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わが国の高血圧症における原発性アルドステロン症（PA）の実態調査研究（PHAS-J）
成瀬　光栄　NHO 京都医療センター

EBM-1

消化器外科手術の施設間技術評価法の確立
芳賀　克夫　NHO 熊本医療センター

EBM-2

自己免疫疾患に対するステロイド療法に伴う有害事象の発生とそのリスクファクター
右田　清志　NHO 長崎医療センター

EBM-3

急性腸間膜虚血症の疫学調査
芳賀　克夫　NHO 熊本医療センター

EBM-4

平成 18 年度国立病院機構 EBM 推進のための大規模臨床研究　糖尿病性腎症 (DN) 発症進展阻止のための家庭血圧管理指針の確立 (HBP-DN)
西村　元伸　NHO 千葉東病院

EBM-5

人工関節置換術後の静脈血栓塞栓症の実態と予防に関する研究

既治療進行非小細胞肺癌に対するエルロチニブとドセタキセルの無作為比較第 III 相試験 (DELTA 試験 ) 

医療・介護を要する在宅患者の転倒に関する多施設共同前向き研究 (J-FALLS)

２型糖尿病を併せ持つ高血圧患者におけるメトホルミンの心肥大・心機能に対する効果の検討 (ABLE-MET) に関する研究の立ち上げ

観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に関する研究 (MARK study)

本川　　哲　NHO 長崎医療センター

川口　知哉　NHO 近畿中央胸部疾患センター

饗場　郁子　NHO 東名古屋病院

尾野　　亘　NHO 京都医療センター

矢坂　正弘　NHO 九州医療センター

EBM-6

EBM-7

EBM-8

EBM-9

EBM-10

EBM推進のための大規模臨床研究の成果（ポスター展示のみ）1日目10：00〜2日目17：00

東日本大震災における国立病院機構の支援活動（ポスター展示のみ）1日目10：00〜2日目17：00
NHO 本部中四国ブロック事務所

QC活動優秀事例（ポスター展示のみ） 1日目10：00〜2日目17：00
NHO 本部
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在宅療養におけるホームヘルパー（第三者）への吸引指導の現状と今後の課題
上村　未来　NHO 北海道医療センター

P1-01-1

結核における看護師の理解度の調査—基礎知識の現状—
内田智恵子　NHO 東佐賀病院

P1-01-2

服薬指導方法のあり方の検討
和田　一樹　NHO 長良医療センター

P1-01-3

在宅復帰に向けた看護師の情報収集と退院支援の現状
鎌原羽留美　NHO 浜田医療センター

P1-01-4

経鼻胃管栄養法による在宅へ向けた退院指導
竹谷　杏菜　NHO 横浜医療センター

P1-01-5

退院支援を目指した「退院目標スクリーニング表」の活用について
山内　照美　NHO 神奈川病院

P1-01-6

食に対する欲求を表出される胃瘻造設患者にミキサー食の注入を試みて
村田　幹子　NHO 七尾病院

P1-02-1

遷延性意識障害で人工呼吸器装着へのアプローチ
−温浴刺激看護療法・アロマテラピーを試みて−
大城　有加　国立療養所沖縄愛楽園

P1-02-2

腱板修復術後患者の入浴動作の自立への援助〜ボディタオルの作成と改良〜
中塚　裕子　NHO 刀根山病院

P1-02-3

経管栄養施行中患者に乳酸菌飲料を使用した下痢対策の検証
伊藤まどか　NHO 仙台医療センター

P1-02-4

認知症と下肢知覚麻痺を伴うＡ氏に対する足浴効果
−夜間睡眠と日中の覚醒状況の変化をみる−
山口　千春　国立療養所奄美和光園

P1-02-5

開腹手術後の患者が実際に行っているベッドアップの角度とその理由についての検討
須賀原麻琴　NHO 北海道医療センター

P1-02-6

落屑・鱗屑がある高齢患者へのグリセリン・オリブ油を用いた保湿効果
元松　夕貴　NHO 熊本医療センター

P1-02-7

抗結核薬の確実な与薬への取り組み—嚥下困難・服薬拒否のある患者へのアプローチ—
入江　和子　NHO 東広島医療センター

P1-02-8

看護総合 -1 10：00〜10：30
座長：NHO 香川小児病院　教育担当看護師長　川染　知代

看護総合 -2 10：30〜11：10
座長：ＮＨＯ柳井病院　看護師長　岸　　初江
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チーム支援型教育システム下での新人看護師及び指導看護師の心理面調査
佐々木恵美　NHO 水戸医療センター

P1-03-1

母乳育児支援のための新人教育プログラムの効果−プログラムの継続に向けた課題の検討−
山本　早紀　NHO 大阪南医療センター

P1-03-2

卒後２年目看護師の集合教育とＯＪＴの連携についての取り組み
久保田麻由子　NHO 村山医療センター

P1-03-3

卒後３年目研修に施設内交換研修を行う効果
谷㟢　高枝　NHO 三重病院

P1-03-4

「聴く」「認める」「ほめる」プリセプターへの支援
−プリセプター経験者へのアンケート結果に着目して−
井内　陽子　NHO 高松医療センター

P1-03-5

ＡＣＴ y ナースを基盤とした当院キャリアパスの見直し
—看護実践能力到達目標の共有化を目指して—
高澤　明美　NHO 富山病院

P1-03-6

Ａ病院における院内教育の検討−教育ニード・学習ニード調査からー
石川　君江　NHO 山形病院

P1-03-7

卒業時における看護学生の看護専門職業人としての認識の調査
鈴木ひづる　NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校

P1-04-1

看護学生の卒業時の看護観と今後の課題
花子　紀子　NHO 浜田医療センター附属看護学校

P1-04-2

看護学生の就職先決定に関する要因—国立病院機構への就職率向上に向けて—
林　　初美　NHO 岡山医療センター附属岡山看護助産学校

P1-04-3

リハビリテーション学院学生の就職へ向けた国立病院機構に関する意識調査（第３報）
楠川　敏章　NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

P1-04-4

当学院における国家試験自己採点結果と入学試験、統一試験、定期試験結果の関連性
高瀬三貴子　NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

P1-04-5

教育 -1 10：00〜10：35
座長：NHO 米子医療センター　看護師長　水谷ふみ江

教育 -2 10：35〜11：00
座長：国立療養所長島愛生園附属看護学校　教官　治郎丸倫子
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授業の見直し〜臨床実習につながるために〜
鈴木　ちか　NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

P1-05-1

メンバーシップ体験学習前後の看護学生の認識の変化
竹丸　徳子　NHO 呉医療センター附属呉看護学校

P1-05-2

看護学生の手洗いと含嗽行動とその関連因子
西岡　寿梨　NHO 姫路医療センター附属看護学校

P1-05-3

看護学生のダイエットと生理不順の関係
佐伯　　愛　NHO 姫路医療センター附属看護学校

P1-05-4

質の高い学生の確保に向けた取り組み
−推薦指定校の進路指導担当者を対象とした学校説明会を実施して−
平井　隆行　NHO 水戸医療センター附属桜の郷看護学校

P1-05-5

２年次における病態生理と看護援助をつなげて理解するグループ学習の評価
吉田　活子　NHO 大阪医療センター附属看護学校

P1-05-6

災害派遣における医療チームの中での事務職員としての関わり方
長塚　敏郎　NHO 久里浜アルコール症センター

P1-06-1

災害医療における施設本部要員である事務職員の役割
清水　就人　NHO 九州医療センター

P1-06-2

災害医療チーム派遣での事務の役割
曽我　　理　NHO 函館病院

P1-06-3

統合新病院となり初めての災害医療活動を行って〜事務部として関わり〜
佐藤　純也　NHO 北海道医療センター

P1-06-4

災害医療班における看護師の役割
吉邨　公一　NHO 南和歌山医療センター

P1-06-5

保健師としての視点から見た被災地医療支援
若杉　太朗　NHO 函館病院

P1-06-6

教育 -3 11：00〜11：30
座長：NHO 横浜医療センター附属横浜看護学校　教員　水野　泰子

災害・国際医療協力 -1 10：00〜10：30
座長：NHO 大阪医療センター　医療安全管理係長　松本　洋美
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東日本大震災における医療支援活動に薬剤師が参加して
山本奈央子　NHO 名古屋医療センター

P1-07-1

東日本大震災支援活動報告—薬剤師の視点からー
中村　　慶　NHO 神戸医療センター

P1-07-2

東日本大震災診療援助についての報告
今野　昌江　NHO 北海道医療センター

P1-07-3

東日本大震災に伴う医療支援チームの派遣について
濱井　俊充　NHO 横浜医療センター

P1-07-4

被災地での巡回診療〜震災 2 ヶ月後の課題〜
森本　　豊　NHO 南和歌山医療センター

P1-07-5

東北地方太平洋沖地震における医療班派遣を振り返って
竹村　尚子　NHO 東広島医療センター

P1-07-6

基礎看護学実習 2 実習要綱説明後の看護学生の不安と取り組み姿勢
西川　真由　NHO 呉医療センター附属呉看護学校

P1-08-1

｢臨床実習指導者の実習指導に対する意識｣
〜実習に対してのやりがい、関心度、自信度、負担度との関係〜
高野さやか　NHO 霞ヶ浦医療センター

P1-08-2

専任化体制で実習を行った学生の意識調査
獅子島早紀　NHO 長崎川棚医療センター

P1-08-3

実習指導者会活動として実習指導案作成を試みて
森重　真弓　NHO 大阪医療センター附属看護学校

P1-08-4

精神看護学実習指導案作成への取り組み（第一報）
堀江　正弘　NHO 舞鶴医療センター附属看護学校

P1-08-5

精神看護実習におけるＳＳＴ活用の有効性
−学生の自己決定を尊重するために、カンファレンスに SST を導入して−
両角安芸江　NHO 小諸高原病院

P1-08-6

災害・国際医療協力 -2 10：30〜11：00
座長：　NHO 名古屋医療センター　副院長　田野　正夫

教育 -4 11：00〜11：30
座長：NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校　教員　本田　直子
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初発の悪性リンパ腫患者に対する不安の実態調査〜日本版 STAI を用いて〜
木下　紀道　NHO名古屋医療センター

P1-09-1

癌化学療法時の口内炎を予防するための看護師の関わり
林　あさみ　NHO金沢医療センター

P1-09-2

血液疾患患者に対するリハビリ介入後の効果の検討
〜統一したリハビリプログラムを作成して〜
森島　美紀　NHO名古屋医療センター

P1-09-3

演題取り下げP1-09-4

P1-09-5 造血器腫瘍患者における入院を長期化させる要因の検討−文献、事例より考察して−
冨中　香那　NHO呉医療センター・中国がんセンター

P1-09-6 化学療法における口内炎発生と口腔管理の実態調査
山地　由恵　NHO九州医療センター

P1-09-7 高齢者施設におけるボルテゾミブによる副作用の調査
深見　和宏　国立長寿医療研究センター

ＩｇＥ型多発性骨髄腫の一例
豊住　久人　NHO豊橋医療センター

P1-10-1

R-CHOP療法による治療関連白血病の寛解後に形質転換した濾胞性リンパ腫の 1例
高亀　弘隆　NHO名古屋医療センター

P1-10-2

上大静脈症候群により静脈血栓を形成したびまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の１例
猪谷　元浩　NHO香川小児病院

P1-10-3

多発性の皮下腫瘤にて発症した EBV関連 T細胞リンパ増殖症の 1例
中堀　亮一　NHO香川小児病院

P1-10-4

同種移植後に血球貪食症候群による生着不全に対して臍帯血移植を行った 2症例
井上　佳子　NHO熊本医療センター

P1-10-5

フルダラビンと静注用ブスルファン 12.4mg/m2 による前処置を用いた移植
樋口　悠介　NHO熊本医療センター

P1-10-6

多発性骨髄腫に対する Bortezomib 療法における末梢神経障害についての検討
池田　直人　NHO岡山医療センター

P1-10-7

抗リン脂質抗体陽性であった血小板減少症の 1例
福岡かほる　NHO香川小児病院

P1-10-8

血液・造血器疾患 -1 10：00〜10：35
座長：NHO四国がんセンター　血液腫瘍内科　吉田　　功

血液・造血器疾患 -2 10：35〜11：15
座長：NHO南岡山医療センター　第一診療部長　竹内　　誠
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筋ジストロフィー患者の静脈血採血技術の標準化に向けた技術項目の抽出
‐ ベテラン看護師と新人看護師の採血技術の比較 ‐
渡邉　誠章　NHO 新潟病院

P1-11-1

実習指導者専任化を実施したことによる実習指導者の自己評価の変化
中村　裕樹　NHO 新潟病院

P1-11-2

看護学生呼吸器体験学習を行って
杉谷美奈子　NHO 松江医療センター

P1-11-3

心肺蘇生の手技的不安に対するＢＬＳトレーニング効果と学習会の効果
津田　蔵人　NHO あきた病院

P1-11-4

災害マニュアルに基づいた安全な避難方法の周知
−シミュレーションを取り入れた効果的な学習会の開催−
横山　宗昭　NHO 八戸病院

P1-11-5

ローテーション研修をとおして手術室看護について考えるー新人の意識調査ー
丹羽　鈴美　NHO 三重中央医療センター

P1-11-6

院内留学研修導入とその成果
松村　由美　NHO 下志津病院

P1-11-7

病棟スタッフの実習指導意欲の向上への取り組み
戸野　佳子　NHO 米子医療センター

P1-12-1

筋ジストロフィー病棟における基礎看護学実習の学生指導
朝倉　裕子　NHO 医王病院

P1-12-2

透析室支援看護師の知識、技術の習得に向けての指導内容の検討
濱部　正和　NHO 神奈川病院

P1-12-3

当院における直接介助から始める新人教育の有効性
永島　好江　NHO 栃木病院

P1-12-4

看護師の採血管の使用順序に対する認識と学習経験との関連
山本さゆり　NHO 宇多野病院

P1-12-5

固定チームナーシングのリーダー育成の重要性
ーリーダー・サブリーダーの役割意識の動機付けー
船木　久美　NHO 八戸病院

P1-12-6

新任看護師長研修による受講生と企画運営者への効果
井手野由美子　NHO 福岡病院

P1-12-7

看護助手が洗髪技術研修を企画して—仲間が仲間を育てる—
五嶋　誠二　NHO 九州医療センター

P1-12-8

看護総合 -5 10：00〜10：35
座長：NHO 福山医療センター　副看護師長　柳本恵美子

看護総合 -6 10：35〜11：15
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　教育担当看護師長　小杉　恭子
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肺静脈隔離術前の造影 CT 検査の有用性
亀田　賢治　NHO 岡山医療センター

P1-13-1

心位相による肺静脈の 3 次元座標変化の解析
木村　　傑　NHO 北海道医療センター

P1-13-2

当院の現状におけるここ一年の 16 列 CT におけるＰＡ . ＰＶ撮影法の適正化について
辻　　慎也　NHO 函館病院

P1-13-3

64 列 CT 装置を用いた肺動静脈分離撮影における最適撮影速度の検討
下地　洋平　NHO 高崎総合医療センター

P1-13-4

Dual Energy CT による肺還流画像の有用性について
野平　敬之　国立国際医療研究センター

P1-13-5

Easy Z-soreImaging System を用いた肺 Template ROI による肺塞栓症治療効果の判定
工藤　　洋　NHO 仙台医療センター

P1-13-6

iDose4 再構成の画質評価ファントム画像における FBP 再構成との比較
森川　　進　NHO 京都医療センター

P1-14-1

CT-AEC を使用したガントリ傾斜角度変化の性能評価―低コントラスト分解能―
相澤　　功　NHO 信州上田医療センター

P1-14-2

当院の 16 列 CT における再構成フィルターの最適化
佐々木　諒　NHO 相模原病院

P1-14-3

６４列 CT での頭部撮影
細川　　徹　NHO 大阪医療センター

P1-14-4

頭部単純 CT における CT 装置間での再構成関数の比較と検討
泉　　登久　NHO 熊本医療センター

P1-14-5

放射線診断・画像診断・放射線治療 -5　CT1 10：00〜10：30
座長：NHO 金沢医療センター　RI 検査主任　森　　美彦

放射線診断・画像診断・放射線治療 -6　CT2 10：30〜10：55
座長：NHO 四国がんセンター　放射線品質管理主任　笠井　慎也
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全身外傷 CT におけるボーラストラッキング法と時間固定法の使用法について
田中　善啓　NHO 水戸医療センター

P1-15-1

iDose ４を用いた低線量胸部 CT 検査における至適撮影条件の検討
西川　峰生　NHO 京都医療センター

P1-15-2

筋ジストロフィー・重症心身障害児における全脊椎ＣＴのプロトコールの再検討
岩本　泰典　NHO 広島西医療センター

P1-15-3

可変ヘリカルピッチを用いた下肢血管 CTA の撮影
横井　里映　NHO 静岡医療センター

P1-15-4

可変ヘリカルピッチを用いた冠動脈 CT と下肢血管 CTA の撮影
山口奈保美　NHO 静岡医療センター

P1-15-5

当院における SPECT-CT 装置のピッチファクターの最適化
宮崎　紘樹　NHO 相模原病院

P1-15-6

CT ボーラストラッキング法における透視線量適正化の検討
窪目　昌太　国立がん研究センター中央病院

P1-15-7

123I − IMZ（iomazenil）SPECT 早期像と 123I − IMP（iodoamphetamine）SPECT 像
の比較検討
児玉　和久　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P1-16-1

123I を用いた核医学検査のコリメータによる画質の比較検討
横浜敬一朗　NHO 高崎総合医療センター

P1-16-2

当院における I-123-IMP 脳血流 SPECT 画像の最適化へ向けての検討
稲葉　　護　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-16-3

IMP を用いた非採血安静 -ACZ 負荷検査１日法（IMP-RAMDA 法）の実際
鯉江　史朗　NHO 名古屋医療センター

P1-16-4

シリンジ分割での脳血流シンチ RVR 法における投与量のばらつきとその補正法―基礎研究―
原田　高行　NHO 三重中央医療センター

P1-16-5

シリンジ分割での脳血流シンチ RVR 法における投与量のばらつきとその補正法―臨床研究―
原田　高行　NHO 三重中央医療センター

P1-16-6

心筋 MIBG シンチにおける H/M の技師間差減少への試み―演算による上縦隔 ROI 設定―
原田　高行　NHO 三重中央医療センター

P1-16-7

放射線診断・画像診断・放射線治療 -7　CT3 10：55〜11：30
座長：NHO 北海道医療センター　技師　荻子　仁泰

放射線診断・画像診断・放射線治療 -8　RI1 10：00〜10：35
座長：NHO 西新潟中央病院　撮影透視主任　石川　玉樹
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電子線の照射野サイズにおける出力差の検証
小林　幸雄　NHO 旭川医療センター

P1-17-1

放射線治療における寝台のたわみ測定について
狩山　　晋　NHO 岩国医療センター

P1-17-2

全乳房照射における物理ウェッジの基礎的特性の検討
坂口　麻里　国立がん研究センター中央病院

P1-17-3

I-125 シード治療の TRUS キャリブレーション QA 精度の検討
高橋　真一　NHO 埼玉病院

P1-17-4

指頭型電離箱を用いた MV-CBCT によるファントム内吸収線量の測定
川崎　年久　NHO 熊本医療センター

P1-17-5

放射線治療計画用 CT における iDose の使用についての基礎的検討
大西　孝志　NHO 京都医療センター

P1-17-6

低線量率モードを使用した小児の全身照射の検証と運用経験
藤渕　智康　国立成育医療研究センター

P1-18-1

転移性骨盤リンパ節腫瘍に対する組織内刺入前バーチャル刺入計画
上田　麻里　NHO 大阪医療センター

P1-18-2

前立腺ＩＭＲＴにおけるＰＴＶマージン評価法の検討—ＭＲＩにおけるＩＭの評価—
谷本　恵子　NHO 関門医療センター

P1-18-3

当院、前立腺ＩＭＲＴにおける体位（腹臥位、仰臥位）によるセットアップ精度の検討
前田　武志　NHO 四国がんセンター

P1-18-4

放射線診断・画像診断・放射線治療 -9　治療 1 10：35〜11：05
座長：NHO 大阪南医療センター　照射主任　中山　智司

放射線診断・画像診断・放射線治療 -10　治療 2 11：05〜11：25
座長：NHO 豊橋医療センター　副診療放射線技師長　横山　恵太
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人工骨頭置換術後に生じた高齢者大腿骨転子下骨折の１例
中西　秀二　NHO 長崎病院

P1-19-1

肘関節の異所性骨化に対し関節授動術を行った 1 例
上村　篤史　NHO 米子医療センター

P1-19-2

骨露出創に対する人工真皮を利用した創閉鎖
藤岡　正樹　NHO 長崎医療センター

P1-19-3

頬骨骨折の低侵襲手術法—頬骨下稜部１点固定法の適応と手技—
藤岡　正樹　NHO 長崎医療センター

P1-19-4

ＣＡＤソフトを用いた人工股関節置換術の術前計画についての検討
福井　孝洋　NHO 豊橋医療センター

P1-19-5

転移性脊椎腫瘍と鑑別を要した腰椎片側椎弓根低形成の１例
竹光　正和　NHO 村山医療センター

P1-19-6

ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の治療経験
古賀　康史　NHO 長崎医療センター

P1-20-1

関節炎、結節性紅斑様皮疹を呈した一例
宮城瑠美子　NHO 横浜医療センター

P1-20-2

タッチパネル型パソコンを利用したリウマチ診療問診システム導入後の調査報告
岸本真紀子　NHO 大阪南医療センター

P1-20-3

関節リウマチ患者における病原体別単球上 CD64 分子定量の検討
小宮　明子　NHO 相模原病院

P1-20-4

SLE 不一致一卵性双生児例のゲノム・エピゲノム解析
古川　　宏　NHO 相模原病院

P1-20-5

NinJa データベースにみる高齢発症の関節リウマチ患者の検討
吉澤　　滋　NHO 福岡病院

P1-20-6

リウマチ・骨・運動器 -1 10：00〜10：30
座長：NHO 仙台医療センター　整形外科医長　伊勢福修司

リウマチ・骨・運動器 -2 10：30〜11：00
座長：NHO 相模原病院　リウマチ科医長　松井　利浩
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術後床上安静に伴う腰痛の要因と看護介入の実態
林　　寛子　NHO 佐賀病院

P1-21-1

膝関節へのクーリング用具の効果
清水三千子　NHO 栃木病院

P1-21-2

特発性側彎症で後方固定術を受けた患者の生活現状調査による退院指導の検討
〜術後 5 年間の患者を対象にしたアンケート調査〜
中川ともみ　NHO 神戸医療センター

P1-21-3

THA 患者に対する退院指導パンフレットの内容に関する調査
居村　　遥　NHO 善通寺病院

P1-21-4

大腿骨頚部・転子部骨折患者における効果的な経口摂取を考える
—摂食・嚥下評価シートを作成して—
掛　　里朱　NHO 福山医療センター

P1-21-5

大腿骨頚部骨折患者の認知症患者に対し個別性のある援助を取り入れて
〜環境調整に着目して〜
藤本のぞみ　NHO 広島西医療センター

P1-21-6

歩行障害を呈する PD 患者における外反母趾の特徴―予備調査 5 例で見えてきたこと―
小川　順也　国立精神・神経医療研究センター

P1-22-1

リハビリテーションと薬物療法により歩行能力改善をみた橋本脳症患者の一症例
滝　　良仁　NHO 東埼玉病院

P1-22-2

体重免荷装置を用いた立位バランス訓練が姿勢保持能力に有効であった進行性核上性麻痺の
一症例
渡邊　潤子　NHO 東名古屋病院

P1-22-3

ITB 療法（IntrathecalBaclofenTherapy）が適応となった進行性の痙性対麻痺患者に対す
る理学療法の経験
今泉　正樹　NHO 岡山医療センター

P1-22-4

理学療法により歩行能力が向上した高齢スモン患者の一症例
門脇　守男　NHO 南岡山医療センター

P1-22-5

リウマチ・骨・運動器 -3 11：00〜11：30
座長：NHO 長崎医療センター　整形外科部長　本川　　哲

リハビリテーション -1 10：00〜10：25
座長：NHO 東徳島医療センター　理学療法士長　植村　直子
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早期よりリハビリテーションが介入できた特発性脊髄硬膜外血腫の一例
嶋　　悠也　国立国際医療研究所センター国府台病院

P1-23-1

てんかん患者の効率的な体重減少を目的とした運動プログラムの試み
平松　文仁　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P1-23-2

チャーグストラウス症候群による両足底のしびれに対して超音波療法を施行した一症例
勝見有紀子　NHO 相模原病院

P1-23-3

患者意思を尊重し QOL 貢献ができた ALS 終末期の一例
福満　俊和　NHO 長崎病院

P1-23-4

カフマシーンを導入した筋萎縮性側索硬化症患者を経験して
松浦　佑哉　NHO 南岡山医療センター

P1-23-5

外来での短期間の練習にてポータブルスプリングバランサーの導入に成功した ALS 患者の一
症例
水口　寛子　国立国際医療研究センター

P1-24-1

ALS 患者の視線入力意思伝達装置導入に関する分析  第 1 報

ALS 患者の視線入力意思伝達装置導入に関する分析　第 2 報
上林　　泉　NHO あきた病院

上林　　泉　NHO あきた病院

P1-24-2

P1-24-3

コミュニケーション手段と趣味の拡大に iPad を導入した ALS 患者の一症例
曽根　弘喜　NHO 鳥取医療センター

P1-24-4

就労場面でのてんかん患者の働きにくさを把握する問診票作成の試み
山崎　陽平　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P1-24-5

触覚刺激により遊びの中で麻痺側の使用が積極的になった一例
長田　英喜　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P1-24-6

肩手症候群に対する麻痺側上肢管理の検討
松川　佳代　NHO 東広島医療センター

P1-24-7

脳卒中一般病棟より SCU 病棟に介入転換した作業療法士の立場から
〜当院での介入転換における診療報酬の観点より〜
吉田　和史　NHO 鹿児島医療センター

P1-24-8

リハビリテーション -2 10：25〜10：50
座長：NHO 広島西医療センター　運動療法主任　野㟢　　心

リハビリテーション -3 10：50〜11：30
座長：NHO 南岡山医療センター　作業療法士長　松本　　勉
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患者様に与える音楽の効果について
杉山あき子　NHO 静岡医療センター

P1-25-1

OT が紡ぐ、ALS 患者の退院支援リスト
友安　青子　NHO 高松医療センター

P1-25-2

ALS 症例における心理カウンセリング：多職種による難病ケアの一環として
栗田　幸恵　NHO 山形病院

P1-25-3

脳神経内科病棟における抑制を受けている患者の抑制解除に向けた判断基準作成の検討
小林　　恵　NHO 旭川医療センター

P1-25-4

筋ジストロフィーで寝たきり状態にある患者の余暇活動に対する満足度調査
〜ＱＯＬ向上に向けて〜
鬼塚　麗奈　NHO 南九州病院

P1-25-5

神経筋難病病棟で働く看護師のストレスの軽減—アサーションを取り入れて—
鴨川　千春　NHO 鳥取医療センター

P1-25-6

人工呼吸器を装着中のＡＬＳ患者を対象としたＱＯＬの検討生活の質の評価法ＳＥＩＱｏＬ
−ＤＷを使用して
山下　沙紀　NHO 南岡山医療センター

P1-25-7

筋強直性ジストロフィー患者の QOL 向上を図るーﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｹｱにボランティアを導入してー
正木　純子　NHO あきた病院

P1-25-8

ＡＬ S 患者の”食べたい”を支える
松田　華奈　NHO 天竜病院

P1-26-2

人工呼吸器を装着したＡＬＳ患者のレスパイト入院時の情報収集用紙使用による看護師の意識変化
菅頭摩理子　NHO 宮城病院

P1-26-3

筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者・家族への心理支援
—集団療法としてのえー・える・えす・サロンの試み—
加藤　麻美　NHO 千葉東病院

P1-26-4

経口摂取に代わる栄養摂取方法選択過程におけるソーシャルワーク面接の役割
〜「胃ろうは延命ですか？」をともに考える〜
植竹　日奈　NHO まつもと医療センター中信松本病院

P1-26-5

神経難病患者の退院支援・退院調整〜地域連携合同カンファレンスを導入して〜
本川友里乃　NHO 南九州病院

P1-26-6

パーキンソン病患者への服薬支援を考える−地域連携・多職種連携を行った 2 事例—
古本　桂子　NHO 医王病院

P1-26-7

人工呼吸器装着患者の在宅療養へ向けた退院指導に関する患者家族の不安調査
長友茉理子　NHO 宮崎東病院

P1-26-8

療養介助員の取り組み報告ー関節可動域制限のある患者にベッド上で足浴をするー
山田　裕也　NHO まつもと医療センター中信松本病院

P1-26-9

電動歯ブラシと歯ブラシを使用した口腔ケアの効果の比較
木田　晶子　NHO 関門医療センター

P1-26-1

神経疾患 -1 10：00〜10：40
座長：NHO 徳島病院　看護師長　山本　由美

神経疾患 -2 10：40〜11：25
座長：NHO 長崎川棚医療センター　看護師長　馬場　勝江
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医療観察法における治療プログラム〜「被害者について考える時間」プログラムの試み〜
河井　明美　NHO 下総精神医療センター

P1-27-1

医療観察法病棟における服薬自己管理パス導入の試みと実践の評価
今井　義和　NHO 下総精神医療センター

P1-27-2

医療観察法病棟での多職種チーム医療構造に関する検討
界外　啓行　NHO 榊原病院

P1-27-3

医療観察法病棟における栄養士との連携による『食』へのアプローチを試みて
野口　正子　NHO 榊原病院

P1-27-4

医療観察法指定通院対象者に対するデイケア介入についての考察
藤部　百代　NHO 東尾張病院

P1-27-5

医療観察法病棟作業療法におけるストレッチプログラムの取り組み
山田みどり　NHO 東尾張病院

P1-27-6

医療観察法指定入院対象者における主体性向上への取り組み
−あすなろグループの経過から−
梅田　雄嗣　NHO 東尾張病院

P1-27-7

隔離室使用患者用クリティカルパスの導入　ー行動制限の最小化を目指してー
大㟢　友理　NHO 小諸高原病院

P1-28-1

思春期摂食障害患者への看護師としての対応
〜思春期摂食障害患者への看護援助を振り返って〜
谷川　茉依　NHO 東京医療センター

P1-28-2

服薬自己管理の取り組みと心理療法の効果について
田淵　克則　NHO 富山病院

P1-28-3

mECT を受ける患者の看護〜看護師へのアンケート調査からみえてきた看護の姿勢と課題〜
高良　朋子　NHO 琉球病院

P1-28-4

精神科病棟における陰性感情への対応法方に関する研究
寳來　　茜　NHO 舞鶴医療センター

P1-28-5

精神科看護を通して、看護師間の連携を考える
岩田　幸恵　NHO 東尾張病院

P1-28-6

精神科病棟に入院中の患者の、外出・外泊における自殺予防のためのチェックリストの作成
ー外出・外泊を事故なく安全に行うためにー
小林　　創　NHO さいがた病院

P1-28-7

LOCUS トレーニングによる看護師の心理的変化の検証
長瀬さゆり　NHO 下総精神医療センター

P1-28-8

精神疾患 -1 10：00〜10：35
座長：NHO 賀茂精神医療センター　第一診療部長　山口　博之

精神疾患 -2 10：35〜11：15
座長：NHO 下総精神医療センター　医長　藤井　龍一
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頭頚部の気管切開術翌日の患者が感じる苦痛の理解
笹井美菜子　NHO 千葉医療センター

P1-29-1

肺切除術を受けた患者が日常生活に適応していく過程
−日常生活調査票を用いた調査を行って　第一報−
上西美菜子　NHO 福山医療センター

P1-29-2

胃内視鏡検査を受けた患者の不安〜聞き取り調査からの実態分析〜
具志堅　貢　国立療養所沖縄愛楽園

P1-29-3

骨髄穿刺を受ける患者の不安の軽減を図る—音楽を取り入れた取り組み—
中村亜沙子　NHO 水戸医療センター

P1-29-4

消化器術後創感染患者の心理
木村　康子　NHO 大阪医療センター

P1-29-5

肺切除術を受ける肺癌患者の心理状態〜術前患者の聞き取り調査より〜
中山　貴代　NHO 大牟田病院

P1-30-1

ボディイメージの変化が生じた成人期患者への援助
魚野　智子　NHO 京都医療センター

P1-30-2

抑うつ状態にある呼吸リハビリテーション患者の看護を振り返る
−フィンクの危機モデルを用いての一考察ー
花房　人美　NHO 南岡山医療センター

P1-30-3

腰椎穿刺時の患者不安に対するＢＧＭの有効性
五郡　直也　国立精神 ･ 神経医療研究センター病院

P1-30-4

A 病院におけるリンパ浮腫患者への関わり
遠藤　　萌　NHO 米子医療センター

P1-30-5

高次機能障害をもつ患者の家族の思い
龍見　香子　NHO 宇多野病院

P1-30-6

看護総合 -9 10：00〜10：25
座長：NHO 岩国医療センター　看護師長　星野　　恵

看護総合 -10 10：25〜10：55
座長：NHO 愛媛病院　看護師長　近藤ヒロ子
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朝礼でリスク軽減
舟木　　弘　NHO 北陸病院

P1-31-1

医療安全対策の一環としての化学療法の投与量のチェックシートを利用して
八木　秀明　NHO 佐賀病院

P1-31-2

看護師への抗癌剤曝露に関する実態調査
堀　ひかり　NHO 別府医療センター

P1-31-3

調剤医療過誤防止を目的とした錠剤（ＰＴＰ包装）の識別性に対するアンケート結果の報告
林　　和男　大洋薬品工業株式会社

P1-31-4

外来患者の抗血栓薬内服中止指導体制の導入に伴う効果の調査
〜看護師・薬剤師の業務負担・不安の比較〜
河野　由佳　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-31-5

化学療法に関するインシデント減少に向けての取り組み
〜プレドニン内服内服誤りの背景を探る〜
矢口　綾子　NHO まつもと医療センター松本病院

P1-31-6

投薬プロセスのフローチャートを活用した投薬エラーの分析
山中　博之　NHO 仙台医療センター

P1-31-7

タブレットＰＣを利用したヒヤリ・ハット事例の収集と分析について
尾㟢　誠一　NHO 岩国医療センター

P1-31-8

血清 CPK が再上昇した横紋筋融解症の一例
石黒　一也　NHO 北海道医療センター

P1-32-1

ICU 入室患者へのスキンケアの見直し
森口　奏相　NHO 別府医療センター

P1-32-2

救命救急センター新人看護師のストレス要因とプリセプターへの期待
星川　敬志　NHO 東京医療センター

P1-32-3

ＩＣＵにおける認知症患者の不穏発症要因の分析
渡邊　絵美　国立長寿医療研究センター

P1-32-4

「CPR と ECC のための AHA ガイドライン 2005」BLS 再受講者と非受講者では、成人の
CPR 知識に違いがあるか
山口　道代　NHO 函館病院

P1-32-5

Ａ病院ＩＣＵ看護師のクーリングに対する実態調査
大橋　佳奈　NHO 関門医療センター

P1-32-6

救命救急病棟での不快音の実態〜患者疑似体験からの分析〜
宮田紗緒梨　NHO 関門医療センター

P1-32-7

ICU における VAP サーベイランスの導入と口腔内トラブル実態調査
三村　由佳　NHO 関門医療センター

P1-32-8

全身麻酔で手術を受ける患者の術前不安要因の分析〜環境の変化に着目して〜
山本なるみ　NHO 山口宇部医療センター

P1-32-9

医療安全 -1 10：00〜10：40
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　副薬剤科長　小川　喜通

救急・集中医療 10：40〜11：25
座長：NHO 長崎医療センター　看護師　野口みどり
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腸管気腫症穿孔により abdominalcompartmentsyndrome となった 1 例
磯田　健太　NHO 福山医療センター

P1-33-1

抗結核療法中にイレウスを発症した小腸結核の１例
小林　慶子　NHO 東名古屋病院

P1-33-2

最近 6 年間で当院で経験した Mesodiverticularband による絞扼性イレウスの 4 例
曽我美朋子　NHO 香川小児病院

P1-33-3

上部消化管内視鏡検査における循環動態の変化
−患者背景による循環動態の違いの有無についての検討−
平野　　淳　NHO 南岡山医療センター

P1-33-4

NBI 内視鏡連続１０００例における上部食道異所性胃粘膜の検討
大原　正範　NHO 函館病院

P1-33-5

出血性胃十二指腸潰瘍に対する内視鏡的止血術の検討−特に抗血栓療法施行例に関して−
島田　昌明　NHO 名古屋医療センター

P1-33-6

腎細胞癌、同時性膵転移の診断で切除した膵内分泌腫瘍の 1 例
北田　浩二　NHO 福山医療センター

P1-34-1

卵殻状石灰化を有する嚢胞を伴った膵内分泌腫瘍の１例
岩尾　年康　NHO 函館病院

P1-34-2

乳頭腺内分泌癌の１例
岩尾　年康　NHO 函館病院

P1-34-3

胆管未分化癌の１例
岩尾　年康　NHO 函館病院

P1-34-4

経時的変化を捉えたｓｓ胆嚢癌の１例
岩尾　年康　NHO 函館病院

P1-34-5

胆道系優位の肝機能障害、貧血、血小板減少を認め原発性胆汁性肝硬変との鑑別を要した薬
剤性肝障害の一症例
古宮　憲一　NHO 霞ヶ浦医療センター

P1-34-6

ラミブジン耐性 B 型慢性肝炎に対するアデホビル併用療法の長期予後
坂根　貞嗣　NHO 大阪医療センター

P1-34-7

消化器疾患 -1 10：00〜10：30
座長：NHO 福山医療センター　がん診療部長　稲垣　　優

消化器疾患 -2 10：30〜11：05
座長：NHO 大阪南医療センター　がん診療連携統括部長　堀内　哲也
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長期入院患者の自己決定能力を引き出すために〜買い物での関わりを通して〜
嘉数江美子　NHO 北陸病院

P1-35-1

精神科病院での長期在院患者の退院支援活動における看護師の体験
奥野さゆり　NHO 東尾張病院

P1-35-2

長期入院患者の生活習慣病予防の 2 年目の取り組み
近藤まゆみ　NHO 小諸高原病院

P1-35-3

訪問看護と病棟・多職種との連携〜合同カンファレンスを通して〜
宇江城京子　NHO 琉球病院

P1-35-4

退院支援に向けた SST の実践
三浦　慶子　NHO 榊原病院

P1-35-5

精神科入院患者の病棟レクリエーション効果
矢木　康寛　NHO やまと精神医療センター

P1-35-6

精神疾患を持つ患者の喫煙に対する発言の変化
〜看護師参加型のグループミーティングを実施して〜
森　　隆之　NHO 北陸病院

P1-35-7

東尾張病院における「退院準備プログラム」のこれまでの取り組みと転帰に関する分析
水野　準也　NHO 東尾張病院

P1-35-8

総合病院外来における精神科作業療法の試み〜導入 1 年を振り返って〜
久保山美樹枝　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-36-1

精神科デイケアにおける就労準備プログラム“スイーツクラブ”の取組みと経過
−管理栄養士・調理師との協業−　
木股　里奈　NHO 東尾張病院

P1-36-2

「デイケアの導入を円滑にするシステムの検討」〜入院中からデイケアを利用する〜
加藤　有美　NHO 東尾張病院

P1-36-3

新患の治療中断を少なくする為の取り組み〜診察終了後の患者への思いに関わって〜
菅原　優姫　NHO 花巻病院

P1-36-4

Borderless Art　〜心の壁を越えた社会を目指して〜に関する一考察
多田真由子　NHO 花巻病院

P1-36-5

精神疾患 -3 10：00〜10：40
座長：NHO 鳥取医療センター　副院長　助川　鶴平

精神疾患 -4 10：40〜11：05
座長：NHO 肥前精神医療センター　看護師長　面高　康成
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共同入札で導入した電子カルテシステムに関する諸問題について−放射線部門からの視点−
北口　貴教　NHO 宮崎東病院

P1-37-1

放射線科システムの構築
勘野　博明　NHO 東徳島医療センター

P1-37-2

病院電子カルテシステム更新に伴う検査情報システムの構築
野田　　岳　NHO 信州上田医療センター

P1-37-3

電子カルテ導入に際しての、がん化学療法の安全な投与管理と副作用モニタリングのための
テンプレート作成
今村　繭子　NHO 九州医療センター

P1-37-4

電子カルテ記録を使った「レジデントコンセンサスカンファレンス」の試み
内山　直樹　NHO 東京医療センター

P1-37-5

文書管理システム (Yahgee®) の活用について
−栄養サポートチーム (NST) の新たな取り組み−
國松　絵美　NHO 埼玉病院

P1-37-6

当院の病院情報システムにおける医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの遵守
状況に関する検討
高橋　友哉　NHO 千葉医療センター

P1-38-1

病院情報システム（電子カルテシステム）のリプレイスに伴う問題点及びその対応
宮崎　哲彦　NHO 長崎川棚医療センター

P1-38-2

医療情報システムを用いた節電対策の検討
岩瀬　　巧　国立がん研究センター

P1-38-3

院内ネットワークシステムの管理について
舛形　達也　NHO 東徳島医療センター

P1-38-4

当院におけるフィルムレス導入時の問題点（放射線技師の立場から）
大原　健司　NHO 九州がんセンター

P1-38-5

病院管理システム・電子カルテ -1 10：00〜10：30
座長：NHO 東京医療センター　総合内科医長　鄭　　東孝

病院管理システム・電子カルテ -2 10：30〜10：55
座長：NHO 岡山医療センター　診療部長　米井　敏郎
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当院における NST 介入患者への関わり〜その後の症例検討と報告〜
近藤　聡子　NHO 北海道がんセンター

P1-39-5

小児病院における NST 活動の現状と課題
坂井　里恵　国立成育医療研究センター

P1-39-6

当院における NST 活動の現状と発展　第 2 報
鈴木絵梨奈　NHO 埼玉病院

P1-39-7

NST における薬剤師の活動〜栄養サポートチーム加算取得への対応〜
藤方　智也　NHO 浜田医療センター

P1-39-8

消化器外科病棟における栄養管理の意識向上を目指して
小池　美希　NHO 埼玉病院

P1-39-1

標準体重 BMI から計算したエネルギーに増やしたことで栄養状態の改善を見た事例検討
棚橋香羽子　NHO 医王病院

P1-39-2

腎疾患及び褥瘡を有する高齢患者に対する NST 介入の一例
稲月　彰子　NHO 相模原病院

P1-39-3

長期経腸栄養施行患者に対する微量元素・カルニチン欠乏の早期発見とその対応
大森理津子　NHO 香川小児病院

P1-39-4

当院における口腔ケアリンクナース育成の試み〜アンケート結果より〜
小久保睦代　NHO 名古屋医療センター

P1-40-1

嚥下障害患者の食事介助の方法〜「食べたい」という思いを支えて〜
成田有希奈　国立長寿医療研究センター

P1-40-2

多発性脳梗塞発症後に経口摂取が困難になった患者への取り組み
尾畑　晴彦　国立療養所長島愛生園

P1-40-3

当院における「誤嚥性肺炎」入院患者の状況について
小島　章孝　NHO 名古屋医療センター

P1-40-4

重症心身障害児・者の経口摂取者に対する病棟単位での誤嚥防止への NST の取り組み
古内　　洋　NHO 八戸病院

P1-40-5

胃瘻造設・入れ替えパスの導入と栄養士の関わり
中辻　晴香　NHO 南和歌山医療センター

P1-40-6

胃瘻周囲の発赤が改善した一例〜ゲルクッションによる固定具を導入して〜
千田　文代　NHO 石川病院

P1-40-7

胃瘻造設した患者家族の思い
山下佳那子　NHO 善通寺病院

P1-40-8

褥瘡・NST・栄養 -1 10：00〜10：40
座長：NHO 浜田医療センター　ＮＳＴ専従看護師　佐々木富貴子

褥瘡・NST・栄養 -2 10：40〜11：20
座長：NHO 高知病院　副薬剤科長　幸吉　　明
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中国四国ブロック管内におけるＩＣＴ活動の現状（調査結果）
都築　大輔　NHO 東徳島医療センター

P1-41-1

当院 ICT における薬剤師の役割と活動報告
足立　遼子　国立国際医療研究センター病院

P1-41-2

広域抗菌薬届出システムの構築と抗菌薬使用状況への効果
稲吉　隆行　NHO 静岡医療センター

P1-41-3

ＩＣＴ（感染対策チーム）による抗菌薬適正使用を目的としたラウンドの導入
竹山　知志　NHO 広島西医療センター

P1-41-4

ATC/DDDsystem を用いた抗菌薬使用量の診療科別統計
亀田　敬子　NHO 関門医療センター

P1-41-5

当院における市中肺炎ガイドライン遵守状況調査
宮田　　篤　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-41-6

MRSA 肺炎における TDM の評価
川上　恵子　NHO 熊本医療センター

P1-41-7

MRSA における薬剤感受性パターンの調査とその検討
永野　真久　NHO 熊本医療センター

P1-41-8

看護師を対象にした学習会による排泄ケア時の擦式アルコール製剤を用いた手指消毒状況の
改善
野崎　一樹　NHO 愛媛病院

P1-42-4

間接看護師の手指衛生について〜意識と行動の変化〜
小川　朋美　NHO 静岡医療センター

P1-42-5

手術時手洗いの検討〜スクラビング法とラビング法における SSI 発生の比較調査〜
辻　　真弓　NHO 長良医療センター

P1-42-6

当院消化器外科病棟における手術部位感染サーベイランスを活用した SSI 対策の見直し
有川　法宏　NHO 九州医療センター

P1-42-7

看護師のスタンダードプリコーションに対する意識・知識の向上への取り組み
松木美穂子　NHO 大牟田病院

P1-42-1

感染拡大防止のための標準的予防策に関する教育プログラムの効果検証
比留間良恵　NHO 東埼玉病院

P1-42-2

教育プログラムによる看護師の行動変化への取り組み
〜速乾性擦り込み式手指消毒剤を用いて〜
近藤　綾子　NHO 東京医療センター

P1-42-3

感染症・ＩＣＴ -1 10：00〜10：40
座長：NHO 姫路医療センター　調剤主任及び医薬品情報管理室　情報管理係長　川戸　順之

感染症・ＩＣＴ -2 10：40〜11：15
座長：NHO 米子医療センター　副看護師長　中田　早苗
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記録監査を通して記録の充実を図る
南雲　壹巳　NHO 小諸高原病院

P1-43-1

ウォーキングカンファレンスの現状〜スタッフ教育の充実化に向けた課題の検討〜
鳥屋　　早　NHO 大阪医療センター

P1-43-2

個別ケア継続に向け情報共有・事例検討を再考して
大房　京子　NHO 神奈川病院

P1-43-3

業務調整カンファレンス導入の試み〜チーム間応援体制の強化を目指して〜
田崎　幸子　NHO 神奈川病院

P1-43-4

ウォーキングカンファレンスの実態調査患者参加型のウォーキングカンファレンスをめざして
樋渡　三香　NHO 関門医療センター

P1-43-5

カンファレンスの習慣化と内容の充実に向けて
中島　利恵　NHO 滋賀病院

P1-43-6

看護必要度院内研修体制の再構築〜電子カルテによる記録の整備と院内教育の見直し〜
豆田　敬子　NHO 九州医療センター

P1-44-1

患者参加型看護計画の推進に向けての課題〜看護師による患者への看護計画の説明の現状〜
藤原　千加　NHO 大阪南医療センター

P1-44-2

患者参加型の看護計画導入を試みて—看護記録の質の向上を目指して−
崎地　志穂　NHO 三重中央医療センター

P1-44-3

看護記録委員の関わりによる記録の変化と患者・家族参加カンファレンスの実施
ー看護記録監査を通してー
新本美智代　NHO 医王病院

P1-44-4

カンファレンス活用による記録の事例検討
金田恵里奈　NHO 小倉医療センター

P1-44-5

神経難病病棟におけるデスカンファレンスの有効性
塩野　真美　NHO 山形病院

P1-44-6

看護総合 -13 10：00〜10：30
座長：NHO 東広島医療センター　看護師長　新原　正美

看護総合 -14 10：30〜11：00
座長：NHO 広島西医療センター　看護師長　塩谷　恵子
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認定看護師実習受け入れ後の看護師の意識調査
加藤由紀恵　NHO関門医療センター

P1-45-1

若年性乳がん患者の治療に向けた認定看護師間の連携の一例
森　　真弓　NHO千葉医療センター

P1-45-2

新人看護師に対する看取りのケア研修の実践報告
甲斐　祭生　NHO九州医療センター

P1-45-3

認定ミーティングの開催の取り組み報告—情報共有の場を実践につなぐ—
小田原美樹　NHO九州医療センター

P1-45-4

デスカンファレンス・診療記録からみたターミナル期の看護の現状
柏本　友美　NHO岡山医療センター

P1-46-4

デスカンファレンスについての実践報告
石井　宏明　独立行政法人国立がん研究センター

P1-46-5

デスカンファレンスの効果と今後の課題〜アンケート調査からみえるもの〜
川上　　泉　NHO東広島医療センター

P1-46-6

エンジェルカンファレンスによる緩和ケアの振り返り
〜悪化因子と緩和因子の分析を行って〜
森　　陽介　NHO長崎病院

P1-46-7

緩和ケア病棟に入院した終末期がん患者のＱＯＬ評価
〜ＧＤＩ（GoodDeathInventory）を用いた遺族アンケート調査から〜
榎本　佳世　NHO南和歌山医療センター

P1-46-1

第 1回遺族会を開催して〜アンケート結果とスタッフの意見を分析して〜
神藤千栄子　NHO豊橋医療センター

P1-46-2

ターミナル期にある患者の家族と看護師との関わりを振り返って
清水　美喜　NHO信州上田医療センター

P1-46-3

認定・専門看護師 11：00〜11：20
座長：NHO鳥取医療センター　看護師長　沖　　好子

終末期・緩和医療 -1 10：00〜10：35
座長：NHO呉医療センター・中国がんセンター　副看護師長　松原　智美
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当院におけるエンゼルケアの実態調査
西嶋　　豊　NHO 静岡医療センター

P1-47-1

エンゼルケアの際の顎・手のしばりに関する意識調査〜資料配布前後の意識の変化〜
伊藤巴弥美　NHO 九州医療センター

P1-47-2

詰め物を行わないエンゼルケアを選んだ家族の看取り—家族の電話調査から考える—
永田　恵理　NHO 岩国医療センター

P1-47-3

帰る場所のない死への関わり　第二報
小林　和代　NHO まつもと医療センター松本病院

P1-47-4

何処へ行けばいいの？　〜枯れる医療を求めて〜
高瀬　昌浩　NHO 横浜医療センター

P1-47-5

感染リンクナースによる針刺し切創防止対策への取り組みの評価
永井　睦美　NHO 刀根山病院

P1-48-1

リンクナースによる中心静脈ライン関連血流感染予防活動の検討
本間　大亮　NHO 西埼玉中央病院

P1-48-2

おむつ交換における感染対策の実施〜防護具の使用と交換〜
鈴木　京子　NHO 東名古屋病院

P1-48-3

ＩＣＴによる清拭車管理方法の改善の試み〜病院統合に伴う見直しを機会として〜
加藤なおみ　NHO 北海道医療センター

P1-48-4

アンビューバッグの管理方法変更への取り組み
工藤　圭美　NHO 埼玉病院

P1-48-5

リストバンドの細菌繁殖抑制に有効な方法の比較検討
前田　倖平　NHO 弘前病院

P1-48-6

終末期・緩和医療 -2 10：35〜11：00
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　看護師長　奥田真由美

感染症・ＩＣＴ -3 11：00〜11：30
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　感染管理認定看護師・副看護師長　下髙　美和
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当院における母乳育児推進に対する薬剤師の取り組み
中山麻衣子　NHO 大阪南医療センター

P1-49-1

母乳推進活動の評価と課題
佐田ゆかり　NHO 弘前病院

P1-49-2

母乳育児の動機づけとなる立ち会い分娩―分娩立ち会い時の夫婦の気持ちの変化―
筒井　理江　NHO 神戸医療センター

P1-49-3

当センター乳房外来を受診する褥婦が求めるものとは
太田八知世　NHO 金沢医療センター

P1-49-4

早産児を出産した母親の搾乳に対する思いの分析ーＮＩＣＵでの搾乳を試みてー
臼杵　邦枝　NHO 香川小児病院

P1-49-5

セルフチェック式授乳日記を用いた退院後の児の体重増加不良防止の効果
原　とも子　NHO 岩国医療センター

P1-49-6

妊産褥婦に対するさらしを使った骨盤輪固定の有用性の検討
吉田　　円　NHO 栃木病院

P1-50-3

妊婦継続受持ち制への取り組み
佐藤　愛美　NHO 高知病院

P1-50-4

P1-50-5 持続点滴を行う乳幼児への布固定具を用いたシーネ固定法の検討
—皮膚トラブルの減少を目指して−
村上　香織　NHO 仙台医療センターP1-50-6
小児持続点滴の固定法の検討
藤本真利子　NHO 嬉野医療センター

妊娠中の体重管理に関する早期プレママ外来受診の必要性についての検討
鈴木　　薫　NHO 三重中央医療センター

P1-50-1

Ａ病院での妊娠中期における理想体重増加量の検討
金木　久枝　NHO 相模原病院

P1-50-2

成育医療 -1 10：00〜10：30
座長：NHO 岡山医療センター　新生児科医長　中村　　信

成育医療 -2 10：30〜11：00
座長：NHO 神戸医療センター　教育担当看護師長　川㟢　純子



第 65回　国立病院総合医学会

薬剤部における治験薬調剤業務の効率化の検討
原　　英子　国立国際医療研究センター病院

P1-51-1

地域医療連携におけるスポーツファーマシストの活動について
井出　和男　NHO 相模原病院

P1-51-2

東海北陸国立病院薬剤師会業務推進委員会活動報告【第５報】フィジカルアセスメント及び
輸液ライン設計研修会開催報告
長岡　宏一　NHO 名古屋医療センター

P1-51-3

東海北陸国立病院薬剤師会業務推進委員会活動報告【第６報】フィジカルアセスメント及び
輸液ﾗｲﾝ設計研修会実施に関するｱﾝｹｰﾄ調査
長岡　宏一　NHO 名古屋医療センター

P1-51-4

オーダリングシステムを利用した簡易懸濁監査システムの構築について
近藤奈央子　NHO 岩国医療センター

P1-51-5

演題取り下げP1-51-6

簡易懸濁法のシステム導入と運用の取り組み
後藤　達也　NHO 盛岡病院

P1-51-7

家電製品（超音波洗浄機）の経管投与への応用
上條　健志　NHO 新潟病院

P1-51-8

病棟における薬剤師のチーム医療への取り組み
鈴木　訓史　NHO 旭川医療センター

P1-52-1

当院におけるドパミンアゴニスト処方状況の変化に関する調査
奥野　幸子　NHO 旭川医療センター

P1-52-2

小児インフルエンザ感染症に対するペラミビル水和物の安全性と使用実態調査
大西　瑞穂　NHO 金沢医療センター

P1-52-3

スタチン系薬剤の長期服用における血清コレステロールへの影響
浦野　久子　NHO 東京医療センター

P1-52-4

障害者病棟の入院患者における骨粗鬆症治療薬の服薬状況と問題点
佐藤　力哉　NHO 医王病院

P1-52-5

災害時の薬剤師業務とその現状〜東日本大震災を乗り越えて〜
小田原雅子　NHO 宮城病院

P1-52-6

東日本大震災によるレボチロキシンナトリウム製剤（チラーヂンＳ錠）の供給不足に対する
当院の対応
光山　忠史　NHO 賀茂精神医療センター

P1-52-7

東海北陸国立病院薬剤師会教育研修委員会の活動報告（5）
−新しい形態、キャンプ場で行う集合研修会の試み−
熊谷　隆浩　NHO 長良医療センター

P1-52-8

薬剤・薬理・薬剤管理 -1 10：00〜10：40
座長：NHO 西新潟中央病院　薬剤科長　齋藤真一郎

薬剤・薬理・薬剤管理 -2 10：40〜11：20
座長：NHO 西多賀病院　調剤主任　菊池　和彦
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巨大チョコレート嚢胞
楠本　真也　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-53-3

化学療法における婦人科がん患者の食事の援助とその効果〜プラス一品を提供して〜
萬徳　涼恵　NHO 都城病院

P1-53-4

婦人科がん化学療法後悪心・嘔吐に対する新規制吐剤の有効性
―新規クリティカルパスの作成と治療日記を使用した評価の試み―
藤野小百合　NHO 熊本医療センター

P1-53-5

セボフルランとプロポフォールの併用麻酔が婦人科腹腔鏡下手術の術後悪心・嘔吐発症率に
及ぼす影響
河野　裕明　NHO 善通寺病院

P1-53-6

リンパ浮腫患者にたいするセルフケア支援の効果
藤林　由華　NHO 北海道がんセンター

P1-53-7

単孔式腹腔鏡下手術症例の臨床的検討
早坂　　篤　NHO 仙台医療センター

P1-53-8

急激な経過を辿った卵巣原発小細胞癌肺型の１例
八木　治彦　NHO 大阪医療センター

P1-53-1

両下肢浮腫を契機に診断された深部静脈血栓症を伴った子宮体癌の一例
三好　裕美　NHO 東広島医療センター

P1-53-2

当院における後発医薬品切換えによる経営効果
齋藤　敏樹　NHO 沼田病院

P1-54-1

清掃契約における総合評価方式の導入
木村　一夫　NHO 大阪医療センター

P1-54-2

エネルギ−使用量削減への取り組み−電気自動車の購入効果について−
松岡　正尚　NHO 広島西医療センタ−

P1-54-3

医療消耗品管理の見直しに取り組んでー経営意識の向上ー
吉村利恵子　NHO 長良医療センター

P1-54-4

適正在庫をめざして
岡田　　歩　NHO 旭川医療センター

P1-54-5

会議資料の内容整理による省力化・コスト削減効果について
山口　崇臣　NHO 大阪南医療センター

P1-54-6

光電話導入による経費削減と患者アメニティー向上について
小野　直人　NHO 埼玉病院

P1-54-7

病院経営に参画しよう！〜ゴム便器の消耗を防ぐ取り組み〜
橋倉　広幸　NHO 宇多野病院

P1-54-8

産科・婦人科疾患 10：00〜10：40
座長：NHO 岡山医療センター　婦人科医長　中西　美惠

病院組織・経営・管理 -3 10：00〜10：40
座長：NHO 兵庫中央病院　事務部長　大前　道和
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ＧＭ−１（ジムワン）グランプリ開催による業務外の「ステキ」な行為の表彰によるモチベー
ション向上策の試み
大野　晋二　NHO 東広島医療センター

P1-55-1

院内活性化のための取り組み　−事務職としての役割−
曽我　　理　NHO 函館病院

P1-55-2

「働く女性に優しい職場環境づくり」を目指して
〜育児休業復帰支援を目的に親子参加型茶話会を行って〜
谷井　美保　NHO 南岡山医療センター

P1-55-3

院内病児保育支援〜にこにこルーム開設〜
宮川百合恵　NHO 長良医療センター

P1-55-4

ＭＳＷとの連携における情報の共有化と未収金対策
松本　真治　NHO 長崎医療センター

P1-55-5

職員への病院（経営）情報の周知に関する取り組み
松尾　三郎　NHO 鹿児島医療センタ−

P1-55-6

若手事務職員による自主的勉強会の開催―顔の見える連携関係の構築―
東　　真稔　NHO 北陸病院

P1-55-7

「研修」を「実際の職場」で活用するには〜宿泊研修・フォローアップ研修を活用して〜
紀川　収次　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-55-8

当院薬剤科における科員スペースのフリーアドレス化
長島　悟史　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P1-56-2

ユニフォームの中央共有システムの導入
児玉由美子　NHO 九州医療センター

P1-56-3

会議時間の短縮の取り組み
松山みどり　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P1-56-4

給与事務における誤支給防止に向けた取り組みとその効果について
武藤　桂太　NHO 八戸病院

P1-56-5

文書ファイル整理及びその必要性
富保あずさ　NHO 東広島医療センター

P1-56-6

業務メールの一元化、及びその後の業務進捗管理について
岩永　征志　NHO 東広島医療センター

P1-56-7

時間外選定療養費の導入に向けて
河本　泰宏　NHO 岡山医療センター

P1-56-1

病院組織・経営・管理 -4 10：40〜11：20
座長：NHO 関門医療センター　診療放射線技師長　近藤　　晃

病院組織・経営・管理 -5 10：00〜10：35
座長：NHO 愛媛病院　企画課長　小谷　哲人
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東日本大震災に伴う計画停電時における病院の体制について
依田　　準　NHO 横浜医療センター

P1-57-1

「計画停電」の影響と今後の対応
鈴木　宏昌　NHO 横浜医療センター

P1-57-2

総合病院職員の喫煙状況と意識の検討
板倉　安希　NHO 名古屋医療センター

P1-57-3

国立病院機構における禁煙啓発プログラムの確立に関する研究
谷口　千枝　NHO 名古屋医療センター

P1-57-4

長期貸付金にかかる臨時、前倒し返済について問題提起
出雲　卓治　NHO 宇多野病院

P1-57-5

事務職員における転勤について〜北陸地区事務職員勉強会での討議結果〜
菊山　　譲　NHO 富山病院

P1-57-6

新人の目から見た国立病院機構
山内　浩史　NHO 菊池病院

P1-57-7

病院組織・経営・管理 -6 10：35〜11：10
座長：NHO 宮城病院　管理課長　藤原　　勝
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笑顔で特別メニュー食
北岡　義浩　NHO 奈良医療センター

P2-01-1

朝食に特別メニューを取り入れて
横枕　良美　NHO 関門医療センター

P2-01-2

大規模急性期病院におけるフードサービスについて
〜満足度・治療効果の高い食事を目指した取り組み〜
吉村　弘美　NHO 九州医療センター

P2-01-3

患者満足度向上のためのワゴンサービス実施
島田　真理　NHO 医王病院

P2-01-4

筋ジストロフィー病棟で特別メニュー食を試みて
上田　誉子　NHO 奈良医療センター

P2-01-5

麦ごはんを提供することによる患者の意識変化について
菅野未希子　NHO 函館病院

P2-01-6

周術期経口補水療法を導入する際の管理栄養士の役割と患者満足度の調査結果
馬目真実子　NHO 水戸医療センター

P2-01-7

松江医療センターの地域での認識度と役割ー初診患者の聞き取り調査からー
内田　教子　NHO 松江医療センター

P2-02-1

患者さんへの心配りと情報発信
藤本　和彰　NHO 大阪医療センター

P2-02-2

患者図書室オープン後の現状と課題
木村　美佳　NHO 広島西医療センター

P2-02-3

患者友の会の現状と今後の患者友の会のあり方について
梶田　真子　NHO 名古屋医療センター

P2-02-4

ボランティアコーディネーションの実践報告
佐藤　美希　NHO 東埼玉病院

P2-02-5

患者サービス・ボランティア -1 14：30〜15：05
座長：NHO 米子医療センター　栄養管理室長　藤原　朝子

患者サービス・ボランティア -2 15：05〜15：30
座長：国立療養所　邑久光明園　看護師長　鶴海　以積
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看護師の患者に対する接遇改善のための関わり
山中　晶子　NHO 埼玉病院

P2-03-1

小児急性期病棟看護師における接遇向上への取り組み〜自己評価表を取り入れて〜
黒川　明菜　NHO 香川小児病院

P2-03-2

看護師のマスク着用における患者の印象を探る
伊藤　英治　NHO 東尾張病院

P2-03-3

5S 活動の成果と課題
富盛　十志　NHO 小倉医療センター

P2-03-4

患者の療養環境を整える取り組み〜業務技術員の立場から〜
上妻　直代　NHO 大牟田病院　

P2-03-5

患者サービス・ボランティア -3 15：30〜15：55
座長：国立療養所　大島青松園　副看護師長　新上　仁美

尿素、グリセリンを用いた下肢の保湿
鈴木　寿代　NHO 静岡医療センター

P2-04-1

腹部マッサージと温罨法を併用した排便コントロールを行って
藤澤　瑛子　NHO 米沢病院

P2-04-2

眼科手術後の安楽なうつぶせ体位の工夫
〜肩の痛みを軽減する頭枕・クッションの有効性について〜
黒崎　千晴　NHO 姫路医療センター

P2-04-3

脳梗塞後患者の手指拘縮を予防した手浴
西岡　明美　NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校

P2-04-4

術前臍処置セルフケアの検討
若杉　太朗　NHO 函館病院　

P2-04-5

ペースメーカー植え込み術後のスポンジ圧迫固定の比較検討
—テープ固定法とバンド固定法による圧力・ずれを比較して−
吉川久美子　NHO 熊本医療センター　

P2-04-6

移動介助における効果的なボディメカニクスの活用
当真　嗣也　NHO 沖縄病院

P2-04-7

看護総合 -3 14：30〜15：05
座長：NHO 東徳島医療センター　教育担当看護師長　加納　順子
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心筋 201Tl シンチにおける、NM 画像と CT 画像レジストレーションの標準化
臼井　俊一　NHO 相模原病院

P2-06-1

心筋血流 SPECT と CT を用いた Fusion imaging の基礎的検討
成田　行治　NHO 弘前病院　

P2-06-2

201TlCl+123I-BMIPP 2 核種同時収集心筋イメージングにおける IQSPECT の最適収集条
件の検討
池野　直哉　NHO 相模原病院

P2-06-3

99mTc 心筋血流シンチにおける胸部プラナー画像を用いた心筋下壁アーチファクトの判定
大島　康慈　国立循環器病研究センター　

P2-06-4

99mTc-MAA 肺血流シンチグラムにおける標識済み製剤と自施設標識キット製剤による肺
外集積の違いに関する検討
草間　　緑　NHO 千葉東病院

P2-06-5

放射性免疫療法薬ゼヴァリンの使用経験
森澤　喜行　NHO 四国がんセンター

P2-06-6

副甲状腺シンチ（99mTc-MIBI）における Static 収集の検討
山下　一也　NHO 熊本医療センター

P2-06-7

放射線診断・画像診断・放射線治療 -1　RI2 16：05〜16：40
座長：NHO 横浜医療センター　主任　白坂　雅哉

弾性ストッキングを確実に装着する取り組み
鶴岡　　悟　NHO 山口宇部医療センター

P2-05-1

肝動脈塞栓術後安静による腰背部痛の緩和への取り組み
高橋　幸子　NHO 仙台医療センター

P2-05-2

下肢浮腫における足浴の効果
徳山あゆみ　NHO 豊橋医療センター

P2-05-3

摂食障害児 ( 者 ) と家族の退院後に経験した不安
東　由紀子　NHO 香川小児病院

P2-05-4

2 歳以上の患児に対する持続点滴固定方法の検討—シーネを使用しない固定法—
長谷部祐子　NHO 香川小児病院　

P2-05-5

思春期混合病棟の看護師がこころの診療部の患児とのかかわりの中で感じること
小林　千穂　国立成育医療研究センター

P2-05-6

発作時脳波同時記録（テレメトリー）検査を受ける子どもの検査用帽子の改善
〜伸縮性キャラクター帽子（夢ハット）を作成して〜
久保田　藍　NHO 香川小児病院　

P2-05-7

リーメンビューゲル装着患児を持つ家族への在宅指導の充実
〜リーメンビューゲル装着患児の家族アンケートを介しての実態調査〜
福嶋　直子　NHO 三重病院

P2-05-8

看護総合 -4 15：05〜15：40
座長：NHO 徳島病院　看護師長　上田　裕子
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当院での前立腺癌における DWI、ADC-map の特性として
＜ b-factor の cut off 値の最適化の検討＞
小田　雄三　NHO 四国がんセンター

P2-08-1

1T-MRI 装置 QD-HEAD コイルを使用した頭部 VolumeDWI の基礎的検討
久保　英文　NHO 岩国医療センター

P2-08-2

当院での胸部 MRI の拡散強調像（DWI）における正常な腋窩、縦隔リンパ節の信号強度に
ついての検討
小鷹狩賢司　NHO 東広島医療センター

P2-08-3

Asymmetric profile order を用いた骨盤領域における最適パラメータの検討
西村　光司　NHO 四国がんセンター　

P2-08-4

HOP-MRA の画像特性についての評価
河東　貴寛　国立国際医療研究センター病院

P2-08-5

SPACE 法を用いた Whole Heart coronary Black Blood MRA の試み
立石　敏樹　NHO 仙台医療センター　

P2-08-6

３Ｄ ＡＳＬ（３Ｄ非造影ＭＲＩ　Perfusion 検査）の臨床的有用性の検討
吉川　貴之　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P2-08-7

放射線診断・画像診断・放射線治療 -3　MR1 16：05〜16：40
座長：NHO 善通寺病院　主任放射線技師　難波　宗平

18F-FDG-PET/CT による全身分布の定量性に関して：当センターにおける各臓器での検証
田口　好晃　国立国際医療研究センター病院

P2-07-1

FDG-PET/CT 検査における物理学的指標に基づいた収集時間の最適化
島田　直毅　国立がん研究センター中央病院　

P2-07-2

PET/CT における頭部領域の定量性確保に関する基礎的検討
徳　　俊成　国立循環器病研究センター　

P2-07-3

PET/CT における呼吸同期撮像の試み
小池佑加子　NHO 名古屋医療センター　

P2-07-4

骨シンチ診断支援ソフト『BONENAVI』の使用経験
鎌野　　心　NHO 岡山医療センター

P2-07-5

プラナー全身骨スキャン読影に対する骨シンチ診断支援ソフトの有用性
松田雄一朗　NHO 豊橋医療センター　

P2-07-6

骨シンチグラフィにおける撮像開始時間の違いによる画質の検討
村川　圭三　NHO 大阪医療センター　

P2-07-7

放射線診断・画像診断・放射線治療 -2　RI3 16：40〜17：15
座長：NHO 浜田医療センター　照射主任　岡田　昭人
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当院におけるＶＳＲＡＤ解析を行なうための初期検討
田中　剛志　NHO 相模原病院

P2-09-1

物忘れ外来のリピーターにおける VSRAD の有用性
〜 Z-score の変化と病気分類および治療効果について〜
大道　秀敏　NHO 大牟田病院

P2-09-2

当院の MRI 装置におけるスライス厚の測定について− 2 台の MRI 装置間の比較検討−
金居　啓介　NHO 水戸医療センター

P2-09-3

OpenMRI 装置におけるオフセンター撮像の画像への影響
曽根原純子　国立がん研究センター中央病院

P2-09-4

若年性一側上肢筋萎縮症（平山病）の MRI 撮影法
中山　大介　NHO 旭川医療センター

P2-09-5

小児病院における MRI-JET( 体動補正法 ) の有用性
石山　安伸　NHO 香川小児病院

P2-09-6

子どもの非鎮静下での MRI 撮像実績報告と撮像時におけるポイント
富田　正二　NHO 鳥取医療センター

P2-09-7

放射線診断・画像診断・放射線治療 -4　MR2 16：40〜17：15
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　診療放射線技師　高木　秀亮
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リハビリテーション病院でのアニマルセラピーの可能性を検討する
−入院患者のアニマル介在に関する親和性の観点から−
佐藤　加奈　国立障害者リハビリテーションセンター病院

P2-10-1

業務の可視化を目指して
〜小線源療法の指導書に PFC を導入し、指導における効果を検証する〜
木下　美華　NHO 埼玉病院

P2-10-2

TENA フレックスの導入に向けて—あて方チェック表を用いて正しい装着を目指す—
松岡　由美　NHO 東広島医療センター

P2-10-3

消化器外科における緊急手術を受けた患者への術後早期離床を促すためのオリエンテーショ
ンの検討
須崎みゆき　NHO 東京医療センター　

P2-10-4

THA 後の脱臼予防指導について考える　−指導計画書を取り入れて−
和田　伸子　NHO 相模原病院

P2-10-5

心理過程を考慮したストーマセルフケア指導計画書の検証
秋月　利佳　NHO 南和歌山医療センター

P2-10-6

人工股関節置換術を受ける患者への入院前教育〜ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを用いて〜
宮崎麻友美　NHO 三重中央医療センター

P2-10-7

形成外科における安静指示継続に与える要因分析
駒田　美和　NHO 姫路医療センター

P2-11-3

乳がん術後リハビリテーションの取り組み−患者が実践しやすい DVD 作成を試みて−
五十嵐彩花　NHO 北海道がんセンター

P2-11-4

結核病棟における認知症判定「キツネ・ハト模擬テスト」の効果
加藤　純子　NHO 山形病院

P2-11-5

処置伝票の記入もれ提出もれを減らすための取り組み
工藤ひとみ　NHO 八戸病院　

P2-11-6

術前術後の呼吸訓練器使用による呼吸訓練の実施状況と患者の認識
三宅　優子　NHO 九州医療センター

P2-11-7

長期入院患者の対人関係におけるグループアプローチを試みて
小川由紀子　NHO 榊原病院

P2-11-1

摂食・嚥下機能の重症度分類による新評価表の有用性について—2 事例の検討より—
西　　結香　NHO 宮崎東病院

P2-11-2

看護総合 -7 14：30〜15：05
座長：NHO 鳥取医療センター　副看護部長　元林千代子

看護総合 -8 15：05〜15：40
座長：NHO 松江医療センター　看護師長　松岡　芳江
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洗髪方法のスタッフ間での統一とケアの見直しによる頭皮への効果について
西島　直美　NHO 甲府病院

P2-12-1

重症心身障害児 ( 者 ) へのがん看護の検討
〜看護師の五感を生かした観察項目の統一評価化を試みて〜
井上ひでみ　NHO 南京都病院

P2-12-2

患者への関わりにおける看護師の意識調査—　笑顔運動導入後の変化　—
近藤　　卓　NHO 東長野病院

P2-12-3

重症心身障害児（者）病棟での変則勤務の減少に向けて
川村　陽子　NHO 長良医療センター

P2-12-4

重症心身障害児（者）病棟へ配置換えとなった看護師の困難度と支援内容について
瓜生　涼子　HNO 山口宇部医療センター

P2-12-5

重症心身障害児 ( 者 ) のおむつ交換のアセスメント
上田千香子　NHO 鳥取医療センター　

P2-13-1

基本的なオムツの機能や当て方を学んで
山口麻有美　NHO 富山病院

P2-13-2

オムツ使用者の便・尿漏れによる衣服汚染を防ぐための取り組み
村井英里香　NHO 三重病院

P2-13-3

重症心身障害児（者）の紙おむつからの尿漏れ防止対策と手技の統一
小島　綾子　NHO 宇都宮病院

P2-13-4

おむつ皮膚炎のある重症心身障害者の看護−おむつの使用方法の工夫−
中山　春樹　NHO 福井病院

P2-13-5

当病棟における重症心身障害児（者）の排泄の実態に関する報告
小山　久代　NHO 千葉東病院

P2-13-6

重症心身障害児 ( 者 ) の安全安楽を考えた排泄時座位保持用具の作成
福田　恵美　NHO 鳥取医療センター

P2-13-7

重症心身障害 -1 14：30〜14：55
座長：NHO 松江医療センター　看護師長　山㟢みどり

重症心身障害 -2 14：55〜15：30
座長：NHO 福岡東医療センター　看護部看護師長　松本　淳子
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重症心身障害児者病棟における介助者複数での患者移乗の取り組み〜２人以上で患者移乗〜
斎藤麻衣子　NHO新潟病院

P2-14-1

重症心身障害児（者）の骨折予防に対する意識の向上を目指して
秋山恵理奈　NHO甲府病院

P2-14-2

重症心身障害児（者）病棟における脆弱性骨折防止のための多職種による病棟回診の試み
藤川　美恵　NHO香川小児病院

P2-14-3

骨密度の低下した重症心身障害児 (者 ) の骨折予防の取り組み
萬谷　真紀　NHO医王病院

P2-14-4

当病棟における重症心身障害児の介助方法の検討〜骨折予防のためのマニュアル作成〜
濱口徹太郎　NHO長崎病院

P2-14-5

重症心身障害児（者）の入浴介助の危険に対する看護師の意識調査
水口　沙紀　NHO香川小児病院

P2-14-6

気管切開患者の安全な入浴を目指して　パート２
〜重心病棟入所児の入浴保護具の作製を試みて〜
猪越奈緒美　NHO福島病院

P2-14-7

重症心身障害者の気管切開の管理
長尾かおる　NHO柳井病院

P2-15-1

身体拘束に対する看護師の意識調査ー見直し前後の分析による意識の変化ー
永田ゆかり　NHO長良医療センター

P2-15-2

てんかんを合併した重症心身障害者の排泄時の安全対策　〜安全ベルトの工夫〜
梶山　理映　NHO静岡てんかん神経医療センター

P2-15-3

異食のある重症心身障害者の危険防止を目指した援助
〜２４時間行動観察表による要因分析から見えてくるもの〜
大内田早苗　NHO帯広病院　

P2-15-4

重症心身障害児 (者 ) 病棟における安全管理
前田　初子　NHO南九州病院　

P2-15-5

感染予防対策に取り組んで〜ゴージョー R2日に 1本キャンペーンを実施して〜
永田ゆかり　NHO長良医療センター　

P2-15-6

床移動するＡ氏の効果的な清潔援助方法の検討
大友　敏子　NHO宮城病院　

P2-15-7

重症心身障害 -3 15：30〜16：05
座長：NHO愛媛病院　看護師長　松田　真紀

重症心身障害 -4 16：05〜16：40
座長：NHO南岡山医療センター　看護師長　須浪紀久美
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バギー車タイプ座位保持装置への人工呼吸器搭載における安全性の確認
ー当院での取り決め事項についてー
桐崎　弘樹　NHO 医王病院

P2-16-1

療育現場における医療安全への取り組み〜指さし呼称による安全確認〜
廣野　好秀　NHO 和歌山病院

P2-16-2

人工呼吸器装着中の患児の民間航空機定期便を利用した搬送時の連携に関する考察
越智　麻美　NHO 西埼玉中央病院

P2-16-3

「より安全な外出支援に向けた取り組み〜外出支援のための指標を活用して〜」
星野　早苗　NHO 新潟病院

P2-16-4

療育活動の安全管理マニュアルを再編集して
高橋　明美　NHO 甲府病院

P2-16-5

「より安全な外出支援のための指標を作成して
〜身体及び摂食状況に関するアセスメント・スコア化による外出基準〜」
星野　早苗　NHO 新潟病院

P2-16-6

患者が安全で楽しい食事ができることを目指して　〜摂食シートの活用〜
竹内悠輝子　NHO 兵庫青野原病院

P2-16-7

重症心身障害児（者）病棟における施設支援計画書に関する一考察〜第４報〜
佐々木智也　NHO 香川小児病院　

P2-17-1

療養介護事業を見据えた「個別支援計画」書式刷新の試み−アンケートによる評価と課題−
阿尾　有朋　NHO 豊橋医療センター　

P2-17-2

個別支援計画書作成における効率化と職員間の連携について
〜オンラインによる作成方法を導入して〜
庄司　　愛　NHO 新潟病院　

P2-17-3

個別性のある療育支援システムの構築を試みて
野間　葉子　NHO 南九州病院　

P2-17-4

療養介助員導入に伴う療育充実のとりくみ
松本　明美　NHO 大牟田病院

P2-17-5

療養介護事業を見据えた保育士の業務の見直し　第２報　〜保育士業務の類型化と評価〜
鹿島　房子　NHO 東長野病院　

P2-17-6

家族等面談場面での面接技術向上を目指すための取り組み　〜自己点検を試みて〜
西巻　靖和　NHO 東長野病院　

P2-17-7

保育士新人教育チェック表の取り組み（2）〜療育活動に対する自己評価の検討〜
酒井　達司　NHO 鈴鹿病院　

P2-17-8

重症心身障害 -5 16：40〜17：15
座長：NHO 長良医療センター　臨床研究部長　金子　英雄

重症心身障害 -6 14：30〜15：10
座長：NHO 広島西医療センター　療育指導室長　齋藤　哲夫
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重症心身障がい児病棟における超重症児者の行事活動に対するチームアプローチについて
丸澤由美子　NHO 三重病院

P2-18-1

重症心身障害児 ( 者 ) 病棟における呼吸器装着患者の療育活動に対する取り組み
上塚　靖恵　NHO 医王病院　

P2-18-2

重症心身障害者のＱＯＬに関する調査過年度生として進学した重症心身障害者の経過
富田　裕司　NHO 長良医療センター　

P2-18-3

エンパワメントを重視したグループ療育活動を実施して
本江　敬子　NHO 富山病院　

P2-18-4

当院重症心身障害病棟における療育実践（その３）『タブレット PC を取り入れた療育実践』
藤森　　豊　NHO 天竜病院

P2-18-5

療育活動「わくわくクラブ」への取り組み
金沢　真里　NHO 山口宇部医療センター

P2-18-6

当院重症心身障害児（者）病棟における療育の充実をめざして
島田　明義　NHO 東名古屋病院

P2-18-7

新病棟における療育活動の実践と今後の課題ー 40 床から 60 床に移行してー
大槻　和子　NHO 宮城病院　

P2-18-8

摂食嚥下機能訓練マニュアル作成を試みて
真保　純子　NHO 西群馬病院

P2-19-1

重症心身障害児 ( 者 ) における摂食機能療法の普及推進のための研究
ー食事の場面における保育士の役割りー
山川まり子　NHO 愛媛病院

P2-19-2

音楽によるリラックス効果について
高橋　　博　NHO 奈良医療センター　

P2-19-3

睡眠障害のある重症心身障害児 ( 者 ) への援助
矢野　喜隆　NHO やまと精神医療センター

P2-19-4

超重症者への療育〜反応の捉えにくい患者へのアプローチ方法を元にした一考察〜
梶原　陽子　NHO 兵庫青野原病院　

P2-19-5

重症心身障害児（者）のストレスを軽減し反芻を減少する取り組み
濱邊　裕恵　NHO 医王病院

P2-19-6

重症心身障害 -7 15：10〜15：50
座長：NHO 静岡てんかん・神経医療センター　療育指導室長　山内　慎吾

重症心身障害 -8 15：50〜16：20
座長：NHO 愛媛病院　療育指導室長　吉田　勝美
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重症心身障害児がリラックスできる関わり方の探求　〜脳波での検証〜　　
西澤　弘人　NHO天竜病院

P2-20-1

重症心身障害児（者）病棟行事の工夫と実践について−アニマルセラピーを導入して−
居川　直人　NHO兵庫青野原病院

P2-20-2

快・不快刺激による情動変化の探索〜唾液アミラーゼ活性値を指標として〜
坂本　幸繁　NHOあわら病院　

P2-20-3

Ａ型通園で在宅重症児が生活リズムを作るため個別に「ふれあい体操」を試みて
−QOL向上に繋がる取り組みー
安原　優子　NHO南岡山医療センター　

P2-20-4

過年度生として進学した重症心身障害者への支援体制の実態報告
赤尾　智子　NHO長良医療センター

P2-20-5

誕生会での家族との交流に関する調査
鈴木　大介　NHOあきた病院　

P2-21-1

重症心身障害児（者）病棟におけるプライバシーに対する患者の家族の意識調査
−患者の私的空間・時間に焦点を当てて−
大下　友里　NHO山口宇部医療センター　

P2-21-2

外泊時の介護負担軽減を目指して〜在宅入浴サービスの利用〜
道村るりほ　NHO富山病院　

P2-21-3

在宅重症心身障害児（者）を支える家族の医療的ケアに対する不安の意識調査
中島　　舞　NHO青森病院

P2-21-4

重症心身障がい児（者）における家族との関係ー情報を共有するための交流ノートを試みてー
藤澤　智子　NHO東長野病院

P2-21-5

Ａ型通園における医療処置に関する家族指導〜指導ファイルを作成して〜
石原　典子　NHO南岡山医療センター

P2-21-6

重症心身障害 -9 16：20〜16：45
座長：NHO兵庫中央病院　療育指導室長　松本　浩幸

重症心身障害 -10 16：45〜17：15
座長：NHO松江医療センター　療育指導室長　吉岡　恭一
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重症心身障害児（者）の経腸栄養剤使用者の栄養状態に関する調査
齋藤　秀和　NHO 静岡てんかん・神経医療センター　

P2-22-1

重症心身障害児（者）の経腸栄養剤の使用における今後の課題
田中雄太郎　NHO 富山病院

P2-22-2

重症心身障がい児（者）の微量ミネラル欠乏症とＮＳＴ対策
松井　欣也　NHO 兵庫青野原病院　

P2-22-3

乳製品乳酸菌飲料の排便に及ぼす影響
西井　和信　NHO あわら病院

P2-22-4

重症心身障害児（者）にきなこあずきを用いた排便コントロールを行って
岩本　智佳　NHO 福井病院

P2-22-5

重症心身障害児の行事食提供時における摂食機能変化についての検討　第 2 報
工藤　　彩　NHO 千葉東病院

P2-22-6

指導管理料の診療録記載の監査
前田　七光　NHO 熊本医療センター

P2-23-1

外部監査に耐えうるカルテ作成について〜レセプト情報と医師記載の乖離〜
小澤　早苗　NHO 埼玉病院　

P2-23-2

記載率向上を目指した退院時サマリの監査と医師ポイント制への取り組み
杉田　瑞枝　NHO 埼玉病院

P2-23-3

当院におけるカルテレビューの試み
横井　広道　NHO 香川小児病院

P2-23-4

診療録不備率を減少させるための取り組み
前田美佐子　NHO 弘前病院　

P2-23-5

スペシャル医療クラークの導入効果　−外来診察記録の質的改善−
木下　善皓　NHO 京都医療センター

P2-23-6

電子カルテ導入後の院内がんデータベース構築・診療情報管理室の役割・現状と今後について
岩田　潤一　NHO 広島西医療センター

P2-23-7

電子媒体と紙媒体を用いた麻酔同意書の有用性の検討
中川　真希　NHO 香川小児病院

P2-23-8

重症心身障害 -11 14：30〜15：00
座長：NHO 南京都病院　栄養管理室長　松井　欣也

診療録管理 15：00〜15：40
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　統括診療部長　川本　俊治
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ゴーシェ病の治療におけるクリニカルパスの導入
大貞　妙美　NHO 長良医療センター

P2-24-1

小児の心臓カテーテル検査クリティカルパスにおける改善に向けた取り組み
木保　恵理　NHO 香川小児病院

P2-24-2

指宿病院における心不全患者の心臓リハビリテーションクリティカルパスの取り組み
宮本弘太郎　NHO 指宿病院

P2-24-3

手術室クリティカルパスの記録記載の向上をめざして
〜手術室看護記録記載基準を導入して〜
河野　裕行　NHO 宮崎東病院

P2-24-4

当院におけるクリティカルパスの現状と普及への取組みの検討
庭田　智子　NHO 八戸病院

P2-24-5

予定された退院を実現するためのバリアンス分析
國末　輝子　NHO 岡山医療センター

P2-24-6

クリティカルパス 15：40〜16：10
座長：NHO 熊本医療センター　教育研修部長　清川　哲志
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ＴＡＥを受ける患者が治療中に受ける身体的・精神的苦痛に関する調査
〜患者が看護師に求めていること〜
川㟢多恵子　NHO 嬉野医療センター

P2-25-2

入院化学療法から外来化学療法に移行した婦人科患者の思い
中矢　留衣　NHO 四国がんセンター

P2-25-3

外来で BCG 膀胱内注入療法を受ける患者の思い
迫田　睦美　NHO 善通寺病院

P2-25-4

外来化学療法を受ける患者の待ち時間の改善に向けての取り組み
稲吉　瑠美　NHO 三重中央医療センター

P2-25-5

HIV/AIDS 専門外来 2010 年度初診患者動向を分析し患者に応じた外来での療養支援を考える
山田由美子　NHO 名古屋医療センター

P2-25-6

病棟・外来看護の一元化に関する意識調査
山口　直子　国立療養所栗生楽泉園

P2-25-7

もの忘れセンター外来開設後の取り組み
ー患者・家族が確認できるスケジュール表を活用してー
深谷たつみ　国立長寿医療研究センター

P2-25-1

当院の高齢糖尿病患者の入院期間長期化の要因　〜過去の入院データから見えたもの〜
江口　未希　NHO 佐賀病院

P2-26-1

外来における糖尿病患者のフットケアの効果ー２事例からの考察ー
加谷　文子　NHO 南岡山医療センター

P2-26-2

糖尿病の自己管理指導改善への取り組み
濱部恵里子　NHO 神奈川病院

P2-26-3

変化ステージモデルを用いることで、高齢者の手技習得へと繋がった関わりについて
〜インスリン導入患者の自己注射指導を通して〜
大石　絢香　NHO 小倉医療センター

P2-26-4

糖尿病教育入院の効果の検証
福長万里子　NHO 宮崎病院

P2-26-5

糖尿病教育入院後の継続状況の実態調査〜退院後の日常生活を調査して〜
金石　典子　NHO 東広島医療センター

P2-26-6

自己効力感を高める糖尿病教育〜自己効力理論を取り入れた教育プログラムを実施して〜
永末　由貴　NHO 小倉医療センター

P2-26-7

看護総合 -11 14：30〜15：05
座長：NHO 東京病院　看護師長　吉田ひろみ

看護総合 -12 15：05〜15：40
座長：NHO 京都医療センター　副看護師長（糖尿病看護認定看護師）　小久保敦子
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医療安全対策（放射線科での取り組み）
唐藤　　茂　NHO 南岡山医療センター

P2-27-1

転倒・転落事故防止に向けての取り組み
—アセスメントシートを正しく活用すれば事故は減らせるのか—
星川　真保　NHO 天竜病院

P2-27-2

精神病院における転倒事故の概要とそのリスク因子の検討
大島　紀人　東京大学

P2-27-3

転倒・転落アセスメントシート活用状況の実態調査
ー転倒・転落アセスメントシート見直しの検討ー
大野　祐子　NHO 北海道がんセンター　

P2-27-4

血液疾患患者の転倒転落の要因に基づいた予防策の効果
杉浦あかね　NHO 名古屋医療センター

P2-27-5

転倒ブザーの効果的な本体・クリップの位置の検証
伊藤みのり　NHO 千葉医療センター

P2-27-6

心不全患者の転倒予防靴下（株式会社コーポレーションパールスター）による転倒抑止効果
について
小林　奈々　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-27-7

医療安全推進への取り組み ( ワーキンググループによる活動 )
長瀬　教夫　NHO 東徳島医療センター

P2-27-8

リハビリ期における高次脳機能障害のある患者への転倒・転落予防
−心理的側面のアプローチの重要性−
鈴鹿　綾子　NHO 高松医療センター

P2-27-9

医療安全 -2 15：40〜16：25
座長：NHO 愛媛病院　看護師長　小谷加奈子
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転倒・転落の体験における看護師の認識と行動に関する調査
関　　　悟　NHO 西新潟中央病院　

P2-28-2

神経内科病棟における転倒・転落リスク要因の分析−ヒヤリハット事例を通して−
大村　葉子　NHO 沖縄病院

P2-28-3

離床センサー（信頼くん）はなぜ活用されないのか
〜アンケート調査により離床センサー及び抑制に対するスタッフの思いを知る〜
赤間　ゆり　NHO 箱根病院

P2-28-4

離床センサー使用中の患者における転倒予防に対する取り組みの実態
今里　純子　NHO 長崎川棚医療センター

P2-28-5

転倒・転落防止のための畳ベッドの活用ー畳ベッドを使用した患者を振り返ってー
森田久未香　NHO 奈良医療センター　

P2-28-6

整形外科病棟における転倒・転落前後の看護師のアセスメントと事故防止対策の実態調査
西出　　裕　NHO 紫香楽病院　

P2-28-7

転倒・転落の事故防止に関する計画書の見直し〜インシデント報告書の分析から〜
中村　貴洋　NHO 函館病院

P2-28-8

ベッドサイド排泄時の転倒転落防止〜意識調査から見える看護の実態〜
長井　典子　NHO 南九州病院　

P2-28-9

転倒予防対策実施状況と看護師の認識
伊藤　早紀　NHO 金沢医療センター

P2-28-1

振替伝票の減少への取り組み
小西　理恵　NHO 南岡山医療センター

P2-29-1

メディカルクラークの有効活用を目指して !
山崎　貴元　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-29-2

横浜医療センターの周辺地域における疾患特性等について
濱井　俊充　NHO 横浜医療センター　

P2-29-3

手術室の効率的な稼働支援
松井　佑介　NHO 大阪医療センター　

P2-29-4

理学療法士勤務時間内の業務見直し−訓練業務と間接業務の効率化
吉田みちる　NHO 東京病院

P2-29-5

高度総合医療病院における収支改善手法
岡井　健二　NHO 大阪医療センター

P2-29-6

健診事業の立ち上げについて
青木　義嗣　NHO 横浜医療センター

P2-29-7

節電対策について
植松　　裕　NHO 長崎医療センター

P2-29-8

医療安全 -3 16：25〜17：10
座長：NHO 岩国医療センター　医療安全管理係長（看護師長）　金㟢　洋子

病院組織・経営・管理 -1 15：40〜16：20
座長：NHO 東広島医療センター　事務部長　宮本　一男
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診療報酬に係る調定誤差検証、解消の試み
松生　　理　NHO 岡山医療センター

P2-30-1

重症心身障害児者病棟における医業未収金減少への取り組み
原田　智美　NHO 南岡山医療センター

P2-30-2

未収金分割支払患者の継続を目指して
野村　猛世　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-30-3

患者動線見直しと未収金発生防止策
中谷　俊介　NHO 東広島医療センター

P2-30-4

収納未済減少を目指して
瀧澤　博之　NHO 岩手病院

P2-30-5

疾患別レセプトチェックシート作成の取組み
−近畿ブロックレセプトチェック委員会の取組み−
水野　　実　NHO 本部　近畿ブロック事務所

P2-30-6

算定漏れ防止の取り組みについて
寺尾　秀二　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-30-7

診療報酬明細書点検の取り組みについて
石川　　修　NHO 弘前病院

P2-30-8

握力を用いた運動機能評価の試み—　握力と移動能力の比較検討より　—
開澤　裕子　NHO 北陸病院

P2-31-1

患者が主体的にリハビリテーションに取り組めるための試み〜手外科患者を対象に〜
平岡　佳美　NHO 呉医療センター・中国がんセンター　

P2-31-2

急性期病院における認知症患者の離床時間拡大を目指す取り組みについての報告と課題
小林　理英　NHO 善通寺病院

P2-31-3

医療観察法指定入院医療機関における作業療法士の業務実態に関する調査報告
堀田　英樹　NHO 下総精神医療センター

P2-31-4

作業療法的陶芸倶楽部の運営について
〜七尾病院陶芸倶楽部参加者へのアンケートを通して〜
永冨　浩志　NHO 七尾病院

P2-31-5

精神科病院における身体的な取り組みの現状について
坂井　紗織　NHO 肥前精神医療センター

P2-31-6

当院回復期リハビリテーション病棟における作業療法部門の取り組み
ー病棟内訓練：排泄動作についてー
栗山真由子　NHO 東名古屋病院

P2-31-7

３６５日リハビリテーションを開設して〜ＯＴ専従の立場から〜
小金澤　悟　NHO 村山医療センター

P2-31-8

病院組織・経営・管理 -2 16：20〜17：00
座長：NHO 高知病院　事務部企画課長　上甲　尚史

リハビリテーション -4 15：30〜16：10
座長：NHO 鳥取医療センター　作業療法士長　曽根　弘喜
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筋ジストロフィー患者の呼吸機能障害に対するマイクロ波治療の検討
森内さとみ　NHO 鈴鹿病院

P2-32-2

デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する呼吸リハビリテーションのクリティカル・パスの
有用性
白石　弘樹　NHO 鈴鹿病院

P2-32-3

筋強直性ジストロフィー患者に対する grip myotonia の定量的評価への試み（第 3 報）
−検者間信頼性の観点から−
前田　千尋　NHO 青森病院

P2-32-4

筋強直性ジストロフィー患者に対する grip myotonia の定量的評価への試み（第 3 報） 
―妥当性の検証―
鈴木　　学　NHO 青森病院

P2-32-5

自家末梢血幹細胞移植を行った IgG- κ型 M 蛋白を伴う成人型ネマリンミオパチー症例に対
する理学療法経験
楫野　允也　NHO 鳥取医療センター

P2-32-6

重度運動障害者のナースコールに関するアンケート調査について
樋口　智和　国立精神・神経医療研究センター病院

P2-32-7

脊柱側彎のある重症心身障害者に対する体位ドレナージが与える影響について
平野　哲生　NHO 松江医療センター

P2-33-1

排痰補助装置（Mechanical In-Exsufflation）の副効果の検討
〜重症心身障害児の肺ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・１回換気量の変化を通して〜
石崎　裕祐　NHO 医王病院

P2-33-2

筋緊張の高い重症心身障害児に対する座位保持装置の検討
西尾明希子　NHO 香川小児病院

P2-33-3

超重症児を対象とした PINMAN、Depth/Width Ratio 計測法による姿勢変化の変遷、及び
姿勢保持マットによるリラックス効果について
竹内　裕雅　NHO 天竜病院

P2-33-4

重症心身障害児（者）における変形・拘縮と嚥下障害との関係性について
寺尾　貴史　NHO 兵庫青野原病院

P2-33-5

‘Wind-Swept’変形に対する理学療法の効果
清水　克己　NHO 東埼玉病院

P2-33-6

重症心身障害病棟における簡便な筋緊張評価スケールの試作と評価
松原　　健　NHO 天竜病院

P2-33-7

リハビリテーション -5 16：10〜16：45
座長：NHO 香川小児病院　運動療法主任　馬屋原康高

リハビリテーション -6 16：45〜17：20
座長：NHO 南岡山医療センター　理学療法士長　藤重　博己

左半側空間無視を呈する患者へのアプローチ〜姿勢調整を行い食事摂取をした一事例〜
中尾　恵子　NHO 岡山医療センター

P2-32-1
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消化器疾患患者の腹部膨満感に対する温罨法の有効性
中川内めぐみ　NHO嬉野医療センター

P2-34-2

抗がん剤を内服している患者の皮膚障害の悪化を防ぐ
齋藤　繭美　NHO仙台医療センター

P2-34-3

化学療法による口内炎予防—レモンティー氷と緑茶氷の効果の違いを検証—
荒井　宇子　NHO北海道医療センター

P2-34-4

演題取り下げP2-34-5

前立腺がん患者のQOLに関する調査〜治療年数と治療法別に焦点をあてて〜
沼田　芳江　NHO福山医療センター

P2-34-6

看護師が行う抗癌剤の副作用の説明に対する患者の認識と退院後の行動
佐藤　麻美　NHO横浜医療センター

P2-34-1

化学療法を受けている血液疾患患者のリラクゼーションについて
〜副作用緩和による気分転換を目指して〜
平井　絵美　NHO広島西医療センター

P2-35-1

FACT-G の評価尺度を用いた肺がん化学療法とQOLの関係
本池ゆか梨　NHO米子医療センター

P2-35-2

下肢リンパ浮腫患者に対するリンパマッサージの効果
礒部素世香　NHO大阪南医療センター

P2-35-3

抗がん剤被爆の防護対策と取り扱いの実態
〜勉強会を通して抗がん剤被爆に対する認識の変化〜
中嶋　　南　NHO水戸医療センター

P2-35-4

高齢がん患者に対する外来化学療法への移行時の問題点に関する検討
山本　　都　国立長寿医療研究センター

P2-35-5

看護総合 -15 14：30〜15：00
座長：NHO長崎医療センター　副看護師長　有森　葉子

看護総合 -16 15：00〜15：25
座長：NHO四国がんセンター　副看護師長　久保　好枝
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NPPV 導入患者が潰瘍形成に至った当病棟での問題点の追求と原因
長谷川奈央　NHO 天竜病院

P2-36-1

入院中の褥瘡発生に対して家族はどう思っているか
志波めぐみ　NHO 長崎医療センター

P2-36-2

創傷画像診察システムによって介護介入につながった離島在宅寝たきり患者の１例
藤岡　正樹　NHO 長崎医療センター形成外科・創傷センター

P2-36-3

褥瘡患者に早期に医療介入するための E-mail を利用した「創傷画像送信診察システム」の
構築とその成果
藤岡　正樹　NHO 長崎医療センター

P2-36-4

体圧分散マットレス使用時のシーツのずれ軽減方法
小川　舞子　NHO 弘前病院

P2-36-5

仰臥位手術時の枕の検証　―後頭部圧を測定して―
多田　　幸　NHO 北海道医療センター

P2-36-6

難治性褥瘡のある末期リウマチ患者の看護
多加谷米依子　NHO まつもと医療センター中信松本病院

P2-36-7

褥瘡悪化を繰り返す患者への体位を考える
高橋　千秋　NHO 盛岡病院

P2-36-8

「救命救急センターにおける褥瘡予防の検討」
森山由佳利　NHO 熊本医療センター

P2-36-9

褥瘡・NST・栄養 -3 15：25〜16：10
座長：NHO 四国がんセンター　形成外科　外来部長　河村　　進
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当院における新規褥瘡発生の傾向と課題（第 2 報）
内山　大介　NHO 旭川医療センター

P2-37-5

褥瘡回診における活動報告と今後の課題
筒井　智美　NHO 北海道医療センター

P2-37-6

当院褥瘡対策におけるリンクナースの活動効果について
濱部恵里子　NHO 神奈川病院

P2-37-7

多発性褥瘡患者に対する看護の振り返り〜多職種によるトータルケア・アプローチの重要性〜
土岡　秋奈　NHO 天竜病院

P2-37-8

ＮＳＴ介入と陰圧閉鎖療法により奏効した難治性の仙骨部褥瘡の１例
橘　千夏子　NHO 七尾病院

P2-37-9

褥瘡保有患者に NST と褥瘡対策チームが介入した一例
北向　由佳　NHO 別府医療センター

P2-37-10

褥瘡予防ケアを個別的に行うための病棟での取り組み
宮澤まゆみ　NHO 釜石病院

P2-37-1

褥瘡予防に向けて
田根香菜子　NHO 松江医療センター　

P2-37-2

障害者病棟における褥瘡予防〜褥瘡ケアシートを使用して〜
塩田七菜恵　NHO 長崎病院

P2-37-3

「新たな褥瘡対策チームの発足に伴う褥瘡対策 1 年目の評価」
〜Ａ病棟のおける褥瘡患者の推移とスタッフの意識の変化〜
廣田　佳子　NHO 新潟病院

P2-37-4

卒業・退院を迎える患者への服薬指導の取り組み　第 1 報
山本まこと　NHO 富山病院

P2-38-1

小児腎疾患病棟における保育支援の効果
立川　美香　NHO 千葉東病院　

P2-38-2

小児慢性疾患で長期入院している患児に対する「片付け」活動の取り組み
伊藤　真衣　NHO 三重病院

P2-38-3

採血プレパレーションの評価—子どもの性格に応じたプレパレーションの検討—
朝倉　博子　NHO 福山医療センター

P2-38-4

手術を受ける小児患者の手術室同伴入室に対する検討−小児患者の恐怖心を軽減するために−
神谷　　愛　NHO 名古屋医療センター

P2-38-5

医療依存度の高い患児の退院支援−在宅療養移行支援の困難事例報告−
濱西　由美　NHO 福山医療センター

P2-38-6

褥瘡・NST・栄養 -4 16：10〜17：00
座長：NHO 四国がんセンター　副看護師長　杉本はるみ

成育医療 -3 14：30〜15：00
座長：NHO 香川小児病院　看護師長　妹尾　里美
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けいれん重積型急性脳症の２例
棚橋　　愛　NHO三重中央医療センター

P2-39-1

てんかん小児病棟でのクリニカルパス入院における療育指導について
藤森　潮美　NHO静岡てんかん・神経医療センター

P2-39-2

クローン病の 13歳女子例
井手　瑶子　NHO熊本医療センター

P2-39-3

夏型過敏性肺臓炎が疑われた一小児例
小笠原　宏　NHO福山医療センター

P2-39-4

アレルギー食、誤配膳防止の取り組み（アナログでもここまで対応）
小林　絵美　NHO三重病院

P2-39-5

当院負荷試験食の実際
倉野　正志　NHO三重病院

P2-39-6

食べることの問題で小児科を受診した子どもの検討
大野　一郎　NHO医王病院

P2-40-1

依存的傾向にある学童児の日常生活の行動変化〜ノートを活用した母への関わりを通して〜
望月　美希　NHO静岡てんかん神経医療センター

P2-40-2

演題取り下げ

P2-40-3

ネグレクトにおける看護介入の必要性〜プライマリーの看護を振り返って〜
下畑　宏延　NHO天竜病院

P2-40-4

多動性行為障害に至ったＡＤＨＤ児の入院でのＳＳＴの取り組み
宮崎　千尋　NHO三重病院　

P2-40-5

胎児期から積極的な治療を行った胎児水腫の一例
古家　信介　NHO香川小児病院　

P2-40-6

当院における胎児期水頭症の診断と産科的対応についての検討
松原　尚子　NHO大阪医療センター

P2-40-7

当科で経験した腎移植後妊娠 7例の検討
渋川　昇平　NHO岡山医療センター

P2-40-8

成育医療 -4 15：00〜15：30
座長：NHO福山医療センター　小児科系部長　池田　政憲

成育医療 -5 15：30〜16：10
座長：NHO大阪医療センター　小児科医員　寺田志津子
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治験薬の温度管理及び宅配業者を介した治験薬搬入の現状と対応
安波真莉子　NHO四国がんセンター

P2-41-1

ボトル処方への不安・コンプライアンスの改善
鈴田　浩孝　NHO肥前精神医療センター

P2-41-2

当院における治験薬管理業務の検討
服部　昇二　NHO三重中央医療センター

P2-41-3

電子カルテへの治験情報共有化への取り組み
岩永　由香　NHO嬉野医療センター

P2-41-4

千葉医療センターにおける治験の電子カルテ運用
田辺和生喜　NHO千葉医療センター

P2-41-5

抗悪性腫瘍剤に伴う悪心・嘔吐の予防に対する治験の電子クリティカルパス作成
奥山由佳子　NHO熊本医療センター

P2-41-6

臨床研究推進部報告１臨床研究推進部の実施報告に必要なデータ管理について
寺山　恵子　NHO四国がんセンター

P2-42-1

当院における臨床研究推進室ニュースの認知度調査
木島かおり　NHO大阪医療センター

P2-42-2

治験コーディネーター（ＣＲＣ）に対する外来看護師の意識調査
〜外来看護師との連携強化を目指して〜
吉井　一恵　NHO岡山医療センター

P2-42-3

院内スタッフの治験に対する認識〜看護師とコメディカルスタッフとの違い〜
北地　祐子　NHO南京都病院　

P2-42-4

治験のストレスとその軽減対策〜医療スタッフへのアンケート調査から〜
小山田光孝　NHO弘前病院

P2-42-5

治験依頼調査における治験受託の現状について
山下　克也　NHO熊本医療センター

P2-42-6

治験業務活性化に向けた治験委員会での取り組みについて
鵜池　敏令　NHO呉医療センター・中国がんセンター

P2-42-7

治験 -1 16：10〜16：40
座長：NHO香川小児病院　治験管理室　治験主任　板野　　亨

治験 -2 16：40〜17：15
座長：NHO南岡山医療センター　治験管理室　治験主任　吉田　恭子
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ベテラン看護師への研修の試み−“ジェネラリスト研修”実施報告
大屋真由美　NHO 九州医療センター

P2-43-1

看護師教育研修を見える化する　〜Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ｎｅｗｓ発行の試み〜
相生　洋子　NHO 北海道がんセンター

P2-43-2

Ａ病棟看護師の倫理問題の受け止め方―事例を通して考える―
香川　秀子　NHO 善通寺病院　

P2-43-3

長期療養患者に関わる看護師への看護倫理研修の成果と課題
佐々木容子　NHO 大牟田病院

P2-43-4

神経筋難病看護向上に向けた取り組み（その１）
ー神経筋難病看護キャリアパスの作成と活用を通してー
石黒　明美　NHO 富山病院

P2-43-5

神経筋難病看護向上に向けた取り組み（その２）
〜神経筋難病看護キャリアパスを新人看護師に活用して〜
末永由美子　NHO 富山病院

P2-43-6

神経筋難病看護向上に向けた取り組み（その３）神経筋難病看護キャリアパスを卒後 3 年目
と卒後４〜５年目の看護師に活用して
山田真希子　NHO 富山病院

P2-43-7

実習における卒業時の技術到達状況
大西　幸恵　NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校

P2-44-1

基礎看護学実習Ⅰ前の模擬患者による校内実習で得た学び
細谷ゆかり　NHO 善通寺病院附属善通寺看護学校

P2-44-2

助産学生の学内演習への取り組みにおける志気の変化
中江　秀美　NHO 岡山医療センター附属岡山看護助産学校

P2-44-3

先天外表奇形児分娩に立ち会った看護学生が抱いた思い
岡本　千晶　NHO 高知病院附属看護学校

P2-44-4

臨地実習前後における看護学生の心理状態の変化について（日本語版 POMS を用いた検討）
新屋　君香　NHO 三重中央医療センター附属三重中央看護学校

P2-44-5

臨地実習前後における看護学生のストレス度の変化とストレス耐性について
（日本語版レジリエンス質問票を用いた検討）
亀岡　恵子　NHO 三重中央医療センター附属三重中央看護学校

P2-44-6

臨地実習前後における看護学生のストレスに心理的対処のタイプが及ぼす影響の検討
（日本語版ＭＢＳＳを用いた検討）
三浦美和子　NHO 東海北陸ブロック事務所

P2-44-7

評価実習の目標到達を困難にしている要因
棚瀬　智美　NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

P2-44-8

教育 -5 14：30〜15：05
座長：NHO 高松医療センター　教育担当看護師長　松下　愛子

教育 -6 15：05〜15：45
座長：NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校　教育主事　皮野さよみ
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新人看護師の看護力に影響する要因
工藤　千恵　NHO 旭川医療センター　　　

P2-45-1

新人看護師教育への取り組み−看護実践能力到達度評価表から−
行森　良美　NHO 岩手病院

P2-45-2

入職７ヶ月目新人看護職員の所属外看護単位研修終了後の語り
志賀かなえ　NHO 三重中央医療センター

P2-45-3

新人看護師に対する入職後シャドウ研修の実際〜シャドウ研修レポートより〜
安藤　内美　NHO 九州がんセンター

P2-45-4

新人看護師研修「多重課題」〜新人看護師の学びを今後の臨床指導に活かすために〜
田中　且子　国立国際医療研究センター国府台病院

P2-45-5

新人看護師研修「多重課題」〜研修計画立案者の心理的変化〜
浦川由紀子　国立国際医療研究センター国府台病院

P2-45-6

わかば面接を通して明らかになった新人看護師の成長の過程と支援
篠原　和美　NHO まつもと医療センター中信松本病院

P2-45-7

当院の患者の状況に適した技術提供ができるための実践的な新人指導計画の検討
中川智佐子　NHO 奈良医療センター

P2-45-8

多職種により構成される教育部門による教育活動の成果　〜立ち上げから３年目を迎えて〜
森澤　　翠　NHO 松江医療センター

P2-46-1

呉医療技術研修センター（スキルス・ラボ）設立と運営状況
高濱　賢一　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P2-46-2

手術室留学研修に DVD を取り入れて
片山　智之　NHO 福山医療センター

P2-46-3

総合内科医師による病棟看護師へのフィジカルアセスメントおよび老年医療に関する指導の
実態と効果について
小林　正樹　NHO 東京医療センター

P2-46-4

新任看護師長と新任副看護師長の看護管理能力の比較
山田　　巧　NHO 鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校

P2-46-5

看護教員・教務主任の養成についての検討
池田　宏子　NHO 姫路医療センター附属看護学校

P2-46-6

モチベーションと看護教員経験年数との関係
長谷川陽子　NHO 水戸医療センター附属桜の郷看護学校

P2-46-7

当薬剤科における実務実習プログラムの改善とその評価
福永　桂子　NHO 岡山医療センター

P2-46-8

Reflectional Review Conference 振り返りを通じて行う専修医の自己学習
山田　康博　NHO 東京医療センター

P2-46-9

総合内科後期研修医にみる機構内施設間医師派遣の課題と意義　第 2 報
鄭　　東孝　NHO 東京医療センター

P2-46-10

教育 -7 15：45〜16：25
座長：NHO 山口宇部医療センター　副看護師長　本間みどり

教育 -8 16：25〜17：15
座長：NHO 善通寺病院附属善通寺看護学校　教員　高㟢　麗華
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安全な拘束帯使用の実施に向けた取り組み
小熊　朝子　NHO さいがた病院

P2-47-1

ICU 入室患者の身体抑制における評価〜ＲＡＳＳの評価を取り入れた身体抑制開始・解除へ
の取り組み
中村陽一郎　NHO 嬉野医療センター

P2-47-2

せん妄アセスメントシート改訂後のアンケートによる看護師のせん妄に対する危機意識の結
果について
大園　育恵　NHO 鹿児島医療センター

P2-47-3

院内移動時の衝突防止の取り組み　−患者視点と職員の認識−
後藤　健吾　NHO 旭川医療センター　

P2-47-4

入院中発症した骨折症例の検討
池田　篤平　NHO 医王病院　

P2-47-5

重症心身障害児 ( 者）病棟における骨折ゼロを目指した取り組み
〜管理的視点から継続的な病棟学習会を実施してみてのまとめ〜
渡部美穂子　NHO 国立米沢病院

P2-47-6

パーキンソン病患者の L 字ベッド柵使用で立位保持が可能となる特性
石橋　憲介　NHO 宇多野病院

P2-47-7

抑制中の胃管自己抜去事例の分析〜病棟での現状と今後の対応について考える〜
若林　美幸　NHO まつもと医療センター松本病院

P2-47-8

カテーテルアブレーション治療時の抑制帯の考案を試みて
首藤　沙織　NHO 大分医療センター

P2-48-1

消化器検査後におけるせん妄発症患者の要因分析
山本　和代　NHO 静岡医療センター

P2-48-2

COPD で緊急入院し気管切開をした高齢者のチューブ抜去要因と看護介入
近江　優紀　NHO 茨城東病院

P2-48-3

術後せん妄に対する看護師のケアの実態調査
黒土　ゆり　NHO 静岡医療センター　

P2-48-4

ＮＣＳを活用したせん妄の予防につながる看護介入
大崎　由美　NHO 福井病院　

P2-48-5

循環器病棟におけるせん妄リスクの高い患者の発症兆候
三好安優美　NHO 善通寺病院

P2-48-6

身体拘束に対する看護師の意識調査ー抑制アセスメントシートを導入してー
小田切由美　NHO 東長野病院

P2-48-7

医療安全 -4 14：30〜15：10
座長：NHO 東広島医療センター　医療安全係長　金中　礼子

医療安全 -5 15：10〜15：45
座長：NHO 善通寺病院　医療安全管理係長　杉尾　見如
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筋強直性ジストロフィーの初発症状および初診時主訴
能重　　歩　NHO 東埼玉病院

P2-49-1

当院における筋強直性ジストロフィー患者の死因
佐藤　凉子　NHO 旭川医療センター

P2-49-2

四国における筋ジストロフィー患者のデータベースの構築に向けて：とくに施設入所の成人
例に対する取り組み
足立　克仁　NHO 徳島病院・四国神経筋センター

P2-49-3

当院における骨密度測定の精度向上
堀内春一郎　国立精神・神経医療研究センター病院

P2-49-4

唾液中アミラーゼ活性の変動から見た患者への余暇活動支援の効果　第 2 報
−クロモグラニンＡ値との比較−
河野　宏典　NHO 熊本再春荘病院　

P2-49-5

スヌーズレン実施時の反応を捉えにくい筋ジストロフィー患者の心拍変動と唾液アミラーゼ
活性値を用いた検討
横山　尚子　NHO 鈴鹿病院

P2-49-6

デュシャンヌ型筋ジストロフィー患者への深吸気訓練の定着による効果
川野　望美　NHO 西別府病院

P2-50-1

ＮＰＰＶにおける鼻マスク劣化による皮膚トラブルと対策
高田　　学　NHO 八雲病院　

P2-50-2

筋ジストロフィー患者の経皮的酸素飽和度の低下と ADL との関連
井上　亜弥　NHO 兵庫中央病院　

P2-50-3

神経筋疾患おける鼻マスクＮＰＰＶでのエアリーク対策
三浦美智子　NHO 八雲病院　

P2-50-4

終日 NIPPV 使用の筋ジストロフィー患者と看護師の人工呼吸器搭載電動車椅子乗車 ･ 活動
の危険に対する意識調査
三原　康弘　NHO 徳島病院　

P2-50-5

筋ジストロフィー患者の安全な移乗方法の見直しと実践
男澤　勇喜　NHO 西多賀病院

P2-50-6

筋ジストロフィー病棟の重症化の実態調査
大本　恵子　NHO 鈴鹿病院　

P2-50-7

筋疾患 -1 15：45〜16：15
座長：NHO 広島西医療センター　小児科医長　福田　清貴

筋疾患 -2 16：15〜16：50
座長：NHO 南九州病院　看護師長　徳永里奈子



The 65th Annual Meeting of the Japanese Society of National Medical Services

ポ
ス
タ
ー
会
場

Grip and Lift 法と EC 法の 2 種類のマスク換気中にマスクと顔面の間にかかる圧分布の検討
松本　朋美　NHO善通寺病院　

P2-51-1

測定法の異なる鼓膜温モニタの比較検討
山崎　　裕　NHO函館病院

P2-51-2

沈降インフルエンザワクチン H5N1 新規株による免疫原性・交叉免疫性を含めた追加接種
効果に関する研究
萩田　麻代　NHO本部

P2-51-3

結腸・直腸癌の FOLFIRI 療法への UGT1A1 遺伝子多型の影響
山脇未央子　NHO南和歌山医療センター

P2-51-4

子宮頸部細胞診検査における従来法と液状検体法の比較　腺系細胞について
齋藤　彰久　NHO呉医療センター・中国がんセンター　

P2-51-5

多染色フローサイトメトリー法による臍帯血好中球の ROS 産生能の検討
高橋　勝美　NHO三重中央医療センター　

P2-51-6

臍帯血 NK 細胞の活性化制御機構の検討
須　　麗清　NHO三重中央医療センター

P2-51-7

臨床研究・治験を円滑にすすめるためのデータマネージメント
北原沙衣子　NHO本部

P2-51-8

肺癌化学療法施行症例のＱＯＬ / ＰＲＯ評価
池　　直子　NHO高知病院

P2-51-9

臨床研究 14：30〜15：15
座長：NHO長崎医療センター　臨床研究センタ−　病因解析研究部長　右田　清志


