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一般演題プログラム　2018年10月12日（金）

口演（1-A-01～ 1-A-05）　16:20-17:20 A会場（函館国際ホテル 2F 鳳凰）
座長：高金　明典（函館五稜郭病院）　　　　　

審査員：副島　秀久（支部熊本県済生会）　　　　
松永　高志（総合病院国保旭中央病院）　
町田　二郎（済生会熊本病院）　　　　　
田中　良典（武蔵野赤十字病院）　　　　
高金　明典（函館五稜郭病院）　　　　　

学術集会賞セッション

1-A-01 作成ガイダンスシート導入後の審査結果傾向と今後の課題
国立国際医療研究センター病院　齊藤　大介

1-A-02 HbA1c低下・維持を達成目標とした糖尿病地域連携パス外来の解析
横浜医療センター　池滝（堀川）晶子

1-A-03	 胃切除パスの改訂による術後アウトカム改善に向けた取り組み
済生会熊本病院　三森　美佳

1-A-04 電子カルテデータに基づいた誤嚥性肺炎の発症リスク患者の予測
NEC　林谷　昌洋

1-A-05 地域包括ケアによる医薬連携の重要性ー心原性脳塞栓症の再発予防
済生会川口総合病院　須田喜久夫

口演（1-B-01～ 1-B-07）　10:00-10:56 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：織田　順（東京医科大学病院）

救急・周術期

1-B-01 非骨傷性頸髄損傷パスの作成
国立国際医療研究センター病院　佐藤　琢紀

1-B-02 周術期看護ケアパスの作成
名古屋大学医学部附属病院　後藤　真希

1-B-03 定期開心術患者の便秘に関する検討
聖路加国際病院　近藤　穂尭

1-B-04 当院における胃切除パスの食事スケジュールの見直し
盛岡市立病院　沢内　節子

1-B-05 減量手術におけるERASプロトコールの実践と術後アウトカムの検討
四谷メディカルキューブ　河野　佳代

1-B-06 DPCデータを用いたERAS腎開腹手術における急性期期間の判定
恵寿総合病院　川村　研二

1-B-07	 大腸ERASパス新規導入と有用性の検討
津島市民病院　分部　史子
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口演（1-B-08～ 1-B-14）　11:00-11:56 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：伊藤　博紀（能代厚生医療センター）

リハビリテーション

1-B-08 入院期急性心不全リハビリテーションの現状とプロトコル作成
佐久医療センター　松井　　健

1-B-09 脳血管疾患回復期プロセスパス使用患者の傾向調査
福井総合病院　荒谷　千恵

1-B-10	 慢性脳卒中片麻痺の麻痺側上肢に対する集中リハビリパスの作成
福井総合病院　川端　克明

1-B-11 リハビリテーションプログラム（THAパス）の改定と評価
高山赤十字病院　古田　裕之

1-B-12 作業療法士が介入する大腿骨近位部骨折パスのアウトカム設定
福井総合病院　角　奈央子

1-B-13 TKA後の歩行能力のアウトカム達成率と阻害因子の検討
にしくまもと病院　新名　祐介

1-B-14 地域包括ケア病棟におけるTKA術後リハビリパスの作成と導入
済生会神奈川県病院　荒木　文子

口演（1-B-15～ 1-B-21）　13:40-14:36 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：田村　茂行（八尾市立病院）

外科系疾患

1-B-15 手術関連パスの抗菌薬変更～抗菌薬適正使用への取組み～
福井総合病院　橋元　千鶴

1-B-16 大腿骨近位部骨折治療のクリニカルパス作成と導入の経験
さいたま赤十字病院　石井　研史

1-B-17 進化するパス～データに基づく腹腔鏡下胆嚢摘出術パス改定～
富山市立富山市民病院　梶川有由子

1-B-18 術前減圧処置を要する症例へのパス適応の安全性についての検討
神戸市立医療センター中央市民病院　水本　素子

1-B-19 大腸癌クリニカルパスを用いた周術期DVT対策の効果と問題点
金沢大学附属病院　中村　慶史

1-B-20 術式変更頻度によるユニット型・一体型クリニカルパスの使い分け
栃木県立がんセンター　中原　理恵

1-B-21 教室における食道癌周術期管理とクリニカルパス
昭和大学　斎藤　　祥

口演（1-B-22～ 1-B-28）　14:40-15:36 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：年光　康雄（総合病院国保旭中央病院）

患者用パス・インフォームドコンセント

1-B-22　患者用パスにおけるオーバービュー形式と日めくり形式の比較検討
四国がんセンター　砂野　由紀

1-B-23　乳房再建術パスの患者用パスを見直して
函館五稜郭病院　堀尾かおる
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1-B-24 泌尿器科手術ERAS 800例の評価−急性期短縮に対応した患者説明−
恵寿総合病院　扇　　菜美

1-B-25 消化器内科におけるTACEクリニカルパス作成の取り組み
名古屋大学医学部附属病院　宮村美有紀

1-B-26 経腟分娩者・帝王切開患者における日めくり導入の効果
恵寿総合病院　田畑　　茜

1-B-27 胃ESDのパス見直しと患者用パス作成の取り組み
名古屋大学医学部附属病院　早川みどり

1-B-28 テンプレート作成による患者パスの標準化
さいたま赤十字病院　井上　真子

口演（1-B-29～ 1-B-36）　15:40-16:44 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：多田　智洋（函館五稜郭病院）

栄養管理・内科系疾患

1-B-29 パス稼働率60%以上を目指した取り組み
函館五稜郭病院　藤原　由行

1-B-30 クリニカルシナリオ1急性心不全クリニカルパスの入院期間の検討
JCHO九州病院　折口　秀樹

1-B-31 DPCデータを用いた誤嚥性肺炎パスの改訂
嶋田病院　原田由香莉

1-B-32 初期治療の成否と予後の観点からみた肺炎クリニカルパスの検証
トヨタ記念病院　佐藤　圭樹

1-B-33 内視鏡的大腸ポリープ切除術パスの診療報酬改定による影響
岩手県立大船渡病院　小山　典子

1-B-34 消化管ESD患者の体重減少に関する検討～パス改訂に向けて～
京都桂病院　田畑　直子

1-B-35 IBD栄養評価パスの作成
高崎総合医療センター　小川　祐介

1-B-36 絶食率低下を目指したクリニカルパス見直しの取り組み
大阪府済生会吹田病院　市川　真波

口演（1-D-01～ 1-D-06）　10:00-10:48 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：福田　隆（南大阪病院）

パス委員会活動

1-D-01 クリニカルパスの功罪：当院のクリニカルパス委員会のあゆみ
近森病院　西井　幸信

1-D-02	 クリニカルパス委員会活性化への取り組み
多摩北部医療センター　石戸　綾子

1-D-03 当院におけるクリニカルパス運用体系整備に向けた活動報告
能代厚生医療センター　伊藤　博紀

1-D-04 パス通信発行の取り組み効果と今後の課題
岩手県立磐井病院　佐藤　光恵

1-D-05	 当院におけるパス委員会の活動とこれからの課題
熊本機能病院　原畑　佑哉
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1-D-06 院内パス大会でのアンケート調査について
苫小牧市立病院　広瀬　邦弘

口演（1-D-07～ 1-D-12）　10:50-11:38 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：櫃石　秀信（社会医療法人神鋼記念会）

病院マネジメント

1-D-07 アンケート調査を用いた病院の言葉をわかりやすくする試み
恵寿総合病院　境　津佳沙

1-D-08 当院電子カルテ上のクリニカルパスと看護必要度チェックの検証
豊橋市民病院　柴田　佳久

1-D-09 中小規模病院における電子カルテ導入後の見直しと交渉
入江病院　佐野　敬子

1-D-10 事務から発信するクリニカルパス推進の取り組み
海南病院　白井　幸樹

1-D-11 まだまだできる！クリニカルパス適用推進プロジェクトPart1
兵庫県立尼崎総合医療センター　多田賀津子

1-D-12 まだまだできる！クリニカルパス適用推進プロジェクトPart2
兵庫県立尼崎総合医療センター　宮平（進藤）亜紀子

口演（1-D-13～ 1-D-18）　13:40-14:28 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：竹澤　豊（伊勢崎市民病院）

地域連携-1

1-D-13 兵庫県大腸がんESD地域連携パス−連携ノートの作成−
兵庫県立柏原病院　西崎　　朗

1-D-14 地域連携ネットワークを用いた胃がん連携パスの現状と取り組み
福山市民病院　浅海　信也

1-D-15 庄内二次医療圏での脳卒中地域連携パスの運用開始までの道のり
鶴岡地区医師会　遠藤　貴恵

1-D-16 急性期病院が取り組む慢性期地域連携パス～ CKD連携パス～
伊勢崎市民病院　伊津　　瞳

1-D-17 大腿骨近位部骨折術後転入院パス作成
熊本機能病院　村山　卓也

1-D-18 がん診療連携パス使用件数増加に向けた当院での取り組み
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　桑原　未帆

口演（1-D-19～ 1-D-24）　14:30-15:18 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：五十嵐　歩（東京大学大学院）

地域連携-2

1-D-19 パス専任看護師の役割拡大−院内から地域へ−
済生会熊本病院　西岡　智美

1-D-20 誤嚥性肺炎地域連携クリニカルパス　パスを通して見えてきたもの
阪和第二泉北病院　鈴木　真美
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1-D-21 出水地域脳卒中地域連携パス普及への取り組みと課題
出水総合医療センター　工藤真励奈

1-D-22 当地域における大腿骨頚部骨折地域連携パスの変遷と改訂に向けて
JCHO徳山中央病院　藤島　　薫

1-D-23	 大腿骨頸部骨折地域連携クリニカルパスの9年間の運用状況
JCHO東京山手メディカルセンター　遠藤　隆史

1-D-24 大腿骨地域連携クリニカルパス連携シートの変遷報告
JCHO東京山手メディカルセンター　園田　恭子

口演（1-D-25～ 1-D-31）　15:20-16:16 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：木佐貫　篤（宮崎県立日南病院）

地域連携-3

1-D-25 地域連携がんクリニカルパスの現状とがん種別課題
広島大学病院　石原美紗子

1-D-26 がん地域連携パスの返書状況から見る連携状況について
済生会横浜市東部病院　冨永　亜紀

1-D-27 泉州大腿骨頚部骨折地域連携パス使用患者の退院後の受診について
良秀会藤井病院　山下真衣子

1-D-28 岐阜地域胃がん連携パス−運用開始8年の現状と今後のあり方−
岐阜市民病院　山田　　誠

1-D-29	 前橋赤十字病院における肺がん地域連携クリニカルパスの検討
前橋赤十字病院　上吉原光宏

1-D-30 前立腺がん地域連携パス開始5年後の検討
佐世保市総合医療センター　古川　正隆

1-D-31 糖尿病地域連携パスの効果検証～薬物治療の観点から～
伊勢崎市民病院　大谷　健一

口演（1-D-32～ 1-D-38）　16:20-17:16 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：清水　弥生（四国がんセンター）

地域連携・退院支援

1-D-32 退院後の日常生活調査からみた情報提供の検討
手稲渓仁会病院　五十嵐美沙

1-D-33 14日間で退院を目指した誤嚥性肺炎退院支援パス
岩手県立中部病院　高橋　奈美

1-D-34 「食べること」を実現するための誤嚥性肺炎地域連携クリニカルパス
横浜市立みなと赤十字病院　鎌田　　歩

1-D-35 誤嚥性肺炎連携クリニカルパス作成の取り組み
平成とうや病院　堤　　育子

1-D-36 「食形態ととろみ」の標準化−地域での取り組み−
前橋赤十字病院　笹原　啓子

1-D-37 地域包括ケア病床を中心とした円滑な退院支援と病床管理にむけて
平内中央病院　米田　良平

1-D-38 退院支援クリニカルパスの評価
中国電力株式会社中電病院　岡川　友香



220

口演（1-F-01～ 1-F-07）　10:10-11:06 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：久保田聰美（高知県立大学）

小児・周産期・精神科

1-F-01 乳児血管腫プロプラノロール内服導入パスの作成
岩手県立大船渡病院　木村　政代

1-F-02 小児パスの作成・導入への取り組みと今後の課題
福山市民病院　関本　員裕

1-F-03 ベビーグリーフケアパスの作成
山形県立新庄病院　加藤みゆき

1-F-04 第2回「精神医療とパスを学ぶ」沖縄での研修会報告
北里大学大学院　下村裕見子

1-F-05 精神医療の課題とクリニカルパス有用性への考察～鶴岡市続報～
北里大学大学院　下村裕見子

1-F-06 臨床検査技師による認知症検査クリニカルパス作成と運用
山形県立こころの医療センター　富樫　直美

1-F-07 せん妄発症予防を目指して−せん妄予防パスの作成−
相澤病院　小田切範晃

口演（1-F-08～ 1-F-13）　11:10-11:58 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：外山　聡（新潟大学医歯学総合病院）

薬剤・検査

1-F-08 薬剤管理指導依頼のクリニカルパスへの組み込み
函館五稜郭病院　井田　　航

1-F-09 ペースメーカ植込みパスの抗生剤投与期間短縮の影響
岡山市立市民病院　真鍋　千尋

1-F-10 蜂窩織炎プロセスパスの検証
福井総合病院　高山　雅仁

1-F-11 セレコキシブの周術期投与が、入院期間に与える影響（第1報）
総合青山病院　大井麻由美

1-F-12 セレコキシブの周術期投与が、入院期間に与える影響（第2報）
総合青山病院　及川　道雄

1-F-13 切除不能膵がん化学療法で使用するクリニカルパスの改訂
静岡県立静岡がんセンター　宮口　貴守

口演（1-F-14～ 1-F-20）　13:50-14:46 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：臼田　和生（富山県立中央病院）

導入・効果-1

1-F-14 パスは医療の質向上に貢献できるか～心不全治療パスを用いて～
中国電力株式会社中電病院　石橋　克彦

1-F-15 心臓カテーテル検査・治療のクリニカルパスの導入　
湘南鎌倉総合病院　菅原　悠希

1-F-16	 AMIクリティカルパス（ステージ1～ステージ3）新規作成
地域医療機能推進機構　山際みゆき
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1-F-17 外来PCIパスの作成及び経済性の検証について
済生会熊本病院　坂本　勇喜

1-F-18 全診療科対応急性期誤嚥性肺炎パス作成による標準化
岩手県立中部病院　荒井有紀子

1-F-19 糖尿病教育入院パスの作成と導入
製鉄記念室蘭病院　谷口　稜果

1-F-20 緩和ケア病棟体験入院クリニカルパスの作成と運用状況
伊勢崎市民病院　渡辺　麻紀

口演（1-F-21～ 1-F-27）　14:50-15:46 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：今本　治彦（市立貝塚病院）

導入・効果-2

1-F-21 人工肛門造設パスを新規作成、運用して
製鉄記念室蘭病院　蠣崎　美佳

1-F-22 ストーマ造設術後パスを作成して
厚生連高岡病院　薮下　　司

1-F-23 ストーマ造設患者に統一したケア提供を目指して
相澤病院　伊沢　　剛

1-F-24 ストーマ閉鎖術におけるクリティカルパスの導入
厚生連高岡病院　羽田　匡宏

1-F-25 虫垂切除術におけるプロセスパス導入の取り組み
熊本赤十字病院　相馬　泰平

1-F-26 生体腎移植レシピエントのパスのバリアンス調査
聖マリア病院　加藤美由希

1-F-27 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設パス導入の効果
北九州市立八幡病院　木戸川秀生

口演（1-F-28～ 1-F-34）　15:50-16:46 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：戸田　一潔（神戸赤十字病院）

導入・効果-3

1-F-28 緊急入院用パスの運用によるパス使用率の向上
武蔵野赤十字病院　小久保吉恭

1-F-29 骨折部位別パスの新規作成
岩手県立大船渡病院　渡邉　亮介

1-F-30 肩関節鏡視下手術プロセスパスの適用現状と課題　
福井総合病院　植原　恭平

1-F-31 頸椎椎弓形成術ビデオ型患者用パスの導入−テレビを利用して−
JCHO東京山手メディカルセンター　侭田　敏且

1-F-32 脊椎変性疾患に対する新規パスの運用と入院日数（6か月間比較）
済生会滋賀県病院　竹下　博志

1-F-33 人工股関節全置換術患者用のパスをパンフレットに変更した評価
富山県済生会高岡病院　中田　千秋

1-F-34 全人工股関節置換術　動画を用いた患者用パスの作成と運用効果
滋賀県立総合病院　上田　将之
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口演（1-F-35～ 1-F-41）　16:50-17:46 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：羽藤　慎二（四国がんセンター）

導入・効果-4

1-F-35 当院におけるTULクリニカルパスの有用性について
南多摩病院　宮野　佐哲

1-F-36 整形外科パスに統合させた看護ナビコンテンツの作成と導入
飯塚病院　井上　　彩

1-F-37 乳房切除術に対する3施設クリニカルパス共有化
東京女子医科大学八千代医療センター　地曵　典恵

1-F-38 脳出血転院パスの作成と導入～集中治療室から始める退院支援～
倉敷中央病院　香西　智美

1-F-39 当院における頭部打撲・外傷パスの現状調査
福井総合病院　高橋　政史

1-F-40 救急外来でパス導入前後のめまい患者の診療の変化
苫小牧市立病院　松田　優美

1-F-41 「麻薬導入ユニットパス」導入後の評価と課題
函館五稜郭病院　高橋　玲子

ポスター（1-P1-01～ 1-P1-08）　13:50-14:38 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：中村　廣繁（鳥取大学医学部附属病院）

アウトカム・データ活用-1

1-P1-01 クリティカルインディケーター抽出負担の軽減～決定木分析活用～
日本電気株式会社　草野　有希

1-P1-02 高齢消化器外科術後リハビリテーションプロトコルの検討
市立札幌病院　小枝　和洋

1-P1-03	健康関連QOLからみた肩腱板損傷術後における中間アウトカム
浜脇整形外科リハビリセンター　藤村　裕介

1-P1-04 大腿骨近位部骨折患者の歩行能力に影響を与える指標の検討（3）
浅間南麓こもろ医療センター　合津さゆり

1-P1-05 当院におけるアウトカム評価の現状
王子総合病院　三橋　隼也

1-P1-06 外来化学療法パスの電子化
松波総合病院　安田加寿子

1-P1-07 日帰り手術パスの電子化におけるBOMの活用
岡山済生会総合病院　本間　　仁

1-P1-08 当院におけるクリニカルパスの現状と改善について
西宮市立中央病院　吉岡　慎一

ポスター（1-P1-09～ 1-P1-15）　14:45-15:27 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：西村　俊二（足立東部病院）

効率化・業務軽減

1-P1-09 当院における消化器内科クリニカルパスの現状と課題
八尾市民病院　池月ルミ子
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1-P1-10 緊急入院パスを作成・導入～入院業務の効率化を目指して～
岸和田徳洲会病院　浦崎恵里香

1-P1-11 管理シート（パス）を活用した入退院支援センターでの取り組み
那覇市立病院　大城ともみ

1-P1-12 化学療法パス  サクサク作成大作戦～推進チームの立場で～
大阪警察病院　山中　孝子

1-P1-13 紙カルテで救急病院機能に対応させた大腿骨近位部骨折パス
愛媛医療センター　相澤　淳一

1-P1-14 パスの評価内容をサマリに自動展開する機能の提案
富山大学附属病院　辻岡　和孝

1-P1-15 看護パスへの共通指示簿導入3年目～医師の意見を取り入れて～
出水総合医療センター　大野由紀子

ポスター（1-P1-16～ 1-P1-22）　15:40-16:22 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：吉田　茂（医療法人葵鐘会）

電子化・BOM・IT

1-P1-16	H病院における電子パス移行から運用までの経過
八戸赤十字病院　野田　宏伸

1-P1-17	電子カルテ更新に伴う、質向上を目指した整形外科パスの修正
大阪急性期・総合医療センター　伊藤　貴子

1-P1-18	電子カルテシステム変更に伴うパス移行作業と内容精査及び標準化
宮崎大学医学部附属病院　富永　眞由

1-P1-19	クリニカルパスの電子化への取り組み
岐阜市民病院　安田　光彰

1-P1-20	クリニカルパスの管理におけるエクセルパスの有用性
名古屋大学医学部附属病院　山下　佳子

1-P1-21	順天堂医院におけるクリニカルパス・JCI、システム対応に関して
順天堂 本郷地区情報センター　上松　智子

1-P1-22	多職種で取り組んだ利用者視点でのシステム導入とパス改訂
倉敷中央病院　井上アスカ

ポスター（1-P1-23～ 1-P1-29）　13:50-14:32 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：安東　立正（角田病院）

導入・効果-1

1-P1-23	教室における大腸癌周術期の抜本的ERASの実践
昭和大学　藤井　智徳

1-P1-24	当院におけるクリニカルパス導入について（ERASに基づいて）
聖母病院　山本　　伸

1-P1-25	高位脛骨骨切りクリニカルパスへのERAS導入の試み
やわたメディカルセンター　上野　勝也

1-P1-26 婦人科腹腔鏡下手術パスにおけるATC指示導入の取り組み
寿泉堂綜合病院　亀山　怜子

1-P1-27 胃部分切除術パスにアセトアミノフェン定期投与を導入して
大阪市立大学医学部附属病院　三好　健夫
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1-P1-28	術後鎮痛プロトコル併用手術パスの作成
相澤病院　青木　静江

1-P1-29	ペースメーカー植え込み術パスの作成
松波総合病院　北川　結以

ポスター（1-P1-30～ 1-P1-37）　14:45-15:33 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：鈴木　俊郎（岩手県立胆沢病院）

導入・効果-2

1-P1-30	細菌性肺炎クリニカルパスを作成して
函館五稜郭病院　對島利奈子

1-P1-31	肺炎パスを導入して～そこからみえてきたもの～
越谷誠和病院　真々田厚美

1-P1-32	肺炎クリニカルパス作成後の検証
山口労災病院　関　耕三郎

1-P1-33	誤嚥性肺炎のクリニカルパス作成を目的としたDPCデータ分析
春日井市民病院　山北　喜久

1-P1-34	退院調整を意識した誤嚥性肺炎のクリニカルパス作成
大阪警察病院　今村香緒理

1-P1-35 パス大会前後での肺炎パスの普及及び効果の検証
大阪府済生会中津病院　寺西　　敬

1-P1-36 気管支境電子パスの作成と導入
松波総合病院　岩本　紗瑛

1-P1-37 大腿骨頸部骨折−人工骨頭挿入術の在院日数短縮に向けて
上尾中央総合病院　伊藤　智美

ポスター（1-P1-38～ 1-P1-44）　15:40-16:22 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：加治　正英（富山県立中央病院）

外科系疾患

1-P1-38 1泊2日硬化療法パスによる合併症予防への取り組み
斗南病院　青砥　可奈

1-P1-39 80歳以上高齢者肺癌手術のクリニカルパス適用の妥当性
呉医療センター・中国がんセンター　三村　剛史

1-P1-40 当科での統合胃切除パス適応症例の検討
王子総合病院　狭間　一明

1-P1-41 RALPパスの観察項目に関するバリアンス分析
大阪警察病院　村田　知子

1-P1-42 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術パスの作成と運用
函館五稜郭病院　佐藤　紋華

1-P1-43 人工肛門閉鎖術後の局所陰圧閉鎖療法パスを作成して
佐野厚生総合病院　菊池　敦子

1-P1-44 クリニカルパス改訂に伴う在院日数の短縮と収益の向上
海南病院　白山　尚幹
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ポスター（1-P1-45～ 1-P1-50）　13:50-14:26 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：佐藤　文憲（別府湾腎泌尿器病院）

救急・周術期

1-P1-45 t-PAクリニカルパスによる院内連携の強化
済生会宇都宮病院　吉井　雅美

1-P1-46 救命救急センターにおける救急科パス導入効果の検討
川崎市立川崎病院　清水　麻紀

1-P1-47	周術期鎮痛ガイドラインに準拠した術後鎮痛パスの導入と課題
相澤病院　丹下　大祐

1-P1-48 結核病棟におけるせん妄ハイリスク患者の把握にPCAPSを利用する
国際医療福祉大学市川病院　松崎　　敦

1-P1-49 外来手術用パスー抗VEGF抗体（ルセンティス）硝子体注射-
南多摩病院　秋庭　幹子

1-P1-50 手術室電子パスの看護ケア項目の見直し～記録時間短縮に向けて～
函館五稜郭病院　山上　知希

ポスター（1-P1-51～ 1-P1-57）　14:45-15:27 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：高瀬　浩造（東京医科歯科大学大学院）

小児・周産期・精神科

1-P1-51 A精神科病院におけるクリニカルパス使用の実態
岩手県立南光病院　道上　勝春

1-P1-52 統合失調症急性期パスの作成と問題点
岩手県立大船渡病院　小野　嗣未

1-P1-53 小児食物経口負荷試験クリニカルパスの作成
福山市民病院　堀本　純子

1-P1-54 緊急帝王切開術パスの導入に向けて
済生会山形済生病院　大熊菜々子

1-P1-55 NICU入院時パスを作成して
済生会松阪総合病院　田中美智恵

1-P1-56 妊娠糖尿病合併帝王切開パス作成の過程
佐久市立国保浅間総合病院　前ヶ迫和子

1-P1-57 当院における産褥パスの電子化
前橋赤十字病院　鈴木　美穂

ポスター（1-P1-58～ 1-P1-64）　15:40-16:22 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：高橋　潔（住友別子病院）

リハビリテーション-1

1-P1-58 大腿骨近位部骨折術前車椅子乗車と術後離床との関連
手稲渓仁会病院　山崎　彰久

1-P1-59 大腿骨近位部骨折骨接合術後の連携パスを作成・運用して
平成とうや病院　東　　亜記

1-P1-60 大腿骨近位部骨折患者における歩行予測因子のクリニカルパス導入
八尾徳洲会総合病院　松井沙也加
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1-P1-61 大腿骨近位部骨折術後における離床遅延因子の検討
上尾中央総合病院　野地　将広

1-P1-62 当院での大腿骨頸部骨折パスの異なる術式の比較について
岩手県立磐井病院　関谷　淳一

1-P1-63 BHP術後多職種共有情報から歩行開始予測が可能か否か
上尾中央総合病院　野口　千春

1-P1-64 大腿骨頸部骨折術後の院内パスに対する回復期病棟職員の意識調査
あおもり協立病院　鈴木　崇司

ポスター（1-P1-65～ 1-P1-71）　13:50-14:32 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：若月　俊郎（松江市立病院）

DPC

1-P1-65 めまいパスの在院日数の検討（DPCの特定入院期間の視点から）
能代厚生医療センター　江戸　雅孝

1-P1-66 医事課で行う診療報酬改定時のクリニカルパス分析
東北医科薬科大学病院　佐々木俊浩

1-P1-67 帝王切開パス患者のDPCデータ分析
済生会山形済生病院　工藤　佐保

1-P1-68 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術パスの分析、診療報酬改定を踏まえて
伊勢原協同病院　佐々木まりあ

1-P1-69 DPCデータ分析ソフトを用いたパス分析検討会の報告
相模原協同病院　河田ゆり子

1-P1-70 重症度、医療・看護必要度を活用したパス分析
上尾中央総合病院　中谷　　潤

1-P1-71 パス普及活動におけるパス推進委員会の役割
相模原病院　奥野　紀彦

ポスター（1-P1-72～ 1-P1-78）　14:45-15:27 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：笹原　啓子（前橋赤十字病院）

教育-1

1-P1-72 当院におけるパス大会のあり方の検討
近森病院　岡林　若葉

1-P1-73 新人看護師向けパス基礎教育～カレーライスパス作成演習～
総合病院国保旭中央病院　福森　明美

1-P1-74 パスを正しく作成できる人材育成のための取り組み
大和高田市立病院　細川喜美恵

1-P1-75 分析可能なクリニカルパスの運用を目指した院内教育とその成果
福岡赤十字病院　本山健太郎

1-P1-76 クリティカルパスの啓蒙　パスガイドとパストレーニングの作成
松戸市立総合医療センター　時永耕太郎

1-P1-77 PDCAサイクル活用に向けたクリニカルパス委員会としての課題
聖マリアンナ医科大学病院　日下　葉月

1-P1-78 パス教育における自己教育ツールの運用と問題点
総合病院国保旭中央病院　岩田　佳之
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ポスター（1-P1-79～ 1-P1-86）　15:40-16:28 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：橋爪　正（むつ総合病院）

病院マネジメント

1-P1-79 クリニカルパス委員会の組織再編とマネジメントの有用性
国立国際医療研究センター病院　源　名保美

1-P1-80 医療情報部主導による電子パス一元管理の有用性
川崎市立多摩病院　町山　幸仁

1-P1-81 在院日数分析から必要となった肺癌終末期ケアクリニカルパス
八尾徳洲会総合病院　瓜生　恭章

1-P1-82 クリニカルパスで「診療密度」を適正化する取り組みについて
東京歯科大学市川総合病院　粟谷　佳世

1-P1-83 電子カルテ更新時におけるパス委員会事務局の関わり
名古屋大学医学部附属病院　早瀬みゆき

1-P1-84 委員会活動における事務部門の関わり
伊那中央病院　唐木　丈夫

1-P1-85 医師事務作業補助の外来クリニカルパスへの関わり
大阪はびきの医療センター　上川　教子

1-P1-86 当院のそけいヘルニアパスは不動のパスでいられるか
長野中央病院　成田　　淳

ポスター（1-P1-87～ 1-P1-92）　13:50-14:26 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：吹矢　三恵子（福井総合クリニック）

パス大会・パス委員会活動-1

1-P1-87 開院3年目となる当院でのパス委員会での活動
座間総合病院　芹澤　直子

1-P1-88 クリニカルパス委員会の活性化を目指して
郡上市民病院　酒井　邦浩

1-P1-89 講演会や院内パス大会を通じた当院でのパス活動の取り組み
市立釧路総合病院　下田麻奈美

1-P1-90 クリニカルパス部署委員の認識と今後の課題　アンケート調査より
静岡県立総合病院機構　松田　委子

1-P1-91 アンケートを利用したクリニカルパス委員会活動の方向性の検討
仙台循環器病センター　佐藤　祐司

1-P1-92 クリニカルパス作成に関する活動報告
岸和田徳洲会病院　長田　典子

ポスター（1-P2-01～ 1-P2-08）　13:50-14:38 ポスター会場2（フォーポイントバイシェラトン函館 4F ライラック）
座長：佐藤　耕一郎（岩手県立磐井病院）

バリアンス分析・パス改訂-1

1-P2-01 心臓カテーテル検査のパス改訂に関する報告
大阪警察病院　餅田　聖子

1-P2-02 心臓カテーテル検査パスにおける患者の安全への取り組み
熊本機能病院　岩永　　薫
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1-P2-03 心臓カテーテル止血デバイス選定におけるバリアンスデータの活用
仙台循環器病センター　村上こず恵

1-P2-04 急性心筋梗塞クリニカルパス使用患者の減少要因の分析
倉敷中央病院　伊藤　大輔

1-P2-05 透析患者用1泊2日心臓カテーテルパスの作成と導入
仙台循環器病センター　庄司　尚子

1-P2-06 冠危険因子教育クリニカルパスで最も注意して指導すべきこと
羽島市民病院　冨田　幸来

1-P2-07 サムスカ導入パスにおける見直しと修正
石巻赤十字病院　阿部　　樹

1-P2-08 経過観察パスの電子カルテ導入後の見直し
松波総合病院　奥村　恵治

ポスター（1-P2-09～ 1-P2-16）　14:45-15:33 ポスター会場2（フォーポイントバイシェラトン函館 4F ライラック）
座長：三原　美雪（山形県立こころの医療センター）

バリアンス分析・パス改訂-2

1-P2-09 膀胱腫瘍に対するTURBTパス変更の妥当性について
総合病院国保旭中央病院　島　　敬之

1-P2-10 DPC分析システムEVEを活用した経尿道的膀胱腫瘍切除術パスの改正
小樽市立病院　七戸　優香

1-P2-11 前立腺全摘除術パスに排尿ケアチームの介入を組み込んで
広島市立安佐市民病院　中川　祐華

1-P2-12 鼓室形成術パスの感染に焦点をあてたバリアンス分析
大阪労災病院　濱岡　晃弘

1-P2-13 口蓋扁桃摘出術パス改訂後のバリアンス分析～疼痛緩和の試み～
相模原協同病院　赤井　靖江

1-P2-14 耳下腺腫瘍摘出術パスの分析と分岐パスの検討
鹿児島医療センター　簗淵　恵理

1-P2-15 胸腔鏡下肺切除術クリニカルパス～入院日数の短縮を目指して～
高知赤十字病院　森田　伊英

1-P2-16 非小細胞肺がんEGFR-TKIパスのバリアンス分析と改訂
大阪市立大学医学部附属病院　竹田　彩加

ポスター（1-P2-17～ 1-P2-23）　15:40-16:22 ポスター会場2（フォーポイントバイシェラトン函館 4F ライラック）
座長：山崎　友義（宮崎大学医学部付属病院）

バリアンス分析・パス改訂-3

1-P2-17 術式別クリニカルパスの適正使用に向けた取り組み
産業医科大学病院　林　　容子

1-P2-18 胸腰椎圧迫骨折パスのバリアンス分析
山形済生病院　下山　紋弥

1-P2-19 骨接合術クリニカルパス改訂への取組～皮膚トラブルに着目して～
東京医科大学茨城医療センター　武井真由美

1-P2-20 電子カルテ統計機能を用いて分析した（THA） ・TKAパスの検討
座間総合病院　小倉　里美
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1-P2-21 多職種連携によるパス改訂実施と評価～予防的抗菌薬の適正使用～
横浜南共済病院　鈴木　　毅

1-P2-22 大腿骨近位部骨折術後患者の急性期病棟の在院日数が延長する要因
相澤病院　奥原　健史

1-P2-23 胃切除術クリニカルパス改訂
近森病院　日田　奈美

ポスター（1-P3-01～ 1-P3-06）　13:50-14:26 ポスター会場3（フォーポイントバイシェラトン函館 4F デイジー）
座長：堀江　健夫（前橋赤十字病院）

退院調整・入退院支援

1-P3-01 入退院支援パスの作成～支援シートの作成過程とその内容の報告～
羽島市民病院　早崎会里果

1-P3-02 退院支援パスから入退院支援パスへ−有効活用への取り組み−
高崎総合医療センター　高田美和子

1-P3-03 難民認定申請中に入院となった外国人患者への退院支援の一例
総合南東北病院　熊谷　幸広

1-P3-04	日南串間入退院調整コンセンサスルール作成・運用とその成果
宮崎県立日南病院　木佐貫　篤

1-P3-05 退院支援パスの見直し
松波総合病院　松浦　郁恵

1-P3-06 退院後療養先の合意形成を可視化した退院支援・調整パス実践報告
総合病院国保旭中央病院　八馬　弘美

ポスター（1-P3-07～ 1-P3-13）　14:45-15:27 ポスター会場3（フォーポイントバイシェラトン函館 4F デイジー）
座長：加藤　裕子（市立岸和田市民病院）

地域連携-1

1-P3-07 大腿骨頚部骨折地域連携パスの運用と現状
函館五稜郭病院　阿部　智紘

1-P3-08 大腿骨近位部骨折地域連携パス術後6か月予後アンケート調査報告
鶴岡協立リハビリテーション病院　茂木　紹良

1-P3-09 大腿骨近位部骨折地域連携パス術後6か月予後アンケート調査報告2
鶴岡協立リハビリテーション病院　茂木　紹良

1-P3-10 大腿骨近位部骨折地域連携パス術後6か月予後アンケート調査3
鶴岡市立荘内病院　石塚　祐熙

1-P3-11 大腿骨近位部骨折・骨粗鬆症地域連携パスの連動と現状
大阪府済生会吹田病院　木村　　孝

1-P3-12 肩腱板断裂地域連携パスを活用した地域完結型医療の取り組み
倉敷中央病院　諏訪　絵美

1-P3-13 カシオペア地域医療福祉連携研究会パス部会の活動について
岩手県立二戸病院　川原　智子
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口演（2-B-01～ 2-B-07）　13:10-14:06 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：舩田　千秋（名古屋大学医学部附属病院）

電子化・BOM・IT

2-B-01 電子カルテ一体型電子パスへのロジックAIを活用した診療支援機能
株式会社ソフトウェア・サービス　井川　澄人

2-B-02 フルの電子化に向けた情報システム部門の役割
東海大学医学部付属病院　佐藤　光義

2-B-03 電子パスデータを多施設共同で利用するための課題　第3報
名古屋大学医学部附属病院　舩田　千秋

2-B-04 パスエディタの機能拡張による入力負荷対策
大阪警察病院　小野　律子

2-B-05 ベンダー変更に伴う電子化クリニカルパス移行の悩み　第1報
総合病院国保旭中央病院　小林　康祐

2-B-06 BOM置換リストを用いた導入支援について
高知県立幡多けんみん病院　並川　正和

2-B-07 人工股関節全置換術前方アプローチパスでのBOM有用性の検討
松戸整形外科病院　原口　　敬

口演（2-B-08～ 2-B-15）　14:08-15:12 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：松波　和寿（松波総合病院）

EBM・医療の質・標準化

2-B-08 当院におけるクリニカルパスの質改善への取り組み
大阪市立総合医療センター　西山由佳里

2-B-09 必要時投薬と指示簿の電子化と標準化に向けた実践
前橋赤十字病院　丸岡　博信

2-B-10 臨床指標（QI）をバランストスコアカード（BSC）に設定した効果
岡山済生会総合病院　中山　進也

2-B-11 看護ケアの標準化に向けた取り組み
名古屋大学医学部附属病院　佐伯　　純

2-B-12 OFC電子パス移行による経営の質改善効果について
鶴岡市立荘内病院　本間めぐみ

2-B-13 病棟パスラウンドによるクリニカルパス推進およびパス委員支援
総合病院国保旭中央病院　年光　康雄

2-B-14 クリパス委員会で作成した全診療科共通誤嚥性肺炎パスとその効果
一宮市立市民病院　阪井　　満

2-B-15 足関節骨折術後の独歩獲得に必要な要因分析～パス作成に繋げる～
熊本機能病院　今屋　将美
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口演（2-B-16～ 2-B-23）　15:14-16:18 B会場（函館国際ホテル 2F 白鳳）
座長：小牟田　清（大阪警察病院）

DPC

2-B-16 DPC導入へ向けて取り組むカテーテルアブレーションパスの見直し
牧港中央病院　伊佐　雅美

2-B-17 脳外科パスの検討-病棟担当事務職員としての多職種参加-
能代厚生医療センター　上青木美空

2-B-18 DPCデータを活用したクリニカルパス日数見直し・管理の取り組み
近畿大学医学部附属病院　辻野　和子

2-B-19 DPC2群維持を目指したパス改定の取り組み
日本海総合病院　鶴巻　玲子

2-B-20 DPCデータを活用した消化器外科クリニカルパスの評価
磐田市立総合病院　浅井優美子

2-B-21 DPC入院期間2と比較したクリニカルパス使用期間の分析
横浜南共済病院　岡田　雅仁

2-B-22 診療密度向上のためのパス適正化の取組み
加古川中央市民病院　井本　憲佑

2-B-23 DPCデータによる内視鏡的粘膜下層剥離術パスのベンチマーキング
岩手県立中央病院　池端　　敦

口演（2-D-01～ 2-D-07）　9:00-9:56 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：瀬戸　僚馬（東京医療保健大学）

効率化・業務軽減

2-D-01 ICTを活用したパス情報の自動可視化システムの構築
済生会熊本病院　西中　　巧

2-D-02 パス作成支援活動の推進～平成30年度診療報酬改定への対応～
さいたま赤十字病院　栗原　大貴

2-D-03 兼任看護師の業務改善−パス関連文書・記録の電子化推進−
前橋赤十字病院　齋藤　春美

2-D-04 外国人旅行者入院パスの作成による業務負担の軽減
高山赤十字病院　前田　雅人

2-D-05 パスラウンドの効果
四国がんセンター　片山　洋子

2-D-06 内視鏡治療患者におけるスケジュール食の運用
千葉大学医学部附属病院　屋久　裕介

2-D-07 パスへのDVTアセスメントシート組込みで記載率向上を目指す試み
神戸赤十字病院　戸田　一潔

口演（2-D-08～ 2-D-14）　10:00-10:56 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：村木　泰子（国立看護大学校）

教育

2-D-08 当院クリニカルパス委員会の取り組み
名古屋第二赤十字病院　岩瀬　純也
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2-D-09 病院全職員を対象としたeラーニングでのパス教育への取り組み
大阪市立総合医療センター　森　　千穂

2-D-10 eランニングを用いたクリニカルパス教育の検証
磐田市立総合病院　岩堀　光代

2-D-11 病棟スタッフのパスの知識を高め、パスを有効に活用しよう！
東北公済病院　残間久美子

2-D-12 電子クリニカルパスの適正使用に向けた取り組み
総合南東北病院　伊藤　明美

2-D-13 消化器外科病棟におけるクリニカルパス勉強会の必要性
静岡県立総合病院　牧野由加里

2-D-14 アウトカム志向パスへの改訂とパス委員教育への取り組み
能代厚生医療センター　荒木　　誠

口演（2-D-15～ 2-D-21）　11:00-11:56 D会場（函館国際ホテル 2F アクアマリン）
座長：中　麻里子（大阪市立大学医学部附属病院）

教育・記録

2-D-15 急性心筋梗塞クリニカルパス導入後の患者教育に関する検討
聖路加国際病院　久慈　朋子

2-D-16 クリニカルパスの質の向上アウトカム入力率上昇への取り組み
横須賀共済病院　曽宮はるみ

2-D-17 バリアンス収集のための記録方法に関するスタッフへの関わり
福井県済生会病院　黒川　礼子

2-D-18 構造化した主治医の総合評価バリアンス記録の有用性について
済生会熊本病院　管田　　塁

2-D-19 重複記録から見えた電子クリニカルパス運用の課題
聖マリア病院　田中美保子

2-D-20 PNS導入にともなう新人教育パスの作成と運用状況（第2報）
横浜市立市民病院　松原　靖子

2-D-21 医療職資格試験におけるクリニカルパス関連問題の出題傾向の分析
帝京平成大学　濃沼　政美

口演（2-F-01～ 2-F-07）　9:00-9:56 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：宮本　勝也（広島記念病院）

バリアンス分析・パス改訂-1

2-F-01 鼠径・大腿ヘルニア修復術パスの改訂
高崎総合医療センター　小林ひかり

2-F-02 大腸切除パスの改訂により在院日数は短縮したか？
船橋市立医療センター　宮崎　彰成

2-F-03 A病院の鎮痛薬定期投与を取り入れた大腸切除術パスの改訂
聖隷三方原病院　寺田　康祐

2-F-04 肝動脈塞栓術パス使用の実際と課題
石巻赤十字病院　石澤　孝幸

2-F-05 経皮的ラジオ波焼灼術パスの改訂
高崎総合医療センター　山本　啓聖
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2-F-06 急性虫垂炎パスの適応基準と退院基準の分析
石巻赤十字病院　上間　春花

2-F-07 DPCによる胃癌手術パスの改訂
山梨県立中央病院　羽田　真朗

口演（2-F-08～ 2-F-14）　10:00-10:56 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：伊藤　淳二（青森県立中央病院）

バリアンス分析・パス改訂-2

2-F-08 当院人工股関節全置換術クリニカルパスの歩行自立期間の検証
神戸赤十字病院　木下　恵介

2-F-09 当院大腿骨近位部骨折クリニカルパスのバリアンス分析
春日井市民病院　山下　　裕

2-F-10 整形外科パス適正化に向けた5つの提案
横浜労災病院　下村　幸紀

2-F-11 大腿骨近位部骨折に対するリハビリパス改訂の妥当性の検証
大原綜合病院　武田　淳一

2-F-12 整形外科クリニカルパスにおける抗菌薬適正使用の推進
横浜南共済病院　大串　智幸

2-F-13 クリニカルパスを見直すための適した方法
福井総合クリニック　吹矢三恵子

2-F-14 当院におけるBOM2.2導入後の初回バリアンス分析の問題点の検討
東京歯科大学市川総合病院　磯貝　咲子

口演（2-F-15～ 2-F-21）　11:00-11:56 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：川村　研二（恵寿総合病院）

バリアンス分析・パス改訂-3

2-F-15 DPC2の期間に合わせた泌尿器科パスの改訂
松江赤十字病院　直江　聡子

2-F-16 婦人科悪性腫瘍手術におけるクリニカルパスのバリアンス分析
王子総合病院　木村　優希

2-F-17 TUR-BTパス改定と質の検証
総合病院国保旭中央病院　岩井　淳一

2-F-18 前立腺全摘除術の失禁ケア向上への取り組み
群馬県立がんセンター　室田　卓志

2-F-19 腹腔鏡下前立腺全摘術パスの入院期間短縮へのバリアンス分析
大阪市立大学医学部附属病院　谷口　珠美

2-F-20 婦人科パス見直しに向けての現状把握と課題
松江赤十字病院　服部　　幸

2-F-21 様々な指標により抽出したパスの定期的な見直しによる品質改善
長崎大学病院　松本　武浩
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口演（2-F-22～ 2-F-28）　13:10-14:06 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：下條　隆（羽島市民病院）

バリアンス分析・パス改訂-4

2-F-22 冠動脈造影・形成術パスのバリアンス分析が穿刺部トラブル減少に寄与する
岡山市立市民病院　岸　　満恵

2-F-23 「CAG：橈骨翌日カテ」CPのバリアンス分析と今後の取り組み
公立松任石川中央病院　浦川　夏未

2-F-24 急性冠症候群（ACS）パスの改定
近森病院　濱口とみよ

2-F-25 患者参画型血液透析移行期クリニカルパスのバリアンス分析
総合病院国保旭中央病院　太田代美樹

2-F-26 脳出血クリニカルパスにおける適応基準の検討
小倉記念病院　上原　由依

2-F-27 脳梗塞転院用CP使用における設定日数と適応基準の検討
小倉記念病院　俵　　沙織

2-F-28 認知機能低下の観点から改定を行った慢性硬膜下血腫パス
岡山市立市民病院　野中　湧介

口演（2-F-29～ 2-F-35）　14:10-15:06 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：神山　智子（青森県病院局（青森県立中央病院））

バリアンス分析・パス改訂-5

2-F-29 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術パス運用状況の検討
済生会横浜市東部病院　青木　輝浩

2-F-30 肺炎の診断群別のパス評価と改定
大阪南医療センター　松本由紀子

2-F-31 呼吸器内科パスのBOMを用いたパス改訂とバリアンス分析
岩手県立胆沢病院　鈴木　俊郎

2-F-32 患者状態に応じて追加治療に対応可能なパス作成の試み[ERCPパス]
三井記念病院　佐藤　賢太

2-F-33 埋伏抜歯術パスのバリアンス分析
石巻赤十字病院　佐々木綾香

2-F-34 当院の実績に基づいたバリアンスマスタ整理による負担軽減
さいたま赤十字病院　齋木　　茜

2-F-35 演題取り下げ

口演（2-F-36～ 2-F-42）　15:10-16:06 F会場（フォーポイントバイシェラトン函館 3F カメリアⅡ）
座長：石橋　悟（石巻赤十字病院）

アウトカム・データ活用

2-F-36 高齢者肺炎のクリニカルパス構築に向けた入院経過の計量的可視化
東京医療センター　古田　裕亮

2-F-37 アウトカム評価の結果は医師と看護師によって異なるか？
四国がんセンター　小畠　誉也
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2-F-38 クリニカルパス終了時評価の適正化にむけた取り組みと効果
長崎みなとメディカルセンター　中村真寿美

2-F-39 電子カルテ統計の可視化によるクリニカルパス分析活動の促進
横須賀共済病院　沼尾　浩嗣

2-F-40 新病院移転に伴う電子カルテ導入と同時に電子パス運用への取組み
大原綜合病院　遠藤　智子

2-F-41 リアルワールドエビデンス手法を用いたクリニカルパス分析
宮崎大学医学部付属病院　山崎　友義

2-F-42 鶴岡地区における回復期リハ病院のアウトカム分析
鶴岡協立リハビリテーション病院　佐藤　　浩

ポスター（2-P1-01～ 2-P1-06）　13:10-13:46 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：旭　朝弘（那覇市立病院）

導入・効果-3

2-P1-01 経大動脈アプローチ大動脈弁植え込み術クリニカルパス作成の試み
小倉記念病院　渡邉　真依

2-P1-02 パス作成に伴い医師を巻き込む問題点と困難
岸和田徳洲会病院　宮芝　美紀

2-P1-03 リードレスペースメーカパスの新規作成
済生会福岡総合病院　高崎　加奈

2-P1-04 分岐型ACSパスの導入とその課題についての検討
相模原協同病院　下村　剛史

2-P1-05 冠動脈造影検査パスのバリアンスと記録の整合性
斗南病院　石岡　彩佳

2-P1-06 当院におけるトルバプタン導入クリニカルパスの使用経験
岸和田徳州会病院　平松　慎介

ポスター（2-P1-07～ 2-P1-12）　14:05-14:41 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：板橋　道朗（東京女子医科大学）

導入・効果-4

2-P1-07 緊急尿管ステント挿入ユニットパスの作成
相模原協同病院　赤井　靖江

2-P1-08 当院でのパスを含めた腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術新規導入の現状
徳山中央病院　河岡　　徹

2-P1-09 当院大腿骨近位部骨折クリニカルパスの新規作成
春日井市民病院　伊藤　義将

2-P1-10 EFデータを活用した頚椎後方除圧術パスの作成
滋賀県病院　古田　大輔

2-P1-11 腱板断裂の断裂サイズ別プロセスパスの作成
済生会吹田病院　松下　千浪

2-P1-12 地域連携パスへの展開を前提とした脊椎圧迫骨折パスの作成
海南病院　宮崎夏菜子
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ポスター（2-P1-13～ 2-P1-19）　15:00-15:42 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：池田　俊也（国際医療福祉大学）

導入・効果-5

2-P1-13 CAPD手技習得パスを作成して
函館五稜郭病院　佐々木亜弥

2-P1-14 薬剤管理指導の実施に向けた看護師主導の取り組み
がん・感染症センター都立駒込病院　阿部　貴子

2-P1-15 糖尿病週末短期（3日間）教育入院パス作成の取り組みについて
大阪府済生会吹田病院　大佐古三香

2-P1-16 低血糖短期入院パス
公立昭和病院　比嘉　則子

2-P1-17 維持透析に対するクリニカルパス導入の効果
札幌東徳洲会病院　末田祐美子

2-P1-18 回復期リハビリテーション科におけるボトックス療法パスの作成
総合大雄会病院　高木　啓介

2-P1-19 使える、使いやすいクリニカルパス導入～ユニット形式の採用～
松戸市立総合医療センター　勝本　礼子

ポスター（2-P1-20～ 2-P1-25）　13:10-13:46 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：篠崎　伸明（湘南鎌倉総合病院）

インフォームドコンセント

2-P1-20 患者サポートセンターで患者用パスを標準化した試み　　
船橋市立医療センター　齋藤　奈緒

2-P1-21 患者用パスを中心とした患者説明の統一
三井記念病院　石井　敦子

2-P1-22 周術期パスの見直し～多職種連携による術前オリエンテーション～
京都桂病院　濱洲　晋哉

2-P1-23 患者用クリニカルパスに関するアンケートの実施結果
山形県立中央病院　今田　裕梨

2-P1-24 大腿骨転子部骨折患者用クリニカルパスの改訂
能代厚生医療センター　錦織　奈実

2-P1-25 周術期パンフレットに患者用クリニカルパスを取り入れた効果
岡山済生会総合病院　小泉　匡司

ポスター（2-P1-26～ 2-P1-31）　14:05-14:41 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：菅野　由貴子（株式会社エジュカルサポート）

看護

2-P1-26 看護師のパスの理解・利用を促進するナッジ（2）−躓く状況−
青森県病院局　村上　成明

2-P1-27 看護ケアの充実・効率化を目指したクリニカルパスの作成
北九州市立八幡病院　福永　　聡

2-P1-28 苦痛緩和のための持続鎮静への取り組み
富山県立中央病院　大野文起子
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2-P1-29 神経・筋難病患者へのレスパイト入院パスの適用
東京都立神経病院　鯵坂　恭弘

2-P1-30 手術件数が多い病棟との周術期看護のパスの比較検討
北アルプス医療センターあづみ病院　田中　美保

2-P1-31 クリニカルパスを用いた乳がん術後の創部受容と病棟連携の重要性
総合病院国保旭中央病院　新井田明美

ポスター（2-P1-32～ 2-P1-38）　15:00-15:42 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：船﨑　俊一（埼玉県済生会川口総合病院）

内科系疾患

2-P1-32 リウマチ性多発筋痛症のクリニカルパス作成
横浜南共済病院　須田　昭子

2-P1-33 原発性アルドステロン症検査パスの作成
京都桂病院　服部　武志

2-P1-34 スマート入院パスの作成報告
佐久市立国保浅間総合病院　中島理恵子

2-P1-35 医療介護関連肺炎クリニカルパスを作成して
呉医療センター　在川　　舞

2-P1-36 内視鏡的胆管ステント留置術におけるクリニカルパスの作成報告
岩手県立釜石病院　奥村　幸宏

2-P1-37 軽症市中肺炎パス作成～早期退院・抗菌薬適正使用を目指して～
大阪警察病院　本村　　遥

2-P1-38 肺炎クリニカルパスのdilemma
大阪市立総合医療センター　住谷　充弘

ポスター（2-P1-39～ 2-P1-45）　13:10-13:52 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：一ノ瀬　直樹（公立昭和病院）

薬剤・検査

2-P1-39 クリニカルパスの横断的レビューによる周術期抗菌薬の提案と改善
東京医科大学病院　金子亜希子

2-P1-40 当院の腎機能別バンコマイシンパスにおける血中濃度の検証
八尾徳洲会総合病院　山本浩二郎

2-P1-41 心臓ペースメーカー植え込み術パスの抗菌薬投与期間に関する検討
東大和病院　川嶋　直人

2-P1-42 手術関連クリニカルパスにおける抗菌薬の適正使用とその効果
刈谷豊田総合病院　磯和　秀子

2-P1-43 病棟薬剤師によるクリニカルパス変更への関わり調査
横浜南共済病院　佐藤　　剛

2-P1-44 心臓カテーテル検査関連合併症低減への心臓生理検査課の役割検討
熊本機能病院　矢野　直次

2-P1-45 顔面神経麻痺・突発性難聴クリニカルパスにおける薬剤師の関わり
旭川厚生病院　後藤　　悠
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ポスター（2-P1-46～ 2-P1-52）　14:05-14:47 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：佐藤　勝彦（大原綜合病院）

リハビリテーション-2

2-P1-46 心臓血管外科術後のリハビリパス逸脱例の特徴
済生会熊本病院　岩崎　大輔

2-P1-47 回復期病棟脳卒中患者における入・退院時の運動FIM項目と予後
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院　岡部　昌也

2-P1-48 パスを通じた看護師とリハビリスタッフの情報共有について
大阪府済生会中津病院　服部　暁穂

2-P1-49 LDH患者の患者立脚型評価を基にした外来リハビリ通院日数の予測
浜脇整形外科病院　内平　貴大

2-P1-50 人工股関節全置換術前後のJHEQの推移と不満足度の関連性の検討
浜脇整形外科病院　宮崎　寛史

2-P1-51 クリニカルパスによる効果的なHALを用いた歩行練習
山梨厚生病院　住吉　　司

2-P1-52 行動観察方式AOSを活用した退院支援
藤井病院　羽田野文子

ポスター（2-P1-53～ 2-P1-59）　15:00-15:42 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：坂元　一郎（高崎総合医療センター）

栄養・がん治療

2-P1-53 パスによる栄養指導件数増加の取り組み
出水総合医療センター　垂　佐登子

2-P1-54 褥瘡発生予防と栄養評価を関連付けるための取り組み
大阪市立大学医学部附属病院　池村　祐美

2-P1-55 岩手県釜石保健医療圏における食形態の現状と連携への取り組み
岩手県立釜石病院　小原亜矢香

2-P1-56 管理栄養士と言語聴覚士の連携による食道癌術後の経口摂取の管理
東京医療保健大学大学院　猪瀬佳代子

2-P1-57 婦人科癌における放射線治療のクリニカルパス作成
函館五稜郭病院　八重樫美輝

2-P1-58 レンビマ内服パスを作成して
函館五稜郭病院　黄　　倫章

2-P1-59 免疫チェックポイント阻害薬導入パスの作成と多科運用
栃木県済生会宇都宮病院　渡部　義和

ポスター（2-P1-60～ 2-P1-66）　13:10-13:52 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：石橋　克彦（中国電力株式会社中電病院）

教育-2

2-P1-60 パス分析実践のための研修手法の開発～パス分析をやってみよう～
国立看護大学校　村木　泰子

2-P1-61 当院におけるクリニカルパス普及に関する活動について
岐阜市民病院　山本　直生
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2-P1-62 腹式単純子宮全摘術パスのバリアンス入力の現状と今後の課題
総合病院国保旭中央病院　高貫　春香

2-P1-63 A病院における「身体抑制パス」のバリアンス評価の不備の減少
福井赤十字病院　渡邉かな恵

2-P1-64 クリニカルパス委員の中での診療放射線技師の役割
八尾徳洲会総合病院　小川　宏明

2-P1-65 看護師を対象としたクリニカルパス研修会の効果
弘前市立病院　駒沢　美母

2-P1-66 岩手県立釜石病院におけるクリニカルパス適応率向上への取り組み
岩手県立釜石病院　松田　茂雅

ポスター（2-P1-67～ 2-P1-72）　14:05-14:41 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：臼井　美帆子（東京有明医療大学）

パス大会・パス委員会活動-2

2-P1-67 当院におけるパス承認部会の活動報告～全パス電子化に向けて～
岐阜市民病院　恩田　優美

2-P1-68 電子パスへ移行への取り組みと課題
埼玉石心会病院　加古　幸子

2-P1-69 電子パス推進における体制構築～委員会役割の明確化～
東名厚木病院　小田　和美

2-P1-70 パス活動推進のための取り組み
済生会福岡総合病院　的野　可奈

2-P1-71 クリニカルパス大会における多職種による公開討論の有用性
岩手県立中央病院　二橋　千晶

2-P1-72 パス大会開催を見据えたTQM活動～継続的な質改善活動～
一宮市立市民病院　小路　美保

ポスター（2-P1-73～ 2-P1-80）　15:00-15:48 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：嶋田　元（聖路加国際大学）

アウトカム・データ活用-2

2-P1-73 電子パス未評価率を減少させるための取り組み
総合青山病院　関根　実紀

2-P1-74 アウトカム未評価の調査と向上
立川相互病院　小菅　亮子

2-P1-75 アウトカム評価の達成率改善に向けた取り組み
松山市民病院　竹内　利恵

2-P1-76 診療科共通パスの作成に向けたDPCデータによる比較検討
市立札幌病院　山本さつき

2-P1-77 アウトカム分析によるパス改善を目指した調査報告
南大阪病院　香西　瑞穂

2-P1-78 パス変更後のアウトカム評価からみえたパスの課題
高知大学医学部附属病院　小松　明夫

2-P1-79 本院の電子パスによるアウトカム評価の現状
市立岸和田市民病院　梅田　京子
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2-P1-80 婦人科腹腔鏡下・開腹パスの見直しをして
神戸赤十字病院　浅見　莉名

ポスター（2-P1-81～ 2-P1-86）　13:10-13:46 ポスター会場1（フォーポイントバイシェラトン函館 3F ラベンダー）
座長：小枝　伸行（八尾市立病院）

地域連携-2

2-P1-81 がん地域連携クリニカルパスにおけるコーディネーターの役割と成果
小牧市民病院　竹原満美子

2-P1-82 釜石医療圏の平成29年度脳卒中患者生活状況調査とパス改訂
岩手県立釜石病院　荒木あゆみ

2-P1-83 TKA（人工膝関節全置換術）クリニカルパスの修正評価
群馬中央病院　佐藤奈津美

2-P1-84 大腿骨近位部骨折受傷前病態を考慮した退院時アウトカム設定
鶴岡地区医師会　三原　一郎

2-P1-85 当院における東京都地域連携パス（乳癌）運用の現状と課題
東京女子医科大学　塚田　弘子

2-P1-86 急性心筋梗塞地域連携パス運用状況から見えてきた課題
鶴岡市立荘内病院　渡部　美穂

ポスター（2-P2-01～ 2-P2-06）　13:10-13:46 ポスター会場2（フォーポイントバイシェラトン函館 4F ライラック）
座長：松本　武浩（長崎大学病院）

医療の質・効率化

2-P2-01 より患者に必要とされる関節リウマチ教育パスを目指して
大阪市立大学医学部附属病院　正垣　優未

2-P2-02 患者・家族、医療者が共有出来るアウトカムを目指した取り組み
神奈川県立がんセンター　甲斐　康夫

2-P2-03 術後感染予防抗菌薬の見直しがSSIの発生に与える影響
公立福生病院　松井　綾香

2-P2-04 慢性硬膜下血腫のパス修正を行って
市立三次中央病院　大門　　茜

2-P2-05 クリニカルパス専任看護師　初年度活動報告
海南病院　佐藤　智美

2-P2-06 クリニカルパス専従看護師を院内に配置した効果
済生会新潟第二病院　羽田千代子

ポスター（2-P2-07～ 2-P2-13）　14:05-14:47 ポスター会場2（フォーポイントバイシェラトン函館 4F ライラック）
座長：中尾　健太郎（新戸塚病院）

バリアンス分析・パス改訂-4

2-P2-07 EMR/ESDパスの改訂の効果と今後の課題
弘前市立病院　高谷　晃弘

2-P2-08 早期胃癌ESDパスの入院日数短縮の妥当性
公立昭和病院　佐藤　由香



241

2-P2-09 電子カルテによる胃ESDパスのバリアンス集計と分析
斗南病院　北川由羽衣

2-P2-10 内視鏡的粘膜下層剥離術パスの改訂の取り組み
京都第二赤十字病院　川合　幹子

2-P2-11 消化器内科急性疾患におけるパスの運用の検討
日本海総合病院　小南　麻美

2-P2-12 フレキシブルパスを用いたERCPパス改訂における薬剤師の関わり
南大阪病院　鳥羽　良和

2-P2-13 肝血管内治療パスの見直し
福島県立医科大学会津医療センター附属病院　渡部　淑子

ポスター（2-P2-14～ 2-P2-20）　15:00-15:42 ポスター会場2（フォーポイントバイシェラトン函館 4F ライラック）
座長：菅原　重生（日本海総合病院）

バリアンス分析・パス改訂-5

2-P2-14 バリアンス記録の入力率向上に向けての取り組み
大阪はびきの医療センター　二神寿美子

2-P2-15 クリニカルパス推進チームによるパス改訂への取り組み
大阪警察病院　奥中　雅子

2-P2-16 過去2年間のバリアンスデータの比較
千鳥橋病院　上原　美保

2-P2-17 当院におけるクリニカルパスの運用・改定と今後の課題
札幌白石記念病院　寺澤　由香

2-P2-18 腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術（TAPP法）パス導入後の評価
那覇市立病院　兼次　利治

2-P2-19 糖尿病教育入院パス改訂後のバリアンス分析を行って
大阪市立大学医学部附属病院　池上　真理

2-P2-20 クリニカルパス作成研修からの標準用語使用に関する考察
名古屋大学医学部附属病院　舩田　千秋

ポスター（2-P3-01～ 2-P3-06）　13:10-13:46 ポスター会場3（フォーポイントバイシェラトン函館 4F デイジー）
座長：保田　尚邦（伊勢崎市民病院）

バリアンス分析・パス改訂-6

2-P3-01 胃切除パスの作成とバリアンス分析
函館五稜郭病院　荻本　貴史

2-P3-02 胃切除術パス統一後の評価
広島記念病院　馬場　祐美

2-P3-03 腹腔鏡下胃切除術等パスのバリアンス分析
岩手県中央病院　佐々　弘子

2-P3-04 当院における胃切除、結腸切除パス入院期間短縮後の評価
斗南病院　村瀬　美喜

2-P3-05 大腸ERASパスのバリアンス分析結果−離床と食事の重要性−
羽島市民病院　近藤　真衣

2-P3-06 業務改善を目指した結腸切除術パスのバリアンス分析
相模原協同病院　栄　　一行
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ポスター（2-P3-07～ 2-P3-12）　14:05-14:41 ポスター会場3（フォーポイントバイシェラトン函館 4F デイジー）
座長：関本　員裕（福山市民病院）

バリアンス分析・パス改訂-7

2-P3-07 慢性硬膜下血腫パスのバリアンス分析後の効果検証
岩手県中央病院　内城　正子

2-P3-08 慢性硬膜下血腫のバリアンス分析
羽島市民病院　野村小夜子

2-P3-09 転倒対策を強化した慢性硬膜下血腫クリニカルパスの分析と改善
羽島市民病院　吉田　哲也

2-P3-10 歯科衛生士との連携を取り入れた肺炎パスの改訂
東大和病院　出浦沙知子

2-P3-11 骨盤臓器脱手術パスのバリアンス分析と改訂
くまもと森都総合病院　永井　隆司

2-P3-12 チームで取り組むための生体腎移植パス改訂
富山県立中央病院　横山　　萌
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クリニカルパス展示

CP-01 急性心不全クリニカルパス
JA長野厚生連　飯島実和子

CP-02 難治性腹水パス
済生会病院新潟第二病院　松橋　勇介

CP-03 高齢者肺炎パス医師アンケート調査とバリアンス分析課題
平鹿総合病院　大塚　朱実

CP-04 2泊3日の気管支内視鏡パス
西宮市立中央病院　力武　千春

CP-05 うつ病地域連携クリニカルパス
土浦厚生病院　塚原　靖二

CP-06 当院における乳癌腋窩郭清手術パス
湘南鎌倉総合病院　永田　好香

CP-07 肺切パス作成の取り組み
松江市立病院　殿岡真夕子

CP-08 腹腔鏡下虫垂切除術パス
練馬総合病院　浦山　　望

CP-09 筋萎縮性側索硬化症（ALS）の検査・治療クリニカルパス
横浜労災病院　越後まさみ

CP-10 脳梗塞の診療内容の多様性に対応可能なトッピングパスの試み
熊本赤十字病院　寺崎　修司

CP-11 卵巣癌手術分岐パスの作成について
松江市立病院　野津恵美子

CP-12 帝王切開術後新生児経過観察入院
国立国際医療研究センター病院　源　名保美

CP-13 DPC制度における、クリニカルパス入院期間別医療費の比較
船橋整形外科病院　香取　香子

CP-14 大腿骨近位部骨折患者の栄養状態について
にしくまもと病院　伊藤　大輝

CP-15 ドセタキセル化学療法クリニカルパス（泌尿器科）
呉医療センター・中国がんセンター　竹中　恵子

CP-16 頸髄損傷パス
国立国際医療研究センター病院　和賀真知子

CP-17 当院の手術後疼痛管理における、アセリオ定期投与の1例
佐久総合病院佐久医療センター　高梨　勇吾

CP-18 BOMを用いたTUL手術室パス（仙骨麻酔）の作成
済生会新潟第二病院　長澤　　恵

CP-19 大腸がん　地域連携パス
富山市立富山市民病院　寺田　逸郎

CP-20 入院から日常生活まで
国保日高総合病院　甲斐　　薫

CP-21 嚥下障害検査入院パス
甲南病院　戎居多希子

CP-22 入院時汎用パス（自動取り込み）
名古屋大学医学部附属病院　朝田委津子
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CP-23 禁煙外来
公立松任石川中央病院　井関　真理

CP-24 蜂窩織炎クリニカルパス（皮膚科）
呉医療センター　平井　るり

平成30年度
日本クリニカルパス学会優秀英語論文賞 受賞者一覧

今年度の「優秀英語論文賞」は、以下の方に決定いたしました。

【Original	Article】
Nutritional risk in allogeneic stem cell transplantation: rationale for a tailored nutritional 
pathway 

（Annals of Hematology 96(4): 617-625, 2017） 
静岡県立静岡がんセンター　青山　　高

【Research	Article】
A comprehensive intervention following the clinical pathway of eating and
swallowing disorder in the elderly with dementia: historically controlled study 

（BMC Geriatrics 17(1): 146, 2017） 
金沢大学附属病院　荒幡　昌久

【Original	Article】
Developing better practices at the institutional level leads to better outcomes after 
pancreaticoduodenectomy in 3,378 patients: domestic audit of the Japanese Society of 
Pancreatic Surgery

（Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 24（9）: 501-510, 2017）
関西医科大学附属病院　里井　壯平

日本クリニカルパス学会
学術・出版委員会


