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一般演題プログラム　2018年6月29日金

一般口演27� 9:00〜9:35� 第3会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間A）
 座長：山森　秀夫（千葉県済生会習志野病院　名誉院長）

臨床工学１
O27-1 当院臨床工学技士の手術室業務の変化　～手術室業務開始から 10年が経過して～
 公益財団法人日産厚生会　玉川病院　臨床工学科　元良　俊太　他

O27-2 当院における植込み型ループレコーダ Reveal�LINQの現状
 茨城県厚生連　総合病院土浦協同病院　臨床工学部　秋葉　　司　他

O27-3 血液透析導入患者の肝不全を合併する難治性腹水に対して
� 血液透析中に腹水濾過還元を施行した一症例
 小牧市民病院　臨床工学科　神戸　幸司　他

O27-4 NIPRO社製透析液A・B粉末自動溶解装置（NPS-AW・BW）導入による
� 効果の検証
 ＪＡ長野厚生連　浅間南麓こもろ医療センター　甘利　卓也

O27-5 修理費削減の為の軟性鏡取り扱いと業務改善の取り組み
 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院　佐藤　勝人　他

一般口演28� 9:38〜10:13� 第3会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間A）
 座長：松本　宗明（社会医療法人松本快生会　西奈良中央病院　理事長）

病院運営３
O28-1 新患ターゲットのパンフレット製作で見えてきた広報戦略
� ～口コミ×フロアマネジャー×総合パンフレット　当院だからできること～
 医療法人真生会　真生会富山病院　齋藤　美世　他

O28-2 病院 30分圏内は医療圏になりうるか？
� 折込チラシで「意外と近い？」という気づきを創出、新たな医療圏を構築！
 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　永井　　仁　他

O28-3 広報の基幹媒体である広報誌とホームページを連動させた一方策について
 愛知県厚生連　安城更生病院　井桁　千聡　他

O28-4 動画制作を諦めない！オリジナル動画の全制作工程を内製化、
� 積極的なコミュニケーションを図るため毎月１本以上の新規動画を発信
 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　所　　丈晴　他

O28-5 動画を用いた広報活動
 医療法人ハートフル　広報委員会　外川　雅士　他
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29
日
金

一般口演29� 10:16〜10:58� 第3会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間A）
 座長：野原　隆司（KKR　枚方交済病院　院長）

病院運営４
O29-1 病院と患者さんのベストマッチングを目指して
� ～積極的リリース戦略で躍進し続けるメディア露出
 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　永井　　仁　他

O29-2 医療機関として報道関係者に対する責務とは・・・
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　小山　明英　他

O29-3 医師・看護師・医療技術職を目指す地元高校生に向けた職業体験プログラムを
� 実施して−事務局の役割と開催の効果などについて−
 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院　広報患者相談課　宮内登美子　他

O29-4 未来の医療人へ�つくばメディカル塾　開講
� ～中高生向け医療体験型イベントを市と共催して～
 公益財団法人筑波メディカルセンター　遠藤　友宏　他

O29-5 地域住民の方々にとって魅力的なイベント～病院にとって有意義な広報活動～
 社会医療法人中央会　尼崎中央病院　原田　美令　他

O29-6 周辺環境と統計データに基づくエリアマーケティングについて
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　岸本　安生

一般口演30� 11:01〜11:44� 第3会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間A）
 座長：佐藤　四三（姫路赤十字病院　院長）

病院運営５
O30-1 物流管理（SPD）システム導入における『見える化』がもたらした効果
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　経理部用度課　佐伯　貴史　他

O30-2 消耗品システムの移行における改善点と今後の課題～見える化への第一歩～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　平岡　裕美　他

O30-3 事務消耗品見直し及び管理運用の見直しによるコスト削減について
 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院　総務室　沢田　　透　他

O30-4 業務改善による生産性向上の評価への取り組み
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　池内　健人

O30-5 器械組立室で取り組んだ手術業務の効率化～現場の声とデータをつなぐ～
 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院　長嶺　豊和　他

O30-6 管理科・臨床工学科の共同作業による固定資産管理
 社会医療法人愛仁会　高槻病院　勝田　　篤　他
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一般口演31� 9:00〜9:35� 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：北山　道彦（金沢医科大学病院　病院長）

医療安全２
O31-1 心臓カテーテル検査時に起こりうるトラブルの予防を目的とした取り組み
� ～インカムシステム導入における効果の検討～
 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　則竹　隆広　他

O31-2 救急CT室内における線量分布と介助者の被曝低減に関する検討
 茨城西南医療センター病院　佐川　智英　他

O31-3 当院のリハビリテーション科におけるチューブトラブルの分析
 一宮西病院　石田　紘也　他

O31-4 採血でのインシデント後の改善に向けた取組み
 公益財団法人日産厚生会　玉川病院　臨床検査科　古賀　一将　他

O31-5 医事課のインシデント対策
 医療法人社団紺整会　船橋整形外科クリニック　大場　勇佑　他

一般口演32� 9:38〜10:13� 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：佐藤　秀次（医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院　院長）

医療安全３
O32-1 電子カルテシステムを活用した禁忌処方回避及び医療安全活動
 石川県立中央病院　薬剤部　山田千代子　他

O32-2 チームで取り組む医療安全
� − FMEAを利用したカリウム注射製剤のマネジメントに関して−
 聖路加国際病院　薬剤部　川名賢一郎　他

O32-3 患者確認ラウンドを実施し、誤認防止の取り組みへ活かすために
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　中島　典子

O32-4 病院食での事故防止対策
 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院　栄養科　久米　直子　他

O32-5 死亡患者における経腸栄養との関連
 医療法人啓信会　京都きづ川病院　塚田　紀子
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日
金

一般口演33� 10:16〜10:58� 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：菊地　　勤（医療法人社団博友会　金沢西病院　理事長・院長）

医療安全４
O33-1 輸液ポンプの無駄鳴りアラーム削減による看護師の意識変化
 公益財団法人小倉医療協会　三萩野病院　松岡　未生　他

O33-2 ダブルチェックを徹底するための標語及び確認済シール貼付による、
� 輸液ポンプに関するインシデントの予防効果
 特定医療法人暲純会　榊原温泉病院　岩本　彩里　他

O33-3 急性期病院における転落危険因子の検討
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　高橋香代子　他

O33-4 当院入院患者における転倒・転落発生要因の分析
 一般財団法人日本バプテスト連盟医療団　日本バプテスト病院　瀬戸　雄海　他

O33-5 急性期病院における転倒危険因子の検討
� ～入院時スクリーニングシートを使用した後方視的研究～
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　櫻井　利康　他

O33-6 遺体搬送時の患者誤認防止に対する当院の取り組み
 私立学校法人　埼玉医科大学　国際医療センター　坂本　優介　他

一般口演34� 11:01〜11:36� 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：佐久間　寛（医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　院長）

医療安全５
O34-1 ケースメソッドを用いた医療安全教育の試行
 公益財団法人　筑波メディカルセンター病院　山口　浩史

O34-2 多職種連携による 5S活動～各部署の 5S自慢～
 社会医療法人生長会　阪南市民病院　藤原　伸博　他

O34-3 演題取り下げ

O34-4 Let's　5S!　～移転２年目の取り組み～
 社会医療法人弘道会　なにわ生野病院　三島　眞理　他

O34-5 ホワイトコール実動訓練
 盛岡赤十字病院　戸田　　健　他

O34-6 内診室での急変時対応への取り組み
 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　入江　摩耶　他
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一般口演35� 13:40〜14:22� 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：林　　　裕（石川県立中央病院　脳神経外科　脳血管診療センター　室長）

医療分野３
O35-1 救急搬送から緊急カテーテル手術までの時間短縮に向けた取り組み
 社会医療法人弘道会　守口生野記念病院　松村　　舞　他

O35-2 病院救急車による転院搬送の現状
 河北総合病院　竹内　一貴　他

O35-3 救急部門体制の取り組みと結果について
 一般財団法人操風会　岡山旭東病院　松坂　裕次　他

O35-4 視床出血後の排尿障害に向けた関わり
 社会医療法人　平成記念病院　中前めぐみ

O35-5 脳卒中による意識障害患者への背面開放座位と手浴による
� 温浴刺激が患者に与える効果の検討
 社会医療法人きつこう会　多根総合病院　江口　陽貴

O35-6 看護師による院内トリアージに関する現状調査
 石川県立中央病院　竹林　友紀　他

一般口演36� 14:25〜15:07� 第4会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間B）
 座長：金子　隆昭（彦根市立病院　事業管理者兼院長）

地域医療５
O36-1 難治性褥瘡を保有する在宅療養者家族の思い
 日本赤十字社　盛岡赤十字病院　小田切宏恵　他

O36-2 急性期病院における在宅医療の取り組みが在宅復帰率に及ぼす効果について
 彦根市立病院　北川　智美　他

O36-3 療養者自身が望む最期を迎えるために～キーパーソンとのかかわりの大切さ～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘訪問看護ステーション　向田　浩子　他

O36-4 本人・家族の思いの切り替えに対する心の支援
� ～　事例の振り返りの過程から　～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　産形　洋子　他

O36-5 堺市地域包括ケアシステムの深化・推進を目指して
� ～ケアマネジャーと病院看護師を対象にした 1日見学実習の試み～
 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院／堺地域「医療と介護の連携強化」病院連絡協議会／
 堺市における医療と介護の連携をすすめる関係者会議　丸山　秀幸　他

O36-6 地域包括ケア病棟へ患者が安心して入棟するために
� ～パンフレット作成・入棟前訪問の実施～
 医療法人宝生会　ＰＬ病院　高橋　晴代
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一般口演37� 9:00〜9:42� 第5会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間C）
 座長：大野　健次（公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院　院長）

医療情報１
O37-1 病院情報システム障害発生時の運用の見直し【第二報】
� ～実効性の高い障害時運用手順書への更新～
 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　医療情報部　情報システム課　橋口　孝弘

O37-2 停電を想定したシステムの動作検証
 公益財団法人白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院　山田友紀子

O37-3 電子カルテシステム障害対策としてのデータベース遅延監視の取り組み
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　深澤　雅規

O37-4 医療情報システムデータ障害発生の復旧対応
� ～大規模データ障害から迅速な障害復旧を行う～
 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　下條　　晃

O37-5 病院情報セキュリティの実態調査と課題
 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院　相原　潤二　他

O37-6 電子申請を用いたキャリアデータの電子化と人材活用への取り組み
 社会医療法人愛仁会　千船病院　本部医療情報部　小西　弘晃　他

一般口演38� 13:40〜14:36� 第5会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間C）
 座長：鵜浦　雅志（金沢医療センター　院長）

医療情報２
O38-1 リハビリテーション記録の業務改善に向けての取り組み
 社会医療法人生長会　府中病院　理学・作業・言語聴覚療法室　河井　拓也　他

O38-2 「部位不明・詳細不明コード」増加への対応
 市立四日市病院　渡邊　純二　他

O38-3 療養病棟のデータ提出加算算定について～当院の現状と今後の課題～
 医療法人高友会　笠幡病院　林　　千智　他

O38-4 ICF を用いた情報システム活用による多職種連携再構築への取り組み
 社会医療法人　高橋病院　滝沢　礼子　他

O38-5 外傷登録における医師の業務負担軽減に向けての取組み
 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医療情報管理課　粉川　澄子　他

O38-6 代行入力における医師の承認率向上を目指して
 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　診療情報管理室　氏原　悦子　他

O38-7 医師事務作業補助者による JND登録代行業務開始にあたっての取り組み
 社会医療法人医翔会　札幌白石記念病院　診療支援課　本間　真由　他

O38-8 大腸ポリープ病名の院内がん登録のケースファイディング
 石川県立中央病院　布村　暁美
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29
日
金

一般口演39� 14:49〜15:35� 第5会場（ホテル日航金沢　3F　孔雀の間C）
 座長：新田　俊一（石川県立中央病院　副院長）

看護２
O39-1 手術前に絶飲を守れなかった事例～飲水制限についての当院での取り組み～
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　松本　竜也　他

O39-2 清潔器械準備時間の見直し～より清潔度の高い機械準備を目指して～
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　坂　慎一郎

O39-3 男性看護師による女性患者への創部観察場面の関わり方の実態
 石川県立中央病院　西病棟 9 階　岩松　尚香　他

O39-4 ICUにおいて遮光・遮音を行ったせん妄予防の効果
 ～アイマスク・耳栓を使用して～
 茨城厚生農業協同組合連合会　茨城西南医療センター病院　佐藤　　猛　他

O39-5 早期離床の意識向上への取り組み　−歩こうシートの作成と活用−
 ＪＡとりで総合医療センター　消化器外科病棟　新関　麻理　他

O39-6 術当日の苦痛の緩和　～安楽に過ごせる環境づくり～
 ＪＡとりで総合医療センター　外科・泌尿器科病棟　高橋由佳里　他

O39-7 全身麻酔手術患者の歩行入室に対する手術室・病棟看護師の評価
 三沢市立三沢病院　冨田美代子

O39-8 人工呼吸器装着中の鎮痛・鎮静に対する看護師の
� 意識調査プロトコル導入前後を比較して
 石川県立中央病院　宇理須文枝　他

一般口演40� 9:00〜9:35� 第6会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間A）
 座長：渡邉　真紀（金沢大学附属病院　看護部長）

看護３
O40-1 コスト請求の簡略化を図ることにより看護の時間を増やす
 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　河村　美里　他

O40-2 看護管理者の挑戦−看護部が一丸となって取り組む病床管理−
 社会医療法人景岳会　南大阪病院　日髙　加代　他

O40-3 演題取り下げ
 

O40-4 超過勤務管理システム導入後の看護部の業務改善の方向性
 公益財団法人日産厚生会　玉川病院　看護部管理室　小川マツ子　他

O40-5 異なる勤務形態で働く看護職員の職務満足度の比較
 社会医療法人愛仁会　明石医療センター　看護部　4 階病棟看護科　宮崎　真有　他

O40-6 減災から視る環境整備～スタッフの意識調査を通して～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　髙橋　麻弥　他
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29
日
金

一般口演41� 10:00〜10:35� 第7会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間B）
 座長：中村真寿美（金沢医科大学附属病院　看護部長）

看護４
O41-1 内服アセスメントシート活用による自己管理移行への有効性
 社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　金谷　恵理　他

O41-2 Ａ病院看護師に対する接遇研修の取り組み
 茨城県厚生連　総合病院土浦協同病院　飯塚　規子　他

O41-3 急性期病棟における安全な内服管理を目指して
 社会医療法人全仁会　倉敷平成病院　2 階病棟　石井　明美　他

O41-4 臨床経験 10年以上の看護師における配薬準備業務の
� 危険予知・危険回避に関する行動
 社会医療法人生長会　府中病院　林田　杏樹　他

O41-5 胃内視鏡検査における咽頭の麻酔量と不快感について
 ＪＡとりで総合医療センター　健康管理センター　酒巻かな枝　他

一般口演42� 10:38〜11:20� 第7会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間B）
 座長：打出佳世子（社会福祉法人恩賜財団　石川県済生会金沢病院　師長）

看護５
O42-1 感染源として際限ない隔離下に置かれた患者の思いについて
� −感染源隔離患者へのインタビューを通して−
 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院　看護部　中村　悠衣　他

O42-2 肝動脈塞栓術を繰り返し受ける高齢患者の思い
 石川県立中央病院　大塚　瑞穂　他

O42-3 Face�our�lives（フェイス・アワ・ライヴズ：いのちと向き合う）
� ～死生観から学ぶ老年期のスピリチュアルケア～
 一般社団法人衛生文化協会　城西病院　早川　弘樹

O42-4 療養病棟の特性を活かした看取りケアの取組み
 医療法人　西福岡病院　中村　　藍　他

O42-5 末期がん患者の退院調整の一事例
 医療法人平成会　八戸平和病院　阿部　愛世　他

O42-6 救急外来看護師が行う在宅療養支援についての実態調査
� −救急外来に受診した患者へのよりよい在宅療養支援を目指して−
 聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　岩間　陽子　他
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29
日
金

一般口演43� 13:40〜14:22� 第7会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間B）
 座長：江守　直美（福井大学医学部附属病院　副病院長・看護部長）

看護６
O43-1 患者の便性状、色調への意識を向上させるための取り組み
� ～異常と正常の違いとは？あなたの便は何色？～
 社会医療法人景岳会　南大阪病院　小林　真帆　他

O43-2 寝たきり患者の適切な排便コントロールについて
 社会医療法人きつこう会　多根第二病院　桃本美智代　他

O43-3 高齢者の便秘改善の取り組みーツボ指圧と温罨法による有効性ー
 社会医療法人松本快生会　西奈良中央病院　4 階北病棟　小倉　悠司　他

O43-4 緊急ストーマ造設患者への横断的な看護介入を試みて
� ～一般病棟と ICUの切れ目のない看護～
 茨城県厚生連　茨城西南医療センター病院　　稲吉唯吉子　他

O43-5 外来における急変患者対応に関する取り組み
� 【心肺停止患者発生！シミュレーション訓練の効果】
 社会医療法人栄公会　佐野記念病院　佐藤　完太　他

O43-6 分析とチーム力を活用したナースコール減少への取り組み
� ～患者ファーストを目指して～
 医療法人社団誠心会　萩原中央病院　檜枝　春菜　他

一般口演44� 14:25〜15:07� 第7会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間B）
 座長：上野谷優子（公立能登総合病院　副院長）

看護７
O44-1 白ごま油を使用したNPPV装着患者に対する口腔内保湿の効果
 ㈱日立製作所　ひたちなか総合病院　石井　有香　他

O44-2 スキンテア発生の予防的取り組み～マニュアルの徹底と教育を行って～
 特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　高出　真紀　他

O44-3 脳卒中急性期担当のセラピストによる重症度、医療・看護必要度の
� 記録実施前後のADLの変化について

社会医療法人社団カレスサッポロ　時計台記念病院
 　リハビリテーション部　理学療法科　佐々木　隆　他

O44-4 脳卒中患者看護を担う看護師の禁煙指導に対する実態調査
 社会医療法人きつこう会　多根総合病院　津守　昌久

O44-5 母体搬送受け入れ時の家族への対応における実践と課題
 社会福祉法人聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　大石まりえ

O44-6 産後 2週間健診時における EPDS得点からみた妊娠期の状況
 社会医療法人愛仁会　千船病院　涌嶋　嘉子　他
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29
日
金

一般口演45� 9:00〜9:35� 第8会場（ホテル日航金沢　4F　鶴の間C）
 座長：松本　隆利（社会医療法人財団新和会　八千代病院　病院長）

医療の質６
O45-1 上尾中央医科グループにおける「診療情報管理アンケート」結果より一考察
� ～ ICD・DPCコーディング精度向上を目指して～
 医療法人社団愛友会　伊奈病院　青木理矢子　他

O45-2 当院における医師支援（医師事務作業補助）業務の現状と課題
 長野医療生活協同組合　長野中央病院　新村　　洋

O45-3 当院における倫理コンサルテーションチームの活動について
 名古屋第二赤十字病院　川田　新一　他

O45-4 岩手県立病院における腹腔鏡下胆嚢摘出パスのDPC分析とベンチマーク
 岩手県立中部病院　小山田　尚　他

O45-5 慢性心不全急性増悪パスを活用した在院日数短縮の試み
 福井赤十字病院　クリニカルパス部会長　循環器内科　吉田　博之

一般口演46� 9:00〜9:35� 第9会場（金沢市アートホール　6F　ホール）
 座長：長江　知樹（国立病院機構名古屋医療センター　院長）

病院運営６
O46-1 国立病院機構における第三期中期計画に関する経営状況の分析
 四国こどもとおとなの医療センター　中川　義章　他

O46-2 標準原価を用いた新たな原価計算手法の開発と活用
 学校法人　聖路加国際大学　高田　宏昭　他

O46-3 施設基準ラウンド～施設基準を病院全体で管理する～
 社会医療法人生長会　府中病院　中山　和美　他

O46-4 多部門協働による医学管理料算定率向上の取り組み
 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　中村　篤紀

O46-5 病床稼働率に影響を及ぼした積極的病床調整の成果
� ～病床速報・病床予報図を活用して～
 彦根市立病院　小倉　立子　他
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29
日
金

一般口演47� 13:40〜14:22� 第9会場（金沢市アートホール　6F　ホール）
� 座長：蒲田　敏文（金沢大学附属病院　病院長）

病院運営７
O47-1 医師の働き方改革への取り組み～当直のあり方とタスク・シフティング～
 公益財団法人脳血管研究所　法人本部　齋藤　　剛　他

O47-2 女性職員の就労環境や働き方に関する意識調査
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　看護部　小松由美子　他

O47-3 事務職における業務内容の見える化・共有化への取り組み
 医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院　村上　泰孝　他

O47-4 医師事務作業補助者の 36年間の業績と新しい役割
 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院　高野　正博　他

O47-5 医療情報部門における多職種協働とその成果
 社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院　医療情報部　甲斐　聖人　他

O47-6 外来部門におけるレセプトチェックシステム活用による残業時間削減への取り組み
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　森田　亮平　他

一般口演48� 14:25〜15:07� 第9会場（金沢市アートホール　6F　ホール）
 座長：武田　隆久（武田病院グループ　理事長／医療法人医仁会　武田総合病院　理事長）

病院運営８
O48-1 診療密度の適正化　　“とりもれ ”“ つけもれ ”対策
 地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院　保坂　恵子

O48-2 診療情報管理士による医師へのアプローチと情報発信について
 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　神奈川県　済生会横浜市東部病院　田中小百合　他

O48-3 医事課入院係の病棟常駐化がもたらす影響
 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院　齊藤　順平　他

O48-4 救命救急医療に係る項目の最適な算定を目指して
� ～「医師」、「看護師」、「事務」の三位一体で救急医療を支える～
 名古屋第二赤十字病院　入院業務課／名古屋第二赤十字病院　医事検討委員会　岩瀬　純也　他

O48-5 入院業務改善への取り組み
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　殿内　法子

O48-6 手術室における時間内稼働率の向上
 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷浜松病院　経営企画室　望月　卓馬
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29
日
金

一般口演49� 9:00〜9:42� 第10会場（ホテル金沢　2F　ダイヤモンドB）
 座長：山田千代子（石川県立中央病院　薬剤部長）

薬剤２
O49-1 薬剤部運営改革における経営分析結果と今後の課題
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　薬剤部　大塚　　尚　他

O49-2 周術期患者の持参薬における薬学的介入の現状と課題
 茨城県厚生連　総合病院　土浦協同病院　佐々木　望　他

O49-3 外来がん化学療法における薬剤指導効果と診療報酬点数の考察
 地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　嘉屋　道裕　他

O49-4 病棟薬剤師による薬学的介入の解析と副作用回避への寄与度の検討
 JA 長野厚生連　長野松代総合病院　久保　泰裕　他

O49-5 多剤併用患者の減薬への取り組みと実績～外来患者への対応～
 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　薬剤部　山下　雄介　他

O49-6 地域薬剤師会と連携した残薬解消 PBPM導入による成果
� ～残薬情報の見える化への挑戦～

㈱日立製作所　ひたちなか総合病院　薬務局／
 日立製作所　ひたちなか総合病院　データ管理センター　関　　利一　他

一般口演50� 11:00〜11:42� 第11会場（ホテル金沢　2F　ダイヤモンドC）
 座長：村谷　俊幸（金沢医科大学病院　リハビリテーションセンター　主任）

リハビリ６
O50-1 脳卒中患者に対する早期リハと回復期リハ病棟への早期転棟が
� アウトカムに与える影響
 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　鵜飼　正二　他

O50-2 急性期病院におけるがんリハビリテーションの現状と課題
 済生会福岡総合病院　リハビリテーション部　溝口　雅之　他

O50-3 がんのリハビリテーション充実に向けての活動
� ～がんサバイバーの退院後のQOL向上に向けた第一歩～
 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　リハビリテーション室　福井　大介　他

O50-4 大腿骨近位部骨折における骨折型からみた歩行能力の変化
 総合病院　土浦協同病院　リハビリテーション部　玉造　純子　他

O50-5 脊椎椎体骨折患者のフィット・キュアスパイン作成による早期離床と在院日数の関係
 社会医療法人三和会　永山病院　丸山　力哉　他

O50-6 急性期病院における心疾患患者の身体活動量について
 茨城西南医療センター病院　篠﨑　未来　他
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29
日
金

一般口演51� 9:00〜9:35� 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：小林　　健（石川県立中央病院　放射線診断科　診療部長）

放射線１
O51-1 Visual�C# を用いた eGFR 計算ソフトの開発例
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　別所　貴仁　他

O51-2 胸部座位レントゲン撮影において入射角度の検証　　～ iPhone 角度計の応用～
 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　仲座　義富　他

O51-3 当施設での背景胃粘膜X線診断の取り組みとその評価～この先も見据えて～
 特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター　診療技術部放射線課　田畑　悦子　他

O51-4 123I-IMP 脳血流Dynamic�SPECT における画質と回転速度の関係について
 社会医療法人厚生会　木沢記念病院・中部療護センター　伊藤　貴則　他

O51-5 当院における RI 内用療法の現状報告について
 社会福祉法人恩賜財団　済生会松阪総合病院　医療技術部　放射線課　米倉　大介　他

一般口演52� 9:38〜10:13� 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：塩崎　　潤（公立能登総合病院　放射線部　放射線部技師長）

放射線２
O52-1 腎機能低下患者に対するヨード造影剤減量投与への取り組み
 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院　二瓶　陽子　他

O52-2 前立腺放射線治療における直腸ガス対処法の検討
 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　庄司　力哉　他

O52-3 当院における透析患者に対する頭部MRI 画像を用いた無症候性微小出血の検出
 蒼龍会　井上病院　田中　伸一　他

O52-4 手のリハビリに活用できる手関節 4D撮影
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　藤原　茉利

O52-5 長尺撮影用 FPD導入成果について
 医療法人社団洛和会　洛和会丸太町病院　荒賀　裕之
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29
日
金

一般口演53� 10:16〜10:51� 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：山本　治樹（公立松任石川中央病院　医療技術部放射線室　主任診療放射線技師）

放射線３
O53-1 当院における小児鎮静MRI の安全化への取り組み
 社会医療法人愛仁会　高槻病院　高田　博紀　他

O53-2 IVR 術者の水晶体被ばく線量測定方法に関する検討
 総合病院　土浦協同病院　飯村　瑞季　他

O53-3 CT造影検査時のアナフィラキシー様反応に対する Rapid�Response�Systemの検討
 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　奥中　雄策　他

O53-4 交感神経機能シンチグラフィにおける Early�Protocol の検討
 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院　鈴木　有子　他

O53-5 SPECT/CT・PET/CT 同時更新を経験して
 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　川田　雄貴　他

一般口演54� 11:01〜11:44� 第12会場（ホテル金沢　4F　エメラルドA）
 座長：岡田　邦夫（石川県立中央病院　医療技術部　放射線室長）

放射線４
O54-1 Virtual�Grid の基礎的検討
 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会　吹田病院　浦崎　太樹　他

O54-2 頭頚部血管造影検査における造影剤使用の適正化についての検討
 一般財団法人操風会　岡山旭東病院　松下　明民　他

O54-3 16 チャンネル小児（新生児）用コイルを用いた画質評価における基礎的性能の検討
 社会医療法人愛仁会　千船病院　城本　勇輝　他

O54-4 ドパミントランスポータにおける解析補法の比較検討
 松江市立病院　実重　英明　他

O54-5 当院における前立腺画像誘導放射線治療に用いる固定具別の固定精度について
 松江市立病院　放射線部　中村　浩人　他

O54-6 CTDI を用いた頭部CT検査の水晶体被ばく線量の推定
 総合病院　土浦協同病院　笹嶋　利紀　他
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29
日
金

一般口演55� 9:00〜9:35� 第13会場（ホテル金沢　4F　エメラルドB）
 座長：坪田　　誠（石川県立中央病院　医療技術部長）

臨床検査２
O55-1 検査室における鼻腔・咽頭検体採取の導入に向けた取り組み
 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷浜松病院　臨床検査部　大庭　恵子　他

O55-2 井上式誤嚥性肺炎リスク評価表導入後の肺炎予防効果と今後の課題
 医療法人社団若鮎　北島病院　畑山　奈保　他

O55-3 当院における血清亜鉛値の比較検討
 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　検査部　吉永　眞人　他

O55-4 血液ガス分析装置 RAPIDPoint�500 における塩化ベンザルコニウムの影響
 JA 愛知厚生連　海南病院　臨床検査技術科　村上　智美　他

O55-5 同名半盲に半側空間無視を合併した症例に試みた偏心固視視野検査法について
 社会医療法人医仁会　中村記念病院　臨床検査科　且股　志織　他

一般口演56� 9:38〜10:13� 第13会場（ホテル金沢　4F　エメラルドB）
 座長：湊　　　宏（石川県立中央病院　病理診断科　診療部長）

臨床検査３
O56-1 検査部における血液培養の精度向上の取り組み
� ー感染防止対策加算 1.2 連携病院　カンファレンスに参加してー
 医療法人博俊会　春江病院　北出伊佐子　他

O56-2 病院における細菌検査の院内実施の意義�～血液培養の迅速報告への取り組み～
 社会医療法人愛仁会　高槻病院　前田　有希　他

O56-3 臨床検査技師による細菌塗抹検査結果からの抗菌薬選択サポートについて
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　吉波　優子

O56-4 当院生理検査室における感染防止対策の標準化に向けての取り組み
 医療法人蒼龍会　井上病院　今田　夕貴

O56-5 適切なゴミ分別による感染性廃棄物の削減
 医療法人鉃友会　宇野病院　松永つきみ　他
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29
日
金

一般口演57� 10:16〜10:51� 第13会場（ホテル金沢　4F　エメラルドB）
 座長：橋爪　泰夫（福井県立病院　院長）

人材育成３
O57-1 当院の新人看護職員研修の評価　～研修受講看護師へのアンケートから～
 医療法人一陽会　原田病院　看護部　松村　佳江　他

O57-2 実習指導に関わる看護師の指導力向上に向けた取り組み
� ～質問紙調査から、指導で困難を感じている要因を明らかにする～
 社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院　松尾　麻哉　他

O57-3 看護師のキャリア開発支援ー院内認定ナースプログラム導入の取り組みー
 松山赤十字病院　看護部　山木　一恵　他

O57-4 A病院のラダー所属者のキャリア開発志向とその関連因子から得た課題への一考察
 特定医療法人暲純会　武内病院　稲垣久美子　他

O57-5 キャリアラダーを活用した教育体制の見直しを支援した一例
� ～MSWキャリアラダーの見直し～
 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院　人事課　キャリアサポート　駒宮　和明　他

一般口演58 11:01〜11:44 第13会場（ホテル金沢　4F　エメラルドB）

� 座長：生野　弘道（社会医療法人弘道会　守口生野記念病院　理事長／一般社団法人日本病院会　常任理事）

人材育成４
O58-1 救急科研修で外傷シミュレーションを取り入れることの意義について
 一般財団法人永頼会　松山市民病院　救急科　小田原一哉　他

O58-2 診療現場の実技評価表作成のためのワークショップ
� ～診療現場の研修医能力評価のために～
 岩手県立中央病院　高橋　弘明　他

O58-3 医学生に選ばれる臨床研修病院になるために
 社会医療法人社団三思会　東名厚木病院　深谷　有美　他

O58-4 リハビリテーション部門における小集団グループ活動について
 医療法人創和会　しげい病院　亀山　　愛　他

O58-5 若手事務職員の関係構築力を向上させる取り組み
� ～全国済生会事務（部）長会　人事・人材開発部会「初任者研修」の実践～

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　神奈川県済生会横浜市東部病院
 人材開発センター　人材開発支援室　西川　泰弘　他

O58-6 管理職研修会の管理・運営における教育委員会の取り組みについて
� ～地域包括ケアシステムの構築に向けて～
 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　事務部　大﨑　充子　他
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29
日
金

一般口演59� 9:00〜9:42� 第14会場（ホテル金沢　4F　風月の間）
 座長：岡部　正明（医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院　病院長）

地域医療６
O59-1 早期退院に影響を及ぼす因子の分析
 JA とりで総合医療センター　脳神経外科・呼吸器内科病棟　岡野　裕華　他

O59-2 救急センターで退院支援の初回面談を受ける家族の心理状態
 社会医療法人愛仁会　高槻病院　岡本　由美　他

O59-3 PFM導入への取り組み　−　病床の一元管理を目指して　−
 地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院　黒木久美子　他

O59-4 入退院支援センター設立における事務部としての関わりと今後
 社会医療法人財団池友会　新小文字病院　島崎　　亮

O59-5 情報共有に視点をおいた退院支援　～退院支援シートを活用して～
 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院　須藤　綾野　他

O59-6 外来スタッフの意識調査から入院支援センターの機能を考える
� ～入院支援センター利用患者数増加に向けた取り組み～
 彦根市立病院　永山　夕水　他

一般口演60� 9:45〜10:27� 第14会場（ホテル金沢　4F　風月の間）
 座長：難波　義夫（特定医療法人社団同仁会　金光病院　理事長・院長）

地域医療７
O60-1 石川県立中央病院の退院支援の現状と課題
 石川県立中央病院　細畑　陽子　他

O60-2 医療療養病棟における退院支援看護師の関わり
� ー退院後訪問から見えてきてきた課題ー
 社会医療法人生長会　ベルピアノ病院　看護部　竹谷　弘江　他

O60-3 患者と家族で退院先の意向が相違した症例の特徴
 特定医療法人財団博愛会　博愛会病院　松本　華奈　他

O60-4 法人・事業所を超越した認知症治療から在宅生活を支援する協働モデルの紹介
� ～「すとく・こぶし認知症ネットプロジェクト」～
 医療法人崇徳会　田宮病院／医療法人崇徳会　長岡西病院　数藤　武彦　他

O60-5 退院支援部門と病棟看護師が一体となった退院支援
� ～退院支援加算 1算定の成果と課題～
 公益財団法人田附興風会　医学研究所　北野病院　宇山　武志

O60-6 進行がん患者の退院支援を円滑に行うために～退院支援情報共有用紙の導入～
 総合病院　土浦協同病院　笹嶋　裕美　他
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29
日
金

一般口演61� 10:30〜11:26� 第14会場（ホテル金沢　4F　風月の間）
 座長：濱口　優子（石川県立中央病院　栄養管理室　室次長）

栄養１
O61-1 管理栄養士の臨床進出による効果の検証
 社会医療法人仙養会　北摂総合病院　岡本　大尚

O61-2 当院回復期リハビリテーション病棟入院患者における栄養障害、
� サルコペニア有症率の実態調査
 社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ技術部理学療法科　福山　純史　他

O61-3 甘くない栄養補助食の改良と開発
 医療法人平成博愛会　博愛記念病院　福崎　友菜　他

O61-4 外来栄養指導中断患者の傾向から対策を考える～当院過去 3年のデータより～
 一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津病院　成瀬　朋夏

O61-5 入院血液透析患者への栄養管理の取り組み～CKDの重症化予防をふまえて～
 医療法人蒼龍会　井上病院　栄養管理科　宮平　杏奈　他

O61-6 有効だった外来透析患者に対する継続した栄養管理
 社会医療法人美杉会　みのやま病院　石田　賢三　他

O61-7 NST・嚥下サポートチーム介入により創傷治癒・活動性が向上した患者の一症例
 医療法人一陽会　原田病院　看護部　坪山ちひろ　他

O61-8 訪問栄養指導介入による基本的欲求充足が栄養状態改善へ繋がった一症例
社会医療法人生長会　ベルピアノ病院／

 和泉市社会福祉協議会地域包括支援センター（ベルタウン）　小林　瑞来　他

ポスター15 9:00〜9:35 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：前田　順子（国家公務員共済組合連合会　北陸病院　看護部長）

患者サービス１
P15-1 患者推奨度調査としてNet�Promoter�Score（R）の使用経験
 医療法人高徳会　上牧温泉病院　今野　敬貴　他

P15-2 当院における外国人患者の受け入れの実態と課題及び外国人患者様と
� そのご家族へのニーズに応えるための取り組みの報告
 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院　玉城　　判　他

P15-3 病院薬剤師によるアンチ ･ドーピング活動の報告　～競技者を守るために～
 社会医療法人緑泉会　米盛病院　松﨑　貴彦　他

P15-4 元気高齢者の採用と活用の取り組み報告
 医療法人社団喜峰会　東海記念病院　目野　千束

P15-5 入院費の預かり金制度を導入
 医療法人神甲会　隈病院　山下　暁子　他
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29
日
金

ポスター16� 9:40〜10:08� 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：竹内恵津子（石川県立中央病院　看護部　副部長）

患者サービス２
P16-1 地域病院における院内健康講座の有効性
 岩手県立　大東病院　小山　佳子　他

P16-2 整形外科と産婦人科の連携～出産前後の骨盤ケア教室紹介～
 医療法人社団英志会　富士整形外科病院　小松　　亮　他

P16-3 看護補助者主体のレクリェーション活動が患者にもたらした変化
 一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津病院　鈴木　有紀　他

P16-4 当院での「健康福祉相談」から「健康福祉講座」への歩み
 公立学校共済組合　東海中央病院　メディカルサポートセンター　松久　　卓　他

ポスター17� 10:13〜10:55� 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：仙賀　　裕（茅ヶ崎市立病院　病院長）

地域医療１
P17-1 訪問看護師からみた在宅療養支援　～退院支援への関わりを通じて～
 医療法人潤心会　熊本セントラル病院　渡邉由美子

P17-2 訪問栄養食事指導の運用構築と展開～開始後 1年が経過して～
 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会吹田病院　部谷　仁美　他

P17-3 終末期患者の家族との関わりから学んだこと 

 社会医療法人平成記念会　平成記念病院　竹村　聡子

P17-4 精神疾患患者を地域で支える事業所スタッフの不安
 JA 長野厚生連　佐久総合病院　看護部　篠原　聖貴　他

P17-5 思春期の外国人�初発１型糖尿病への支援から見えてきたこと
 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　土田　美樹　他

P17-6 事例検討会にとりくんだ結果について　～アセスメント力向上を目指して～
 社会医療法人きつこう会　多根総合病院居宅介護支援事業所　日當福太郎
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29
日
金

ポスター18� 11:00〜11:42� 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：宮﨑　俊聡（特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院　理事長・病院長）

地域医療２
P18-1 若年者の階段利用率
 社会医療法人同仁会　耳原総合病院　難波　広人　他

P18-2 入退院支援センターにおける医師事務作業補助者の関わり
 国家公務員共済組合連合会　ＫＫＲ高松病院　三好　美穂　他

P18-3 医療連携本部が行うタイムリーな入院病床の確保
 飯塚病院　龍野　恵子　他

P18-4 退院前訪問を実施した 3事例の検討と今後の課題
 社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　菊地美智子　他

P18-5 退院後の生活を予測する～退院支援に向けたリハビリテーション科の取組み～
 医療法人　西福岡病院　金岡美由紀　他

P18-6 当院における高齢者虐待への支援
 社会医療法人抱生会　丸の内病院　井出　ゆき　他

ポスター19� 13:40〜14:22� 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：荒木　一郎（医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　病院長）

地域医療３
P19-1 地域包括ケア病棟における医療と介護の連携に向けた取り組み
 医療法人博俊会　春江病院　リハビリテーション部　勝木佳緒理　他

P19-2 尼崎だいもつ病院の地域包括ケアシステムに向けた取り組み
 社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　田島　佳祐

P19-3 さいたま市北区における地域包括ケアシステムについて
� ～地域包括ケア連絡会を通した実践報告～
 独立行政法人地域医療機能推進機構　さいたま北部医療センター　橋村　健司

P19-4 転院前面接の重要性
 医療法人社団愛生会　昭和病院　千葉　紗希　他

P19-5 回復期リハビリテーション病棟における腰痛サポートダイアル運用の試み
 幸生会　琵琶湖中央病院　加藤　　洋　他

P19-6 乳がん患者会立ち上げと事務局としての関わり
 社会医療法人社団三思会　東名厚木病院　小口恵理子
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29
日
金

ポスター20� 14:27〜15:02� 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：井上　憲昭（長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原医療福祉センター　富士見高原病院　センター長）

臨床検査１
P20-1 当院における呼気一酸化窒素濃度検査の使用経験について
 総合病院　土浦協同病院　臨床検査部　赤津　　恵　他

P20-2 動脈硬化指標API およびAVI に関する検討
 総合病院　土浦協同病院　臨床検査部　古張　薫子　他

P20-3 病棟担当臨床検査技師の取り組みについて
 JA 愛知厚生連　海南病院　服部　晋也

P20-4 当院における院内超音波診断装置の調査報告
 JA 愛知厚生連海南病院　臨床検査技術科　樋口　昌哉　他

P20-5 排卵後 12日目における血中 hCG値を用いた妊娠予後についての検討
 社会福祉法人　恩賜財団　済生会松阪総合病院　日口絵里加　他

ポスター21� 15:07〜15:42� 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：大森　　恵（石川県立中央病院　検査室長）

臨床検査２
P21-1 全自動輸血検査における期待と今後の展望
 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　牧野　千賀　他

P21-2 当院におけるVAエコースクリーニングの現状
 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院　岡田なつき　他

P21-3 当院における血液培養検査を速やかに開始するための検査体制の構築
� ～ ER に設置した血液培養自動分析装置の効果～
 茨城県厚生農業協同組合連合会　茨城西南医療センター病院　臨床検査部　古谷　哲也　他

P21-4 抗酸菌塗抹検査の質向上に向けた取り組み
 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院　竹村　陽介　他

P21-5 当院における腸管系病原細菌の分離状況
 石川県立中央病院　新川　晶子　他
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29
日
金

ポスター22� 9:00〜9:28� 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：橋本寿美子（JCHO金沢病院　栄養管理室　副室長）

栄養２
P22-1 当院糖尿病外来での療養指導における管理栄養士介入の試み
 社会医療法人平成記念会　平成記念病院　森本　恭子　他

P22-2 外来がん患者に対する栄養指導介入に向けて
 社会医療法人生長会　府中病院　松村　幸子　他

P22-3 糖尿病患者の集団指導の効果と課題
 石川県立中央病院　八木　祐子　他

P22-4 小児糖尿病サマーキャンプにおける調理体験を通した関わりについて
 石川県立中央病院　堀　　生子　他

ポスター23� 9:33〜10:08� 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：楠田　　司（伊勢赤十字病院　院長）

医療の質２
P23-1 がん患者等の周術期口腔機能管理の実態調査
 石川県立中央病院　歯科技術室　槇野　莉沙　他

P23-2 血液培養検査における口腔常在菌の発現状況
 市立砺波総合病院　歯科口腔外科　由良　晋也　他

P23-3 チーム医療により行い得た日帰りおよび
� 週末一泊入院による全身麻酔顎骨内埋伏歯抜歯手術の実施
 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院　歯科口腔外科　高橋喜久雄　他

P23-4 嚥下障害を呈した低酸素脳症患者の経口摂取までの経過
 社会医療法人生長会　阪南市民病院　リハビリテーション室　田中奈三江　他

P23-5 摂食・嚥下チームにて摂食機能療法を行い経口摂取を獲得した
� 重症頭部外傷患者の一例
 石川県立中央病院　看護部　垣内　美香　他
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29
日
金

ポスター24� 10:13〜10:55� 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：土屋　　誉（仙台市医療センター　仙台オープン病院　院長）

医療の質３
P24-1 院内保育所における感染防止対策の実践
 社会医療法人若弘会　若草第一病院　わかくさちびっこ園　末久　陽子　他

P24-2 電子カルテ情報を活用した排便回数による症候性サーベイランスの検討
 医療法人　王子総合病院　小林　　稔

P24-3 当院における結核患者対応と接触者検診
 社会医療法人社団三思会　東名厚木病院　中嶋　君江

P24-4 当院における血液培養採取時の皮膚消毒剤変更に関する解析
 JA 茨城厚生連　土浦協同病院　なめがた地域医療センター　上岡　奈実　他

P24-5 適切な個人防護具着用の遵守率向上に向けた病棟ラウンドの変更とその効果
 医療法人友愛会　盛岡友愛病院　赤松　陽子

ポスター25� 11:00〜11:42� 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：高田　重男（金沢市立病院　院長）

医療の質４
P25-1 全日本民主医療機関連合会　医療の質の向上・公開推進事業
� 医療指標の入力・集約・公開システムの活用について

公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院／
 全日本民主医療機関連合会　QI 委員会　松原　為人　他

P25-2 高血圧（脳血管疾患・心疾患・腎疾患）の減塩指導の
� 実施率増加に向けて栄養部での取り組み
 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　栄養部　清水　純子　他

P25-3 胆道ステント交換クリニカルパス作成に向けた検討
 JA 北海道厚生連　旭川厚生病院　石川　美紀

P25-4 加賀脳卒中地域連携パスにおける歯科シート活用の現状
 石川県立中央病院　歯科口腔外科　高木純一郎　他

P25-5 臨床研究、臨床倫理、高難度新規医療技術に対する
� 審査委員会の事務局一元管理における効果
 JA 長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　山浦　香里　他

P25-6 画像診断結果チェックシステム
 茨城県立中央病院　佐久間由香里　他
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29
日
金

ポスター26� 13:40〜14:29� 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：藤井　博之（藤井脳神経外科病院　院長）

医療の質５
P26-1 OLS チーム「コツコツサポートチーム」を立ち上げて
� ～骨粗鬆症治療を円滑に進めるために～
 医療法人社団清幸会　行田中央総合病院　凌　　晨光　他

P26-2 『できるADL』と『しているADL』の乖離を減らす取組み
� ～作業療法士と看護師の連携～
 IHI 播磨病院　診療技術部　リハビリテーション科　谷光　康浩　他

P26-3 当院でのステントグラフト治療における放射線技師の役割
 社会医療法人　北海道大野記念病院　大堀　俊介　他

P26-4 薬剤管理機能検討チームのとりくみ
� ～専門職能を活かしたチーム医療の実現を目指して～
 埼玉協同病院　野田　邦子　他

P26-5 薬剤管理機能検討チームのとりくみ
� ～緊急入院患者への薬剤師の早期介入による減薬推進～
 埼玉協同病院　関口　梨絵　他

P26-6 「糖尿病ワンデイ集中診療外来」の利用者アンケートおよび
� HbA1c 値の受診前後の比較
 石川県立中央病院　医療技術部検査室　岩崎しのぶ　他

P26-7 急性期病院における認知症サポートチーム（DST）の取り組み
 社会医療法人愛仁会　千船病院看護部　栗岡美千代　他

ポスター27� 14:34〜15:02� 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：丹羽　　修（金沢医科大学附属病院　薬剤部長）

薬剤１
P27-1 医師負担軽減と地域薬物療法安全管理支援を志向した疑義照会一元管理システム
 ＮＴＴ西日本大阪病院　薬剤部　森田　智子　他

P27-2 入院における吸入ステロイド導入指導の実際
 社会医療法人真美会　中野こども病院　茶谷　優香　他

P27-3 バンコマイシン初期投与設計への取り組み
 石川県立中央病院　虎瀬　和子　他

P27-4 演題取り下げ
 

P27-5 当院における間歇投与薬に関わる問題解決の取り組み
 社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　薬剤部　伊藤　正昭　他
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29
日
金

ポスター28� 15:14〜15:49� 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：地野　幹子（国家公務員共済組合連合会　北陸病院　薬剤科　薬局長）

薬剤２
P28-1 当院入院患者におけるポリファーマシーの実態調査
 医療法人社団英志会　富士整形外科病院　伏見　佳久　他

P28-2 複数の医療チームが協働で対応しポリファーマシーが是正された 1症例
 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　中川　貴史　他

P28-3 学生実務実習におけるハンディ端末を利用した注射調剤
 岐阜市民病院　小林　健司　他

P28-4 吸入薬使用患者における実態　～継続してもらうために～
 JA とりで総合医療センター　薬剤部　引地　華子　他

P28-5 当院における睡眠薬長期処方の現状調査
 茨城県厚生連　茨城西南医療センター病院　薬剤部　小神野恵加　他

ポスター29� 9:00〜9:49� 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：飯田　茂穂（国家公務員共済組合連合会　北陸病院　病院長）

人材育成１
P29-1 階層別研修におけるコーチング研修と今後の課題
 社会医療法人友愛会　法人事務局　人事部　人材開発課　村本美奈子　他

P29-2 JICA�課題別研修成果の自国における具体的な活用状況調査
 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　鈴木　牧子　他

P29-3 コーチング力をより深める研修の取り組み～現場で実践出来る職員を増やす為に～
 医療法人鉄焦会　亀田総合病院　相京佐和子　他

P29-4 スポットコーチングの取り組み
� ～コーチングをより身近に興味から実践出来るスタッフへ～
 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院付属幕張クリニック　松島　訓子　他

P29-5 亀田総合病院で取り組むコーチング普及活動　− 14年間の報告−
 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　佐伯　考一　他

P29-6 当院におけるコーチング研修の実際　−基礎コース 14年間を振り返って−
 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　松本　雄三　他

P29-7 三沢市立三沢病院におけるプレミアムフライデー導入の取り組み
 三沢市立三沢病院勤務環境改善委員会　医療局　清塚　　誠　他
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29
日
金

ポスター30� 9:54〜10:43� 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：丸山　正董（丸山記念総合病院　理事長）

人材育成２
P30-1 当院の同好会　ピラティス部の活動について
 富士整形外科病院　リハビリテーション部　佐野　洋介　他

P30-2 当院におけるメンタルヘルスマネジメント研修についての報告
 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　髙山　恵里　他

P30-3 『新入事務職員（総合職）の基礎スキル研修への取り組み』
 社会医療法人友愛会　法人事務局人事部人材開発課　池田　晴美　他

P30-4 「当院、リハビリテーション課の卒後教育プログラム（EGGファイル）の実際と展望」
 一般財団法人操風会　岡山旭東病院　高田　章人

P30-5 クリニカルクラークシップ導入に向けた実習後アンケートによる実習生満足度調査
 社会医療法人若弘会　わかくさ竜間リハビリテーション病院　療法部　桑原　朋之　他

P30-6 人手不足が強まる社会情勢下における医療秘書の採用方針と育成方針の見直し
 社会福祉法人恩賜財団済生会　熊本病院　垂水　治樹　他

P30-7 心電図判読能力獲得のための自己学習教材の開発と効果
� ～リハビリスタッフへの導入を試みて～
 医療法人おもと会　大浜第一病院　嘉陽　宗司　他

P30-8 演題取り下げ

ポスター31� 10:55〜11:37� 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：脇　　和枝（社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　福井県済生会病院　看護部長）

看護３
P31-1 看護師特定行為の実践に伴う管理体制の確立
 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　看護部　本橋　敏美　他

P31-2 地域医療支援病院としての専門的看護の情報発信は
� 専門・認定看護師主催のミニ勉強会から始まった
 JA 長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　看護部　渡辺　純子　他

P31-3 増改築後の病床運用向上～看護部の取り組み～
 社会医療法人　松本協立病院　佐藤　康子　他

P31-4 DiNQL 入力方法（患者情報）の考案と評価
 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　波多野哲也　他

P31-5 機能評価受審から生まれたもの～看護の強みを生かすために～
 豊橋市民病院　間瀬　有奈

P31-6 2018 年診療報酬改定により変化する
� 重症度、医療・看護必要度のシミュレーション分析で見えたもの
 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　中瀬美恵子
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29
日
金

ポスター32� 13:40〜14:22� 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：浦　美奈子（社会福祉法人恩賜財団済生会　石川県済生会金沢病院　副院長兼看護部長）

看護４
P32-1 リウマチ看護外来を受ける患者のニーズ
 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院　小川　実花　他

P32-2 高齢者混合病棟における適正な転倒リスク評価指標の再考
 特定医療法人財団博愛会　博愛会病院　佐藤早也香　他

P32-3 外来センターにおけるフットチェックの取り組み
� ～足の観察と体重測定を組み合わせて～
 社会医療法人愛仁会　千船病院　田中　友香　他

P32-4 Ａ病院集中治療室における道徳的感受性と倫理的行動力向上に向けた取り組みと評価
� ～倫理カンファレンス強化月間前後の実態調査～
 富山市立　富山市民病院　村田　孝子　他

P32-5 自己血貯血時エリスロポエチン皮下注射の疼痛軽減への取り組み
� ～自己血貯血時の不安軽減を目指して～
 社会医療法人抱生会　丸の内病院　診療支援部　術前検査センター　猿田　朝華　他

P32-6 日常生活動作に介助を要する透析患者を支えていく家族の思い
 石川県立中央病院　井波　美穂　他

ポスター33� 14:27〜15:09� 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：神保　浩子（富山市立富山市民病院　看護部長）

看護５
P33-1 夜間・休日の緊急心臓カテーテル検査開始までの時間短縮への取組み
 三沢市立三沢病院　佐藤　直子　他

P33-2 電子カルテ用音声入力システムを使用した看護記録時間の変化
 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院　松野　玉枝　他

P33-3 来院から t-PA 投与までの経過を振り返り t-PA 看護記録セットの導入を試みる
 独立行政法人　地域医療機能推進機構　人吉医療センター　今田　　泉

P33-4 胸パット付き検査着の考案
 石川県立中央病院　小谷内良華　他

P33-5 顎顔面疾患患者にとっての最適なマスク作成
 宮崎県立宮崎病院　八波　真樹　他

P33-6 PCAポンプによる疼痛マネジメントを行う看護師の困難感
 石川県立中央病院　中原　円香　他
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29
日
金

ポスター34� 9:00〜9:28� 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：横川　明男（社会福祉法人恩賜財団済生会　石川県済生会金沢病院　院長）

病院運営３
P34-1 夜勤専従者の疲労感調査及び意識調査～夜勤専従者の勤務条件を見直して～
 医療法人友愛会　盛岡友愛病院　佐々木信子

P34-2 就業管理システムの導入による勤務時間の把握と課題
 社会福祉法人済生会　福岡県済生会福岡総合病院　栗田　悠史

P34-3 師長会働きやすい職場づくりの取り組み
� ー看護管理師長の 13時間交代制勤務の実施ー
 総合病院　土浦協同病院　看護部　宍戸　正子　他

P34-4 演題取り下げ

P34-5 赤十字病院における女性医師の職域環境調査から
� 日本赤十字社病院長連盟のイクボス宣言へ
 葛飾赤十字産院　三石知左子　他

ポスター35� 9:40〜10:24� 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：窪地　　淳（さいたま市立病院　院長）

病院運営４
P35-1 病床機能報告からみた病棟機能及び職員数と患者数の変動
 社会福祉法人恩師財団済生会支部　福岡県済生会福岡総合病院　小野　　修

P35-2 「地域包括ケア入院医療管理料１」地方小規模病院における導入過程と導入後の変化
 医療法人社団愛生会　昭和病院　佐々木彰徳　他

P35-3 看護補助者の業務改善の取り組み～看護管理者の視点から～
 社会福祉法人　恩賜財団　岩手県済生会　岩泉病院　武田ふさ子　他

P35-4 『クオリティマネジメントセンターが病院をプロデュースする』
 埼玉協同病院　貞弘　朱美　他

P35-5 TRS ～戸田リサイクルシステム～の取り組み
 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院　白鳥　　秀

P35-6 消耗品のコスト削減～新規業者・ネット通販サイトを活用して～
 医療法人社団筑水会　筑水会病院　鈴木　裕也　他
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29
日
金

ポスター36� 10:29〜11:11� 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：織平　秀一（公立能登総合病院　リハビリテーション部　理学療法士長）

リハビリ１
P36-1 左足部開放性粉砕骨折に対し、ショパール関節離断術、伸筋腱固定術、
� 遊離広背筋皮弁術を施行した一例
 石川県立中央病院　リハビリテーション室　櫛山　育恵　他

P36-2 当法人通所介護リハサポート利用者の嚥下機能の現状調査
 医療法人社団東洋会　池田病院　中尾　佳菜　他

P36-3 訪問リハビリ利用者に関する経過報告会の効果の分析
 医療法人博俊会　春江病院　訪問看護ステーション　前田　　亮　他

P36-4 岐阜県白川町における地域リハビリテーション活動支援事業への取り組み
 医療法人白水会　白川病院　髙野　泰輔　他

P36-5 当院で行う病病連携活動について
� −病病連携リハビリテーション情報提供シートを通して−
 金沢西病院　リハビリテーションセンター　丸居夕利佳　他

P36-6 当院理学療法士における腰痛の実態調査と今後の課題
 社会医療法人平成記念会　平成記念病院　リハビリテーション科　和田　善行　他

ポスター37� 13:40〜14:22� 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：山川　友和（石川県立済生会金沢病院　リハビリテーション部　副技師長）

リハビリ２
P37-1 当院における変形性股関節症に対する人工股関節置換術症例の
� 早期退院が検討可能な症例の特徴は？
 JA 長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　理学療法科　櫻井　進一　他

P37-2 演題取り下げ

P37-3 人工膝関節全置換術後患者の在院日数と関連因子の検討
 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　総合リハビリテーション部　西部千恵美　他

P37-4 人工股関節全置換術患者における改訂版 Frenchay�Activities�Index を用いた
� 術後 3ヵ月までの生活関連動作の調査
 福井赤十字病院　向嶋　啓介　他

P37-5 実用歩行と膝伸展筋力の関係
 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター　加嶋　憲作　他

P37-6 当院におけるリハビリテーション部定期評価の取組みと実施率について
 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　池田　基樹　他

P37-7 院内の転倒・転落予防の取り組み～インシデントレポートの分析と対策～
 石川県立中央病院リハビリテーション室　片田　圭一　他
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29
日
金

ポスター38� 14:34〜15:23� 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：木村　繁文（医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　リハビリテーションセンター　主任）

リハビリ３
P38-1 当院回復期リハビリテーション病棟における実績指数調査
 社会医療法人生長会　ベルピアノ病院　小川　真司　他

P38-2 THA術後の膝関節伸展筋力の回復における年齢の影響について
 加古川中央市民病院　リハビリテーション室　平瀬　　智　他

P38-3 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者に対する
� 理学療法訓練内容の違いによるリハビリ効果
 済生会明和病院　西村　成正　他

P38-4 回復期病棟から自宅退院した大腿骨近位部骨折患者の退院後転倒について
 JA とりで総合医療センター　リハビリテーション部　箱守　正樹　他

P38-5 回復期リハ病棟運動器疾患患者における透析の有無がFIMの経時的変化に与える影響
 JA とりで総合医療センター　リハビリテーション部　須藤　　聡　他

P38-6 当院回復期リハビリテーション病棟入院患者における認知機能改善に向けた取り組み
� ～有酸素運動と二重課題を実施して～
 医療法人社団東洋会　池田病院　徳永　幸恵　他

P38-7 当院セラピストにおけるリハビリテーションロボット使用の実施状況調査
 社会医療法人平成記念会　平成記念病院　リハビリテーション科　山下　皓平　他


