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第 65回　国立病院総合医学会

開会式

9：00～9：30
同時中継

第2会場〜第3会場
第5会場〜第7会場

国立病院機構の現状と将来　－挑戦と応戦－オープニングリマークス
9：30-10：00

三河内　弘
国立病院機構理事長

座長：NHO岡山医療センター院長
矢㟢　義雄

東　　良平司会：NHO岡山医療センター副院長

宇宙からの視点～地球生命の挑戦とつながり～特別講演1
13：00-14：00
同時中継

第2会場〜第7会場
三河内　弘

宇宙飛行士・日本科学未来館館長

座長：NHO岡山医療センター院長
毛利　　衛

　第 65回国立病院総合医学会会長

　独立行政法人国立病院機構理事長

　厚生労働省医政局長

　岡山県知事

　岡山市長

　岡山県医師会長

　岡山県看護協会長

開会宣言：
開会の辞：
挨　　拶：
祝　　辞：
祝　　辞：
祝　　辞：
祝　　辞：

三河内　弘
矢㟢　義雄
大谷　泰夫
石井　正弘
髙谷　茂男
井戸　俊夫
山谷冨美枝

国立病院機構の基本的戦略　─今、何が起きているのか─シンポジウム 1

10：00～11：30 清水美智夫
上池　　渉

座長：NHO副理事長　　　　　　　　　　　　　　
NHO呉医療センター・中国がんセンター院長

国立病院機構が担う医療とは　－医療の質の可視化と均てん化の取り組み－
梅田　珠実　NHO本部医療部長

S1-1

経営の観点から見た病院ネットワークの意義と重要性
大鶴　知之　NHO本部企画経営部長

S1-2

投資ルールの見直しと今後の展望　－震災対策を交えて－
土肥　克己　NHO本部財務部長

S1-3

血漿分画製剤の国内自給について—インフォームド・コンセントの重要性—ランチョンセミナー 1
11：45-12：45

新村　浩幸
角南　一貴

国家公務員共済組合連合会虎の門病院輸血部長
座長：厚生労働省医薬薬品局血液対策課

NHO岡山医療センター　　　　

牧野　茂義

日本赤十字社／一般財団法人化学及血清療法研究所／日本製薬株式会社／株式会社ベネシス／田辺三菱製薬株式会社
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東日本大震災に際する医療支援で我々は何をなし得たかシンポジウム 2

14：15～16：15 和田　裕一
高里　良男

座長：NHO仙台医療センター　院長
NHO災害医療センター　院長

宮城病院における大震災後一ヶ月間の診療状況
安藤　肇史　NHO宮城病院

S2-1

東日本大震災における仙台医療センターでの災害対応
山田　康雄　NHO仙台医療センター　

S2-2

東日本大震災におけるDMAT活動と緊急被ばく医療
近藤　久禎　NHO災害医療センター

S2-3

東日本大震災における日本赤十字社の救護活動
丸山　嘉一　日本赤十字医療センター

S2-4

東日本大震災における日本医師会のＪＭＡＴ活動について
石井　正三　社団法人　日本医師会
永田　高志　日本医師会総合政策研究機構

S2-5

NHO医療班の活動

東日本大震災における自衛隊衛生の活動
伊藤　澄信　NHO本部総合研究センター

鈴木　智史　防衛省　陸上幕僚監部衛生部

S2-6

S2-7

QC活動優秀事例QC活動優秀事例（発表）
16：15-17：15
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口腔ケアにおける多職種の連携シンポジウム 3

10：00～11：30 岩渕　博史
松尾　敬子

座長：NHO 栃木病院　　　　　歯科・歯科口腔外科・小児歯科　医長
NHO 岡山医療センター　歯科衛生士　　　　　　　　　　　　

口腔ケアにおける多職種の連携　歯科医師の立場から
宮澤　英樹　NHO 信州上田医療センター

S3-1

看護師が行うアセスメントとケアプラン
大橋　純子　NHO 栃木病院

S3-2

口腔ケアにおける多職種の連携　―歯科衛生士の立場から―
松尾　敬子　NHO 岡山医療センター

S3-3

口腔ケアにおける他職種連携―看護師の役割を考える―
猿渡　千恵　NHO 長崎医療センター

S3-4

結核医療におけるチェンジそしてチャレンジシンポジウム 4

14：15～15：45 重藤えり子
山岸　文雄

座長：ＮＨＯ東広島医療センター　感染症診療部長
ＮＨＯ千葉東病院　　　　　院長　　　　　

結核医療におけるチェンジとチャレンジ　新しい結核予防・治療ワクチンの開発
（ヒト結核モデルに最も近いカニクイザルを用いた）
橋元　里実　NHO 近畿中央胸部疾患センター

S4-1

抗酸菌検査の進歩
永礼　　旬　NHO 福山医療センター

S4-2

結核病棟における NST 活動
―SGA（主観的包括的栄養評価）による結核患者の入院時栄養状態―
中山　　環　NHO 刀根山病院

S4-3

結核治療における臨床薬剤師の役割
中島　　誠　NHO 長良医療センター

S4-4

結核医療と地域連携について　―DOTS ノートの活用　当院での取り組み―
向井　芳枝　NHO 東広島医療センター

S4-5

結核ユニット化における効果と課題

結核医療におけるチェンジそしてチャレンジ　結核のモデル病床の運用状況
秋山　朋江　NHO 高松医療センター

鎌田　有珠　NHO 北海道医療センター

S4-6

S4-7

新しい認知症の医療とケアランチョンセミナー 2
11：45-12：45

真邊　泰宏
国立長寿医療研究センター　内科総合診療部長　

座長：NHO 岡山医療センター　神経内科　医長
遠藤　英俊

エーザイ株式会社 /ファイザー株式会社
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病院組織・経営・管理　口　演

16：00〜16：56 米田　國治座長：NHO佐賀病院　事務部長

病院更新築とH22年度の診療報酬改定が医業収益に及ぼした効果の推定
宇治原　誠　NHO横浜医療センター

O-01-1

医師事務作業補助者の導入による医師の負担軽減と経営効果
中瀬　邦彦　NHO南和歌山医療センター

O-01-2

病院組織の中での自分自身の役割認識について（事務長の思考錯誤）
野副　和行　NHO菊池病院　

O-01-3

MR検査における待ち日数延長の状況分析と労務管理を考慮した改善策の施行
小西　佳之　NHO京都医療センター

O-01-4

輸液ポンプの所有台数削減による安全性向上と経費削減効果
横山　静一　NHO福島病院

O-01-5

建て替え整備に伴う医療機器等一括調達の導入について
中島　正勝　NHO東広島医療センター

O-01-6

放射線治療品質管理専任技師の増員における業務内容と収益改善について
田辺　悦章　NHO関門医療センター　

O-01-7

看護師長クラーク導入後の効果
丸田　保恵　NHO浜田医療センター

O-01-8
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患者さんからの最期の願い～臓器提供という意思～シンポジウム 5

10：00～11：30 剣持　　敬
山崎　麻美

座長：NHO千葉東病院　　　　臨床研究センター長
NHO大阪医療センター　副院長　　　　　　

アンケート集計報告
藤原　拓造　NHO岡山医療センター

S5-1

臓器移植法の改正と施行状況
辺見　　聡　厚生労働省　健康局　移植対策室

S5-2

脳死下臓器提供の事例呈示と問題点
菊野　隆明　NHO東京医療センター

S5-3

家族の決断を支える
木村貴美子　静岡県立総合病院

S5-4

臓器移植院内コーディネーターの役割について
米満ゆみ子　福井県済生会病院

S5-5

臓器移植施設としての役割　～最期の看取りを考える～
田中信一郎　NHO岡山医療センター

S5-6

チーム医療におけるリハビリテーション部門の役割シンポジウム 6

14：15～15：45 星　　永剛
福井　基孔

座長：NHO村山医療センター　　　理学療法士長
NHO肥前精神医療センター　作業療法士長

チーム医療における検査技師の役割シンポジウム 7

15：55～17：25 正木　修一
小松　和典

座長：NHO山口宇部医療センター　臨床検査技師長
NHO東京病院　　　　　　　臨床検査技師長

理学療法職種における人材育成とチーム医療への参加
松本　規男　NHO東京医療センター

S6-1

チーム医療におけるリハビリテーション部門の役割　作業療法部門の立場から
中村　伴子　NHO東名古屋病院　附属リハビリテーション学院

S6-2

チーム医療におけるリハビリテーション部門の役割　言語聴覚士の立場から
藤塚　史子　NHO東京病院

S6-3

スキルミックス業務　～ＩＣＴ～　
福田　　修　NHO大阪南医療センター

S7-1

スキルミックス的業務　輸血　～今、検査技師ができること～
前越　　大　NHO名古屋医療センター

S7-2

NST～臨床検査技師ができること

チーム医療に貢献できる人材育成　
中村　孝男　NHO福岡病院

有江　啓二　NHO四国がんセンター

S7-3

S7-4
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人材創りをめざす。医師・看護師研修の新しい試みシンポジウム 8

10：00～11：30 佐藤　利雄
町屋　晴美

座長：NHO 岡山医療センター　統括診療部長　　　
NHO 本部医療部　　　　サービス・安全課長

研修システムの改革　　　　
福岡　敏雄　財団法人　倉敷中央病院

S8-1

Greater Los Angels Healthcare System 短期研修を体験して　日米卒後研修の比較
山田　康博　NHO 東京医療センター

S8-2

スキルアップ・ラボからスキルアップ・センターへ
清水　順也　NHO 岡山医療センター

S8-3

新人看護職員の卒後研修制度のモデル的導入の取り組み
光木　悦子　NHO 大阪医療センター

S8-4

当院の臨床研修看護師制度と指導方法
─臨床研修看護師制度を経て現在の指導ナースとしての役割─
藤川　紗代　徳島赤十字病院

S8-5

明日の医療のために　～必要とされる事務職への飛躍～シンポジウム 9

14：15～15：45 中島　幹夫
佐藤　達生

座長：NHO 本部　　　　　　　職員厚生部長
NHO 横浜医療センター　事務部長　　

事務職員に対する評価分析のススメ　～事務職員に対する満足度調査～
岡垣　哲也　NHO 東広島医療センター

S9-1 「必要とされる事務職員」とは　～事務職員に対する満足度調査から分かったこと～
森本　武光　NHO 愛媛病院

S9-2

事務職員は「病院経営専門職」を目指そう

課内勉強会による部下職員の育成

事務職員能力開発プログラムの活用方法について

職員研修の具体的な取り組みについて

人を育てるということ　─オーダーメイドの人材育成を目指して─

山浦　康弘　NHO 宇都宮病院

杉浦　　潔　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

中森　幸雄　NHO 京都医療センター

伊藤　幸淑　NHO 米沢病院

納富　正則　NHO 西別府病院

S9-3

S9-4

S9-5

S9-6

S9-7
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チーム医療における栄養士の役割と人材育成～今、求められていること～シンポジウム 10

15：55～17：25 山本　貴博
別府　成人

座長：NHO 南九州病院　栄養管理室長
NHO 善通寺病院　栄養管理室長

当院のチーム医療にかかわる栄養管理室の役割
木幡　恵子　NHO 函館病院

S10-1

当院のチーム医療の現状と栄養士の育成について
石井　裕子　NHO 埼玉病院

S10-2

当センターの管理栄養士が求められている今と将来

チーム医療における栄養士の役割と人材育成　～栄養士に何ができるか？～

当院のチーム医療における栄養部門の関わりと課題

専門性を伸ばす人材育成の取り組み

金子　康彦　国立長寿医療研究センター

望月　龍馬　NHO 南和歌山医療センター

柳谷　憲秀　NHO 香川小児病院

中山　美帆　NHO 福岡東医療センター

S10-3

S7-3

S7-3

S10-4

S10-5

S10-6
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臨床検査 -1　血液・輸血口　演

10：00〜10：49 角南　一貴座長：NHO岡山医療センター　血液内科医長

慢性炎症に伴う貧血の病態解明
佐藤　由季　NHO大牟田病院　

O-02-1

Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 と考えら
れた 2 症例
榊原佳奈枝　NHO岡山医療センター

O-02-2

血液自動分析システム CellaVision ＤＭ９６の基礎的検討と日常検査での使用経験
小野　利枝　NHO大阪医療センター

O-02-3

中規模病院の輸血管理体制①〜 RCC 廃棄血削減を目的とした過剰在庫防止対策〜
竹山　朋希　NHO大分医療センター

O-02-4

中規模病院の輸血管理体制②〜異型適合血輸血〜
竹山　朋希　NHO大分医療センター　

O-02-5

I&A 受審に向けた当院における活動状況報告
山本　有香　NHO神戸医療センター

O-02-6

TRALI 様症状を来たし，多数の抗 HLA 抗体及び抗顆粒球抗体が検出された一例
下川　里美　NHO熊本医療センター

O-02-7

当院における検体検査 TAT 解析導入の経験
西原　幸治　NHO別府医療センター

O-03-1

多点検量線における関数式の適正化と適応性に関する検証
志保　裕行　NHO函館病院

O-03-2

ＡＵ５８１０とＴＢＡ−２０００ＦＲによる機器特性の比較検討
若月　香織　NHO北海道がんセンター

O-03-3

BNP測定試薬「ルミパルス　BNP」および「ルミパルスプレスト　BNP」の基礎的検討
乘船　政幸　NHO岡山医療センター

O-03-4

臨床検査 -2　生化・免疫口　演

10：50〜11：18 福谷　俊二座長：NHO松江医療センター　臨床検査科技師長
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内分泌・代謝性疾患 -1　口　演

14：15〜14：50 河野　茂夫座長：NHO京都医療センタ−　WHO糖尿病協力センター長

低血糖発作を頻回に起こしたインスリン自己免疫症候群の１例
本藏　賢治　NHO仙台医療センター　

O-04-1

CGM（Continuous Glucose Monitoring）を装着したインスリノーマの 2 例
細谷　武史　NHO岡山医療センター　

O-04-2

GLP-1アナログ製剤を使用して、血糖コントロールが著明に改善した 2 型糖尿病の一例
日比　朝子　NHO横浜医療センター　

O-04-3

当院における選択的 DPP-4 阻害薬シタグリプチンの使用経験
田中　剛史　NHO三重中央医療センター　

O-04-4

新生児糖尿病患者における KATP チャネル遺伝子および 6q24 領域の解析
平尾　朋子　NHO香川小児病院

O-04-5

内分泌・代謝性疾患 -2　口　演

14：50〜15：11 大石　徹也座長：NHO岡山医療センター　総合診療科医長

演題取り下げO-05-1

当院における甲状腺手術―ラリンジアルマスクによる気道管理と反回神経同定法について
万木　洋平　NHO米子医療センター

O-05-2

粘液水腫昏睡 3 症例の検討
児玉　章子　NHO熊本医療センター

O-05-3

呼吸器疾患 -1　口　演

15：45〜16：27 大本　恭裕座長：NHO三重中央医療センター　呼吸器科医長

肺胞蛋白症 (PAP) の一例
西井　洋一　NHO三重中央医療センター

O-06-1

根治的放射炎治療後の肺がん手術
山下　素弘　NHO四国がんセンター

O-06-2

再膨張性肺水腫を来たした気胸・血胸の 4 例
樽川　智人　NHO三重中央医療センター

O-06-3

高齢者結核の実態調査
豊田恵美子　NHO東京病院

O-06-4

COPD 患者における膝伸展筋力と MRC スコアの関連
加嶋　憲作　NHO高知病院

O-06-5

SAS スクリーニングにおける夜間 SpO2 測定を連日施行することによる診断精度変化
の検討。
角　　謙介　NHO南京都病院

O-06-6
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呼吸器疾患 -2　口　演

16：27～17：09 山本　宏司座長：NHO 北海道医療センター　内科系診療部長

遺伝子型別解析から推定されたリファンピシン単独耐性結核菌の地域拡散
吉田志緒美　NHO 近畿中央胸部疾患センター

O-07-1

閉塞性肺疾患におけるモストグラフを用いた呼吸抵抗測定値の検討
武田　昭範　NHO 旭川医療センター

O-07-2

最近 4 年間における悪性胸膜中皮腫の検討
山本　宏司　NHO 北海道医療センター　

O-07-3

肺非結核性抗酸菌症治療における副作用の検討
市木　　拓　NHO 愛媛病院

O-07-4

肺結核症と間質性肺疾患合併例の検討
阿部　聖裕　NHO 愛媛病院　

O-07-5

慢性肺アスペルギルス症における液面形成の意義
林原　賢治　NHO 茨城東病院

O-07-6



第 65回　国立病院総合医学会第 65回　国立病院総合医学会

病理診断　口　演

10：00～10：56 山城　勝重座長：NHO 北海道がんセンター　臨床研究部長

診断に苦慮した縦隔原発髄外性形質細胞腫の一例
小柏　　均　国立長寿医療研究センター

O-08-1

左房内を占拠した心臓肉腫の 1 例
藤田　幸久　国立循環器病研究センター

O-08-2

迅速細胞診にて判定困難であった肺原発 MALT リンパ腫の 1 例
増田　一吉　NHO 近畿中央胸部疾患センター

O-08-3

尿中に出現する invasive micropapillary carcinoma（IMPC）の形態計測に基づく
細胞像の解析－細胞集塊の大きさと円形度を中心に－
佐藤　正和　NHO 岡山医療センター

O-08-4

尿細胞診における上皮内癌（CIS）誤陰性判定症例の形態計測による要因解析
有安　早苗　NHO 岡山医療センター

O-08-5

各種臓器の生検における偽陰性検体の判定とその対応に有用な「核の膨隆サイン
(Nuclear Bulging Sign,NBS)」
森内　　昭　NHO 大分医療センタ—

O-08-6

乳癌細胞診検体を用いた受容体判定の必要性：アンケート結果から
西村理恵子　NHO 四国がんセンター

O-08-7

『2007 年版　がん診療連携拠点病院　院内がん登録全国集計』を使った乳癌取り扱い
規約組織分類の validation analysis
寺本　典弘　NHO 四国がんセンター

O-08-8
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救急・集中医療　口　演

14：15～15：11 佐伯　晋成座長：NHO 岩国医療センター　救急・集中治療診療部長

当救命センターと精神疾患の関連について
吉岡　早戸　NHO 災害医療センター

O-09-1

当院におけるドクターカー運用の現状
川崎　貞男　NHO 南和歌山医療センター

O-09-2

長崎県東彼杵郡における脳卒中ホットラインの新規導入と運営経験
中根　俊成　NHO 長崎川棚医療センター

O-09-3

大腿骨頸部骨折術後に全身性多発脂肪塞栓症を発症した一例
渡辺　俊樹　NHO 高崎総合医療センター

O-09-4

腸腰筋膿瘍にて加療中に Stevens-Johnson　症候群を発症した１例
小笠原隆将　NHO 呉医療センター・中国がんセンター 

O-09-5

腹部刺傷により下大静脈を損傷し救命し得た一例
八木　泰佑　国立病院機構熊本医療センター

O-09-6

交通外傷による心・大血管損傷に対する治療戦略の検討
加藤源太郎　NHO 岡山医療センター

O-09-7

失神発作で救急搬送され、家族への聴取で外傷歴が判明した遅発性脾破裂の１例
内倉　淑男　NHO 横浜医療センター

O-09-8

臨床検査 -3　生理口　演

15：11～15：39 大西  秀行座長：国立循環器病研究センター　循環動態主任

超音波検査を用いた各種消化管疾患の血流動態の検討
山口　秀樹　NHO 相模原病院

O-10-1

体外式超音波が術前診断に有用であった空腸 GIST の 1 症例
上田　信恵　NHO 東広島医療センター

O-10-2

超音波検査が有用であった中腸軸捻転を伴う腸回転異常症の一症例
武山　　茂　NHO 東京医療センター

O-10-3

SAS スクリーニングにおけるパルスオキシメータの有用性について
古谷　能祥　NHO 宇都宮病院

O-10-4
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循環器疾患 -1　心エコー図口　演

15：39〜16：21 大石　佳史座長：NHO東徳島医療センター　循環器内科　部長

心エコー検査による肺高血圧症の予後評価の検討
髙松　　泉　NHO南岡山医療センター　

O-11-1

演題取り下げO-11-2

Dual chamber から評価した Tissue Mitral Annular Displacement(TMAD) と左
心収縮・拡張期指標との関連
藤田　鉄平　NHO愛媛病院　

O-11-3

心臓超音波検査が診断および治療法選択に有用であった下大静脈より右房へ進展した
腎腫瘍の 4 例
井上　　歩　NHO福山医療センター

O-11-4

大動脈と頚動脈における arterial aging の評価
—Two-dimensional (2-D) speckle tracking 法による検討—
大石　佳史　NHO東徳島医療センター

O-11-5

肺高血圧における心エコー図評価
佃　早央莉　NHO岡山医療センター

O-11-6

循環器疾患 -2　肺循環・心不全口　演

16：21〜17：03 中西　宣文座長：国立循環器病研究センタ−　心臓血管内科特任部長

当院における末梢型慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) への取り組み
溝口　博喜　NHO岡山医療センター

O-12-1

CPAP から Adaptive Servo Ventilation(ASV) へ切り替えた３症例の高血圧と心不
全改善効果の検討
武藤　晴達　NHO北海道医療センター

O-12-2

経口肺高血圧症治療薬多剤併用療法が劇的に奏効した重症肺高血圧症の一例
小川　愛子　NHO岡山医療センター

O-12-3

治療に難渋した肺血栓塞栓症の一例
李　　相憲　NHO横浜医療センター

O-12-4

疾患特異的治療中の肺動脈性肺高血圧症患者に対する一酸化窒素による急性肺血管反
応試験
宮地　克維　国立循環器病研究センター

O-12-5

重症肺高血圧症患者における甲状腺疾患の合併：発症予測因子に関する検討
小倉聡一郎　NHO岡山医療センター

O-12-6
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放射線診断・画像診断・放射線治療 -1　MR・その他口　演

10：00～10：42 井原  完有座長：国立がん研究センター中央病院　放射線部（診断）第一特殊撮影主任

SPACE 法における頸動脈プラーク評価
阿萬　貴史　NHO 熊本医療センター　

O-13-1

腰椎新鮮圧迫骨折における脂肪抑制 T2 強調画像の検討
清水　俊宏　NHO 金沢医療センター

O-13-2

MRI 検査でのアクシデント症例についての当院での取り組み
荒本　和正　NHO 大阪医療センター

O-13-3

MRI にて５－ＦＵ脳症が疑われた一例
吉崎　瑞穂　NHO 四国がんセンター

O-13-4

放射線科における震災時対応について
—アクションカード・情報収集シートによる対応の検討—
山根　明哲　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-13-5

内視鏡検査手技専用 X 線防護カーテンの有用性
黒木　慶彦　NHO 九州医療センター

O-13-6

放射線診断・画像診断・放射線治療 -2　一般骨密度口　演

10：42～11：17 林　　隆司座長：NHO 北海道がんセンター　放射線科ＲＩ検査主任

IEC に準じた新規格 Exposure Index の基礎的特性の検討
平井　隆昌　国立がん研究センター中央病院

O-14-1

当院における FPD を用いた被曝低減の検証
鈴木　文也　NHO 栃木病院

O-14-2

大腿骨近位部 BMD(Bone Mineral Density) 測定における下肢内旋、正中、外旋での
BMD 値についての検証
桑原　良二　NHO 長崎病院　

O-14-3

肩関節 Scapula Y における撮影標準化の試み
山本　　崇　NHO 京都医療センター

O-14-4

当院における一般撮影標準化の検討　—第２報　対策と改善点—
和田　恵子　NHO 福井病院

O-14-5
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臨床検査 -4　細菌・遺伝子口　演

14：15～14：57 入村　健児座長：NHO 佐賀病院　主任臨床検査技師

1q トリソミーの M-FISH 解析およびマイクロアレイ解析
南原しずえ　NHO 香川小児病院

O-15-1

アレイ CGH 法を用いた流死産検体の遺伝学的原因検索
柿島　裕樹　国立成育医療研究センタ−　

O-15-2

WAVE（DHPLC）法を用いた遺伝子変異検出の評価
藤山　啓美　国立循環器病研究センター

O-15-3

長期にわたり非結核性抗酸菌症として加療されていた肺ノカルジア症の１例
藤野　奈緒　NHO 大牟田病院

O-15-4

香川小児病院における血液培養検査について
岡野　晃欣　NHO 香川小児病院

O-15-5

当院における血液培養小児用ボトルからの検出菌状況
樋口　晶子　NHO 東京医療センター

O-15-6

臨床検査 -5　医療連携・質改善口　演

14：57～15：32 奥田　　勲座長：NHO 本部医療課　臨床検査専門職

外部委託検査に対する客観的評価指標の策定
≪平成 22 年度政策医療振興財団助成研究報告≫
新井　浩司　NHO 神戸医療センター

O-16-1

NHO ならびに NC 等における臨床検査部門を基盤とした臨床検査値標準化の動向に
関する研究 ≪平成 23 年度研究 第 1 報 : 外部委託検査≫
新井　浩司　NHO 神戸医療センター

O-16-2

NHO ならびに NC 等における臨床検査部門を基盤とした臨床検査値標準化の動向に
関する研究 ≪平成 23 年度研究 第 2 報 : 内分泌 ･ 代謝性疾患≫
古田　賢二　NHO 京都医療センター

O-16-3

NHO ならびに NC 等における臨床検査部門を基盤とした臨床検査値標準化の動向に
関する研究 ≪平成 23 年度研究 第 3 報：腫瘍マーカー≫
岡本　英利　NHO 神戸医療センター

O-16-4

NHO ならびに NC 等における臨床検査部門を基盤とした臨床検査値標準化の動向に関
する研究 ≪平成 23 年度研究 第 4 報：循環器疾患≫
川口　和子　国立循環器病研究センター

O-16-5
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消化器 -1　口　演

15：32～16：14 牧野　泰裕座長：NHO 岩国医療センタ−　副院長

胃軸捻転症を伴った傍食道型食道裂孔ヘルニアの 1 例
瀬川　　徹　NHO 村山医療センター　

O-17-1

大腸癌術後に多発性十二指腸潰瘍を生じ、IVR で止血した一例
寿美　裕介　NHO 東広島医療センター

O-17-2

胃内視鏡的粘膜下層剥離術における穿孔・後出血の危険因子についての検討
豊川　達也　NHO 福山医療センター

O-17-3

低・未分化型早期胃癌に対する ESD 及び手術症例の治療成績についての検討
藤田　勲生　NHO 福山医療センター

O-17-4

胃癌手術における ERAS 導入状況
～国立病院機構外科麻酔科ネットワークによるアンケート調査～
山本　和義　NHO 大阪医療センター

O-17-5

シングルバルーン小腸内視鏡にて診断・治療した Dieulafoy 潰瘍の二例
三浦　悠記　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-17-6

ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断・治療した小腸 capillary hemangioma の 2 例
堀井城一朗　NHO 福山医療センター

O-17-7

消化器 -2　口　演

16：14～17：03 田中屋宏爾座長：NHO 岩国医療センタ−　統括診療部長

FOLFOX4 による化学療法により治癒切除可能となった多発肝転移、傍大動脈リンパ節
転移を伴う S 状結腸癌の１例
谷丸　　結　NHO 広島西医療センター

O-18-1

腹会陰式直腸切断術後、人工肛門部に発生した異時性大腸癌の 1 例
木村　裕司　NHO 福山医療センター

O-18-2

多臓器合併切除を要した粘液腺癌の１例
冨樫　陽彦　NHO 熊本医療センター

O-18-3

成人腸重積症をきたした盲腸癌の 2 例
堀　真美子　NHO 熊本医療センター

O-18-4

腸閉塞症状をきたし診断に苦慮した小腸アニサキスの１手術症例
増岡　義人　NHO 埼玉病院

O-18-5

腹会陰式直腸切断術後に再発・手術をくり返した傍ストマヘルニア嵌頓の一例
小松　　恵　NHO 高崎総合医療センター

O-18-6

大腸癌手術における ERAS プロトコール実践の NHO グループアンケート報告
三賀森　学　NHO 大阪医療センター

O-18-7
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重症心身障害児に対して今必要とされている最新の医療シンポジウム 11

10：00～11：30 福永　秀敏
中川　義信

座長：NHO 南九州病院　　院長　
NHO 香川小児病院　病院長

NICU 等の急性期病院小児科病棟から重症心身障害児・者病棟に転院した
重症児の臨床像と転帰についての検討
井上美智子　NHO 南岡山医療センター

S11-1

重症心身障害児 ( 者 ) の栄養　─微量元素、特にセレンとカルニチンについて─
大森　啓充　NHO 柳井病院

S11-2

重症心身障害児・者に対する A 型ボツリヌス毒素（ボトックス®）治療について
佐野のぞみ　NHO 南九州病院

S11-3

重度心身障害児・者に対するバクロフェン持続髄注療法の効果
夫　　敬憲　NHO 香川小児病院

S11-4

痙縮に対する機能的脊髄後根切断術について
粟國　敦男　沖縄県立南部医療センター

S11-5

チーム医療における放射線技師の役割シンポジウム 12

14：15～15：45 梶谷　敏郎
服部　一宏

座長：国立がん研究センター中央病院　診療放射線技師長　
NHO 東京医療センター　　　　診療放射線技師長　

自職種の役割～現在と将来～
田坂　　聡　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

S12-1

人材育成の現況　
麻生　智彦　国立がん研究センター中央病院

S12-2

今後の人材育成　～近い将来に向けた構想～　

他職種との連携（チーム医療）における自職種の役割　
田畑　信幸　NHO 佐賀病院

上垣　忠明　NHO 京都医療センター

S12-3

S12-4

耐性菌を意識した抗菌薬の使い方ランチョンセミナー 4
11：45-12：45

信國　圭吾
愛知医科大学大学院　医学研究科　感染制御学　教授

座長：NHO 南岡山医療センター　神経内科医長
三鴨　廣繁

塩野義製薬株式会社
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DPCを用いた医療の質評価の推進シンポジウム 13

15：55～17：25 伏見　清秀
楠岡　英雄

座長：NHO 本部総合研究センター　診療情報分析部長
NHO 大阪医療センター　　　院長　　　　　　

診療情報を活用した病院機能評価の取り組み
古場　裕司　NHO 本部　総合研究センター

S13-1

臨床評価指標を活用した医療の質の評価
小林　美亜　NHO 本部　総合研究センター

S13-2

CQI 研究会の活動と四国がんセンターの取り組みについて

DPC データを用いた診療機能の適正化を図る試み「診療情報を管理する立場から」

DPC データから読み取る、周術期抗生剤の使用状況について
石川　宏昭　NHO 四国がんセンター

阿南　　誠　NHO 九州医療センター

一番ヶ瀬智和　NHO 嬉野医療センター

S13-3

S13-5

S13-4
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褥瘡・NST・栄養 -1　栄養管理口　演

10：00～10：50 中野　美樹座長：NHO 下総精神医療センター　栄養管理室長

嚥下障害食に料理演出を加える事による摂取量向上効果に関する研究
比嘉　並誠　国立国際医療研究センター病院

O-19-1

当院におけるソフト食（嚥下食）導入と経過報告
稲田　茂臣　NHO 山口宇部医療センター　

O-19-2

ＡＬＳ患者における終末期ＢＭＩの変化について
辻　みどり　NHO 大牟田病院　

O-19-3

糖尿病患者への蓄尿を生かした栄養指導と減塩食の治療効果
齊藤　　文　NHO 豊橋医療センター

O-19-4

妊娠期糖尿病患者の栄養管理上の問題点と認知行動療法による栄養食事指導効果の検討
齊藤　由理　NHO 西埼玉中央病院

O-19-5

当院における褥瘡教育の現状と課題
梶原三亀代　NHO 九州医療センター

O-19-6

褥瘡予防への取り組み　—　ベッドサイドカンファレンスの有効性の検証　—
岡島　祐子　NHO 熊本再春荘病院

O-19-7

動脈硬化と主要臓器障害～血管の〝質〟を探る～ランチョンセミナー 5
11：45-12：45

松原　広己
岩国医療センター循環器科医長

座長：岡山医療センター循環器科医長
櫻木　　悟

アステラス製薬株式会社

筋疾患口　演

10：50～11：25 舟川　　格座長：NHO 兵庫中央病院　統括診療部長

DMD 患者に対する MAC 導入の効果について
河島　　猛　NHO 刀根山病院

O-20-1

神経・筋疾患患者の人工呼吸に関連したインシデント等に関する調査（第 1 報）
尾方　克久　NHO 東埼玉病院

O-20-2

刀根山病院における Duchenne muscular dystrophy 患者の経時的死因分析
松村　　剛　NHO 刀根山病院　

O-20-3

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）における心不全バイオマーカーとしての
NT-proBNP の有用性
青栁　智幸　NHO 八雲病院

O-20-4

筋ジストロフィーの告知に関する医師への調査研究
齊藤　利雄　NHO 刀根山病院

O-20-5
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明日へのチーム医療に向けて「進化するチーム医療と医師の役割」シンポジウム 14

14：15～15：45 岡田　千春
佐藤　利雄

座長：NHO 本部医療部　　　　人材育成キャリア支援室長
NHO 岡山医療センター　統括診療部長　　　　　　

組織変革における院長の役割と連携型リーダーシップ
松尾　　睦　神戸大学大学院

S14-1

チーム医療における医師の役割と特定看護師
矢野　尊啓　NHO 東京医療センター

S14-2

本当に求められる医師のチーム医療への関わり
久保田聰美　社会福祉法人近森会　近森病院

S14-3

チーム医療と医師の役割─クリティカルパスを通して
野村　一俊　NHO 熊本医療センター

S14-4

看護師のチーム医療　～真の看護の専門性とは～シンポジウム 15

15：55～17：25 青芝　映美
七井　裕子

座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　副院長・看護部長　　
NHO 九州医療センター　　　　　　　　　特命副院長　看護部長

『チーム医療における看護専門職としての役割と機能』
～看護の専門性を発揮するために看護管理者が果たすべき役割～
安部小夜子　倉敷中央病院

S15-1

看護実践の場面から学ぶ力を育むために～臨床現場での経験や事例を教材に～
石原　尚美　NHO 九州医療センター

S15-2

今後の人材育成　
～変化する看護業務の中で真の看護の専門性を担う看護師の人材育成～

他職種との連携における看護師の役割～地域医療連携室で活躍する看護師長の立場から～

他職種との連携（チーム医療）における看護師の役割　
～看護の専門分野で活躍する認定看護師の立場から～

宮本千津子　東京医療保健大学

田中冨美子　NHO 熊本医療センター

福光　明美　NHO 岡山医療センター

S15-3

S15-4

S15-5
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看護総合 -1　口　演

10：00～10：42 宮地由起子座長：NHO 大阪医療センタ−　看護師長

看護総合 -2　口　演

10：42～11：24 金子　弘美座長：NHO 九州医療センタ−　手術部副看護師長

患者のニーズにあった術前訪問をめざして
－ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下剥離術）を受ける患者への面接調査を実施して－
浅黄谷美里　NHO 北海道がんセンター　

O-22-1

創内持続陰圧洗浄療法、局所陰圧閉鎖療法を受ける患者の体験
岡村　美穂　NHO 九州医療センター

O-22-2

手術を受ける患者の療養環境に対するニーズ調査
水野　綾花　NHO 浜田医療センター

O-22-3

脊椎手術時の４点ホールフレームにおける褥瘡予防～ズレ力に対しての軟膏の有効性～
平田　和幸　NHO 京都医療センター　

O-22-4

緊急手術を受ける小児の家族に対するパンフレットによる術前情報提供の効果－予定
手術との比較－
吉村絵里奈　NHO 香川小児病院

O-22-5

虚血性心疾患と糖尿病を抱えた患者の自己管理を促進および阻害する要因
笠江優利子　NHO 浜田医療センター

O-22-6

内服薬を患者自己管理に移行する際の看護師の判断過程の現状と問題について
長澤扶紀子　NHO 横浜医療センター

O-21-1

化学療法輸液管理表の評価
原口　美加　NHO 佐賀病院

O-21-2

認知症患者に対するロボットアシステッドセラピーの有効性
宇藤真由美　国立療養所菊池恵楓園

O-21-3

肝細胞癌に対する血管造影治療後の安静による腰痛の緩和を目指して
吉本　多恵　NHO 長崎医療センター

O-21-4

O-21-5

自己決定困難な患者の家族の不安が変化するきっかけ－胃瘻造設の経過をおって－
川井　　梓　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-21-6

血液悪性疾患患者に対する看護の標準化への取り組み
－血液悪性疾患で化学療法を受ける患者の口腔ケアマニュアルを作成して－
田代　里美　NHO 熊本医療センター

アスピリン消化管傷害をいかに抑制すべきかランチョンセミナー 6
11：45-12：45

伊藤　　浩

静岡県立大学薬学部 実践薬学分野　教授　
大阪医科大学 第二内科　教授

座長：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体制御学講座（循環器内科） 

並木　徳之
樋口　和秀

日本新薬株式会社
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看護総合 -3　口　演

14：15～15：11 上井　美保座長：NHO 北海道医療センター　副看護師長

筋ジストロフィー病棟で働く看護師の葛藤と導き出された看護
ー看護師の語りからー
倉持　由美　NHO 東埼玉病院

O-23-1

神経難病・家族のレスパイト入院に対する満足度調査
長谷コズエ　NHO 愛媛病院

O-23-2

精神科閉鎖病棟における危険物管理についての調査
藤原　大士　NHO 舞鶴医療センター

O-23-3

当院の DOTS カンファレンス 5 年間の評価と問題点の検討
山田千恵美　NHO 三重中央医療センター

O-23-4

継続看護のための看護カンファレンスの効果
福崎　友絵　NHO 長崎医療センター

O-23-5

看護師がカンファレンスに主体的に取り組むための方策
～カンファレンス計画表を活用して～
吉川　友貴　NHO 熊本医療センター　

O-23-6

理学療法士との合同カンファレンスが患者に与える影響
浦岡　　稔　NHO 大阪医療センター

O-23-7

O-23-8 Ａ型食道閉鎖症を持つ児が根治術に至るまでの在宅生活で抱える母親の思い
西川　　葵　NHO 岡山医療センター
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神経疾患 -1　口　演

15：11〜16：28 新野　正明座長：NHO北海道医療センター　統括診療部長

被殻病変を呈した Wernicke 脳症
山本　悠史　NHO横浜医療センター

O-24-1

腰椎圧迫骨折後に左上肢麻痺を合併した一例
白井　幹子　NHO村山医療センター

O-24-10

演題取り下げO-24-11

嘔気・吃逆で発症し広範な延髄のみの病変を呈した抗 AQP-4 抗体陽性症例
網野　　格　NHO北海道医療センター

O-24-2

肺病変を合併し抗アクアポリン抗体陽性であった脊髄炎の 1 例
川村　美咲　NHO埼玉病院　

O-24-3

脳梗塞超急性期 IV-tPA 治療症例に対する抗血小板剤早期投与の経験
酒井　秀樹　NHO豊橋医療センター

O-24-4

AV shunt を伴った静脈性血管腫が考慮された 1 例
大下　純平　NHO呉医療センター・中国がんセンター

O-24-5

Computational Fluid Dynamics (CFD) 解析による血行力学的特徴から予測する多
発性脳動脈瘤における破裂脳動脈瘤
石田　藤麿　NHO三重中央医療センター

O-24-6

Computational Fluid Dynamics (CFD) 解析を用いた頭蓋内ステント留置による脳
動脈瘤血行力学的効果の予測
石田　藤麿　NHO三重中央医療センター　

O-24-7

Erdheim-Chester disease に合併した多発性脳腫瘍の一手術症例
勇木　　清　NHO東広島医療センター

O-24-8

馬尾に発生した海面状血管腫の 1 例
名越　慈人　NHO村山医療センター

O-24-9

放射線診断・画像診断・放射線治療 -3　治療 -1口　演

16：35〜16：56 田辺　悦章座長：NHO関門医療センター　照明主任

前立腺 IMRT の setup margin の改善
池田　　剛　NHO仙台医療センター

O-25-1

放射線治療が埋め込み型除細動器に与える影響についての基礎的検討
直井　国治　NHO横浜医療センター

O-25-2

MU 値独立検証方法の簡便化と治療計画条件においての比較検討
米澤　直史　NHO金沢医療センター

O-25-3

放射線治療における多職種間の情報の共有
石脇　清史　NHO浜田医療センター

O-25-4
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感染症・ＩＣＴ -1口　演

10：00～10：56 菅　　　秀座長：NHO 三重病院　感染疫学・免疫学研究室室長

インフルエンザ A(H1N1)2009 の臨床像、重症化因子について：NHO ネットワーク
小児入院 1100 例の解析より
長尾みづほ　NHO 三重病院　

O-26-1

リアルタイムデータベースを用いた 2010/11 インフルエンザ成人入院症例の解析
丸山　貴也　NHO 三重病院　

O-26-2

リアルタイムデータベースを用いた 2010/11 インフルエンザ小児入院症例の解析
菅　　　秀　NHO 三重病院　

O-26-3

強毒型インフルエンザ対応訓練の実践報告－患者受け入れ対応訓練を計画実施して－
高野　周作　NHO 災害医療センター

O-26-4

ノロウイルス感染症およびロタウイルス感染症に関する臨床的検討
岡村　朋香　NHO　福山医療センター

O-26-5

周術期予防抗菌薬の標準化と SSI 発生率の推移
岩谷佳代子　NHO 嬉野医療センター

O-26-6

インフルエンザ菌ｂ型の感染防御抗体価測定の確立に向けて
～ワクチン接種緊急促進事業を受けて～
山口　禎夫　NHO 栃木病院

O-26-7

結核感染対策の取り組み　クオンティフェロン TB ゴールド（QFT － G）の検査を利
用して
坪井　俊裕　NHO 和歌山病院

O-26-8

治験　口　演

10：56～11：24 水沼　周市座長：NHO 本部　総合研究センター　治験研究部　治験推進室　治験専門職

ファーマコゲノミクス（PGx）を含む医師主導治験において求められる遺伝医療の専門性
村島　京子　NHO 宇多野病院　

O-27-1

中央治験審査委員会の現状と CRC-Log Book の機能と有用性について
～ NHO-CRB 対象課題を中心に～
石川　光信　NHO 本部

O-27-2

治験啓発のための院内セミナーのあり方についての検討
板野　　亨　NHO 香川小児病院

O-27-3

外部検査結果の取り扱いにおける地域医療連携システム紹介状機能の活用
矢野　涼子　NHO 金沢医療センター

O-27-4
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平成 24年診療報酬改定を予想する～DPC改定とインフリキシマブ等高額薬剤の評価について～ランチョンセミナー 7
11：45-12：45 田辺三菱製薬株式会社営業企画部谷澤　正明

田辺三菱製薬株式会社

薬剤・薬理・薬剤管理　口　演

15：45～16：20 藤田　秀樹座長：NHO 米子医療センタ−　薬剤科長

福島原発避難所派遣報告
保田　栄一　NHO 北海道医療センター

O-28-1

病棟常駐薬剤師を配置する為の管理者の役割
遠藤　雅之　NHO 旭川医療センター

O-28-2

ICU における薬剤師介入による効果の検証
関本　裕美　NHO 大阪医療センター

O-28-3

腎移植におけるミコフェノール酸モフェチル固定用量投与法の検討
岩下亜希子　NHO 千葉東病院　

O-28-4

中国四国ブロック管内施設におけるハイリスク薬の管理等に関する実態調査
大谷　恵美　NHO 岡山医療センター

O-28-5

チーム医療の担い手として─安全で安心な医療提供を目指す薬剤師シンポジウム 16

14：15～15：45 松本　修一
二五田基文

座長：NHO 本部医療部医療課　薬事専門職
NHO 浜田医療センター　薬剤科長　

薬剤師外来の試み
川澄　賢司　国立がん研究センター

S16-1

国立病院薬剤師会による人材育成への取り組み
橋本　　修　NHO 山口宇部医療センター

S16-2

今後の人材育成　～近い将来に向けた構想～
熊谷　隆浩　NHO 長良医療センター

S16-3

NST における薬剤師の役割
下村　真代　NHO 小倉医療センター

S16-4
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感染症・ＩＣＴ -2口　演

16：20～17：09 上平　朝子座長：NHO 大阪医療センタ−　感染症内科科長

手指衛生剤の使用量調査からみる手指衛生の行動変化
大渡由美子　NHO 神奈川病院

O-29-1

前後で手指衛生の必要な医療ケア場面における看護師の手指衛生遵守率向上への取り
組み
鈴木奈緒子　NHO 名古屋医療センター

O-29-2

気管切開下での長期人工呼吸器使用患者における加温加湿器から人工鼻への変更
～吸気回路内の汚染状況から管理方法を検討する～
元木　健介　NHO 青森病院

O-29-3

静脈留置針挿入時の防護具着用の傾向　～自己チェックリストの経験年数別評価～
栗山　陽子　NHO 北海道がんセンター

O-29-4

尿道留置カテーテル基準を用いた使用期間短縮と尿路感染減少への試み
中村　みさ　NHO 長崎医療センター

O-29-5

ICU における「口腔ケア」の現状
香取　弘子　NHO 函館病院

O-29-6

スチームクリーナーを使用した熱傷室浴槽の消毒効果の検討
ー熱傷室浴槽の環境調査からー
藤本　誠子　NHO 長崎医療センター

O-29-7
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手術・その他　口　演

10：00～10：21 太田　徹哉座長：NHO 岡山医療センター　消化器外科医長

下肢切断断端創に V.A.C.ATSR 治療システムを用い管理した一症例
牧野麻希子　NHO 横浜医療センター　

O-30-1

巨大創に対して異なる局所陰圧閉鎖療法を使用した２症例の検討
三谷あずさ　NHO 横浜医療センター

O-30-2

人工呼吸中の患者における気管支ファイバー検査時のリーク防止のための L 型コネク
ターの試作
廣澤　壽一　NHO 米子医療センター

O-30-3

医療連携・地域連携 -1　地域医療パスと連携口　演

10：42～11：24 木下　貴裕座長：NHO 南和歌山医療センター　統括診療部長

患者の視点に立った地域連携クリティカルパスの改訂
～ＩＦＮパスポートを活用した管理栄養士の関わり～
椿　　裕子　NHO 熊本医療センター

O-31-3

ＮＳＴ地域医療連携の取り組み～介護福祉施設等スタッフとの栄養管理勉強会～
吉丸　雅美　NHO 長崎医療センター　

O-31-4

多職種による急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病の地域連携パス共同研究会の取り組み
川本　俊治　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-31-5

熊本県における熊本県版がん診療連携パス「私のカルテ」
片渕　　茂　NHO 熊本医療センター　

O-31-6

慢性腎臓病 (CKD) における病診連携システムの構築
八幡　兼成　NHO 京都医療センター

O-31-1

胃癌術後フォローアップにおける地域連携パス
栗田　　啓　NHO 四国がんセンター

O-31-2

睡眠時無呼吸症候群と循環器疾患ランチョンセミナー 8
11：45-12：45

矢野　修一
愛知医科大学　睡眠科・睡眠医療センター教授

座長：NHO 松江医療センター　副院長
塩見　利明

フクダライフテック中国株式会社
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臨床工学 -1　口　演

14：15～14：57 辛島　隆司座長：NHO 山口宇部医療センター　臨床工学技士

臨床工学 -2　口　演

14：57～15：39 西原　博政座長：NHO 福山医療センター　臨床工学技士

手術動画の効率的な管理運用について
清水　俊行　NHO 四国がんセンター

O-32-1

臨床工学技士によるＭＥ機器中央管理移行への取り組みの成果と問題点
中岡　大昂　NHO 大牟田病院

O-32-2

電子カルテと連携した医療機器管理システム
石崎　光理　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-32-3

輸液・シリンジポンプ操作に関する院内教育の取り組み
齋藤　雅典　NHO あきた病院

O-32-4

中央管理医療機器の新棟移転経験
神谷　友輔　国立国際医療研究センター

O-32-5

医療機器管理ソフトを用いた在宅人工呼吸器の管理について
藤嵜　孝次　NHO 刀根山病院

O-32-6

NPPV と PMX+CHDF を施行した間質性肺炎の一例
辛島　隆司　NHO 山口宇部医療センター　

O-33-1

NPPV マスクにおける接触圧の検討
中矢　　亮　NHO 善通寺病院　

O-33-2

人工呼吸器回路に発生するカビ様物質への対策
林　　博英　NHO 高知病院

O-33-3

加温加湿器の取扱いに関する対策（第１報）
山本　　奏　NHO 山口宇部医療センター　

O-33-4

人工呼吸器装着患者に対する呼気終末二酸化炭素濃度モニターの運用と問題点
田代　博崇　NHO 熊本医療センター

O-33-5

ＤＭＡＴ活動を通して臨床工学技士として思うこと
林　　博英　NHO 高知病院　

O-33-6
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臨床工学 -3　口　演

15：39～16：21 白川　憲之座長：NHO 善通寺病院　臨床工学技士

当施設の脳分離体外循環
有道　真久　NHO 岡山医療センター

O-34-1

術前チェックにてリード抵抗値の上昇を認めた一症例
森末　明彦　NHO 東広島医療センター　

O-34-2

心原性ショックを合併した急性心筋梗塞に対し補助循環を使用し救命し得た１例
峠崎　純一　NHO 東広島医療センター　

O-34-3

体外循環中に人工肺入口圧が上昇した一例
藤本　典一　NHO 岡山医療センター　

O-34-4

当院における人工心肺自動記録システムについて
深谷　隆史　国立国際医療研究センター病院　

O-34-5

整形外科手術における自己血回収装置の出血量に関する検討
多賀谷正志　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-34-6

腎・泌尿器疾患　口　演

16：21～17：10 岡　　聖次座長：NHO 大阪医療センター　泌尿器科科長・職員研修部長

腎臓病教室における患者教育の試み（管理栄養士の立場からみた現状と課題）
畠山今日子　NHO 長崎医療センター 

O-35-2

前立腺全摘除術後患者の退院後の不安の調査
佐伯　光子　NHO 四国がんセンター

O-35-3

気腫性腎盂腎炎の一例
倉持みずき　NHO 埼玉病院

O-35-4

腎臓摘出により救命しえた敗血症性ショックを呈した腎膿瘍の一例
山本　準也　NHO 北海道医療センター

O-35-5

停留精巣に発生した精巣腫瘍
水沢　弘哉　NHO 信州上田医療センター

O-35-6

経尿道的膀胱腫瘍切除術における en bloc resection の有用性
柏木　文蔵　NHO 高崎総合医療センター

O-35-7

特異な臨床経過を示した IgA 腎症の一例
山村　　剛　NHO 北海道医療センター

O-35-1
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リハビリテーション -1口　演

10：00～10：50 道広　博之座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　理学療法士長

リハビリテーション -2口　演

10：50～11：25 佐藤　文保座長：NHO 福岡東医療センター　主任言語聴覚士

人工膝関節全置換術後の膝関節内側部痛に影響する術前因子について
－術前の股・膝関節可動域からの検討－
山田　克彦　NHO 弘前病院　

O-36-1

人工膝関節置換術後の膝関節屈曲 ROM 訓練についての一考察
横地　雅和　NHO 名古屋医療センター　

O-36-2

大腿骨頸部骨折後に大腿神経領域の疼痛が認められた一症例
水野　晋利　NHO 名古屋医療センター　

O-36-3

人工股関節全置換術患者における術前生活状況と術後 ADL との関連性
～ JOA スコア・リハビリチェックシートを活用して～
横内　圭吾　NHO 岡山医療センター　

O-36-4

X 線画像を用いた靴型装具適合評価の試み
藤谷　順子　国立国際医療研究センター　

O-36-5

当園リハビリテーション部門における介護予防活動の紹介
宮口　昭一　国立療養所長島愛生園

O-36-6

骨盤底筋体操教室への取組
工藤　幹子　国立療養所星塚敬愛園

O-36-7

パーキンソン病に対する独自リハビリテーションの効果
“特に口腔運動機能と笑顔度の変化に対する検討”
谷口　百合　NHO 徳島病院

O-37-1

人工呼吸器を装着した患者の，呼吸と嚥下のタイミングに関する研究
植田　友貴　NHO 長崎川棚医療センター　

O-37-2

気道熱傷後嚥下障害が出現した１症例
稲田　茂臣　NHO 山口宇部医療センター

O-37-3

相模原病院での言語聴覚士の役割について
池山　順子　NHO 相模原病院

O-37-4

入院患者のリハビリ開始 30 日後の動向について
岡田　　早　NHO 名古屋医療センター

O-37-5

小児救急現場で遭遇する児童虐待ランチョンセミナー 9
11：45-12：45

西間　三馨
北九州市立八幡病院　院長

座長：NHO 福岡病院　名誉院長
市川光太郎

ファイザー株式会社
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医療連携・地域連携 -2　医療連携のネットワ−ク口　演

14：15～14：50 浜田　　淳座長：岡山大学医学部　医療政策・医療経済学　教授

医療連携・地域連携 -3　退院支援口　演

14：50～15：25 大下美紀恵座長：NHO 呉医療センタ−　副看護部長

福祉施設の情報を共有化するネットワーク構築
～大分市東部地域医療福祉協議会の活動～
岡江　晃児　NHO 大分医療センター

O-38-1

カルテ閲覧システム「金鯱メディネット」を利用した Y 病院との救急搬送紹介連携の
実際
梶田　真子　NHO 名古屋医療センター

O-38-2

病院完結型医療から地域完結型医療へ　キープレーヤーとしての回復期病院の役割
神谷　悦功　NHO 東名古屋病院

O-38-3

委託入院における入所者情報提供のあり方を考える
ーアンケート結果の分析からみえてきたことー
高橋　訓枝　国立療養所邑久光明園　

O-38-4

チーム医療を実践するための統括本部のあり方
渡邉　正美　NHO 浜田医療センター

O-38-5

患者の立場に立ったスムーズな退院調整
田中富美子　NHO 熊本医療センター

O-39-1

脳卒中地域連携パスを通しての院内・院外連携へ向けた取り組み
山本亜希子　NHO 岡山医療センター　

O-39-2

急性期病院での退院調整における医師の関わり
－新文書管理システム（Yahgee）を活用して－
中澤　　進　NHO 埼玉病院

O-39-3

急性期病院におけるがん終末期患者の退院調整～地域医療連携室看護師の関わり～
土井　晴代　NHO 九州医療センター

O-39-4

岡山県南東部における『もも脳ネット』の活動と在宅パスの開発・啓発運動の紹介
大森　信彦　NHO 岡山医療センター

O-39-5
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災害・国際医療協力 -1　災害 -1口　演

15：25～16：15 野中　廣志座長：NHO 東京医療センター　看護部長

災害・国際医療協力 -2　災害 -2口　演

16：15～17：04 小井土雄一座長：NHO 災害医療センター　臨床研究部長

東日本大震災における医薬品の供給等について
諏江　　裕　NHO 仙台医療センタ−　

O-40-1

大震災による病院機能復旧など事務部門における災害対応の検証
藤原　　勝　NHO 宮城病院　

O-40-2

東日本大震災の被災地の機構病院に必要とされる医療とは
土肥　　守　NHO 釜石病院

O-40-3

福島原発事故に伴う被曝スクリーニング医療班派遣参加報告
秋田　剛史　NHO 福山医療センター

O-40-4

東日本大地震に伴う被ばく医療の実体験
飯塚祐一郎　NHO 大阪医療センター

O-40-5

地震と同時発災時の放射線災害への対応
岩井　康典　NHO 大阪医療センター

O-40-6

チェルノブイリ周辺における小児期被曝の甲状腺癌
伊東　正博　NHO 長崎医療センター

O-40-7

アクションカード使用後の検討について
江津　　繁　NHO 災害医療センター

O-40-8

研修医として参加した被災地医療支援
富田梨沙子　NHO 横浜医療センター

O-41-1

小児科医として東日本大震災での DMAT 活動、救護班活動に関わって
古家　信介　NHO 香川小児病院

O-41-2

東日本大震災の災害対策本部における活動報告と課題
齋藤　意子　NHO 災害医療センター

O-41-3

東日本大震災における亜急性期医療班活動報告
岩代　　望　NHO 函館病院

O-41-4

東日本大震災医療支援　—遠隔地国立病院機構病院の活動—
小林　良三　NHO 九州医療センター

O-41-5

東日本大震災に対する九州ブロックの活動と提案に関して
髙山　隼人　NHO 長崎医療センター

O-41-6

脳深部刺激術中に大地震を経験した一例
安藤　肇史　NHO 宮城病院

O-41-7


