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一般演題プログラム　2018年6月28日木

一般口演1 14:30〜15:12 第3会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間A）
� 座長：米澤　幸平（医療法人社団橘会整形外科米澤病院　院長）

医療の質１
O1-1 手術時の皮膚消毒液を変更したことによる効果の検証
 社会医療法人愛仁会　明石医療センター　看護部　手術中材看護科　納庄　　舞　他

O1-2 手術時手洗い消毒ラビング法導入と導入前後の手術部位感染サーベイランス
 名古屋鉄道健康保険組合　名鉄病院　大西　紀子　他

O1-3�  AST ラウンドの質を高めるための検討
� ～多職種と連携し適切な感染症治療を目指して～

社会医療法人全仁会　倉敷平成病院　薬剤部／
社会医療法人全仁会　倉敷平成病院　感染制御チーム　齋藤　文佳　他

O1-4 感染対策リンクスタッフの育成を通して学んだこと
 医療法人潤心会　熊本セントラル病院　川辺　雅美

O1-5 看護職とセラピストの感染予防に対する認識と行動
 医療法人財団医道会　十条武田リハビリテーション病院　三牧　史枝　他

O1-6 ヒト咬傷と発生後の感染対策システム構築
 社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　感染対策室　木村　美緒　他

一般口演2 15:17〜15:52 第3会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間A）
� 座長：宮田　　勝（石川県立中央病院　歯科口腔外科　診療部長）

医療の質２
O2-1 当院における嚥下障害と栄養、ADLの相関について
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　NST　西出　直人　他

O2-2 高齢者の咀嚼機能と誤嚥性肺炎リスクとの関連
 公立能登総合病院　歯科口腔外科　長谷　剛志　他

O2-3 院内での口腔ケアの標準化に向けて�−病棟における口腔ケア相談の現状−
 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　歯科口腔外科　渡邉　　楓　他

O2-4 食事摂取時の患者に合ったポジショニングへの取り組み
 医療法人社団清幸会　行田中央総合病院　富塚　千宏　他

O2-5 在宅療養に向けた嚥下機能低下した患者に対するとろみ剤活用の指導
� −食の選択肢を広げるために— 

 茨城西南医療センター病院　釜堀　一美　他



― 36 ―

28
日
木

一般口演3 14:30〜14:58 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）

� 座長：北村　　立（石川県立高松病院　院長）

医療分野１
O3-1 リエゾン回診を通じて精神科通院に至ったアルコール依存症の症例
 総合病院　国保旭中央病院　川副　泰成　他

O3-2 上部消化器疾患における術後せん妄の発症要因の検討
 JA 長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　看護部　樋田梨紗子　他

O3-3 急性期小児科病棟におけるレスパイトケアの取り組みと課題
 社会医療法人生長会　阪南市民病院　西 4 病棟　中谷　悦子　他

O3-4 当院に求められるリワーク支援のカタチ　～新たな取り組みからみえた役割～
 一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院　こころの医療センター　菅井　倫子

一般口演4 15:03〜15:45 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
� 座長：村本　弘昭（JCHO金沢病院　病院長）

医療分野２
O4-1 特定保健指導の受診率向上への当院の取り組みと課題について
 医療法人博俊会　春江病院　吉田　玲子　他

O4-2 当院健診センターにおける心電図精査受診率向上への取り組み
 特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター　検査課　吉田友里恵　他

O4-3 看・介護職における腰痛健康診断の取り組み
 社会医療法人白鳳会　鷲見病院　郡上健診センター　森　　千絵　他

O4-4 当院職員に対する職員健診での運動器機能検査の試み
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院地域健康推進部　山岸　　元　他

O4-5 合併症により手術不能と判断された早期上行結腸癌に対する根治的放射線治療の1例
 相模原協同病院　福原　　昇　他

O4-6 ＬＩＰＵＳを用いた骨癒合促進の取り組み
 一般財団法人操風会　岡山旭東病院　平野　浩司　他
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一般口演5 15:50～16:25 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：新江　良一（金沢文庫病院　病院長）

病院運営１
O5-1 医師からの男子小便器トイレの新提案
	 ～トイレは汚れて当たり前？５度前傾トイレの発明～
 医療法人白水会　白川病院　野尻　　眞　他

O5-2 乳腺外科差別化戦略～紹介専用枠の増設～
 社会医療法人生長会　府中病院　糸賀　勇貴　他

O5-3 病院運営のサテライト鍼灸マッサージ院の実績報告
社会医療法人社団三思会　東名厚木病院／とうめい Atugi はりきゅうマッサージ／

 病鍼連携連絡協議会　長谷川尚哉　他

O5-4 当院における外国人透析患者受け入れ体制の構築
 医療法人蒼龍会　井上病院　吉川　綾子　他

O5-5 危機的状況を迎えた時に選択肢をどう見極めるか
 医療法人医修会　新河端病院　鳥山　康裕

一般口演6 16:30～17:05 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：佐々木順子（三菱神戸病院　病院長）

病院運営２
O6-1 JCEP 認定病院取得についての院内認知度調査を実施して
 社会医療法人　製鉄記念室蘭病院　佐藤　育美

O6-2 「院内保育所の新築移転を核とした待機児童解消への地域貢献」
	 ～公的補助金を利用した院内保育所の建設とこども園との連携～
 社会医療法人抱生会　丸の内病院　古幡開太郎

O6-3 病診連携における画像検査の認知度向上に対しての試み
	 ～診療放射線技師の営業同行における効果について～
 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　日比野友也　他

O6-4 CHEとしての BCP検討部会マネジメント
 医療法人社団愛友会　伊奈病院　吉田　勝智

O6-5 最大の健康破壊である「戦争」についての記憶を継承する
 公益社団法人福岡医療団　水野友理恵　他
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一般口演7 16:30〜17:19 第5会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間C）
 座長：廣井　透雄（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院　副院長）

医療の質３
O7-1 警鐘事例を抽出するためのトリガーツールの検討
 私立学校法人　埼玉医科大学国際医療センター　杉本　直樹　他

O7-2 徳洲会病院グループにおけるMonthly�Peer�Reviewの試み
 野崎徳洲会病院／徳洲会グループ　中川　秀光　他

O7-3 基本動作能力と転倒との関係
� −基本動作指標（Basic�Movement�Scale：BMS）を用いて−
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　東　由希子　他

O7-4 回復期病院における糖尿病回診チームの取り組みと結果
� ～チーム介入で血糖コントロールにどれくらい影響を与えるのか～
 社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　ソディ保子　他

O7-5 非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）マスク装着時のフィッティング方法の体験学習効果
� ～MDRPU（医療機器圧迫による損傷）予防を意識して～
 石川県立中央病院　樽本　　裕　他

O7-6 早期褥瘡に対するエコーとサーモグラフィーの介入に向けて
 社会医療法人全仁会　倉敷平成病院　臨床検査部　上森　南美　他

O7-7 人工関節置換後の脱臼予防に対する看護助手への認識調査
 社会医療法人平成会　平成記念病院　田仲　美香　他

一般口演8 14:30〜15:05 第6会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間A）
 座長：吉村　光弘（公立能登総合病院　病院事業管理者）

医療の質４
O8-1 高年齢者の就労支援を見据えた看護補助者の採用
� ～急性期病院における看護補助業務のマネジメント～
 市立池田病院　林　　由美　他

O8-2 平成 32年新病院移転に向けたチーム医療推進の第一歩
� ～組織で取り組む目標管理の導入効果～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　勝島　美和

O8-3 骨粗鬆症患者サポート「コツコツサポートチーム」の活動
 医療法人社団清幸会　行田中央総合病院　コツコツサポートチーム　看護部　神田　優美　他

O8-4 地域を巻き込んだチーム医療で性暴力被害者を支える
� −病院拠点型ワンストップ支援センターがめざすもの−
 名古屋第二赤十字病院　看護部　片岡笑美子　他

O8-5 刑法改正に伴う男性性暴力被害者に対する各科連携対応についての考察
 名古屋第二赤十字病院　泌尿器科　山田　浩史　他
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一般口演9 15:10〜15:55 第6会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間A）
� 座長：高木　　誠（東京都済生会中央病院　院長）

医療の質５
O9-1 退院支援加算算定増を目指した定期的多職種カンファレンス定着の試み
 トヨタ記念病院　小松友香理　他

O9-2 多機関多職種連携チームにおけるMSWの役割を考える
� −医療・司法・行政にわたる総合支援なごみの活動から−
 名古屋第二赤十字病院　MSW　坂本　理恵　他

O9-3 診療看護師（NP）を外来診療に導入した新たなチーム医療の展開
 医療法人　熊谷総合病院　診療部　診療看護科　荻野　康崇　他

O9-4 外来化学療法室ホットラインによるチーム医療の関わり
 社会医療法人平成記念会　平成記念病院　松島万悠子　他

O9-5 診療加算からみるがん治療サポートチームの取り組みと今後の課題
済生会福岡総合病院　がん治療センター／

済生会福岡総合病院　がん治療サポートチーム　鹿田　康紀　他

O9-6 急性期総合病院におけるがん相談支援センターの現状と課題
 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　松岡　晃子　他

一般口演10 16:30〜17:12 第7会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間B）
� 座長：崔　　吉道（金沢大学附属病院　教授・薬剤部長）

薬剤１
O10-1 糖尿病外来薬剤師のインスリン使用入院患者への介入について
 社会医療法人平成記念会　平成記念病院　小林　菜実　他

O10-2 当院での後発医薬品使用促進への取り組みについて
 国立病院機構　広島西医療センター　幸吉　　明　他

O10-3 医薬品適正使用に向けて院外処方箋への臨床検査値表示導入
 社会医療法人抱生会　丸の内病院　薬剤部　鷲尾　浩司　他

O10-4 Joint�Commission�International�6th�Edition に準拠した
� ハイアラート薬の選定と管理
 医療法人鉄蕉会　亀田メディカルセンター　薬剤部　石塚　寛和　他

O10-5 ビタミンD3製剤の使用による高カルシウム血症と
� NST 専門療法士（薬剤師）としての関わりについて
 医療法人社団甲友会　西宮協立脳神経外科病院　仁井田美穂　他

O10-6 リバスチグミンからメマンチンへの変更により重篤なコリンエステラーゼ低下が
� 回避できた 1症例
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　渡部　智之　他
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一般口演11 14:30〜15:12 第8会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間C）
 座長：田中　一成（地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　理事長兼県立総合病院長）

患者サービス１
O11-1 患者満足度調査による患者視点の期待値と病院経営のあり方に関する推論
 公営財団法人　筑波メディカルセンター病院　山口　浩史　他

O11-2 患者満足度調査と EPA看護師候補生が患者に与える影響について
 社会医療法人白鳳会　鷲見病院　U アンジェリン　他

O11-3 新たな「あいさつ運動」の報告～スタッフからスタッフ、そして患者様へ～
 社会医療法人中央会　尼崎中央病院　辻　　裕之　他

O11-4 事務部CS委員会活動による接遇向上への取組み
� ～期待を超えるサービスを目指して～
 社会医療法人愛仁会　明石医療センター　事務部 CS 委員会　前岡　瑞希　他

O11-5 術前訪問に対する患者評価の実態調査
 岩手県立中央病院　吉澤　周子　他

O11-6 患者サービスの質向上のための患者相談室の取り組み
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　川上　弥生　他

一般口演12 15:15〜15:57 第8会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間C）
 座長：野村　仁美（JCHO金沢病院　看護部長）

患者サービス２
O12-1 気になる患者への SDHの視点からのアプローチ
 公益社団法人福岡医療団／たたらリハビリテーション病院　山田　耕平　他

O12-2 当院における「糖尿病教室」の取り組みについて
 社会医療法人　製鉄記念室蘭病院　西村　拓生

O12-3 透析患者が持つ防災知識の実態調査～自己管理能力向上に向けた教育改善の効果～
 社会福祉法人　恩賜財団　済生会松阪総合病院　川下　結子　他

O12-4 幼児期後期の患児へ酸素吸入療法のプレパレーションを導入した効果
 岩手県立磐井病院　佐藤　　栞　他

O12-5 外国人旅行者への救急対応の工夫と今後の課題
 社会医療法人　製鉄記念室蘭病院　山口　秀一

O12-6 渡航前予防接種における医事課の取り組み
 公益財団法人　筑波メディカルセンター病院　稲葉　貴之　他
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一般口演13 16:30〜17:05 第9会場（金沢市アートホール　6F　ホール）
 座長：岡本　里美（富山県立中央病院　看護部長）

看護１
O13-1 認知症ケア加算Ⅰ取得後のケアの質を担保するための活動
� ～標準看護計画の活用とチームカンファレンスの成果～
 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　看護部　清水みどり　他

O13-2 加算取得後の認知症ケアの質変化を評価する
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　大西真奈美　他

O13-3 ユマニチュード導入への取り組み
� ～認知症高齢者を尊重できる職場風土を目指して～
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　茨城県厚生連　総合病院　水戸協同病院　松本　聡美　他

O13-4 全身麻酔で手術を受ける高齢者に対する認知症看護認定看護師の介入
 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　佐藤加奈子　他

O13-5 せん妄を判断するため～DST（せん妄スクリーニングツール）を使用して～
 社会医療法人　景岳会　南大阪病院　嘉陽　宗磨　他

一般口演14 14:30〜15:12 第11会場（ホテル金沢　2F　ダイヤモンドC）
 座長：松谷　之義（松谷病院　理事長）

リハビリ１
O14-1 急性期病院の理学療法士による自立支援事業が
� 要支援者の生活に及ぼす影響について
 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　小林万里子　他

O14-2 訪問リハビリテーション利用者における LSAと FIMの経過
 社会福祉法人　大阪府済生会吹田病院　リハビリテーション科　山田　忠明　他

O14-3 腰痛有訴者に対する運動療法の効果　～スウェイバック姿勢に着目して～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　海道百合菜

O14-4 回復期病院退院後の継続的な訪問リハビリテーションについて
 社会医療法人きつこう会　多根脳神経リハビリテーション病院　古田　雅明　他

O14-5 当院通所リハビリテーションセンターにおける
� マネジメント加算（Ⅱ）取得に向けた取り組みと動向調査
 社会医療法人生長会　ベルピアノ病院　通所リハビリテーションセンター　山田　賢次　他

O14-6 長期療養型病院における退院患者の要因分析
 医療法人社団ますお会　第２北総病院リハビリテーションセンター　播磨　薫平　他
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28
日
木

一般口演15 15:17〜15:59 第11会場（ホテル金沢　2F　ダイヤモンドC）
 座長：中川　義信（独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター　院長）

人材育成１
O15-1 超過勤務時間削減に向けた業務改善の取り組み
 一般財団法人恵愛会　聖隷富士病院　棚原　麻美　他

O15-2 インナーモチベーション向上に SNSを活用、
� 戦略に基づいたフェイスブックで「働き方改革」を実現！
 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　所　　丈晴　他

O15-3 医事課業務改善への取り組み
 医療法人千徳会　桜ヶ丘病院　医事課　中本　亜依

O15-4 職場に関する職員向けアンケート調査実施と課題抽出への取組
 医療法人衆済会　増子記念病院　遠藤　吉昭　他

O15-5 職場環境の改善の取り組み～医師 ･看護師の協働を目指して～
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　黒木　麻衣　他

O15-6 誕生日休暇取得によるストレス緩和との関連
 医療法人財団医道会　十条武田リハビリテーション病院　淵本　理恵　他

一般口演16 16:02〜16:51 第11会場（ホテル金沢　2F　ダイヤモンドC）
 座長：森田　眞照（市立ひらかた病院　院長）

人材育成２
O16-1 病院事務職における「Job　Rotation」の活用
 社会医療法人愛仁会　明石医療センター　事務部人材育成委員会　濱田　祐司　他

O16-2 医師事務補助の経営参加の試みの効果について
 医療法人　埼玉成恵会病院　松本　莉央　他

O16-3 院内職種間連携強化にむけた「チーム医療研修」への取り組み
 トヨタ自動車㈱　トヨタ記念病院　住谷　剛博　他

O16-4 病院図書室における学術・情報支援と連携：済生会のスケールメリットを活かして
 社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院　佐藤　正惠　他

O16-5 介護職の不衛生要因・衛生要因に関する研究
� −介護職員 370名の職員満足度調査から−
 医療法人香徳会　法人本部　加藤　公彦　他

O16-6 患者情報収集能力向上を目指した病棟クラークの取り組み
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　内山　哲彦　他

O16-7 高齢者接遇～患者体験を通して～
 社会医療法人財団池友会　新小文字病院　武田　大希
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28
日
木

一般口演17 16:56〜17:36 第11会場（ホテル金沢　2F　ダイヤモンドC）
 座長：木村　壮介（日本医療安全調査機構　常任理事）

医療安全１
O17-1 一般病院における医療安全管理活動の取り組みと工夫
 医療法人真生会　真生会富山病院　医療安全管理室　鎌仲　俊晴　他

O17-2 院内全死亡症例報告システムの取り組み
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　村本恵美子　他

O17-3 夜勤業務前のブリーフィング実施によるインシデント発生の減少
 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　瀧山　莉沙　他

O17-4 病理検査結果を確実に返すためのシステム構築を目指して（奈落からの再生）
 社会医療法人健生会　土庫病院　山西　行造　他

O17-5 新病院移転に伴う放射線科でのインシデント・ヒヤリハット報告の変化と課題
 日本赤十字社さいたま赤十字病院放射線科部　武井信太朗　他

O17-6 医療安全管理の地域連携～施設枠を越えた取り組み～
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　荻無里千史

一般口演18 14:30〜15:12 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：安藤　文英（医療法人西福岡病院　理事長）

地域医療１
O18-1 気になる患者再発掘　～ SDHの視点から～
 公益社団法人福岡医療団／城浜診療所　桑野　史也　他

O18-2 地域包括ケア病棟における骨粗鬆症患者の現状と今後の対策について
 社会医療法人三和会　永山病院　今奈良　有　他

O18-3 地域をまるごと元気に！栄養トータルケアの展望と課題
� ～栄養管理についてのアンケートから見えてきたもの～
 医療法人真生会　真生会富山病院　結川　美帆　他

O18-4 農村部における経済事情と医療支援の在り方の考察
� −ラオスとマラウィでの活動経験から−
 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　浦部　大策　他

O18-5 情報共有から生まれる信頼関係の構築～地域医療機関との密な連携を目指して～
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　谷川　泰寛　他

O18-6 がん緩和地域連携パスを用いた在宅医療への試み
 社会医療法人愛仁会　千船病院　齊藤　りさ



― 44 ―

28
日
木

一般口演19 15:17〜16:06 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：勝木　保夫（特定医療法人社団勝木会やわたメディカルセンター　理事長）

地域医療２
O19-1 市民公開講座の新しい形～既存媒体から SNSまでをフル活用、
� 超立体的な展開で更なる周知 ･拡散を実現
 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　永井　　仁　他

O19-2 貴重な病院の人的資源を地域へつなぐ広報の役割
� ～「子どものアレルギー教室」を地域で展開して～
 公益財団法人筑波メディカルセンター　長島　明子　他

O19-3 地域医療サポーター（MS）と共にがん検診の受診率を上げるために
� できることを考える！
 ㈱麻生　飯塚病院　鮎川　勝彦　他

O19-4 地域医療サポーター制度の導入～地域の中核医療機関としての取り組み～
 独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター地域連携室　小田　薫子　他

O19-5 標準化を目指した診療情報提供書の内容分析とカテゴリ化
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会吹田病院／

 兵庫県立大学大学院　応用情報科学研究科　石﨑　　潤　他

O19-6 開業医との信頼関係を深めるための訪問内容の検討
 地方独立行政法人　加古川中央市民病院　猿渡かおり　他

O19-7 救急隊員アンケート結果からわかること
 公益財団法人筑波メディカルセンター　筑波メディカルセンター病院　小林　祥子　他

一般口演20 16:11〜17:00 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：塩谷　泰一（高松市民病院　病院事業管理者）

地域医療３
O20-1 訪問診療患者のカンファレンスで気づいたケアマネージャーとの認識の相違
 岩手県立山田病院　箱石　恵子　他

O20-2 循環器内科の「はーとコール」導入による有用性の検証
� ～緊急受入れにおける開業医との連携強化～
 社会医療法人生長会　府中病院　春名　　弾　他

O20-3 外来ソーシャルワーカー介入事例からみる在宅療養の
� 見直しを要する患者の支援課題の一考察
 社会医療法人社団三思会　東名厚木病院　金子　千晶　他

O20-4 院内外へフィードバック出来る、退院支援状況の分析と考察について
 公立学校共済組合　東海中央病院　廣田　　圭　他

O20-5 HIV 陽性者の自助グループ活動の効果と検証
 石川県立中央病院　鳥越彩英子　他

O20-6 身寄りのない患者への統一した支援を目指して　～チェックシートの作成と活用～
 社会医療法人生長会　府中病院　井上麻有子　他

O20-7 地域連携活動を振り返り今後の課題と展望についての考察
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　地域医療連携室　三谷　直紀
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28
日
木

一般口演21 17:05〜17:47 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：前田　敏男（医療法人社団映寿会みらい病院　病院長）

地域医療４
O21-1 地域包括ケア病棟における在室日数長期化に影響を及ぼす因子の検討
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　リハビリテーション室　藤原友理子　他

O21-2 当院における認知症カフェの特徴と今後の展望
 医療法人真生会　真生会富山病院　北村　有紗　他

O21-3 地域包括ケア病棟で行う院内ディサービスの取り組み
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　看護部　篠原　洋子　他

O21-4 「明日からできるOLS」を目指して
� ～千葉県骨粗鬆症マネージャー連携協議会発足から見えてみたもの～
 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院　地域医療連携室　三上　浩史　他

O21-5 高度急性期病院での在宅医療介護連携 ICTシステムの活用と今後の課題について
 名古屋第二赤十字病院　患者支援センター　萩野　正嗣　他

O21-6 インターネット事前診療予約システム “e連携 ”�導入による効果
� ～更なる “いい連携 ”を目指して～
 名古屋第二赤十字病院　地域医療連携センター　工藤　拓哉　他

一般口演22 16:30〜17:05 第13会場（ホテル金沢　4F　エメラルドB）
 座長：藤山　重俊（医療法人創起会　くまもと森都総合病院　理事長・院長）

臨床検査１
O22-1 臨床検査技師の接遇向上を目指して
 社会医療法人生長会　府中病院　花木眞里子　他

O22-2 外来当日採血患者の待ち時間短縮への一方策
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　小野原直樹

O22-3 RFID（IC タグ付き検体ラベル）を使用した病棟採血の導入効果について
 藤沢市民病院　稲葉　洋介　他

O22-4 検体採取保管の質向上を目指した取り組み
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　重村美奈子

O22-5 気管支鏡検査時における微小検体の取り扱いについて
 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　鈴木健太郎　他
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28
日
木

一般口演23 14:30〜15:12 第14会場（ホテル金沢　4F　風月の間）
 座長：片田　圭一（石川県立中央病院　リハビリテーション室　室次長）

リハビリ２
O23-1 両側性肺炎後の無気肺症例に対し、腹臥位療法と
� 陽陰圧体外式人工呼吸器による排痰が奏功した１例
 社会医療法人生長会　阪南市民病院　二見　孝明　他

O23-2 誤嚥性肺炎初回入院患者と既往群を比較した後ろ向きコホート研究
 社会医療法人愛仁会　明石医療センター　技術部　リハビリテーション科　金光谷　樹　他

O23-3 挿管下人工呼吸器管理を要した ICU患者に対する理学療法介入と効果
� ～ ICU専任理学療法士配置前後での比較～
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　整形外科リハセンター　谷内　耕平　他

O23-4 肺血栓塞栓症予防におけるセラピストの役割
 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院　山田　浩二

O23-5 呼吸器外科術前の不安・抑うつの変化量が術後経過・身体機能に与える影響
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　リハビリテーション室　沖田　将斗　他

O23-6 当院の外来呼吸リハビリテーションでの作業療法の関わり
 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院　リハビリテーションセンター　三谷　真也　他

一般口演24 15:17〜15:52 第14会場（ホテル金沢　4F　風月の間）
 座長：岩田　　章（金沢赤十字病院　院長）

リハビリ３
O24-1 回復期病棟における入浴動作の早期リハビリテーション効果について
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　山下　智子

O24-2 演題取り下げ

O24-3 回復期病棟における認知症患者に対する集団活動の報告
� ～患者の意欲向上を目指して～
 社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院　リハ技術部　作業療法科　佐々木香奈　他

O24-4 医療機関外リハビリテーションの居住空間での実動作練習の必要性についての考察
 医療法人幸生会　琵琶湖中央病院　荻野　寛子　他

O24-5 住宅訪問時の役割認識に関する意識調査
 医療法人　西福岡病院　木下　幸子　他

O24-6 壮年期の腹圧性尿失禁と生活スタイルの関係性について
 医療法人平成博愛会　博愛記念病院　吉野　洸生　他
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28
日
木

一般口演25 16:04〜16:39 第14会場（ホテル金沢　4F　風月の間）
 座長：田中　秀明（社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　リハビリテーション部　理学療法課）

リハビリ４
O25-1 回復期リハビリテーション病棟から急性期病棟に再転棟を必要とした症例の分析
 JA とりで総合医療センター　冨滿　弘之　他

O25-2 再入院予防に向けての検討～初回転倒入退院時と再転倒入退院時との比較検討～
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　髙田健太郎　他

O25-3 回復期リハビリテーション病棟患者の「しているADL」向上への取り組み
� ～情報共有シート改善前後の FIM得点比較～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　芦野千枝美　他

O25-4 Basic�Movement�Scale（BMS）を用いた基本動作能力と
� ADL 能力の関係性の検討
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　木村　繁文　他

O25-5 腰椎圧迫骨折後に誤嚥性肺炎を繰り返し廃用状態となった患者の
� 施設退院へ向けた多職種連携
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　椎名　　拓　他

一般口演26 16:51〜17:33 第14会場（ホテル金沢　4F　風月の間）
 座長：山崎　隆幸（地域医療機能推進機構金沢病院　リハビリテーション科　士長）

リハビリ５
O26-1 重症心身障がい児（者）に対する排痰機器装置の有効性に関する検討
 国立病院機構あきた病院リハビリテーション科　菊地　和人　他

O26-2 当院におけるノルディックポール購入者の追跡調査と導入事例
 医療法人社団橘会　整形外科米澤病院　リハビリテーション科　堀内健太郎　他

O26-3 ローズガーデン入居者に対するノルディックウォークの実施が
� 身体機能に及ぼす効果
 社会医療法人全仁会　倉敷老健通所リハビリテーション　岡田　　円　他

O26-4 とろみを付けたほうじ茶のとろみ強度の経時的変化の検証
 医療法人慶友会　守谷慶友病院　淺田　綾乃　他

O26-5 悪性症候群後に重度の筋萎縮を呈しHAL®の使用を試みた一症例
� ～歩行再獲得に向けたアプローチ～
 医療法人平成博愛会　博愛記念病院　木下　大蔵　他

O26-6 適切な嚥下訓練により経口摂取が可能となった両側反回神経麻痺の 1例
 土浦協同病院　リハビリテーション部　荻沼めぐみ　他
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28
日
木

ポスター1 14:30〜15:12 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース1）
 座長：高野　靖悟（神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院　病院長）

放射線１
P1-1 「画像診断検査案内マニュアル」の作成と運用
 独立行政法人　静岡県立総合病院　土屋真智子　他

P1-2 当直時ＣＴ読影マニュアル作成の試み
 茨城厚生連土浦協同病院なめがた地域医療センター　小室　翔平　他

P1-3 FPDマンモグラフィ装置における日常品質管理の重要性
 地方独立行政法人　加古川市民病院機構　加古川中央市民病院　前田　知子　他

P1-4 血管造影（AG）装置更新よる当院のAG検査の近況報告
 JA とりで総合医療センター　放射線部　中島　博史　他

P1-5 RIS を用いた血管造影検査の業務改善
 社会医療法人生長会　府中病院　前田　晋義　他

P1-6 乳がんの早期発見の為に　～セルフチェックの大切さを伝えたい～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　中谷真由美　他

ポスター2 15:17〜15:59 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース1）
 座長：東口　　修（石川県立済生会金沢病院　放射線部　技師長）

放射線２
P2-1 Advanced�Fourier�Imaging 法を用いた腰椎Axial 像の検討
 社会医療法人景岳会　南大阪病院　金子　実佳　他

P2-2 320 列 ADCTにおける体動補正ソフトウエア（APMC）の有用性
 JA とりで総合医療センター　放射線部　東峰　智史　他

P2-3 CsI-FPDを用いた骨盤計測撮影の被ばく低減の可能性について
 総合病院　土浦協同病院　放射線部　櫻井　雅博　他

P2-4 転移性脳腫瘍における緩和照射の時間短縮化の検討
 茨城県厚生連総合病院　水戸協同病院　松田　直也　他

P2-5 大腿骨撮影における画像処理ソフトウェア�Virtual�Grid の検討
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　茨城県厚生連総合病院　水戸協同病院　五位渕　優　他

P2-6 入れ歯安定剤がバリウム製剤に与える影響について
 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　小栗　達彦　他
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28
日
木

ポスター3 16:04〜16:32 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース1）
 座長：坪田　　誠（石川県立中央病院　医療技術部長）

医療情報１
P3-1 演題取り下げ
 

P3-2 便利なようで便利ではない？　～ IT 化が進む中、現場が求めるものとは～
 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院　鵜飼　尚子　他

P3-3 地域における医療情報システム連絡協議会の取り組み
 社会医療法人抱生会　丸の内病院　山崎　　秀　他

P3-4 業務効率化のための小規模院内ソフト開発・運用体制の構築～劇的�Before�After～
 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　小野　智規　他

P3-5 電子カルテシステム導入から見えてきたもの　～データ管理の効率化と一元化～
 相模原協同病院　診療情報管理室　石川　真衣　他

ポスター4 14:30〜14:58 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース2）
 座長：阪本　研一（美濃市立美濃病院　院長）

栄養１
P4-1 NST介入により廃用症候群が改善し経口摂取を叶えた一例
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　坂下　理香　他

P4-2 ニュークックチル方式導入と食物アレルギー・嗜好的禁止食への対応について
 石川県立中央病院　久井　美侑　他

P4-3 給食委託従事者のノロウイルス無症状病原体保有者発生時の対応経験から
 社会医療法人大道会　森之宮病院　診療技術部栄養サービス科　高間　正恵　他

P4-4 演題取り下げ

P4-5 「非常時備蓄食品を使用した訓練を実施して」～自助の必要性を考える～
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　栄養管理科　関東　加奈　他
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28
日
木

ポスター5 15:10〜15:45 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース2）
 座長：田中　繁道（医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　理事長）

医療の質１
P5-1 演題取り下げ

P5-2 退院時リハビリテーション指導料算定率向上への取り組み
 地方独立行政法人　下関市立市民病院　宮野　清孝　他

P5-3 高位脛骨骨切り術後のクリニカルパスに ERAS 導入の試みについて
 やわたメディカルセンター　リハビリテーション技師部　上野　勝也　他

P5-4 クリニカルパスを活用した入院栄養指導件数増加への取り組み
 岩手県立中部病院　盾石　　有　他

P5-5 高精度放射線治療センターにおける医師事務作業補助者の現状の評価について
 社会医療法人きつこう会　多根総合病院　齋藤　多美　他

P5-6 回復期リハビリテーション病棟での看護補助者への緊急対応訓練
 社会医療法人医仁会　中村記念病院　看護部　久松　正樹　他

ポスター6 15:57〜16:39 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース2）
 座長：清水　康一（富山県立中央病院　院長）

医療分野１
P6-1 がん相談員と退院支援病棟専任スタッフの連携による患者支援
� ～がん患者が困らない相談対応の仕組みづくりに向けて～
 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院　藤山　史恵

P6-2 緩和ケア病棟を有する病院での一般病棟緩和ケア科入院の効果と課題
 富山市立富山市民病院　舩木康二郎　他

P6-3 高度急性期病院におけるがん治療サポ−トチーム患者の
� 全例リハビリテーション介入を目指して
 済生会福岡総合病院　リハビリテーション部　野元　　大　他

P6-4 緩和ケア病棟開設と在宅緩和ケア
 社会医療法人社団三思会　東名厚木病院　日野　浩司　他

P6-5 骨密度検査データ（10年分）を検証する～健診検査を中心に～
 社会医療法人抱生会　丸の内病院　西川　忠信

P6-6 マンモサンデー取り組みの報告
 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　健康管理センター　山本　里果　他
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28
日
木

ポスター7 16:44〜17:26 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース2）
 座長：細木　秀美（社会医療法人仁生会　細木病院　理事長）

医療分野２
P7-1 効率的な治験実施の取り組み～医師を対象とした治験参加に関する意識調査～
 JA 愛知厚生連海南病院　薬剤部　内田　将吾　他

P7-2 「糖尿病疾病管理MAP」による糖尿病腎症重症化予防の取り組み
� − 5年間の歩みと今後の課題
 特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター　谷口　雅行　他

P7-3 脳卒中片麻痺患者の排泄援助における教育後の看護師の変化
 医療法人社団甲友会　西宮協立脳神経外科病院　石井伸之介　他

P7-4 母子支援スクリーニングシートを活用した周産期分野へのMSWの介入強化の
� 取り組み～早期介入が可能となった４年間での変化～
 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　田中　優子　他

P7-5 小児内科専門病院におけるトリアージの質と実施率向上に向けての取り組み
 社会医療法人真美会　中野こども病院　井上　幸子　他

P7-6 小児専門病院における脳波検査の実施状況
 社会医療法人真美会　中野こども病院　秦　由紀美　他

ポスター8 14:30〜15:12 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース3）
 座長：小林　繁樹（千葉県救急医療センター　名誉院長）

医療安全１
P8-1 当院における転倒・転落インシデント分析
 医療法人社団英志会　富士整形外科病院　看護部　藏本弥栄子　他

P8-2 転倒・転落事故に対するより精度の高い予測方法の検討
 愛知県厚生連　海南病院　浅井　俊亘　他

P8-3 ベンゾジアゼピン系および非ベンゾジアゼピン系受容体作動薬が
� 関与する転倒・転落の調査
 社会福祉法人恩賜財団済生会　福岡県済生会福岡総合病院　塚本　裕貴　他

P8-4 誤配膳をどう防ぐか～ヒューマンエラー対策とシステム改善を試みて～
 特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター　漆原　真姫　他

P8-5 患者相談窓口担当者の懸案解消を目的とした「苦情相談ネットワーク」の取り組み
 東邦大学医療センター大森病院　総合相談部　成田　康弘　他

P8-6 電子カルテシステムの変更に伴った「インスリンを安全に使用するため」の取り組み
 石川県立中央病院　八木しのぶ　他
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28
日
木

ポスター9 15:17〜16:06 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース3）
 座長：山本　直人（JA愛知厚生連南海病院　病院長）

医療安全２
P9-1 医療安全学習会の参加率向上への対策とその効果
 JA 長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　医療安全管理室　伊井　友子　他

P9-2 インシデント報告書にもとづいた分析能力向上への取り組み
� ～看護主任会メンバーを中心とした看護安全管理委員会を通して～
 特定医療法人蒼龍会　井上病院　山口　幸枝　他

P9-3 誤薬事故（注射薬）防止のためのダブルチェック方法院内統一の取り組み
 JA かみつが厚生連　上都賀総合病院　大嶋　栄子　他

P9-4 医療安全インシデント分析～リスクの見積りによる数値化の試み～
 医療法人社団英志会　富士整形外科病院　リハビリテーション部　廣瀬　真人　他

P9-5 リスク回避のための注射薬バーコードマッチングシステムの導入とその効果について
 岐阜市民病院　薬剤部　水井　貴詞　他

P9-6 警鐘事例に対するフローチャートを用いた根本原因分析・改善活動の試み
 私立学校法人埼玉医科大学　国際医療センター　小関　信吾　他

P9-7 輸血ラウンドを通して「安全な輸血を実施するため」の取り組み
 石川県立中央病院　山下　郁江　他

ポスター10 16:11〜16:49 ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース3）
 座長：松本　　潤（東京都保健医療公社多摩北部医療センター　院長）

医療安全３
P10-1 身体拘束最小化に向けた看護師の考える解除判断条件について
 富山市立富山市民病院　松井　璃久　他

P10-2 電話応対に関わる業務の効率化
 社会医療法人生長会　府中病院　西　　麻衣　他

P10-3 酸素ボンベでガス駆動式ベローズの麻酔器を使ったときの気づき
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　手術センター看護科　保原　信也　他

P10-4 入室時の取り外しについて　～　患者参加型を目指して　～
 公益財団法人日産厚生会　玉川病院　松本　博子

P10-5 消化器内視鏡検査の病理所見におけるアラートシステム
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　消化器内科　佐野村　誠　他
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28
日
木

ポスター11� 14:30〜15:12� ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース4）
 座長：谷　　　卓（公立松任石川中央病院　病院長）

病院運営１
P11-1 外来経営分析チームの取り組みについて
 さいたま赤十字病院　本山真美子　他

P11-2 当院で稼働しているクリニカルパスの経営からみた評価検討
 豊橋市民病院　柴田　佳久　他

P11-3 病床機能分化による施設基準管理の重要性～情報発信による意識改革～
 済生会山形済生病院　荒井佳菜子　他

P11-4 HCU開設後の救急病床の運用
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　渡邉　恵美　他

P11-5 当院における病院原価計算の取り組み
 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　川村　和江

P11-6 病院のエコチューニングによる省エネ効果
 一般社団法人巨樹の会　赤羽リハビリテーション病院　甲斐　尚仁　他

ポスター12� 15:17〜15:45� ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース4）
 座長：三浦　將司（社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　福井県済生会　支部長）

病院運営２
P12-1 ドクターズ・クラブ（医師専用の福利厚生施設）の整備について
 地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　石川　勝也　他

P12-2 演題取り下げ

P12-3 Social�Network�Service を、病院広報に活用するために
社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷浜松病院　広報委員会／

 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷浜松病院　総合診療内科　本間陽一郎　他

P12-4 地域に密着した広報活動
 済生会　三重県済生会明和病院　大西　里奈

P12-5 新規治療法（下肢静脈瘤血管内治療）導入とその広報の新しいあり方
JA 長野厚生連　佐久総合病院　心臓血管外科／

 JA 長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　心臓血管外科　白鳥　一明　他
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28
日
木

ポスター13� 15:57〜16:32� ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース4）
 座長：米道　智子（公益社団法人富山県看護協会）

看護１
P13-1 がん関連の専門・認定看護師グループによるリンパ浮腫ケアに対する取り組み
� ードナベディアンモデルを活用した評価と効果ー
 地方独立行政法人　静岡県立総合病院機構　静岡県立総合病院　看護部　鈴木かおり　他

P13-2 急性期からつなぐ脳梗塞再発予防～再発を繰り返す事例を通して～
 公立学校共済組合　東海中央病院　木戸地希世美　他

P13-3 リウマチ科外来でのフットケアの取り組み～リウマチチームの中での連携～
 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院　高遠　智美　他

P13-4 高齢患者の便秘に対する腰背部温罨法の有効性
� ～回復期リハビリテーション病棟におけるホットパックを使用した排便管理～
 IHI 播磨病院　看護部　回復期リハビリテーション病棟　溝川　祐子　他

P13-5 見た目に気を配っている看護師と健康管理モニタリング度の関連性
 富山市立富山市民病院　石黒遼太郎　他

ポスター14� 16:37〜17:05� ポスター会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホールブース4）
 座長：三井　昌栄（白山石川医療企業団　公立松任石川中央病院　副院長兼看護部長）

看護２
P14-1 インシデント報告を基にしたタイムリーな教育の実践
 独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　海野　智未　他

P14-2 患者を中心としたDNARとは～看護師の果たすべき役割を考える～
 特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター　山口　紘輝

P14-3 e- ラーニングの活用により「自ら学ぶ」をサポートする
 独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　手塚　美加　他

P14-4 男性看護師が認識している役割について
 石川県立中央病院　森田　香苗　他


