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一般演題 10月11日（木）

第3会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 2階 クリスタルガーデンB）
3-1 13:00-14:00　　維持期リハ（1）

【座長】  石森卓矢　美原記念病院　リハビリテーション部門長・作業療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-1-1 坂田　香菜美 作業療法士 鹿児島県 国分中央病院 離床意欲向上へと繋がった一症例～興味のある
作業活動を通して～

3-1-2 斉藤　ひかる 理学療法士 東京都 青梅慶友病院 寝たきりレベル の障害高齢者の活動状況と拘縮
予防の重要性について

3-1-3 佐々木　昭一郎 理学療法士 鹿児島県 吉田温泉病院 維持期リハビリテーションにおける在宅復帰を目
標とした自主訓練の取り組み

3-1-4 砂原　真祐翔 作業療法士 富山県 温泉リハビリテーション
いま泉病院

多職種でのリハビリテーション栄養の取り組みに
より，ADLが改善し意欲向上に繋がった一症例

3-1-5 熊谷　さおり 作業療法士 鹿児島県 吉田温泉病院 慢性期病棟における「しているＡＤＬ」向上の取り
組み

3-1-6 物袋　愛乃 理学療法士 鹿児島県 高田病院 長期臥床患者に対するリハビリテーション
～離床を中心としたアプローチ～

3-2 14:00-15:00　　維持期リハ（2）
【座長】  安原千亜希　内田病院　フロアサブマネジャー・理学療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
3-2-1 沼田　貴裕 理学療法士 石川県 浅ノ川千木病院 義歯の有無が筋力に及ぼす影響

3-2-2 井上　鮎佳 理学療法士 兵庫県 東浦平成病院 脊髄小脳変性症に対するロボットスーツHAL®の
効果

3-2-3 髙田　昌寛 理学療法士 徳島県 博愛記念病院 生活期脳卒中患者に対するHonda歩行アシスト
の効果

3-2-4 福田　浩巳 理学療法士 奈良県 秋津鴻池病院 重度のアルツハイマー病患者に対する長下肢装
具を使用した歩行練習の効果

3-2-5 末吉　裕史 理学療法士 千葉県 印西総合病院
慢性期脳卒中患者に対する後脛骨筋へのボツリ
ヌス療法と
機能的電気刺激を用い歩行能力改善を認めた一
症例

3-2-6 加藤　渉 理学療法士 東京都 世田谷記念病院 長期的な外来リハビリテーションにて歩行機能が
向上した症例

3-3 15:00-16:00　　維持期リハ（3）
【座長】  池村健　博愛記念病院　リハビリ部長・理学療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-3-1 田中　智哉 理学療法士 京都府 市立福知山市民病院 中枢性感作を伴う慢性膝痛の症例に対する理学
療法の経験

3-3-2 吉原　佑哉 作業療法士 北海道 聖ヶ丘病院 高齢者の手指の爪の長さがボタン動作に与える
影響

3-3-3 岩下　美砂 作業療法士 石川県 千木病院 １日の楽しみを自分で決められるようになった症
例　～タブレット端末を用いて～

3-3-4 鶴羽　美紀 作業療法士 東京都 平成扇病院 精神科病棟に入院中の不安神経症を伴う慢性疼
痛患者に認知行動療法を実施した一症例

3-3-5 西岡　恵 言語聴覚士 北海道 札幌西円山病院 神経難病患者への代替コミュニケーション手段の
導入

3-3-6 川畑　桃子 看護師 京都府 嵯峨野病院 ターミナル期にある患者への看護
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プログラム一般演題　8校

3-4 16:00-17:00　　維持期リハ（4）
【座長】  中島由美　橋本病院　リハビリテーション部　部長・理学療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-4-1 海田　渚 言語聴覚士 鹿児島県 吉田温泉病院 集中的なリハビリ介入により3食経口への移行、
食事形態の向上に至った慢性期症例

3-4-2 瀬尾　津雲 理学療法士 北海道 聖ヶ丘病院 長座位での左右への重心移動練習の効果

3-4-3 川村　基樹 理学療法士 愛知県 福祉村病院 進行性核上性麻痺の1症例～転倒原因の分析と
対策～

3-4-4 一木　新 介護福祉士 三重県 ヴィラ四日市 転倒・転落リスクが高い方へのアプローチ

3-4-5 井上　恵津子 理学療法士 神奈川県 平成横浜病院 Trunk Solutionの臨床活用
外来高齢患者の転倒リスク減少を目指して

3-4-6 佐々木　寛法 理学療法士 千葉県 初富保健病院 認知症を有する高齢者の転倒予測
～下肢筋力と移動能力による予測精度～

3-5 17:00-18:00　　維持期リハ（5）
【座長】  竹内優太　鶴巻温泉病院　リハビリテーション部　係長・理学療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-5-1 井上　聡 作業療法士 千葉県 富家千葉病院
慢性閉塞性肺疾患により努力呼吸を呈していた
症例
～長期臥床と姿勢の影響から～

3-5-2 芦原　孝記 理学療法士 兵庫県 中谷病院 大幅な身体機能低下後、 長期的な介入により
ADLが改善した症例

3-5-3 中山　泰地 理学療法士 和歌山県 白浜はまゆう病院 数か月の間に日常生活活動が大きく変化した、
維持期脊椎腫瘍患者の理学療法経過

3-5-4 川合　あかり 理学療法士 北海道 愛全病院 医療療養病棟におけるモーニングリハビリ・ラン
チリハビリの効果について

3-5-5 由水　貴也 作業療法士 北海道 愛全病院 当院一般･療養病棟におけるランチリハへの取り
組み

3-5-6 森山　佳蓉 言語聴覚士 高知県 永井病院 当院の言語聴覚士による退院前訪問～在宅生活
における食事環境の大切さ～

第4会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 5階 ルビー）
4-1 13:00-14:00　　回復期リハ（1）

【座長】  冨張修平　富家病院　リハビリ室　室長・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-1-1 琢磨　盟弘 理学療法士 香川県 橋本病院
回復期リハビリテーション病棟における脳血管疾
患を呈した独居者の自宅復帰とFIMとの関連性
の検討

4-1-2 高田　幸治 理学療法士 徳島県 博愛記念病院 回復期病棟での療法士夜勤のFIM利得や平均在
棟日数への影響

4-1-3 根本　卓 理学療法士 東京都 永生病院 透析治療導入が危惧された大腿骨転子部骨折術
後に自立歩行を獲得した症例

4-1-4 徳嶋　慎太郎 理学療法士 東京都 多摩川病院
当院における回復期リハビリテーション病棟のア
ウトカム評価の特徴
80歳を基準に群を分けた検証

4-1-5 内野　瑞穂 作業療法士 埼玉県 富家病院
透析患者も回復期病棟から在宅復帰を目指す
～透析患者と非透析患者の在宅復帰率とFIMの
比較～

4-1-6 大塚　勲 作業療法士 埼玉県 大宮共立病院 回復期リハビリテ－ション病棟退院後の在宅生活
についての追跡調査
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4-2 14:00-15:00　　回復期リハ（2）
【座長】  岡部知昭　霞ヶ関南病院　リハビリテーション部長・理学療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-2-1 高野　宏 作業療法士 東京都 信愛病院 身体的ガイドとフェインディング法を用いることで
箸操作に改善を認めた症例

4-2-2 飯島　直孝 理学療法士 東京都 緑成会病院
回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカ
ム導入の効果検証
～高次脳機能障害患者の認知項目への影響～

4-2-3 矢崎　はるか 作業療法士 東京都 永生病院
COPMで重要とされた趣味活動への介入を行い，
遂行・満足度の向上と，活動への想いに変化が
得られた症例

4-2-4 森　僚馬 理学療法士 北海道 北樹会病院 当院における免荷式リフト（POPO)の使用状況
と今後の展望

4-2-5 入江　新 作業療法士 香川県 橋本病院
左上肢の運動麻痺を呈した方が整体師への復職
に成功した症例
～自主練習指導による随意性向上を目指して～

4-2-6 伊藤　千紗 言語聴覚士 静岡県 天竜すずかけ病院
漢字の失読失書を呈した患者に対し、 早期か
らスマートフォンアプリをAACとして使用し、
QOLが向上した一事例

4-3 15:00-16:00　　回復期リハ（3）
【座長】  沼田一成　奈良東病院　リハビリテーション科　科長・作業療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-3-1 上野　奨太 理学療法士 大阪府 千里リハビリテーション
病院

脳血管疾患における早期の家屋評価がFIM実績
指数へ与える影響

4-3-2 水谷　圭吾 言語聴覚士 群馬県 脳血管研究所附属美原
記念病院

FIMを用いた脳卒中片麻痺患者のADL回復曲線
の分析

4-3-3 神長　光星 理学療法士 千葉県 印西総合病院
下腿切断者に対するHonda歩行アシストの有効
性
～シングルケースデザインによる検証～

4-3-4 林　美樹 作業療法士 石川県 芳珠記念病院
右下肢MRSA骨髄炎により立位が困難な事例へ
の病状の受け入れの支援と生活の自律を目指し
た介入

4-3-5 長崎　真弓 理学療法士 大阪府 千里リハビリテーション
病院

高次脳機能障害を主とした患者に対する復職に
向けた理学療法の取り組み

4-3-6 中條　浩介 理学療法士 兵庫県 神戸平成病院 指先で壁を触れた時に起こる立位重心動揺低下
は、高い台の上でも起こるか

4-4 16:00-17:00　　回復期リハ（4）
【座長】  大谷ひろみ　島の病院おおたに　副院長・理学療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-4-1 平岡　拓也 理学療法士 兵庫県 平成病院 回復期リハビリテーション病棟における廃用症候
群患者の栄養障害に関する背景要因の検討

4-4-2 椿野　颯汰 作業療法士 大阪府 千里リハビリテーション
病院

「引きこもりたくない」
～興味のある活動を導入することで発症前よりも
活動/参加が増えた一症例～

4-4-3 森田　太樹 理学療法士 千葉県 印西総合病院 HAL®を用いた重度感覚障害を呈した胸髄損傷
患者へのアプローチ ～歩行再獲得を目指して～

4-4-4 安部　容康 理学療法士 千葉県 富家千葉病院 病棟内歩行開始時期が退院時TUG及びFIM-M
に与える影響について

4-4-5 森田　梨沙 看護師 鹿児島県 高田病院
回復期リハビリテーション病棟に入院した患者の
早期FIMを活用し、退院に向けたADL向上の取
り組みについて

4-4-6 佐藤　翔 理学療法士 千葉県 印西総合病院 回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価
に対するFBSの有用性
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プログラム一般演題　8校

4-5 17:00-18:10　　呼吸器関連（1）
【座長】  松本悟　豊中平成病院　院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-5-1 藤井　歩惟 准看護師 山口県 光風園病院 気管カニューレ挿入中の患者のカフ圧が誤嚥に
及ぼす影響

4-5-2 金平　彩香 理学療法士 埼玉県 富家病院 陽・陰圧体外式呼吸器を使用した痰量への影響 
～ポジショニングを併用して～

4-5-3 筒井　真理 看護師 福岡県 西福岡病院
COPD啓発活動について考える
～地域住民を対象としたCOPD認知度調査を通
して～

4-5-4 松崎　奈緒実 看護師 鹿児島県 国分中央病院
患者の気持ちに寄り添う看護をめざして
～人工呼吸器があっても帰りたいものは帰りたい
～

4-5-5 田代　なお子 理学療法士 鹿児島県 三船病院 吸引を要する訪問リハビリテーション
ー原発性免疫不全症候群の症例ー

4-5-6 島田　萌花 作業療法士 徳島県 江藤病院 咳嗽力の低下予防に対する適切な座面クッション
の検討

4-5-7 大塚　栄子 看護師 静岡県 東名裾野病院 人工呼吸器装着患者のQOL(生活の質）に基づ
いた援助実践の一症例

第5会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 4階 パール）
5-1 13:00-14:10　　排泄ケア（1）

【座長】  大西真奈美　芳珠記念病院　看護局長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-1-1 大倉　正光 看護師 兵庫県 協立温泉病院 A病院における排尿自立ケアの取り組み
－ 活動3年目の新たな挑戦－

5-1-2 島田　千代子 看護師 京都府 緑水会病院 排便コントロールに足裏マッサージを試みて

5-1-3 藤本　拓人 介護福祉士 兵庫県 協立温泉病院
介護職員の自己効力感向上に影響できる教育企
画
ーおむつ装着のスペシャリストを目指した研修か
らの考察ー

5-1-4 佐々　昂典 作業療法士 北海道 聖ヶ丘病院 慢性期病院における排泄能力・排泄形態向上に
向けた取り組みと効果

5-1-5 加藤　亜弥乃 看護師 三重県 長島中央病院 おからパウダーを活用して下剤ゼロも目指す
5-1-6 上坂　博樹 薬剤師 北海道 愛全病院 排尿自立支援チームにおける薬剤師の役割

5-1-7 青木　邦子 看護師 埼玉県 南部厚生病院
排便コントロールに向けたケアワーカーからのア
プローチ
～独自スケールの作成と事例検討～

5-2 14:10-15:10　　排泄ケア（2）
【座長】  田中かおり　定山渓病院　看護部長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-2-1 吉村　沙織 看護師 東京都 セントラル病院
安全安楽な介護・看護の提供を目指して
～マニュアル変更による２人介助を実施してみて
～

5-2-2 新倉　将之 介護福祉士 東京都 永生病院 新しい排泄ケア（洗浄方法）を試みて
5-2-3 古後　稔枝 看護師 福岡県 上曽根病院 ブリストルスケールに基づいたＴＥＮＡ排泄ケア

5-2-4 宮崎　祐輔 介護福祉士 愛媛県 栗林病院 オムツでの排泄における「皮膚トラブルへの対応・
衛生管理性・快適性」の向上・追求

5-2-5 原田　里美 介護職 鹿児島県 湯田内科病院
パッドのコスト削減
～ 尿取りパッドの有効活用により、患者様の安
眠と介護者の負担を軽減する ～

5-2-6 國分　梨沙 介護福祉士 神奈川県 山本記念病院 排泄ケアによる質の向上を目指して
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5-3 15:10-16:20　　排泄ケア（3）
【座長】  浪岡まさみ　札幌西円山病院　看護部長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-3-1 鉄川　由惟 看護師 奈良県 秋津鴻池病院 自然排便を目指した取り組み～C-2レベルの患者
に対する腰部温罨法の効果について～

5-3-2 山下　惣平 作業療法士 兵庫県 東浦平成病院 要支援者の尿失禁と運動機能の関係
5-3-3 古岡　桂 看護師 兵庫県 宮地病院 適切な排便コントロールを目指すための取り組み
5-3-4 渡邊　勝壽 看護師 愛媛県 栗林病院 排尿自立指導料導入に向けて当院での取り組み

5-3-5 髙江洲　明美 准看護師 沖縄県 大浜第二病院
これでいいの？下剤使用による便秘と下痢をくり
返す患者
～排便コントロールの取り組み～

5-3-6 伊藤　雪路 看護師 愛知県 刈谷豊田総合病院高浜
分院

長期尿道留置カテーテル留置中の閉塞改善、感
染予防に対するクランベリーの効果

5-3-7 遠藤　愛美 作業療法士 徳島県 鳴門山上病院 当院医療療養病棟における便秘の実態と対策 ～
排便体操の有効性の検討～

5-4 16:20-17:30　　排泄ケア（4）
【座長】  國生真希　札幌西円山病院　看護師長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-4-1 宮元　久美 介護福祉士 鹿児島県 中江病院 終日リハビリパンツへの取り組み
～やっぱぃオムツは嫌やっどなぁ～

5-4-2 乗松　美恵子 看護師 愛媛県 北条病院 排尿自立支援に向けて排尿ケアチームの取り組
み

5-4-3 小笠原　隆人 看護師 東京都 介護老人福祉施設　
ヴィラ町田

下剤の減量に対する取り組み
～オリゴ糖による排便コントロール～

5-4-4 髙木　遼 理学療法士 兵庫県 東浦平成病院 段階的な膀胱直腸訓練を行うことにより排泄が自
立した一症例

5-4-5 樗木　良美 介護福祉士 鹿児島県 出水郡医師会立第二病
院

コンチネンスケアに関する排泄支援動作表の作
成と運用

5-4-6 山本　聖也 理学療法士 福島県 いわき湯本病院
当院におけるトイレ動作に関してのアンケート調
査
～自立に向けての取り組み～

5-4-7 堀口　達志 看護師 富山県 光ケ丘病院 オリゴ糖シロップによる排便を試みて

5-5 17:30-18:20　　離床
【座長】  佐藤早苗　苫小牧東病院　看護部教育担当師長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-5-1 江澤　美奈子 准看護師 千葉県 富家千葉病院 離床による患者様への効果と職員の意識の変化
～ほのぼのタイムを導入して～

5-5-2 大磯　紗智 看護師 徳島県 中洲八木病院 療養病棟における離床促進への取り組み

5-5-3 落合　清佳 介護福祉士 静岡県 新富士病院 療養病床の患者の離床アプローチ方法とは
～患者の意向に沿った離床の実現を目指して～

5-5-4 秋原　健利 作業療法士 神奈川県 介護老人福祉施設　
ヴィラ都筑 特養における離床に向けたチームアプローチ

5-5-5 矢原　秀介 理学療法士 兵庫県 協立温泉病院 チーム医療により精神面の安定を図ることが出来
た一症例
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プログラム一般演題　8校

第6会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 3階 サファイア）
6-1 13:00-13:50　　看取り（1）

【座長】  宮本美恵子　橋本病院　副院長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-1-1 石田　翔子 看護師 埼玉県 大宮共立病院 介護保険病棟における看取りケア～看護・介護
職の連携・協働を目指して～

6-1-2 上野　紀美代 准看護師 熊本県 聖ヶ塔病院 家で死にたい、家に帰りたいという終末期の患
者への在宅看取りの支援

6-1-3 志村　愛美 看護師 千葉県 富家千葉病院 血液透析を延命拒否により中断した例の検討
6-1-4 井上　雅規 看護師 愛媛県 栗林病院 意思表示できない患者の家族に対する意識調査

6-1-5 三谷　佑奈 看護師 島根県 安来第一病院 看取り患者の家族への病状受容に寄り添う看護
～夫を思う妻の気持ちに寄り添って～

6-2 13:50-14:40　　看取り（2）
【座長】  吉本聡美　芳珠記念病院　病棟師長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-2-1 和田　女久美 看護師 山口県 安岡病院 介護療養型病棟での看取りにおける大切にして
いることの要因

6-2-2 藤田　麻衣子 准看護師 島根県 加藤病院 在宅での初めての看取り
～多職種が抱えるジレンマに触れて～

6-2-3 西村　優太 看護師 佐賀県 志田病院 在宅看取りへの支援

6-2-4 新　麗子 看護師 兵庫県 北摂中央病院
在宅療養を望む患者・家族への退院支援と看取
り
～家族の不安を受け止める援助～

6-2-5 長島　康成 介護福祉士 鹿児島県 加治木温泉病院 看取り介護(ターミナルケア)について考える

6-3 14:40-15:30　　看取り（3）
【座長】  福田由利子　流杉病院　看護師長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-3-1 戒田　文子 薬剤師 愛媛県 北条病院 医療従事者が自身の家族を自院で看取るというこ
と

6-3-2 堀田　浄美 准看護師 鹿児島県 加治木温泉病院 当院介護療養病棟における看取りの現状と課題

6-3-3 大野　雅志 看護師 群馬県 脳血管研究所附属美原
記念病院

神経難病患者の人生の最終段階への対応につい
て

6-3-4 井上　美幸 看護師 三重県 花の丘病院 看取りケアにおける家族支援を考える

6-3-5 鈴木　恵 看護師 愛知県 刈谷豊田総合病院高浜
分院

介護職の看取りに対する意識調査
～看取り教育へ向けた取り組み～
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6-4 15:30-16:30　　介護予防（1）
【座長】  飯隈忠仁　井ノ上病院　理事長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-4-1 大森　政哉 作業療法士 鹿児島県 サザン・リージョン病院 デイサービス利用者の介護度変動に影響する要
因の解析

6-4-2 志田　ゆかり 介護福祉士 佐賀県 志田病院 集団回想法がデイサービス利用者に与える影響
について

6-4-3 鍵村　拓 理学療法士 徳島県 中洲八木病院 当院外来リハビリを利用している下肢・腰部疾患
患者の活動範囲に影響を及ぼす因子

6-4-4 杉山　信彦 介護福祉士 静岡県 富士小山病院 ゴム球自動拡張装置を用いた手指拘縮の改善

6-4-5 山浦　信治 看護師 福岡県 北九州古賀病院
仙骨座りのある患者に対する座位保持支援を試
みて
～仙骨座りによる問題点を抽出し食事環境を整え
る～

6-4-6 林　弘子 理学療法士 群馬県 内田病院
当院外来リハビリにおける認知症を伴う高齢者や
ＭＣＩの方の介護保険サービス移行への取り組み
について

6-5 16:30-17:30　　経管栄養対策
【座長】  越永守道　信愛病院　院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-5-1 二見　邦彦 作業療法士 東京都 藤香苑 特養における経管栄養の際の姿勢改善への取り
組み

6-5-2 深水　美紀 看護師 東京都 牧田総合病院蒲田分院
経管栄養直後の体位変換が患者に及ぼす影響 
～従来の体位変換とマットレス圧迫での背抜きの
比較～

6-5-3 草川　亜紀 看護師 三重県 榊原温泉病院
医療療養病棟の患者ケア向上に向けた取り組み
の効果～電動加圧ポンプ・新しい投与方法の試
み～

6-5-4 松岡　みどり 管理栄養士 鹿児島県 中江病院 経腸栄養法について

6-5-5 下田　久美 管理栄養士 千葉県 いけだ病院 『とろみ状栄養剤』への変更と骨粗鬆症患者への
乳カル酵素付加でのＣａ補給強化事例の報告。

6-5-6 柴山　茜音 管理栄養士 兵庫県 大原病院 食物繊維・オリゴ糖配合経腸栄養剤を用いた排
便コントロール＜第二報＞

第7会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 2階 アメジスト）
7-1 13:00-14:10　　スキンケア（1）

【座長】  濵真理子　桜ヶ丘病院　総看護師長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
7-1-1 土井　佳奈 看護師 大阪府 堺温心会病院 高齢者のスキンケア方法の検討

7-1-2 吉城　亜矢香 介護職 鹿児島県 加治木温泉病院 発汗の多い患者の皮膚トラブルの軽減減少を試
みて

7-1-3 牧田　美子 看護師 福岡県 若杉病院 スキンケアの見直し
～ワセリンを工夫してみた結果～

7-1-4 牛津　恵美 看護師 福岡県 原病院 フットケア導入の啓蒙活動について
7-1-5 大迫　弥生 看護師 鹿児島県 高田病院 ハッカ油による手指消臭の効果

7-1-6 新垣　さと子 看護師 大阪府 清恵会三宝病院 患者の足を守るための仕組み作り
～係活動を通して取り組む～

7-1-7 福井　恵 看護師 大阪府 平成記念病院
頻繁に胃瘻刺入部から注入漏れを起こす患者に
おける白湯の工夫
～トロミ粉を使用し漏れ具合を調節して～
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7-2 14:10-15:20　　スキンケア（2）
【座長】  永森房子　流杉病院　看護師長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-2-1 吉田　佐枝子 看護師 東京都 信愛病院 関節拘縮のある患者の皮膚不快臭への取り組み
～はっか油での拭き取りを試みて～

7-2-2 髙木　真希 准看護師 山口県 山口平成病院 乾燥による皮膚トラブルを保湿によって防ぐ～作っ
てよかったヘイセイリンクル

7-2-3 髙橋　芙美香 介護福祉士 秋田県 外旭川病院 皮膚トラブル改善のための意識調査～事例を通し
てケアの課題を見出す～

7-2-4 西野　京子 看護師 兵庫県 大原病院 当院の長期療養中の高齢患者におけるスキン‐
テア予防への取り組み結果

7-2-5 川内野　かおる 介護福祉士 長崎県 燿光リハビリテーション
病院

四肢拘縮患者の苦痛軽減につながるケアをめざ
して
～洗浄から拭き取りケアへの取り組み～

7-2-6 齋藤　洋美 看護師 北海道 新札幌パウロ病院 爪切り困難な患者さんの爪のケアを試みて
7-2-7 松本　卓也 看護師 佐賀県 山口病院 スキンケアへの意識向上を目指して

7-3 15:20-16:20　　労務管理
【座長】  田中修　加藤病院　法人事務局長・事務

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-3-1 大久保　秀行 理学療法士 神奈川県 横浜病院
医療専門職における価値共有の取り組み
～「対話」による価値共有が総合満足度に及ぼ
す効果について～

7-3-2 野上　真利 看護師 福岡県 戸畑けんわ病院 全職員が辞めずに働き続けられる勤務環境改善
の取り組み

7-3-3 岩永　純一 理学療法士 大分県 和田病院 働きがいと働きやすさを兼ね備えた職場作りへの
取り組み

7-3-4 鈴木　真理 理学療法士 神奈川県 平成横浜病院
当院療法士における高ストレス者の検討
―職業性ストレスチェックと東大式エゴグラムを
用いてー

7-3-5 野上　美華子 看護師 東京都 南八王子病院 介護職教育システムの構築を目指して

7-3-6 脇山　寛志 准看護師 山口県 光風園病院 看護師の性別による職務・役割の違い
～アンケート調査から分かったこと～

7-4 16:20-17:30　　病院経営・病床転換
【座長】  菊地攻　定山渓病院　経営管理部長代理・事務

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
7-4-1 日高　道生 医師 鹿児島県 三船病院 当院療養病棟における医療区分の検討

7-4-2 保志　泰弘 支援相談員 宮城県 介護老人保健施設ゆう
ゆうホーム 超強化型老健の取得と今後の課題

7-4-3 菊池　悠伎 事務職 宮城県 金上病院 介護療養型医療施設の廃止と医療・介護同時改
定を踏まえ、病棟再編を実施して

7-4-4 安藤　典之 事務職 神奈川県 横浜病院 災害対策マニュアルを「人」から「役割」にシフト
した体制構築

7-4-5 照屋　茂子 看護師 鹿児島県 国分中央病院 災害対策マニュアルの見直し

7-4-6 飯伏　真一 事務職 鹿児島県 加治木温泉病院 医療機関のBCPからBCM策定への必要性の取
組み

7-4-7 宇田川　実 看護師 群馬県 内田病院 病院・老健合同の非常災害訓練を終えて
～所轄消防署の支援協力と共に～
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7-5 17:30-18:30　　業務改善（1）
【座長】  立花エミ子　信愛病院　看護部長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-5-1 箕越　正浩 介護福祉士 広島県 ナカムラ病院 入浴の業務改善～入浴介助での職員の身体的負
担を軽減することを目指して～

7-5-2 坂寄　祐子 介護職 茨城県 協和南病院
療養病床における介護スタッフによるケアの質改
善への取り組み
～質の向上と業務改善効率化を目指して～

7-5-3 小﨑　加奈子 看護師 鹿児島県 市比野記念病院
スライディングシートを用いた介護負担軽減の取
り組み
～持ち上げない、抱き上げない看護・介護を目
指して～

7-5-4 岡　将馬 看護師 高知県 上町病院 当院におけるノーリフティングケアの取り組み

7-5-5 田積　史啓 介護福祉士 北海道 札幌西円山病院 効率化とケアの質を考えたオムツの導入
～患者アセスメントの視点～

7-5-6 小山　真代 看護師 兵庫県 西宮回生病院 肩関節疾患患者の疼痛と世親医学的問題との関
連性の調査結果

第8会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 2階 桜島の間）
8-1 13:00-14:00　　チーム医療（1）

【座長】  齊藤稔　湯田内科病院　理事長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-1-1 渡邉　大輔 作業療法士 鹿児島県 三船病院 筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者のケアに対する
病棟スタッフとリハビリの連携について

8-1-2 溝口　夏姫 看護師 静岡県 熱川温泉病院 ADL全介助からトイレでの排泄確立により自宅退
院できた事例

8-1-3 森本　孝則 理学療法士 東京都 竹川病院
成人ダウン症患者に発症した脳室内出血に対し
チームアプローチを実践し、自宅退院することが
できた症例

8-1-4 景山　元 看護師 島根県 安来第一病院
化膿性脊椎炎により四肢麻痺がある患者の自宅
退院へ向けて
～症例から学ぶ退院支援の重要性～

8-1-5 保坂　理香 理学療法士 北海道 愛全病院 多職種連携強化を目指して～リハビリ職員の病棟
ミーティング参加による変化～

8-1-6 上堀内　偲乃 看護師 鹿児島県 高田病院 胃瘻患者の嘔吐予防に対する取り組み

8-2 14:00-15:00　　チーム医療（2）
【座長】  赤井智子　金上病院　副院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-2-1 中村　創太 理学療法士 大阪府 泉佐野優人会病院 医療療養病棟にて多職種と連携しウィーニング・
経鼻挿管の抜管に向けて取り組んだ症例

8-2-2 中本　恵美 看護師 鳥取県 藤井政雄記念病院 認知症の摂食嚥下障害を有する超高齢者へ多職
種介入を行い、3食経口摂取に至った一例

8-2-3 加藤　雅也 理学療法士 奈良県 秋津鴻池病院 地域にて身体合併症を呈した精神科病棟入院患
者の退院に関する検討

8-2-4 渡邉　真一 作業療法士 栃木県 白澤病院 他職種協働による関節拘縮予防への取り組み

8-2-5 伊賀上　千鶴 作業療法士 愛媛県 北条病院
ADLレベル表示にピクトグラムを用いた取り組み
を再考する
～1年経過後のアンケート調査より～

8-2-6 大竹　京子 臨床検査技
師 埼玉県 富家病院 療養型病院における病棟検査技師の有用性
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プログラム一般演題　8校

8-3 15:00-16:10　　チーム医療（3）
【座長】  五十嵐渉　福島寿光会病院　診療部　診療部長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-3-1 北阪　宏美 言語聴覚士 兵庫県 協立温泉病院 脳卒中と認知症の合併により胃瘻が必要と思わ
れた患者の経口摂取獲得までの道のり

8-3-2 齋藤　和宏 システム
エンジニア 徳島県 博愛記念病院 チームで働く環境の問題解決

8-3-3 梅原　靖孝 理学療法士 北海道 定山渓病院 当院サクションサポートチーム（SST）の活動と今
後の課題

8-3-4 橋本　千帆里 看護師 北海道　 聖ヶ丘病院 ADLの共通認識へ向けての取り組み
ーチーム医療、職種をこえてー

8-3-5 大西　毅 理学療法士 大阪府 阪和第一泉北病院 長期療養型病院における入退院支援～他職種と
の連携をリハビリの視点から考える～

8-3-6 緑　貴弘 理学療法士 鹿児島県 国分中央病院
各部門との連携により在宅生活へ復帰できた一
例
～地域包括ケアシステム構築に向けての当事業
所の取り組み～

8-3-7 古田　あゆ美 診療情報管
理士 大阪府 泉佐野優人会病院 診療報酬に関わる記録の充実化について

8-4 16:10-17:10　　チーム医療（4）
【座長】  望月智弘　大久野病院　診療部長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-4-1 竹之内　靖子 事務職 鹿児島県 加治木温泉病院 院内における医療クラークの取り組み
～医師事務作業補助体制加算を算定して～

8-4-2 羽根　未来 言語聴覚士 富山県 温泉リハビリテーション 
いま泉病院

脳梗塞再発後,多職種連携により構音機能,嚥下
機能の改善を認めた一症例
～リハビリテーション栄養の実践～

8-4-3 阿部　久美子 看護師 宮城県 石巻健育会病院 患者の持てる力を活かして～高齢患者の経口摂
取を支える看護

8-4-4 川口　今日子 看護師 長崎県 南野病院 『食べる』を支えるチームアプローチを目指して

8-4-5 大塚　裕之 理学療法士 東京都 平成扇病院 チームアプローチにより二次的合併症の予防と
認知機能の改善を認めた脳梗塞の1症例

8-4-6 野口　英朗 事務職 北海道 愛全病院 ケアチームの中での医事課職員の役割

8-5 17:10-18:20　　チーム医療（5）
【座長】  竹川勝治　医療法人社団愛育会　理事長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-5-1 佃　美帆 ソー シャル
ワーカー 千葉県 総泉病院 患者の自分らしい生活の実現に向けて

～チームアプローチからみえたこと～

8-5-2 池田　大知 社会福祉士 鹿児島県 高田病院 透析患者さまの教育入院に対する支援
～社会復帰を促すためのアプローチ～

8-5-3 毛利　桂子 看護師 愛媛県 宇和島徳洲会病院
もの忘れ外来におけるチームで取組む在宅生活
への支援
前頭側頭型認知症（FTD）を介護する娘への関わ
り

8-5-4 吉田　幸滋 介護支援専
門員 富山県 光ヶ丘病院 サービス導入に向けての多職種連携について

～事例を通して～

8-5-5 別所　拓真 介護福祉士 三重県 ヴィラ四日市 看取り状態に入った入居者様のポジショニング・
安楽姿勢を目指して

8-5-6 上野　司真子 歯科衛生士 京都府 京都東山老年サナトリ
ウム

当院での多職種連携による経口摂取維持への取
り組み

8-5-7 鍛治　麻依子 看護師 鹿児島県 加治木温泉病院 脳血管障害患者における退院支援・指導に着目
した回復期クリニカルパス改良の試み
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プログラム一般演題　8校

11
日

一
般
演
題

第9会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 2階 開聞の間）
9-1 13:00-14:10　　栄養ケアマネジメント（1）

【座長】  元木由美　博愛記念病院　副院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-1-1 末吉　春樹 理学療法士 福岡県 北九州古賀病院
療養病棟のサルコペニア高齢者を対象にした
リハビリテーションと栄養の併用による骨格筋量
改善効果

9-1-2 伊藤　裕二 看護師 東京都 緑成会病院 経管栄養中の離床の効果

9-1-3 中村　洋平 理学療法士 北海道 花川病院 回復期リハビリテーション病棟入院患者への高ロ
イシン含有分岐鎖アミノ酸栄養介入効果

9-1-4 坂田　正広 看護師 東京都 城山病院 回復期リハビリ病棟における栄養とリハビリの効
果を考える

9-1-5 伊藤　瞬 理学療法士 神奈川 世田谷記念病院 当院回復期病棟におけるサルコペニア患者の割
合と生活自立度との関連

9-1-6 今村　佳代 管理栄養士 福岡県 広川病院
低栄養患者に対し栄養状態の改善を図るととも
に運動負荷量をアップすることでADLの著明な
改善を認めた1症例

9-1-7 田中　陽子 看護師 大阪府 堺温心会病院 医療療養病棟における高齢者の栄養管理につい
ての一考察

9-2 14:10-15:20　　栄養ケアマネジメント（2）
【座長】  猿原大和　湖東病院　理事長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-2-1 貴島　真佐子 歯科医師 大阪府 わかくさ竜間リハビリ
テーション病院 NSTにおける歯科介入の必要性と今後の課題

9-2-2 住田　厚子 医師 兵庫県 協立温泉病院
入院時人工的水分・栄養補給状態から経口摂取
可能となった症例の検討～当院での多職種連携
による取り組み～

9-2-3 松井　成美 管理栄養士 千葉県 富家千葉病院 栄養指導時における、栄養ケアプロセス(NCP)
を用いた評価を活用して

9-2-4 藤井　由希子 管理栄養士 山口県 山口平成病院 麦の提供による糖尿病・脂質異常症・便秘の改
善と減薬の取り組み

9-2-5 上野　須美子 看護師 熊本県 聖ヶ塔病院 食欲低下・意欲減退のある患者への食事支援－
本人の嗜好を取り入れて－

9-2-6 中西　順哉 言語聴覚士 大阪府 平成記念病院
加糖したゼリーで経口摂取量の向上を目指した取
り組み
～食欲低下の高齢患者を対象として～

9-2-7 濱部　典子 言語聴覚士 兵庫県 東浦平成病院 酵素を使用したペースト粥ゼリー提供に向けた取
り組み

9-3 15:20-16:20　　栄養ケアマネジメント（3）
【座長】  越智豊　北摂中央病院　院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
9-3-1 重松　紗希 管理栄養士 愛媛県 北条病院 当院の栄養食事指導の現状と課題
9-3-2 佐々木　清楓 管理栄養士 北海道 愛全病院 オーダーメイドで叶える経口摂取維持の取り組み

9-3-3 井上　奈緒美 管理栄養士 徳島県 江藤病院 嚥下障害に対する在宅訪問栄養指導介入の２症
例

9-3-4 沈　樹敏 看護師 埼玉県 富家病院 認知症状症状のある患者の栄養改善方法の検討

9-3-5 安藤　未奈子 管理栄養士 北海道 札幌西円山病院 神経筋疾患患者における体重維持増加の為に必
要な栄養量の検討

9-3-6 齋藤　寛太 臨床工学技
士 千葉県 富家千葉病院 高齢透析患者におけるMISとGNRIの3ヶ月評価
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プログラム一般演題　8校

9-4 16:20-17:20　　ターミナルケア（1）
【座長】  小林達也　島の病院おおたに　副院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-4-1 大下　千晴 看護師 北海道 札幌百合の会病院
当院で急増する「老衰」に関する研究
～死亡診断書からみた当院における終末期医療
の解析～

9-4-2 坂本　良子 介護福祉士 東京都 南八王子病院
終末期にある患者の思いに寄り添ったケアの実
現に向けて
～介護士の協働する力の源～

9-4-3 小沼　明広 看護師 神奈川県 関東病院
終末期ケアに対する看護師の認識の明確化につ
いて
ーa病棟でのグループディスカッションによる検
討ー

9-4-4 窪田　由佳 看護師 東京都 ベトレヘムの園病院 カトリック病院である当院での過去5年間の癌患
者の緩和ケアの実態

9-4-5 坂本　義孝 介護支援専
門員 千葉県 富家居宅介護支援セン

ター ターミナルケアにおけるマネジメントについて

9-4-6 前原　優香 作業療法士 群馬県 内田病院 生活歴を重視したハッピーエンドオブライフ（ター
ミナル）への作業療法士としての関わり

9-5 17:20-18:20　　ターミナルケア（2）
【座長】  榎並由香　世田谷記念病院　看護副部長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-5-1 佐藤　孝枝 看護師 千葉県 初富保健病院 介護療養病床における終末期ケアの現状
～スタッフに意識調査を実施してわかったこと～

9-5-2 田中　千晴 理学療法士 愛知県 小林記念病院 当院におけるAdvance Care Planningの意識
調査と課題

9-5-3 亀谷　静華 看護師 静岡県 東名裾野病院
末期胃癌患者への終末期の看護
～「食べたい」という要求に対することで学んだ
こと～

9-5-4 伊藤　由美 介護福祉士 福岡県 長田病院 患者家族の思いに添った看取りケアを目指して

9-5-5 立石　のぞみ 看護師 佐賀県 山元記念病院
「 のんちゃん、僕のはなしをきいてもらえる？ 」
～終末期がん患者さんとのコミュニケーションの
構築～

9-5-6 本田　かをる 准看護師 北海道 定山渓病院
「最後まで食べたい」と望む患者・家族へのチー
ムアプローチによるケア ～終末期ケアで大切な
こと～
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11
日

一
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第10会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 4階 アイリス）
10-1 13:00-14:10　　医療の質（1）

【座長】  安藤正夫　金上病院　理事長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
10-1-1 浄土　静香 看護師 福島県 いわき湯本病院 高齢者糖尿病患者の自己管理への支援

10-1-2 廣橋　香織 看護師 愛媛県 北条病院
特定行為研修修了者が行う訪問看護の意義を考
察する
～医療機関からの訪問看護への取り組みを通して
～

10-1-3 中林　礼子 看護師 京都府 京都南西病院 内服自己管理能力診断テストの効果検証

10-1-4 久保田　菜穂子 看護師 鹿児島県 加治木温泉病院 継続した服薬管理に向けて～アンケートから見え
た課題～

10-1-5 武石　周三 介護福祉士 福岡県 高良台リハビリテーショ
ン病院 介護記録の現状と課題

10-1-6 根本　千恵 看護師 東京都 介護老人福祉施設　
ヴィラ町田

施設勤務特定行為研修修了看護師の活動状況と
職員の意識調査における検討

10-1-7 富崎　康哲 看護師 鹿児島県 三船病院 シンク・ペア・シェア導入によるカンファレンス
の効果

10-2 14:10-15:20　　医療の質（2）
【座長】  伊豆敦子　南淡路病院　医師・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-2-1 岩田　有美恵 介護支援専
門員 静岡県 富士小山病院 Ａ介護療養病棟に入院する患者・家族等満足度

調査～サービスの質の向上を目指して～

10-2-2 増田　悦子 看護師 兵庫県 西宮回生病院 人工関節手術後に水疱を形成しない冷却方法の
検討結果

10-2-3 山田　和美 看護師 鹿児島県 出水郡医師会立第二病
院

疼痛軽減に配慮した介助でQOL向上が得られた
頸椎損傷の一例

10-2-4 土屋　洋子 看護師 東京都 日の出ヶ丘病院 テーマ  せん妄予防への取組み
―DOSスケール・援助計画を使用して―

10-2-5 生田　聡子 看護師 徳島県 江藤病院 看護師特定行為研修修了後の実践報告～訪問看
護ステーションでの活動を通して～

10-2-6 後藤　聖佳 看護師 東京都 セントラル病院 手指消毒剤使用率向上に向けた向けた取り組み
～基礎からの見直しを含めた意識付け改革～

10-2-7 袋邊　美和 看護師 和歌山県 藤民病院 治療に拒絶的な患者との信頼関係の形成
～褥瘡治療を通して～

10-3 15:20-16:20　　在宅医療　訪問診療
【座長】  吉満彰　吉満内科クリニック　院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-3-1 長尾　武志 事務職 北海道 定山渓病院 慢性期医療機関が実施する訪問診療と医事課の
役割

10-3-2 房　晴美 管理栄養士 大阪府 堺温心会病院
最後までかかわりあうための食支援
～在宅療養における栄養ケアに関するアンケート
調査結果報告～

10-3-3 大谷　祐之 医師 埼玉県 富家病院 在宅医療におけるICTを活用した多職種協働の
ための情報共有

10-3-4 川添　めぐみ 作業療法士 大阪府 清恵会三宝病院 療養病棟における在宅復帰に関わる項目の調査

10-3-5 岡田　希世 看護師 愛媛県 北条病院 当院の訪問診療の実態調査
～地域性を考慮した、今後の在宅医療の課題～

10-3-6 佐野　直矢 作業療法士 静岡県 新富士病院 在宅か老健か
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プログラム一般演題　8校

10-4 16:20-17:10　　重度慢性期医療　血液透析
【座長】  須賀晴彦　富家千葉病院　院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
10-4-1 永田　雅治 医師 福岡県 新栄会病院 医療療養病床での入院腹膜透析の経験

10-4-2 井上　江里子 看護師 大阪府 堺温心会病院 透析患者の高齢化に伴う問題点 ―独居外来維持
透析の対応―

10-4-3 演題取り下げ

10-4-4 増野　雄一 理学療法士 愛媛県 北条病院 当院における透析中の運動療法の取り組み　　
～ 運動習慣の定着に向けて　～

10-4-5 西本　龍太 臨床工学技
士 愛媛県 北条病院 当院患者のシャントに対する意識調査

10-5 17:10-18:00　　予防医療・健診
【座長】  中村佐知子　博悠会温泉病院　副理事長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-5-1 村越　大輝 理学療法士 千葉県 富家千葉病院
健康教室から見えて来た地域住民の健康への興
味
～転倒予防と教育の重要性～

10-5-2 坂本　有希 放射線技師 兵庫県 西宮回生病院
低管電圧を用いた造影剤低減法と低被ばくにつ
いての検討
～放射線被ばくを減らす技師になる～

10-5-3 湊　貞美 臨床検査技
師 徳島県 江藤病院 臨床検査技師による糖尿病療養指導の取り組み

10-5-4 栗原　央 放射線技師 福岡県 原土井病院 胸部CTにおける体位変換撮影の有用性
～高齢者の肺炎を的確に診断するために～

10-5-5 谷口　真帆里 放射線技師 福岡県 原土井病院 当院の胸腰椎MRI検査における急性期仙骨骨折
の割合について

第11会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 4階 ローズ）
11-1 13:00-14:00　　地域連携（1）

【座長】  大植友樹　札幌西円山病院　地域連携推進副室長・社会福祉士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-1-1 福村　裕幸 理学療法士 鹿児島県 国分中央病院 特別養護法人ホームにおける理学療法士の介入
について

11-1-2 狩野　悠 精神保健福
祉士 群馬県 脳血管研究所附属美原

記念病院
認知症疾患医療センターにおけるかかりつけ医と
の連携のあり方について

11-1-3 大迫　桜子 看護師 鹿児島県 上山病院 入退院支援パス作成を試みて

11-1-4 武田　愛美 社会福祉士 富山県 西能みなみ病院 包括的支援システムにおけるMSWの役割
～家族に複合的な課題をもつ事例への対応～

11-1-5 鯵坂　悠亮 事務職 東京都 回心堂病院 相談員・事務職の法人内配置転換による連携力
強化

11-1-6 松永　壮子 社会福祉士 埼玉県 西部総合病院 円滑な転院相談受け入れに向けて～さいたま赤
十字病院との転院体制構築支援事業から～
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11-2 14:00-15:00　　地域連携（2）
【座長】  小澤陽子　松谷病院　地域連携・医療相談室長・社会福祉士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-2-1 佐東　達雄 理学療法士 鹿児島県 出水郡医師会立第二病
院

特別養護老人ホームにおける生活機能向上連携
の取り組み

11-2-2 木下　竜輔 ソー シャル
ワーカー 長崎県 恵寿病院

地域医療福祉連携室開設4年を経過して
～入院患者の医療区分割合の変化と今後の課題
～

11-2-3 宮﨑　武寛 介護支援専
門員 佐賀県 志田病院 街に出掛けよう！～外出困難者への支援～

11-2-4 野村　庸子 看護師 長野県 上條記念病院 退院支援に関わる看護師の役割
11-2-5 塚本　晃平 社会福祉士 北海道 定山渓病院 集患の現状と課題 ～ＭＳＷの視点から～

11-2-6 神藤　由利 作業療法士 東京都 永生病院 東京都広域派遣アドバイザー事業における
南多摩地域リハ支援センター3年間の取り組み

11-3 15:00-16:10　　医療ソーシャルワーク
【座長】  日下俊史　金上病院　地域医療連携室主任・医療相談員

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-3-1 宮林　皇史 介護支援専
門員 東京都 大久野病院 地域包括ケアにおける緊急入院体制の構築

11-3-2 井上　めぐみ 社会福祉士 埼玉県 笠幡病院 退院後の生活を考えた支援を行うために～退院
後に訪問を行った事例を振り返る～

11-3-3 真田　裕基 ソー シャル
ワーカー 北海道 友愛記念病院 安定した稼働率を保つ為の対策 入退院の大幅な

増加とその原因

11-3-4 福田　真妃 社会福祉士 大分県 和田病院 医療・介護度が高い患者の在宅支援
～医療型療養病棟からの退院～

11-3-5 新名　早希子 ソー シャル
ワーカー 岡山県 倉敷スイートホスピタル 慢性期医療における医療ソーシャルワーカー(Ｍ

ＳＷ)に求められる役割

11-3-6 稲垣　瞳 ソー シャル
ワーカー 愛知県 小林記念病院 ソーシャルワーカーによる退院支援の必要性～患

者満足度アンケートから見えてきた課題～

11-3-7 古志野　文子 精神保健福
祉士 島根県 安来第一病院 長期入院の認知症患者の退院までの支援

～心に寄り添う看護のその先を目指して～

11-4 16:10-17:10　　地域包括ケアシステム（1）
【座長】  坂上祐樹　博愛記念病院　医療政策マネジャー・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-4-1 松本　徹也 理学療法士 東京都 緑成会病院 地域リハビリテーション活動支援事業への取り組
みと課題

11-4-2 平野　渚 社会福祉士 埼玉県 富家病院 ～富家グループにおける地域包括ケアシステム～ 
MSWの視点から

11-4-3 南本　浩之 理学療法士 埼玉県 春日部厚生病院
在宅医療・介護連携推進事業における市民啓発
への取り組み
～在宅で暮らし続けるために必要な情報とは～

11-4-4 金子　翔太郎 救急救命士 東京都 南多摩病院 慢性期医療における病院救急車の活用

11-4-5 市川　賀子 社会福祉士 高知県 永井病院 地域包括ケアシステムへの挑戦！～入院相談から
みる当院の役割～

11-4-6 黒澤　秀幸 作業療法士 東京都 城山病院 『元気なときから、終末期まで』～当法人におけ
る地域包括ケアへの取り組み紹介
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プログラム一般演題　8校

11-5 17:10-18:00　　地域包括ケアシステム（2）
【座長】  合田文則　千里リハビリテーション病院　副院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-5-1 平松　あおい 看護師 静岡県 湖東病院 「家で暮らしたい」に寄り添って～多職種での在
宅支援の取り組み～

11-5-2 神田　勇樹 理学療法士 山口県 山口平成病院 入退院動向から見る地域における当院リハビリ
テーション部の役割の展望

11-5-3 峯松　愛子 准看護師 佐賀県 志田病院 自宅への退院が困難であった要因とその対策

11-5-4 小川　貴之 看護師 愛媛県 松山リハビリテーション
病院

退院支援の重要性～患者の意思決定を尊重した
関わり～

11-5-5 安田　広樹 医師 熊本県 桜十字病院 口から食べる支援と地域包括ケア病床

第12会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 4階 オーキッド）
12-1 13:00-14:00　　口腔ケア（1）

【座長】  阪口英夫　陵北病院　副院長・歯科医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

12-1-1 花見　将一郎 言語聴覚士 鹿児島県 国分中央病院 当院医療療養型病棟における多職種連携による
口腔ケア実施前後の肺炎罹患率の変化

12-1-2 堀口　美佳 介護福祉士 三重県 ヴィラ四日市 激しい抵抗のある入居者様に対する口腔ケア実
践事例

12-1-3 村方　亜弥紀 看護師 鹿児島県 中江病院 医療療養病棟における口腔ケアから見えた問題
～口腔ケアの定着を目指して～

12-1-4 近内　光代 看護師 福島県 福島寿光会病院 パイナップルアイスキャンディーを使用した口腔
ケアの取り組み

12-1-5 中西　清香 介護職 兵庫県 宮地病院
口腔ケア
～職員のスキルアップと個別ケアの実施に向けた
取り組み～

12-1-6 藤田　千賀子 看護師 鹿児島県 加治木温泉病院 残存歯の多い経腸栄養患者に着目した効果的な
口腔ケアの取り組み

12-2 14:00-15:00　　口腔ケア（2）
【座長】  西出直人　芳珠記念病院　副院長・歯科医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
12-2-1 菅原　さとみ 看護師 鹿児島県 吉田温泉病院 オゾン水を活用した口腔ケアの取り組み
12-2-2 青木　周子 介護福祉士 愛媛県 南高井病院 口腔内の清潔保持への取り組み
12-2-3 鈴木　優華 看護師 京都府 嵯峨野病院 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアの効果

12-2-4 福澤　幸明 看護師 福岡県 北九州古賀病院 看護師による「お口を洗うジェル」と吸引嘴管を
使用した口腔ケアの効果

12-2-5 江口　美保 歯科衛生士 長崎県 恵寿病院 療養型病院への病棟専属歯科衛生士導入の効果
について

12-2-6 秋山　ひかり 看護師 東京都 小平中央リハビリテー
ション病院 蜂蜜を用いた口腔ケアによる口腔内環境の変化
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12-3 15:00-16:00　　嚥下機能・口腔ケア
【座長】  久米庸一　岸和田平成病院　医師・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
12-3-1 樋野　早紀子 管理栄養士 島根県 鹿島病院 食事の質向上と課題解決に向けての取り組み
12-3-2 山下　紗季 言語聴覚士 鹿児島県 田上記念病院 整形外科患者における摂食嚥下機能障害の調査

12-3-3 永露　麻美 看護師 福岡県 丸山病院 高齢者の嚥下機能向上をめざして　～集団嚥下
体操導入の効果～

12-3-4 小川　ユカ子 歯科衛生士 京都府 嵯峨野病院 療養型医療施設における歯科受診について
～抜歯治療への対応～

12-3-5 島谷　浩幸 歯科医師 大阪府 堺温心会病院 長期入院患者の口腔内出血に対する歯科的対応

12-3-6 山本　まどか 看護師 東京都 竹川病院 「最期になるかもしれない、食べてみよう」をあ
きらめない

12-4 16:00-17:00　　嚥下機能（1）
【座長】  花見将一郎　国分中央病院　リハビリテーション室　室長補佐・言語聴覚士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
12-4-1 守屋　淳一 言語聴覚士 東京都 世田谷記念病院 経鼻胃管栄養が嚥下機能に与える影響

12-4-2 武田　堅佑 言語聴覚士 北海道 聖ヶ丘病院 リクライニング角度の変化が嚥下反射に与える影
響

12-4-3 池田　友記 言語聴覚士 東京都 緑成会病院 不顕性誤嚥を有する慢性期の嚥下障害患者に対
する黒胡椒嗅覚刺激の効用について

12-4-4 瀬沼　公貴 言語聴覚士 神奈川県 新戸塚病院 運動器疾患患者の摂食・嚥下リハビリテーション
と予防的対応の必要性

12-4-5 岸本　裕佑 言語聴覚士 大阪府 岸和田平成病院 超音波検査を使用した新しい嚥下機能評価法の
開発

12-4-6 馬場　将 言語聴覚士 鹿児島県 加治木温泉病院 当院の摂食嚥下障害患者における経口摂取への
移行に関与する要因の検討

12-5 17:00-18:00　　嚥下機能（2）
【座長】  加塩信行　永生病院　副院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
12-5-1 横山　裕 介護福祉士 鹿児島県 高田病院 経管栄養から経口摂取へ
12-5-2 高島　幸子 看護師 富山県 流杉病院 TPN管理から離脱できた患者の離床的特徴

12-5-3 豊澤　涼子 看護師 北海道 花川病院 療養病棟における完全側臥位での食事の確立に
向けて

12-5-4 山崎　秀平 理学療法士 大阪府 浜寺中央病院
音響音声学的分析フリーソフトを用いて開発した
嚥下音解析システムによる嚥下機能評価の試み
(第一報)

12-5-5 山口　里美 言語聴覚士 神奈川県 新戸塚病院 3食経口摂取獲得に関わる要因の検討

12-5-6 小石　将秀 言語聴覚士 愛知県 並木病院
慢性期医療の現場における言語聴覚士の役割
～摂食に対するニーズや肺炎の発症率からみえ
てきた当院の現状～
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プログラム一般演題　8校

ポスター会場（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 4階 エメラルド　ロビー）
13-1 13:00-14:00　　リハビリテーション　他

【座長】  田中千晴　小林記念病院　リハビリ部　科長・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

13-1-1 古賀　千春 作業療法士 福岡県 高良台リハビリテーショ
ン病院

退院後の生活を見据えた計画の現状と今後の課
題

13-1-2 小西　香菜子 理学療法士 鳥取県 養和病院 ３回目の褥瘡術後、脊髄損傷者の復職・車椅子
バスケット再開に向けた理学療法の経験

13-1-3 水上　春奈 言語聴覚士 富山県 西能みなみ病院
「在宅での食生活を継続する為に必要なこと、
訪問リハと通所リハの役割」 ～誤嚥性肺炎を繰り
返す一事例～

13-1-4 濱ノ上　誠 言語聴覚士 鹿児島県 三船病院 多系統萎縮症に対する気管食道分離術前後の訪
問リハビリテーションのアプローチの変化

13-1-5 隅田　祐太朗 理学療法士 福岡県 東和病院 歩行用ロボットを用いた歩行練習が歩行以外に
及ぼす影響について

13-1-6 成田　守宏 作業療法士 新潟県 総合リハビリテーション
センター・みどり病院

上肢に強い痙縮を呈した症例へ通所リハビリで
電気刺激装置を導入した取り組みについて

13-2 14:00-15:00　　食事サービス・栄養ケア　他
【座長】  平川智士　高田病院　リハビリテーション室主任・理学療法士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

13-2-1 多良間　清香 看護師 沖縄県 宜野湾記念病院 経管栄養から経口摂取に移行できた症例～食べ
たいという意欲を引き出せたチームアプローチ～

13-2-2 大島　亮平 言語聴覚士 鹿児島県 三船病院 療養病床におけるリハビリテーション未介入者へ
の経口摂取維持のための取り組み 

13-2-3 波川　満喜 看護師 富山県 西能みなみ病院 「口からたべること」をあきらめずに～療養型病
院における多職種連携～

13-2-4 内田　悦子 管理栄養士 千葉県 総泉病院 緩和ケア・食思不振の患者への食事提供
13-2-5 福留　大輔 言語聴覚士 鹿児島県 高田病院 とろみの統一に向けて～当院での取り組み～

13-2-6 中西　麻梨子 管理栄養士 鹿児島県 上山病院
患者とその家族が食事療法をより効果的に行う
ための取り組み
～じんあいキッチン～

13-3 15:00-16:00　　チーム医療
【座長】  西川弘剛　吉田温泉病院　薬局長・薬剤師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

13-3-1 大野　恵美子 看護師 茨城県 宮本病院 業務の効率化・チーム医療の推進を図るために
～他部門との連携ルールの作成～

13-3-2 伊藤　麻衣子 薬剤師 福岡県 原土井病院 ケアミックス病院における抗菌薬ラウンドの取り
組み

13-3-3 小西　幸博 理学療法士 愛媛県 北条病院 ADLをBarthel Indexで評価した際の職種間に
おける差の検討

13-3-4 柴田　正生 介護福祉士 鹿児島県 隼人温泉病院 当院療養病棟における離床取り組みに対するス
タッフへの意識調査

13-3-5 平嶋　佑太郎 作業療法士 鹿児島県 高田病院 職種間連携に際し，喀痰吸引における実態と困り
ごと，今後の展望の調査

13-3-6 宗村　明子 理学療法士 神奈川県 関東病院 糖尿病支援からがん支援へと繋いだ多職種での
関わり
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プログラム一般演題　8校

11
日

一
般
演
題

13-4 16:00-16:50　　医療安全・薬剤ほか
【座長】  中村真之　加治木温泉病院　チーム医療推進部次長・薬剤師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

13-4-1 坂本　祥子 准看護師 広島県 呉記念病院
確認不足によるインシデント・アクシデントを減ら
そう
～指差し呼称の取り組みについて～

13-4-2 瀬戸口　大貴 准看護師 鹿児島県 博悠会温泉病院 5Ｓに対する職員の意識変化への取り組み
業務の安全リスク低減と作業効率化を目指して

13-4-3 沼田　恵美 看護師 熊本県 水前寺とうや病院 スキンテアの発生状況から見える現状と課題
～インシデント報告書より振り返る～

13-4-4 志村　拓也 薬剤師 宮城県 金上病院
在宅医療における病院薬剤師の役割
― 在宅医療の現場で病院薬剤師が役立つため
の第一歩 ― 

13-4-5 深澤　香菜 薬剤師 東京都 鶴川サナトリウム病院 慢性期病院における睡眠薬の処方推移と転倒率
の関係

13-5 16:50-18:00　　重度慢性期医療・ターミナルケア　ほか
【座長】  野元久美子　博悠会温泉病院　看護部長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

13-5-1 古賀　仁子 看護師 福岡県 原病院 胃瘻からの栄養剤注入、患者・家族への指導に
ついて

13-5-2 永山　美幸 看護師 沖縄県 沖縄第一病院 長期透析患者の止血トラブルに関わって ～個別
対応の必要性～

13-5-3 小川　千代子 看護師 静岡県 静岡徳洲会病院 患者家族の希望に沿いたい
～各種カンファレンスを通して～

13-5-4 西尾　香苗 作業療法士 神奈川県 関東病院
がん患者支援多職種チームを立ち上げる！
～思いと現実のギャップへの葛藤・苦悩を経験し
た3年間の軌跡～

13-5-5 廣永　友武 理学療法士 熊本県 西日本病院
「末期乳癌患者に対する終末期リハビリテーショ
ン」
～QOLの向上を目指して～

13-5-6 榊原　矛 看護師 宮崎県 慈英病院
意思確認書からの問題点を考える
～患者は人生の最終段階にどこまでの医療を希
望するか～

13-5-7 黒木　寛子 看護師 福岡県 原病院 最近の当院認知症透析患者への取り組みと現状
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