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ポスター107 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 アルボ マーク NHO 嬉野医療センター　附属看護学校

ポスター108 P2-2A-010 小児MRI検査における効率的運用に向けた検討 井浦 由加子 NHO 小倉医療センター　放射線科

ポスター109 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～ 伊藤 麻奈美 NHO あきた病院　療育指導科療育指導室

ポスター110 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～ 尾崎 真紀 NHO 鳥取医療センター　地域医療連携室

ポスター111 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 大島 紀人 NHO 花巻病院　精神科

ポスター112 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 上田 善美 NHO 舞鶴医療センター　薬剤部

ポスター113 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 廣瀬 量平 NHO 函館病院　相談支援室

ポスター114 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 野上 智絵 NHO 東京病院　看護部

ポスター115 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～ 味田 花子 NHO 村山医療センター　リハビリテーション科

ポスター116 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― 松窪 菜津子 NHO 南九州病院　看護部

ポスター117 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～ 上井 美保 NHO 北海道医療センター　地域医療連携室

ポスター118 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 平野 和保 国立循環器病研究センター　臨床栄養部　栄養管理室

ポスター119 P2-2A-085 当院における薬薬連携の取り組み 中村 伸彰 NHO 嬉野医療センター　薬剤科

ポスター120 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 大井 邦治 NHO 長崎川棚医療センター　放射線科

ポスター121 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 嵯峨 美和 NHO 下志津病院　地域医療連携室

ポスター122 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 山本 弥生 NHO 三重中央医療センター　地域医療連携室　 退院調整部門

ポスター123 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 三好 美似菜 NHO 呉医療センター・中国がんセンター　薬剤部

ポスター124 P2-3A-120 当院におけるPD-L1(22C3)発現分布の検討 吉田 美帆 NHO 呉医療センター・中国がんセンター　病理診断科

ポスター125 P2-3A-126 「外来DOTS」に対する病棟看護師の意識 岩本 卓也 NHO 南京都病院　呼吸器科

ポスター126 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 西山 裕貴 NHO 米子医療センター　リハビリテーション科

ポスター127 P2-3A-135 呼気一酸化窒素（FENO）測定の季節性変動の検討 上西 珠実 NHO 近畿中央呼吸器センター　臨床検査科

ポスター128 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 広瀬 雅樹 NHO 近畿中央呼吸器センター　臨床研究センター

ポスター129 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 近藤 泰彦 NHO 大牟田病院　リハビリテーション科

ポスター130 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の予後予測を改善する 新井 徹 NHO 近畿中央呼吸器センター　臨床研究センター

ポスター131 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 青木 瑞智子 NHO 東京医療センター　クリティカルケア支援室

ポスター132 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 黒木 洋平 NHO 嬉野医療センター　教育研修部

ポスター133 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 池田 和典 NHO 千葉医療センター　臨床検査科
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ポスター134 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 国立国際医療研究センター国府台病院　救急・外来診療部門　理学療法室

ポスター135 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 橋本 修治 NHO 大阪南医療センター　臨床検査科

ポスター136 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 近藤 賢史 NHO 広島西医療センター　初期臨床研修医

ポスター137 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～ 白澤 祐紀 NHO 柳井医療センター　看護部

ポスター138 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～ 小野澤 源 NHO 茨城東病院　療育指導室

ポスター139 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～ 田中 真史 NHO 紫香楽病院　療育指導室

ポスター140 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 浅井 とも江 NHO 豊橋医療センター　南病棟

ポスター141 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 佐野 祐子 NHO 南岡山医療センター　つくし２病棟

ポスター142 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 井口 敬子 NHO 兵庫あおの病院　重症心身障害児者病棟　西２病棟

ポスター143 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 濱口 健太 NHO 長崎病院　重症心身障害児者病棟

ポスター144 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 長尾 弘子 NHO 奈良医療センター　療育指導室

ポスター145 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 門馬 奈津子 NHO 茨城東病院　看護部

ポスター146 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 青柳 真由美 NHO 甲府病院　重症心身障害病棟

ポスター147 P2-4A-302 食事を通しての乳幼児の成長発達の関わり 鶴長 素乃子 NHO 三重病院　看護部

ポスター148 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 金兼 千春 NHO 富山病院　重心食検討ワーキンググループ

ポスター149 P2-4A-311 重症心身障害者に対する振動刺激の即時効果について　―パイロットスタディ― 渡久地 政志 NHO 下志津病院　リハビリテーション科　理学療法士

ポスター150 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 池島 守 NHO 医王病院　療育指導室

ポスター151 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～ 佐々木 奈央 NHO 宇多野病院　療育指導室

ポスター152 P2-4A-334 療養介護サービスでの外出支援の取り組み　　～石川病院版Make A Wish～ 前野 聖美 NHO 石川病院　地域医療連携室

ポスター153 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－ 伊藤 秀造 NHO 鈴鹿病院　リハビリテーション科

ポスター154 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- 浅尾 直哉 NHO あきた病院　薬剤科

ポスター155 P2-4A-369 Perry症候群の臨床経過 渡邉 暁博 NHO 大牟田病院　神経内科

ポスター156 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～ 加賀谷 紗奈美 NHO 宇多野病院　リハビリテーション科

ポスター157 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- 阿部 雅美 NHO いわき病院　看護部第1病棟

ポスター158 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～ 石崎 育美 NHO いわき病院　看護部第3病棟

ポスター159 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 井上 拓人 NHO あきた病院　栄養管理室

ポスター160 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） 小野島 裕二 NHO 下志津病院　リハビリテーション科　理学療法士
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ポスター161 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 駒井 清暢 NHO 医王病院　神経内科

ポスター162 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 橋本 朝子 NHO 石川病院　看護部

ポスター163 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～ 池永 桜子 NHO 神戸医療センター　栄養管理室

ポスター164 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 和田 薫 NHO 呉医療センター・中国がんセンター　外科

ポスター165 P2-5A-449 小腸病変を伴った家族性地中海熱の一例 蓮井 研悟 NHO 弘前病院　消化器内科臨床研究部

ポスター166 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 奥田 康博 NHO 東広島医療センター　診療部　初期臨床研修医

ポスター167 P2-5A-473 超音波検査が有用であった胆嚢穿孔の一例 蕪 良一 NHO 敦賀医療センター　放射線科

ポスター168 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 秀島 香奈子 NHO 九州医療センター　看護部　消化管センター

ポスター169 P2-5A-490 十二指腸球部に発生した異所性膵癌の1例 角藤 一 NHO 函館病院　初期臨床研修医

ポスター170 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 吉本 慎 NHO 災害医療センター　リハビリテーション科

ポスター171 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 山本 明日香 NHO 岡山医療センター　血液内科

ポスター172 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 大渕 昂 NHO 熊本医療センター　腎臓内科

ポスター173 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 清水 春花 NHO 金沢医療センター　中央放射線部

ポスター174 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～ 竹山 朋希 NHO 別府医療センター　臨床検査部

ポスター175 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～ 崎川 紘史 NHO 東近江総合医療センター　企画課

ポスター176 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 河島 猛 NHO 大阪南医療センター　リハビリテーション科

ポスター177 P2-2P-549 患者満足度調査アンケートCS分析 峯松 佑典 NHO 福山医療センター　事務部　企画課　診療情報管理室

ポスター178 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 矢山 貴文 NHO 九州がんセンター　事務部

ポスター179 P2-2P-556 医業未収金への取組みと効果について 村川 友理 NHO 熊本医療センター　事務部　企画課

ポスター180 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 呉医療センター・中国がんセンター　中央放射線センター

ポスター181 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 北村 英之 NHO 柳井医療センター　企画課

ポスター182 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 四国こどもとおとなの医療センター　臨床検査科

ポスター183 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 久場 真由美 国立療養所沖縄愛楽園　放射線科

ポスター184 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 藤原 久代 NHO 三重中央医療センター　NICU

ポスター185 P2-2P-609 Antimicrobial Stewardship における薬剤師の役割 宮地 由香里 NHO 京都医療センター　薬剤部

ポスター186 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 高野 豪 NHO 四国がんセンター　抗菌薬適正使用支援チーム

ポスター187 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 坂木 晴世 NHO 西埼玉中央病院　看護部
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ポスター188 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 山崎 幸代 NHO 四国こどもとおとなの医療センター　感染予防対策室

ポスター189 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 泉 幸江 NHO あきた病院　感染制御室

ポスター190 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 一戸 真由美 NHO 北海道がんセンター　感染対策室　感染対策チーム

ポスター191 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～ 坂倉 喜代美 NHO 金沢医療センター　看護部

ポスター192 P2-3P-663 外来がん化学療法における患者への関わり 城谷 実里 NHO 佐賀病院　薬剤部

ポスター193 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 中川 恵嗣 NHO 別府医療センター　リハビリテーション科

ポスター194 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 難波 優希 NHO 大阪南医療センター　薬剤部

ポスター195 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 佐々木 千尋 NHO 千葉医療センター　看護部（乳腺外科、産婦人科、小児科）

ポスター196 P2-3P-701 透析経過中の血圧低下と除水量との関係 桂 崇子 NHO 柳井医療センター　透析センター

ポスター197 P2-3P-706 スピリチュアルペインへの対応 高寺 愛 NHO 災害医療センター　看護部

ポスター198 P2-3P-717 基底細胞癌の切除範囲と予後に関する検討 野口 美帆 NHO 長崎医療センター　形成外科

ポスター199 P2-3P-726 チームで支援！～調理実習の取り組み～ 玉利 友理恵 NHO 小倉医療センター　栄養管理室

ポスター200 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） 倉野 正志 NHO 医王病院　栄養管理室

ポスター201 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～ 村上 達則 NHO 鳥取医療センター　リハビリテーション科

ポスター202 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～ 下里 文 NHO 神戸医療センター　ICU

ポスター203 P2-3P-751 非閉塞性腸管虚血症術後の短腸症候群に急性膵炎を合併した患者の栄養管理 杉 枝里香 NHO 九州医療センター　NST

ポスター204 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～ 和田 朋美 NHO 神奈川病院　看護部

ポスター205 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～ 山添 美紀 NHO 舞鶴医療センター　看護部　手術室

ポスター206 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 国立長寿医療研究センター 看護部　看護部

ポスター207 P2-4P-781 退院後訪問を通しての退院指導評価 河崎 久美 NHO 近畿中央呼吸器センター　呼吸器内科

ポスター208 P2-4P-785 自己効力感の回復による歩行状態の改善 安江 彩乃 NHO 東名古屋病院　看護科

ポスター209 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 太田 綾子 NHO 宇多野病院　神経内科

ポスター210 P2-4P-802 当院におけるtrauma pan scanの撮影時間短縮の取り組み 佐藤 大樹 NHO 災害医療センター　中央放射線部

ポスター211 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 三宅 慎太郎 NHO 南岡山医療センター　放射線科

ポスター212 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 吉田 淳一 NHO 長崎医療センター　診療放射線部

ポスター213 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 金居 啓介 NHO 水戸医療センター　放射線科

ポスター214 P2-4P-827 Multiple Fast Field Echo（mFFE）法による撮像条件の検討 田中 健豪 NHO 横浜医療センター　放射線科
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ポスター215 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 下新 和仁 NHO 南九州病院　放射線科

ポスター216 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 川口 達也 NHO 四国がんセンター　放射線科

ポスター217 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 手賀 和輝 NHO あきた病院　放射線科

ポスター218 P2-4P-852 CSF占有率とSBR値の変化についての検討 名執 佑実 NHO まつもと医療センター　放射線科

ポスター219 P2-4P-859 Thickness Gaugeを用いたMTF測定法の開発 安友 基勝 国立療養所大島青松園　放射線科

ポスター220 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 国立循環器病研究センター　放射線部

ポスター221 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 原田 高行 NHO 金沢医療センター　中央放射線部/金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻

ポスター222 P2-4P-877 Gd-EOB-DTPAが及ぼす線量計算への影響 川名 亮 国立がん研究センター中央病院　放射線技術部

ポスター223 P2-5P-884 Neurite Orientation Dispersion Density Imagingを用いた限局性皮質異形成(FCD)の評価 坂田 貴紀 NHO 静岡てんかん・神経医療センター　統括診療部　診療部放射線科

ポスター224 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 永田 恭也 NHO 舞鶴医療センター　放射線科

ポスター225 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 平岡 尚敬 NHO 舞鶴医療センター　リハビリテーション科

ポスター226 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 浅野 厚雄 NHO 高崎総合医療センター　リハビリテーション科

ポスター227 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 熊澤 大貴 NHO 村山医療センター　リハビリテーション科

ポスター228 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 宗石 順子 NHO 金沢医療センター　リハビリテーション科


