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セッション 演題番号 演題タイトル 演者名 所属

ポスター1 P1-2A-006 結核書類作成支援システムによる医師の負担軽減 藤田 香織 NHO 沖縄病院　呼吸器内科

ポスター2 P1-2A-011 カルテ開示に伴う電子媒体での提供について 小幡 敏治 NHO 東京医療センター　事務部企画課医事室　医療情報部

ポスター3 P1-2A-017 テンプレートを用いた患者モニタリングへのRMP活用に関する取り組み 岩本 大紀 NHO まつもと医療センター　薬剤部

ポスター4 P1-2A-025 京都医療センターにおけるポリファーマシーの取り組みと成果 市原 英則 NHO 京都医療センター　薬剤部

ポスター5 P1-2A-029 NHOネットワークを活かした九州における効率的な中央倫理審査の推進への取り組み 佐藤 栄梨 NHO 九州医療センター　臨床試験支援センター

ポスター6 P1-2A-037 炎症性腸疾患治験の症例登録増加に向けた取り組みについて 貞金 優代 NHO 福山医療センター　治験管理室

ポスター7 P1-2A-043 当院における研究者主導臨床試験（先進医療B+第3種再生医療等）を円滑に実施するための支援～臨床試験推進室事務局の視点から～ 大石 博史 NHO 九州がんセンター　臨床研究センター

ポスター8 P1-2A-050 治験薬の誤調剤とその対策に関する検討 稲吉 隆行 NHO 三重中央医療センター　薬剤部

ポスター9 P1-2A-063 緊急輸血実技研修実施について 菊池 智晶 NHO 埼玉病院　臨床検査科

ポスター10 P1-2A-069 シスタチンC測定院内導入への基礎的検討 尾関 沙耶 NHO 鈴鹿病院　臨床検査科

ポスター11 P1-2A-073 臨床工学技士によるNPPVマスク管理のメリットと課題 岡野 卓 NHO あきた病院　臨床工学技士室

ポスター12 P1-2A-081 人工呼吸器トラブルに対して適切な事例分析方法の検討 嶋原 史記 NHO 山口宇部医療センター　医療機器室

ポスター13 P1-3A-086 神経難病病棟における患者・家族への意思決定支援のプロセス 川野 望美 NHO 西別府病院　神経内科

ポスター14 P1-3A-092 呼吸器科外来における医師事務作業補助者による診療時間短縮への取り組み 野呂 千鶴 NHO 弘前病院　診療情報管理室

ポスター15 P1-3A-097 経口抗がん薬（レゴラフェニブ）導入準備におけるチームの取り組み～手足症候群に対する投与前からの多職種協働マップを作成して～ 牧野 佐知子 NHO 豊橋医療センター　看護部

ポスター16 P1-3A-110 関節リウマチ教育入院導入の試み 杉本 崇行 国立国際医療研究センター国府台病院　リウマチ膠原病科

ポスター17 P1-3A-114 足関節底屈拘縮に対しイリザロフ創外固定器にて背屈矯正を行った1例 森 公一 NHO 名古屋医療センター　整形外科

ポスター18 P1-3A-122 巻き爪の矯正用ワイヤー固定法に対する工夫 三好 倫子 NHO 愛媛医療センター　整形外科

ポスター19 P1-3A-126 当院人工膝関節置換術後患者における退院判断基準の検討 小池 友和 NHO 埼玉病院　リハビリテーション科

ポスター20 P1-3A-136 股関節離断術後の股義足作製に至るまでの理学療法経過 今中 辰茂 NHO 大阪医療センター　リハビリテーション科

ポスター21 P1-3A-145 整形外科病棟におけるせん妄発症要因調査 船津 美樹 NHO 長崎医療センター　骨・運動器疾患センター

ポスター22 P1-3A-154 膝関節撮影におけるVirtual Gridの有用性 菊田 真弘 NHO 九州医療センター　放射線部

ポスター23 P1-3A-159 国立病院理学療法士協議会北海道・東北グループPT部会の活動―研修会企画とそのアンケート結果― 山崎 健太郎 NHO 岩手病院　リハビリテーション科

ポスター24 P1-4A-169 国立高度専門医療研究センター，国立病院機構，国立ハンセン病療養所に勤務する認定看護師の活動実態とキャリア形成に関する研究 藤澤 雄太 国立看護大学校　看護学科

ポスター25 P1-4A-175 ACTyナースVer.2へのeラーニング導入と活用に向けた看護マネジメント（第1報） 井上 裕子 NHO 北陸病院　看護部

ポスター26 P1-4A-186 病棟再編に伴う課題への取り組み 伊藤 奈美 NHO 東徳島医療センター　看護部

ポスター27 P1-4A-193 国立病院機構医王病院における特定行為実践看護師の導入と活動内容の報告 吉田 幸 NHO 医王病院　看護部

ポスター28 P1-4A-196 副看護師長の管理能力向上への取組み～事例検討会を通して～ 小林 美幸 NHO 舞鶴医療センター　副看護師長会
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ポスター29 P1-4A-203 継続看護の充実を目指した「院内留学研修」の試み 矢野 智英 NHO 九州がんセンター　血液内科・小児科

ポスター30 P1-4A-213 研修時間短縮で院内研修会参加率は向上するか？ 高橋 敏夫 NHO 青森病院　脳神経外科(診療部長)

ポスター31 P1-4A-218 仕事に対する姿勢の違いから考える教育のあり方～看護師長と新人看護師の比較から～ 大口 祐矢 NHO 東名古屋病院　神経内科

ポスター32 P1-4A-223 ３年目看護師が採用時研修において新採用看護師へ看護を語ることの効果 富永 文子 NHO 長崎川棚医療センター　看護部

ポスター33 P1-4A-234 特別室病棟におけるチームナーシングの質の向上を目指した取り組み 北島 芳江 国立がん研究センター東病院　全診療科

ポスター34 P1-4A-243 情報収集時間の短縮への取り組み－情報収集シートを作成して－ 一場 恵 NHO 高崎総合医療センター　看護部

ポスター35 P1-4A-250 夜勤のストレスに対するストレスコーピングの実態 内藤 早 NHO 水戸医療センター　看護部６階西病棟

ポスター36 P1-4A-255 終末期の患者と関わる中堅看護師のやりがい～がん専門病院で働く看護師のインタビューからみえたもの～ 松本 理恵子 NHO 九州がんセンター　消化器外科・HCU

ポスター37 P1-4A-265 A氏の意思を尊重した看取りの取り組み 溝渕 靖幸 国立療養所大島青松園　看護課

ポスター38 P1-4A-269 神経難病患者のその人らしさを捉えた看護～「私の姿と気持ちシート」を活用して～ 岩本 沙緒里 NHO 東名古屋病院　神経内科

ポスター39 P1-4A-276 療養介助専門員のための標準介護計画作成までのプロセス 酒井 陽子 NHO 東海北陸グループ　医療担当

ポスター40 P1-4A-287 退院後訪問事例から病棟と地域連携の効果 松下 祐子 NHO 近畿中央呼吸器センター　呼吸器内科

ポスター41 P1-4A-292 がん性疼痛を抱える肺がん患者の鎮痛薬使用に対する思い 佐藤 百美 NHO 松江医療センター　5階病棟

ポスター42 P1-4A-305 緩和ケア病床入院患者への入院前からの緩和ケアチーム介入の効果 小谷 由美 NHO 舞鶴医療センター　緩和ケア科

ポスター43 P1-4A-307 看取りを経験した看護師が抱える心情の実態 三森 翠 NHO 弘前病院　呼吸器

ポスター44 P1-4A-317 終末期における患者－家族関係の変化と心理的支援について 臼井 麻子 NHO 関門医療センター　総合診療科

ポスター45 P1-5A-323 出生前診断で胎児異常を示唆された妊婦への妊娠期からの関わり～Drotarの危機回復過程を用いて～ 塩川 紗衣 NHO 京都医療センター　看護部

ポスター46 P1-5A-332 グレードAに向けての多職種シミュレーションを行った効果と今後の課題 須田 さや香 NHO 金沢医療センター　中央手術部

ポスター47 P1-5A-333 急性期病棟における保育士の活動報告 江戸川 志帆 NHO 京都医療センター　看護部

ポスター48 P1-5A-341 妊娠後期に発症した急性網膜壊死の一例 毛塚 由紀子 NHO 横浜医療センター　眼科

ポスター49 P1-5A-351 婦人科骨盤器脱手術における術前3Ｄ画像作成による診療支援の有用性について 柳澤 克典 NHO 小倉医療センター　放射線科

ポスター50 P1-5A-357 EUS-FNAにおける神経内分泌癌(以下：NEC)small cell typeと鑑別を要する細胞像の検討 本田 仁未 NHO 九州医療センター　臨床検査部

ポスター51 P1-5A-370 難治性肥満を呈した先端巨大症の一例 前田 潤二 NHO 呉医療センター・中国がんセンター　臨床研修部

ポスター52 P1-5A-375 当院2型糖尿病患者に対して災害対策について集団指導することでの効果 山脇 葉月 NHO 大阪医療センター　看護部西８階病棟

ポスター53 P1-2P-378 人材育成のためのビデオ教材作成と活用 東 英世 NHO 仙台医療センター　TQM推進室

ポスター54 P1-2P-387 医師事務作業補助者の介入による外来診療の効率化への工夫効果－医師の業務負担軽減から勤務環境への改善を図る－ 猪之俣 さゆり NHO 都城医療センター　医師事務作業補助者

ポスター55 P1-2P-398 適正な保険請求のための退院前DPC監査の取り組み 小川 顕人 国立がん研究センター中央病院　医事管理課診療情報管理室

ポスター56 P1-2P-402 重症度、医療・看護必要度２への切換と２５％達成に向けた取り組み 中島 正勝 NHO 福山医療センター　経営企画室
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ポスター57 P1-2P-411 日々の重症度、医療・看護必要度速報値の院内周知と評価精度向上の取り組み 正田 長彦 NHO 三重中央医療センター　事務部企画課

ポスター58 P1-2P-420 栄養サポートチーム加算算定に向けたNST活動の見直しとその成果 廣中 美由紀 HNO 敦賀医療センター　NST

ポスター59 P1-2P-425 周術期パス介入率向上を目的としたテンプレート運用の試み 岩本 義弘 国立がん研究センター東病院　薬剤部

ポスター60 P1-2P-436 病棟薬剤師による医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取り組み 津野 みどり NHO 相模原病院　薬剤部

ポスター61 P1-2P-440 CT画像診断の見落とし対策 塩 早苗 NHO 京都医療センター　医療安全管理室

ポスター62 P1-2P-453 若手薬剤師に安全文化を根付かせるための取り組み 寺山 恵子 NHO 岩国医療センター　薬剤部

ポスター63 P1-2P-458 レベル判定基準フローを用いた与薬インシデント評価の均てん化 酒井 仁子 NHO 宮城病院　医療安全管理室

ポスター64 P1-2P-464 がん専門病院における、転倒・転落アセスメントシートの開発 佐藤 孝光 NHO 九州がんセンター　看護部

ポスター65 P1-2P-476 一般病棟におけるRRS（院内急変対応システム）の手法を用いた病状変化スクリーニング 菅野 雅之 NHO 高崎総合医療センター　呼吸器外科

ポスター66 P1-2P-486 当院リハビリテーション科における急変時対応への取り組み 北澤 泰樹 NHO 埼玉病院　リハビリテーション科

ポスター67 P1-2P-494 ナイス０のインシデント報告推進の取り組み 安藤 万寿美 NHO 大分医療センター　看護部

ポスター68 P1-2P-501 緊急時（事故抜去時）の気管カニューレ再挿入に備えて～気管カニューレ事故抜去予防に向けての取り組み～ 寺倉 智子 NHO 南京都病院　看護部

ポスター69 P1-2P-507 患者誤認防止に向けた取り組み 安部田 泰美 NHO 九州がんセンター　看護部

ポスター70 P1-2P-514 心臓カテーテル室におけるタイムアウトの実態調査 大津 あやか NHO 大阪医療センター　CCU

ポスター71 P1-3P-522 救急隊員と看護師の初期治療への連携－迅速な治療提供をめざした収容前情報用紙の共有－ 居藤 知世 NHO 岩国医療センター　外来

ポスター72 P1-3P-532 中心静脈留置用ナビゲーション装置を併用したPICC挿入の安全性の検証 川崎 竹哉 NHO 茨城東病院　呼吸器外科

ポスター73 P1-3P-539 多発腱鞘滑膜炎で発症した原発性アミロイドーシスの一例 井口 美季子 NHO 京都医療センター　膠原病・リウマチ内科

ポスター74 P1-3P-542 初期臨床研修医が「病態制限食」を学ぶために適切な栄養教育とは 栗原 桃子 NHO 東京医療センター　呼吸器科

ポスター75 P1-3P-553 在宅酸素療法と災害に関する備え行動～東日本大震災の経験の有無と実態～ 津田 康弘 NHO 茨城東病院　看護部

ポスター76 P1-3P-561 神経難病病棟における災害時初動体制構築への取り組み～災害訓練を通してスタッフの行動変化～ 大當 美子 NHO 熊本再春荘病院　看護部

ポスター77 P1-3P-571 新生児の痛みケアの現状と課題 瓜野 悦子 NHO 長良医療センター　GCU病棟

ポスター78 P1-3P-578 ビタミンK欠乏性出血症により頭蓋内出血を来した乳児2例 渕上 真穂 NHO 嬉野医療センター　小児科

ポスター79 P1-3P-585 医療的ケアが必要な先天性心疾患の乳幼児を持つ家族の退院3か月後の思いと経験 徳山 文菜 NHO 四国こどもとおとなの医療センター　すみれいろの丘病棟

ポスター80 P1-3P-588 慢性腎疾患をもつ患児の愛着形成とセルフケア獲得についての看護師の関わり 小山 春美 NHO 千葉東病院　看護部　小児科

ポスター81 P1-3P-598 経口免疫療法を行う自閉症スペクトラム児の食物アレルギー症状の理解を促す学習支援の考察 浅沼 愛弥 NHO 下志津病院　看護部

ポスター82 P1-3P-606 小児食物アレルギーに起因するアナフィラキシーケアモデルを活用した教育ツールの作成ワークショップ実施とカテゴリー分類を利用して 田野井 寛子 NHO 栃木医療センター　看護部

ポスター83 P1-4P-612 認知症高齢者の行動の理解に向けた演習の効果 山下 司 NHO 舞鶴医療センター附属看護学校　看護学校

ポスター84 P1-4P-620 看護学生２年次の社会人基礎力の実態と能力向上に向けた教育的支援の在り方 平山 晴美 NHO 弘前病院附属看護学校　看護学校
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ポスター85 P1-4P-624 放射線療法の副作用による嚥下時痛およびつっかえ感に対しての看護 嶺元 静花 NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校　看護学科

ポスター86 P1-4P-631 看護学生が捉えた生活体験に関連した全身清拭の技術習得上の困難―授業時間外の学生の取り組みに焦点をあててー 松浦 富士子 NHO 新潟病院附属看護学校

ポスター87 P1-4P-643 精神科閉鎖病棟における「預かり物品」の管理について 井元 大介 NHO 菊池病院　看護科

ポスター88 P1-4P-646 精神科急性期治療病棟における看護師が患者の状態を「落ち着いた」と捉える内容を明らかにする 西本 公太 NHO 賀茂精神医療センター　看護部　急性期治療病棟

ポスター89 P1-4P-653 ストレスケア病棟としての取り組み 薄葉 勇 NHO 下総精神医療センター　精神科

ポスター90 P1-4P-664 精神疾患によりやむを得ず身体拘束を行わざるを得ない患者に対する看護師の思い 谷内 賢也 NHO 北陸病院　看護部

ポスター91 P1-4P-671 精神疾患を合併する対象者のリハビリテーションの現状～アンケートから見えてきたこと～ 塚原 宏恵 NHO 肥前精神医療センター　リハビリテーション科

ポスター92 P1-4P-676 奈良医療センターにおけるてんかん重積発作の治療フローチャート～てんかん診療ガイドライン2018をもとに～ 海家 亜希子 NHO 奈良医療センター　薬剤部

ポスター93 P1-4P-686 ICUにおける挿管患者へのせん妄ケアの現状～J-PADガイドラインを導入して～ 脇 実花 NHO 東京病院　ICU

ポスター94 P1-4P-691 高齢で急性期にある患者のせん妄症状軽減に向けたケア 安東 舞美 NHO 別府医療センター　呼吸器内科、脳神経外科、リウマチ・膠原病内科

ポスター95 P1-4P-701 夕暮れ症候群のある認知症患者に回想法をもちいた効果 土肥 政泰 国立療養所菊池恵楓園　看護部

ポスター96 P1-4P-704 認知症ケアチームのシステム・体制づくりを通して 畑谷 やよい NHO 柳井医療センター　看護部

ポスター97 P1-4P-713 認知症を伴う高齢患者の周術期ストーマケア 雁林 望 NHO 福山医療センター　消化器外科

ポスター98 P1-4P-718 認知症病棟学習会を通して看護師の患者に対する関わりの変容について-ロールプレイ形式の学習会を活用して- 末永 佑香 NHO 鳥取医療センター　精神科

ポスター99 P1-5P-725 悪性腫瘍患者に対する骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生状況 井上 真梨子 NHO 東京医療センター　歯科口腔外科

ポスター100 P1-5P-735 頭頸部がん患者に対する多職種チームアプローチが有用であった一症例～多職種チーム間連携の重要性～ 佐々木 里紗 NHO 仙台医療センター　NST

ポスター101 P1-5P-741 無歯を来す要介護急性期誤嚥性肺炎患者の在院日数に影響を及ぼす因子－口腔、摂食・嚥下、運動、認知機能との関連－ 野々 篤志 NHO 高知病院　リハビリテーション科

ポスター102 P1-5P-749 ハンセン療養所における口腔ケアの有用性について 清水 希有子 国立療養所長島愛生園　看護部

ポスター103 P1-5P-751 看護師の栄養管理における意識調査 坂元 美寿々 NHO 都城医療センター　看護部：消化器外科・呼吸器外科病棟

ポスター104 P1-5P-758 摂食嚥下の5期モデルからみたシームレス支援－摂食困難な肺結核患者の1事例から－ 浅子 久美子 NHO 東埼玉病院　重症心身障害児（者）病棟

ポスター105 P1-5P-767 神経内科における嚥下内視鏡検査の現状と展望について 城間 啓多 NHO 沖縄病院　リハビリテーション科

ポスター106 P1-5P-774 口腔ケアを実施している患者の口腔内環境の調査～統一した視点で観察するために～ 村上 星里加 NHO あわら病院　看護部


