基調講演2

8:30～9:00
座長：大野

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）

雅樹（NHO 紫香楽病院 院長）

わが国が直面する喫緊の課題、女性のヘルスケア向上を
NHO 京都医療センター

基調講演3

9:10～9:40

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

院長 小西

郁生

コンベンションホール南）

座長：小林順二郎（国立循環器病研究センター病院 院長）

広島大学大学院

医歯薬保健学研究科

救急集中治療学

教授

志馬

伸朗

第２日目
午前

救命救急医のキャリア形成：狭間の医療を生きる

招請講演2＜市民公開講座＞
10:00～11：00
座長：直江

第1会場（神戸国際展示場

コンベンションホール南）

知樹（NHO 名古屋医療センター 院長）

いよいよ始まるがんゲノム医療

特別講演2＜市民公開講座＞
11:00～12:00

国立がん研究センター

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

研究所

所長

間野

博行

コンベンションホール南）

郁生（NHO 京都医療センター 院長）

いのちをいかす

いけばなの美と心

5大テーマシンポジウム3
8:30～10:00

華道家元池坊 次期家元

第5会場（神戸国際会議場

3F

池坊

専好

301国際会議室）

がんゲノム医療の新たな展開
座長：中釜
加藤

5SY3-1

斉（国立がん研究センター 理事長）
秀則（NHO 北海道がんセンター 院長）

がんゲノム医療をめぐる世界情勢とわが国の目指す方向性
国立がん研究センター

5SY3-2

がんゲノム中核拠点病院におけるがん遺伝子パネル検査の実践

5SY3-3

がんゲノム医療における遺伝カウンセリングの重要性

京都大学医学部附属病院

NHO 名古屋医療センター

第72回国立病院総合医学会

局長

藤原

康弘

腫瘍内科

金井

雅史

遺伝診療科

服部

浩佳

企画戦略局
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5SY3-4

国立循環器病研究センターにおけるバイオバンク事業と共同したゲノム医療の取り
組み

国立循環器病研究センター

5SY3-5

冨田

努

遺伝診療部の取り組み～ HBOC ワーキンググループの立ち上げから現在まで～
NHO 京都医療センター 小西

5大テーマシンポジウム5
8:30～10:00

第6会場（神戸国際会議場

3F

陽介

レセプションホール）

セーフティネットの障害児（者）支援
第２日目
午前

座長：岩永 知秋（NHO 福岡病院 院長）
奥谷 卓也（NHO 広島西医療センター 院長）

5SY5-1

児童指導員協議会での「重症心身障害における年齢や状態に応じた適切な支援」の

5SY5-2

国立病院機構職員の障害者虐待防止に関する研修ニーズについて

検討～エリクソンの心理社会的発達理論を基盤に～

NHO 富山病院

療育指導室

佐々木祐二

障害児者の地域生活を支えるネットワーク構築の取り組み

～重度障害児者が地域で安心して、豊かに暮らすために、私たちができること～
NHO 南京都病院

5SY5-4

明義

~ 障害児 ( 者 ) 支援を権利擁護、虐待防止から考える ~

NHO 東徳島医療センター

5SY5-3

療育指導室 島田

療育指導室 藤井

鈴子

島津

智之

熊本再春荘病院における小児在宅支援の取り組み
NHO 熊本再春荘病院

小児科

医長

メインプログラム
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シンポジウム21
8:30～10:00

第2会場（神戸国際展示場

2号館３F

3A 会議室）

地域包括ケアシステムの構築に向けて病院薬剤師の役割
座長：秋山 哲平（NHO 金沢医療センター 薬剤部長）
西野
隆（NHO 九州医療センター 薬剤部長）

SY21-1

がん化学療法における保険薬局との連携強化

～レジメンカフェを通じての連携～
NHO 北海道がんセンター 高田

SY21-2

抗がん薬治療における地域医療連携（薬薬連携）の推進に向けて

SY21-3

薬薬連携 “ 南～奥河内方式の具体的運用 ”

礼子

NHO 大阪南医療センター 山口

崇臣

患者入院支援・周術期管理チームにおける薬剤師の関わり
NHO 福山医療センター 小山

シンポジウム23
8:30～10:00

チーム医療を再考しよう

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

朋子

第２日目
午前

松井

国立がん研究センター東病院

SY21-4

慎也

2A 会議室）

～リハビリテーションからの視点～

座長：西薗 博章（NHO 大阪医療センター リハビリテーション科 理学療法士長）
羽島 厚裕（NHO 長崎病院 リハビリテーション科 理学療法士長）

SY23-1

チーム医療におけるセラピストの役割について

SY23-2

転倒予防チームにおける理学療法士の役割（現状と課題、これからの展望）

NHO 刀根山病院 井上貴美子

NHO 東名古屋病院 松田

SY23-3

緩和ケア領域に作業療法士が関わる意義と可能性 ―当院の実践例から―
国立がん研究センター中央病院 / 国立がん研究センター

櫻井

卓郎

嚥下ケアチームにおける言語聴覚士の役割（現状と課題・これからの展望）
NHO 宇多野病院 荻野

シンポジウム26
8:30～10:00

第4会場（神戸国際会議場

1F

智雄

メインホール）

患者・家族の意志決定を支える看護のあり方
座長：釘宮 泰子（NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校 看護学科 教育主事）
増山 路子（NHO 大阪医療センター附属看護学校 副学校長）

SY26-1

患者と家族の意思決定支援のための行動科学

SY26-2

意思決定支援における小児看護の役割と意思決定に関する看護継続教育の重要性

大阪大学大学院

国立循環器病研究センター

第72回国立病院総合医学会

平井

啓

笹川みちる
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SY26-3

がん患者の意思決定支援～患者さんの大切にしていることに向き合う～
NHO 神戸医療センター 大橋裕久子

SY26-4

意思決定支援に対する看護師の困難感の軽減につながる教育方法の検討
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校

シンポジウム27
8:30～10:00

第10会場（神戸国際会議場

5F

榮

圭子

501会議室）

多様性に富む臨床検査部門で “ 個が輝く ” 臨床検査技師の資質とは
座長：新井 浩司（NHO 京都医療センター 臨床検査技師長）
眞能 正幸（NHO 大阪医療センター 臨床検査診断部長）
第２日目
午前

SY27-1

臨床検査部門の多様性とそれに対応できる臨床検査技師に必要な資質とは

SY27-2

臨床検査部門における国際規格認定制度の展望とそれに対応できる臨床検査技師とは

NHO 大阪医療センター 眞能

国立国際医療研究センター病院

SY27-3

永井

正樹

臨床検査の限界と今後導入されていく臨床検査に対応できる臨床検査技師とは
NHO 北海道がんセンター 志保

SY27-4

正幸

裕行

変化していく病院での臨床検査部門のあり方に対応できる臨床検査技師とは
NHO 本部 / NHO 東京医療センター 渡邉

シンポジウム30
8:30～10:00

第11会場（神戸国際会議場

5F

清司

502会議室）

スタッフとして病院経営に関わるには ～現場でできる事、みんなで考えよう～
座長：碓村 雅史（NHO 大阪南医療センター 事務部長）
齋藤 雅典（NHO あきた病院 臨床工学室 主任臨床工学技士）
シンポジウム

SY30-1

臨床工学技士として病院経営を考える

SY30-2

病院経営改善における放射線部門での取り組み

SY30-3

診療報酬とは～新材料の価格設定について～

SY30-4

事務部から臨床工学士に求めること

NHO 京都医療センター 柳澤

雅美

NHO 鹿児島医療センター 北口

貴教

福田

恵子

NHO 近畿中央呼吸器センター 吉田

正

厚生労働省
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ワークショップ8
8:30～10:00

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

医療の質を改善する
座長：谷本

安（NHO 南岡山医療センター 院長）

WS8-1

内部監査を活用した質改善活動

10年の経験から

WS8-2

診療記録の水準達成への監査基準の純化について

NHO 仙台医療センター 手島

伸

－質的監査員の育成－

NHO 都城医療センター 丸山こずえ

WS8-3

医療の質の向上を目指した口腔管理の推進をめざして



NHO 岡山医療センター 松尾

WS8-4

PDCA サイクル支援システムを利用した外来患者の糖尿病栄養指導の取り組み
NHO 長崎医療センター 春田

WS8-5

敬子

第２日目
午前

ー全国国立病院機構病院における歯科衛生士の勤務状況と働き方実態調査からー

典子

「日当直業務等教育プログラム」の新規配属者における有用性
NHO 姫路医療センター 吹田

卓也

WS8-6

食物負荷試験患者不安緩和の検討

～通院中の患者の対処、予防法を活かして～

WS8-7

喘息患者のアドヒアランス向上をめざした多職種連携による気管支喘息専門外来

NHO 福岡病院 副枝

真湖

ー開設後4年を経過してー

NHO 南岡山医療センター 谷本

WS8-8

安

診療看護師（JNP：Japanese Nurse Practitioner）のチーム医療推進の役割達成
に関する実態調査

NHO 北海道東北グループ 大川

ワークショップ9
8:30～10:00

第8会場（神戸国際会議場

4F

禎子

402会議室）

NHO 臨床研究の歩み
WS9-1

利明（NHO 和歌山病院 薬剤部長）

北海道二次医療圏別の年齢調整率の比較と現状把握
NHO 北海道がんセンター 齊藤

WS9-2

真美

妊婦 HIV 検査と HIV 母子感染の日本の現状―HIV 感染妊娠に関する全国疫学調査
NHO 三重中央医療センター 大里

和広

WS9-3

高齢者に対する全身麻酔下四肢・体幹表層手術における術後合併症リスクの検討

WS9-4

認知症外来受診者における骨量の実態と栄養状態との関連性

NHO 長崎医療センター 山川

NHO 北陸病院 吉川

第72回国立病院総合医学会

翔
亮平
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WS9-5

「禁煙後体重増加に対する栄養指導の効果を検証する多施設共同前向き無作為化群間
並行比較試験」の研究プロトコール

NHO 京都医療センター 尾崎

WS9-6

裕香

シスプラチン投与時の腎機能障害のリスク因子の解析；多施設共同後ろ向き観察研究
NHO 熊本医療センター 横田

WS9-7

NHO のネットワークを利用した横断研究

WS9-8

院内臨床研究を活性化するための取り組み

千明

－抗てんかん薬による脂質異常症の発症リスクの検討－

第２日目
午前

ワークショップ10
8:30～10:00

NHO 名古屋医療センター 近藤

芳皓

NHO 仙台医療センター 江面

正幸

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

よりよい栄養とリハビリテーション
座長：小原

仁（NHO 仙台医療センター 栄養管理室 栄養管理室長）

WS10-1

緩和ケア病棟における管理栄養士の介入状況調査

WS10-2

地域包括ケア病棟における高齢下肢骨折患者の栄養状況とリハビリテーションの現状

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

高須賀麻美

NHO 霞ヶ浦医療センター 関澤

貴信

WS10-3

関節リウマチに対する足部周術期における BCAA 栄養介入による2次性サルコペニア

WS10-4

座位可能症例における褥瘡発生要因の検討

予防効果について

NHO 大阪南医療センター 佐藤奈生子

NHO 南岡山医療センター 大松

WS10-5

PICU における褥瘡発生状況および除圧の実施状況と課題
国立成育医療研究センター

WS10-6

当院における形態調整食の現状と課題

WS10-7

液体とろみの実態調査

ワークショップ

WS10-8

佑也

横井友希子

NHO 下志津病院 高塚

真理

NHO 刀根山病院 山崎

明子

多職種連携チームによる重心食の安定提供に向けた取り組み
NHO 富山病院 中嶋

ワークショップ11
8:30～10:00

第12会場（神戸国際会議場

5F

沙知

504＋505会議室）

災害医療の現場から
座長：伊藤

WS11-1

豊（NHO 災害医療センター 特命副院長 兼 統括診療部長）

想定外の記録的大雪（8年ぶり）に見舞われて
NHO 西新潟中央病院 大関
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WS11-2

WS11-3

全職員対象とした BCP（事業継続計画：business continuity plan）に基づく災害
時登院可能状況調査

NHO 三重中央医療センター 鬼頭

大輔

NHO 災害医療センター 江津

繁

ラダーに応じた災害看護教育

WS11-4

米国ラスベガス銃乱射事件・多数銃創患者発生事例における医療対応に関する検討

WS11-5

災害時における安全管理への意識向上にむけた取り組み～危険予知訓練を導入して～

NHO 災害医療センター 霧生

NHO 災害医療センター 小坂

WS11-6

信明
龍嗣

当施設における災害診療記録 (J-SPEED) 導入への取り組みと今後の課題
NHO 村山医療センター 藪下千恵美

発災時における「要配慮者」への対応：プロット・マッピング方法を用いた所在地

WS11-8

院内災害研修

可視化と医療支援

NHO 横浜医療センター 吉田

～災害エキスパートコース～

の効果
NHO 三重中央医療センター 信岡

ワークショップ12
8:30～10:00

敦

第２日目
午前

WS11-7

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

祐

３B 会議室）

総合医療と救急医療
座長：菊野

WS12-1

隆明（NHO 東京医療センター 救命救急センター 救命救急センター長）

栃木県内２国立病院共同での、アメリカ心臓病協会（AHA）BLS インストラクター
育成とその教育、臨床効果の考察

NHO 宇都宮病院 増田

WS12-2

典弘

総合診療科が応需する2次救急搬送の現状調査と今後の課題に関する研究
NHO 大阪医療センター 尾嶋

美里

NHO 東京医療センター 芹澤

直紀

WS12-3

心不全診療における総合診療的アプローチの意義

WS12-4

総合診療科で過去4年間に治療した骨感染症33症例の臨床的特徴

WS12-5

防犯カメラが鑑別に有用であった頭部外傷の3例
NHO 仙台医療センター 二宮

敦彦

WS12-6

明らかな基礎疾患なくインフルエンザ肺炎を合併した3症例の検討

WS12-7

埼玉病院における小児科コース研修医を対象としたシミュレーション教育 その有用

NHO 広島西医療センター 野口

WS12-8

真路

性と可能性について

NHO 埼玉病院 三島

芳紀

NHO 広島西医療センター 立山

義朗

剖検の意義を再認識する
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ワークショップ13
8:30～10:00

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

感染対策を万全に
座長：齋藤

崇（NHO 岡山医療センター 感染症内科 医長）

WS13-1

４職種が協働する抗菌薬適正使用支援活動

WS13-2

感染症内科の活動開始前後での北海道がんセンターにおける抗菌薬使用量動向の比較

～沼田病院「がっちり抗菌薬」活動中間評価から～
NHO 沼田病院 七五三木聡一

NHO 北海道がんセンター 藤田

WS13-3

崇宏

感染症診療支援活動がもたらした点滴抗菌薬使用量と点滴抗菌薬購入金額の変化

第２日目
午前

NHO 岡山医療センター 齋藤

WS13-4

整形外科領域の術後感染症予防を目的とした抗菌薬選択に関する AS 活動の効果

WS13-5

難治てんかんに対する頭蓋内電極留置術後の手術部位感染とリスク因子の検討

NHO 沖縄病院 鈴木

NHO 西新潟中央病院 伊藤

崇
寛人
陽祐

WS13-6 「重症心身障害児 ( 者 ) 病棟院内感染対策相互チェック」の試み
WS13-7
WS13-8

NHO 下志津病院 鈴木

由美

NHO 南京都病院 宮川

英和

NHO 南岡山医療センター 香川

純一

インフルエンザ感染防止対策
手指衛生状況の改善にむけた取り組みとその変化について

ワークショップ14
8:30～10:00

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

医療安全管理の深化
座長：寺倉

WS14-1

智子（NHO 南京都病院 医療安全管理室 医療安全管理係長）

医療安全管理者としての事例対応集の作成～東京グループ医療安全管理者活動報告～
NHO 村山医療センター 佐藤みづほ

ワークショップ

WS14-2

医療安全管理係長を補佐する看護師の業務と配置の効果
NHO 東京医療センター 長谷川真未

WS14-3

全身麻酔手術時の口腔内リスク軽減に向けた取り組み（第一報）

WS14-4

リハビリテーション科による Basic Life Support

～義歯装着入室ゼロを目指して～

NHO 北海道がんセンター 江戸美奈子

NHO 南和歌山医療センター 殿水

薫

NHO 宮崎病院 宮里

征武

NHO 福岡東医療センター 馬場

文子

WS14-5

当院における遠隔画像診断システムの運用

WS14-6

画像診断報告書の確認不足への対応は早期治療につながる
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WS14-7

内視鏡外科手術におけるトラブルシューティング
NHO 横浜医療センター 関戸

WS14-8

仁

医療事故調査制度に対応する院内体制整備とその効果
NHO 京都医療センター 白神幸太郎

第２日目
午前
ワークショップ
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ポスター107
8:30～9:10

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）

患者サービス向上 (1) 外来での対応を改善
座長：中村

直規（NHO 京都医療センター 看護師長）

P2-2A-001 外来診察待ち時間に対する緩和の取り組みについて
NHO 高知病院 小松

信裕

NHO 大阪医療センター 近藤

康之

NHO 熊本医療センター 沖田

典子

P2-2A-002 外来の診察等における待ち時間
P2-2A-003 救急外来受診患者の滞在時間の現状
第２日目
午前

P2-2A-004 通院治療センターにおける「早朝枠」活用への取り組み
飯塚

理江

NHO 福山医療センター 矢野

平

国立がん研究センター中央病院

P2-2A-005 当院における外国人患者受入体制の構築について
P2-2A-006 日本の病院における外国人患者への対応について
NHO 嬉野医療センター アルボマーク

P2-2A-007 外国人患者の診療について
NHO 大阪医療センター 向平

昌浩

P2-2A-008 入院支援センターを開設して
NHO 長崎川棚医療センター 泓

ポスター108
9:10～9:45

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

ヨシ子

コンベンションホール北）

患者サービス向上 (2) 病棟での対応を改善
座長：北野千代美（NHO 奈良医療センター 看護部 看護師長）

P2-2A-009 リハビリテーション科の接遇改善の取り組み
NHO 宮城病院 高橋

美幸

P2-2A-010 小児 MRI 検査における効率的運用に向けた検討
NHO 小倉医療センター 井浦由加子

P2-2A-011 共同利用 MRI 検査をスムーズに開始するために取り組み
NHO 米沢病院 佐藤

弘教

P2-2A-012 焦点切除術を受ける患者及び家族に対する検査説明方法の改善
NHO 西新潟中央病院 加藤

慎吾

NHO 東京医療センター 前田

詩織

NHO 米子医療センター 深井

千里

P2-2A-013 ホスピタリティの高い看護サービス評価

ポスター

P2-2A-014 消化器外科術後患者のニードの実際と看護
P2-2A-015 医療費あと払いサービス導入に係る利用分析及び実績報告
NHO 関門医療センター 藤田
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ポスター109
8:30～9:05

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）

患者サービス向上 (3) コミュニテイにおける役割
座長：江森千賀子（NHO 兵庫中央病院 看護師長）

P2-2A-016 看護部主催の出前講座の効果
NHO 近畿中央呼吸器センター 西村由美子

P2-2A-017 当院における敷地内禁煙遵守に対する取り組み
NHO 京都医療センター 嶋田

清香

P2-2A-018 図書館利用による余暇活動支援について～経済的効果と今後の展望～
NHO あきた病院 伊藤麻奈美

NHO 宮城病院 岩井

勇介

P2-2A-020 A 病棟におけるレクリエーションがもたらす影響

第２日目
午前

P2-2A-019 地域医療の拠点を担う病院の患者サービスの向上を目指して～接遇の意識調査～

NHO 函館病院 畑澤美智子

P2-2A-021 当園におけるレクリエーション行事の変化
国立療養所栗生楽泉園

P2-2A-022 東名古屋病院

劇的ビフォー・アフター

金子

晴明

ぬくもりサポート館中庭での取り組み 

－花壇プロジェクト－

NHO 東名古屋病院 稲垣

ポスター110
8:30～9:00

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

甲典

コンベンションホール北）

ソーシャルワーカーの出番 (1) さまざまな場面で
座長：小出

志保（NHO 近畿中央呼吸器センター 地域医療連携室 主任ソーシャルワーカー）

P2-2A-023 東京医療センターにおける HIV/AIDS 患者の現状からみるエイズ診療拠点病院として
の役割

NHO 東京医療センター 小笠原

太

P2-2A-024 重症心身障害児者病棟の成年後見制度利用の現状と課題
NHO 南岡山医療センター 岡野

恭子

P2-2A-025 医療社会事業専門員（MSW）新採用者の教育マニュアル整備に向けて 
～アンケートから見えてきたこと～

NHO 鳥取医療センター 尾崎

P2-2A-026 精神科有床総合病院の身体科病棟における

真紀

精神保健福祉士の役割

国立国際医療研究センター国府台病院

浦野

隆

P2-2A-027 「お金と仕事の相談会」開催に向けた取組みと今後の就労支援における課題
国立国際医療研究センター

美晴

大内

万里

P2-2A-028 新入職者の仕事に対する「不安・心配」の構造について
国立国際医療研究センター
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ポスター111
9:00～9:30

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）

ソーシャルワーカーの出番 (2) さまざまな地域で
座長：嶋

あずさ（NHO 大阪南医療センター 地域医療連携室 医療社会事業専門員）

P2-2A-029 学校と精神科医療機関の連携の実態と連携が転帰に与える影響について
NHO 花巻病院 / 東京大学 大島

紀人

P2-2A-030 倫理観を高めるための取り組み－継続的なディスカッションの有用性－
NHO 南九州病院 時任沙絵子

P2-2A-031 医療観察法入院処遇中の対象者に対する多職種面談の有用性と SW の役割
国立精神神経医療研究センター病院

宮坂

歩

第２日目
午前

P2-2A-032 ソーシャルワーカーによる A 氏への自己決定支援
NHO 信州上田医療センター 小林安由美

P2-2A-033 入院中に地域生活支援事業移動支援を利用して外出を実現した脊髄小脳変性症患者
の一例

NHO あきた病院 戸沢

満

P2-2A-034 発達障害を持つ生徒の進路支援、義務教育から社会へ
～やったぜ2組奮闘記

多職種連携、MSW の力の見せ所～
NHO 東長野病院 武井

ポスター112
8:30～9:05

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

英志

コンベンションホール北）

地域連携 (1) 地域包括ケアシステムの構築
座長：早川

直子（NHO 東近江総合医療センター 看護師長）

P2-2A-035 急性期病院における地域包括ケア病棟開設に向けての取り組み
NHO 都城医療センター 鳥丸

章子

P2-2A-036 京都府舞鶴地区における地域包括ケアシステムの構築
NHO 舞鶴医療センター 上田

善美

P2-2A-037 地域包括ケア病棟開棟後の評価と今後の課題
NHO 霞ヶ浦医療センター 日下部和枝

P2-2A-038 「敦賀医療センターにおける地域包括ケア病棟の理解度」についての実態調査
NHO 敦賀医療センター 西野さゆり

P2-2A-039 地域包括ケアシステムと患者評価
NHO 米子医療センター 山中ゆかり

P2-2A-040 当院の地域包括ケア病棟におけるリハビリの役割 ～立ち上げから３年目を迎えて～
NHO 函館病院 畑中紀世彦

ポスター

P2-2A-041 地域医療連携に進む慢性期病院の課題と取り組み
NHO 東埼玉病院 木村
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ポスター113
9:05～9:40

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）

地域連携 (2) 地域包括ケアにおける職員の役割
座長：萬谷

和広（NHO 大阪南医療センター 地域医療連携室 医療社会事業専門職）

P2-2A-042 函館病院における地域包括ケアシステムへの取り組みの経過と課題について
NHO 函館病院 廣瀬

量平

P2-2A-043 地域包括ケア病棟における家族看護の重要性

～患者の ADL 低下の現状を受け入れることが難しい妻への看護介入を通して～
国立長寿医療研究センター

鬼頭

芽依

P2-2A-044 当院のリハビリテーション科からみた地域包括ケア病棟－現状と今後の課題
P2-2A-045 回復期リハビリテーション病棟における臨床倫理の取り組み（第2報）

貴幸



～ QOL 検討シートを用いた計画カンファレンスの実践～

第２日目
午前

NHO 熊本再春荘病院 島津

NHO 村山医療センター 舘小路昌之

P2-2A-046 地域包括ケア病棟でケアプラン変更の必要性を感じた症例
乃村

道大

NHO 千葉医療センター 深水

良哉

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P2-2A-047 高額医療機器の共同利用における会計手続きの簡略化
P2-2A-048 地域包括ケア病棟立ち上げに向けた看護師育成の取り組み
NHO 大分医療センター 田口

ポスター114
8:30～9:05

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

美保

コンベンションホール北）

地域連携 (3) がん患者の在宅ケアを支援
座長：田村

彰子（NHO 京都医療センター 看護師長）

P2-2A-049 がん相談支援センターにおける今後の課題
NHO 南和歌山医療センター 大西

孝往

NHO 金沢医療センター 藤川

唯香

P2-2A-050 がん患者の最期を見守って気づいたこと

～Ａさんのソーシャルワーク支援を振り返って～

P2-2A-051 がん患者に対する退院前訪問の有用性～患者・家族の不安に寄り添って～
NHO 福岡東医療センター 藤井

P2-2A-052 退院困難な進行がん患者における退院支援の影響要因と看護実践
－退院困難な進行がん患者における退院支援の影響要因－

第１報

NHO 四国がんセンター 中島

－退院困難な進行がん患者における効果的な看護実践－

NHO 四国がんセンター 廣澤
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P2-2A-054 がん終末期患者の退院支援ー患者・家族の希望に寄り添ってー
NHO 舞鶴医療センター 大西

理恵

P2-2A-055 退院調整看護師参加によるスムースな在宅緩和ケアへの移行
NHO 東京病院 野上

ポスター115
9:05～9:40

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

智絵

コンベンションホール北）

地域連携 (4) 神経難病患者の在宅ケアを支援
座長：伊藤

浩子（NHO 仙台医療センター リハビリテーション科 作業療法主任）

第２日目
午前

P2-2A-056 神経難病専門病院における地域連携の役割 

- 当院における退院後相談から課題を抽出する 国立精神・神経医療研究センター

P2-2A-057 頚髄損傷における退院後の ADL

花井亜紀子

―SCIM の変化から―
NHO 村山医療センター 鈴木真梨子

P2-2A-058 髭剃りを通してキーパーソンである妻が自宅退院に前向きになるきっかけの一つに
なったと思われる症例～ C5の頸髄損傷例の介入から～

NHO 村山医療センター 味田

花子

P2-2A-059 ウイルス性脳炎を発症した重症例に対する作業療法

～早期からの多職種連携・家族支援と障害受容を通じて～
NHO 千葉医療センター 岸

佑一

P2-2A-060 家族指導の有効性が示唆された高次脳機能障碍者の１例
NHO 奈良医療センター 石光

暁子

P2-2A-061 当院の自動車運転能力評価シートにおける神経心理学的検査の妥当性検討
NHO 鳥取医療センター 高田

圭佑

P2-2A-062 当院脳卒中患者の自動車運転再開に対する支援の在り方について
NHO 嬉野医療センター 菊池

ポスター116
8:30～9:00

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

慎介

コンベンションホール北）

地域連携 (5) 呼吸器疾患患者の退院支援
座長：永井

里香（NHO 南京都病院 看護師長）

P2-2A-063 呼吸器科病棟看護師の退院支援に対する意識調査

―入院時から退院を見据えた退院支援の取り組みを通して―
NHO 南九州病院 松窪菜津子

P2-2A-064 重症呼吸不全患者の長期在宅療養を目指した退院支援
ポスター

NHO 刀根山病院 本村

直子

P2-2A-065 終末期を自宅で過ごす呼吸器疾患患者の退院調整への臨床工学技士の係わり
NHO 東京病院 宮本
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P2-2A-066 ADL 低下を伴う高齢者の肺炎に対する地域連携パスの取り組み
NHO 大阪南医療センター 吉村麻衣子

P2-2A-067 独居で生活する特発性間質性肺炎患者への退院前・退院後訪問の一例
NHO 南京都病院 川原英次郎

P2-2A-068 入院中にＨＯＴ導入となった高齢結核患者に対する退院支援

～「知らん。もういい」から「出来る。こうすれば良いんや」へ～
NHO 南京都病院 長井

ポスター117
9:00～9:30

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

美樹

コンベンションホール北）

座長：藤田

第２日目
午前

地域連携 (6) 患者さんの意志決定を支援する
裕美（NHO 盛岡病院 看護師長）

P2-2A-069 退院支援事例報告会の効果～副看護師長会による退院支援推進活動を通して～
NHO 北海道医療センター 上井

P2-2A-070 循環器疾患で入院した患者への退院後支援

～患者の特徴と背景から～
NHO 名古屋医療センター 大澤

P2-2A-071 患者の意志決定を支える在宅医療支援

美保
栄実

～多職種連携を通して学んだ一例～
NHO 南和歌山医療センター 西端めぐみ

P2-2A-072 退院に向けた意思決定支援の実態調査
NHO 宮城病院 佐藤

明香

浦濱

郁子

NHO 名古屋医療センター 田島

麻里

P2-2A-073 患者の思いに寄り添った退院に向けての現状と課題
国立療養所菊池恵楓園

P2-2A-074 病棟看護師の退院調整に関する意識調査

ポスター118
8:30～9:00

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）

地域連携 (7) 薬剤師・栄養士の役割
座長：粉川

俊則（NHO 京都医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P2-2A-075 地域で開催される糖尿病腎症重症化予防事業との連携
国立循環器病研究センター

平野

和保

P2-2A-076 『食事をしながら健康教室』の健康維持改善効果の検討
NHO 南和歌山医療センター 久後瑛梨奈

P2-2A-077 地域貢献を目的とした健康調理教室への取り組み
NHO 八戸病院 北川

優子

薬剤部における地域連携の効率化を目指して

～「院外処方 疑義紹介プロトコル化」その後～

NHO 和歌山病院 小野
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P2-2A-079 トレーシングレポート（お薬伝言板）を用いた地域連携への貢献
NHO 南和歌山医療センター 川角

P2-2A-080 薬・薬・薬・薬連携の構築を目指して

～連続した薬学部実務実習への取り組み～
NHO 大阪南医療センター 渡辺

ポスター119
9:00～9:30

彩香

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

雄太

コンベンションホール北）

地域連携 (8) リハビリテーション連携、薬－薬連携
座長：瀬田

公一（NHO 京都医療センター 地域連携支援センター長）

第２日目
午前

P2-2A-081 回復期病棟新設に伴う、患者属性・在院日数・在宅復帰率・ＡＤＬの変化について
の調査

NHO 東京病院 伊藤

郁乃

P2-2A-082 回復期リハビリテーション病棟退院患者の自宅退院後の実態調査
～アンケート集計結果から見る生活実態の現状～

NHO 村山医療センター 小野亜希子

P2-2A-083 患者支援センター業務拡大による検討と評価
NHO 大阪南医療センター 齊藤

祐介

P2-2A-084 退院時指導におけるお薬手帳の記載内容に関する現状調査
NHO 長崎川棚医療センター 山脇

一浩

NHO 嬉野医療センター 中村

伸彰

NHO 大阪南医療センター 小原

直紘

P2-2A-085 当院における薬薬連携の取り組み
P2-2A-086 薬薬連携による入院時情報共有の構築と効果の検証

ポスター120
9:30～9:55

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）

地域連携 (9) 多職種による連携を推進
座長：山本

靖子（NHO 奈良医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P2-2A-087 医療と介護の連携からみた病院の連携窓口に関する調査報告
NHO 北海道がんセンター 木川

幸一

P2-2A-088 入院説明コーナーの現状と今後の課題～患者アンケート調査結果より～
NHO 金沢医療センター 延命真理子

P2-2A-089 専門職種の診療放射線技師による核医学検査に関する説明・相談窓口の開設
NHO 長崎川棚医療センター 大井

邦治

NHO 相模原病院 森村

明音

NHO 神戸医療センター 松井

仁美

P2-2A-090 相模原病院における入院前常用薬確認の取り組み
ポスター

P2-2A-091 入退院支援センター開設に伴う薬剤師の介入とその評価
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ポスター121
8:30～9:05

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）

地域連携 (10) 看護師による退院支援
座長：紀田

幸子（NHO 京都医療センター 看護師長）

P2-2A-092 平成29年度退院支援実態調査をおこなって
NHO 松江医療センター 松原

亜依

P2-2A-093 退院前訪問指導に病棟看護師が同行訪問するその意義と有益性
NHO 下志津病院 嵯峨

美和

P2-2A-094 地域包括ケア病棟における退院前訪問の効果と課題～訪問インタビューから～
NHO 村山医療センター 池谷

～在宅看護の質自己評価尺度を使用して～
NHO 広島西医療センター 稲田

美緒

P2-2A-096 病棟看護師の退院支援に関する質向上に向けた取り組み 

第２日目
午前

P2-2A-095 看護師の退院支援に対する意識の評価

由来

―退院スクリーニングシートの活用と評価―

NHO 宮崎病院 松下

綾

P2-2A-097 在宅血液透析導入時に災害教育を取り入れて
NHO 京都医療センター 瀬津健太郎

P2-2A-098 安心して在宅を目指す看護～ let‘ ｓ！！連携！！～
NHO 京都医療センター 坂本

ポスター122
9:05～9:35

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

里佳

コンベンションホール北）

地域連携 (11) 訪問看護のあり方
座長：神田

直子（NHO 宇多野病院 看護師長）

P2-2A-099 急性期病院における退院前・退院後訪問の試みとアンケート調査結果
NHO 三重中央医療センター 山本

P2-2A-100 訪問看護開設2年目

弥生

現状と今後の課題
NHO 関門医療センター 三輪美智子

P2-2A-101 当事業所における訪問リハビリテーション利用者の特徴～3年目を迎えるにあたって～
NHO 長崎川棚医療センター 伊藤

詠子

P2-2A-102 処置が必要な皮膚科患者の看護サマリーを振り返って見えてきたもの
NHO 熊本医療センター 吉村弥那子

P2-2A-103 訪問看護師との連携強化のための研修会を実施して
NHO 神奈川病院 濱部恵里子

P2-2A-104 同行訪問後に記載する振り返りレポートからの一考察
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161

ポスター

NHO 神奈川病院 小山三枝子

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services

ポスター123
8:30～9:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

呼吸器疾患の診療（1）肺がんの多様性に対応
座長：澤井

聡（NHO 京都医療センター 呼吸器外科 医長）

P2-3A-105 術後再発予測因子としての術前炎症性マーカーの有用性に関する検討
NHO 横浜医療センター 野間

大督

P2-3A-106 多発性空洞病変を呈した G-CSF 産生尿路移行上皮癌肺転移の1例
NHO 盛岡病院 高原

政利

P2-3A-107 血痰を契機に発見された表層浸潤型肺癌の一例
NHO 大牟田病院 出水みいる

第２日目
午前

P2-3A-108 Pembrolizumab で筋炎を合併した高齢者肺がんの1例
NHO 米子医療センター 唐下

泰一

P2-3A-109 肺腺癌早期発見のために：GGO/ 腺癌が多発した症例の病理・細胞診所見の解析：
「核の膨隆サイン、ＮＢＳ」陽性の肺腺癌前駆細胞の存在

NHO 大分医療センター 森内

昭

P2-3A-110 簡易懸濁法によりアレクチニブを経鼻胃管から投与し、救命しえた多発脳転移合併
ALK 陽性肺腺癌の一例

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

三好美似菜

P2-3A-111 呼吸器外科術後心臓合併症に対する当院での取り組み ー心筋トロポニンIの有用性ー
NHO 京都医療センター 橋本

雅之

P2-3A-112 原発性非小細胞肺癌に対する気管支形成手術の検討
NHO 沖縄病院 肺がんセンター 饒平名知史

ポスター124
9:10～9:55

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

呼吸器疾患の診療（2）肺がん治療の最前線
座長：小河原光正（NHO 大阪医療センター 呼吸器内科 科長）

P2-3A-113 岩国医療センターにおけるドセタキセル＋ラムシズマブ療法22例の検討
NHO 岩国医療センター 河角

敬太

P2-3A-114 当院における EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する再生検の現状
NHO 三重中央医療センター 内藤

雅大

P2-3A-115 点滴抗がん剤治療中の患者の副作用症状のセルフマネジメントを目指す
NHO 山口宇部医療センター 武内

成美

NHO 三重中央医療センター 坂倉

康正

P2-3A-116 胸腔内に発生した骨外性骨肉腫の一例

ポスター

P2-3A-117 ペムブロリズマブ投与にて関節炎の免疫関連有害事象を認めた一例
NHO 岩国医療センター 高山

伸

P2-3A-118 進行期肺多形癌において Pembrolizumab が奏功した1例
NHO 北海道医療センター 菅野
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P2-3A-119 左上葉支温存のためにステント留置を要し，放射線治療後に PD-L1発現が変化した
左肺下葉原発扁平上皮癌の1例

NHO 茨城東病院 林原

賢治

吉田

美帆

P2-3A-120 当院における PD-L1(22C3) 発現分布の検討
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-3A-121 中規模病院での免疫チェックポイント阻害剤導入の実際と免疫関連有害事象への対策
NHO 豊橋医療センター 山下

ポスター125
8:30～8:55

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

克也

展示室）
第２日目
午前

呼吸器疾患の診療（3）肺結核への対応
座長：重藤えり子（NHO 東広島医療センター 呼吸器内科 非常勤医師）

P2-3A-122 浸潤陰影を呈した肺結核の2例
NHO 米子医療センター 澤田

美波

NHO 大牟田病院 長岡

愛子

P2-3A-123 QFT ゴールドと T-SPOT の臨床性能比較
P2-3A-124 結核ユニット化病床を有する当院のおけるモデル病床の運用状況
NHO 和歌山病院 駿田

直俊

P2-3A-125 結核性胸膜炎に合併した SIADH の一例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

濱本晃太郎

P2-3A-126 「外来 DOTS」に対する病棟看護師の意識
NHO 南京都病院 岩本

ポスター126
8:55～9:30

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

卓也

展示室）

呼吸器疾患の診療（4）多様な肺感染症
座長：佐藤

敦夫（NHO 南京都病院 呼吸器内科 診療部長）

P2-3A-127 気管支動脈塞栓術後も繰り返す喀血に対し手術を行った肺 MAC 症の1例
NHO 三重中央医療センター 樽川

智人

P2-3A-128 びまん性急性感染性細気管支炎の自験3例
NHO 茨城東病院 高久多希朗

P2-3A-129 耐性菌が検出された肺炎の検討
NHO 愛媛医療センター 伊東

亮治

P2-3A-130 当院における肺炎患者の臨床傾向とリハビリテーション効果に影響する因子の検討
NHO 米子医療センター 西山

裕貴

NHO 東広島医療センター 神原
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P2-3A-132 肺癌術後の気管支断端に発生したアスペルギルス症に抗真菌薬吸入療法が有効であっ
た１例

池尻

直人

NHO 旭川医療センター 玉川

進

NHO 東広島医療センター

P2-3A-133 Pleuroparenchymal fibroelasitits (PPFE, 網谷病）の一剖検例

ポスター127
8:30～9:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

呼吸器疾患の診療（5）臨床検査データを解析
座長：中谷

光一（NHO 京都医療センター 呼吸器内科 医長）

第２日目
午前

P2-3A-134 当院における肺換気 ･ 肺血流シンチグラフィ検査における放射性医薬品変更に伴う検
査内容の検討

NHO 山口宇部医療センター 石井

直也

P2-3A-135 呼気一酸化窒素（FENO）測定の季節性変動の検討
NHO 近畿中央呼吸器センター 上西

珠実

P2-3A-136 呼気一酸化窒素濃度 (FeNO) 測定における、機種間差についての検討
NHO 金沢医療センター 神後なつ希

P2-3A-137 肥満低換気症候群の臨床的検討

- 特に睡眠時の持続的経皮 CO2分圧測定の意義について NHO 茨城東病院 加藤

P2-3A-138 当院在宅における簡易睡眠時無呼吸検査

稔

アクチグラフとの併用使用を試みて
NHO 北陸病院 落合

容子

P2-3A-139 鈍的外傷後の冠状動脈損傷により遅発性胸腔内出血をきたした1例
NHO 相模原病院 玉川

達

P2-3A-140 出血性ショックと緊張性気胸を伴った若年自然気胸の一症例
NHO 松江医療センター 西村友紀子

P2-3A-141 肺多発結節影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 三重中央医療センター 野村

ポスター128
9:10～9:40

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

綾香

展示室）

呼吸器疾患の診療（6）喘息、自己免疫への対応
座長：遠藤

健夫（NHO 水戸医療センター 呼吸器科 内科系診療部長）

P2-3A-142 難治性喘息に対する実地臨床での mepolizumab の有効性の検討
ポスター

NHO 相模原病院 中村

祐人

NHO 大牟田病院 野田

直孝

P2-3A-143 高齢者喘息に対する吸入指導効果の検討
P2-3A-144 気管支喘息患者における抗原特異的 IgE の変動と治療効果の検討
NHO 函館病院 大沼
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P2-3A-145 自己免疫性肺胞蛋白症に対する抗 GM-CSF 自己抗体測定の標準化にむけて
NHO 近畿中央呼吸器センター 松井

雪

P2-3A-146 自己免疫性肺胞蛋白症患者の肺局所における B 細胞活性化因子
NHO 近畿中央呼吸器センター 広瀬

雅樹

P2-3A-147 当院の ACO 症例における COPD・喘息症例との予後・治療内容の比較検討
NHO 旭川医療センター 鈴木

ポスター129
8:30～9:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

北斗

展示室）

呼吸器疾患の診療（7）呼吸リハビリテーション
第２日目
午前

座長：髙濱

みほ（NHO 浜田医療センター リハビリテーション科 理学療法主任）

P2-3A-148 当科における COPD 入院症例の検討
NHO 弘前病院 山本

勝丸

NHO 南京都病院 古川

香織

NHO 大牟田病院 近藤

泰彦

P2-3A-149 COPD 患者における栄養管理と転帰
P2-3A-150 COPD 患者におけるストレッチポールの有効性の検証
P2-3A-151 床上トレーニングと患者教育の継続により長期臥床後も早期 ADL 獲得に至った高齢
COPD 患者

NHO 岩国医療センター 梶原明日美

P2-3A-152 北海道上川地域（寒冷地1級）における COPD 患者の冬季および、冬季以外の身体活
動性について

NHO 旭川医療センター 岩田

誠一

NHO 三重中央医療センター 荒川

幸子

NHO 松江医療センター 吉岡

将太

P2-3A-153 ネーザルハイフローから離脱した症例
P2-3A-154 作業療法により NPPV の装着が習慣化した一症例
P2-3A-155 在宅 NPPV 導入にテーラーメイドな環境調整が奏功した2症例
NHO 松江医療センター 柿本

ポスター130
8:30～9:25

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

真喜

展示室）

呼吸器疾患の診療（8）間質性肺炎への対応
座長：坪井

知正（NHO 南京都病院 呼吸器センター 副院長）

P2-3A-156 LTOT 症例において睡眠薬は疾患を問わず換気不全も予後も悪化させない
知正

NHO 茨城東病院 白土
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P2-3A-158 退院支援が必要な慢性呼吸器疾患の退院困難要因の検討
NHO 山口宇部医療センター 杉本

博

P2-3A-159 急性に進行した抗 ARS 抗体陽性である間質性肺炎の1例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

田中

清人

P2-3A-160 皮膚所見から診断し得た抗 MDA ５抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎の
一例

NHO 弘前病院 田中

佳人

P2-3A-161 労作時，酸素化低下に伴い呼吸苦が少ない間質性肺炎患者に対して療養日誌による
相互的自己管理教育が有効であった１例

NHO 東京病院 花村

芽衣

P2-3A-162 急性増悪時の血清マーカー増加率は HRCT パターンによる特発性間質性肺炎急性増悪
第２日目
午前

の予後予測を改善する

NHO 近畿中央呼吸器センター 新井

徹

P2-3A-163 間質性肺炎の急性増悪における Polymyxin B 固定化繊維（トレミキシン）のサイト
カイン結合様式の検討

NHO 山口宇部医療センター 宇都宮利彰

P2-3A-164 間質性肺炎を合併した肺高血圧症患者に対する自宅退院に向けての取り組み
NHO 岩国医療センター 中野

愛理

P2-3A-165 慢性線維化性特発性間質性肺炎の適正な診断治療法開発のための調査研究 (NHO
ネットワーク共同研究 )

NHO 近畿中央呼吸器センター 関口

睦

P2-3A-166 社会参加への意思決定の援助をし自宅退院に向けた介入を行った終末期、病勢未告
知の特発性肺線維症の一例

NHO 鹿児島医療センター 尾上

ポスター131
8:30～9:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

諒介

展示室）

心・循環器疾患の診療 (1) 最新治療現場から
座長：片岡

剛（NHO 京都医療センター 心臓血管外科 医長）

P2-3A-167 東京医療センターにおける心臓血管外科 JNP としての役割とその取り組み
NHO 東京医療センター 青木瑞智子

P2-3A-168 急性心筋梗塞急性期に心破裂を合併したが，保存的加療後の慢性期に血行再建を行
い救命しえた1例

NHO 岩国医療センター 保崎

憲人

P2-3A-169 アミオダロン静注で劇症肝炎を発症した術後心不全の１例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

重原

幹生

P2-3A-170 解離性大動脈瘤破裂に対して、TEVAR+Candy Plug 法によってエントリーを閉鎖
ポスター

し、破裂偽腔の血栓化と瘤の縮小化に成功した１例

NHO 京都医療センター 片岡
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P2-3A-171 家族性高コレステロール血症に合併した腹部大動脈瘤の2例
NHO 埼玉病院 奈良

努

P2-3A-172 当院における腹部大動脈瘤ステントグラフト留置術導入時の取り組み
NHO 函館病院 石川

雄大

NHO 京都医療センター 水津

悠

NHO 横浜医療センター 勝又

春香

P2-3A-173 心臓傍神経節腫瘍に対し心拍動下での切除術の麻酔経験
P2-3A-174 冠動脈肺動脈シャントに冠動脈瘤を合併した一例

ポスター132

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

心・循環器疾患の診療 (2) 新たな試み
座長：松田

第２日目
午前

9:10～9:55

守弘（NHO 呉医療センター・中国がんセンター 循環器内科）

P2-3A-175 PCI 後の一過性および永続性の造影剤腎症発症が死亡に与える影響
NHO 京都医療センター 阿部

充

P2-3A-176 冠動脈軽度から中等度狭窄の高リスクプラークを有する患者に対する適正な脂質管
理目標値の有効性および安全性の検討

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

松田

守弘

P2-3A-177 市販の眠気防止剤の大量内服でカフェイン中毒をきたした１例
NHO 東近江総合医療センター 全

有美

P2-3A-178 当院における TAVI 業務における CE の役割 - 導入、現状、今後の課題 NHO 鹿児島医療センター 下村

航己

P2-3A-179 経カテーテル的大動脈弁留置術 (TAVI) クリティカルパスにて H29年度のリハビリ介
入におけるパスを逸脱する症例に関する検討

NHO 長崎病院 安永

容子

大平

裕子

P2-3A-180 植込型補助人工心臓装着患者の肌の水分含有量の現状調査
～モイスチャーチェッカーを使用して～

国立循環器病研究センター

P2-3A-181 体内式ペースメーカー植え込み後に長期間の経過で発症した重症心不全の1例
NHO 東広島医療センター 市場

啓嗣

P2-3A-182 ペースメーカー挿入後、心機能低下を認め心臓サルコイドーシスと診断した1例
NHO 嬉野医療センター 黒木

洋平

P2-3A-183 ペースメーカ関連業務の立ち合い規制に関する取り組みと課題
国立国際医療研究センター

布瀬

直人

ポスター
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ポスター133
8:30～9:05

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

心・循環器疾患の診療 (3) 臨床検査の最新情報
座長：深谷

昌利（NHO 富山病院 研究検査科 臨床検査技師長）

P2-3A-184 植込み型ループレコーダーの遠隔モニタリングシステムにより徐脈性不整脈エピソー
ドを早期に発見し得た１症例

NHO 東京医療センター 田原

卓矢

P2-3A-185 CRT における自己脈再同期ペーシング機能が不適切作動していた症例
NHO 呉医療センター ･ 中国がんセンター

横田

彩美

P2-3A-186 貧血および僧帽弁閉鎖不全と僧帽弁流入3相波との関連が示唆された2症例
第２日目
午前

NHO 熊本再春荘病院 佃

孝治

P2-3A-187 Heart ModelA.I.アプリケーションによる左房容積算出はルーチン検査に利用できるか
NHO 京都医療センター 大平真梨子

P2-3A-188 当院における乳酸測定による嫌気性代謝闘値について
NHO 千葉医療センター 池田

和典

NHO 宮城病院 畠山

カヨ

P2-3A-189 BNP が偽高値を示した一例
P2-3A-190 心疾患外来通院患者における外来随時尿中 Na/K の予後に関する検討
NHO 南和歌山医療センター 橋爪

ポスター134
9:05～9:50

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

俊和

展示室）

心・循環器疾患の診療 (4) リハビリテーション
座長：敦賀

肇（NHO 仙台医療センター リハビリテーション科 理学療法士長）

P2-3A-191 当院における心臓リハビリテーションの取り組み
NHO 大阪医療センター 大西

幸代

P2-3A-192 心不全入院例における心臓リハビリ施行と予後との関連性について
NHO 東京医療センター 金井

拓磨

P2-3A-193 若年性特発性拡張型心筋症に心臓リハビリテーションを行い社会復帰に至った1例
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

石井

達也

P2-3A-194 筋発揮張力維持法を用いた外来心臓リハビリテーションにより骨格筋量・筋力の向
上を認めた特発性拡張型心筋症の一例

庄子

拓良

NHO 東広島医療センター 宇山

拓弥

国立国際医療研究センター国府台病院

P2-3A-195 心肺運動負荷試験に対する身体活動能力表との比較及び検討

ポスター

P2-3A-196 症例報告－心不全を伴った COPD，肺高血圧患者の酸素負債の影響－
NHO 水戸医療センター 山本

克彦

NHO 三重中央医療センター 落合

康平

P2-3A-197 腎機能障害を合併する心疾患症例の特徴
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P2-3A-198 大動脈弁置換術と薬物療法でも心不全改善が困難であった重症大動脈弁狭窄症患者
への和温療法導入により心不全改善が得られた1症例

NHO 函館病院 野田

一樹

NHO 函館病院 庄司

哲之

P2-3A-199 重症下肢虚血症例に対し和温療法を施行した１例

ポスター135
8:30～9:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

心・循環器疾患の診療 (5) 多様な合併症を管理
座長：赤尾

昌治（NHO 京都医療センター 循環器内科 部長）
NHO 岩国医療センター 小寺

順久

第２日目
午前

P2-3A-200 心タンポナーデに至った Primary effusion lymphoma-like lymphoma の1例
P2-3A-201 心嚢水多量で搬送となり急速に心機能悪化を認めた好酸球性心筋炎の一例
NHO 京都医療センター 土井

康佑

P2-3A-202 原因不明の血性心膜液貯留に対しコルヒチン投与が有用であったと考えられた若年
遷延性意識障害の一例

NHO あわら病院 桐場

千代

P2-3A-203 12年の治療を経て心不全が難治化し、Empagliflozin が奏効した左室緻密化障害の
一例

NHO 函館病院 米澤

一也

NHO 熊本再春荘病院 三角

郁夫

P2-3A-204 左室肥大と左室緻密化障害の合併例
P2-3A-205 慢性収縮性心膜炎を来した骨化を伴った限局性心外膜アミロイドーシスの一例
NHO 大阪南医療センター 橋本

修治

P2-3A-206 急性心筋梗塞に合併した差室内血栓の改善予測に心臓 MRI が有効であった症例
NHO 高崎総合医療センター 湯浅

直紀

P2-3A-207 低左心機能に合併した左室内壁在血栓の一症例
NHO 京都医療センター 石上健二郎

ポスター136
9:10～9:50

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

心・循環器疾患の診療 (6) 感染症、血栓塞栓症
座長：長谷川浩二（NHO 京都医療センター 臨床研究センター 展開医療研究部 部長）

P2-3A-208 複数回の血液培養で検出されず、下肢血管造影にて閉塞部位の吸引より起炎菌が判
明した感染性心内膜炎の一例

賢史

P2-3A-209 経胸壁心エコー検査が診断・病態把握の一助となった感染性心内膜炎の1症例
NHO 九州医療センター 安達

第72回国立病院総合医学会
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P2-3A-210 心臓超音波検査で発見された好酸球増加症候群によるレフレル心内膜炎の一例
NHO 災害医療センター 品田

祐希

P2-3A-211 Massive pulmonary embolism に対して少量 t PA 使用が有効であった１例
NHO 横浜医療センター 名波

千晶

P2-3A-212 新たに出現した SIQIIITIII パターンと McConnell 徴候が契機となり診断しえた急性肺
血栓塞栓症の１例

NHO 広島西医療センター 堀尾

祐太

P2-3A-213 小型落下針式レオメーターを用いた抗血小板薬服用者に於ける血液粘度のモデル式
の検討

NHO 三重中央医療センター 山口

健太

P2-3A-214 急性下肢動脈閉塞を合併したヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の一例
第２日目
午前

NHO 長崎医療センター 吉良恵理子

P2-3A-215 血栓除去術後のコンパートメント症候群に対して、減張切開術により救肢した急性
下肢動脈閉塞症

NHO 東広島医療センター 江村

ポスター137
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

尚悟

展示室）

重症心身障害医療 (1) スタッフの意識、倫理、評価
座長：田端美津子（NHO 敦賀医療センター 看護師長）

P2-4A-216 重度心身障がい児（者）病棟で働く看護師の意識調査～よりよい看護の提供のために～
NHO 山形病院 長田

優香

P2-4A-217 新人看護師が重症心身障害児の看護において抱える困難に関する研究
国立成育医療研究センター

佐藤

文敬

P2-4A-218 重症心身障害児（者）病棟のスタッフのケアに関する倫理観
NHO 長崎病院 中ノ瀬ユキ子

P2-4A-219 重症心身障害児（者）病棟における、シミュレーション学習会と自己効力感の関連性
NHO 肥前精神医療センター 江頭

弘典

P2-4A-220 重症心身障碍児・者病棟における摂食・嚥下評価の取り組み
～評価表を使用した多職種での評価～

NHO 東名古屋病院 大和田恵美

P2-4A-221 療養介護事業等に関する看護師・療養介助員の意識調査
NHO 西新潟中央病院 井川

衣里

P2-4A-222 患者の QOL 向上を目指した看護職と介護職の協働への考察
～アンケートから療養介護病棟への認識を明確にする～

NHO 柳井医療センター 白澤

祐紀

ポスター

P2-4A-223 重症心身障害児（者）病棟における看護師・療養介助職の倫理観の向上を目指して
～倫理カンファレンスを活用して～

NHO 福岡病院 大角めぐみ
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ポスター138
9:10～9:50

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症心身障害医療 (2) さまざまな体験から学ぶ
座長：居川

直人（NHO 兵庫あおの病院 療育指導室長）

P2-4A-224 重症心身障害者へのプラネタリウム体験による効果の検証
NHO 甲府病院 坂本

恵

NHO 山形病院 増田

幸乃

NHO 米沢病院 青山

玲子

NHO 高知病院 川上

洋美

P2-4A-225 読み聞かせボランティアの導入～様々な活動展開を通して～
P2-4A-226 重症心身障がい児（者）のハンドベル活動への取り組み

～ミュージック・シェアリングの皆さんとの交流を通して～
第２日目
午前

P2-4A-227 地域の祭りを届けよう
P2-4A-228 年齢に即した導入活動の構築 ～成人利用者に対応した「ふれあい体操」を作成して～
NHO 茨城東病院 小野澤

源

P2-4A-229 楽しさひきだす療育指導室 R ー１ 「感染・リスク管理も忘れない」
NHO 兵庫中央病院 泉井

P2-4A-230 「ボランティア導入による長期入所者病棟への影響について」

歩美



～アンケート調査から見えたこと～

NHO 東長野病院 竹田小百合

P2-4A-231 重心病棟の誕生会における弁当容器での提供 第１報
NHO あきた病院 竹内

ポスター139
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

桂子

展示室）

重症心身障害医療 (3) 在宅支援と短期入所
座長：金子

英雄（NHO 長良医療センター 臨床研究部 臨床研究部長）

P2-4A-232 重症心身障害児（者）在宅支援の取り組み（その１）

～地域の状況把握と関係機関との連携～

NHO 紫香楽病院 田中

真史

NHO 紫香楽病院 中道

豊起

P2-4A-233 重症心身障害児（者）在宅支援の取り組み（その２）

～安全・安心に入所を受け入れる為の体制の確立～

P2-4A-234 重症心身障害児（者）在宅支援の取り組み（その３）


～避難勧告発令時の地域の重症心身障害児（者）受け入れ体制の整備～
NHO 紫香楽病院 岸添有喜子

～短期入所の統一した援助を目指して～

NHO 帯広病院 細田
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P2-4A-236 医療型短期入所利用者への療育活動と家族支援
NHO 茨城東病院 川崎

P2-4A-237 在宅支援における取り組みについて

明子

～短期入所から療養介護に繋げた一事例～
NHO 兵庫あおの病院 岸本満寿栄

P2-4A-238 当院における短期入所を通した在宅支援
NHO 富山病院 金兼

千春

NHO 医王病院 丸箸

圭子

P2-4A-239 医王病院における短期入所の現状と役割

ポスター140
第２日目
午前

8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症心身障害医療 (4) 家族を取り巻く環境と支援
座長：中村

友亮（国立精神・神経医療研究センター 療育指導室長）

P2-4A-240 小児病棟での退院支援における看護師の困難感と対処方法
―初回退院で医療的ケアが必要な児に対して―

飯塚

萌子

NHO 松江医療センター 吉澤

葉子

国立成育医療研究センター

P2-4A-241 在宅で重症心身障害児を看護する家族を取り巻く環境と現状の理解
P2-4A-242 在宅重症児及び家族への支援

～親子療育・在宅相談を実施して～
NHO 兵庫あおの病院 大路

P2-4A-243 在宅支援の拡大における現状と課題

初美

第１報

～在宅重症心身障害児者が地域で豊かに暮らせるために～
NHO 和歌山病院 川村

P2-4A-244 在宅支援の拡大における現状と課題

康世

第２報

～入所ケースワークから考察する役割と課題～
NHO 和歌山病院 川久保幸代

P2-4A-245 長期入院している重症心身障害者をもつ高齢化する母親の思い
NHO 豊橋医療センター 浅井とも江

P2-4A-246 措置入所児童の家族面会実現に向けた児童指導員としての取り組みについて
NHO 広島西医療センター 上田祐希菜

P2-4A-247 重症心身障害における親族後見人の実態および課題（2）- 相談援助のあり方に関す
る検討 -

NHO 西新潟中央病院 榎本

拓哉

ポスター
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ポスター141
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症心身障害医療 (5) 行動障害への対応と外出支援
座長：中原佐代子（NHO 福岡病院 療育指導室長）

P2-4A-248 他害行為を減らす為の取り組みを実践して～スタッフ教育を試みて～
NHO 北陸病院 嘉数江美子

P2-4A-249 行動障害のある方を対象とした通所議行におけるウォーキング参加率向上の取り組み
NHO やまと精神医療センター 内海

智子

P2-4A-250 動く重症心身障がい児（者）病棟における男性看護師と女性看護師の自己の役割意
識の違いについて

耕司

P2-4A-251 Ａ氏の好きな「もの・こと」を探して、自傷行為を減少するための取り組み
NHO 南岡山医療センター 佐野

祐子

第２日目
午前

NHO 賀茂精神医療センター 新谷

P2-4A-252 動く重症心身障害児（者）病棟の外出支援増加への取り組み
NHO 琉球病院 相垣

佳織

P2-4A-253 人工呼吸器を装着している重症心身障がい児への外出支援の取り組み
NHO 兵庫あおの病院 上野

千恵

NHO 松江医療センター 松原

未歌

P2-4A-254 当院の外出の現状と今後の展開
P2-4A-255 臨床工学技士による外泊・外出支援と医療機器説明会の現状
NHO 兵庫あおの病院 本郷

ポスター142
9:10～9:50

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

倫章

展示室）

重症心身障害医療 (6) 強度行動障害への取り組み
座長：會田

千重（NHO 肥前精神医療センター 療育指導科長）

P2-4A-256 強度行動障害のある A 氏への触れるケアを通して
ー触れ合うことの意義に焦点をあててー

NHO 琉球病院 蔵本

烈雄

P2-4A-257 自閉症患者の行動障害軽減のための援助～患者を理解し援助に繋げるために～
NHO 小諸高原 病院 石黒

良太

P2-4A-258 検査拒否をする行動障害のある患者に疑似検査帽子使用と検査室に事前訪問をする
ことで検査を受けられた一例について

NHO 兵庫あおの病院 井口

敬子

P2-4A-259 療育活動を通して行動が変容した、強度行動障害を伴う重症心身障害者の考察
路乃

NHO やまと精神医療センター 矢口

詩野

P2-4A-260 行動障害を有する利用者への行動療法を用いた取り組み
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P2-4A-261 強度行動障害があるケースに対する作業療法の事例報告
～ MAS と ABC － J を用いた考察～

NHO 花巻病院 高橋

恵

P2-4A-262 強度行動障害患者の看護における日課表を用いた関わり
NHO 釜石病院 小野寺美由紀

P2-4A-263 強度行動障害患者に関わる病棟看護師の看護への思い
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

ポスター143
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

大川

1号館2F

千晴

展示室）

第２日目
午前

重症心身障害医療 (7) 療養環境の改善
座長：福永

聖子（NHO 南京都病院 看護師長）

P2-4A-264 重症心身障害児者に対する個別性のある介護実践へ向けた取り組み
NHO 長崎病院 濱口

健太

NHO 兵庫中央病院 細見

道代

NHO 三重病院 平井

文代

P2-4A-265 重症心身障害児（者）病棟における呼称改革の取り組み
P2-4A-266 重症心身障がい者の身抑制ミトンを外す試み
P2-4A-267 重症心身障害児の経鼻カテーテル自己抜去に対する身体拘束を低減するための取り組み
NHO 天竜病院 本多いくみ

P2-4A-268 ベット周囲の環境整備～年齢及び患者個々の応じた療養環境を目指そう～
NHO 和歌山病院 大尻

卓

P2-4A-269 重症心身障がい者が安全で楽しい生活を送るための援助

～ベッド柵を乗り越える危険な行動に影響する要因を明らかにして～
NHO 米沢病院 冨澤

知世

P2-4A-270 演題取り下げ
P2-4A-271 重症心身障害（児）者の残存機能の維持を図るための取り組み
～患者の笑顔とやる気を引き出して～

NHO 南岡山医療センター 下原

ポスター144
9:10～9:50

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

実和

展示室）

重症心身障害医療 (8) 保育士の療育活動
座長：副島

千枝（NHO 東埼玉病院 診療部 療育指導科 主任保育士）

ポスター

P2-4A-272 スヌーズレン遊具取扱説明書を用いた保育士の活動支援について
NHO 新潟病院 矢代

友加

P2-4A-273 重症心身障害者および筋ジストロフィー患者にとっての「スヌーズレン」体験について
NHO 奈良医療センター 長尾
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P2-4A-274 問題行動がある為、個室からの出室が困難な利用者への療育参加に対する取り組み
NHO やまと精神医療センター 川野

徳美

P2-4A-275 重症心身障害者の期待反応の芽ばえに着目した個別療育の実践
NHO 鈴鹿病院 鈴木

みえ

NHO 広島西医療センター 小椋

結衣

P2-4A-276 情緒不安定のみられる利用者への対応について
P2-4A-277 呼吸器等装着重症児者におけるチーム療育の実践（第二報）
NHO 鳥取医療センター 古瀬なお子

P2-4A-278 重症心身障がい病棟における日中活動支援充実に向けた取り組みに関する報告
～職種間連携を伴う見直し～

NHO 福島病院 天内奈津子

NHO 南岡山医療センター 仁田

ポスター145
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

礼香

第２日目
午前

P2-4A-279 離床困難な利用者へ療育活動の実施を試みて～関係職種と連携を図って～

展示室）

重症心身障害医療 (9) さまざまな看護の取り組み
座長：中川智佐子（NHO 奈良医療センター 看護師長）

P2-4A-280 日光浴が重症心身障害児 ( 者 ) の夜間の睡眠に与える効果の検証
NHO 七尾病院 畑下

裕香

NHO 岩手病院 中村

愛

P2-4A-281 入浴介助における身体の負担軽減の取り組み
P2-4A-282 終日人工呼吸器を装着している患児の成長発達に向けての援助
NHO 茨城東病院 門馬奈津子

P2-4A-283 「重症心身障害児の重症肺炎に対する呼吸ケア」
NHO 南京都病院 川端

成佐

NHO 神奈川病院 林

洋史

P2-4A-284 カフアシスト実施時の体位による効果の違いと変化
P2-4A-285 重症心身障害児（者）病棟におけるヒト・メタニューモウイルス感染症の流行の特
徴と流行防止対策

NHO 愛媛医療センター 金子

幸代

P2-4A-286 胃の変形、胃排出能が低下している重症心身障がい児の体位の工夫
NHO 鈴鹿病院 小久保晴加

P2-4A-287 重症心身障害児（者）に対するオムツの当て方についての検討
NHO 下志津病院 高岡

李早

ポスター
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ポスター146
9:10～9:50

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症心身障害医療 (10) 一人ひとりの QOL 向上
座長：宮下恵美子（NHO 下志津病院 看護師長）

P2-4A-288 重症心身障害児（者）の QOL 評価の試みと看護介入による QOL 評価の変化
～ SEIQoL-DW（個人の生活の質評価法）を用いて～第2報

NHO 新潟病院 平原

頼子

P2-4A-289 重症心身障害児（者）病棟で勤務する看護師の仕事に対するやりがいとその要因に
関する一考察

NHO 鳥取医療センター 永田真実子

第２日目
午前

P2-4A-290 A 病棟における防災への取り組み 

‐ 現任教育プログラムを活用した講義・グループワークを通した検討 ‐
NHO 東名古屋病院 纐纈

玲子

P2-4A-291 新病院移転に伴う重症心身障害児（者）の安全安楽な搬送に向けての試み
NHO 渋川医療センター 大島和加子

P2-4A-292 重症心身障害児（者）の腹部膨満を軽減するための関わり
～日中の座位保持姿勢をとってみて～

NHO 南京都病院 脇

沙耶香

P2-4A-293 重症心身障害児 ( 者 ) の排便状況の検証と下剤に頼らない排便ケアの取り組み
NHO 甲府病院 青柳真由美

P2-4A-294 重症心身障害児（者）における、高発酵性水溶性食物繊維を用いての自然な排便コ
ントロールに向けた取り組み

NHO 賀茂精神医療センター 木村

良子

P2-4A-295 重症心身障がい児（者）にヨーグルトを活用した便通コントロールの実践
NHO 東佐賀病院 岡田

ポスター147
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

直三

展示室）

重症心身障害医療 (11) 口腔ケアを推進する
座長：大塚

義顕（NHO 千葉東病院 歯科医長）

P2-4A-296 重症心身障がい児の個別性のある口腔ケアへの取り組み
NHO 鈴鹿病院 伊藤

萌

NHO 西新潟中央病院 大池

伯昌

P2-4A-297 重症心身障害者の口腔ケアの取り組み

～口腔ケアに抵抗を示す患者に脱感作法を実施して～

P2-4A-298 動く重症心身障がい児 ( 者 ) 病棟における摂食嚥下機能の調査
ポスター

～摂食嚥下機能と疾患・心身機能における関連性～

NHO 北陸病院 笹津
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P2-4A-299 食事支援を通して摂食状況が改善された事例
NHO 敦賀医療センター 細井

幹子

P2-4A-300 重症心身障害児（者）病棟プロジェクトチーム活動の取り組み
NHO 東徳島医療センター 高瀬

P2-4A-301 摂食・嚥下機能訓練の成果事例

季美

～他職種と共に取り組んで～
NHO 下志津病院 木村諒太朗

P2-4A-302 食事を通しての乳幼児の成長発達の関わり
NHO 三重病院 鶴長素乃子

P2-4A-303 重症心身障がい児（者）に栄養剤を変更して肝機能が悪化した3症例
NHO 神奈川病院 藤田かほる

8:30～9:00

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

第２日目
午前

ポスター148

重症心身障害医療 (12) 摂食改善と食事の工夫
座長：坂根

良和（NHO 鳥取医療センター 栄養管理室 栄養管理室長）

P2-4A-304 重症心身障がい児（者）病棟の行事食における食事満足度調査について
NHO いわき病院 仁和

愛里

P2-4A-305 重症心身障害児（者）病棟における摂食機能維持の取り組み
NHO 富山病院 金兼

千春

P2-4A-306 慢性炎症を伴う低アルブミン血症の重症心身障害者に対する NST リンクナースの活
動報告

NHO 富山病院 市橋

祐樹

P2-4A-307 重症心身障害児（者）病棟における食事検討
NHO 福岡東医療センター 木佐貫

悠

P2-4A-308 カルニチン欠乏症の臨床指標としての血糖値・NH3値の追跡踏査報告 No1（重症心
身障害児（者）の場合）

NHO 兵庫あおの病院 森

P2-4A-309 地域住民の主観的健康観についての調査報告

惠子

～地域を支える医療を目指して～
NHO 福岡東医療センター 佐伯

ポスター149
8:30～9:05

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

美菜

展示室）

重症心身障害医療 (13) リハビリテーションの成果
座長：藤﨑

暢（NHO 熊本南病院 リハビリテーション科 理学療法士長）

P2-4A-310 肺炎を繰り返す重症心身障害者に対する機械的咳介助装置の効果を検討した1症例
牧子

―パイロットスタディ―
NHO 下志津病院 渡久地政志
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P2-4A-312 重度脊柱変形患者に対する用手的呼吸介助の有効性に対する検討
－気管切開患者における一回換気量の変化－

NHO 兵庫あおの病院 古谷

育子

P2-4A-313 当院における脳性麻痺患者に対する下肢の一期的多部位手術後の入院期間について
の検討

NHO 三重病院 新開

崇史

P2-4A-314 右上肢の筋力弱化を呈する顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー症患者に対する HAL-SJ
使用の試み

NHO 西別府病院 稲葉

塁希

三橋

里子

NHO 三重中央医療センター 内藤

若菜

P2-4A-315 重症心身障害における作業療法の役割と課題 
－ H29年度重症心身障害施設調査を通して－

第２日目
午前

国立精神・神経医療研究センター病院

P2-4A-316 協調運動障害を認めた児への介入報告

ポスター150
9:05～9:45

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症心身障害医療 (14) 保育士の活動と地域連携
座長：髙橋

博（NHO 南京都病院 療育指導室 主任保育士）

P2-4A-317 保育士の自己形成について考える

～成長と実践コミュニティー～
NHO 南京都病院 療育指導室 髙橋

博

P2-4A-318 関東信越グループ保育士における「療育活動安全マニュアル」を活用した取り組み
（第三報）

NHO 渋川医療センター 登坂美智子

P2-4A-319 重症心身障害児（者）に保育士が抱く「その人らしさ」の特徴
－計量テキスト分析による検討－

国立精神・神経医療研究センター

中村

友亮

P2-4A-320 児童指導員初任者における職業意識の検討

－ＮＨＯ関東信越グループ主任児童指導員協議会「きゃりあさぽーと」の取り組み－
NHO 神奈川病院 深町

尚衣

P2-4A-321 重症心身障害児者の発達環境向上のための「関わり自己評価」（試案）を実施して
NHO 医王病院 池島

守

P2-4A-322 地域や病院の特性に応じた福祉サービス事業の展開を目指して
～重症心身障害児 ( 者 ) 病棟の入院調整事例を通して～

NHO 敦賀医療センター 北澤

隆明

P2-4A-323 通所事業利用実績向上の取り組みについての一考察
NHO 高知病院 佐々木智也

ポスター

P2-4A-324 三重県内（明和病院なでしこ・鈴鹿病院・三重病院）の重症心身障害病棟に入所す
る重症心身障害児（者）の療育活動の現状

NHO 三重病院 丸澤由美子
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ポスター151
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (1) QOL 向上を目指した取り組み
座長：中川

清美（NHO 兵庫中央病院 重心病棟 看護師長）

P2-4A-325 筋ジストロフィー病棟でアニマルセラピーを実施して
NHO 下志津病院 沼倉

晃子

P2-4A-326 星空に願いを～プラネタリウム上映に向けた実施方法の検討～
NHO 宇多野病院 佐々木奈央

P2-4A-327 絵本と過ごす癒しの時間～絵本サークル活動報告～
NHO 徳島病院 宮本

恭子

NHO 徳島病院 松浦みゆき

P2-4A-329 筋ジストロフィー患者の「嗜好」を余暇活動に取り入れ、生きがいにつなげていく

第２日目
午前

P2-4A-328 グループ療育「れんげ工房」における制作活動の提供と充実に向けた取り組みについて

ことの大切さ～食前の歌唱と女子会の効果～

NHO 南岡山医療センター 畑中

大

P2-4A-330 入院前の生活に関心をよせ、他者との関わりを持つための支援
NHO 仙台西多賀病院 鈴木

香菜

P2-4A-331 筋ジストロフィー患者に対する安全で安楽な移動方法導入への取り組み
～床走行式電動介護リフトの使用を通して～

NHO 宇多野病院 石川

智誠

P2-4A-332 体位交換の技術を数時間後に他者評価されることによる効果
NHO 箱根病院 高橋

ポスター152
9:10～9:50

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

淑克

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (2) 病棟での看護と安全管理
座長：中村

辰江（NHO 刀根山病院 看護部 Ｂ２（筋ジス）病棟 看護師長）

P2-4A-333 A 病院の筋ジストロフィー病棟（小児科）に勤務する看護師の葛藤について明らかに
する

NHO 松江医療センター 恩田

P2-4A-334 療養介護サービスでの外出支援の取り組み

香

～石川病院版 Make A Wish ～
NHO 石川病院 前野

聖美

P2-4A-335 突然人工呼吸器装着となった筋ジストロフィー患者の外出への取り組み
NHO 石川病院 岩村実紀子

P2-4A-336 筋ジストロフィーを生きる

～療養介護と就労支援の両立がもたらす効果の検証～
NHO 仙台西多賀病院 榊原

愛
ポスター

P2-4A-337 変形が強く体位変換が困難なデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の褥瘡ケア
―頭部・後頸部に発生したケースから学んだこと―

NHO 八雲病院 川田
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P2-4A-338 筋ジストロフィー患者の個別性に対応できる看護技術習得にむけた取り組み
～患者 - 看護師 - 看護師間での “ 患者のこだわり ” の共有化～

NHO 奈良医療センター 村上

喜宣

P2-4A-339 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者への舌咽頭呼吸と救急蘇生バックによる最大
強制吸気訓練がもたらす相乗効果についての考察

NHO 下志津病院 峯島

P2-4A-340 人工呼吸器を装着した筋ジストロフィー患者の安全を考える

昂佑



モニターアラーム・ナースコールの優先度を踏まえた判断への検討
NHO 下志津病院 長嶋

第２日目
午前

ポスター153
8:30～9:25

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

実佐

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (3) ロボットスーツ活用、作業療法
座長：山本

誠（NHO 刀根山病院 リハビリテーション科 副理学療法士長）

P2-4A-341 HAL 入院により下肢筋力・歩行能力の向上を認めた筋強直性ジストロフィー患者の1例
NHO 鈴鹿病院 堤

恵志郎

P2-4A-342 筋強直性ジストロフィー患者に対する HAL を用いた歩行訓練
－三次元動作解析による膝関節角度の評価－

NHO 鈴鹿病院 伊藤

秀造

P2-4A-343 ロボットスーツ HAL を使用する患者の思いと看護支援
NHO 鈴鹿病院 島森絵理花

P2-4A-344 シャルコー・マリー・トゥース病における HAL の有効性について
NHO 東名古屋病院 橋本

里奈

P2-4A-345 HAL 医療用下肢タイプによる歩行練習が有効であった顔面肩甲上腕型筋ジストロ
フィーの１例

NHO 刀根山病院 高田

裕斗

P2-4A-346 筋萎縮性側索硬化症における HAL 歩行練習前後の ADL と QOL の変化
NHO 東名古屋病院 神納

雅也

NHO 箱根病院 高橋

宏幸

P2-4A-347 NHO 箱根病院の両下肢型ロボットスーツ運用報告
～使用開始から一年間経過して～

P2-4A-348 筋萎縮性側索硬化症患者にピエゾニューマテックセンサスイッチを導入して
～安定した設置を目指して看護師と連携を行った事例～

NHO 南岡山医療センター 川尻

千恵

P2-4A-349 拡声器によるバイオフィードバッグ法により日常的な発話の改善を認めた運動低下
性ディサースリアの１例

NHO 鈴鹿病院 米田

敏樹

ポスター

P2-4A-350 成人脳性麻痺における作業療法とボツリヌス療法を併用した事例について
NHO 三重病院 西田
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P2-4A-351 スイッチインターフェイス 「でき iPad2」を用いた ios 機器操作の可能性
NHO 沖縄病院 呉屋

ポスター154
8:30～9:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

勝太

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (4) 多彩な病態と個別化治療
座長：竹内

啓喜（NHO 南京都病院 神経内科 医師）

P2-4A-352 結核性髄膜炎様の所見を呈した神経サルコイドーシスの一例
NHO 東広島医療センター 松元聡一郎

endoscopic gastrostomy.

NHO 箱根病院 中村

聖悟

中野

志保

村上

光

第２日目
午前

P2-4A-353 Drugs on anesthesia for patients with neuromuscular disease in pectaneous

P2-4A-354 神経根障害で発症した神経サルコイドーシスの1例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-4A-355 肺小細胞癌による傍腫瘍性神経症候群の1例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-4A-356 筋萎縮性側索硬化症（ALS）との鑑別を要した歯突起周囲偽腫瘍の1例
NHO 北海道医療センター 藤井信太朗

P2-4A-357 筋痛で発症し、血清クレアチンキナーゼ上昇を認めた Guillain-Barre 症候群の65歳
男性例

NHO 横浜医療センター 中村

創

NHO 信州上田医療センター 渡邊

元

NHO 東広島医療センター 屋敷

成美

P2-4A-358 上腸間膜症候群をきたした神経筋疾患の2症例
P2-4A-359 ANCA 陽性を呈した橋本脳症が疑われた一例
P2-4A-360 腓腹神経内鞘内に好酸球浸潤を認めた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例
NHO 南京都病院 竹内

啓喜

P2-4A-361 筋ジストロフィー患者の多剤耐性緑膿菌（MDRP）治療に対する抗菌薬適正使用に
向けた介入報告 - コリスチン投与に関与した一例 -

NHO あきた病院 浅尾

ポスター155
8:30～9:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

直哉

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (5) 臨床研究と成果の応用
座長：三ツ井貴夫（NHO 徳島病院 臨床研究部長）
NHO 宇多野病院 高坂

雅之

P2-4A-363 筋強直性ジストロフィー患者の身体組成の特徴と安静時エネルギー消費量の関連
NHO あきた病院 信太
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P2-4A-364 医用画像解析 Work station を用いた Neuromelanin imaging の客観的評価に向け
た検討

NHO 大牟田病院 泉

登久

P2-4A-365 パーキンソン症候群での FP-CIT と臨床症状の関係について
NHO 旭川医療センター 武藤

理

P2-4A-366 パーキンソン病関連疾患における経管栄養の予後改善効果に関する検討
NHO 宇多野病院 冨田

聡

P2-4A-367 神経筋疾患における誤嚥防止術術後の栄養管理状況神経筋疾患における誤嚥防止術
術後の栄養管理状況

NHO 医王病院 本崎

P2-4A-368 パーキンソン病における体脂肪減少

裕子

自律神経障害とグレリン分泌の関わり

第２日目
午前

NHO 宇多野病院 朴

貴瑛

NHO 大牟田病院 渡邉

暁博

NHO 大牟田病院 山本

明史

P2-4A-369 Perry 症候群の臨床経過
P2-4A-370 各種慢性神経疾患におけるミオクローヌスの実態
P2-4A-371 神経・筋疾患における下肢深部静脈血栓症の発生頻度について
NHO 千葉東病院 武田

ポスター156
8:30～9:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

貴裕

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (6) 口腔ケア、摂食援助、排泄ケア
座長：前田ひかる（NHO 宇多野病院 看護師長）

P2-4A-372 筋ジストロフィー病棟での療養介助員への口腔ケア依頼患者選定について
NHO 刀根山病院 前田

晴香

NHO 仙台西多賀病院 由利

博美

NHO 仙台西多賀病院 富澤

凪沙

NHO 南九州病院 谷口

麻美

NHO 宇多野病院 中嶋

渚

P2-4A-373 経口摂取への思いを叶えるために
P2-4A-374 嚥下障害がある MyD 患者とのかかわりから学んだこと
P2-4A-375 パーキンソン体操導入による食事動作の改善
P2-4A-376 パーキンソン病患者の口腔内状態に影響する因子
P2-4A-377 口腔ケア中の唾液の拭き取りによる口腔内細菌数の実態調査
NHO 北陸病院 辻

めぐみ

P2-4A-378 筋萎縮性側索硬化症における胃瘻栄養管理と予後についての検討
ポスター

NHO 医王病院 石田

千穂

P2-4A-379 筋委縮性側索硬化症患者の希望に沿った排泄援助
NHO あきた病院 稲田花和里
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P2-4A-380 排便日誌を用いた個別的な排便ケアの有効性の検証
NHO 三重病院 深田

智美

P2-4A-381 胃瘻造設後も経口摂取を併用した長期経過パーキンソン病の一例：
～多職種と患者・家族の連携～

NHO 宇多野病院 加賀谷紗奈美

ポスター157
8:30～9:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (7) 退院支援、在宅ケア
座長：本庄

千春（NHO 刀根山病院 神経内科 副看護師長）
NHO 新潟病院 市村

睦美

第２日目
午前

P2-4A-382 神経・筋疾患病棟看護師の退院支援に関する取り組み～退院後訪問指導確立に向けて～
P2-4A-383 筋萎縮性側索硬化症患者の退院支援・退院調整を振り返って
- 花を観賞する生活を構築するために必要だったこと -

NHO いわき病院 阿部

雅美

P2-4A-384 人工呼吸療法中の筋委縮性側索硬化症患者と家族の退院支援の検討
～在宅移行した患者の家族が抱える不安や思いをくみ取る支援～

NHO 兵庫中央病院 玉田恵実子

P2-4A-385 看護師が意思決定支援で抱く苦悩とその理由

～気管切開、人工呼吸器装着、経管栄養選択の場において～
NHO 西新潟中央病院 野崎

千春

P2-4A-386 医療依存度の高いデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）患者の旅行支援
NHO 鈴鹿病院 中村

真

P2-4A-387 大学進学による一人暮らしを希望した脊髄性筋委縮症児への児童指導員による地域
移行支援

NHO 広島西医療センター 三浦

倫子

P2-4A-388 神経難病患者の意思決定支援における臨床心理士の役割
NHO 箱根病院 増田

唯

P2-4A-389 心理面接により意欲を語られるようになったパーキンソン病の患者の1事例
NHO あきた病院 小野

ポスター158
9:10～10:00

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

朋子

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (8) 多職種による取り組みと成果
座長：白石

一浩（NHO 宇多野病院 小児科医長）
NHO 山形病院 豊岡
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P2-4A-391 神経難病病棟で働く看護師が経験した患者との人間関係構築について
～インタビューから明らかになったこと～

NHO いわき病院 石崎

育美

P2-4A-392 神経難病の急性胆嚢炎に対する長期経皮経肝胆嚢ドレナージの使用経験
NHO 南岡山医療センター 坂井

研一

P2-4A-393 神経難病患者の体位ドレナージ実施への取り組み

－体位ドレナージ計画シート・観察フローシートの活用－
NHO 天竜病院 武田

長憲

P2-4A-394 神経難病患者の身体的特性をふまえたポジショニング実施に向けた取り組み
～患者体験を通して～

NHO 兵庫中央病院 松本

容子

第２日目
午前

P2-4A-395 多職種連携による神経難病患者に対する転倒予防の介入効果
―アンケートによる各職種の認識の変化―

NHO 東名古屋病院 西村

浩

P2-4A-396 神経難病患者における膀胱留置カテーテルの閉塞を予防するために 
―

尿性状改善を目的とした緑茶の効果

―

NHO 新潟病院 市原

幸恵

P2-4A-397 日本介助犬協会と協力した動物介在活動の取り組みについての報告
～福祉職の側面から～

NHO 箱根病院 齋藤

仁美

NHO 熊本再春荘病院 水城

達也

P2-4A-398 慢性炎症性脱髄性多発神経炎患者の歩行能力変化について
P2-4A-399 若年発症の脊髄小脳変性症患者に対して歩行改善にアプローチした経験
- 就労継続に向けて -

NHO 宇多野病院 柳田

ポスター159
8:30～9:05

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

敏宏

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (9) リハビリテーションの現場から
座長：髙橋

俊明（NHO 仙台西多賀病院 脳神経内科 内科系診療部長）

P2-4A-400 筋強直性ジストロフィー患者における安静時エネルギー消費量の実測値と推定値の
比較検討

NHO あきた病院 井上

拓人

P2-4A-401 脊髄小脳変性症の小脳性運動失調に対し、COP Oscillation と運動療法により改善
が見られた一症例

NHO いわき病院 村上

健吾

P2-4A-402 筋力低下を伴いながらも家庭内の役割を果たす為にレンジ料理を用いた症例
ポスター

NHO 米沢病院 小松

朗子

NHO 七尾病院 出村

完

P2-4A-403 伝の心とマイ・トビーの機器操作性の比較
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P2-4A-404 臨床における問診，評価の重要性

～ Mechanical Diagnosis and Therapy part A を受講して～
NHO 長崎病院 宇都

啓太

NHO 大牟田病院 池野

和好

P2-4A-405 代替ナースコールに関わる作業療法部門の現状と取り組み
P2-4A-406 視覚・聴覚二重障害に備えた背中文字訓練が入所者のコミュニケーション能力に与
える効果

国立駿河療養所

ポスター160

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

真人

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (10) 理学療法の工夫
座長：由谷

仁（NHO 大牟田病院 リハビリテーション科 運動療法主任）

第２日目
午前

9:05～9:35

加藤

P2-4A-407 筋強直性ジストロフィーの認知機能の経年変化について―第2報―
NHO 鈴鹿病院 村松

順子

NHO 千葉東病院 太樂

幸貴

P2-4A-408 筋ジストロフィーにおける作業療法の役割と課題 
－ H29年度筋ジストロフィー施設調査を通して－

P2-4A-409 高次脳機能障害を呈した筋強直型ジストロフィー患者に簡易型電動車椅子を処方し
た症例

NHO 箱根病院 三浦

尊石

NHO 刀根山病院 田村

諒

NHO 大牟田病院 由谷

仁

P2-4A-410 筋疾患患者に対する Virtual Grid の有用性
P2-4A-411 足部のシェイキングによる血流改善の効果について
P2-4A-412 体位変換を併用した最大強制吸気訓練の検討（第一報）
NHO 下志津病院 小野島裕二

ポスター161
8:30～9:25

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (11) ＡＬＳへの取り組み
座長：小林

茂俊（NHO 西新潟中央病院 リハビリテーション科 作業療法士長）

P2-4A-413 進行の速い筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者のケアに難渋した１例
NHO 医王病院 宮本

美樹

P2-4A-414 家族が告知を希望しなかった筋萎縮性側索硬化症患者への告知についての考察
NHO 医王病院 中谷真一朗

P2-4A-415 NPPV マスクの医療関連機器圧迫創傷を改善するフィッティング方法の検討
NHO 南九州病院 田中
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P2-4A-416 非侵襲的補助換気療法管理下筋萎縮性側索硬化症における肺病変の特徴
NHO 医王病院 駒井

清暢

P2-4A-417 侵襲的補助換気療法管理下筋萎縮性側索硬化症における肺病変の特徴
NHO 医王病院 駒井

清暢

P2-4A-418 筋萎縮性側索硬化症経管栄養例における血糖変動に関する検討
NHO 青森病院 高田

博仁

P2-4A-419 ALS 患者の車椅子移乗を通した QOL 向上に向けての関わり
NHO 青森病院 山内ありさ

P2-4A-420 神経内科療養病床における皮膚トラブルの実態調査
NHO まつもと医療センター 宮上

尚美

P2-4A-421 19年間臥床の ALS 患者に対して関節可動域改善を試みた一例
第２日目
午前

NHO 南京都病院 小松

勝幸

P2-4A-422 筋萎縮性側索硬化症患者・家族との交換ノートを活用した取組みについて
NHO 米沢病院 上林

泉

P2-4A-423 当院における ALS 患者の特殊ナースコールの使用状況の調査
NHO 西新潟中央病院 小林

ポスター162
8:30～9:30

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

茂俊

展示室）

重症神経・筋疾患の医療 (12) パーキンソン病への取り組み
座長：長谷川一子（NHO 相模原病院 神経内科 神経内科医長 / 神経難病研究室 室長）

P2-4A-424 パーキンソン病患者における脳深部刺激療法術後の発声に対する心的負担の変化
NHO 西新潟中央病院 目黒

篤

P2-4A-425 音響分析によるパーキンソン病患者の発話特徴の研究（第１報）
NHO 宇多野病院 金原

晴香

NHO 兵庫中央病院 加納

綾

NHO 石川病院 橋本

朝子

NHO 旭川医療センター 吉田

亘佑

有明

陽佑

P2-4A-426 転倒を繰り返すパーキンソン病患者への関わりを通して
～個別性を活かした転倒対策の必要性～

P2-4A-427 パーキンソン病患者の身体拘束解除を目指した支援
P2-4A-428 パーキンソン症候群の診断における機械学習の活用について
P2-4A-429 パーキンソン病に対する機械的排痰補助装置の効果
国立精神・神経医療研究センター

P2-4A-430 Parkinsonism を来した家族性特発性基底核石灰化症（Fahr 病）の一例
NHO 嬉野医療センター 岸川浩一朗

ポスター

P2-4A-431 神経・筋疾患患者への先取り看護に向けた取り組み
～ナースコール減少を目指して～


NHO 大牟田病院 丸山
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P2-4A-432 パーキンソン病患者の cough peak flow 測定の再現性について
NHO 宇多野病院 後藤

和久

P2-4A-433 誤嚥を繰り返したパーキンソン病患者に栄養サポートチームが介入し奏功した1例
NHO 熊本再春荘病院 尾池

康子

P2-4A-434 パーキンソン病患者へ「花の山形！しゃんしゃん体操」を実践した一例
NHO 山形病院 高橋美砂希

P2-4A-435 進行期（中等症～重症）パーキンソン病のための「テーラード・リハビリテーショ
ンプログラムの作成」

NHO あきた病院 高橋

8:30～9:00

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

消化器疾患の診療 (1) 胃・食道疾患の診断と対策
座長：間部

第２日目
午前

ポスター163

寛人

克裕（NHO 函館病院 消化器内科 部長）

P2-5A-436 函館市の中学生ピロリ検診の現状
NHO 函館病院 加藤

元嗣

NHO 弘前病院 榎本

雄介

P2-5A-437 切除不能食道癌患者に栄養士が早期介入した一症例
P2-5A-438 化学放射線療法に伴う食道炎に対する多職種での取組み

～管理栄養士の関わり～

NHO 神戸医療センター 池永

桜子

P2-5A-439 内視鏡手術における Hand-Eye Coordination の獲得と成長曲線の検討
NHO 東広島医療センター 平野

耕一

NHO 長崎医療センター 佐藤

圭

P2-5A-440 当院における EUS-FNA の細胞診結果の検討
P2-5A-441 EUS-FNA における ROSE と最終細胞診断 / 組織診断との一致率
国立がん研究センター中央病院

ポスター164
8:30～9:00

ポスター会場5（神戸国際展示場

福原

3号館1F

萌

展示室）

消化器疾患の診療 (2) 胃がんの個別化治療
座長：大谷

哲之（NHO 京都医療センター 外科医長）

P2-5A-442 早期胃癌に対する WLI 観察と比較した LCI 観察の有用性
NHO 函館病院 久保

公利

P2-5A-443 粘膜下腫瘍様の形態を呈した平滑筋腫を伴う胃低分化腺癌の一例
薫

NHO 東広島医療センター 佐味

真衣
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P2-5A-445 放射線治療が奏功した胃癌脈絡膜転移の一例
NHO 横浜医療センター 木村

正彦

P2-5A-446 慢性腎不全を合併した胃癌患者に対し FOLFOX 療法を行った一例
NHO 別府医療センター 松本

紗織

NHO 栃木医療センター 古谷

能祥

P2-5A-447 腹腔内多発腫瘤を認めた１剖検例

ポスター165
9:00～9:45

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

消化器疾患の診療 (3) 小腸・大腸疾患を診る
第２日目
午前

座長：辻川

知之（NHO 東近江総合医療センター 副院長）

P2-5A-448 当院における amyloid 沈着症例の臨床及び病理組織学的特徴
NHO 嬉野医療センター 徳永

直紀

NHO 弘前病院 蓮井

研悟

P2-5A-449 小腸病変を伴った家族性地中海熱の一例
P2-5A-450 出血を契機に小腸腫瘍が疑われ診断に苦慮した1例
NHO 岩国医療センター 西村星多郎

P2-5A-451 CMV（サイトメガロ）腸炎と UC（潰瘍性大腸炎）再燃が異時性に出現した一例
NHO 弘前病院 諏訪

秀行

P2-5A-452 国立病院機構における IBD 分野のインフリキシマブバイオシミラー普及の現状
NHO 仙台医療センター 岩渕

正広

NHO 函館病院 久保

公利

P2-5A-453 LCI 観察が有用だった大腸弾性繊維症の1例
P2-5A-454 当院で経験した同種造血幹細胞移植後の graft-versus-host disease(GVHD) 腸炎
NHO 米子医療センター 香田

正晴

P2-5A-455 陽子線治療後２年経過して発症した放射線性直腸炎に対し，アルゴンプラズマ凝固
と高圧酸素療法が長期予後に有用であった１例

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

石橋

里歩

P2-5A-456 免疫介在性壊死性ミオパチーの治療が病状の改善につながった続発性慢性偽性腸閉
塞症の１例

NHO 北海道医療センター 佐藤

ポスター166
8:30～9:20

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

孝大

展示室）

消化器疾患の診療 (4) 内視鏡による治療
ポスター

座長：畑

啓昭（NHO 京都医療センター 外科 医師）

P2-5A-457 内視鏡治療を試みた十二指腸胆石イレウスの一例
NHO 東広島医療センター 奥田
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P2-5A-458 全身性アミロイドーシスを既往にもつ患者の特発性十二指腸破裂と腹部コンパート
メント症候群により急激な転機をたどった一例

NHO 高崎総合医療センター 白倉

貴洋

P2-5A-459 腹腔鏡下手術で診断、治療が可能であった Meckel 憩室による腸閉塞の1例
NHO 佐賀病院 岡

莉恵

NHO 相模原病院 桑野

紘治

NHO 愛媛医療センター 森本

真光

P2-5A-460 術前に診断し得た横行結腸間膜ヘルニアの1例
P2-5A-461 当院での単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の導入について
P2-5A-462 鼡径ヘルニア多重再発 (4回目 ) に対して Hybrid 法を施行した1例
悠史

NHO 豊橋医療センター 二宮

豪

NHO 函館病院 鈴置

真人

NHO 函館病院 鈴置

真人

P2-5A-463 横行結腸間膜裂孔ヘルニアの１例
P2-5A-464 腹腔鏡下に切除を施行した原発性腹膜垂炎の1例

第２日目
午前

NHO 横浜医療センター 山本

P2-5A-465 右大腿ヘルニア虫垂嵌頓の1例
P2-5A-466 重症心身障害者において腸重積をきたした低異型度虫垂粘液性腫瘍の一例
NHO 函館病院 鈴置

ポスター167
8:30～9:05

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

真人

展示室）

消化器疾患の診療 (5) 多様な肝疾患の治療とケア
座長：石田

永（NHO 大阪医療センター 消化器内科 科長）

P2-5A-467 クリニカルパス改訂への支援

～診療情報管理士のかかわり～
NHO 大阪南医療センター 酒井

早

P2-5A-468 腰椎変性側弯症に対する OLIF 術後の安静期間の排便コントロール
NHO 村山医療センター 高石

友葉

P2-5A-469 レンバチニブ導入後早期に高アンモニア血症をきたした肝細胞癌（HCC）の1例
NHO 横浜医療センター 川島

捺未

NHO 函館病院 鈴置

真人

P2-5A-470 胸膜播種をきたした肝エキノコックス症の一例
P2-5A-471 本態性血小板血症に対してヒドロキシカルバミド内服中、ソラフェニブ投与を行っ
た肝細胞癌肺転移の一例

NHO 嬉野医療センター 長妻

剛司

NHO 千葉医療センター 内田

彩月

NHO 敦賀医療センター 蕪

良一

P2-5A-472 魚骨により肝膿瘍をきたした1例
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ポスター168
9:05～9:50

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

消化器疾患の診療 (6) 合併症の管理と看護
座長：島田

昌明（NHO 名古屋医療センター 消化器科 医長）

P2-5A-474 C 型慢性肝疾患に対するDAA 治療後の肝発癌についての検討～肝線維化に着目して～
NHO 名古屋医療センター 島田

昌明

NHO 千葉医療センター 細野

有美

P2-5A-475 肝硬変患者の内服自己管理に向けた看護師の関わり
P2-5A-476 梔子柏皮湯服用中に発症した腸間膜静脈硬化症の一例
第２日目
午前

NHO 米子医療センター 泙

圭亮

NHO 横浜医療センター 三島

世奈

NHO 岩国医療センター 内海

方嗣

P2-5A-477 術前精査の重要性を再認識できた結腸多発癌の1症例
P2-5A-478 巨大脾腫瘍の1例
P2-5A-479 術後せん妄の予防や対策のために有用なツールの検討
NHO 四国がんセンター 米澤

捺美

NHO 兵庫中央病院 高馬

奈央

P2-5A-480 消化器外科癌看護における患者家族との関わり

－術後に在宅医療を必要とする際の支援の一考察－

P2-5A-481 肥満手術を受ける患者に対する看護師の意識の変化
NHO 九州医療センター 秀島香奈子

P2-5A-482 腹壁欠損を伴う露出腸管穿孔例に対する皮弁上 stoma 作成
NHO 長崎医療センター 形成外科 / NHO 長崎医療センター 藤岡

ポスター169
8:30～9:10

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

正樹

展示室）

消化器疾患の診療 (7) 胆嚢がん・膵がんの治療
座長：松村

修一（NHO 南和歌山医療センター 外科 医師）

P2-5A-483 胆嚢癌を合併した胆嚢胃瘻の1例
NHO 函館病院 鈴置

真人

明井

孝弘

NHO 京都医療センター 森吉

弘毅

P2-5A-484 急速な経過を辿り進展した胆嚢癌後腹膜浸潤の1例
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-5A-485 膵 insulinomatosis の２例
P2-5A-486 放射線防護具導入による ERCP 検査における被曝低減の検証
ポスター

NHO 函館病院 久保

公利

P2-5A-487 下部直腸癌および膵尾部癌重複に対し、同時に腹腔鏡で根治切除を行った高齢者の1例
NHO 岩国医療センター 谷口
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P2-5A-488 胆管ステントの狭窄と十二指腸狭窄を伴う膵頭部癌に対して腹腔鏡下手術および内
視鏡的処置を併施した1例

NHO 敦賀医療センター 山田起三子

P2-5A-489 2次化学療法後に conversion surgery を施行した局所進行膵がんの２切除例
NHO 東近江総合医療センター 赤堀

浩也

NHO 函館病院 角藤

一

P2-5A-490 十二指腸球部に発生した異所性膵癌の1例

ポスター170
8:30～9:15

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

座長：日髙

第２日目
午前

血液・造血器疾患の診療 (1) 血液がんの最新治療
道弘（NHO 熊本医療センター 臨床研究部 臨床研究部長）

P2-5A-491 ポナチニブ投与中に新たな ABL 遺伝子異常を獲得した T315I 変異を伴うフィラデル
フィア染色体陽性急性リンパ性白血病の一例

NHO 熊本医療センター 神谷

千晴

NHO 京都医療センター 金丸

青空

NHO 熊本医療センター 河村

奈緒

P2-5A-492 Pure erythroid leukemia の一症例
P2-5A-493 R-CHOP が奏功した Richter 症候群の1例
P2-5A-494 同種骨髄移植後再発に対して nivolumab を投与中に慢性移植片対宿主病の悪化を認
めたホジキンリンパ腫の1例

NHO 名古屋医療センター 川口

佳乃

P2-5A-495 PNH 型血球陽性・骨髄不全の一症例
NHO 近畿中央呼吸器センター 佐々木達彦

P2-5A-496 指状嵌入樹状細胞肉腫（Interdigitating Dendritic cell Sarcoma: IDCS）における
捺印細胞診像の報告

NHO 大阪南医療センター 今井

伸佳

P2-5A-497 ダラツムマブ投与患者の偽陽性反応における ID ‐ DiaCell の DTT 処理条件の検討
NHO 岡山医療センター 中川

智博

P2-5A-498 当院における多発性骨髄腫治療薬ダラツムマブ投与後の輸血対応について
NHO 仙台医療センター 原田恵里香

P2-5A-499 多発性骨髄腫患者の ADL

: リハビリテーション介入効果
NHO 災害医療センター 吉本

慎

ポスター
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ポスター171
9:15～9:50

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

血液・造血器疾患の診療 (2) 血液疾患の治療とケア
座長：下村

壮司（NHO 広島西医療センター 内科 診療部長）

P2-5A-500 大胸筋内に血腫をきたした凝固第１３因子欠乏症の一例
NHO 広島西医療センター 藤田

翔平

P2-5A-501 当院血液内科病棟におけるオランザピン使用実績の解析（第3報）
NHO 仙台医療センター 齋藤

一樹

P2-5A-502 同種造血幹細胞移植後患者へ用いる退院指導パンフレットの実態と改善点
NHO 岡山医療センター 山本明日香

第２日目
午前

P2-5A-503 クロザリルによる無顆粒球症を発症した患者に対して医療機関連携を行った1例
NHO 熊本医療センター 工藤

寛士

P2-5A-504 発熱、血小板減少で発症し、TAFRO 症候群と診断した一例
NHO 熊本医療センター 野津原

淳

P2-5A-505 慢性膵炎と骨髄異形成症候群治療中の激しい下痢に対し補中益気湯を投与した１例
NHO 金沢医療センター 河崎

文洋

P2-5A-506 カルフィルゾミブ＋デキサメタゾン（Kd）療法中の患者に薬剤師が関わることで治
療化学療法継続が可能になった１例

NHO 渋川医療センター 佐藤亜希穂

ポスター172
8:30～9:05

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

腎・泌尿器疾患の診療 (1) 慢性腎不全への対応
座長：小泉

三輝（NHO 京都医療センター 腎臓内科 医師）

P2-5A-507 慢性腎臓病患者が内服自己管理を進める過程で直面する困難さについて
NHO 東広島医療センター 本城

陽登

P2-5A-508 腹膜炎を繰り返す腹膜透析患者のセルフケア能力とその変化
～ SCAQ を用いた継続的な支援を通じて～

NHO 千葉東病院 菅野

優希

P2-5A-509 腹膜透析排液の細菌培養に用いる液量の違いによる培養陽性率の比較
NHO 千葉東病院 山崎

美保

P2-5A-510 内シャント経皮的血管形成術（シャント PTA）後に心不全を発症した大動脈弁狭窄
症の１症例

NHO 北海道医療センター 武藤

晴達

P2-5A-511 内シャント狭窄に対する経皮的血管形成術（PTA）によって改善した、シャント再循
ポスター

環による尿毒症の一例

NHO 嬉野医療センター 山下

翔太

NHO 熊本医療センター 大渕

昂

P2-5A-512 経皮的冠動脈形成術後に発症した上腕動静脈瘻の1例
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P2-5A-513 腎糸球体基底膜病変の電顕観察における白金ブルーの有用性
NHO 千葉東病院 石田

ポスター173
9:05～9:40

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

健倫

展示室）

腎・泌尿器疾患の診療 (2) 前立腺がんの個別化治療
座長：原林

透（NHO 北海道がんセンター 高度先進内視鏡外科センター長）

P2-5A-514 去勢抵抗性前立腺がんに対するα線核種ラジウム放射性医薬品 ( ゾーフィゴ ) の初期
使用経験

NHO 大分医療センター 中村

雄介

NHO 東京医療センター 神田

大介

第２日目
午前

P2-5A-515 当院における125I シード併用外部照射治療計画時のシード挿入後 MRI 画像の活用
P2-5A-516 前立腺癌治療時におけるカウチレールが PTV に与える影響の検討
NHO 災害医療センター 阿部

秀崇

P2-5A-517 前立腺永久挿入密封小線源治療でのシード挿入直後の骨盤撮影におけるフラットパ
ネルディテクタと散乱線補正処理の有用性

NHO 金沢医療センター 清水

春花

P2-5A-518 手術支援ロボット da Vinci におけるトラブル経験とその対策の有用性の検討
NHO 仙台医療センター 千葉

裕之

P2-5A-519 尿路変更術後患者の退院後のストーマ管理の現状と問題
NHO 熊本医療センター 本多

恭子

P2-5A-520 前立腺全摘除術術後の尿失禁改善時期と QOL の変化に関する検討
NHO 北海道がんセンター 増井

ポスター174
8:30～9:05

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

慎志

展示室）

腎・泌尿器疾患の診療 (3) 尿管・膀胱・精巣腫瘍の治療
座長：大岡

均至（NHO 神戸医療センター 泌尿器科 部長）

P2-5A-521 当院での尿細胞診における BD サイトリッチ TM レッド保存液法の有用性に関する検
討～主に異型細胞の出現に関する従来法との比較～

NHO 別府医療センター 竹山

朋希

P2-5A-522 BCG 膀胱内注入療法後に生じた腎結核との鑑別診断が必要であったBellini 管癌の1例
NHO 東広島医療センター 谷本

将一

NHO 北海道医療センター 杉戸

悠紀

NHO 信州上田医療センター 稲毛

康太

NHO 相模原病院 別所

英治

P2-5A-523 特発性結節性尿管炎と考えられた1例

P2-5A-525 巨大精巣腫瘍の２例
第72回国立病院総合医学会

193

ポスター

P2-5A-524 膀胱結石を合併した膀胱ヘルニアの1例

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services

P2-5A-526 長期間放置されていた精巣腫瘍の2例
NHO 信州上田医療センター 宮本

有夏

P2-5A-527 当院における DPC を考慮したクリティカルパスの修正について
NHO 三重中央医療センター 谷口

恵美

第２日目
午前
ポスター
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ランチョンセミナー13
12:20～13:20

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）

がんに対する免疫療法は今どうなっているのか？
座長：安宅

信二（NHO 近畿中央呼吸器センター 肺がん研究部長）
京都大学医学部外胚葉性疾患創薬医学講座（皮膚科兼任） 准教授

大塚

篤司

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／小野薬品工業株式会社

ランチョンセミナー14
12:20～13:20

第2会場（神戸国際展示場

2号館３F

3A 会議室）

肥満糖尿病の治療戦略の変貌
座長：宇治原

誠（NHO 横浜医療センター 副院長）
神戸大学大学院医学研究科内科学講座

糖尿病・内分泌内科学部門

教授

小川

渉

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

2A 会議室）

創造する地域連携医療～別府市 CKD 対策への期待と課題～
座長：是恒

之宏（NHO 大阪医療センター 院長）
NHO 別府医療センター

腎臓内科

医長

菊池

秀年

共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー16
12:20～13:20

第4会場（神戸国際会議場

1F

メインホール）

乳がんの多様性 diversity ーそれぞれが輝く治療へ
座長：戸井

雅和（京都大学大学院医学研究科 乳腺外科学 教授）
聖路加国際病院

副院長

乳腺外科

部長

山内

英子

共催：武田薬品工業株式会社
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第

ランチョンセミナー15

ランチョンセミナー

共催：アステラス製薬株式会社／寿製薬株式会社
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ランチョンセミナー17
12:20～13:20

第5会場（神戸国際会議場

3F

301国際会議室）

抗凝固療法の質の向上を目指した地域一体的取り組み：
－ TASK-AF 伏見パイロットプログラム－
座長：岡田

靖（NHO 九州医療センター 副院長）
NHO 京都医療センター

循環器内科

部長

赤尾

昌治

共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー18
12:20～13:20

第6会場（神戸国際会議場

3F

レセプションホール）

ヘルスケア分野における AI への取り組み
座長：平林

秀裕（NHO 奈良医療センター 院長）

第

人工知能研究所

特任研究員

丸山

文宏

共催：富士通株式会社

日目

ランチョンセミナー

株式会社富士通研究所

2

ランチョンセミナー19
12:20～13:20

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

患者多様性を支えるインフラとしての地域包括ケア～薬学的観点からの考察～
座長：里中

和廣（NHO 兵庫中央病院 院長）
社会福祉法人恩賜財団済生会支部

大阪府済生会中津病院

薬剤部

薬剤部長

萱野勇一郎

共催：東和薬品株式会社

ランチョンセミナー20
12:20～13:20

第8会場（神戸国際会議場

明日から役立つ内分泌疾患の診断と治療
座長：津谷

4F

402会議室）

A to Z

寛（NHO あわら病院 院長）
NHO 京都医療センター

内分泌・代謝内科

診療部長

田上

哲也

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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ランチョンセミナー21
12:20～13:20

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

医療材料費適正化～担当者の考察～
座長：古米 篤司（株式会社エム・アール・ピー コンサルグループ ゼネラルマネージャー）
双川 歳昌（NHO 本部 企画経営部 調達課長）
NHO 本部

企画経営部

NHO 千葉医療センター

調達課主査

企画課

業務班長

上原
坂野

拓真
和彦

共催：株式会社エム・アール・ピー

ランチョンセミナー22
12:20～13:20

座長：和田

第10会場（神戸国際会議場

5F

501会議室）

康雄（NHO 姫路医療センター 院長）

副部長 / 京都大学大学院薬学研究科臨床薬学教育分野

多様化時代の炎症性腸疾患診療

准教授

米澤

淳

髙木

智久

～生物学的製剤の動向を中心に～
京都府立医科大学

消化器内科学教室

准教授

共催：日本化薬株式会社

ランチョンセミナー23
12:20～13:20

第11会場（神戸国際会議場

5F

502会議室）

がん患者の Quality of Life を維持・向上させる漢方薬
－基礎・臨床研究に立脚した科学的エビデンスに基づく処方選択－
座長：法里

高（NHO 舞鶴医療センター 院長）

国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野 分野長 / 国立がん研究センター先端医療研究開発センター 支持療法開発分野 分野長 /

国立がん研究センター中央病院 支持療法開発センター 主任研究員 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 包括的腫瘍学講座 教授 上園

保仁

共催：株式会社ツムラ

ランチョンセミナー24
12:20～13:20

第12会場（神戸国際会議場

5F

504+505会議室）

骨髄性腫瘍における遺伝子変異解析の意義
座長：浅香

隆久（NHO 兵庫あおの病院 院長）
山梨大学医学部

血液・腫瘍内科学講座

教授

桐戸

敬太

共催：シスメックス株式会社

第72回国立病院総合医学会

197

2

日目

薬剤部

第

京都大学医学部附属病院

－バイオシミラーの正しい理解－

ランチョンセミナー

多様化するバイオ医薬品の選択
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基調講演4

13:40～14:40
座長：杉山

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）

博（NHO 宇多野病院 院長）

私の難病物語～いのちを支える、生きがいを創る～

公益社団法人鹿児島共済会南風病院

WHO 神戸センター（WKC）フォーラム＜市民公開講座＞
14:40～16:40

第4会場（神戸国際会議場

院長

1F

福永

秀敏

メインホール）

「日本の経験を世界へ」
高齢化の中での universal health coverage（UHC）の実現
座長：野崎慎仁郎（WHO 神戸センター 上級顧問官）

		

挨拶
WHO 神戸センター

所長

サラ ･ ルイーズ・バーバー

WKC-1

日本の長寿者に学ぶ支援機器の利活用

WKC-2

医療ビッグデータの分析と活用のために ～効率的な医療提供に向けて～

東京大学大学院

新領域創成科学研究科 / 東京大学

高齢社会総合研究機構

第２日目
午後

産業医科大学

WKC-3

公衆衛生学教室

講師

助教

二瓶

美里

冨岡

慎一

介護分野における外国人技能実習における ICF（国際生活機能分類）を基盤とした
評価ツールの開発

兵庫県立大学大学院

経営研究科

教授

筒井

孝子

共催：WHO 神戸センター
メインプログラム

5大テーマシンポジウム4
13:40～15:10

第5会場（神戸国際会議場

3F

301国際会議室）

若い女性のヘルスケア向上は喫緊の課題
座長：平原
安日

5SY4-1

史樹（NHO 横浜医療センター 院長）
一郎（NHO 長崎医療センター 産婦人科 部長）

思春期・若年成人女性をめぐる心身の諸問題
江川

美保

田上

哲也

吉松

淳

部長

奥田

美加

リハビリテーション科

豊岡

志保

京都大学医学部附属病院

5SY4-2

産科婦人科

女性に多い甲状腺疾患の自覚症状：NHO ネットワーク共同研究より
NHO 京都医療センター

内分泌・代謝内科

5SY4-3

女性の産後うつ・自殺と児童虐待を減らすために

5SY4-4

男女共同参画時代における女性ヘルスケアの重要性～周産期の立場から

国立循環器病研究センター

周産期・婦人科

NHO 横浜医療センター

5SY4-5

産婦人科

部長

日本リハビリテーション医学会における女性医師支援の取り組み
NHO 山形病院
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5大テーマワークショップ
15:10～16:40

第5会場（神戸国際会議場

3F

301国際会議室）

高齢者医療の新たな展開
座長：朝妻 孝仁（NHO 村山医療センター 院長）
津谷
寛（NHO あわら病院 院長）

5WS-1

高齢者非骨傷性頸髄損傷の受傷機転の特徴 : 高齢化社会における予防医学としての転
倒対策

NHO 仙台医療センター

5WS-2

高齢者肺炎医療の転換

5WS-3

摂食嚥下チーム設立に伴う動向と課題

井上

智夫

診療部 津谷

寛

梅原

健

川中

博文

脳神経外科

NHO あわら病院

NHO 三重中央医療センター

5WS-4

リハビリテーション科

当院における高齢者外科手術の現状と問題点
NHO 別府医療センター

臨床研究部・外科

5WS-5

長期在宅管理を目指したペクチン液を用いた小腸内栄養剤半固形化法の有効性

5WS-6

神経難病高齢者における在宅ケアの課題

NHO 村山医療センター

閉会式

16:40～17:10

第1会場（神戸国際展示場

2号館１F

第73回国立病院総合医学会 会長
NHO 名古屋医療センター 院長

同

： 早川 啓史

第73回国立病院総合医学会
NHO 天竜病院 院長

副会長

同

： 藤澤 隆夫

第73回国立病院総合医学会
NHO 三重病院 院長

副会長

閉 会 の 辞： 宮野前 健

第72回国立病院総合医学会
NHO 南京都病院 院長

副会長

第72回国立病院総合医学会

栗崎

玲一

神経内科

コンベンションホール南）
メインプログラム

次期開催挨拶： 直江 知樹

英人

第２日目
午後

NHO 熊本再春荘病院

外科 大石
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シンポジウム20
14:40～16:40

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）

子どもたちの健やかなる成長を支える NHO の役割
座長：藤澤 隆夫（NHO 三重病院 院長）
宮野前 健（NHO 南京都病院 院長）

SY20-1

NHO が支える周産期医療
NHO 岡山医療センター 影山

操

大西

達也

NHO 熊本再春荘病院 島津

智之

NHO 西埼玉中央病院 小穴

愼二

SY20-2

NHO が支える小児救急と地域医療

SY20-3

ポスト NICU と医療的ケア児のサポート：NHO がなすべきこと

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

SY20-4

小児虐待を防ぐために：NHO がなすべきこと

SY20-5

NHO が支える心のケア：小児科－児童精神科のリエゾン

SY20-6

NHO における小児医療の現状

第２日目
午後

シンポジウム22
14:40～16:40

NHO 榊原病院 宮下

聡

NHO 名古屋医療センター 二村

昌樹

第2会場（神戸国際展示場

2号館３F

3A 会議室）

特定行為研修制度の推進に向けた課題と研修修了者の計画的確保
座長：久保 徳彦（NHO 別府医療センター 総合診療科 医長）
武森八智代（NHO 四国こどもとおとなの医療センター 看護部長）

SY22-1

特定行為に係る看護師の研修制度について
厚生労働省

シンポジウム

SY22-2

看護師特定行為における指定研修機関の立上げと運営

SY22-3

南九州病院における特定行為研修修了者の活動

玉川

緑

NHO 南九州病院 田中

純子

中村

明美

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

SY22-4

特定行為研修制度に係る看護協会の取組
公益社団法人香川県看護協会

200

習田由美子

Kobe, November, 9-10, 2018

シンポジウム24
13:40～15:10

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

2A 会議室）

誤認防止：
「確認」行為をあらためて考える
座長：柿本由美子（NHO 近畿グループ 医療安全係長）
北森 伴人（NHO 舞鶴医療センター 副院長）

SY24-1

診療現場における情報共有と確認行為について
NHO 横浜医療センター 古谷

SY24-2

名古屋大学医学部附属病院における患者誤認防止への取り組み

SY24-3

東京医療センターにおける誤認防止の取り組み

名古屋大学医学部附属病院

SY24-4

良輔

寺井美峰子

NHO 東京医療センター 福元

大介

NHO 京都医療センター 山下

大輔

薬剤部における誤認防止の取り組み

シンポジウム25
15:10～16:40

第3会場（神戸国際展示場

2号館２F

2A 会議室）
第２日目
午後

重症心身障害の在宅支援における NHO の役割を考える
座長：後藤 一也（NHO 西別府病院 院長）
山田 宗伸（NHO 箱根病院 神経筋・難病医療センター 療育指導室長）

SY25-1

障害児福祉の動向－重症心身障害及び医療的ケア児関連

SY25-2

重症心身障害児者の地域生活を支えるために、療養介護事業所、指定発達支援医療

厚生労働省

刀根

機関及び短期入所事業所が果たす役割について

NHO 神奈川病院 木明

SY25-3

香子

重症心身障害児（者）が、地域生活を開始・継続するために通所支援事業所が果た
明義

相談支援専門員の立場から、重症心身障害児（者）支援に求められる障害福祉サー
ビス（計画相談含む）と事業所の連携について

NHO 甲府病院 西巻

シンポジウム28
13:40～15:10

第10会場（神戸国際会議場

5F

靖和

501会議室）

救急診療における働き方改革 ー医師の負担軽減と診療の質の担保ー
座長：菊野 隆明（NHO 東京医療センター 救命救急センター長）
原田 正公（NHO 熊本医療センター 救命救急センター長）

SY28-1

High volume ER における医師の負担軽減の試み
NHO 熊本医療センター 北田

第72回国立病院総合医学会
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NHO 富山病院 島田

SY25-4

暁

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
National Medical Services

SY28-2
SY28-3

病院救急救命士がもたらす救急診療のパラダイムシフト
NHO 横浜医療センター 大塚

剛

NHO 鹿児島医療センター 田中

秀樹

NHO 埼玉病院 冨永

善照

NHO 東京医療センター 菊野

隆明

地域での役割分担による救急診療効率化

SY28-4

一般病院における救急外来運営の工夫

SY28-5

救急外来における JNP の活動

シンポジウム29
15:10～16:40

第10会場（神戸国際会議場

5F

501会議室）

総合内科・総合診療 ― その多様性、可能性
座長：岡田 千春（NHO 本部 医療部 企画役）
小山
弘（NHO 京都医療センター 診療部長、教育研修部長、総合内科長）

SY29-1

臨床研修における総合内科・総合診療の役割
NHO 仙台医療センター 森

俊一

SY29-2

NHO における地域医療の実践

SY29-3

ワークライフバランス、女性のライフサイクルに柔軟に対応できる総合内科・総合

第２日目
午後

NHO 東埼玉病院 今永

SY29-4

光彦

診療研修

NHO 東埼玉病院 斎藤

舞子

NHO 長崎医療センター 伊藤

健大

総合診療科における JNP の役割

シンポジウム31
シンポジウム

13:40～15:10

第11会場（神戸国際会議場

5F

502会議室）

NHO の病理診断、今と明日
座長：田口 健一（NHO 九州がんセンター 統括診療部病理診断科 医長）
谷山 清己（NHO 呉医療センター・中国がんセンター 院長）

SY31-1

病院病理医の病理診断科内外の仕事

SY31-2

機構内での教育研修について

SY31-3

NHO 四国がんセンター 寺本

典弘

NHO 長崎医療センター 伊東

正博

病理医主導の多施設共同研究の紹介

ーメトトレキサート (MTX) 関連リンパ増植性疾患の病態解明研究ー
NHO 大阪南医療センター 星田

SY31-4

NHO 近畿中央呼吸器センター 笠井
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SY31-5

病理検査室における ISO15189について
NHO 九州がんセンター 清家

シンポジウム32
15:10～16:40

第11会場（神戸国際会議場

5F

直樹

502会議室）

国立病院総合医学会・拡大臨床カンファレンス
座長：寺本
南

典弘（NHO 四国がんセンター 臨床研究センター がん予防・疫学研究部）
優子（NHO 茨城東病院胸部疾患・療育医療センター 病理診断部長）

ディスカサント：清水 輝彦（NHO 四国がんセンター 放射線診断科）
野崎
要（NHO 九州がんセンター 呼吸器腫瘍科）
中園 裕一（NHO 別府医療センター 病理診断科）
宮原
智（NHO 大阪医療センター 職員研修部）
レクチャー：金子 景香（NHO 四国がんセンター 臨床研究センター）
小林 昌弘（NHO 茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター 臨床検査科）

SY32-1

NHO 四国がんセンター 大亀

真一

NHO 四国がんセンター 寺本

典弘

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

三登

峰代

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

齊藤

彰久

人工透析患者に発熱・咽頭痛で発症した肺病変

第２日目
午後

SY32-2

肺癌胸壁再発の一例

シンポジウム
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口演34

13:40～14:40

第2会場（神戸国際展示場

2号館3F

３A 会議室）

看護－認定・専門看護師の活動
座長：中村

一美（NHO 北海道医療センター 看護部長）

O-34-1

診療看護師（JNP）の救急外来における活動の評価

O-34-2

急性・重症患者看護専門看護師による食道癌患者への周術期看護外来の効果

NHO 東京医療センター 田村

名古屋学芸大学 / NHO 名古屋医療センター 大野

O-34-3

浩美
美香

外来治療センターにおける診療看護師（JNP）の介入効果（中間報告）
NHO 長崎医療センター 津野崎絹代

O-34-4

皮膚・排泄ケア認定看護師（WOCN）の介入によるがん終末期・麻薬使用患者に対

O-34-5

ベテラン看護師を対象にオムツに関する患者体験形式の勉強会を実施して

する褥瘡発生減少への取り組みと効果

NHO 横浜医療センター 牧野麻希子

NHO 舞鶴医療センター 湯室

第２日目
午後

口演35

13:40～14:40

第6会場（神戸国際会議場

3F

順子

レセプションホール）

看護－合併症予防
座長：吉原

好子（NHO 水戸医療センター 看護部 看護師長）

O-35-1

ＩＣＵにおける中心静脈カテーテル挿入時の感染対策の徹底

O-35-2

看護師の手指衛生を含めた感染対策の実践力向上を目指した取り組み

～サーベイランスワークシートと教育がもたらした結果～

NHO 函館病院 野館

NHO 東京医療センター 黒田

陽
美徳

O-35-3

医療関連機器圧迫損傷発生に対する予防ケアの検討

O-35-4

心臓カテーテル後の TR バンド圧迫解除時のシース抜去部出血の要因分析に関する研究

～看護師の対応調査で分かったこと～

NHO 鹿児島医療センター 海老原智恵

NHO 鹿児島医療センター 戸島

O-35-5

NICU 看護師が気管内挿管している患者の計画外抜管を予防するために行っている工夫
綱川

早紀

NHO 北海道がんセンター 西脇

媛乃

国立成育医療研究センター

一般口演

O-35-6
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庸祐

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術後の排尿障害へのケア介入
－骨盤底筋体操の術前からの継続がもたらす効果－
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口演36

14:40～15:40

第6会場（神戸国際会議場

3F

レセプションホール）

看護－周術期看護
座長：古川喜美子（NHO 福島病院 看護師長）

O-36-1

周術期看護を充実させるための取り組み～薬剤部との協働～
NHO 栃木医療センター 永島

O-36-2
O-36-3

好江

「術後体温管理に対する看護師の行動の変化」積極的な末梢保温に取り組んで
NHO 埼玉病院 渡邉

雅哉

NHO 四国がんセンター 兵頭

美来

経肛門ドレーン留置中の大腸がん術後患者の体験

O-36-4

ストーマ造設16年後に再造設となりセルフケアに難渋した高齢オストメイトの1症例

O-36-5

産科危機的出血の助産師の対応について －インタビューを通して－

NHO 函館病院 岩尾あかね

国立成育医療研究センター

O-36-6

安達

優香

ABCDE バンドルを用いた気管切開後の患者への介入
～コミュニケーションに焦点をあてて～

国立循環器病研究センター

中釜万里奈
第２日目
午後

口演37

15:40～16:40

第6会場（神戸国際会議場

3F

レセプションホール）

看護－日常生活援助
座長：濱田

O-37-1

美紀（NHO 石川病院 看護部 看護師長）

化学療法食の献立改良後の効果の検証
NHO 北海道医療センター 佐藤

瞳

O-37-2

効果的な口腔ケアへの取り組み－はちみつと白ごま油の比較検討－

O-37-3

口頭扁桃摘出後患者の嚥下痛緩和を目指した看護介入プログラム改良後の概要について

NHO 関門医療センター 坪根

NHO 東広島医療センター 小西

O-37-4

美紀
孝典

日光浴や散歩を取り入れて睡眠・覚醒リズムを整える試み
国立療養所菊池恵楓園

O-37-5

手術を受ける患者へのアロマセラピーの実施

O-37-6

温罨法による僧帽筋加温効果と安全性の検討

林田

新

－睡眠への効果と気分変化の検証－
NHO 関門医療センター 濱田可奈美

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

第72回国立病院総合医学会

池田ひかる
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－手術を受ける患者の体温低下予防に向け、温風式加温装置と比較して－

The 72nd Annual Meeting of Japanese Society of
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口演38

13:40～14:40

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

消化器－肝・胆・膵疾患の診療
座長：福泉公仁隆（NHO 九州医療センター 臨床研究センター 医療管理企画運営部長）

O-38-1

C 型肝炎 SVR 例の生命予後―肝硬変，肝発癌，他臓器発癌との関連―

O-38-2

超高齢者における肝切除の短期成績の検討

O-38-3

NHO 京都医療センター 勝島

慎二

NHO 福山医療センター 加藤

卓也

胆道再建後の肝切除の術後合併症
NHO 京都医療センター 岡田はるか

O-38-4

肝硬変入院患者におけるサルコペニアの現状把握

O-38-5

肝生検が診断に有用であった原発性胆汁性胆管炎の１例

NHO 千葉医療センター 宮本佳世子

NHO 広島西医療センター 寺道

O-38-6

紘毅

直腸癌の肝転移との鑑別が術前困難であった混合型肝癌の1例
NHO 岡山医療センター 林

第２日目
午後

口演39

14:40～15:40

第7会場（神戸国際会議場

4F

直宏

401会議室）

骨・運動器疾患の診療－下肢
座長：中川

O-39-1

泰彰（NHO 京都医療センター 整形外科 外科系統括部長）

当院における下肢人工関節置換術の術後成績 －術中、術後合併症の現状と課題－
NHO 村山医療センター 吉原

O-39-2

膝複合靱帯損傷に対する前十字靭帯・内側側副靭帯 ( 一期的 ) 同時再建症例の検討

O-39-3

距骨骨軟骨障害に対する骨軟骨移植術の治療成績

O-39-4

NHO 甲府病院 千賀

進也

NHO 京都医療センター 赤松

翔太

NHO 大阪南医療センター 萩尾

佳介

SuperPATH アプローチによる THA の短期成績

O-39-5

当院における上方アプローチによる人工骨頭挿入術の経験

O-39-6

下腿～足部外傷の遊離・有茎穿通枝皮弁による再建

NHO 愛媛医療センター 相澤

一般口演

NHO 岩国医療センター
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口演40

15:40～16:40

第7会場（神戸国際会議場

4F

401会議室）

骨・運動器疾患の診療－脊椎など
座長：川北

晃平（NHO 神戸医療センター 整形外科 部長）

O-40-1

成人脊柱変形症に対する LLIF を用いた二期的矯正固定術施行時の大血管の走行の変

O-40-2

成人脊柱変形症に対する LLIF を用いた二期的矯正固定術施行時の部分自然椎体間癒

化に関する検討

NHO 村山医療センター 金子慎二郎

合を有する椎間へのアプローチに関する検討

NHO 村山医療センター 金子慎二郎

O-40-3

Stereolithography を用いたスクリュー重ね合わせによる胸腰椎固定術後の緩みの
検討

NHO 三重中央医療センター 谷岡

悟

NHO 盛岡病院 大山

素彦

O-40-4

経皮的椎体形成術後再手術症例の検討

O-40-5

小学生軟式野球選手における下肢柔軟性の1年後変化と障害の関連性について
NHO 京都医療センター 横田

副甲状腺ホルモン製剤投与患者における高尿酸血症の検討
NHO 村山医療センター 竹光

口演41

13:40～14:40

第8会場（神戸国際会議場

4F

正和

第２日目
午後

O-40-6

尚子

402会議室）

産科・婦人科疾患の診療
座長：澤崎

O-41-1

隆（NHO 呉医療センター・中国がんセンター 婦人科 医長）

「HIV 感染妊婦に関する診療ガイドライン」の刊行にあたり、HIV 感染妊婦の経膣分
娩受け入れ可能な周産期施設の現状について

NHO 関門医療センター 林

O-41-2

出生後、予期せぬ治療が必要となった入院新生児をもつ母親の思い

O-41-3

大型マダニによる外陰部皮膚刺咬症の一例

―テキストマイニング分析から―

NHO 浜田医療センター 日野

智子

NHO 南和歌山医療センター 池内

正憲

NHO 横浜医療センター 加藤

真

NHO 四国がんセンター 大亀

真一

NHO 京都医療センター 高尾

由美

多彩な血栓症を呈した担癌患者の1例

O-41-5

遺伝性卵巣癌における治療経過

O-41-6

原発性腹膜癌19症例の臨床的検討

第72回国立病院総合医学会
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口演42

14:40～15:40

第8会場（神戸国際会議場

4F

402会議室）

新生児・小児疾患の診療
座長：佐藤

和夫（NHO 九州医療センター 小児科 周産期センター部長）

O-42-1

Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus による新生児髄膜炎の一例

O-42-2

急性脳症を伴った急性巣状細菌性腎炎を2度発症した8歳男児

NHO 東広島医療センター 宮内

NHO 埼玉病院 前田

O-42-3

浩希
彩香

難治性口内炎と発熱を主訴とし、診断に難渋した腸管 Behcet 病の2歳女児
NHO 埼玉病院 君塚

O-42-4

胎児診断し出生当日に手術できた左室大動脈トンネルの１例

O-42-5

発達障害におけるバルプロ酸の効果

優

NHO 長崎医療センター 畑山絵理子

国立精神・神経医療研究センター病院

O-42-6

中川

栄二

右室流出路狭窄を合併した1絨毛膜2羊膜（ＭＤ）双胎の一例
NHO 福山医療センター 英賀真二郎

第２日目
午後

口演43

15:40～16:40

第8会場（神戸国際会議場

4F

402会議室）

血液・造血器疾患を診る
座長：松本

O-43-1

守生（NHO 渋川医療センター 血液内科 内科系診療部長）

当院における、ポマリドミド＋デキサメタゾン（Pd）療法を施行した再発難治性多
発性骨髄腫（RRMM）患者27例の検討

NHO 渋川医療センター 明石

O-43-2

再発難治性多発性骨髄腫患者（RRMM）に対するダラツムマブ療法の当院の成績

O-43-3

急性腎不全を主訴に来院した多発性骨髄腫の1例

NHO 渋川医療センター 豊田

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-43-4

正昂

村上未希子

多発性骨髄腫の治療中に骨髄異形成症候群を発症した一例
NHO 九州医療センター 下茂

雅俊

樗木

錬

O-43-5

心嚢水貯留で発症した悪性リンパ腫の1例

O-43-6

カルシニューリン阻害剤投与リウマチ患者に発生したリンパ増殖性疾患の臨床病理

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

一般口演

学検討

NHO 大阪南医療センター 星田
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口演44

13:40～14:40

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

口腔・頭頸部疾患の診療
座長：宇佐美雄司（NHO 名古屋医療センター 歯科口腔外科 医長）

O-44-1

早期頭頸部癌に対する予防的頸部郭清

O-44-2

都城医療センターにおける周術期口腔機能管理の現状

NHO 京都医療センター 安里

O-44-3

亮

～周術期口腔機能管理実施患者の口腔内状態～

NHO 都城医療センター 新屋

俊明

岩渕

博史

NHO 福山医療センター 藤原

千尋

口腔ケアジェルを用いた口腔管理の有用性の検討
NHO 栃木医療センター / 神奈川歯科大学大学院歯学研究科

O-44-4

NPPV 患者の加温加湿器の違いによる口腔ケア前の口腔乾燥度の変動

O-44-5

口唇閉鎖不全を有するハンセン病回復者に対するオーダーメイド自主訓練効果の検討

－歯科衛生士と臨床工学技士との連携－

国立療養所邑久光明園

O-44-6

中上

昭子

国立国際医療研究センター病院における医療者向け HIV 研修（ACC 研修）歯科コー
国立国際医療研究センター病院

口演45

14:40～15:40

第9会場（神戸国際会議場

4F

安田

早芳

第２日目
午後

スについて

403会議室）

腎・泌尿器疾患の診療－腎臓内科
座長：今澤

O-45-1

俊之（NHO 千葉東病院 腎センター長）

京都の地域医療における CKD 患者への腎性貧血治療の実態とその効果 
[ 京都伏見腎性貧血研究 : KFRA study]

O-45-2

腎移植後の尿蛋白と移植腎機能との関連

O-45-3

急性腎障害を呈した肉芽腫性間質性腎炎の一例

O-45-4

NHO 京都医療センター 八幡

兼成

NHO 千葉東病院 川口

武彦

NHO 東広島医療センター 山崎

修平

結節性病変が認められたものの集学的治療で顕性蛋白尿期から正常アルブミン尿期
NHO 千葉東病院 李

紀廉

O-45-5

MPO-ANCA 陽性の ANCA 関連腎炎に対するステロイド治療中に特発性腎破裂を生

O-45-6

前立腺癌に対する内分泌療法著効後 ,DIC 発症し死亡した１剖検例

じた一例

NHO 横浜医療センター 南雲

圭介

NHO 広島西医療センター 平井雄一郎

第72回国立病院総合医学会
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口演46

15:40～16:40

第9会場（神戸国際会議場

4F

403会議室）

腎・泌尿器疾患の診療－泌尿器科
座長：杉本

公一（NHO 大阪南医療センター 泌尿器科 医長）

O-46-1

京都医療センタ－におけるロボット支援手術の現状と課題

O-46-2

精巣鞘膜に発生した悪性中皮腫の1例

O-46-3

NHO 京都医療センター 奥野

博

NHO 大阪南医療センター 松村

直紀

NHO 広島西医療センター 江盛

智明

多発リンパ節腫脹を伴った陰茎癌の一例

O-46-4

尿失禁のある患者への支援 ‐ 骨盤底筋体操に関する看護師の意識 ‐

O-46-5

PSA 4～10ng/ml 症例において不必要な生検回避は可能か？MRI、PSAパラメーター

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

片岡未穂子

を用いた前向き研究

NHO 京都医療センター 三品

O-46-6

睦輝

尿管結石に対する Edap tms 社製ソノリスアイムーブを用いた ESWL の治療成績の
検討

第２日目
午後

NHO 米子医療センター 眞砂

口演47

13:40～14:40

第12会場（神戸国際会議場

5F

俊彦

504＋505会議室）

災害医療と人材育成
座長：本田

O-47-1

千晴（NHO 大阪医療センター 看護部 看護師長）

活動報告～地域に密着した災害に対する取り組み～
NHO 千葉東病院 國分

桂子

O-47-2

首都直下型地震が予測される地域に住む妊婦の夫の地震に対する備えの実態と学習

O-47-3

当院における災害時のトランシーバー使用の有用性について

ニーズ

児島

彩花

NHO 水戸医療センター 石上

耕司

埼玉医科大学 国際医療センター

O-47-4

自然災害への危機意識向上に向けた副看護師長に対する学習会の効果
NHO 南九州病院 久永真由美

一般口演

O-47-5

地震火災を想定した防災訓練による看護学生の学び

O-47-6

中堅看護教員研修「学校の危機管理」の実践報告

輕部

太一

NHO 京都医療センター 伊藤

美栄

国立療養所多磨全生園附属看護学校
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口演48

14:40～15:40

第12会場（神戸国際会議場

5F

504＋505会議室）

呼吸器疾患の診療－肺がん
座長：北川智余惠（NHO 名古屋医療センター 臨床腫瘍科 医長）

O-48-1

当科における小開胸胸腔鏡併用手術の役割

O-48-2

多発肺癌（同時性・異時性）に対し3回以上の手術を実施した症例の検討

NHO 災害医療センター 宮内

善広

NHO 渋川医療センター 川島

O-48-3

修

生体腎移植により持ち込まれた肺腺癌に対する治療経験
NHO 岡山医療センター 柴山

卓夫

O-48-4

気管支腔内超音波断層法で描出困難であった末梢型肺癌症例における診断関連因子

O-48-5

当院での非小細胞肺癌患者に対する atezolizumab の使用経験

の検討

NHO 大牟田病院 野田

NHO 京都医療センター 内田

O-48-6

直孝
尚宏

抗 PD-1抗体による治療を受けた非小細胞肺癌患者に対する抗 PD-L1抗体の治療効果
に関する検討

口演49

15:40～16:40

第12会場（神戸国際会議場

5F

浩平

第２日目
午後

NHO 京都医療センター 藤田

504＋505会議室）

画像診断の最前線
座長：伊藤

O-49-1

剛（NHO 京都医療センター 放射線科 医療技術部長）

多孔質媒体 CFD を用いた Flow diverter 留置後の脳動脈瘤血栓化予測
NHO 三重中央医療センター 辻

正範

O-49-2

ワイヤ・メッシュを用いてマーキングし温存手術を行った，石灰化をともなう非触

O-49-3

急性虫垂炎の MRI 診断 - 拡散強調像と見かけの拡散係数 (ADC) の意義について -

知乳癌の検討

NHO 福山医療センター 三好

NHO 東近江総合医療センター / 滋賀医科大学 井上

O-49-4

和也
明星

Roux-enY 再建後の胆膵脚側の腸間膜間隙の内ヘルニアによる絞扼性腸閉塞の1例
NHO 岩国医療センター 宮本

卵巣血管腫により pseudo-Meigs 症候群をきたした1例

O-49-6

非典型的な画像所見を呈した肺ランゲルハンス細胞組織球症の1例

NHO 岩国医療センター 廣瀬

NHO 山口宇部医療センター 國弘

第72回国立病院総合医学会

梓
佳枝
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口演50

13:40～14:40

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

３B 会議室）

総合内科と救急、チーム医療
座長：小山

弘（NHO 京都医療センター 総合内科 総合内科長）

O-50-1

高度急性期病院の総合内科における院内デイケア

その課題と展望

O-50-2

高度急性期病院の総合内科宛て依頼箋からみる病院総合医の機能について

NHO 東京医療センター 山森

NHO 東京医療センター 山田

O-50-3

有夏
啓文

人工呼吸器装着患者におけるリハビリテーション効果の検証
NHO 京都医療センター 中田

貴士

O-50-4

リハビリテーション科での複数人担当制による人工呼吸器装着患者への介入効果

O-50-5

救急外来でも薬剤師が活躍できる

NHO 京都医療センター 上江田勇介

～急性薬物中毒患者に対する薬剤師の介入例～
NHO 水戸医療センター 及川

O-50-6

瞬

当院の ICLS コース開催に関する評価と課題
NHO 金沢医療センター 南川美由紀

第２日目
午後

口演51

14:40～15:40

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

３B 会議室）

感染症－注目すべき疾患
座長：鈴木

O-51-1

克洋（NHO 近畿中央呼吸器センター 統括診療部長）

結核患者クリティカルパスの現状と課題～継続支援に向けての問題点の検討～
NHO 三重中央医療センター 松元

晴香

NHO 茨城東病院 斎藤

武文

O-51-2

自験播種性結核症例の検討

O-51-3

初回治療におけるエルビテグラビル / コビシスタット / エムトリシタビン / テノホビ
ルアラフェナミドフマル酸塩配合錠の治療成績

NHO 大阪医療センター 中内

O-51-4

当院にて経験したデング熱５例の検討
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-51-5

入院直後の血液培養と詳細な医療面接が診断に有用だった2例

O-51-6

Cunninghamella bertholletiae

高田壽愚瑠

NHO 東近江総合医療センター 大西

正人

一般口演

による侵襲性肺ムーコル症と Aspergillus

fumigatus による肺アスペルギルス症の重複真菌感染症の1例

NHO 水戸医療センター 尾崎
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口演52

15:40～16:40

第13会場（神戸国際展示場

2号館3F

３B 会議室）

感染症－微生物への対応
座長：露口

一成（NHO 近畿中央呼吸器センター 臨床研究センター 感染症研究部長）

O-52-1

当院における過去10年間の抗酸菌の分離状況

O-52-2

当院における6年間の抗酸菌ボトルの検出状況と有用性について

NHO 刀根山病院 羽月

NHO 大阪医療センター 佐藤

香子

O-52-3

圭

Mycobacterium abscessus complexにおける誘導耐性能と薬剤感受性との関連性
NHO 近畿中央呼吸器センター 吉田志緒美

O-52-4

肺 MAC(Mycobacterium avium complex) 症患者の予後と栄養状態 , 栄養摂取量

O-52-5

治療開始後に増悪を認めた播種性 Mycobacterium kansascii 症の一例

に関する検討

NHO 大牟田病院 若松謙太郎

NHO 京都医療センター 柏原英里子

O-52-6

TRC 法による Mycobacterium kansasii の検出状況
NHO 刀根山病院 齋藤

晴子
第２日目
午後

口演53

13:40～14:40

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

看護－せん妄・認知症・精神疾患
座長：会田

O-53-1

玲子（NHO 三重中央医療センター 看護部 副看護師長 / 精神看護専門看護師）

認知機能障害と難聴のある高齢者の看護

～患肢免荷の指示遵守が困難な高齢者に対する良い介入方法の検討～
小栗

玲奈

NHO 熊本医療センター 米野

由美

国立長寿医療研究センター

O-53-2

CCU 入室患者における亜症候性せん妄からせん妄へ移行する要因の検証

O-53-3

呼吸器内科病棟での高齢者におけるせん妄発症要因に関する傾向

O-53-4

NHO 宇都宮病院 中山

郁美

NHO 小諸高原病院 山浦

史子

「認知症の人を理解するために重視している情報」の現状
当院における産褥1か月で実施した EPDS 高得点者の背景分析

O-53-6

SST の要素を取り入れたカラオケレクリエーションが精神科患者の対人技能に与える

NHO 別府医療センター 宗

明日香

影響

NHO 久里浜医療センター 村本

第72回国立病院総合医学会

秀一
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口演54

14:40～15:40

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

看護－看護者の認識、理解、態度
座長：松本

深雪（NHO 鹿児島医療センター 看護部 教育担当師長）

O-54-1

高齢初産婦への母乳育児支援

助産師へのインタビューを通して

O-54-2

国立ハンセン病療養所 A 園不自由者棟における看取りケアの認識と課題

国立成育医療研究センター

国立療養所奄美和光園

O-54-3

島村

明梨

押川

春美

神経内科病棟に入院する寝たきり患者のポジショニングを困難にする要因の抽出化
NHO 西新潟中央病院 板垣美沙紀

O-54-4

慢性心不全患者の指導手順を導入した患者教育の有効性に関する研究

O-54-5

外来で初回化学療法を行う患者のプロセス

～看護師の認識及び看護師が捉えた患者の反応から考察～

NHO 九州医療センター 福重

NHO 鹿児島医療センター 東

友梨

O-54-6

恵理佳

即時型食物経口負荷試験を受ける子どもの家族に対する小児アレルギーエデュケー
ターの関わり

第２日目
午後

国立成育医療研究センター

口演55

15:40～16:40

第14会場（神戸国際展示場

3号館1F

松園

展示室

梨代

特設会場）

看護－外来看護と退院支援
座長：竹山

O-55-1

淳子（NHO 岩国医療センター 総合入退院センター部 地域医療連携係長 / 看護師長）

フォルテオ自己注射指導の充実に向けての取り組み
―病棟と外来での統一した指導を行うために―

NHO 村山医療センター 芳賀あずさ

O-55-2

糖尿病患者との関わりにおける病棟・外来看護師間の継続看護を阻む課題

O-55-3

当院における心不全患者の悪化予防に関する外来看護支援

NHO 高崎総合医療センター 橋爪

淑乃

NHO 名古屋医療センター 伊里那奈香

O-55-4

CV ポート留置患者の日常生活行動への支援

一般口演

NHO 水戸医療センター 舘花

幸子

NHO 千葉医療センター 小滝

美樹

O-55-5

退院阻害要因と退院支援内容についての検討

O-55-6

病棟看護師が併設する訪問看護ステーションで訪問看護を経験することの効果
NHO 長崎川棚医療センター 出口
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口演56

13:40～14:40

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－運動器疾患
座長：田邊 良平（NHO 呉医療センター・中国がんセンター リハビリテーション科 副理学療法士長）

O-56-1

腰部脊柱管狭窄症の上肢挙上動作における腰部運動の運動学・筋電図学的特徴

O-56-2

前十字靭帯再建術後のスポーツ復帰－自覚的回復度に影響を与える他覚的因子の検討－

NHO 災害医療センター 打越

NHO 甲府病院

O-56-3

田中

太一

人工股関節全置換術後の歩行能力と歩行動作に対する自己効力感の関連について
NHO 大阪南医療センター 櫛本

O-56-4

大腿骨近位部骨折における年齢別の歩行開始時期の比較

O-56-5

歩行能力で転倒危険性の予測は可能か？

O-56-6

健太

晃平

NHO 熊本医療センター 林田

祐醍

NHO 大阪南医療センター 堀内

克真

橈骨遠位端骨折術後セラピィのプロトコル導入と治療成績
NHO 関門医療センター 笠原

14:40～15:40

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

第２日目
午後

口演57

誠介

リハビリテーション－様々の場面
座長：小松

O-57-1

勝幸（NHO 南京都病院 リハビリテーション科 理学療法士長）

髄腔内バクロフェン注入療法後に、意思表出が拡大したＣ２脊髄損傷患者
NHO 奈良医療センター 坂本

O-57-2

神経難病に対し外来で実施した HAL 医療用下肢タイプの効果検証

O-57-3

重症心身障害児・者の胸郭変形に影響する因子の検討

NHO まつもと医療センター 松岡

NHO 南岡山医療センター 前迫

O-57-4

克司
大悟
克哉

糖尿病教育入院患者における平均歩数と身体機能との関連 
- 今後の教育入院における評価・治療内容の検討 -

NHO 東徳島医療センター 阿木

健悟

NHO 佐賀病院 山野

朋博

当院における妊産婦に対する廃用予防の取り組み

O-57-6

地域包括ケア病棟入院中に認知機能の改善が見られた患者の特徴
NHO 霞ヶ浦医療センター 辻

第72回国立病院総合医学会

健太
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口演58

15:40～16:40

第15会場（神戸国際展示場

3号館1F

展示室

特設会場）

医療安全の多様な取り組み
座長：馬込真由美（NHO 宇多野病院 医療安全管理係長）

O-58-1

救命救急センターにおける身体抑制カンファレンスの実施効果

O-58-2

認知症ケアチームからみた身体抑制～解除に向けた試み～

～身体抑制の時間短縮に向けた関わり～

NHO 関門医療センター 田邊

NHO 高崎総合医療センター 金井

O-58-3

光康

外科系・内科系入院患者の転倒傾向についての調査
NHO 京都医療センター 田崎

尚孝

NHO 長崎病院 三浦

恵子

NHO 九州がんセンター 加藤

崇志

NHO 別府医療センター 安部

初美

O-58-4

Ａ病院における転倒・転落要因分析の活用

O-58-5

Ａ病院における効果的な確認方法の確立に向けた取り組み

O-58-6

文香

ダブルチェック定着に向けた組織的な取り組み

第２日目
午後
一般口演

216

Kobe, November, 9-10, 2018

ポスター175
13:40～14:15

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 (9) 地域包括ケア病棟の運営
座長：平田

和好（NHO 名古屋医療センター 事務部企画課 経営企画室長）

P2-2P-528 地域包括ケア病棟の稼働率向上に向けた取り組み～DPC 入院期間と併せた病床管理～
NHO 東近江総合医療センター 崎川

紘史

P2-2P-529 地域包括ケアシステムにおける村山医療センター理学療法部門の取り組み
NHO 村山医療センター 菊池

善愛

P2-2P-530 地域包括ケア病棟への円滑な転棟について

～使ってなんぼ！地域包括ケア病棟への大移動計画！～
NHO 関門医療センター 村上

淳

P2-2P-531 地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション科としての取り組み
NHO 東徳島医療センター 峯田

P2-2P-532 効率的な病棟運営を目指して

拓也

－結核入院患者減少への対応－
NHO 山形病院 山内

幹朗

NHO 栃木医療センター 福田

直人

P2-2P-533 地域包括ケア病棟にかかる現状調査について

NHO 釜石病院 山﨑

ポスター176
13:40～14:20

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

裕介

第２日目
午後

P2-2P-534 重症慢性期病棟における移動式リハビリマネジメントの効果

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (10) リハビリテーション部の取り組み
座長：朝日

達也（国立国際医療研究センター国府台病院 理学療法士長）

P2-2P-535 理学療法部門の365日体制における経営的側面と課題について
NHO 大阪南医療センター 河島

猛

P2-2P-536 リハビリテーション提供体制の変更と今後の課題について

～患者・リハビリテーション科職員へのアンケートから得たこと～
NHO 岩手病院 似鳥

佑介

NHO 熊本南病院 藤﨑

暢

P2-2P-537 リハビリテーション科における経営改善の取り組み

～目標設定等支援管理料算定による減算回避への取り組み～

P2-2P-538 平日と同じリハビリを土日祝日も

～患者ニーズ対応に向けた取組～
NHO 函館病院 畑中紀世彦

P2-2P-539 リハビリテーション提供体制の変化が及ぼした影響～土日祝日提供前後の比較～
NHO 岩手病院 山崎健太郎

ポスター

P2-2P-540 九州グループにおけるリハビリテーション部門業務改善の取組み（第2報）

― 業務の現状と課題 ―

NHO 長崎病院 羽島
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P2-2P-541 九州グループにおけるリハビリテーション部門業務改善の取り組み（第１報）
NHO 西別府病院 高木利栄子

P2-2P-542 集中治療室における早期離床チーム ERST（Early Mobilization and Respiratory
Support Team）介入による効果の検証

NHO 東京医療センター 長田

ポスター177
13:40～14:15

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

泰馬

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (11) 業務の適正化と効率化
座長：三宅

修二（NHO 九州医療センター 事務部 企画課長）

P2-2P-543 国立病院総合医学会参加にかかる業務出張旅費の統一化を図った事例
NHO 山形病院 結城

一幸

NHO 福山医療センター 佐藤

隆也

P2-2P-544 書類整理の効率化
P2-2P-545 医療材料マスタ整備による発注業務改善の取り組みについて
NHO 茨城東病院 本多

浩介

第２日目
午後

P2-2P-546 東北新生園建替え等整備による薬剤科の移転に伴う環境整備への取り組み
赤間

裕美

NHO 舞鶴医療センター 志水

勇人

NHO 宇多野病院 福島

舞花

NHO 福山医療センター 峯松

佑典

国立療養所東北新生園

P2-2P-547 医療被曝線量記録の義務化案に対する当センターの取り組み
P2-2P-548 遺失物の適正な管理について
P2-2P-549 患者満足度調査アンケート CS 分析

ポスター178
13:40～14:10

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 (12) 収支改善の取り組み
座長：岡井

健二（NHO 兵庫中央病院 事務部企画課 企画課長）

P2-2P-550 診療科別収支の作成

～各診療科の経営意識向上に向けて～
NHO 大阪医療センター 中野

芳紀

NHO 舞鶴医療センター 田村

憲昭

P2-2P-551 当院における後発品導入の取り組みについて
P2-2P-552 九州がんセンターにおける設備の有効利用の取組について
ポスター

NHO 九州がんセンター 矢山

貴文

NHO 松江医療センター 本庄

彬愛

P2-2P-553 個室の有料化について
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P2-2P-554 停電発生時の会計の対応とその後について
NHO 小倉医療センター 河野

華英

NHO 高知病院 平野

愛奈

P2-2P-555 鳩避け対策について

ポスター179
13:40～14:05

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）

病院運営・管理 (13) 未収金対策など
座長：松岡

伸治（NHO 舞鶴医療センター 事務部 企画課長）

P2-2P-556 医業未収金への取組みと効果について
NHO 熊本医療センター 村川

友理

P2-2P-557 患者未収金対策のための法的措置を選択するタイミング
NHO 別府医療センター 高倉

恭平

NHO 愛媛医療センター 藤沢

千大

NHO 東徳島医療センター 佐川

裕基

P2-2P-558 弁護士活用による貸倒債権の積極的な督促強化
P2-2P-559 診療情報管理士1年目でのカルテ監査への取組

NHO 指宿医療センター 入江

ポスター180
13:40～14:25

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

遼太

第２日目
午後

P2-2P-560 地域医療のため担う不採算分野（救急、成育）に対する補助金創設への取組み

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (14) 診療材料・機器の適切な管理
座長：山﨑

悦伸（NHO 相模原病院 事務部 企画課 経営企画室長）

P2-2P-561 診療材料費削減に向けての取り組み
NHO 福岡病院 中村

元気

P2-2P-562 在宅自己注射患者に要する消毒綿の適正数の見直し
NHO 三重中央医療センター 柴田美由紀

P2-2P-563 病院経営改善についての手術室の取り組み

～多部門と連携した医療材料の管理の見直し～
NHO 京都医療センター 禮場

直人

NHO 仙台医療センター 安藤

広樹

NHO 九州医療センター 吉岡

幸宏

P2-2P-564 医療材料費削減について
P2-2P-565 診療材料費削減への取り組み

NHO 高松医療センター 脇田
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P2-2P-567 診療材料費削減の取組み～共同購入への参加と手術キットの SPD 化～
NHO 別府医療センター 宇都宮慎吾

P2-2P-568 医療機器管理における保守契約の指標に関する検討
好村

尚記

NHO 広島西医療センター 原田

秀幸

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-2P-569 医療機器等の契約見直しによる診療材料費削減について

ポスター181
13:40～14:20

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）

病院運営・管理 (15) 適正かつ合理的な契約
座長：西村

和彦（NHO 南京都病院 企画課長）

P2-2P-570 複合機の一斉入替による費用削減の取り組みについて
NHO 高知病院 三崎

一輝

P2-2P-571 同一地域病院間の共同入札の実施について～紫香楽病院との取り組み～
NHO 東近江総合医療センター 飯田

里沙

P2-2P-572 東京病院における複合機契約見直しによる費用削減の検証
第２日目
午後

NHO 東京病院 岡嶋

大樹

NHO 高知病院 井上

昇

NHO 南京都病院 塚井

悠介

山片

裕介

NHO 柳井医療センター 北村

英之

P2-2P-573 院内工務店の設置～修繕費の削減取り組み～
P2-2P-574 新外来管理治療棟の什器調達に係る費用削減効果
P2-2P-575 給食材料一括調達の検討
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-2P-576 カーテン・ブラインド３施設共同調達の実施について
P2-2P-577 ベッドの修理は事務にお任せ♪

～別途料金は不要です～
NHO 宇多野病院 木下

ポスター182
13:40～14:30

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

由純

コンベンションホール北）

病院運営・管理 (16) 経費削減の取り組み
座長：紀川

収次（NHO 広島西医療センター 業務班長）

P2-2P-578 新 IT 基盤構築への対応にかかる経費削減について
NHO 宮崎病院 南園

奨

P2-2P-579 演題取り下げ
ポスター

P2-2P-580 中材におけるパック詰めのミスをなくす取り組み
NHO 米沢病院 遠藤明日香
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P2-2P-581 看護師の医療材料に対するコスト意識向上に向けた取り組み
NHO 箱根病院 秋山

優

NHO 仙台西多賀病院 鎌田

浩美

NHO 京都医療センター 筒居

敬

P2-2P-582 分けるくん～しっかり分けてコストカット～
P2-2P-583 会議のタブレット運用についての検証結果報告
P2-2P-584 ISO15189受審に向けた検体検査部門における経費削減
永田

啓代

NHO 南岡山医療センター 野津

誠

NHO 近畿中央呼吸器センター 口開

大地

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P2-2P-585 照明ＬＥＤ化及び空調デマンド制御による電力料金の削減効果
P2-2P-586 適正な宿舎管理と費用削減についての取り組み
P2-2P-587 入院患者に係る書類等を保管するファイル変更によるコスト削減への取組みについて
NHO 長崎医療センター 山田

ポスター183
13:40～14:25

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

祐子

コンベンションホール北）

座長：鈴木

第２日目
午後

感染対策 (1) 病院をあげて取り組む
由美（NHO 下志津病院 感染症内科 医長）

P2-2P-588 富山病院における院内感染対策（手指消毒回数の増加と経口抗菌薬の見直し）
NHO 富山病院 座光寺伸幸

P2-2P-589 感染係検討会の充実を目指して～リンクスタッフとの関わりを振り返る～
NHO 東名古屋病院 小泉

恵

P2-2P-590 ICT で行った感染管理リンクナース教育～グラム染色実習の評価～
NHO 弘前病院 對馬

春子

P2-2P-591 手作りオリジナルカレンダーによる感染対策意識向上への取り組み
国立療養所沖縄愛楽園

久場真由美

P2-2P-592 個人防護具の適切な場面での使用に向けて
横尾

千寿

NHO 西埼玉中央病院 平山

哲

豊田

実咲

NHO 富山病院 安倍

祐一

NHO 紫香楽病院 大和

一平

国立がん研究センター東病院

P2-2P-593 リンクナースによる尿道カテーテル関連尿路感染予防にむけた取り組み
P2-2P-594 事務職員を対象とした感染防止活動について
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P2-2P-595 スタッフ看護師の手指衛生行動に影響する新たな阻害因子の検討
P2-2P-596 当院における消毒剤の使用状況について
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ポスター184
13:40～14:20

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）

感染対策 (2) 手指衛生への取り組み
座長：大槻登季子（NHO 近畿中央呼吸器センター 看護部 副看護師長／看護師）

P2-2P-597 看護ケアにおける手指衛生の実施率改善を目指して
NHO 山口宇部医療センター 谷川

葉子

P2-2P-598 手指衛生行動への影響を与える因子の検討

～ハンセン病療養所看護職員が抱く元患者への思い込み～
蛯名

久子

NHO 京都医療センター 富田

有香

国立療養所栗生楽泉園

P2-2P-599 適切な手指衛生のための取り組み
P2-2P-600 NICU における正しい手指消毒方法の徹底とタイミングの遵守にむけての取り組み
NHO 三重中央医療センター 藤原

久代

P2-2P-601 ICT リンクナースによる手指衛生遵守率向上への取り組み
国立がん研究センター東病院

朝比奈康子

P2-2P-602 手指消毒実施率100％への挑戦
国立国際医療研究センター

石橋

大典

第２日目
午後

P2-2P-603 手術室における感染予防策向上をめざした QC 活動
～外回り看護師の手指消毒剤適正使用～

NHO 近畿中央呼吸器センター 松川佐和子

P2-2P-604 手指衛生実施率調査～継続的に実施するための取り組み～（直接観察法）
NHO 東京医療センター 古舘加奈子

ポスター185
13:40～14:20

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）

感染対策 (3) 抗菌薬の適正使用を支援
座長：森

誠司（NHO 京都医療センター 感染制御部 副看護師長）

P2-2P-605 当院における抗菌薬適正使用支援チームとしての取り組み
NHO 敦賀医療センター 塚本

美緒

P2-2P-606 当院における抗菌薬適正使用推進チーム（AST）の取り組みについて
NHO 大阪南医療センター 南

翔大

P2-2P-607 抗菌薬適正使用支援加算算定に伴う当院 AST の取り組み報告
NHO 都城医療センター 平峯

侑恵

P2-2P-608 抗菌薬適正使用支援チームにおける薬剤師の役割について
NHO 水戸医療センター 深水

勇伍

ポスター

P2-2P-609 Antimicrobial Stewardship における薬剤師の役割
NHO 京都医療センター 宮地由香里

P2-2P-610 特定抗菌薬の TDM 実施率向上へ向けた取り組み
NHO 京都医療センター 中野
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P2-2P-611 当院 AST による特定抗菌薬長期使用例に対する適正使用評価の効果と問題点
NHO 東京医療センター 廣瀬

祥子

P2-2P-612 当院における2剤耐性緑膿菌検出患者の抗菌薬使用状況に関する検討
NHO 広島西医療センター 下田

ポスター186
13:40～14:15

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

明広

コンベンションホール北）

感染対策 (4) 抗菌薬の使用状況を把握
座長：中尾

元紀（NHO 南京都病院 薬剤部 調剤主任）

P2-2P-613 国立病院臨床検査技師協会九州支部会
ト）に対するアンケート報告

微生物検査（塗抹・同定検査・報告コメン
NHO 小倉医療センター 黒田みずき

P2-2P-614 当院における注射用抗菌薬の使用動向調査
NHO 敦賀医療センター 山本友佳子

P2-2P-615 当院における抗菌薬適正支援業務の取り組み
NHO 関門医療センター 柳井

翔太

NHO 下志津病院 植草

綾乃

P2-2P-617 姫路医療センターにおける AST 活動補助ソフトを用いた活動報告
NHO 姫路医療センター 田中

第２日目
午後

P2-2P-616 当院における抗菌薬適正使用支援活動と薬剤師の役割

將晴

P2-2P-618 バンコマイシン血中濃度予測解析の運用に関する検討
NHO 四国がんセンター 高野

豪

P2-2P-619 AUD (Antimicrobial use density：抗菌薬使用密度 )を用いた耐性菌サーベイランス
NHO 長崎医療センター 綱脇

ポスター187
13:40～14:25

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

徹意

コンベンションホール北）

感染対策 (5) 耐性菌の実態把握と管理
座長：藤原

佐美（NHO 兵庫中央病院 細菌主任）

P2-2P-620 患者対看護師比が新生児集中治療室の極低出生体重児のメチシリン耐性黄色ブドウ
球菌伝播に与える影響

NHO 西埼玉中央病院 坂木

晴世

P2-2P-621 神経難病患者の気管切開症例における呼吸器検体からの分離菌に関する検討
NHO 岩手病院 遠藤

昂駿

播磨

尚寛

NHO 四国がんセンター 中西

愛美

P2-2P-622 鼻腔、咽頭採取検体の MRSA 検出率について
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P2-2P-624 細菌自動分析装置４機種の使用経験
NHO 災害医療センター 藤澤

京亮

NHO 大分医療センター 花木

祐介

P2-2P-625 当院における検査技師による検体採取業務の実際
P2-2P-626 術後、喀痰と便から VRE が検出された患者の感染対策事例
NHO 姫路医療センター 三木

久子

P2-2P-627 βラクタム系抗菌薬に対する腸内細菌科細菌の耐性動向監視にかかる新たな指標の
検討

NHO 名古屋医療センター 三浦みちえ

P2-2P-628 タゾバクタム / ピペラシリン (TAZ/PIPC）投与時における用量調節の有効性と腎及
び肝機能障害の発現頻度

NHO 熊本再春荘病院 千場

ポスター188
13:40～14:15

ポスター会場2（神戸国際展示場

2号館1F

美奈

コンベンションホール北）

感染対策 (6) 院内各所での取り組み
座長：洲本

師来（NHO 大阪医療センター 副看護師長）

第２日目
午後

P2-2P-629 手術前手洗いに「ラビング法」を導入して
NHO 函館病院 佐々木ちはる

P2-2P-630 CV ポート造設前の感染状況が造設後に与える影響について
NHO 医王病院 池下

聖子

P2-2P-631 脊髄小脳変性症患者の気管内吸引刺激による咳嗽時の分泌物の飛散状況
NHO 徳島病院 濱野

真衣

山崎

幸代

NHO 東京医療センター 吉田

健人

P2-2P-632 院内感染防止に向けて包交車管理改善への取り組み
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P2-2P-633 ATP 拭き取り検査器を用いた医療機器洗浄度の評価
P2-2P-634 ゴム便器ふき取り検査結果報告
NHO 松江医療センター 森山由美子

P2-2P-635 ICT リンクナースによる患者生活環境の環境整備推進活動
国立がん研究センター東病院

初

育香

ポスター
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ポスター189
13:40～14:20

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）

感染対策 (7) 各微生物に対する個別化対応
座長：安田

一貴（NHO 神戸医療センター 看護部 感染対策室専従看護師）

P2-2P-636 職員の流行性ウイルス疾患（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）抗体価検査の実施に向
けた取り組み

NHO 村山医療センター 佐々木恭兵

P2-2P-637 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘にかかる感染防止対策基準整備に関する報告
国立精神・神経医療研究センター

小澤慎太郎

P2-2P-638 当院における過去5年間の安全機構付き器材による針刺し・切創報告の実態と今後の
課題

NHO 霞ヶ浦医療センター 菅野

勝司

P2-2P-639 調理職員を対象としたリアルタイム PCR を用いたノロウイルス検出の報告
NHO 三重病院 薄木

那智

P2-2P-640 職員の採用時健診における QFT 陽性者の対応
NHO 神奈川病院 大渡由美子

P2-2P-641 神経難病病棟で発生した M.abscessus 陽性患者の感染対応
幸江

NHO あきた病院 小林

道雄

NHO 新潟病院 中澤

光枝

第２日目
午後

NHO あきた病院 泉

P2-2P-642 神経難病病棟で多発した M. abscessus 陽性症例の臨床経過
P2-2P-643 角化型疥癬事例からみえた当院の感染対策の現状と課題

ポスター190
13:40～14:25

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）

感染対策 (8) インフルエンザ対策
座長：宮川

英和（NHO 南京都病院 看護部 副看護師長（感染管理認定看護師））

P2-2P-644 インフルエンザ流行時の曝露対策としての予防投与に関する検討
NHO 北海道がんセンター 小山田厚子

P2-2P-645 抗インフルエンザ薬の内服に関する意識調査

～医療従事者は抗微生物薬を適正に使用できているのか～
NHO 千葉医療センター 一沢

麻衣

P2-2P-646 インフルエンザ感染経路を意識したリハビリテーション科の感染対策の取り組み
NHO 浜田医療センター 岸

純子

P2-2P-647 季節性インフルエンザに対する当院の取り組みについて
NHO 菊池病院 中村

奈央

NHO 千葉医療センター 三沢美知代

第72回国立病院総合医学会
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P2-2P-649 ２度目のインフルエンザアウトブレイクを経験して
NHO 大分医療センター 三重野純子

P2-2P-650 がん専門病院におけるインフルエンザアウトブレイク対応と課題
NHO 北海道がんセンター 一戸真由美

P2-2P-651 感染症アウトブレーク時の院内警戒レベル導入後の運用
NHO 大牟田病院 山田恵利華

P2-2P-652 病棟でのインフルエンザアウトブレイク時のリハビリテーション部の対応
～ライティングシートの導入～

NHO 東名古屋病院 豊島

ポスター191
13:40～14:25

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

義哉

展示室）

がん医療 (1) がん化学療法における看護師の取り組み
座長：一宮

絵美（NHO 九州がんセンター 看護部 看護師長）

P2-3P-653 がん遺伝子相談外来の開設～相談外来における看護師の役割～
NHO 函館病院 中村

沙織

第２日目
午後

P2-3P-654 外来化学療法室の投与手順の統一を目指して
NHO 函館病院 倉見亜希子

P2-3P-655 がん患者指導の現状把握と改善に向けての取り組み
NHO 沖縄病院 渡真利早苗

P2-3P-656 初回がん化学療法（ＸＥＬＯＸ・ＳＯＸ療法）を受ける患者の手足症候群の予防ケ
アに対する思いと行動

NHO 四国こどもとおとなの医療センター

岡崎

ゆい

P2-3P-657 抗がん剤曝露対策に対する看護師の現状と課題 - 意識調査・モニタリングを通して NHO 東近江総合医療センター 松野

円香

P2-3P-658 抗がん剤の曝露予防対策の現状と課題～安全な取り扱いチェックリストを実施して～
NHO 金沢医療センター 坂倉喜代美

P2-3P-659 抗がん剤投与における曝露対策に関する教育・訓練～抗がん剤投与場面の直接観察
を実施して～

NHO 西埼玉中央病院 二神

智子

NHO 医王病院 宮澤

憲治

P2-3P-660 在宅におけるトイレの抗がん剤曝露による汚染調査
P2-3P-661 当病棟（呼吸器疾患病棟）看護師における化学療法対象患者への指導に関する意識
調査～好中球減少症に焦点をあてて～

NHO 長良医療センター 佐々木

愛

ポスター
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ポスター192
13:40～14:20

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

がん医療 (2) がん化学療法と薬剤師の取り組み
座長：宮部

貴識（NHO 大阪医療センター 薬剤部 副薬剤部長）

P2-3P-662 外来がん化学療法を支える「薬剤師外来」の役割
NHO 京都医療センター 植田

裕美

NHO 佐賀病院 城谷

実里

NHO 京都医療センター 喜田

孝史

P2-3P-663 外来がん化学療法における患者への関わり
P2-3P-664 抗がん剤調製業務における屋根瓦式教育の導入
P2-3P-665 アルコール非含有下におけるドセタキセル水和物の先発品と後発品との安全性の比
較検討

NHO 九州がんセンター 原

茉梨絵

P2-3P-666 当院における乳癌患者に対するパルボシクリブ投与症例の安全性の検討
NHO 大阪医療センター 清水

彩加

P2-3P-667 鑑査システム導入後も残存する抗がん剤調製時のミスと対応策の検討
国立がん研究センター中央病院

陳

美樹

NHO 九州医療センター 木村

滋

P2-3P-669 医療費軽減を目指した後視的副作用発現頻度の調査

第２日目
午後

P2-3P-668 腎機能低下患者における Capecitabine の用量調節と有害事象に関する調査

後発品から先発品に変更することでビノレルビンの静脈炎の頻度は低下するか
NHO 水戸医療センター 青野智恵美

ポスター193
13:40～14:25

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

がん医療 (3) がんリハビリテーションの取り組み
座長：渡邊

潤子（NHO 名古屋医療センター リハビリテーション科 理学療法士長）

P2-3P-670 3次救急病院での緩和病棟への作業療法の介入の経験
岡崎

規子

NHO 別府医療センター 中川

恵嗣

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-3P-671 骨転移患者に対するがんリハ介入時の当院の取り組み
P2-3P-672 悪性腫瘍患者の下肢静脈エコーと D-daimer の比較検討
NHO 北海道がんセンター 古川

郁子

P2-3P-673 乳癌左腸骨転移により自宅退院困難となったパーキンソン病の一例
NHO 北海道がんセンター 前田ゆりこ

NHO 嬉野医療センター 小田
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P2-3P-675 胸部中部食道癌術後に胸水貯留 , 縫合不全等の合併症を呈し , リハビリに難渋したが ,
良好な転帰が得られた症例

NHO 千葉医療センター 安西

崇

P2-3P-676 転移性肺癌に伴う左全無気肺に対する左肺全摘術を施行した1例
～呼吸器外科リスク症例への積極的な呼吸リハビリの関与～

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

中平光次朗

P2-3P-677 現職復帰を目標に理学療法を行った造血幹細胞移植患者の経験 
～職業動作の Mets 換算が有効であった症例～

NHO 九州がんセンター 田中啓一郎

P2-3P-678 がん患者に対する術前理学療法の検討
NHO 神戸医療センター 安部

ポスター194
13:40～14:30

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

冬音

展示室）

がん医療 (4) 支持療法、緩和療法、安全性
座長：早川

直樹（NHO 南和歌山医療センター 薬剤部 薬剤部長）

P2-3P-679 抗がん剤催吐性リスク別悪心嘔吐発現頻度への患者関連因子の影響調査
第２日目
午後

NHO 神戸医療センター 田中

亮

P2-3P-680 肺癌患者を対象とした抗がん剤におけるグラニセトロンの用量比較
NHO 山口宇部医療センター 田中

翔一

P2-3P-681 骨髄異形成症候群に対するアザシチジン投与による悪心嘔吐対策としてのラモセト
ロンの効果

NHO 福岡東医療センター 田中

彩

P2-3P-682 デキサメタゾン予防投与量の違いにおける浮腫の発現率調査～乳がん術後のTC 療法～
NHO 千葉医療センター 篠原ひろみ

P2-3P-683 腹膜播種起因イレウスにフェンタニル持続注射およびオキシコドン注射液レスキュー
にて疼痛緩和を行った症例

NHO 九州がんセンター 仲田

浩成

P2-3P-684 国立がん研究センター中央病院における入院麻薬処方の返納理由に関する実態調査
国立がん研究センター中央病院

田中

聖二

P2-3P-685 大牟田病院におけるナルデメジン使用状況について
NHO 大牟田病院 梅野なるみ

P2-3P-686 薬剤師が処置に同行し Mohs ペーストの粘度調整を行った一例
NHO 長崎川棚医療センター 一ノ瀬由衣

P2-3P-687 血管新生阻害薬における尿蛋白測定状況について

ポスター

NHO 大阪南医療センター 難波

優希

NHO 南和歌山医療センター 金崎

美貴

P2-3P-688 高齢者におけるラムシルマブの安全性
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ポスター195
13:40～14:20

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

がん医療 (5) ボディイメージの変容と看護
座長：菊地

美香（NHO 北海道がんセンター 緩和ケアセンター 副看護師長 / がん看護専門看護師）

P2-3P-689 がん患者へのケア提供者間の協働を考える

～外来と病棟看護師へのインタビュー調査を通して～
NHO 旭川医療センター 渡辺

麻美

P2-3P-690 看護師によるストーマ装具選択を振り返り現状を明らかにする
～ストーマ装具選択基準を用いて～

NHO 京都医療センター 早川

智美

P2-3P-691 人工肛門造設術後の看護介入において臨床看護師が直面する患者教育の困難さ
NHO 東広島医療センター 田口

紀恵

P2-3P-692 ストーマ造設患者の退院後の晩期合併症の現状と病棟看護師の役割
NHO 豊橋医療センター 益田

祐依

P2-3P-693 乳癌術後のホルモン剤内服治療を受けている患者の食欲と体重管理について
～セルフケア支援に必要なことは何か～

NHO 函館病院 伊藤みずえ

～圧迫療法の有用性について～

NHO 佐賀病院 犬童

侑

第２日目
午後

P2-3P-694 乳がんで化学療法を受ける患者の末梢神経障害軽減に対する取り組み

P2-3P-695 手術を受ける乳がん患者に対するボディイメージへの看護介入
NHO 千葉医療センター 佐々木千尋

P2-3P-696 抗がん剤内服開始の患者のセルフケア能力向上に向けての取り組み
～退院指導パンフレットを作成して～

NHO 和歌山病院 境

ポスター196
13:40～14:20

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

由貴

展示室）

がん医療 (6) がん看護、苦痛緩和ケア
座長：蜂須賀純子（NHO 渋川医療センター 看護部 看護師長）

P2-3P-697 中枢神経系の障害患者における真性ラベンダーの睡眠導入効果
NHO 釜石病院 石原

成美

P2-3P-698 足浴・足関節底背屈運動による、高齢者の下肢の浮腫への効果
P2-3P-699 リンパ浮腫治療

NHO 下総精神医療センター 高山

桃子

NHO 函館病院 布施

美江

NHO 函館病院 藤尾

彩子

テンソグリップを使用して
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P2-3P-701 透析経過中の血圧低下と除水量との関係
NHO 柳井医療センター 桂

崇子

P2-3P-702 内シャントに対するシャントマッサージへの取り組み
NHO 柳井医療センター 寺尾

裕美

P2-3P-703 神経難病病棟における家族看護の満足度 : 患者家族と看護師に対するアンケート調査
から

NHO 七尾病院 河原

彩

P2-3P-704 慢性呼吸不全患者会「笑顔の会」への病棟としての関わり
NHO 南京都病院 山浦新太郎

ポスター197
13:40～14:15

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

がん医療 (7) がん看護、緩和ケアの工夫
座長：髙木

幸子（NHO 静岡医療センター 看護部 副看護師長）

P2-3P-705 がん患者のその人らしさを尊重する関わりとは～臨床倫理検討シートを活用しての
事例検討～

第２日目
午後

NHO 敦賀医療センター 寺元

恵

NHO 災害医療センター 高寺

愛

P2-3P-706 スピリチュアルペインへの対応
P2-3P-707 継続した疼痛アセスメントを目指す

～効果的な疼痛アセスメントシート（STAS-J) の活用～
NHO 大阪南医療センター 岩脇

理絵

P2-3P-708 Ａ病院における緩和ケア外来新規受診患者の緩和ケア病棟入棟に関連する現状調査
NHO 京都医療センター 塗師

雅美

P2-3P-709 急変した終末期肺がん患者と妻に対する看護師の思い

―急性期病棟での初回デスカンファレンスにおける語りの分析―
NHO 信州上田医療センター 田中

悠行

P2-3P-710 一般病院における消化器癌患者の疼痛コントロールに対する看護師の困難感
NHO 豊橋医療センター 井上

理沙

NHO 鹿児島医療センター 竪山

仁美

P2-3P-711 頭頸部がん患者にかかわる看護師のやりがい

ポスター198
13:40～14:20

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

皮膚疾患の治療とケア
ポスター

座長：石椛

寛芳（NHO 姫路医療センター 形成外科 医長）

P2-3P-712 広範囲熱傷患者の頸部瘢痕拘縮を予防するための手術戦略
NHO 長崎医療センター 藤岡
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P2-3P-713 Dog ear deformity を目立たなくするための Double Y-V s advancement flap
NHO 長崎医療センター 藤岡

正樹

NHO 京都医療センター 熊切

將宜

P2-3P-714 下顎骨骨折に続発した頬部壊死性筋膜炎の1例
P2-3P-715 腹水中に出現し免疫染色が有用であった悪性黒色腫の1例
竹野

真祐

NHO 北海道医療センター 峰村

明里

NHO 長崎医療センター 野口

美帆

国立がん研究センター 中央病院

P2-3P-716 前腕部に発生したメルケル細胞癌の１例
P2-3P-717 基底細胞癌の切除範囲と予後に関する検討
P2-3P-718 演題取り下げ
P2-3P-719 乳腺科術後放射線治療における皮膚炎ケアについての検討
NHO 九州がんセンター 小柳

ポスター199
13:40～14:15

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

有子

展示室）

座長：石井

第２日目
午後

栄養管理 (1) 患者への指導・教育
民子（NHO 東長野病院 内科 栄養管理室 栄養管理室長）

P2-3P-720 ロコモの該当状況からみえてきた運動習慣の必要性
NHO 榊原病院 大西ちひろ

P2-3P-721 血液疾患患者への食事支援（第1報） －アンケート調査による現状把握－
NHO 熊本医療センター 北向

由佳

NHO 九州医療センター 久保

葵

P2-3P-722 術前減量に難渋する患者の栄養管理の問題点
P2-3P-723 1型糖尿病外来および CSII 外来における栄養士の関わり
NHO 京都医療センター 鳥山

明子

P2-3P-724 妊娠糖尿病患者への栄養食事指導の効果に対する検証
NHO 都城医療センター 本莊

真一

P2-3P-725 フリースタイルリブレ 使用により血糖コントロールが著明に改善した2型糖尿病の
®

1例

NHO 三重中央医療センター 高田

望

P2-3P-726 チームで支援！～調理実習の取り組み～
NHO 小倉医療センター 玉利友理恵

ポスター
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ポスター200
13:40～14:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

栄養管理 (2) 新人教育、栄養評価
座長：中谷

成利（NHO さいがた医療センター 栄養管理室 栄養管理室長）

P2-3P-727 東海北陸国立病院管理栄養士協議会新人教育研修プログラムについて（1）
NHO 医王病院 倉野

正志

P2-3P-728 東海北陸国立病院管理栄養士協議会新人教育研修プログラムについて（2）
NHO 北陸病院 小原

香耶

P2-3P-729 栄養サポートチーム（NST）専門療法士認定教育施設の事務局からみた現状と課題
NHO 佐賀病院 松下めぐみ

P2-3P-730 沖縄病院における栄養マネジメントの課題
NHO 沖縄病院 赤坂さつき

P2-3P-731 CONUT 法・CONUT 変法による栄養スクリーニングを導入した NST 活動
NHO 静岡医療センター 大嶽

良介

NHO 岩手病院 前田

健太

P2-3P-732 CONUT 法導入に向けた検討

第２日目
午後

ポスター201
13:40～14:10

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

栄養管理 (3) 重症患者に対する NST
座長：青山

裕一（NHO 三重病院 栄養管理室 主任栄養士）

P2-3P-733 改善がみられない特定保健指導対象者の実態
NHO 榊原病院 佐藤

英成

P2-3P-734 栄養サポートチームが関与した褥瘡患者における低アルブミン血症の実態について
NHO 東埼玉病院 金森

功次

P2-3P-735 低栄養患者に対するリハビリテーション介入に見直しを必要とした一症例
～攻めの理学療法の実現を目指して～

NHO 鳥取医療センター 長谷川

慧

P2-3P-736 「リハビリ中の患者への適切な栄養管理」のマニュアル化に向けた課題・取り組み
～リハビリテーション科から活動係数の提案に向けて～

NHO 鳥取医療センター 村上

達則

P2-3P-737 難治性下肢潰瘍患者の退院に向けた取り組みー自宅退院ができた一例ー
上原

智子

NHO 医王病院 井上

敬太

国立療養所沖縄愛楽園

P2-3P-738 褥瘡悪化患者へのＮＳＴの関わり

ポスター
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ポスター202
13:40～14:20

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

栄養管理 (4) NST の多職種連携
座長：飛野

矢（NHO 静岡てんかん・神経医療センター 主任栄養士）

P2-3P-739 病院職員の健康増進に対する管理栄養士の取り組み
NHO 福山医療センター 谷川

拓也

NHO 埼玉病院 金森

裕佳

NHO 釜石病院 津田

朱里

P2-3P-740 眼科入院患者に対する病棟栄養士の関わりについて
P2-3P-741 便通に対する水溶性食物繊維を添加した味噌汁の効果の検討
P2-3P-742 当院におけるスキン - テア発生の特徴～栄養面を中心とした発生状況について～
NHO 別府医療センター 佐藤

由衣

P2-3P-743 多職種を巻き込んだチーム医療の有用性～低栄養・難治性の褥瘡の一症例報告～
NHO 神戸医療センター 下里

文

P2-3P-744 多職種チーム（栄養サポートチーム、摂食嚥下チーム）によるとろみ剤の実演研修
会について

NHO 熊本再春荘病院 清水三千代

NHO 大牟田病院 海老澤

真

P2-3P-746 栄養管理計画書からみた当院入院患者の低栄養の現状と問題点について

第２日目
午後

P2-3P-745 病棟看護師の NST ラウンドに関する実態調査

NHO 関門医療センター 石田みどり

ポスター203
13:40～14:05

ポスター会場3（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

栄養管理 (5) さまざまな病態に対応
座長：永野由香里（NHO 高知病院 栄養管理室 主任栄養士）

P2-3P-747 経管栄養中に銅欠乏による好中球減少と貧血を来し、栄養補助飲料使用が奏功した
一例

NHO 宮崎東病院 嶋

由紀

P2-3P-748 NST が介入した外科手術を要する大豆製品禁止ビーガンの1例
NHO 東京医療センター 齊藤

彩子

P2-3P-749 脂肪肝を伴う低栄養患者に対して行った栄養管理の1例
NHO 九州医療センター / NHO 長崎医療センター 荒木

翔太

P2-3P-750 正確な水分計量方法の実践により透析間の体重管理が良好となった1症例について
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

須藤ひかり

NHO 九州医療センター 杉
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ポスター204
13:40～14:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護 (8) 排泄ケア、環境整備
座長：稲垣磨奈美（NHO 三重病院 看護部 看護師長）

P2-4P-752 ハンセン病療養所におけるオムツ使用入所者に対する排泄ケアの特殊性２
国立療養所多磨全生園

辻

寿子

P2-4P-753 おむつの正しい選択と着用方法の検討～おむつの漏れを最小限に留めるために～
志賀

愛里

NHO 神奈川病院 和田

朋美

国立国際医療研究センター

P2-4P-754 紙おむつ使用者の排泄ケア向上にむけた今後の課題
～ドナベディアンモデルによる考察から～

P2-4P-755 おむつ交換におけるケア・バンドルの要素を用いた介入の取り組み
国立療養所宮古南静園

松本勝二郎

P2-4P-756 環境整備に対するスタッフの意識と対応の実態
NHO 東近江総合医療センター 二本柳李香

P2-4P-757 ナースシューズ2足履きによる細菌数の変化（案）
NHO 医王病院 竹田

第２日目
午後

ポスター205
13:40～14:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

千鶴

展示室）

看護 (9) 周手術期への取り組み
座長：柳樂

憲子（NHO 岡山医療センター 看護師長）

P2-4P-758 入院前に手術・麻酔に関する情報を得た患者の反応

～入退院支援センターでの手術室看護師の介入を目指して～
NHO 舞鶴医療センター 山添

美紀

P2-4P-759 患者が看護師から知りたいと思っていることに焦点をあてた術前オリエンテーション
～ DVD を用いた術前オリエンテーションを使用して～

NHO 帯広病院 山川

将志

P2-4P-760 開心術を受ける患者に対する術前オリエンテーションを統一しての不安と心配事の
内容の変化～ STAI と ESWAT を用いて～

NHO 嬉野医療センター 安田

瑠美

NHO 神戸医療センター 倉橋

佑典

NHO 霞ヶ浦医療センター 高城

純子

P2-4P-761 術前訪問を実施するために取り組んだ活動の検証
P2-4P-762 手術直前の患者への手術室看護師の関わり

ポスター

P2-4P-763 脳深部刺激療法・視床破砕術を受ける患者の術前から術中の不安への意識調査
NHO 奈良医療センター 山川祐貴子
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P2-4P-764 側臥位手術症例に対する手術前から手術後を通しての保温対策安易・安価なビニー
ル袋を使用して

NHO 山口宇部医療センター 佐藤

洋史

P2-4P-765 胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術 (FLP) を受けた妊婦への看護介入
国立成育医療研究センター

ポスター206
13:40～14:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

坂口

1号館2F

愛由

展示室）

看護 (10) 高齢者へ自己管理支援
座長：中鉢

則子（NHO 仙台西多賀病院 看護部 看護師長）

P2-4P-766 入院時オリエンテーションをうける白内障患者への実態調査～個別指導と集団指導
を比較して～

NHO 千葉医療センター 今井

美加

P2-4P-767 CGA7の導入による入院中の高齢者に対する内服アセスメントシートの実態調査
玉岡

良紀

NHO 大牟田病院 田上

早希

国立長寿医療研究センター 看護部

P2-4P-768 内服薬自己管理能力の判断基準の検討

ン内容の検討

NHO 水戸医療センター 小沼沙由美

第２日目
午後

P2-4P-769 心臓カテーテル検査を受ける患者に検査・治療の協力を得るためのオリエンテーショ

P2-4P-770 致死性不整脈の出現を回避するために自ら活動量を制限した患者の ADL を拡大する
ことができた症例

百済

浩世

NHO 高知病院 清岡

美月

国立循環器病研究センター

P2-4P-771 胃切除後の患者指導の見直し
P2-4P-772 慢性心不全患者への日常生活指導の検討

- 看護師の心不全手帳活用の現状 -

NHO 呉医療センター・中国がんセンター

川口可奈未

P2-4P-773 患者のニーズを満たす患者教育
NHO 東名古屋病院 和田小百合

ポスター207
13:40～14:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護 (11) セルフケア支援
座長：門田由紀枝（NHO 高松医療センター 看護師長）

P2-4P-774 病棟看護師の家族看護における苦手意識に対する取り組み
大倉

令

P2-4P-775 婦人科がん術後の間欠的自己導尿指導に対する看護師の困難感改善を目指して
NHO 北海道がんセンター 村谷
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P2-4P-776 神経難病患者の外出・外泊用の実用性のあるフローチャート作成を目指して
NHO NHO 鈴鹿病院 鈴木

良子

P2-4P-777 術後5日目に外来受診した患者のセルフケアに対する認識と行動
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

影山

志乃

P2-4P-778 外来発信での継続看護の在り方を考える～外来継続看護フローを作成して～
NHO 千葉医療センター 杉村

里枝

NHO 東近江総合医療センター 北野

亜季

P2-4P-779 外来と病棟の継続看護に必要な情報の意識調査
P2-4P-780 ハンセン病施設における在宅支援に求められる看護・介護
山下

文香

NHO 近畿中央呼吸器センター 河崎

久美

国立療養所菊池恵楓園

P2-4P-781 退院後訪問を通しての退院指導評価

ポスター208
13:40～14:15

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護 (12) 回復期リハビリのケア
座長：吉村

由美（NHO 福岡東医療センター 看護師長）

第２日目
午後

P2-4P-782 リハビリテーション総合実施計画書を用いたカンファレンスの有効性
～職種間のずれの改善～

NHO 浜田医療センター 佐々木

遥

P2-4P-783 ADL 改善に役立てるため FIM（機能的自立度評価法）の導入に向けた取り組み
NHO 横浜医療センター 鈴木

雪子

P2-4P-784 長期安静により ADL が低下し活動への積極性が欠けた患者の看護
～エンパワーメント理論を活用して～

NHO 東名古屋病院 土井

寛子

NHO 東名古屋病院 安江

彩乃

P2-4P-785 自己効力感の回復による歩行状態の改善
P2-4P-786 面接技術の向上にむけたアプローチ～学生によるフィードバック～
NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

梅田

雄嗣

川瀬

翔太

P2-4P-787 認知領域における学年間を越えた学生同士の取り組み
NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

P2-4P-788 演題取り下げ

ポスター
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ポスター209
13:40～14:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

看護 (13) ポジショニングと褥瘡ケア
座長：濱部恵里子（NHO 神奈川病院 副看護師長）

P2-4P-789 脳卒中患者のフットポンプ・弾性ストッキング装着中の皮膚トラブル発生予防
NHO 舞鶴医療センター 馬場

玲子

P2-4P-790 疼痛が強く看護介入の受け入れが困難な関節リウマチ患者に対する褥瘡悪化予防へ
の関わり

NHO 宇多野病院 太田

綾子

古畑

崚

NHO 奈良医療センター 伊藤

佑一

P2-4P-791 在宅療養中の重症心身障害児の褥瘡予防の看護
国立成育医療研究センター

P2-4P-792 脳血管造影検査後の腰痛緩和方法の検討
P2-4P-793 患者にとって負担にならない安全かつ安楽な体位変換の検討
NHO 和歌山病院 松本

弘

NHO 京都医療センター 寺本

智美

P2-4P-794 硝子体手術後のうつむき安静による苦痛緩和への援助
第２日目
午後

ポスター210
13:40～14:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (1) ＣＴ撮影における様々の工夫
座長：東野

由樹（国立循環器病研究センター 診療放射線技師）

P2-4P-795 肝臓多時相 CT 検査における高体重患者症例への生理食塩水後押し法の有用性の検討
NHO 福山医療センター 守重

圭悟

NHO 和歌山病院 櫻井

將喜

P2-4P-796 肺動静脈ＣＴＡにおける至適造影剤注入方法の検討
P2-4P-797 大前根髄動脈 Adamkiewicz artery 描出における造影 CT の最適管電圧の検討
NHO 東近江総合医療センター 井上

明星

P2-4P-798 Adamkiewicz 動脈同定における経動脈性 CTA の有用性
NHO 鹿児島医療センター 前嶋

正徳

P2-4P-799 TBT 法における冠動脈 CT の造影効果と患者因子に関する検討
NHO 埼玉病院 森

拓真

NHO 相模原病院 田中

剛志

P2-4P-800 dual energy CT を用いた冠動脈石灰化における基礎検討
P2-4P-801 ２管球搭載型 CT を用いた冠動脈 CTangiography による冠動脈狭窄の検出能、冠動
NHO 横浜医療センター 三富

正人

P2-4P-802 当院における trauma pan scan の撮影時間短縮の取り組み
NHO 災害医療センター 佐藤
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ポスター211
13:40～14:15

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (2) ＣＴアンギオグラフィ
座長：横峰

圭（NHO 四国がんセンター 放射線部 主任 / 診療放射線技師）

P2-4P-803 NPS モデル化逐次近似画像再構成法の3D 画像作成への影響
NHO 九州医療センター 宇野

善徳

P2-4P-804 コントラスト増幅画像と逐次近似応用再構成を併用した CT アンギオグラフィ描出能
改善の検討

NHO 南岡山医療センター 三宅慎太郎

P2-4P-805 頭部 CTA 検査における頭部 CTA 用逐次近似再構成法の有用性
NHO 埼玉病院 冨澤

菜緒

P2-4P-806 X-CARE を併用した頭部３D-CTA における前面部血管抽出能の評価
NHO 水戸医療センター 大曽根敏彰

P2-4P-807 Volume Subtraction Neck CT-Angiography における撮影法の検討
国立循環器病研究センター

森川

進

P2-4P-808 頭部 CTA における脳動脈クリップのアーチファクト低減効果について
NHO 大阪南医療センター 神

雅啓

第２日目
午後

P2-4P-809 SSDE の自動計測値と実測値の比較検討
国立国際医療研究センター

ポスター212
13:40～14:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

山崎

1号館2F

大輔

展示室）

放射線 (3) ＣＴの画質評価
座長：坂爪

瑞樹（NHO 弘前病院 放射線科 副診療放射線技師長）

P2-4P-810 Dual Energy 撮影におけるファントムサイズと各種試料が定量解析に及ぼす影響に
ついての検討

NHO 高崎総合医療センター 村石

泰伸

P2-4P-811 当院における MDCT における over ranging の評価
NHO 渋川医療センター 久保田浩平

P2-4P-812 高解像度撮影における画質評価
NHO 相模原病院 永井

亨弥

P2-4P-813 256列 MDCT における Wide Coverage ノンヘリカル撮影時の体軸方向についての
X-Y 面内画質均一性の比較

NHO 高崎総合医療センター 北崎

諒

NHO 高崎総合医療センター 飯島

祐希

P2-4P-814 異なる装置間における前面線量低減撮影法の比較
ポスター

P2-4P-815 頭部 CT 検査における IP を用いた水晶体防護の検討
NHO 長崎医療センター 吉田
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P2-4P-816 CT 装置間における CT 値の比較と各 FOV による CT 値の変動について
NHO 名古屋医療センター 清水

翔太

P2-4P-817 スクープストレッチャーが外傷 CT 検査の画質に及ぼす影響
NHO 水戸医療センター 黒澤

ポスター213
13:40～14:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

美穂

展示室）

放射線 (4) ＭＲＩ撮影条件の検討
座長：村田

潤平（NHO 北海道医療センター）

P2-4P-818 脳 MRI 検査における ASL 撮影時の体動に関する検討
NHO 渋川医療センター 五十公野泰弘

P2-4P-819 当院の MRI 検査における位置決めスキャンによる脳主幹動脈閉塞の同定について
NHO 水戸医療センター 金居

啓介

NHO 近畿中央呼吸器センター 遠藤

雅大

P2-4P-820 頭部造影ＭＲＩにおける３Ｄ撮像プロトコルの検討
P2-4P-821 頸動脈プラーク検査における T1- ３D-FSE（VISTA 法）法による撮像条件の検討
NHO 横浜医療センター 田中

健豪

トの検討

国立循環器病研究センター

永井

第２日目
午後

P2-4P-822 MRI 対応心臓植え込み型電気デバイス本体が心臓 MRI 画像におよぼすアーチファク
康宏

P2-4P-823 当院における MRI 検査の運用について
NHO 岡山医療センター 椿

ポスター214
14:10～14:35

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

啓太

展示室）

放射線 (5) ＭＲＩ撮像法の検討
座長：清水

俊宏（NHO 長良医療センター 放射線科 撮影透視主任）

P2-4P-824 TR の変化による脊髄 T2WI 撮像における Driven Equilibrium Pulse の影響の検討
NHO 京都医療センター 熊給

淳

NHO 渋川医療センター 黒澤

謙太

P2-4P-825 MultiTransmit の特徴を活かした撮影法の検討
P2-4P-826 シングルショットを用いた非造影下肢血管 MRA の撮影条件と描出能の検討
NHO 岩国医療センター 日浦

拓也

P2-4P-827 Multiple Fast Field Echo（mFFE）法による撮像条件の検討
健豪

NHO 甲府病院 蓮田

剛士

第72回国立病院総合医学会
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ポスター215
13:40～14:15

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (6) 業務管理、教育研修
座長：荒木

孝之（NHO 東広島医療センター 副診療放射線技師長）

P2-4P-829 当院のポータブル撮影における放射線部門システムの更新における撮影所要時間の
検討

NHO 東京医療センター 大山

隼生

P2-4P-830 胸部単純画像の送信サイズ実態調査 -RIS サムネイル画像導入前後における比較読影
しやすさの追求 -

NHO 東京病院 齋藤

郁里

NHO 南九州病院 下新

和仁

P2-4P-831 放射線科システムにおけるタブレット端末の活用について
P2-4P-832 当院における非常時に対応した事業継続計画 (Business Continuity Plan) 策定の試み 
～放射線科業務に関して～

NHO 長崎病院 井上

行男

P2-4P-833 チーム医療推進への取り組み Ver.2＜読影能力の向上を目指し5年を終えて＞
NHO 大阪医療センター 細川

徹

第２日目
午後

P2-4P-834 画像診断におけるティーチングファイルシステムの構築
NHO 宮城病院 北澤

徹也

NHO 北陸病院 三浦

士郎

P2-4P-835 集計業務の効率化

ポスター216
13:40～14:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (7) 一般撮影の新たな展開
座長：木戸 泰治（NHO 四国こどもとおとなの医療センター 中央検査部診療放射線科 副診療放射線
技師長）

P2-4P-836 Virtual Grid の初期使用経験
NHO 愛媛医療センター 山本

邦彦

P2-4P-837 一般撮影における X 線束が FPD に斜入した際の画像評価
NHO 刀根山病院 吉田健一郎

P2-4P-838 当院に導入された FPD の小児領域における撮影条件の検討
NHO 舞鶴医療センター 松本

将佳

P2-4P-839 演題取り下げ
P2-4P-840 半導体検出器を用いた FPD システムにおける線量指標 EI 値の設定
ポスター

NHO 四国がんセンター 川口
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P2-4P-841 Exposure Index を利用した X 線撮影画像の撮影線量と画質の最適化について
～体内金属陰影が Exposure Index に及ぼす影響について～

NHO 大阪医療センター 進藤

ポスター217
13:40～14:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

雅之

展示室）

放射線 (8) 撮影条件と被曝管理
座長：越智

隆浩（NHO 仙台医療センター 副診療放射線技師長）

P2-4P-842 ポータブル撮影での線量指標を用いた患者体厚ごとの最適な胸部撮影条件の設定
NHO あきた病院 手賀

和輝

NHO 下志津病院 芳賀

良太

P2-4P-843 骨塩定量分析エックス線装置の基本性能評価
P2-4P-844 当院におけるトモシンセシスの有用性について
NHO 横浜医療センター 高梨絵理佳

P2-4P-845 超音波診断装置の精度・管理におけるファントムの作製と分解能評価
NHO 高松医療センター 角

文哉

～診療放射線技師の被ばく状況の把握と被ばく低減の可能性～
国立国際医療研究センター病院

篠ヶ瀬

知

第２日目
午後

P2-4P-846 小型線量計 DoseAware の運用方法について

P2-4P-847 医療被ばく低減施設更新及び被ばく線量計算シート作成
NHO 関門医療センター 大場

湧貴

P2-4P-848 線量管理ソフトウェア DoseWatch の導入に必要な工夫
国立国際医療研究センター

栗原

恵一

P2-4P-849 画像診断管理加算3の施設条件を満たすエックス線 CT 被ばく線量管理の試み
NHO 金沢医療センター 中野

ポスター218
13:40～14:20

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

竜生

展示室）

放射線 (9) 核医学の進歩
座長：高倉

清悟（NHO 熊本医療センター 放射線科 主任診療放射線技師）

P2-4P-850 ドパミントランスポータシンチグラフィの異なる定量解析ソフトの比較検討
国立国際医療研究センター

堀川

大輔

P2-4P-851 線条体イメージングにおけるコリメータ、減弱・散乱線補正に関する基礎的検討
NHO 熊本医療センター 高倉

清悟

NHO まつもと医療センター 名執

佑実

P2-4P-852 CSF 占有率と SBR 値の変化についての検討
Ga ‐ SPECT における骨 SPECT/CT 定量解析ソフトウエアを用いた解析値の検討

67
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P2-4P-854 連続反復回転収集における収集時間と回転数の基礎的検討
NHO 西新潟中央病院 西片

純基

山口

雄作

石川

和希

P2-4P-855 サブセット最適化による逐次画像再構成の高品質化
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P2-4P-856 逐次画像再構成の初期値による収束への影響
NHO 四国こどもとおとなの医療センター

P2-4P-857 ラジウム223の SUV 算出に向けた基礎検討
NHO 大分医療センター 増井飛沙人

ポスター219
14:20～14:35

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (10) ＰＥＴの現況
座長：東

P2-4P-858 18F-FDG

智史（国立長寿医療研究センター 放射線診療部 主任）

体幹部 PET 検査における撮像時間短縮の検討
NHO 京都医療センター 若畑

旬弥

安友

基勝

NHO 福岡東医療センター 久松

純也

P2-4P-859 Thickness Gauge を用いた MTF 測定法の開発
国立療養所大島青松園

第２日目
午後

P2-4P-860 デジタル画像における画像任意回転使用時の画質変化に関する検討

ポスター220
13:40～14:15

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (11) ＩＶＲ、被曝管理
座長：長島千恵子（国立がん研究センター中央病院 放射線技術部 内視鏡撮影主任）

P2-4P-861 10sCBCT と20sCBCT の性能評価及び画質評価について
NHO 大阪医療センター 木村

裕

P2-4P-862 血管撮影装置寝台上における効果的な胸骨圧迫法の検討
宮本

阿弓

NHO 東広島医療センター 碓井

翔平

NHO 京都医療センター 穴吹

泰博

国立循環器病研究センター

P2-4P-863 RSM-DSA 撮影モードの有用性の検討
P2-4P-864 血管撮影室における室内散乱 X 線量測定の改善
P2-4P-865 IVR-CT 装置に搭載されている SPOT 透視の有無による散乱線分布の変化
NHO 岡山医療センター 宮川

真治

P2-4P-866 当院における上部消化管 X 線検査の被ばく線量について
ポスター

NHO 静岡医療センター 小林由紀枝

P2-4P-867 透視検査において放射線防護メガネの有用性について
国立成育医療研究センター
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ポスター221
13:40～14:10

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (12) 放射線治療の最前線
座長：松本

一繁（NHO 京都医療センター 放射線科 主任診療放射線技師）

P2-4P-868 日常点検における品質管理ツールのデータ解析
NHO 長崎医療センター 池田

敏久

NHO 弘前病院 石田

純一

P2-4P-869 Daily QA におけるビームプロファイルの変化の検討
P2-4P-870 半導体検出器 PROFILER2の温度依存性における線量測定値変動量ついての検証
NHO 南和歌山医療センター 今井

直人

P2-4P-871 校正用水ファントムを用いた Direct Tissue Maximum Ratio によるリニアックの
品質保証効率化

NHO 金沢医療センター / 金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻

原田

高行

八木

美保

P2-4P-872 TBI を対象としたトモセラピーと CT シミュレーターのたわみの比較
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-4P-873 治療計画における CT 画像と MR 画像のフュージョン精度の基礎実験～撮影角度
NHO 仙台医療センター 鎌田

俊亮
第２日目
午後

ポスター222
14:10～14:35

ポスター会場4（神戸国際展示場

1号館2F

展示室）

放射線 (13) 放射線治療における様々の局面
座長：島

勝美（NHO 函館病院 放射線科 副診療放射線技師長）

P2-4P-874 塩化ラジウム治療（RI 内用療法）を受ける患者への生活指導と今後の課題
NHO 大分医療センター 佐藤

晶子

NHO 熊本南病院 坂元

成行

P2-4P-875 LINAC の廃止を経験して
P2-4P-876 郵送 IMRT 第三者評価プログラムに参加して
NHO 東広島医療センター 佐々木敏久

P2-4P-877 Gd-EOB-DTPA が及ぼす線量計算への影響
川名

亮

NHO 大分医療センター 出水

健教

国立がん研究センター中央病院

P2-4P-878 リニアックの装置の偏向マグネット制御の違いによる焦点直径の比較

ポスター
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ポスター223
13:40～14:20

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

脳・中枢神経疾患 (1) 診療と研究
座長：川村

和之（NHO 南京都病院 臨床研究部・神経内科 臨床研究部長）

P2-5P-879 Wall-eyed monocular internuclear ophthalmoplegia (WEMINO) 症候群を呈
した中脳梗塞の1例

NHO 横浜医療センター 佐藤

来紗

NHO 横浜医療センター 上村

直哉

P2-5P-880 比較的軽症の臨床経過を示した髄膜癌腫症の一例
P2-5P-881 多発ニューロパチー精査で発見された HIV 関連 CIDP の一例
NHO 高崎総合医療センター 白倉

貴洋

P2-5P-882 左被殻出血後に対麻痺で発症した抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白質 (MOG)
抗体陽性脊髄炎の1例

NHO 高崎総合医療センター 木村

彰仁

P2-5P-883 当院での慢性炎症性脱髄性多発神経炎 (CIDP)3症例に対する臨床的検討
NHO 和歌山病院 河本

修

P2-5P-884 Neurite Orientation Dispersion Density Imaging を用いた限局性皮質異形成
第２日目
午後

(FCD) の評価

坂田

貴紀

NHO 徳島病院 長浜

佳代

NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P2-5P-885 FRET を用いた核タンパクの糖鎖修飾の解析

ポスター224
13:40～14:25

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

展示室）

脳・中枢神経疾患 (2) 急性期の診療
座長：上之原広司（NHO 仙台医療センター 副院長）

P2-5P-886 当院における脳卒中ホットラインの現状
NHO 京都医療センター 増田

裕一

P2-5P-887 当院での急性期脳梗塞に対する急性期脳血行再建術への取り組みについて
NHO 京都医療センター 川上

理

野田

龍一

P2-5P-888 当院における超高齢者に対する急性期脳血栓回収術
国立国際医療研究センター

P2-5P-889 急性期脳梗塞患者において Cerebral microbleeds(MBs) が rt-PA 療法の予後に与え
る影響についての検討

NHO 岡山医療センター 真邊

泰宏

ポスター

P2-5P-890 術前検討における Multi-modality 融合画像の有用性について
NHO 舞鶴医療センター 谷山

市太

NHO 神奈川病院 齋藤

良一

P2-5P-891 嚢胞を伴っていた脳動静脈奇形の１例
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P2-5P-892 経過観察中に有因なく自然消退した AVM の一例
NHO 仙台医療センター 石田

朋久

P2-5P-893 偏った食生活による葉酸の摂取不足が原因で脳静脈洞血栓症を引き起こした35歳男
性例

NHO 横浜医療センター 竹歳

卓人

P2-5P-894 脳動脈瘤 Coil 塞栓術後の患者に対する Brain CT-Angiography artifact の検討
NHO 舞鶴医療センター 永田

恭也

P2-5P-895 人工硬膜に起因する硬膜外膿瘍に対する自家筋膜移植による硬膜再建
NHO 長崎医療センター 藤岡

ポスター225
13:40～14:20

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

正樹

展示室）

脳・中枢神経疾患 (3) 看護、服薬、安全管理
座長：吉岡

亮（NHO 舞鶴医療センター 臨床研究部長）

P2-5P-896 服薬支援後の在宅における服薬管理の現状～高次脳機能障害のある患者への服薬支援～
NHO 鳥取医療センター 北村

直子

NHO 舞鶴医療センター 平岡

尚敬

P2-5P-898 高次脳機能障害とＡＤＬ低下のある患者へのリハビリ看護―多職種連携の重要性―
国立長寿医療研究センター

森

第２日目
午後

P2-5P-897 亜急性期脳血管障害患者の地域包括ケア病棟でのリハビリテーション

まりか

P2-5P-899 亜急性期の高次脳機能障害を持つ患者の家族との関わり方における看護師の困難感
NHO 金沢医療センター 本田

能子

P2-5P-900 脳神経外科・神経内科病棟に勤務する看護師が実践している転倒及び転落予防対策
NHO 災害医療センター 寿々木剛志

P2-5P-901 急性期脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率向上のための当院の取り
組みについて

NHO 栃木医療センター 鈴木

愛莉

P2-5P-902 機能的電気刺激により反張膝の改善を認めた脳卒中患者の歩行分析
NHO 東京病院 古川

雅徳

P2-5P-903 脳外科手術中の運動誘発電位モニタリングへの臨床工学技士の関わり
NHO 南和歌山医療センター 竹内

ポスター226
13:40～14:20

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

雄大

展示室）

脳・中枢神経疾患 (4) リハビリテーションと退院支援
陽蔵（NHO 大分医療センター リハビリテーション科 主任作業療法士）

ポスター

座長：大黒

P2-5P-904 当院における糖尿病を合併する脳梗塞患者に対する調査報告
～作業療法介入の可能性について～

NHO 四国こどもとおとなの医療センター
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P2-5P-905 新人作業療法士が難渋した重度片麻痺の症例
NHO 仙台医療センター 柴田絵理香

P2-5P-906 左被殻出血により右片麻痺を呈した患者に機能的電気刺激装置（NESS H200）を用
いて麻痺側手指の痙性抑制 , 機能維持を図っている1例

NHO 東京病院 吉川

祥子

NHO 京都医療センター 録澤

景介

P2-5P-907 抗 NMDA 受容体脳炎患者の急性期作業療法の介入と回復
P2-5P-908 公共交通機関利用に向けてルート検索アプリ導入が有効だった高次脳機能障害の一例
NHO 東京病院 森

達也

P2-5P-909 当院における機械的血栓回収術後の脳梗塞患者の転帰・予後の検討
NHO 水戸医療センター 鈴木和花子

P2-5P-910 脳卒中パス適用患者の急性期病院での初期 JCS からみた回復期病院での退院転帰先
の検討

NHO 高崎総合医療センター 浅野

ポスター227
13:40～14:20

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

厚雄

展示室）

第２日目
午後

脳・中枢神経疾患 (5) コミュニケーション支援
座長：池西喜久代（NHO 岩国医療センター リハビリテーション科 作業療法士長）

P2-5P-911 声を出したいとの要望がある気管切開重度頸髄損傷患者に対して実用的な電気喉頭
訓練を試みた一例

NHO 七尾病院 浜野明日香

P2-5P-912 頸髄損傷患者のスイッチでの iPad 操作支援

～スイッチ導入により QOL 向上に繋がった一例～
NHO 奈良医療センター 中元

志織

P2-5P-913 坐薬挿入器で出血しやすい頚髄損傷患者に看護師と連携して自立を目指した一症例
NHO 村山医療センター 熊澤

大貴

P2-5P-914 脊髄出血により三肢完全麻痺となった患者に対して、得意な PC での課題を早期から
提供したことで意欲が向上した一例

NHO 災害医療センター 倉澤

真奈

P2-5P-915 複数の意思伝達装置の比較をした脳血管障害後遺症による重度構音障害患者の一症例
NHO 宮城病院 佐藤

好

P2-5P-916 外傷性くも膜下出血と大腿骨頸部骨折を呈し、自発性の低下を認めたクライアント
の役割の再獲得までの道のり

NHO 浜田医療センター 岩根早弥香

P2-5P-917 遷延性意識障害患者に対してのコミュニケーション支援
－聴覚失認を呈した1症例への介入－

ポスター

NHO いわき病院 川越
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P2-5P-918 急性期病院における自動車運転評価と今後の展望

～右前大脳動脈領域の脳梗塞により軽度な認知機能低下を呈した症例を通して～
NHO 東広島医療センター 小川

ポスター228
13:40～14:15

ポスター会場5（神戸国際展示場

3号館1F

志乃

展示室）

脳・中枢神経疾患 (6) 言語リハビリテーション
座長：森

智美（NHO 鳥取医療センター リハビリテーション科 言語聴覚士）

P2-5P-919 左側頭葉皮質下出血により重度失読と高次脳機能障害が出現した患者の一例
NHO 東埼玉病院 藤野

衣里

田中

志延

P2-5P-920 急性期病院退院後に外来言語訓練を施行した3症例の考察
NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-5P-921 工具による外傷性脳内血腫及び頭蓋骨開放性骨折により失語症を呈した学習経験の
乏しい一症例

NHO 東埼玉病院 千葉

康弘

P2-5P-922 呼称が良好な超皮質性感覚失語を呈した症例
NHO 京都医療センター 川福梨紗子

NHO 三重病院 鶴岡

弘美

NHO 金沢医療センター 宗石

順子

第２日目
午後

P2-5P-923 三重病院における吃音臨床の現況と課題
P2-5P-924 多言語を話す外国人に対する失語症言語療法の経験
P2-5P-925 多発性硬化症患者における MRI を用いた脳萎縮と認知機能障害の相関
NHO 北海道医療センター 西

慶悟

ポスター
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