡てんかん・神経医療センター

ポスター67

16:30～17:05

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

渡邉

桂大

コンベンションホール北）

医療安全 (7) さまざまのツールを用いて
第１日目
午後

座長：木本

弘江（NHO 刀根山病院 医療安全管理室 医療安全管理係長）

P1-2P-489 医療安全研修の質の向上を目指して
NHO 仙台医療センター 関口

智子

P1-2P-490 パートナーシップ・ナーシング・システム導入に伴うインシデントの発生件数、発
生要因の変化と今後の課題

NHO 都城医療センター 田畑

小春

NHO あきた病院 深井

舞子

P1-2P-491 電子カルテ関連インシデントの発生とその要因
P1-2P-492 筋ジストロフィー病棟におけるモバイル端末導入後実態調査
NHO 下志津病院 式田

侑

P1-2P-493 生体モニタアラーム閾値の個別最適化は病棟全体のナースコール応答時間を短縮する
NHO 宇多野病院 馬込真由美

P1-2P-494 ナイス０のインシデント報告推進の取り組み
NHO 大分医療センター 安藤万寿美

P1-2P-495 レベル０報告数増加キャンペーンの効果
NHO 松江医療センター 小林

ポスター68

17:05～17:55

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

里美

コンベンションホール北）

医療安全 (8) さまざまな場面における工夫
座長：柏木

雅美（NHO 南和歌山医療センター 医療安全管理係長）

P1-2P-496 一般病棟における身体抑制開始基準作成に向けて
～開始場面に影響する要因の分析をもとに～

NHO 別府医療センター 井上

栞

P1-2P-497 身体抑制を減らす取り組み
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

泉

安耶

P1-2P-498 セーフティネット系 I 病院の障害者虐待対策活動
NHO 医王病院 大野

一郎

NHO 高松医療センター 植村

望

P1-2P-499 神経筋難病病棟における患者からみたヒヤリハット
ポスター

P1-2P-500 脳神経疾患患者の胃管自己抜去における看護師の意識調査
～経鼻胃管チェックリストを使用して～

NHO 栃木医療センター 佐藤麻由美
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P1-2P-501 緊急時（事故抜去時）の気管カニューレ再挿入に備えて
～気管カニューレ事故抜去予防に向けての取り組み～

NHO 南京都病院 寺倉

智子

P1-2P-502 人工呼吸器蛇管関連ヒヤリハットは機種統一により減少する
NHO 宇多野病院 黒岡

荘二

P1-2P-503 当院での医療機器関連インシデント発生状況と再発防止への取り組み
篤志

NHO あきた病院 三上

正晴

NHO 旭川医療センター 本手

賢

P1-2P-505 病院全館停電作業時の臨床工学技士による業務支援

ポスター69

16:30～17:05

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

第１日目
午後

NHO 神戸医療センター 沼田

P1-2P-504 安全に電気を使用するために

コンベンションホール北）

医療安全 (9) コミュニケーションでインシデント防止
座長：打越

智子（NHO 東近江総合医療センター 看護師長 / 医療安全管理係長）

P1-2P-506 口頭指示マニュアルの遵守率向上への取り組み
NHO 大分医療センター 後藤ちあき

P1-2P-507 患者誤認防止に向けた取り組み
NHO 九州がんセンター 安部田泰美

P1-2P-508 誤配膳防止への取り組み
NHO 大牟田病院 戸田

美年

NHO 都城医療センター 神門

伸幸

P1-2P-509 MRI 検査における鉄剤の影響
P1-2P-510 病理標本作製における医療安全～インシデント0を目指して～
～業務の作業を振り返る～

NHO 広島西医療センター 長者

睦揮

NHO 東広島医療センター 竹本

花奈

NHO 大阪医療センター 川邉

浩史

P1-2P-511 医療安全を支える医師事務作業補助者の役割
P1-2P-512 医療事故調査制度の事務処理

ポスター70

17:05～17:45

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

コンベンションホール北）

医療安全 (10) 手術室・検査室での安全を確保
ポスター

座長：高木あおい（NHO 近畿中央呼吸器センター 医療安全管理係長）

P1-2P-513 手術室における医療安全の取り組み 

～眼科手術における患者誤認防止、手術部位確認について～
NHO 京都医療センター 瀧下
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P1-2P-514 心臓カテーテル室におけるタイムアウトの実態調査
NHO 大阪医療センター 大津あやか

P1-2P-515 手術室における体内遺残防止に向けた取り組みー体内遺残のない職場を目指してー
田中

舞

NHO 米子医療センター 尾沢

奈美

NHO 神戸医療センター 田上

景子

国立がん研究センター中央病院

P1-2P-516 麻酔導入時の中心静脈カテーテル異所性留置の１症例
P1-2P-517 ボタン型ヒューバー針の固定方法の一考察 
第１日目
午後

～翼状型ヒューバー針の固定法との変更点～

P1-2P-518 横浜医療センターにおける中心静脈カテーテル挿入の現状
NHO 横浜医療センター 鈴木

大輔

P1-2P-519 胸部 CT 検査で発見された末梢挿入型中心静脈カテーテル (PICC) の先端位置異常の
一例

NHO 北海道医療センター 竹田くるみ

P1-2P-520 経胃ろう内視鏡検査における安全対策
NHO 医王病院 田上

ポスター71

16:30～17:05

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

敦朗

展示室）

総合・救急医療の現場から学ぶ (1) 初診対応
座長：古谷

良輔（NHO 横浜医療センター 救命救急センター長）

P1-3P-521 機構病院総合内科はセカンドキャリアとしての病院総合医研修の場になり得るか
NHO 東京医療センター 太良

史郎

P1-3P-522 救急隊員と看護師の初期治療への連携

－迅速な治療提供をめざした収容前情報用紙の共有－
NHO 岩国医療センター 居藤

知世

P1-3P-523 繰り返す失神を主訴として救急外来に受診し , 中咽頭癌の頚部リンパ節転移による頸
動脈洞症候群と診断しえた一例

NHO 金沢医療センター 國沢

哲也

NHO 熊本医療センター 深松

昌博

P1-3P-524 当院における心肺蘇生時ポータブル撮影の検討
P1-3P-525 肋骨骨折により生じた横隔膜損傷による外傷性血胸の一例
国立国際医療研究センター

永野

知佳

P1-3P-526 一過性腎機能増悪からのピルシカイニド血中濃度上昇の関与が考えられた血液腫瘍
合併高齢者アダムストークス発作の1例

NHO あわら病院 鈴木

友輔

ポスター

P1-3P-527 末梢性めまいとの鑑別が困難であった中枢性めまいの2例
NHO 東京医療センター 田中めぐみ
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ポスター72

17:05～17:40

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

総合・救急医療の現場から学ぶ (2) 緊急対応
座長：岩崎

泰昌（NHO 呉医療センター・中国がんセンター 救急科 救命救急センター部長）

P1-3P-528 高度肥満患者の全身麻酔における挿管困難および呼吸器系有害事象の検討
深雪

NHO 東京医療センター 川村

知也

P1-3P-530 アンカーファスト・バイドブロック使用時における舌の血流変化
NHO 豊橋医療センター 藤井

望

国島

正義

NHO 茨城東病院 川崎

竹哉

NHO 横浜医療センター 福井

涼介

第１日目
午後

NHO 東京医療センター 堀

P1-3P-529 麻酔に関連した術後悪心・嘔吐のリスク因子と対策

P1-3P-531 看護師特定行為が活かせた多発外傷患者の一例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-3P-532 中心静脈留置用ナビゲーション装置を併用した PICC 挿入の安全性の検証
P1-3P-533 予期せぬ気道異物症例

こんな物でも起こります

P1-3P-534 大腿静脈穿刺に伴う中心静脈カテーテル血管外迷入の一例
NHO 熊本医療センター 櫻井

ポスター73

16:30～17:05

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

聖大

展示室）

総合・救急医療の現場から学ぶ (3) 検査所見を
座長：岩佐

信孝（NHO 大阪医療センター ３次救命救急センター 医長）

P1-3P-535 新専門医制度における総合診療専門研修で機構病院ネットワークを活かす
NHO 東京医療センター 深澤

義輝

NHO 宮城病院 伊藤

博明

P1-3P-536 内科入院時における低リン血症の検討
P1-3P-537 組織球性壊死性リンパ節炎の病理像を呈したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾
患の一例

NHO 京都医療センター  海透

修子

P1-3P-538 低カリウム血症を合併し診断に難渋したギランバレー症候群の一例
NHO 横浜医療センター 森

来実

P1-3P-539 多発腱鞘滑膜炎で発症した原発性アミロイドーシスの一例
NHO 京都医療センター 井口美季子

P1-3P-540 両側難聴を契機に診断された ANCA 関連血管炎性中耳炎
P1-3P-541 活動性再燃が疑われる経過中に自己免疫性血栓性血小板減少症を合併した皮膚筋炎
の一例

NHO 名古屋医療センター 東
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ポスター74

17:05～17:45

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

総合・救急医療の現場から学ぶ (4) 薬と栄養
座長：小田垣孝雄（NHO 京都医療センター 総合診療科 診療科長）

P1-3P-542 初期臨床研修医が「病態制限食」を学ぶために適切な栄養教育とは
NHO 東京医療センター 栗原

桃子

第１日目
午後

P1-3P-543 機構病院総合診療研修における経験省察診療録（ポートフォリオ）作成の実践に
ついて

NHO 東京医療センター 斯波

知也

P1-3P-544 日本紅斑熱に対するキノロン併用の効果に関する検討
NHO 福山医療センター 齊藤

誠司

P1-3P-545 陰圧閉鎖療法にて創部の治癒に至った頸部ガス壊疽の一例
国立国際医療研究センター国府台病院

原

治

P1-3P-546 MRSA の皮膚感染から敗血症性肺塞栓症に至った一例
NHO 長崎医療センター 野口

美帆

P1-3P-547 尿路感染症による高アンモニア血症にて意識障害を来たした2例
NHO 埼玉病院 澤田

拓哉

NHO 岡山医療センター 酒井

悠佑

P1-3P-548 A Case of Eosinophilic Cystitis Induced by Tranilast
P1-3P-549 抗結核薬イソニアジドが原因と考えられた薬剤性過敏症症候群 (DIHS) の1例
NHO 嬉野医療センター 河野

ポスター75

16:30～17:05

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

文

展示室）

災害医療の多様な取り組み (1) 災害現場から
座長：森内

宏治（NHO 東近江総合医療センター 企画課長）

P1-3P-550 2018年1月急激な積雪時の看護部の対応
NHO 西新潟中央病院 平野

郁子

NHO あわら病院 西村

重之

NHO あわら病院 西井

和信

P1-3P-551 あわら病院での雪害対応～福井県３７年ぶりの豪雪～
P1-3P-552 福井県３７年ぶりの豪雪による非常食対応について
P1-3P-553 在宅酸素療法と災害に関する備え行動～東日本大震災の経験の有無と実態～
NHO 茨城東病院 津田

康弘

NHO 災害医療センター 小塚

浩

P1-3P-554 災害支援者と受援者についての検討
ポスター

P1-3P-555 院内災害訓練のアンケート結果からみた訓練効果について
NHO 浜田医療センター 地田
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P1-3P-556 備蓄薬の適正化に向けた取り組み～コンセプトの明確化～
NHO 大阪医療センター 飯沼

ポスター76

17:05～17:40

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

公英

展示室）

災害医療の多様な取り組み (2) 日ごろの訓練
克彦（NHO 京都医療センター 副看護師長）

第１日目
午後

座長：清水

P1-3P-557 トリアージの習得に向けた取り組み

～災害時における赤エリア担当看護師の役割について～
NHO 高崎総合医療センター 神戸

希

P1-3P-558 演習を取り入れた少人数制 START 法勉強会の効果
NHO 三重中央医療センター 新谷

加織

P1-3P-559 当院の放射線災害における取組み －診療放射線技師の観点から－
NHO 災害医療センター 萩原

健司

P1-3P-560 演題取り下げ
P1-3P-561 神経難病病棟における災害時初動体制構築への取り組み
～災害訓練を通してスタッフの行動変化～

NHO 熊本再春荘病院 大當

美子

NHO 金沢医療センター 中村

大輔

P1-3P-562 当院における災害意識の向上に向けての取り組み
P1-3P-563 エコノミークラス症候群予防検診に向けた人材育成の取り組み
ー国臨協関信支部新潟地区会ー

NHO 西新潟中央病院 土田

ポスター77

16:30～17:15

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

昌美

展示室）

小児・成育医療 (1) 新生児医療の新たな展開
座長：岡庭

暁子（NHO 京都医療センター 看護部 副看護師長）

P1-3P-564 当院 NICU における「低出生体重児における乳房からの哺乳行動の発達スケール
（PIBBS）」の使用状況の実態調査

NHO 京都医療センター 﨑山

麻衣

NHO 小倉医療センター 井上

彩美

P1-3P-565 Ａ病院 NICU での保育器内における音環境の現状
P1-3P-566 当院での自動聴性脳幹反応による新生児聴力スクリーニング検査について
真未

P1-3P-567 NICU・GCU に入院した児をもち、退院前母子同室を行った母親の思い
NHO 都城医療センター 荒金

第72回国立病院総合医学会
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P1-3P-568 超低出生体重児の両親への Family-Centered Care の実際
NHO 舞鶴医療センター 町原

里奈

P1-3P-569 NICU を退院した低出生体重児をもつ母親に行った退院指導の効果
NHO 埼玉病院 瀧村

友恵

NHO 京都医療センター 内山

優紀

NHO 長良医療センター 瓜野

悦子

P1-3P-570 新生児の痛みのケアに対する実態調査
P1-3P-571 新生児の痛みケアの現状と課題
第１日目
午後

P1-3P-572 新生児の足底採血における痛みの検討 

－ランセットを使用した内側と外側の痛みの差について－
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

ポスター78

17:15～17:55

ポスター会場3（神戸国際展示場

山本真由美

1号館2F

展示室）

小児・成育医療 (2) 多様な新生児疾患への対応
座長：影山

操（NHO 岡山医療センター 新生児科 医長）

P1-3P-573 全身麻酔下での V-Pshunt 術後に無呼吸をきたした早期産児出身者の1症例
NHO 岡山医療センター 野上

悟史

P1-3P-574 伝染性単核症を契機に超音波で発見された1歳児の先天性胆道拡張症
川村

道代

NHO 敦賀医療センター 愛川

雄大

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P1-3P-575 急激に増大し致死的経過をたどった肝腫瘤の1症例
P1-3P-576 陽圧換気中止後に片側肺の巨大嚢胞性病変が縮小消失した極低出生体重児の一例
NHO 京都医療センター 阿水

利沙

P1-3P-577 診断と経過観察に腹部超音波検査が有用であった急性巣状細菌性腎炎の２小児例
NHO 嬉野医療センター 綿苧

寛人

P1-3P-578 ビタミン K 欠乏性出血症により頭蓋内出血を来した乳児2例
NHO 嬉野医療センター 渕上

真穂

P1-3P-579 超音波検査が検出と診断の契機となった小腸重複症の1例 ―超音波所見を中心に―
NHO 嬉野医療センター 三根

琴音

P1-3P-580 Yersinia pseudotuberculosis 感染により尿細管間質性腎炎を来した兄妹例
NHO 北海道医療センター 福井

晨介

ポスター
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ポスター79

16:30～17:00

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

小児・成育医療 (3) 乳児・幼児の看護から学ぶ
座長：福島

佳織（国立循環器病研究センター 看護師長）

P1-3P-581 小児呼吸器疾患に対してハイフローセラピー導入による治療効果の検討
NHO 大阪南医療センター 福西

雄太

～絵本の作成と実施を通して～

高田

絢子

NHO 別府医療センター 安藤

翔治

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P1-3P-583 嚢胞性線維症女児に対する外来栄養食事指導

第１日目
午後

P1-3P-582 2泊3日で手術を受ける幼児期の子どもへのプレパレーション

～稀少疾患の症例報告～

P1-3P-584 眼科患児に対する病棟看護師のプレパレーションの実際について
国立成育医療研究センター

松原

加織

P1-3P-585 医療的ケアが必要な先天性心疾患の乳幼児を持つ家族の退院3か月後の思いと経験
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

徳山

文菜

P1-3P-586 体外式補助人工心臓の新規導入を経験した病棟看護師の思い
国立成育医療研究センター

ポスター80

17:00～17:35

ポスター会場3（神戸国際展示場

御手洗佳奈

1号館2F

展示室）

小児・成育医療 (4) さまざまな子どもに向き合う
座長：森

真理（NHO 南京都病院 副看護師長）

P1-3P-587 初発の糖尿病患者および保護者の求める情報の把握 - 介入方法の検討 NHO 三重病院 川邊

千裕

P1-3P-588 慢性腎疾患をもつ患児の愛着形成とセルフケア獲得についての看護師の関わり
NHO 千葉東病院 小山

春美

P1-3P-589 吸入治療に参加する母親への意識調査 

～パンフレット導入による統一した指導後の母親の意識変化について～
NHO 甲府病院 進藤

利絵

P1-3P-590 鎮静を伴う小児の処置・検査におけるミーティングシートを用いた準備効率化の取
り組み

国立がん研究センター中央病院

島

琴実

伊藤

愛子

P1-3P-591 小児科病棟における患児・家族の意思決定支援

～インフォームド・コンセント同席率の向上を図る～
NHO 高崎総合医療センター病院

NHO 佐賀病院 川頭

第72回国立病院総合医学会
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ポスター81

16:30～17:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

小児・成育医療 (5) 子どもと母親の心をケア
座長：井澤

典子（NHO 神戸医療センター 看護師長）

P1-3P-593 新病棟移転に伴う「子どもの心の診療」入院患者の気分状態・行動の変化に関する
調査～質問紙による評価結果～

第１日目
午後

NHO 医王病院 多田

淑央

P1-3P-594 児童精神科病棟におけるコグトレの導入とその課題  ～事例を通して考える～
NHO 天竜病院 若林ひとみ

P1-3P-595 東海地区小児糖尿病サマーキャンプへのかかわり－薬剤師の立場から－
NHO 三重病院 花満

裕

NHO 長崎医療センター 永村

智美

P1-3P-596 退院後に人工乳を追乳してしまう母親の思い
P1-3P-597 赤ちゃんにやさしい病院認定施設のとりくみ～精神疾患の母親への介入～
NHO 神戸医療センター 宮井

絢美

P1-3P-598 経口免疫療法を行う自閉症スペクトラム児の食物アレルギー症状の理解を促す学習
支援の考察

NHO 下志津病院 浅沼

愛弥

NHO 三重病院 今井

優

P1-3P-599 日課表を通した長期入院児の生活習慣について
P1-3P-600 急性リンパ性白血病の子どものステロイド内服における母親の思い
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

ポスター82

17:10～17:45

ポスター会場3（神戸国際展示場

丸岡

1号館2F

千紗

展示室）

小児・成育医療 (6) 病棟で子どもを看る
座長：白川

規子（NHO 四国こどもとおとなの医療センター 看護師長）

P1-3P-601 子どもの安全を守る委員会の発足と子どもの事故調査の取り組み
NHO 西埼玉中央病院 鈴木

裕美

P1-3P-602 救急外来の小児外傷患者の中に被虐待児はどれだけいるか？
NHO 金沢医療センター 庄田

智恵

P1-3P-603 夜間の緊急入院を受け入れる病棟看護師の看護実践
国立成育医療研究センター

和田佑利香

P1-3P-604 小児における静脈持続点滴刺入部の新たな固定方法に対する有用性

ポスター

NHO 東京医療センター 大滝

直美

NHO 別府医療センター 長田

彩加

P1-3P-605 A 病棟における小児の点滴固定方法の検討
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P1-3P-606 小児食物アレルギーに起因するアナフィラキシーケアモデルを活用した教育ツール
の作成ワークショップ実施とカテゴリー分類を利用して

NHO 栃木医療センター 田野井寛子

P1-3P-607 初めて小児科病棟に入院する母親の思い
NHO 南九州病院 鎌田

ポスター83

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護学校教育 (1) 看護実習、演習指導

第１日目
午後

16:30～17:10

美樹

座長：小浜由紀子（NHO 嬉野医療センター 看護師長）

P1-4P-608 外部からの役割依頼での対応について

～新設校の演習指導者を経験して～
NHO 西新潟中央病院 若月

愛美

P1-4P-609 臨地実習指導者の授業演習への参加の取り組み
NHO 福島  病院 佐久間真樹

P1-4P-610 看護学実習指導における看護師の調整行動 ー実習指導者のインタビューからの分析ー
NHO 金沢医療センター附属金沢看護学校

山田

良子

松浦

美代

山下

司

白砂

恭子

P1-4P-611 「認知症高齢者とのコミュニケーション技術」の授業の学習実態
NHO 大阪南医療センター附属大阪南看護学校

P1-4P-612 認知症高齢者の行動の理解に向けた演習の効果
NHO 舞鶴医療センター附属看護学校

P1-4P-613 老年看護学実習における健康維持に関する学生の学びと教育的支援
NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校

P1-4P-614 静脈血採血時の患者への配慮―情意領域に着目した技術演習からの考察―
NHO 浜田医療センター附属看護学校

小田川良子

P1-4P-615 情意領域の強化をはかる真空採血の技術演習の工夫
NHO 高知病院附属看護学校 飛田

ポスター84

17:10～17:45

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

沙知

展示室）

看護学校教育 (2) シュミレーション教育、社会人基礎力
座長：横山

亜弓（NHO 北海道医療センター 看護部教育担当 看護師長）

P1-4P-616 主体的に学習するシミュレーション教育の実践
～吐血時の急変の対応を考える演習から～



NHO 呉医療センター附属呉看護学校

天野

志保

寺田

博子

P1-4P-617 医療事故シュミレーション演習の学びと課題

現状

NHO 岡山医療センター 古市
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NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校

P1-4P-618 成人看護学実習前のシミュレーション学習における3年次看護学生の社会人基礎力の
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P1-4P-619 領域別実習において看護学生の社会人基礎力「チームワーク力」
「倫理」が向上した
と知覚した経験

NHO 高崎総合医療センター附属高崎看護学校

茂木美恵子

P1-4P-620 看護学生２年次の社会人基礎力の実態と能力向上に向けた教育的支援の在り方
NHO 弘前病院附属看護学校 平山

P1-4P-621 看護専修学校3年次の社会人基礎力

晴美

～1年間の自己評価の推移～

NHO 三重中央医療センター附属三重中央看護学校

新屋

君香

第１日目
午後

P1-4P-622 社会人基礎力を用いた振り返りシートからみた学生の現状
NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

ポスター85

16:30～17:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

深谷真知子

1号館2F

展示室）

看護学校教育 (3) 実習現場と学生の学び
座長：小野真由美（NHO 千葉医療センター 副看護師長）

P1-4P-623 活動耐性が低下した高齢患者に対する歩行援助
NHO 大阪医療センター附属看護学校

米田

幸栄

嶺元

静花

P1-4P-624 放射線療法の副作用による嚥下時痛およびつっかえ感に対しての看護
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校

P1-4P-625 放射線療法に伴う有害事象である口腔粘膜炎悪化の予防行動を促すかかわり
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校

新谷

智子

磯野

純子

秋山

佳純

細田

美里

P1-4P-626 誤嚥性肺炎による COPD 増悪を防ぐための自己管理に向けた指導
NHO 大阪南医療センター附属大阪南看護学校

P1-4P-627 呼吸困難のある患者の状態に合わせた清潔援助
NHO 大阪南衣料センター附属大阪南看護学校

P1-4P-628 前立腺全摘術を受けた患者の尿失禁に対する援助
NHO 大阪医療センター附属看護学校

P1-4P-629 在宅看護論実習における学生の学び - 実習後のグループワークでブレーンストーミン
グとＫＪ法を活用して -

NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校

信組

麻里

住田

尚子

P1-4P-630 統合実習における「学生によるチーム実習」の学びと課題
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校

ポスター86

17:10～17:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護学校教育 (4) 学生の理解度、体調管理
ポスター

座長：相田

剛（NHO 賀茂精神医療センター 看護部 看護師長）

P1-4P-631 看護学生が捉えた生活体験に関連した全身清拭の技術習得上の困難
―授業時間外の学生の取り組みに焦点をあててー

NHO 新潟病院 松浦富士子
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P1-4P-632 学習者としての主体性を高めるための取り組み
ールーブリック評価の観点の見直しからー

NHO 福島病院附属看護学校 葛岡千郁子

P1-4P-633 映画鑑賞における学びと効果
NHO 大阪医療センター附属看護学校

坂根

朋弥

P1-4P-634 看護学生の実習を題材にした映画を鑑賞しての感想～学年間の分析の報告～
NHO 静岡医療センター附属静岡看護学校

遠藤ゆりか

NHO 東徳島医療センター附属看護学校

今治

涼子

P1-4P-636 心理的バイタルサインを用いた看護学校生活ストレスセルフチェックシステムの実践

第１日目
午後

P1-4P-635 看護学生の体調不良時の対処行動に至る認識

NHO 三重中央医療センター 三田地泉美

ポスター87

16:30～17:05

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

精神疾患の診療 (1) 観察入院患者のケア
座長：山浦新太郎（NHO 南京都病院 看護部 看護師長）

P1-4P-637 医療観察法入院医療における複雑事例のプロファイリングとセグメント化に関する
研究1) 長期入院の特徴と共通評価項目による予測の比較

NHO 東尾張病院 山本

哲裕

P1-4P-638 精神科救急病棟における患者心理教育の取り組みと有効性の検討
～クライシスプランを取り入れた取り組み～

NHO 下総精神医療センター 三浦

翔

P1-4P-639 医療観察法入院医療における複雑事例のプロファイリングとセグメント化に関する
研究（２）入院期間の長期化要因

NHO 榊原病院 高野

真弘

P1-4P-640 医療観察法病棟から自宅退院を目指す対象者の家族が感じる気持ちの変化について
- 家族用クライシスプランの試用を通して -

NHO 小諸高原病院 小林千恵美

P1-4P-641 指定入院医療機関に入院している妄想型統合失調症患者の病識が深化した事例の考察
NHO 榊原病院 榎本

翔太

P1-4P-642 医療観察法病棟において実践してきた、トークン・エコノミーのうまくいった工夫
と要因

NHO やまと精神医療センター 上田

純一

P1-4P-643 精神科閉鎖病棟における「預かり物品」の管理について
NHO 菊池病院 井元

大介

ポスター
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ポスター88

17:05～17:40

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

精神疾患の診療 (2) 看護プログラムを構築する
座長：向井

孝仁（NHO 近畿中央呼吸器センター 看護部 看護師長）

P1-4P-644 医療観察法通院移行後の問題事象に対する静的要因の研究17）共通評価項目と静的
要因による暴力・問題行動予測モデルの探索

第１日目
午後

NHO 榊原病院 壁屋

康洋

P1-4P-645 医療観察法対象者を受け入れた自立訓練（生活訓練）施設職員の入所までの思いの
変化

NHO 榊原病院 山崎

有記

P1-4P-646 精神科急性期治療病棟における看護師が患者の状態を「落ち着いた」と捉える内容
を明らかにする

NHO 賀茂精神医療センター 西本

公太

P1-4P-647 医療観察法病棟における身体的暴力の傾向とその後のスタッフ介入
NHO 榊原病院 牧野

英之

P1-4P-648 看護師の認知機能の知識と認知機能を意識した看護援助の視点の変化
～認知矯正療法 NEAR を通して～

NHO 肥前精神医療センター 米田伸一朗

P1-4P-649 精神科急性期治療病棟における茶話会の効果
NHO 榊原病院 西口知恵子

P1-4P-650 精神科の長期入院患者へ外出支援プログラム導入による影響
NHO 琉球病院 大城

ポスター89

16:30～17:05

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

孝

展示室）

精神疾患の診療 (3) さまざまな看護とケアの局面
座長：岡見

敏子（NHO やまと精神医療センター 看護師長）

P1-4P-651 統合失調患者の自傷行為による手関節部完全切断に対して治療した１例
NHO 長崎医療センター 松尾はるか

P1-4P-652 慢性期閉鎖病棟患者の歩行機能と認知機能改善を目指して～ふまねっと運動の導入～
NHO 東尾張病院 中世

令子

NHO 下総精神医療センター 薄葉

勇

NHO 花巻病院 菅原

歩美

P1-4P-653 ストレスケア病棟としての取り組み
P1-4P-654 事例検討を用いた多職種チーム機能水準の向上

ポスター

P1-4P-655 医療観察法対象者におけるアロマセラピーがもたらす睡眠満足度の変化
NHO 北陸病院 輿水

俊介

NHO 花巻病院 菅原

悠哉

P1-4P-656 広汎性発達障害患者に対するコンコーダンススキルの効果
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P1-4P-657 看護面接による自己効力感促進への取り組み
NHO 琉球病院 伊波

ポスター90

17:05～17:50

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

陽士

展示室）

精神疾患の診療 (4) 多職種によるチーム医療
典子（NHO やまと精神医療センター コアラ訪問看護ステーション 看護師長）

P1-4P-658 病識が乏しい患者に対する服薬継続に向けた関わり
NHO やまと精神医療センター 馬場左恵香

第１日目
午後

座長：井内

P1-4P-659 精神疾患患者が服薬自己管理を開始する条件

～看護師が考える「病状が安定している」とは～
NHO 小諸高原病院 坂本

佳代

P1-4P-660 精神科病棟での患者参画型看護計画に対する看護師の変化
ーストレングス視点を用いた取り組みー

NHO さいがた医療センター 岡田

俊也

P1-4P-661 不眠を訴えるアルコール依存症男性患者へのアロマテラピー効果
NHO 久里浜医療センター 松井

智康

P1-4P-662 アルコール依存症の家族の回復に関する研究―家族イメージ法を用いた共同評価―
NHO 花巻病院 阿部

敏達

P1-4P-663 車椅子乗車時に左側傾斜を生じた患者に対する筋力回復に向けた評価・分析
－慢性期統合失調症患者を通して－

NHO さいがた医療センター 塚田

泰久

P1-4P-664 精神疾患によりやむを得ず身体拘束を行わざるを得ない患者に対する看護師の思い
NHO 北陸病院 谷内

賢也

国立精神・神経医療研究センター

須賀

裕輔

国立療養所星塚敬愛園

北村

恵

P1-4P-665 短期入院において精神科作業療法ができることの一例
～地域生活への効果的なブリッジング～

P1-4P-666 補聴器装着に消極的な A 氏への関わり

ポスター91

16:30～17:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

精神疾患の診療 (5) リハビリテーションの役割
座長：内川

誠（NHO やまと精神医療センター リハビリテーション科 主任作業療法士）

P1-4P-667 身体機能の回復とストレス対処様式に関する研究
諭

P1-4P-668 精神科領域によるバランス機能評価の検討
NHO 賀茂精神医療センター 野田
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P1-4P-669 クロザピン治療専門病棟における作業療法の取り組み
NHO 琉球病院 栃原

里絵

NHO 小倉医療センター 成冨

俊介

P1-4P-670 「総合病院での精神科作業療法の開設について」 
～準備期間における身障リハビリを経験して～

P1-4P-671 精神疾患を合併する対象者のリハビリテーションの現状
～アンケートから見えてきたこと～

第１日目
午後

NHO 肥前精神医療センター 塚原

宏恵

P1-4P-672 当院摂食障害患者に対する作業療法部門の取り組み報告
川越

大輔

NHO 医王病院 川上

泰平

国立国際医療研究センター国府台病院

P1-4P-673 不安・めまいが強いマシャド・ジョセフ病患者への自宅退院支援
P1-4P-674 肥前精神医療センターにおける慢性期閉鎖病棟入院患者の身体機能：現状把握と今
後の課題

NHO 肥前精神医療センター 植村

ポスター92

17:10～17:55

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

優

展示室）

精神疾患の診療 (6) 新たな薬物療法、作業療法
座長：鈴木

晴久（NHO 宇多野病院 副薬剤部長）

P1-4P-675 てんかんを持つ方の復職へ向けた個別精神科作業療法の一例
国立精神・神経医療研究センター

田中

優

P1-4P-676 奈良医療センターにおけるてんかん重積発作の治療フローチャート
～てんかん診療ガイドライン2018をもとに～

NHO 奈良医療センター 海家亜希子

P1-4P-677 成人難治てんかん患者に対する新規抗てんかん薬の有用性
NHO 西新潟中央病院 西脇

葉月

P1-4P-678 当院における薬剤抵抗性てんかんの治療において新規抗てんかん薬（ビムパット）が
著効した1例

NHO 山形病院 土田夕里亜

P1-4P-679 パーキンソン病治療における休薬療法（Drug Holiday）への薬剤師の関わり
NHO 刀根山病院 山脇未央子

P1-4P-680 脊髄小脳変性症に対するタルチレリン使用状況の調査
NHO 医王病院 西村

祐美

NHO 琉球病院 藤枝

紗世

NHO やまと精神医療センター 大住

悠介

P1-4P-681 クロザピン対象者の認知機能の変化について

ポスター

P1-4P-682 クロザピンの使用状況と有害事象発現について
P1-4P-683 当院におけるベンゾジアゼピン系薬物の使用状況と今後の取組みについて
NHO 肥前精神医療センター 林
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ポスター93

16:30～17:00

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

認知症・せん妄の診療 (1) 実態の把握と分析
座長：佐々木博之（NHO 横浜医療センター 副看護師長）

P1-4P-684 SCU 入院患者のせん妄発症関連因子の検討
NHO 舞鶴医療センター 山田

良実

NHO 栃木医療センター 加藤

慎也

P1-4P-686 ICU における挿管患者へのせん妄ケアの現状～ J-PAD ガイドラインを導入して～
NHO 東京病院 脇

第１日目
午後

P1-4P-685 せん妄・認知症ケアチームにおける薬剤師業務の実態調査

実花

P1-4P-687 当院におけるハロペリドール注使用に関する検討とせん妄対策
NHO 熊本再春荘病院 石崎

雅俊

P1-4P-688 ICU におけるせん妄発症の実態調査による要因の明確化
NHO 信州上田医療センター 常盤

寿恵

P1-4P-689 大腿骨骨折術後における高齢患者のせん妄発症状況
NHO 岡山医療センター 秋山

ポスター94

17:00～17:30

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

慶明

展示室）

認知症・せん妄の診療 (2) 要因分析と予防法
座長：井上

淳子（NHO 奈良医療センター 副看護師長）

P1-4P-690 呼吸器内科病棟におけるせん妄発症要因の分析
NHO 大阪南医療センター 水阪

祐太

P1-4P-691 高齢で急性期にある患者のせん妄症状軽減に向けたケア
NHO 別府医療センター 安東

P1-4P-692 心臓血管外科

舞美

開胸・開腹術後患者に対するせん妄予防
NHO 三重中央医療センター 真瀬

明奈

NHO 仙台医療センター 齊藤

祐子

P1-4P-693 家族への関わりによるせん妄予防効果
P1-4P-694 ＩＣＵ室における睡眠障害に着目して ―非薬理学的介入による睡眠改善を目指して―
NHO 旭川医療センター 野坂

拓哉

P1-4P-695 高齢患者のせん妄に関する教育プログラムによる看護師の意識変化
NHO 敦賀医療センター 江戸

彩織
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ポスター95

17:30～18:00

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

認知症・せん妄の診療 (3) 看護の現場から学ぶ
座長：齋藤

幸代（NHO 名古屋医療センター 看護師長）

P1-4P-696 言いたい事が伝わらず興奮する脳炎後遺症患者へのコミュニケーション手段の確立
に向けた関わり

第１日目
午後

NHO 東名古屋病院 平野

政子

P1-4P-697 せん妄を発症した認知症高齢者に対する看護介入の効果

－パーソン・センタード・ケアと日光浴を取り入れた１事例－
NHO 災害医療センター 更科

静佳

P1-4P-698 認知症患者に対する看護師の関わりと患者の易怒・興奮状態の関連性について
～事例から看護介入の在り方を考える～

NHO 北陸病院 坪内

俊諭

P1-4P-699 BPSD を起こす要因を探り患者の関わりについて考えた一事例
NHO 石川病院 西村

清美

NS 菊池恵楓園 東

孝英

P1-4P-700 個人回想法による抑うつ症状の緩和と感情への効果
P1-4P-701 夕暮れ症候群のある認知症患者に回想法をもちいた効果
国立療養所菊池恵楓園

ポスター96

16:30～17:00

ポスター会場4（神戸国際展示場

土肥

1号館2F

政泰

展示室）

認知症・せん妄の診療 (4) チームによる系統的なアプローチ
座長：芝本

和恵（NHO 大阪南医療センター 副看護師長）

P1-4P-702 認知症サポートチーム（DST）の発足と東広島医療センター薬剤部での新たな取り
組み

NHO 東広島医療センター 中井

允洋

NHO 岩手病院 高橋

麻美

P1-4P-703 認知症ケアチーム立ち上げからの取り組み
P1-4P-704 認知症ケアチームのシステム・体制づくりを通して
NHO 柳井医療センター 畑谷やよい

P1-4P-705 認知症ケアチームによる認知症ケア回診の効果的な活動に向けて
NHO 舞鶴医療センター 奥野

良子

P1-4P-706 レゴラフェニブによる副作用マネジメントにおいてセルフケア行動の改善をもたら
したチーム活動～手足症候群への予防的介入を通して～

NHO 豊橋医療センター 深津

ポスター

P1-4P-707 A 氏の想いに寄り添うアプローチの検討

国立療養所沖縄愛楽園
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ポスター97

17:00～17:35

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

認知症・せん妄の診療 (5) 個別化されたアプローチ
座長：望月

博子（NHO 天竜病院 看護師長）

P1-4P-708 認知症に対する神経内科外来音楽療法の9年
―

音楽を通してのコミュニケーション

―



ー多職種協働による介入事例報告ー

NHO 静岡医療センター 塩川

第１日目
午後

NHO 京都医療センター 飯塚三枝子

P1-4P-709 急性期病院における認知症ケアチームの活動報告 
幸子

P1-4P-710 認知症患者のケア実践時における看護師の行動と心理
NHO 京都医療センター 泉谷

聖子

P1-4P-711 認知症高齢者の日常生活自立度判定の正確性向上への取り組み
NHO 大牟田病院 宮本

光弘

P1-4P-712 認知症治療病棟で生活行為向上マネジメントを活用した事例
NHO 琉球病院 疋田千賀子

P1-4P-713 認知症を伴う高齢患者の周術期ストーマケア
NHO 福山医療センター 雁林

望

塚本

忠

P1-4P-714 認知症センターの取り組み
国立精神・神経医療研究センター

ポスター98

16:30～17:05

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

認知症・せん妄の診療 (6) 物忘れ外来、認知症加算
座長：髙野

誠（NHO 南和歌山医療センター 地域医療連携室）

P1-4P-715 物忘れ外来での治療可能な認知症の検討
NHO 旭川医療センター 坂下

P1-4P-716 運転免許と社会生活

建人

～「もの忘れ外来」でのソーシャルワーク面接から考える～
NHO まつもと医療センター 山本

理紗

NHO 南和歌山医療センター 渡辺

晋吾

P1-4P-717 もの忘れ外来におけるチーム医療の可能性
P1-4P-718 認知症病棟学習会を通して看護師の患者に対する関わりの変容について - ロールプレ
イ形式の学習会を活用して -

NHO 鳥取医療センター 末永

佑香

P1-4P-719 認知症疾患医療センター（柳井医療圏）での自動車運転の実態調査報告
NHO 柳井医療センター 藤本

雅子

NHO 熊本南病院 川部真稚子
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P1-4P-721 認知症ケア加算2算定対象患者のリストアップと看護計画作成状況把握への診療情報
管理室としての取り組み

NHO 長崎医療センター 尾崎

ポスター99

16:30～17:15

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

真人

展示室）

第１日目
午後

口腔・頭頸部疾患 (1) 診療の最前線
座長：荒木

則雄（NHO 京都医療センター 放射線治療科 診療科長）

P1-5P-722 習慣性顎関節脱臼に対するボツリヌス治療
NHO 京都医療センター 吉田

和也

P1-5P-723 歯科口腔外科診療における汎用デジタルカメラの使用経験
NHO 名古屋医療センター 宇佐美雄司

P1-5P-724 パノラマ X 線写真と CT 画像による下顎智歯と下顎管の位置関係の検討
NHO 豊橋医療センター / 愛知学院大学歯学部付属病院

長谷川秀充

P1-5P-725 悪性腫瘍患者に対する骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生状況
NHO 東京医療センター 井上真梨子

P1-5P-726 下顎部に広範囲の骨添加を認めた骨吸収抑制薬関連顎骨壊死 (ARONJ) の1例
奥村

俊哉

NHO 岡山医療センター 角南

次郎

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-5P-727 帯状疱疹によって生じた歯の脱落を伴う歯槽骨壊死の１例
P1-5P-728 大脳皮質基底核変性症入院患者に発生した歯科インプラント周囲炎に対してインプ
ラント摘出術を施行した1例

NHO あきた病院 鈴木

史人

P1-5P-729 骨 SPECT 定量解析ソフトウェア GI-BONE により顎骨骨髄炎のモニタリングを行っ
た１例

NHO 北海道がんセンター 秦

浩信

P1-5P-730 顎下部の炎症性類表皮嚢胞から敗血症をきたしたベーチェット病患者の1例
NHO 函館病院 白石

ポスター100
17:15～17:50

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

剛士

展示室）

口腔・頭頸部疾患 (2) がん治療とケア
座長：有家

巧（NHO 大阪医療センター 口腔外科 科長）

P1-5P-731 下顎に生じた歯原性粘液線維腫の1例
ポスター

NHO 大阪医療センター 有家

巧

NHO 東広島医療センター 宮原

伸之

P1-5P-732 頸部に生じた高分化型脂肪肉腫の1例
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P1-5P-733 頸部化学放射線療法における食事摂取量の低下防ぐための検討
～食事形態の早期調整による効果～

NHO 岩国医療センター 高田

裕平

P1-5P-734 放射線治療を受けた頭頸部癌患者の経口摂取継続の要因の探索
NHO 九州医療センター 森園

加奈

P1-5P-735 頭頸部がん患者に対する多職種チームアプローチが有用であった一症例
～多職種チーム間連携の重要性～

NHO 神戸医療センター 松井

尚美

第１日目
午後

NHO 仙台医療センター 佐々木里紗

P1-5P-736 放射線治療により生じた口内炎に対するチームでの取り組み
P1-5P-737 頭頸部領域における PET/CT シミュレーション法の臨床応用
～肉眼的腫瘍体積評価の精度～

NHO 九州がんセンター 濱田

ポスター101
16:30～17:05

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

圭介

展示室）

口腔・頭頸部疾患 (3) 口腔・皮膚のケア
座長：吉川

博政（NHO 九州医療センター 歯科口腔外科 部長）

P1-5P-738 頭頸部放射線治療におけるマウスピースの代用品の検討
NHO 舞鶴医療センター 小林

哲也

P1-5P-739 当科で行った放射線，化学療法患者の周術期口腔機能管理中の口腔内有害事象に関
する検討

NHO 九州医療センター 福永大二郎

P1-5P-740 頭頚部癌の化学放射線療法による皮膚炎に対して看護師のスキンケアの取り組み
～スキンケアのプロトコル導入による実践報告～

NHO 九州医療センター 安田

聡美

P1-5P-741 無歯を来す要介護急性期誤嚥性肺炎患者の在院日数に影響を及ぼす因子
－口腔、摂食・嚥下、運動、認知機能との関連－

NHO 高知病院 野々

篤志

NHO 九州がんセンター 永井

清志

NHO 仙台医療センター 後藤

哲

P1-5P-742 術前の歯科受診は全身麻酔中の歯牙損傷の予防に有効である
P1-5P-743 顎矯正手術を行う患者の口腔内状況について
P1-5P-744 口腔環境の向上を目指して

ー口腔チームの取り組みー
NHO 福岡東医療センター 福元

俊輔

ポスター
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ポスター102
16:30～17:00

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

口腔ケアと嚥下障害対応 (1) 標準化を目指す
座長：片岡

康子（NHO 南京都病院 看護部 副看護師長）

P1-5P-745 TCR を使用した口腔内環境の改善への取り組み
―

プロトコル使用し口腔ケアの統一を図る

―

第１日目
午後

NHO 関門医療センター 山下

実代

NHO 東名古屋病院 奥村

秀則

NHO 福山医療センター 黒川

真衣

P1-5P-746 退院時日常生活活動と口腔および栄養との関連
P1-5P-747 急性期病院の歯科衛生士が行う小児歯科後方医療連携
P1-5P-748 被虐待児症候群に対する長期口腔管理の一例について
NHO 西別府病院 原

徳美

P1-5P-749 ハンセン療養所における口腔ケアの有用性について
国立療養所長島愛生園

清水希有子

P1-5P-750 当院 NST における摂食嚥下内視鏡検査と退院経路、咬合状態に関する検討
NHO 九州医療センター NST 吉田

ポスター103
17:00～17:30

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

将律

展示室）

口腔ケアと嚥下障害対応 (2) リスク評価と対策
座長：香取

清美（NHO 東埼玉病院 看護師長）

P1-5P-751 看護師の栄養管理における意識調査
NHO 都城医療センター 坂元美寿々

P1-5P-752 嚥下スクリーニングの必要性について
NHO 岡医療センター 土原

菜美

P1-5P-753 食べることを生きがいにしている患者との関わり

～筋萎縮性側索硬化症患者の思いを尊重した看護実践を通して～
NHO 兵庫中央病院 的塲

美歩

NHO 長崎医療センター 松本

加奈

P1-5P-754 リエゾンセンターにおける、誤嚥性肺炎のリスク評価
―嚥下機能アセスメントシートを用いて―

P1-5P-755 摂食・嚥下障害のある患者を対象とした口腔体操の効果の検証
NHO 山形病院 海野

莉紗

P1-5P-756 摂食嚥下障害のある患者のポジショニングによる接触状況の改善効果
NHO 宮城病院 大宮あずさ

ポスター
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ポスター104
17:30～17:55

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

口腔ケアと嚥下障害対応 (3) 看護実践
座長：宇治本

彩（NHO 京都医療センター 副看護師長）

P1-5P-757 精神科患者の嚥下障害に対する看護実践の検討
NHO やまと精神医療センター 前田

元貴

NHO 東埼玉病院 浅子久美子

P1-5P-759 名古屋医療センター歯科口腔外科における HIV 感染者の入院治療実績

第１日目
午後

P1-5P-758 摂食嚥下の5期モデルからみたシームレス支援－摂食困難な肺結核患者の1事例から－

NHO 名古屋医療センター 宇佐美雄司

P1-5P-760 歯科診療時におけるアルコール依存症患者の自律神経解析 
‐ とくに起立性低血圧症について ‐

NHO 久里浜医療センター / 神奈川歯科大学 井上

裕之

P1-5P-761 ハンセン病療養所の入所者の摂食嚥下障害に関する意識調査
国立療養所大島青松園

ポスター105
16:30～17:20

ポスター会場5（神戸国際展示場

岩田

3号館1F

梢

展示室）

口腔ケアと嚥下障害対応 (4) リハビリテーション
座長：豊島

覚士）

義哉（NHO 東名古屋病院 リハビリテーション部 総括療法士長・言語聴覚士長 / 言語聴

P1-5P-762 包括的な摂食嚥下リハビリテーションで食事摂取が自立した重症慢性呼吸不全患者
の一例

NHO 災害医療センター 並木

P1-5P-763 当院における嚥下外来の実情

朋子

～兵頭スコアを導入して～
NHO 弘前病院 山田

P1-5P-764 左肺全摘出術後に嚥下障害を呈した肺アスペルギルス症の一例

大介

嚥下障害の臨床経過

NHO 東京病院 河村亜莉紗

P1-5P-765 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者のお楽しみ嚥下再開に向けて
～4年越しのジュース～



NHO 南岡山医療センター 田口

絢香

P1-5P-766 ST 不在の精神科病院スタッフが活用できる嚥下評価シートを目指して
NHO 菊池病院 加來

正之

NHO 沖縄病院 城間

啓多

NHO 米沢病院 前田

啓希

P1-5P-767 神経内科における嚥下内視鏡検査の現状と展望について
P1-5P-768 摂食嚥下障害患者に対する「てんかん食」の提供

NHO 八戸病院 杉村雄一郎
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National Medical Services

P1-5P-770 下口唇癌切除及び舌弁による再建術後に摂食嚥下障害を呈した一症例
NHO 名古屋医療センター 櫻井

隆晃

P1-5P-771 舌亜全摘出後に術前の食事形態摂取まで改善し早期退院に至った高齢舌癌患者の一例
NHO 仙台医療センター 齋藤

ポスター106
17:20～17:55

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

晴加

展示室）

第１日目
午後

口腔ケアと嚥下障害対応 (5) 多様な合併症に対応
座長：亀川

初美（NHO 八戸病院 看護部 看護師長）

P1-5P-772 Mechanical insufflation-exsufflation（MI-E）に効果がみられた誤嚥性肺炎患者の
特徴

NHO 南和歌山医療センター 田城

麻希

P1-5P-773 肺炎患者の退院支援阻害因子に関する検討～病棟看護師対象のアンケート調査から～
NHO 西新潟中央病院 長谷川

裕

P1-5P-774 口腔ケアを実施している患者の口腔内環境の調査～統一した視点で観察するために～
NHO あわら病院 村上星里加

P1-5P-775 開口困難なクロイツフェルト・ヤコブ病患者の口腔衛生環境の変化
～口腔アセスメントシートを導入して～

NHO 東埼玉病院 細田

京子

樋口

美穂

NHO 岩国医療センター 藤崎

彩花

P1-5P-776 乾燥と舌苔のある全介助患者に対する口腔ケア方法の検討
国立循環器病研究センター

P1-5P-777 脳卒中後の非経口摂取患者に対するなた豆茶を使用した口腔ケアの効果
P1-5P-778 口腔ケアマニュアルに則した口腔ケア実施前後の看護師の意識変化
NHO 埼玉病院 張

菘
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