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国立病院放射線技師における協議会の役割はどうあるべきか
−全国及び各地区の会長・副会長・放射線専門職への調査結果から−
姫野　　敬　NHO 呉医療センター・中国がんセンター　

P3-01-1

効率的な当直業務の習得を目指して　〜当直業務用チェックシートの作成とその活用〜
出垣　正紀　NHO 呉医療センター・中国がんセンター　　

P3-01-2

学生実習受け入れによる指導者の意識変化について
高木　秀亮　NHO 呉医療センター・中国がんセンター　

P3-01-3

当院におけるサービス向上を目的とした患者様への意識調査
坂田　貴紀　国立長寿医療研究センター病院　

P3-01-4

放射線当直 ( 呼び出し）勤務時における暴言・暴力への対応について
−国立病院療養所中国地区放射線技師会調査報告−
大西　晴栄　NHO 広島西医療センター　

P3-01-5

放射線技師の人材育成
岡平　伸介　NHO 福山医療センター

P3-01-6

乳腺画像に対する空間周波数領域における画像評価法の検討
牧野　玲子　NHO 豊橋医療センター

P3-02-1

当院における MMG レポーティングシステムの構築と運用　第 2 報
淺野　朱香　NHO 京都医療センター

P3-02-2

マンモグラフィにおけるモニタ診断用パラメータの検討
菊川　絢子　NHO 京都医療センター

P3-02-3

当院における乳がん市民検診の現状と問題点〜放射線技師として出来ること〜
井上　真帆　NHO 大阪南医療センター

P3-02-4

乳腺超音波検査におけるカテゴリー分類の検討
日高理枝子　NHO 佐賀病院

P3-02-5

乳腺超音波検査の良悪性診断向上における FLR（Fat-lesion ratio）の有用性
西浦　哲哉　NHO 嬉野医療センター

P3-02-6

放射線診断・画像診断・放射線治療 -11　その他 1 9：45〜10：15
座長：NHO 仙台医療センター　特殊撮影主任　立石　敏樹

放射線診断・画像診断・放射線治療 -12　マンマ 10：15〜10：45
座長：NHO 九州がんセンター　診療放射線技師　日髙　智子
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初めての医師主導治験への取り組み—治験管理室が準備すべきこと—
松井　仁美　NHO 宇多野病院　

P3-03-1

医師主導治験「説明と同意」に関する研究
綱本　郷子　NHO 宇多野病院　

P3-03-2

急性期治験における同意説明を考える　　—ＡＣＳ治験の事例を通して—
米澤恵美子　NHO 水戸医療センター　

P3-03-3

CRC 不在時における急性期疾患対象治験への取り組み
宮原　貴子　NHO 横浜医療センター　

P3-03-4

治験参加の被験者における治験前後の意識調査
中井　健一　NHO 徳島病院

P3-03-5

電子日誌を用いた治験における実施上の問題点と被験者アンケートの検討
堀　　良行　NHO 旭川医療センター　

P3-03-6

COPD を対象とした治験の活動内容と実施状況の検討
前川　雅代　NHO 旭川医療センター

P3-03-7

神経・筋難病病棟に勤務する看護師のストレスとアサーティブの効果
岩月　真実　NHO 南岡山医療センター　

P3-04-1

急性期病院における CFSI を用いた看護師の蓄積疲労調査−１年目と３年目の比較−
新玉　祐子　NHO 呉医療センター・中国がんセンター　

P3-04-2

看護師が意欲を持って働ける職場づくりの検討　〜職務満足度調査結果の報告〜
松永登志子　NHO 東広島医療センター

P3-04-3

手術室看護師が離職を考える要因と離職を思いとどめる要因
荒木　真美　NHO 大阪医療センター　

P3-04-4

患者の考える男性看護師のイメージおよび特徴を生かした援助についての考察
新津　　哲　NHO 甲府病院

P3-04-5

看護総合 -17 9：45〜10：10
座長：NHO 三重中央医療センター　看護師長　権野さおり

治験 -3 11：10〜11：45
座長：NHO 四国がんセンター　臨床研究センター　臨床研究推進部　副看護師長　松下五十鈴
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育児休業復帰支援（パワフルママ）の取り組み
鶴田真由美　NHO 長崎川棚医療センター

P3-05-1

仕事上のストレスと飲酒の関連性
佐伯　美菜　NHO 肥前精神医療センター　

P3-05-2

副看護師長のやりがいを高める看護師長の関わり
中嶌　洋子　NHO 都城病院　

P3-05-3

看護師の仕事ストレスと職務満足度との関係—年代別からみた看護師の実態調査から—
加茂　智美　NHO 東佐賀病院

P3-05-4

中途採用者の受け入れと定着に向けて　〜中途採用者の思いを調査〜
本多　利枝　NHO 天竜病院

P3-05-5

CT 業務上起こり得る操作ミスの検討およびワークフローの確立
三浦あゆみ　NHO 金沢医療センター

P3-06-1

X 線 CT を用いた靴型装具適合評価の試み
篠崎　雅史　国立国際医療研究センター病院　

P3-06-2

X 線 CT におけるポジショニングによる被写体内の線量分布の変化
村田　潤平　NHO 北海道医療センター

P3-06-3

X 線 CT における低電圧撮影の基礎的検討
福田　晋久　NHO 北海道医療センター　

P3-06-4

低電圧８０ｋＶＣＴによるシャント血管造影の有用性について
太田　博之　NHO 千葉東病院　

P3-06-5

深部静脈血栓症における低電圧 CT の検討
澁谷　皓平　NHO 四国がんセンター

P3-06-6

看護総合 -18 10：10〜10：35
座長：NHO 西多賀病院　副看護師長　中村　一美

放射線診断・画像診断・放射線治療 -13　ＣＴ 4 10：40〜11：10
座長：NHO 宮城病院　診療放射線技師　菅野　典子
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当院での面積線量計値から入射表面線量値を算出する換算式の再検討
三浦　悠記　国立がん研究センター中央病院　

P3-07-1

SDEC を用いた当院における入射表面線量の評価
橋本由香里　NHO 東京医療センター

P3-07-2

当院一般撮影の被曝線量評価
長生　健太　NHO 岩国医療センター

P3-07-3

小児逆行性排尿時膀胱尿道造影検査時における被ばく線量評価
田村　香子　国立成育医療研究センター　

P3-07-4

成育医療における一般撮影の被ばく線量―入射表面線量計算ソフトの精度評価―
村石　泰伸　国立成育医療研究センター　

P3-07-5

血管撮影装置更新に伴う被ばく線量の比較
中川　拓也　NHO 大阪南医療センター

P3-07-6

ポータブル撮影時の担当技師の被ばくの提言を目的とした撮影電圧の検討
藤原　康人　NHO 東名古屋病院

P3-07-7

心臓ＣＴにおける体型を考慮した至適管電流の検討 〜ＢＭＩ指数と体脂肪率を軸に〜
高橋　弥生　NHO 高松医療センター　

P3-08-1

『冠動脈 CTA で偶発的に発見される左心耳機能低下患者の血栓症リスク評価の試み』
菊地　恵介　NHO 帯広病院　

P3-08-2

当院の心臓 CT における soft plaque view の評価
葛西　　幸　NHO 仙台医療センター　

P3-08-3

頭部 3D − CTA におけるサブトラクション法によるマスク像の撮像条件の検討
安田　英邦　NHO 名古屋医療センター　

P3-08-4

当院における肺癌術前 3DCT の有用性について
千上　将邦　NHO 大牟田病院

P3-08-5

急性期血管障害における頭部 3DCT-angio の検討（頭蓋内圧が亢進している重症患者に対す
る最適な撮影法）
小森　友広　NHO 水戸医療センター　

P3-08-6

放射線診断・画像診断・放射線治療 -14　被曝 11：10〜11：45
座長：国立循環器病研究センター　放射線管理主任　藤㟢　　宏

放射線診断・画像診断・放射線治療 -15　ＣＴ 5 9：45〜10：15
座長：NHO 岩国医療センター　特殊撮影主任　金子　誠則
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膝関節軸位撮影における撮影法の構築
松田　英樹　NHO 京都医療センター　

P3-09-1

ＦＰＤを用いた乳児胸部撮影条件の検討
上原　和季　NHO 香川小児病院　

P3-09-2

膝関節撮影（ローゼンバーグ法）補助具の検討
田中　敏博　NHO 甲府病院　

P3-09-3

フラットパネル搭載型コーンビーム CT 撮影時のアーチファクトの検討
−造影剤希釈率を変化させて−
鈴木　大輔　NHO 呉医療センター・中国がんセンター　　

P3-09-4

フラットパネル搭載型コーンビーム CT 時の血管径の評価
灘　　尊則　NHO 呉医療センター・中国がんセンター　　

P3-09-5

血管撮影装置における CT like image の基礎的検討
仲谷　聡史　NHO 大阪南医療センター

P3-09-6

肺動脈造影における造影剤充満時間と肺動脈圧の視点から考える慢性血栓塞栓性肺高血圧症
患者の肺動脈の３D-CT の指標
尾上　一典　NHO 岡山医療センター　

P3-09-7

計画停電を経験して　〜放射線科部門の対応とその改善〜
栗原　協子　NHO 横浜医療センター　

P3-10-1

当院放射線部門における省電力への試み
柴山　明範　国立長寿医療研究センター病院

P3-10-2

技師による予約システム構築
斎藤　雅伸　NHO 仙台医療センター

P3-10-3

MWM サーバー未接続の X 線骨密度測定装置における撮影レポート誤送信防止の試み
瀬古　寿光　NHO 三重中央医療センター

P3-10-4

CR 画像確認モニターとハードコピー画像の視覚評価
木須　康太　NHO 佐賀病院

P3-10-5

性能の異なる液晶ディスプレイの視覚的評価
竹尾　晃一　NHO 熊本医療センター

P3-10-6

ヒストグラム解析を用いた Exposure Index 値の適正範囲の検討
堀田　竜也　国立がん研究センター中央病院

P3-10-7

当院における最適嚥下動画像の検討
四丸　真俊　NHO 宇多野病院

P3-10-8

放射線診断・画像診断・放射線治療 -16　一般・アンギオ 10：15〜10：50
座長：国立がん研究センター東病院　主任　高橋　圭祐

放射線診断・画像診断・放射線治療 -17　その他 2 10：50〜11：30
座長：NHO 長崎病院　診療放射線技師長　桑原　良二
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当院における「患者の権利」に対する看護師の意識調査
〜「医療を受けるあなたの権利・責務」用紙の認識状況から〜
星野　陽子　NHO 豊橋医療センター

P3-11-1

ハンセン病療養所で眼科処置を行う看護師の実態
佐々　尚美　国立療養所菊池恵楓園

P3-11-2

物盗られ妄想のある入所者に役割行動がもたらした効果
池田　晃平　国立療養所菊池恵楓園

P3-11-3

透析患者の便秘に関する看護師の意識調査
海野　智枝　NHO 関門医療センター

P3-11-4

神経難病病棟看護師の退院調整に関する実態調査
岩井　勇介　NHO 宮城病院　

P3-11-5

患者対応能力の向上にむけて〜病棟看護師の実態調査より〜
川上　沙織　NHO 金沢医療センター　

P3-11-6

IFN 投与中の患者交流会に医療専門職が参加する意義
村山　圭美　NHO 大分医療センター　

P3-11-7

A 病院看護師としての接遇を考える
水上　礼子　NHO 北陸病院　

P3-11-8

B 病棟の環境整備の実態と看護師の意識・行動の調査
石崎　朋実　NHO 東京病院　

P3-11-9

脳血管障害による嚥下障害がある患者に対する病棟スタッフの意識変化
今村　由貴　NHO 東名古屋病院

P3-12-1

合同カンファレンスにおける看護師の役割
西濱加代子　NHO 南岡山医療センター　

P3-12-8

病棟看護師とリハビリスタッフの連携における看護師の認識と自律性の関係
酒井　佳織　NHO 甲府病院　

P3-12-7

合同カンファレンスにおいて多職種が看護師に期待する役割
坂本　照美　NHO 東京医療センター

P3-12-2

インフォームド・コンセントに対する看護師の意識調査
濵井まりえ　NHO 和歌山病院

P3-12-3

インフォームド・コンセントにおける主治看護師の役割意識 ‐ IC 情報用紙を使用して ‐
浦郷　沙織　NHO 九州医療センター　

P3-12-4

受け持ち患者中心の看護ケアによる看護師の意識調査
小畑　誠一　NHO 三重病院　

P3-12-5

急性期一般病棟において認知症患者の看護をするうえでの看護師の思い
川上　　瞳　NHO 南岡山医療センター　

P3-12-6

看護総合 -20 9：45〜10：30
座長：NHO 弘前病院　看護師長　向谷地裕美

看護総合 -21 10：30〜11：10
座長：NHO 都城病院　医療安全管理係長　有田　眞弓
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メラニン色素産生腫瘍における過酸化水素を用いた漂白後の免疫組織化学の検討
與儀　浩　NHO 横浜医療センター

P3-13-5 前立腺術中迅速診断の有用性について
竹渕　友弥　NHO 高崎総合医療センター

P3-13-4

冠動脈周囲腫瘤を生検にて診断しえた IgG4 関連疾患の一例
山田　　晶　NHO 東京医療センター　

P3-13-1

術後 18 年目に左頬粘膜下に再発した嗅神経芽細胞腫の 1 例
山本　伸晃　NHO 東京医療センター

P3-13-2

当院の病理検査・細胞診検査・PCR 検査の受託状況について
高橋　　学　NHO 旭川医療センター　

P3-13-7 非小細胞肺癌の切除材料における EGFR 遺伝子変異の検討
椎名　將昭　NHO 茨城東病院　

P3-13-6

気管支肺胞洗浄液にて肺胞蛋白症が疑われた１症例
清家　直樹　NHO 福岡病院　

P3-13-3

気管腕頭動脈瘻の１剖検例
立山　義朗　NHO 広島西医療センター　

P3-14-2

全身転移が認められた原発不明悪性黒色腫の 1 例
井上佳奈子　NHO 嬉野医療センター

P3-14-4

カンジダ敗血症の 1 剖検例
玉川　　進　NHO 旭川医療センター　

P3-14-1

胃内分泌細胞癌の 1 例
服部　拓也　NHO 広島西医療センター　

P3-14-3

急性リンパ性白血病の浸潤が疑われた膵腫瘍の 1 例
川口　直美　NHO 静岡医療センター　

P3-14-5

臨床検査 -1 9：45〜10：20
座長：NHO 石川病院　検査技師長　川畑　圭子

病理診断 -1 10：20〜10：45
座長：NHO 長崎医療センター　臨床研究センター機能形態部長　伊東　正博
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脾臓に発生した Sclerosing angiomatoid nodular transformation の細胞像
沼田　正男　NHO 埼玉病院　

P3-15-1

脊椎 Aneurysmal bone cyst の一例—術中迅速細胞診の細胞像とその有用性を中心に—
髙比良飛香　NHO 嬉野医療センター

P3-15-2

子宮内膜上皮内癌の１例
正代　敦子　NHO 熊本医療センター

P3-15-3

成熟奇形腫に合併した Strumal carcinoid の一例
竹下　博士　NHO 熊本医療センター　

P3-15-4

気管支肺胞洗浄細胞診による Pneumocystis jirovecii 診断が AIDS 検出に有用であった一例
岡本　　宙　NHO 嬉野医療センター　

P3-15-5

頭部挫創から顔面・頚部へ急速に進行した B.cereus、E.raffinosus 混合感染の一例
足立　香織　NHO 豊橋医療センター　

P3-16-1

褥瘡部混合感染から CA 羊血液寒天 /VCM チョコレート EX Ⅱ培地により分離した VRE の
一例
桐山裕加里　NHO 豊橋医療センター

P3-16-2

渡航歴の無い患者からのジアルジア症の２例
伊藤　有紀　NHO 長崎医療センター　

P3-16-3

イムノクロマト法による肺炎球菌抗原検出試薬の基礎的検討及び有用性について
加藤　　稔　NHO 東名古屋病院　

P3-16-4

当院における多剤耐性グラム陰性桿菌の分離状況
西村　恵子　NHO 岡山医療センター　

P3-16-5

東海北陸ブロック施設における病原性大腸菌の現状と対応
加藤　　輝　NHO 七尾病院　

P3-16-6

ノロウイルス検査におけるリアルタイム PCR 法と迅速抗原法の比較
柳田　光利　NHO 新潟病院

P3-16-7

病理診断 -2 10：45〜11：10
座長：NHO 関門医療センター　病理診断科医長　村上　知之

臨床検査 -2 9：45〜10：20
座長：NHO 西多賀病院　主任臨床検査技師　佐々木　悟
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深在性真菌症（Aspergillus 属 ）の簡易検査法
佐子　　肇　NHO 刀根山病院　

P3-17-1

悪性腫瘍が疑われた迅速組織検体からの抗酸菌検出について
菅野　　優　国立がん研究センター中央病院

P3-17-2

当院で分離された結核菌に対する薬剤耐性状況
藤田　裕子　NHO 南岡山医療センター　

P3-17-3

当院におけるリファンピシン耐性遺伝子検査の実施状況
有村　泰晃　NHO 刀根山病院　

P3-17-4

Mycobacterium avium　における Variable Number of Tandem Repeats（VNTR）型
別解析法と薬剤感受性試験結果との比較検討
佐倉　裕二　NHO 東名古屋病院　

P3-17-5

喀痰材料を用いた新しい抗酸菌集菌キットの基礎的検討
川上　洋子　NHO 熊本医療センター

P3-17-6

カップ式自動販売機からの Mycobacterium gordonae 検出事例
末廣　伸子　NHO 松江医療センター　

P3-17-7

経過中に弁輪部膿瘍を認めた感染性心内膜炎の一例
堤　　早紀　NHO 姫路医療センター　

P3-18-1

左心房原発の悪性孤立性線維性腫瘍と診断した 1 症例
清代　　帝　NHO 東広島医療センター

P3-18-2

心エコー検査が診断に寄与したミトコンドリア病の一例
澤部　祥子　国立国際医療研究センター国府台病院　

P3-18-3

僧帽弁逆流による赤血球破砕症候群を呈した自己僧帽弁逸脱症の一例
寺井　正美　NHO 函館病院　

P3-18-4

腎ドプラエコーによる腎血管抵抗値と左室拡張動態との関連
寺井　正美　NHO 函館病院　

P3-18-5

特発性浅大腿動静脈瘻の 1 症例
寺井　正美　NHO 函館病院　

P3-18-6

大後頭孔アプローチによる頭蓋内椎骨動脈血流評価
嶋田　裕史　NHO 長崎医療センター

P3-18-7

動脈原性脳塞栓症の原因が上行大動脈に疑われた２症例
渡辺　秀明　NHO 長崎医療センター

P3-18-8

臨床検査 -3 10：20〜10：55
座長：NHO 旭川医療センター　細菌検査主任　高橋　　学

臨床検査 -4 10：55〜11：30
座長：NHO 高松医療センター　生理学主任　吉本　和子
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亜型精査で、血清学的には Ax 型、遺伝子検査では A3 型を呈した症例
川口　和子　国立循環器病研究センター

P3-19-1

当院における輸血前後感染症検査実施の現状−小病院の場合−
山本　真弓　NHO 石川病院

P3-19-2

当院における血液製剤遡及調査に対する対応−輸血後ＨＣＶ感染例を経験して−
深澤　文子　NHO 東京医療センター

P3-19-3

当院における輸血後副作用発生状況について
上村　直也　NHO 岡山医療センター　

P3-19-4

新システム導入後の輸血関連システムトラブル事例に関する検討
長島　恵子　NHO 千葉医療センター

P3-19-5

アルブミン製剤の輸血部門への移管
稲葉　　孝　NHO 横浜医療センター　

P3-19-6

検体検査部門自主運営化　〜１年を経過して〜
珠數　　顯　NHO 宇多野病院　

P3-20-1

ブランチラボから自主運営へ　− 1 年間の検証と課題 −
原　喜与一　NHO 大阪南医療センター

P3-20-2

早朝採血参画による患者サービスへの取り組み−外来採血室アンケート調査結果より−
高橋　祥慈　NHO 東京医療センター

P3-20-3

計画停電を経験して　−臨床検査部門の対応とその改善−
竹内　智明　NHO 横浜医療センター　

P3-20-4

検査科運営について−当院での検査科収支表の作成について−
小畑　　茂　NHO 南岡山医療センター

P3-20-5

臨床検査 -5 9：45〜10：15
座長：NHO 小倉医療センター　主任臨床検査技師　永田　雅博

臨床検査 -6 10：15〜10：40
座長：NHO 岡山医療センター　臨床検査科技師長　榎本　泰明
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赤血球形態所見：好塩基性斑点が骨髄異形成症候群 Myelodysplastic  Syndrome 診断の契
機となった一症例
三石智恵子　NHO 京都医療センター　

P3-21-1

未治療症候性多発性骨髄腫における骨髄異形成の合併についての検討
手塚　俊介　NHO 災害医療センター　

P3-21-2

悪性疾患関連血球貪食症候群（MAHS）を合併した Acute　erythroid　leukemia，pure
　erythroid　leukemia；FAB-M6b の一症例
松本恵美子　NHO 熊本医療センター　

P3-21-3

XT-2000i で白血球の異常分画を示したマラリアの一症例
太田　裕以　NHO 静岡医療センター　

P3-21-4

当院で経験した後天性血友病の 5 症例
藤崎　　恵　NHO 熊本医療センター　

P3-21-5

Ｄ−ダイマー異常高値の検証
石川　　恵　NHO 広島西医療センター

P3-21-6

汎用機による高感度 D ダイマー測定の有用性
‐ 検査室のできる震災による二次災害防止後方支援 ‐
大木　翔平　NHO さいがた病院

P3-21-7

キャピラリー電気泳動法による血清アルブミン算出値と改良型 BCP 法との比較検討
入川　早希　NHO 金沢医療センター

P3-22-2

クオンティフェロン (QFT) 採血手技簡略化に向けた独自採血方法の検証
鈴木　理恵　NHO 金沢医療センター

P3-22-3

当院小児科外来患者におけるスギ花粉の感作状況およびダニ、ヒノキ花粉との関連性について
松岡　幸恵　NHO 下志津病院

P3-22-4

特異ＩｇＥ検査におけるキット間の互換性についての検証
住吉　敦子　NHO 福岡病院

P3-22-5

ポータブル型血液ガス・電解質・オキシメトリー分析装置ＡＢＬ８０ＦＬＥＸ　ＣＯ−ＯＸ
の有用性
棚橋真規夫　NHO 医王病院

P3-22-1

臨床検査 -7 10：40〜11：15
座長：NHO 別府医療センター　主任臨床検査技師　飯田　嘉昭

臨床検査 -8 11：15〜11：40
座長：NHO 三重中央医療センター　臨床検査技師長　川口　祐二
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東北信 L-CDE 育成会での活動報告 (1) 地域糖尿病療養指導士 (L-CDE) 研修会から得た知見
SMBG 使用感と選択アンケートからの考察
水野　稔子　NHO 小諸高原病院

P3-23-1

東北信 L-CDE 育成会での活動報告 (2) 地域糖尿病療養指導士 (L-CDE) 研修会から得た知見
SMBG 各機種による血糖測定結果から考察
松井　孝男　NHO 信州上田医療センター

P3-23-2

当院における推算糸球体濾過量を用いた腎機能評価について
塩谷　香奈　NHO 宇都宮病院　

P3-23-3

尿沈渣から発見された PNH の一例
岸本　修次　NHO 高知病院

P3-23-4

全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000i の運用
高松　　慈　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P3-23-5

顕微鏡による目視法と尿沈渣分析装置の利点と欠点—相互比較による有用性の検討—
稲富　茉耶　NHO 嬉野医療センター

P3-23-6

生理検査業務における精度管理についてのアンケート集計「国臨協東海北陸支部組織調査部」
内山　雅宇　NHO 静岡医療センター

P3-24-1

意識消失発作を認めた wide QRS tachycardia の１症例
高井　朝香　NHO 帯広病院

P3-24-2

当院女性外来で行っている 1 時間ホルター心電図プログラムによる自律神経機能検査
宮本　友美　NHO 関門医療センター　

P3-24-3

ABI 検査における％ Mean Arterial Pressure と Upstroke Time の有用性
遠藤　竜也　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P3-24-4

当院における新生児聴覚スクリーニングの検討
斉木　克央　NHO 甲府病院

P3-24-5

当院における過去５年間の新生児聴覚スクリーニングの検討
有江　潤子　NHO 岡山医療センター

P3-24-6

臨床検査 -9 9：45〜10：15
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　主任臨床検査技師　藤本貴美子

臨床検査 -10 10：15〜10：45
座長：NHO 大阪医療センター　生理学主任　末武　　貢
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呼吸機能検査による当院のＣＯＰＤ病期分類
大石橋典子　NHO 松江医療センター

P3-25-1

呼吸抵抗測定装置　MostGraph-01 導入の使用経験と効果
平井　克典　NHO 松江医療センター

P3-25-2

呼吸抵抗検査の有用性検討
花輪　正行　NHO 旭川医療センター　COPD センター

P3-25-3

チェーンストークス呼吸の治療効果と背景因子の検討
加藤　　稔　NHO 茨城東病院　

P3-25-4

睡眠時無呼吸症候群患者のオーラルスプリント治療前後のＡＨＩの変動について
中尾知江美　NHO 東京病院

P3-25-5

閉塞型睡眠時無呼吸症候群（OSAS）に対する CPAP 療法のアドヒアランス向上に向けての
取り組み
林　久美子　NHO 鳥取医療センター

P3-25-6

乳腺の非浸潤癌および乳管内成分優位の浸潤癌の超音波像
宮越　　基　国立がん研究センター中央病院

P3-26-2

浸潤性乳癌組織型類推における Elastography（Fat-lesion ratio）の有用性
桂田絵美菜　NHO 嬉野医療センター

P3-26-3

体外式超音波にて盲腸癌を疑った 1 症例
甲斐　明子　NHO 埼玉病院

P3-26-4

超音波検査における患者満足度の向上を目指したアンケート調査と待ち時間の改善
川村　道代　NHO 四国がんセンター

P3-26-5

院内超音波診断装置ローテーション〜当院における超音波診断装置の保守管理〜
藤田　圭二　NHO 岡山医療センター

P3-26-6

乳腺アポクリン癌６症例の検討
大森　健彦　NHO 三重中央医療センター

P3-26-1

臨床検査 -11 10：45〜11：15
座長：NHO 三重中央医療センター　生理学主任　大森　健彦

臨床検査 -12 11：15〜11：45
座長：NHO 東京医療センター　主任臨床検査技師　武山　　茂
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脊髄小脳変性症患者における入院後の栄養状態の検討
伊藤菜津貴　NHO 山形病院

P3-27-1

加工食品のアレルギー特定原材料把握の取り組み
髙橋　早苗　NHO 帯広病院

P3-27-2

化学療法食 version2 の提供を開始して
平田　真佑　NHO 南九州病院

P3-27-3

長期間の栄養調整食品摂取で発生した慢性銅欠乏症の１例
岡本　結乃　国立療養所菊池恵楓園　

P3-27-4

経腸栄養を行っている筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の栄養評価
宮内　眞弓　NHO 東埼玉病院

P3-27-5

栄養管理を含めた周術期の包括的呼吸リハビリテーションの有用性
〜呼吸器疾患のチーム医療に関わる栄養士の役割と課題〜
大河内友美　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P3-27-6

慢性閉塞性肺疾患（COPD）における栄養評価指標とサルコペニア指標との関連について
鈴木笑美子　国立長寿医療研究センター

P3-27-7

東日本大震災の被災地における病院食の食材管理と栄養管理の課題
冨手　保果　NHO 釜石病院

P3-27-8

計画停電時の栄養管理室の対応−新棟移転１年目の経験−
長谷川輝美　NHO 横浜医療センター

P3-27-9

糖尿病患者における集団的継続指導が臨床的コントロールに及ぼす効果
東　　浩一　NHO 善通寺病院　

P3-28-1

チームで解決！！糖尿病教室活性化までの道のり
中辻　晴香　NHO 南和歌山医療センター

P3-28-2

糖尿病治療の取り組み ( 集団栄養指導の効果 )
木幡　恵子　NHO 函館病院　

P3-28-3

糖尿病教室に対する新たな取り組み
江並ちひろ　NHO 佐賀病院

P3-28-4

胃癌術後に継続した栄養指導と体液量測定を行った 1 症例
大谷　弥里　NHO 大阪医療センター

P3-28-5

「カーボカウントのための食品交換表」を用いた段階的個別栄養指導
隠塚　　恵　NHO まつもと医療センター松本病院

P3-28-6

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管理栄養士の果たす役
割、食事形態の統一と普及活動に関して
永井　　徹　NHO 千葉東病院

P3-28-7

重症心身障害児（者）に対する摂食機能療法によって経口食事摂取が可能となった一症例
小原　　仁　NHO 山形病院

P3-28-8

褥瘡・NST・栄養 -5 9：45〜10：30
座長：NHO 北海道医療センター　栄養管理室長　長澤真由美

褥瘡・NST・栄養 -6 10：30〜11：10
座長：NHO 石川病院　栄養管理室長　浅井　慎悟
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NICU 長期入院重症児に対する後方支援施設連携のあり方についての検討ー家族の意識調査
による検討
有村　温恵　NHO南岡山医療センター

P3-29-2

母子関係の構築へ向けた支援
浅井久美子　NHO豊橋医療センター

P3-29-3

国立病院機構重症心身障害病棟への研修医、実習・研修生受け入れの現状について
宮野前　健　NHO南京都病院

P3-29-4

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
—各施設における摂食機能療法の実践症例の実態—
大塚　義顕　NHO千葉東病院

P3-29-5

香川小児病院重症心身障害児（者）病棟における Post NICU・ICU 患児受け入れの検討
樋口　智津　NHO香川小児病院

P3-29-1

嚥下障害のある重症心身障害者の誤嚥予防の取り組み
〜スタッフによる摂食姿勢・介助方法の統一〜
三瓶　実佳　NHO静岡富士病院

P3-30-1

重症心身障害児 ( 者 ) 病棟における摂食・嚥下指導の取り組み
山田　　正　NHO東徳島医療センター　

P3-30-2

NHO ネットワークの共同研究の摂食嚥下障害における重症心身障害児（者）への取り組み
池村　幸代　NHO鈴鹿病院

P3-30-3

重症心身障害児（者）の摂食・嚥下機能の変化を評価できる経過表の作成〜事例の検討から〜
菅野　正人　NHO宮城病院

P3-30-4

重症心身障害児・者における摂食機能療法の普及増進のための研究
〜三重病院での摂食・嚥下チーム体制作りとその役割〜
沼野　智穂　NHO三重病院

P3-30-5

重症心身障害児者における摂食機能療法普及推進のための研究
〜摂食チームで取り組んだ症例報告〜
坂野　友美　NHO三重病院

P3-30-6

重症心身障害 -12 9：45〜10：10
座長：NHO高知病院　副院長　小倉　英郎

重症心身障害 -13 10：10〜10：40
座長：NHO千葉東病院　歯科医長　大塚　義顕
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ＮＨＯネットワーク共同研究で摂食機能療法を実施した重症心身障害者の３例
長浦　初美　NHO 医王病院

P3-31-1

当院における重症心身障害児（者）への摂食機能療法の取り組み
森田　　愛　NHO 鳥取医療センター

P3-31-2

重症心身障害児（者）病棟における摂食機能維持・改善に向けた患者援助に関する研究
坂口央希子　NHO 大牟田病院　

P3-31-3

重症心身障害児（者）の経管栄養に移行した要因と今後の課題
古川　慶子　NHO 福岡病院

P3-31-4

摂食機能促進チームとしての取組み第一報—「口から食べる」を目指して—
西　真奈美　NHO 宮崎病院

P3-31-5

奈良医療センターにおける短期入所事業の取り組み
佐村　知哉　NHO 奈良医療センター

P3-32-1

「ショートステイ受け入れ基準」の作成と利用　〜問題・課題の抽出〜
小森　智子　NHO 東名古屋病院

P3-32-2

もう一人欲しい　重症心身障害児を持つ母親支援　ー周産期対策事業を利用してー
藤田　家次　NHO 長良医療センター

P3-32-3

山形病院における重症心身障害児（者）の在宅支援の取り組み
菅　　徳子　NHO 山形病院

P3-32-4

重症心身障害児者の在宅訪問支援における役割と課題
ーアンケート調査から見えてきた家族の思いー
森谷知栄子　NHO 和歌山病院

P3-32-5

「B 型通園事業における相談支援活動」＝利用者に適した施設への変更実施事例＝
森　　一夫　NHO 鈴鹿病院

P3-32-6

医療的ケアの高い重症心身障害者の地域移行を目指して　〜在宅療養へ向けた経過報告〜
石井　忠雄　NHO 西新潟中央病院

P3-32-7

糖尿病を併発した自閉症者への退院支援　ーチームで関わったサポート写真の作成ー
小田　洋子　NHO 賀茂精神医療センター

P3-32-8

重症心身障害 -14 10：40〜11：05
座長：NHO 福岡東医療センター　理学療法士長　羽島　厚裕

重症心身障害 -15 11：05〜11：45
座長：NHO 松江医療センター　児童指導員　下茶谷　晃
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「ひよこクラブ」超重症児 S 君の保育活動
児玉　　恵　NHO 山口宇部医療センター

P3-33-1

超重症児（者）を中心としたグループ療育を実施して−わくわくクラブの取り組みを通して−
君野　淳子　NHO 鳥取医療センター

P3-33-2

音楽療法による発達アプローチの取り組み
真保　純子　NHO 西群馬病院

P3-33-3

重症心身障害児 ( 者 ) におけるプール活動の取り組み
見田　香織　NHO 茨城東病院

P3-33-4

東日本大震災後の対応　〜離床しての保育活動をめざして〜
斎藤　久美　NHO 岩手病院

P3-33-5

メイクボランティア導入に対する保育士の関わりについて
依田　真紀　NHO 下志津病院

P3-33-6

重症心身障害児に適した衣類製作の取り組み
〜服飾専門学生と重症心身障害児に合ったおしゃれな衣類を考える〜
林　　沙織　NHO 長良医療センター

P3-33-7

衣生活の向上を目指して—重症心身障害児（者）病棟における衣類管理—
菅野　朝美　NHO 岩手病院

P3-33-8

行動障害の著しいＫ氏に対しての療育の取り組み
竹田　正美　NHO やまと精神医療センター

P3-34-1

強度行動障害のある動く重症心身障害者に対する行動療法を実践しての報告
和田　　聡　NHO 甲府病院

P3-34-2

自傷行為のある患者にアロママッサージを試みて
木村　充代　NHO 香川小児病院

P3-34-3

重症心身障がい児（者）の看護—行動障害軽減への取り組み—
佐藤　千草　NHO 八雲病院

P3-34-4

他害行動のある重症心身障がい者の生活環境改善への取り組み
〜患者の日々の行動を把握しながら考える〜
門脇　由子　NHO 松江医療センター

P3-34-5

自傷他害行為のある患者の抑制時間短縮・部分抑制への取り組み
−車椅子への離床時を生かして−
村上　恵理　NHO 香川小児病院

P3-34-6

行動障害をもつ患者の安全・安楽な日常生活を目指して　〜強度行動障害判定表の活用〜
長浜富美子　NHO 兵庫青野原病院

P3-34-7

重症心身障がい児（者）の自傷行為に対する看護師の認識調査
山本　忠明　NHO 紫香楽病院

P3-34-8

重症心身障害 -16 9：45〜10：25
座長：NHO 鳥取医療センター　主任保育士　谷口　和子

重症心身障害 -17 10：25〜11：05
座長：NHO 賀茂精神医療センター　主任児童指導員　元山　　淳
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不快発声のある脳性小児まひ患者との関わりプロセスレコードによる振り返りから（プロセ
スレコードの分析を通して）
阿部山貴子　NHO 釜石病院

P3-35-1

啼泣する重症心身障害児（者）への対応—看護者の関わりと患者の反応—
鬼原美津子　NHO 千葉東病院

P3-35-2

「反芻性障害のある患児の要因分析」〜重症心身障がい児への関わりを検討する〜
粂田　頼康　NHO 紫香楽病院

P3-35-3

顕著な抜け毛症状が見られた重症児者へのアプローチ
片桐　和美　NHO 西新潟中央病院

P3-35-4

遊びを通してのオムツいじり行動の減少
砂押美智子　NHO 茨城東病院

P3-35-5

動く重症心身障害児へのアプロ−チ製作活動、作品展示会を通して成功体験を得る取り組み
坂口　笑子　NHO 長良医療センター

P3-35-6

摂食におけるスプーン噛みの改善をめざして
大類由紀子　NHO 米沢病院

P3-35-7

「重症心身障害児 ( 者 ) における脊柱変形の程度と胃食道逆流、肺炎、食形態の関連性」
橋田　昌晃　NHO あわら病院

P3-36-1

重症心身障害者にみられた深部静脈血栓症（ＤＶＴ）の下肢静脈エコー検査の有用性
武居　浩子　NHO 柳井病院

P3-36-2

重症心身障害児（者）の変形による呼吸障害に対する看護
—写真とチェックリストを用いたポジショニングの工夫による効果の検証—
花田　幸之　NHO 青森病院

P3-36-3

無気肺のある重症心身障がい者の排痰援助高頻度胸壁振動法 SmartVestR の有用性
大森　　勤　NHO 長良医療センター

P3-36-4

重症心身障害児（者）の呼吸状態が安定するポジショニングの検討
ー無酸素性脳症による準超重症者の事例から学ぶー
長谷川仁美　NHO 香川小児病院

P3-36-5

末梢循環評価としてのサーモフォーカス ? の有用性を考える　
—長期人工呼吸器を装着した、重症心身障害患者 4 症例からの検討—
茂木　恵美　国立精神・神経医療研究センター

P3-36-6

自助具作製の取り組み　〜Ｏ氏が楽しく食事をするために〜
長沼　知樹　NHO 奈良医療センター

P3-36-7

重症心身障害 -18 11：05〜11：40
座長：NHO 刀根山病院　療育指導室長　小笹　良栄　

重症心身障害 -19 9：45〜10：20
座長：NHO 鳥取医療センター　小児科医長　赤星進二郎
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筋緊張を持つ重症心身障害児（者）における腹臥位の効果
−緊張緩和効果をバイタルサイン・唾液アミラーゼ値から検証して−
芝山　和則　NHO 七尾病院

P3-37-1

重症心身障害児（者）への理学療法的な筋緊張緩和の研究
髙畑　和裕　NHO 大牟田病院

P3-37-2

筋緊張が亢進した重症心身障害児の姿勢の工夫
中島　玲美　NHO 鈴鹿病院

P3-37-3

重症心身障害児（者）のＱＯＬ向上・機能維持へのアプローチ
―内反尖足のある患者の歩行訓練を通して―
實平　有紗　NHO 広島西医療センター

P3-37-4

重症心身障害者の足部変形に対する取り組み—日々の ADL 面での関わりを通して—
山下　公平　NHO 富山病院

P3-37-5

重症心身障害児（者）における体動困難患者の効果的な体圧分散を考える
小林菜緒子　NHO 東埼玉病院

P3-37-6

重症心身障害児者に SK パッドを使用した安全・安楽な座位姿勢の見直し
―唾液アミラーゼ活性値と体圧、フェイススケールを測定して―
岩岡　安弥　NHO 東徳島医療センター

P3-37-7

過緊張による変形と頻回嘔吐のある患児の緊張緩和
坂本　安美　NHO 広島西医療センター

P3-37-8

重症児（者）における経管栄養患者に対する呼吸器合併症予防へのアプローチ
〜器質的口腔ケア及び機能的口腔ケアの取り組み〜
門　由紀子　NHO 兵庫青野原病院

P3-38-1

唾液持続吸引チューブを留置している超重症児の嚥下機能の発達を促す取り組み
河村　明子　NHO 茨城東病院

P3-38-2

胃瘻を造設している重症心身障害児（者）への経口摂取に向けた取り組み
−チームで統一した摂食・嚥下リハビリテーションの実施−
田川　成子　NHO 和歌山病院

P3-38-3

脳性麻痺患者の車椅子乗車時における誤嚥を防ぐ為の摂食姿勢の検討
伊藤　依美　NHO 静岡富士病院

P3-38-4

重症心身障害児（者）における当院での摂食機能訓練の取り組みについて
相馬　　壮　NHO 青森病院

P3-38-5

岩手病院における重症心身障害児（者）摂食機能療法の取り組み
砂田千賀子　NHO 岩手病院

P3-38-6

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
〜摂食機能療法の取り組み〜　
後藤　保子　NHO 千葉東病院

P3-38-7

当院の重症心身障害児（者）病棟における摂食機能療法の試み
馬屋原康高　NHO 香川小児病院

P3-38-8

重症心身障害 -20 10：20〜11：00
座長：NHO 熊本再春荘病院　理学療法士長　白木　博文

重症心身障害 -21 11：00〜11：40
座長：NHO 兵庫青野原病院　副看護師長　吉田さとみ
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看護の場で看護者が感じる臭いに関する調査
上木麻理子　NHO 南京都病院

P3-39-1

患者が入院中に不快と感じるにおいに対する実態
佐藤　桂子　NHO 水戸医療センター

P3-39-2

尿臭・便臭に対しコーヒーかす・クエン酸を使用したときの消臭効果
増井由紀子　NHO 石川病院

P3-39-3

働きやすい職場環境をめぜして　〜臭気軽減対策〜
山本ふみか　NHO 箱根病院　

P3-39-4

入院患者満足度向上への取り組み−夜間の騒音に重点をおいた環境改善−
宮下　真優　NHO まつもと医療センター　松本病院

P3-39-5

ドレーンからの排液に対するフラジールの消臭効果
−ドレーン挿入中の患者の臭気測定を実施してー
平澤　久恵　NHO 東広島医療センター

P3-39-6

心のこもった入院環境の提供
高橋　麻美　NHO 岩手病院

P3-39-7

在宅患者が使用する医療機器の電源確保の必要性について
〜　東日本大震災の反省点を踏まえて　〜
相沢　祐一　NHO 西多賀病院

P3-40-1

東日本大震災時に在宅療養中の神経難病患者がおかれた状況と対応
野上奈津子　NHO 水戸医療センター

P3-40-2

訪問看護の重要性とその効果
竹下　浩二　NHO 宇多野病院

P3-40-3

在宅酸素療法を受ける患者の療養支援の現状−訪問看護師との連携システム構築のため−
岡中　香里　NHO 近畿中央胸部疾患センター

P3-40-4

国立病院機構東京医療センターにおける在宅医療の展開についての課題と検証
林　真理子　NHO 東京医療センター

P3-40-5

多職種で退院指導内容を記録する取り組みー指導経過を共有し効果的に行うためにー
黒田  百合　NHO まつもと医療センター中信松本病院

P3-40-6

看護総合 -24 9：45〜10：20
座長：国立療養所長島愛生園　看護師長　中本　佳子

在宅医療 10：20〜10：50
座長：NHO 西多賀病院　医療社会事業専門職　相沢　祐一
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高度徐脈を伴う高カリウム血症に対して緊急透析施行直後に心原性脳塞栓症を合併した一例
中川　輝政　NHO 熊本医療センター

P3-41-1

血液透析患者における長期留置型バスキュラーカテーテル（永久カテーテル）の出口部感染
に繋がる要因の検討
辻岡佐和香　NHO 善通寺病院

P3-41-2

当院透析室にフットケアを導入して—外来血液透析患者を対象とした取り組み—
遠藤　朋子　NHO 米子医療センター

P3-41-3

ウロストーマケアの充実をめざして〜勉強会を通してスタッフの知識・技術の向上を図る〜
宮崎友里恵　NHO 別府医療センター

P3-41-4

Docetaxel、estramustine phosphate 併用療法が著効した再燃進行前立腺癌の一例
上野　剛志　NHO 広島西医療センター

P3-41-5

当院における小径腎癌に対する手術法の変遷
河内啓一郎　NHO 岡山医療センター

P3-41-6

副陰嚢の一例
古賀　康史　NHO 長崎医療センター

P3-41-7

当院における進行性腎癌に対する分子標的薬使用経験
永松　弘孝　NHO 東広島医療センター

P3-41-8

骨髄抑制がおこった患者・家族に対する緩和ケア
〜高齢者にも分かりやすいパンフレットを作成し、不安軽減をはかって〜
山本　真由　国立長寿医療研究センター

P3-42-2

がん終末期における患者・家族の QOL 充実を目指して
( ー患者の希望を叶える為の様々な家庭状況に応じた看護介入の実際ー )
石山　麻衣　NHO 南岡山医療センター

P3-42-3

高齢者の自己決定を支える関わり〜胃ろうを受容できない患者への看護介入の一考察〜
富永　由美　NHO 兵庫青野原病院

P3-42-4

病的骨折を繰り返す患者への援助で生じたジレンマの検討
山本　沙耶　NHO 京都医療センター

P3-42-5

一人息子の最後の時を支えた母のゆらぎを支える看護
高野裕美子　NHO 千葉医療センター

P3-42-6

スピリチュアルペインに対する宗教的関わりによるケアについて
大野　義雄　NHO 長崎病院

P3-42-7

在宅医療においてコントロール良好であった１症例
辰己　晃造　NHO 南和歌山医療センター

P3-42-1

腎・泌尿器疾患 10：50〜11：30
座長：NHO 九州医療センター　統括診療部長　井口　厚司

終末期・緩和医療 -3 9：45〜10：20
座長：NHO 南九州病院　看護師　上村　直美
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終末期看護における看護師の抱える問題セデーションに対する看護師の不安や戸惑いを分析
して
大津　伸代　NHO東広島医療センター

P3-43-1

緩和ケアリンクナースのコミュニケーション技術の向上〜反復、沈黙の技法を用いて〜
松田　智恵　NHO高崎総合医療センター

P3-43-2

一般病棟の看護師の終末期がん患者のケアに対する困難感の明確化と課題
羽鳥裕美子　NHO高崎総合医療センター

P3-43-3

STAS-J 導入における医療スタッフの認識変化
森　　由花　NHO

P3-43-4

ターミナル期患者・家族の不安が増強した場面の分析〜「ＳＴＡＳ−Ｊ」を用いて〜
山本　千景　NHO京都医療センター

P3-43-5

終末期患者の想いに添える看護に向けて
~看護師が実践する患者・家族（対象）理解の方法 ~
平村　綾子　NHO大阪南医療センター

P3-43-6

がん患者の在宅に向けての家族看護介入への試み
−家族生活力量アセスメントスケールを用いて―
堀江　優子　NHO岡山医療センター

P3-43-7

急性期病院における緩和ケアチームの活動報告と今後の課題
朝倉　宏美　NHO災害医療センター

P3-44-1

緩和ケアチームの活動の評価と今後の課題〜看護師へのアンケート調査から〜
樋渡　輝代　NHO佐賀病院

P3-44-2

がん患者カウンセリングにおける実態と今後の課題
上田　純子　NHO大阪医療センター

P3-44-3

がん患者カウンセリング料算定のための「緩和ケア計画書」作成・運用と今後の課題
日塔　裕子　NHO横浜医療センター

P3-44-4

ペイン・緩和外来の立ち上げ及び現状と今後の問題点
山川　雅子　NHO横浜医療センター

P3-44-5

医療用麻薬と緩和ケアに対するイメージ〜健康フェスタ参加者のアンケートより〜
武藤記代子　NHO北海道がんセンター

P3-44-6

医療用麻薬使用患者に対する排便コントロール
山村二三江　NHO函館病院

P3-44-7

当院入院がん患者におけるオピオイド使用状況の分析
山村二三江　NHO函館病院

P3-44-8

がん性疼痛を有する患者に対する傾聴の関わり
〜医療用麻薬の導入に不安をもつ患者への対応〜
苫谷　綾香　NHO和歌山病院

P3-44-9

終末期・緩和医療 -4 10：20〜10：55
座長：NHO姫路医療センター　がん看護専門看護師　原　　陽子

終末期・緩和医療 -5 10：55〜11：40
座長：NHO呉医療センター・中国がんセンター　緩和ケア科科長　砂田　祥司
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下咽頭癌による嚥下障害の１例
山田　大介　NHO 弘前病院

P3-46-1

輪状咽頭筋弛緩不全を認めた脊髄小脳変性症の嚥下障害に対するバルーンカテーテル拡張法
の効果
菅野　理恵　NHO 箱根病院

P3-46-2

電気治療器バイタルスティムによる ALS 患者に対する嚥下機能に及ぼす効果
古内　　洋　NHO 八戸病院

P3-46-3

嚥下体操とアイスマッサージを用いて嚥下障害に伴う流涎防止を試みる
比嘉　光子　国立療養所沖縄愛楽園

P3-46-4

当院における呼吸器疾患を伴う摂食嚥下障害患者の動向
中島　美雪　NHO 東京病院

P3-46-5

構音障害患者に対し Nasal Speaking Valve を作製・装着した１治療経験例
酒井　光明　NHO 大牟田病院

P3-45-2

パーキンソン病における音声障害の訓練効果
飯高　　玄　NHO 宇多野病院

P3-45-3

骨盤前傾姿勢による脊髄小脳変性症患者の爆発言語の改善
佐藤　　伸　NHO　鈴鹿病院

P3-45-4

NST との連携により嚥下機能に改善が見られリハビリテーションが進んだ POEMS 症候群の
一例
有吉希充恵　NHO 南岡山医療センター

P3-45-5

摂食・嚥下チームにおける作業療法士のかかわりー症例を通してー
高木利栄子　NHO 別府医療センター

P3-45-6

言語発達障害を有する症例に対し、身ぶりや文字などの異モダリティ（様式）を用いた関わ
りが音声発信に及ぼす影響について
田畑　恵太　NHO 八戸病院

P3-45-1

リハビリテーション -7 9：45〜10：15
座長：NHO 岡山医療センター　言語聴覚士　阿部　直美

リハビリテーション -8 10：15〜10：40
座長：NHO 南岡山医療センター　有吉希充恵
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早期呼吸理学療法の実践とその有効性について
−肺合併症にて急性増悪した 3 症例から RST の役割を考える−
寄本　恵輔　国立精神・神経医療研究センター

P3-48-1

呼吸サポートチーム（RST）の活動　第１報　−１年の活動を経て−
藤田　龍一　NHO 東京病院

P3-48-2

呼吸サポートチーム（RST）活動報告　第 2 報—症例を通して—
池田　　梓　NHO 東京病院

P3-48-3

チームで取り組む肺がん周術期の包括的呼吸リハビリテーション〜理学療法士の立場から〜
山崎美也子　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P3-48-4

肺切除後における肺年齢と肺機能回復率との関係についての検討【第１報】
相本　晃一　NHO 米子医療センター

P3-48-5

心臓血管外科手術後の胸郭可動性の経時的変化
渡利　　太　NHO 東広島医療センター

P3-48-6

LVRS 前後の呼吸リハビリテーションにより行動と心理的側面に変化が見られた一症例
出羽裕太郎　NHO 南岡山医療センター

P3-47-1

労作時呼吸困難感の強い症例に対して行った低運動強度の理学療法
加藤ちひろ　NHO 千葉東病院

P3-47-2

慢性閉塞性肺疾患に対する whole body vibration training の有効性の検討―第 1 報―
伊東　光修　NHO 茨城東病院

P3-47-3

当院における 6 分間歩行試験での途中終了症例の検討
山田　将夫　NHO 茨城東病院

P3-47-4

肺高血圧症患者に対するリハビリ開始時期と運動負荷プログラムの見直しによる検討
安藤　可織　NHO 岡山医療センター

P3-47-5

心臓リハビリテーションにおける歩行運動の強度調節に対する活動量計の有用性
芳内　美和　NHO 愛媛病院

P3-47-6

リハビリテーション -9 10：40〜11：10
座長：NHO 南岡山医療センター　運動療法主任　森川　竜也

リハビリテーション -10 11：10〜11：40
座長：NHO 福山医療センター　運動療法主任　谷　　周治
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安全にがん化学療法を施行するためのツールの開発と運用について
筒井　陽子　NHO 四国がんセンター

P3-50-1

抗がん剤無菌調製監査システムの構築・検討
綱本　優美　NHO 岡山医療センター

P3-50-2

エクリズマブ投与症例を経験して
小畑　雅彦　NHO 米子医療センター

P3-50-3

がん化学療法におけるレジメンの処方監査について
錦織　良平　NHO 松江医療センター

P3-50-4

軽度（催吐性）リスク抗がん剤に対するレジメンの見直しについて
細川　敦子　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P3-50-5

mFOLFOX6 療法施行患者における高アンモニア血症誘発因子の検討
三角　紳博　NHO 九州医療センター

P3-50-6

シスプラチン投与時の水分負荷法の院内統一による腎機能の変動
濱地　暁子　NHO 九州医療センター

P3-50-7

抗がん剤治療の薬薬連携に関するアンケート調査と問題点の検討
間瀬　広樹　NHO 三重中央医療センター

P3-50-8

結核病棟に入院した中国人女性に服薬指導を行った経験から
田中　聡子　NHO 青森病院

P3-49-2

心不全患者におけるサムスカ錠投与後の影響
川口　啓之　NHO 帯広病院

P3-49-3

がん緩和ケアに関する病院薬剤師の意識調査の検討
石川　哲也　NHO 三重中央医療センター

P3-49-4

オキシコドン徐放製剤処方時における併用薬の使用状況調査
吉野名穂子　NHO 横浜医療センター

P3-49-5

中国四国地区国立病院薬剤師会における緩和ケア委員会の取り組み
〜会員アンケート結果からみえてきた現状報告を含めて〜
八本久仁子　NHO 柳井病院　

P3-49-6

中国四国地区国立病院薬剤師会がん委員会の活動について
小倉　千奈　NHO 東広島医療センター

P3-49-7

がん化学療法における医療経済への取組み注射処方せんにおけるオーダー変更の提案
東島　幸道　NHO 佐賀病院

P3-49-8

COPD 患者における吸入療法の現状と課題について
黒墨　一支　NHO 旭川医療センター　ＣＯＰＤセンター

P3-49-1

薬剤・薬理・薬剤管理 -3 9：45〜10：25
座長：NHO 金沢医療センター　副薬剤科長　山谷　明正

薬剤・薬理・薬剤管理 -4 10：25〜11：05
座長：NHO 岡山医療センター　調剤主任　谷口　仁司
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内服薬事故防止への取り組み
貞松　暁美　NHO 長崎病院

P3-51-1

誤薬０（ゼロ）を目指して—確実な与薬方法の確立—
小野寺友香　NHO 岩手病院

P3-51-2

内服自己管理支援の統一化　—内服チェックシートの習慣化を通して—
徳永　朱音　NHO 千葉東病院

P3-51-3

チームで医療安全（持参薬管理）に取り組む
阿部　正博　NHO 東徳島医療センター

P3-51-4

与薬ミスをなくすための行動改善の取り組み
伊藤さき子　NHO 豊橋医療センター

P3-51-5

患者の内服管理に影響を及ぼす因子の検討
進　　優希　NHO 九州医療センター

P3-51-6

服薬自己管理の実態調査
筒井香奈子　NHO 函館病院

P3-51-7

高齢患者における内服自己管理能力の評価指標の検討
藤原　　忍　NHO 愛媛病院

P3-51-8

医療安全研修の出席率向上に向けての工夫−ランチョンセミナーとポイント制の導入−
小林　洋子　NHO 横浜医療センター

P3-52-1

横浜市立病院等安全管理者会議　検査部会活動に参加して
稲葉　　孝　NHO 横浜医療センター

P3-52-2 新統合病院　立ち上げにおける医療安全管理の取り組み
鳴海　智子　NHO 北海道医療センター

P3-52-3 研修会をとおしての医療安全推進担当者の新たな取組み
森近　俊之　NHO 南岡山医療センター

P3-52-4 ハンセン病施設における安全点検表活用の取り組み
堀江　直子　国立療養所東北新生園

P3-52-5 医療安全ラウンドの成果
杉山　由美　NHO 滋賀病院

P3-52-6 新採用者向け電子カルテシステム操作教育の取り組み報告
正木　浩二　NHO 広島西医療センター

P3-52-7

医療安全 -8 9：45〜10：25
座長：NHO 浜田医療センター　看護師　南　　愛子

医療安全 -9 10：25〜11：00
座長：NHO 滋賀病院　看護師長　片岡佐由美
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ＫＹＴ導入前後のスタッフの意識の変化 —注射・輸液のインシデント減少に向けて—
大久保沙織　NHOまつもと医療センター中信松本病院

P3-53-1

エックス線透視室における誤認防止の徹底〜タイムアウトの導入〜
山田　哲弘　NHO横浜医療センター

P3-53-2

ヒヤリハットの類似事例の減少を試みて
中福　圭子　NHO富山病院

P3-53-3

患者誤認インシデントの背景と適切な指差し呼称について
〜指差し呼称 DVD 視聴を取り入れて〜
安藤　悦子　NHO東名古屋病院

P3-53-4

事故再発防止への取り組み　〜 2 事例の RCA 分析から〜
増田　佳枝　NHO医王病院

P3-53-5

ＲＣＡ（根本原因分析）導入後の経過報告
松田　理恵　NHO小倉医療センター

P3-53-6

医療事故減少に向けた『エラー対策発想手順』導入の効果
室岡　惠子　NHO盛岡病院

P3-53-7

採血業務時の確認行動を考える〜確認についてのアンケート調査から学ぶ〜
齋藤　秀美　NHO浜田医療センター

P3-53-8

ＮＰＰＶ固定方法の現状把握
尾崎　由佳　NHO静岡医療センター

P3-54-1

演題取り下げP3-54-2

ペースメーカー植え込み患者の術後管理に関する全国実態調査
〜創部の圧迫と安静方法に着目して〜
大谷真理子　国立循環器病センター　

P3-54-3

口角の潰瘍が形成されにくい挿管チューブ固定方法の検討
本村　　愛　NHO静岡医療センター

P3-54-4

集中治療室における気管内チューブ固定用テープによる皮膚損傷
〜テープの種類による皮膚損傷頻度の実態調査〜
村松　美沙　NHO静岡医療センター

P3-54-5

ＩＣＵにおけるＩＡＢＰチェックリストを作成して
吉澤　智子　NHO高崎総合医療センター　救命救急センター

P3-54-6

心臓リハビリテーション導入に向けた看護師の行動変容に対する取り組み
−知識と関心の向上を目指した「心リハ学習」の効果−
笹本　美和　NHO相模原病院

P3-54-7

医療安全 -10 11：00〜11：40
座長：NHO米子医療センター　医療安全管理係長　藪下まり子

看護総合 -26 9：45〜10：20
座長：NHO関門医療センター　看護師長　上野　弘恵
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早期リハビリテーションに関する看護師の意識調査
小磯あゆみ　NHO 水戸医療センター

P3-55-2

開胸術患者に写真付パンフレットを用いた術前オリエンテーションを実施しての反応
−患者へのインタビュー結果より−
酒井千賀子　NHO 岡山医療センター

P3-55-3

当病棟の心筋梗塞患者へのパンフレット指導効果について
〜アセスメントシートを利用し効果のみられた一症例について〜
村田　理紗　NHO 三重中央医療センター

P3-55-4

心臓カテーテル検査後の圧迫止血による苦痛緩和方法の検討
—ホットパックの使用が苦痛緩和と SPP 値に与える影響—
棟近由利子　NHO 岩国医療センター

P3-55-5

カテーテル検査を受けた患者が退院後の生活に向けて求める情報
置田　千恵　NHO 大阪南医療センター

P3-55-6

VAP 予防に効果的な口腔ケアの統一を目指して
鈴木佐江子　NHO 静岡医療センター

P3-55-1

看護総合 -27 10：20〜10：50
座長：NHO 東京医療センタ−　看護師長　兵藤　悦子
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＜ DPC 勉強会開催への取り組み＞
渡邉　恵子　NHO 岡山医療センター

P4-01-1

ＤＰＣ厚生労働省公表データを活用した当院の役割分析
吉弘　和明　NHO 九州医療センター

P4-01-2

当院のＤＰＣコーディングにおける検証〜更に精度の高いＤＰＣコーディングを目指して〜
沓村　恵子　NHO 旭川医療センター

P4-01-3

狭心症における DPC を使用した経営解析の試み
〜診療情報管理士の視点からみた出来高差額の要因の検証〜
久保めぐみ　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-01-4

肺炎登録例における DPC 包括点数と出来高点数差額の要因について
尾崎　水香　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-01-5

大腸 EMR 例における DPC 包括点数と出来高点数の差額の解析
河本　佳子　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-01-6

HIV コントロール良好患者での副作用による HAART のレジメ変更の現状
内田　里香　NHO 千葉医療センター

P4-02-1

アドヒアランス不良の HIV 患者に対して社会資源を活用した一例
濱岡　照隆　NHO 福山医療センター

P4-02-2

国立国際医療研究センター病院における抗 HIV 薬の組み合わせ（レジメン）動向調査
早川　史織　国立国際医療研究センター病院

P4-02-3

HIV 診療における事務職員の役割
藤田　知宏　NHO 大阪医療センター

P4-02-4

ＤＰＣ 14：45〜15：15
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　経営企画室長　野崎　義博

エイズ 15：15〜15：35
座長：NHO 福山医療センター　薬剤科調剤主任　濱岡　照隆
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皮膚トラブルを未然に防ぐための工夫〜側臥位の体位固定を実施して〜
栁澤　厚子　NHO 高崎総合医療センター

P4-03-1

予定帝王切開術を受ける患者に対し写真入りパンフレットを用いた術前説明
〜納得のいく出産体験への一助〜
藤井亜沙美　NHO 福山医療センター

P4-03-2

腹腔鏡下胆嚢摘出術における手術台の角度と固定具圧迫部位の体圧調査
村上　拓也　NHO 浜田医療センター

P4-03-3

側臥位手術体位における体圧分散を考慮した安全・安楽な体位固定の検証
〜マジックベッドの形をかえてみて〜
新田　夢実　NHO 旭川医療センター

P4-03-4

手術患者の不安に影響を及ぼす患者の属性の分析〜手術患者の不安を和らげるために〜
久保　章子　NHO 神奈川病院

P4-03-5

緊急開心術に対応する器械出し看護師の精神的負担軽減方法の検討
〜手術準備の時間短縮を目指して〜
渡邉　詩乃　NHO 静岡医療センター

P4-03-6

手術室看護師が直接看護業務に専念するための取り組み
〜手術材料のキット化導入による業務改善を通して〜
田坂　一枝　NHO 大阪医療センター

P4-03-7

手術予定時間を超過した患者家族への術中訪問の効果
井上ゆかり　NHO 宮崎病院

P4-03-8

全身麻酔下における術中体温管理〜従来の体温管理の見直し〜
井出喜代美　NHO 相模原病院

P4-03-9

看護総合 -19 15：35〜16：20
座長：NHO 善通寺病院　副看護師長　河野　　薫
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独立行政法人国立病院機構 (NHO) における医師主導治験への取り組みについて
—治験調整事務局の立場から—
福田　利明　NHO 宇多野病院

P4-04-1

医師主導治験における WBDC を用いた効率的な安全性情報管理システムの構築
中村　和美　NHO 名古屋医療センター

P4-04-2

独立行政法人国立病院機構（NHO）における医師主導治験への取り組みについて
— 治験調整事務局における FAQ 作成 —
脇　　恭子　NHO 宇多野病院

P4-04-3

ＣＲＣの業務量とこれからの臨床研究コーディネーターのあり方について
—過去 10 年をふりかえって—
吉田　恭子　NHO 南岡山医療センター

P4-04-4

症例登録の早期完遂を目指した取り組みについて〜 4 課題の大規模治験実施から学んだこと〜
山路　直美　NHO 福山医療センター

P4-04-5

薬学部長期実務実習における CRC 業務の対応
矢田　充男　NHO 仙台医療センター

P4-04-6

臨床研究推進部報告２薬学実習生コアカリキュラムの中で実施する治験・臨床試験講義の工夫
寺山　恵子　NHO 四国がんセンター

P4-04-7

高血圧コントロール不良例の臨床的特徴の検討
宮尾　雄治　NHO 熊本医療センター

P4-05-1

心疾患患者における呼吸機能に関係する因子についての検討
宮地　　剛　NHO 岩国医療センター

P4-05-2

冠動脈石灰化は冠動脈疾患既往のない患者の拡張機能障害と関連する
山本　和彦　NHO 岩国医療センター

P4-05-3

筋ジストロフィー患者における心機能解析データの比較と検討
上田　道夫　NHO 宇多野病院

P4-05-4

治験 -4 16：20〜16：55
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　副看護師長　小島　　薫

循環器疾患 -1 14：45〜15：05
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　循環器科医長　田村　　律
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中年発症の頻回かつ前兆の乏しい血管抑制型神経調節性失神の１例
小原　絵夢　NHO 北海道医療センター

P4-07-1

巨大子宮筋腫が心機能に悪影響を及ぼしたと考えられた１例
富田　明子　NHO 北海道医療センター

P4-07-2

冠攣縮性狭心症を合併した Churg Strausss 症候群の一例
広瀬　尚徳　NHO 函館病院

P4-07-3

機械的循環補助とステロイドパルス療法、免疫グロブリン大量療法で救命および慢性期の心
機能低下を回避できた劇症型心筋炎の一例
藤倉　　舞　NHO 北海道医療センター

P4-07-4

特発性肺動脈性肺高血圧症に合併した発作性上室性頻拍に対してアブレーション治療を行っ
た一例
宮地　晃平　NHO 岡山医療センター

P4-06-1

両室ペーシングによって著明に改善した拡張相肥大型心筋症の一例
藤原　敬士　NHO 岩国医療センター

P4-06-2

発作直後の理学的所見、目撃者の証言、不整脈の否定から診断しえた意識消失発作の１例
廣田　亮介　NHO 北海道医療センター

P4-06-3

植込み型心電用データレコーダで診断しえた一過性房室ブロックの１症例
金泉　　新　NHO 北海道医療センター

P4-06-4

多形性心室頻拍と房室ブロックを合併した失神の 1 例
野中　隆行　NHO 北海道医療センター

P4-06-5

大動脈弁右冠尖由来の多発性心室期外収縮に Ensite NAVX および EP navigator を用いた
カテーテルアブレーションが有効だった一例
荒木　　大　NHO 北海道医療センター

P4-06-6

循環器疾患 -2 15：05〜15：35
座長：NHO 北海道医療センター　循環器内科医長　佐藤　　実

循環器疾患 -3 15：35〜15：55
座長：NHO 熊本医療センター　循環器内科医長　藤本　和輝
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糖尿病患者のフットケアに対する意識―糖尿病経過年数・年代別の検討―
清水　美紀　NHO 沼田病院

P4-08-1

糖尿病フットケア外来調査　２０１１　ＩＮ　三重
南　　知里　NHO 三重中央医療センター

P4-08-2

糖尿病看護ケア外来の運営とその効果
長嶋　美里　NHO 横浜医療センター

P4-08-3

当院糖尿病フットケア外来の「セットアップ」と「足変形による治療難渋 3 症例」の報告
伊勢田　泉　NHO 岡山医療センター

P4-08-4

感染を併発した糖尿病性足潰瘍患者の 4 割は切断術を余儀なくされている
藤岡　正樹　NHO 長崎医療センター

P4-08-5

新たな糖尿病患者指導への取り組み〜カーボカウント法の導入〜
中野　　良　NHO 浜田医療センター

P4-09-2

人工甘味料の食事中の使用有無によりインスリン指標の変動はあるか
藤村真理子　NHO 兵庫中央病院

P4-09-3

糖尿病療養指導チームの取り組み
金本　郁美　NHO 兵庫青野原病院

P4-09-4

 糖尿病療養指導チームによる糖尿病教室の取り組み
山本　弘子　NHO 兵庫青野原病院

P4-09-5

記憶に残る検査説明にするために〜糖尿病教育チームの一員として〜
小川由紀子　NHO 東徳島医療センター

P4-09-6

当センターにおける糖尿病ワーキンググループの活動報告
平川　　崇　NHO 広島西医療センター

P4-09-7

当院における糖尿病友の会への支援活動
田中　哉枝　NHO 関門医療センター

P4-09-8

病棟における簡易血糖測定器の精度管理と療養指導への利用を考える
木村　浩晃　NHO まつもと医療センター中信松本病院

P4-09-1

内分泌・代謝性疾患 -1 14：45〜15：10
座長：NHO 岡山医療センター　糖尿病・代謝内科医師　利根　淳仁

内分泌・代謝性疾患 -2 15：10〜15：50
座長：NHO 岡山医療センター　医師　伊勢田　泉
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腺腫が併存した乳頭部浸潤性充実腺管癌の１例
小室　一輝　NHO 函館病院

P4-10-1

特殊型を含む異なる組織型の同時性一側多発乳癌の１例
小室　一輝　NHO 函館病院

P4-10-2

４種類の組織像を呈した乳癌の１例
小室　一輝　NHO 函館病院

P4-10-3

乳癌との鑑別が困難であった乳腺コレステロール肉芽腫の１例
小室　一輝　NHO 函館病院

P4-10-4

乳癌との鑑別が困難であった ductal adenoma の１例
小室　一輝　NHO 函館病院

P4-10-5

乳癌との鑑別が困難であった Lymphocytic mastopathy の２例
小室　一輝　NHO 函館病院

P4-10-6

乳がんの総合的サポートへの取り組み
小室　一輝　NHO 函館病院

P4-10-7

統合失調症として加療され、社会復帰まで回復した ACTH 単独欠損症の一例
山下　りか　NHO 仙台医療センター

P4-10-8

指導者の立場からリンパ浮腫外来開設および活動内容の検討
藤尾　彩子　NHO 函館病院

P4-10-9

リンパ浮腫外来開設および増設に向けての検討
北島　祐季　NHO 函館病院

P4-10-10

内分泌・代謝性疾患 -3 15：50〜16：40
座長：NHO 岡山医療センター　乳腺・甲状腺外科医長　臼井　由行
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栄養不足患者の嗜好に合った食事提供　( 栄養管理室　調理師からの報告 )
安田　雄一　NHO 函館病院

P4-11-1

当院の嚥下食について
森脇　功夫　NHO 松江医療センター

P4-11-2

嚥下食の食事形態の検討について
小木田香織　NHO 北海道医療センター

P4-11-3

嚥下機能に配慮した食事形態についてのアンケート調査報告
比嘉　並誠　国立国際医療研究センター病院

P4-11-4

当院における正月行事食の取り組み〜摂食・嚥下障害患者に対するお節料理の提供〜
小林　　優　NHO 山形病院

P4-11-5

腎移植カンファレンスに参加して
永田　真紀　NHO 岡山医療センター

P4-11-6

栄養管理計画書からみたデュシェンヌ型筋ジストロフィー (DMD) 患者の栄養状態の現状と
今後の栄養管理の検討
芳賀麻里子　NHO 東埼玉病院

P4-11-7

認知症患者に MNA-SF( 簡易栄養状態評価表 ) を用いた栄養管理に関する研究
− MNA-SF と MMSE( ﾐﾆﾒﾝﾀﾙｽﾃｰﾄ検査 ) の関連の検証−
中村麻衣子　国立長寿医療研究センター

P4-11-8

MNA 栄養スクリーニングに Yahgee ワークフローシステムを導入して
高橋　絵里　NHO 埼玉病院

P4-11-9

胸腔内化学療法を行った頭部血管肉腫の一例
廣㟢　邦紀　NHO 北海道医療センター

P4-12-1

生検を拒否する難治性皮膚潰瘍に対し擦過細胞診を契機に確定診断し得た皮膚扁平上皮がん
の 4 例
朝戸　　裕　国立療養所多磨全生園

P4-12-2

重症感染症により救命し得なかった TBSA60% 化学熱傷の 1 例
林田　健志　NHO 長崎医療センター

P4-12-3

培養表皮の臨床的効果
林田　健志　NHO 長崎医療センター

P4-12-4

創形態による陰圧閉鎖療法の効果の検討
林田　健志　NHO 長崎医療センター

P4-12-5

自家脂肪注入による豊胸術後感染の 1 例
古賀　康史　NHO 長崎医療センター

P4-12-6

褥瘡・NST・栄養 -7 14：45〜15：30
座長：NHO 大阪医療センター　主任栄養士　浦田　正司

皮膚疾患 15：30〜16：00
座長：NHO 福山医療センター　皮膚科医長　下江　敬生
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医療観察法対象者の家族支援アプローチ　〜家族の思いに着目して〜
小林千恵美　NHO 小諸高原病院

P4-13-1

前頭葉てんかん患者の禁煙
沢田　昭彦　NHO 静岡てんかん神経医療センター

P4-13-2

てんかん患者の就労実態
渡邊　真介　NHO 静岡てんかん神経医療センター

P4-13-3

青年期患者への注目行動を減少させる取り組み
吉田　純子　NHO 榊原病院

P4-13-4

てんかん発作観察用紙の検討ーてんかん発作観察用紙活用の効果ー
溝口佳奈子　NHO 西新潟中央病院

P4-13-5

診療報酬上の精神科急性期病棟の取得動向に関する全国調査
石川　　真　NHO 花巻病院

P4-13-6

難治性てんかん患者のＱＯＬ向上に関する看護計画立案の阻害要因
田尻　　浩　NHO 静岡てんかん神経医療センター

P4-13-7

退院調整看護師配属後３年間の活動から明らかになった当院の課題
上田　奈々　NHO 三重中央医療センター

P4-14-1

神経難病患者への在宅支援体制構築に向けて地域医療連携室看護師の取り組み
山㟢　智子　NHO 西別府病院

P4-14-2

地域医療連携室における退院調整看護師の育成
〜退院調整看護師教育プログラムを活用した指導〜
久代　玲子　NHO 浜田医療センター

P4-14-3

結核拠点病院における地域連携室の体制づくり　—退院調整看護師としての役割—　
川北　明代　NHO 高松医療センター

P4-14-4

下肢再切断に伴い ADL が著しく低下した患者への退院支援
佐藤　榮子　NHO 盛岡病院

P4-14-5

看護総合 -22 16：00〜16：35
座長：NHO 賀茂精神医療センター　看護師長　株本　朱美

医療連携・地域連携 -1 16：35〜17：00
座長：NHO 九州医療センター　看護師長　土井　晴代
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逆紹介患者調査から生み出した連携強化と診療報酬加算の取り組み
宮武　節子　NHO 善通寺病院

P4-15-3

三次救命センターにおける老健施設・特老との地域医療連携の実態調査
貫目　志保　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-15-4

金沢医療センター地域医療連携室における事務職員の役割について
菊山　　譲　NHO 富山病院

P4-15-5

地域医療連携係長（専従事務官）を経験して
大西　芳明　NHO 岡山医療センター

P4-15-6

地域医療連携室における紹介患者確保のための取り組み
山本亮次郎　NHO 函館病院

P4-15-1

地域医療連携室における救急患者受け入れ体制の推移
小倉　政斗　NHO 南和歌山医療センター

P4-15-2

地域連携医療における新たな連携ツールの開発−大腿骨頚部骨折予防手帳の作成−
田上　裕教　NHO 熊本医療センター

P4-16-1

大腿骨頚部骨折・転子部骨折における地域連携パスの取り組みと効果
山本　愉美　NHO 静岡医療センター

P4-16-2

構築から１年〜「三重医療安心ネットワーク」の現状と課題〜
山田　隆史　NHO 三重中央医療センター

P4-16-3

療養介護事業における包括的な支援体制構築への取り組み
ー医療機関等に対する実態調査からの考察ー
山田　宗伸　NHO 箱根病院

P4-16-4

急性期病院における脳卒中地域連携クリティカルパスの現状と当院の問題点
西田　　聖　NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

P4-16-5

結核地域連携クリニカルパス作成
木村　節子　NHO 山口宇部医療センター

P4-16-6

医療連携・地域連携 -2 14：45〜15：15
座長：NHO 熊本医療センター　外科部長・地域医療連携室長　片渕　　茂

医療連携・地域連携 -3 15：15〜15：45
座長：NHO 京都医療センター　看護師長　伊藤　知明
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当院における乳がん啓発活動の取り組み
布施　美江　NHO 函館病院

P4-17-1

体験型外来糖尿病教室をモデルケースとし、地域医療連携のクオリティー向上を目指す。
丸山　真人　NHO まつもと医療センター松本病院

P4-17-2

生活習慣病対策における出前講座の試み
大花美千代　NHO 東徳島医療センター

P4-17-3

地域支援講座における「摂食・嚥下障害」研修会のあり方
山口　絢子　NHO 村山医療センター

P4-17-4

退院支援における介護ヘルパーへの吸引指導
酒林美紗子　NHO 医王病院

P4-17-5

地域の介護職員に対する気道吸引指導の取り組み
竹越　友則　NHO 岩手病院

P4-17-6

当院における長期入院患者への地域医療連携部の関わり〜要因分析と介入の取り組み〜
田中　亜依　NHO 九州医療センター

P4-18-1

保健師との連携の強化—保健師とのカンファレンスを通して見えてきたこと—
四方田由美子　NHO 南岡山医療センター

P4-18-2

保健師と病棟看護師との連携強化についての検証
皆川　祐美　NHO 西新潟中央病院

P4-18-3

消化器科病棟での退院支援スクリーニングシートを使用した退院調整の実態
福井　景子　NHO 大阪医療センター

P4-18-4

栄養サマリーによる情報提供の現状と今後の課題
中谷　成利　NHO 東埼玉病院

P4-18-5

入院中のパスと連動した外来ＤＯＴＳパスの作成と試行
藤本みどり　NHO 南岡山医療センター

P4-18-6

医療連携・地域連携 -4 15：45〜16：15
座長：NHO 浜田医療センター　医療社会事業専門員　保村　勤子

医療連携・地域連携 -5 16：15〜16：45
座長：NHO 長崎医療センター　医療社会事業専門員　浦山　晶子
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排便困難のある筋ジストロフィー患者へのうつぶせ療法の効果
〜排便促進に関する有効性の検討〜
鈴木みのり　NHO 青森病院

P4-20-1

発声がない筋ジス患児へのトーキングエイドを使用した関わりの効果
藤田ゆかり　NHO 宇多野病院

P4-20-2

筋強直性ジストロフィー患者への口腔ケアの取り組みについて
佐藤千枝子　NHO 青森病院

P4-20-3

症状が進行した筋強直性ジストロフィ−患者への効果的な関わり方の検証
田辺　純一　NHO 箱根病院

P4-20-4

入院が初めての青年期にある筋ジストロフィー患者への援助
徳田　啓明　NHO 南九州病院

P4-20-5

病状の変化がもたらす患者の QOL の変化〜 SEIQoL-DW を用いた QOL の評価　第２報〜
板谷真奈美　NHO 医王病院

P4-20-6

個人の生活の質評価法（SEIQoL-DW）を利用した看護による QOL の変化について
桐生明希子　NHO 新潟病院

P4-20-7

筋ジストロフィー患者の退院支援　〜ハイリスク患者の自立支援の関わりから〜
佐藤　里美　NHO 東埼玉病院

P4-20-8

筋ジストロフィー患者の体位変換・体位調整に伴う患者の認識を知る
田中　早紀　NHO 下志津病院

P4-19-2

療養介護病棟勤務における看護師のジレンマの実態調査
角谷　江美　NHO 長良医療センター

P4-19-3

筋ジストロフィー患者看護〜ナイチンゲール看護論を用いた事による看護師の行動変化〜
湯地　真紀　NHO 八雲病院

P4-19-4

患者の QOL 支援のための療養介助員の取組み
渕ノ側一之　NHO 宇多野病院

P4-19-5

療養介助員による受け持ち制導入の効果
山田　恒樹　NHO 青森病院

P4-19-6

筋ジストロフィー病棟における活用できる介護手順を目指して
—改善課題を踏まえた介護手順を作成して—
高橋八重子　NHO 箱根病院

P4-19-7

筋ジス病棟で患者に介護を拒まれる理由の検証
近山いずみ　NHO 箱根病院

P4-19-8

文字盤使用マニュアルの作成効果
佐々木美穂　NHO あきた病院

P4-19-1

筋疾患 -3 14：45〜15：25
座長：NHO 鈴鹿病院　看護師長　福本　ちの

筋疾患 -4 15：25〜16：05
座長：NHO 八雲病院　副看護師長　本田　一浩
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筋ジストロフィー病棟での行事「秋の音楽会」の取り組み
岡本　尊子　NHO 宇多野病院

P4-21-1

療養介護病棟における自主的サークル活動の取り組み
岡島　明美　NHO 広島西医療センター

P4-21-2

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者のミキサー食改善に向けた取り組み
〜他部門との協働をはかって〜
坪川智恵美　NHO 大牟田病院

P4-21-3

新病棟移行１年後の筋ジストロフィー患者の QOL の変化− MDQoL60 を用いて−
竹村　真紀　NHO 鈴鹿病院

P4-21-4

療養介護病棟における日中活動支援の充実に向けて〜生涯発達支援の観点から〜
海津　恵子　NHO 新潟病院

P4-21-5

デイケア外来における児童指導員の相談支援について　第二報
吉田　　誠　NHO 新潟病院

P4-21-6

青森病院の療養介護事業における苦情受付解決システムづくり
三浦　　巌　NHO 青森病院

P4-21-7

診断に難渋した肺塞栓症・肺梗塞症の 1 例
林　　悠太　NHO 東名古屋病院

P4-22-2

縦隔嚢胞切除症例の臨床的検討〜治療方針を中心に〜
石川　清司　NHO 沖縄病院

P4-22-3

換気補助が肺血流に及ぼす影響（Hypoxic vasoconstriction の解除）
坪井　知正　NHO 南京都病院

P4-22-4

肺がん患者への術前呼吸機能訓練の指導を外来から導入した有効性
丹生谷　星　NHO 四国がんセンター

P4-22-5

当センターにおける Mycobacterium avium complex の CAM の感受性結果について
若林　和彦　NHO 近畿中央胸部疾患センター

P4-22-6

呼吸療法認定士チーム会で排痰援助を実施した事例
丸山　寿子　NHO 刀根山病院

P4-22-7

NPPV による皮膚障害改善へむけて　〜インターフェイス装着スケジュールへの介入〜
南條　朱実　NHO 医王病院

P4-22-1

筋疾患 -5 16：05〜16：40
座長：NHO 東埼玉病院　療育指導室長　古舘　　亙

呼吸器疾患 -1 14：45〜15：20
座長：NHO 南岡山医療センター　統括診療部長　多田　敦彦



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

肺 MAC 症治療後の菌陰性化に影響する因子の検討
藤内　　智　NHO 旭川医療センター

P4-23-1

関節リウマチの治療中に合併した重症呼吸器感染症の 2 例
関谷　貞文　NHO 高崎総合医療センター

P4-23-2

長期入院多剤耐性結核患者 (multidrug resistant tuberculosis 以下 MDR-TB とする ) が
ストレスを感じる要因の分析
金田　和奈　NHO 近畿中央胸部疾患センター

P4-23-3

糖尿病患者に発症したNocardia cyriacigeorgica によるノカルジア胸膜炎の 1 例
佐藤　未来　NHO 函館病院

P4-23-4

Mycobacterium avium の経気道感染株と経腸感染株の遺伝学的差異の検討
黒河　和広　NHO 東名古屋病院

P4-23-5

日本人と韓国人肺 MAC 症患者由来株の遺伝子的特徴
新美　政樹　NHO 東名古屋病院

P4-23-6

当院における CT ガイド下肺生検の検討
安達　勝利　NHO 三重中央医療センター

P4-23-7

認知症患者への嚥下体操の取り組み
持沢　洋子　NHO 小諸高原病院

P4-24-1

レビー小体型認知症に対する疾患教育の効果：介護負担の軽減に関して
鷹木奈美子　NHO 菊池病院

P4-24-2

高齢ストーマ患者の家族指導〜認知症高齢患者の妻への指導をふり返って〜
小田　祥子　国立長寿医療研究センター

P4-24-3

松本市および塩尻市における百寿者調査〜ＭＮＡを利用した栄養スクリーニング〜
丸山由紀子　NHO まつもと医療センター松本病院

P4-24-4

呼吸器疾患 -2 15：20〜15：55
座長：NHO 旭川医療センター　臨床研究部長　藤内　　智

長寿医療 15：55〜16：15
座長：NHO 松江医療センター　栄養管理室長　上田　宏純
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東日本大震災における当院の対応　１　〜放射線科の被災状況と放射線科の体制〜
立石　敏樹　NHO 仙台医療センター

P4-25-1

東日本大震災における当院の対応　２　〜災害時の活動〜
掛端　実里　NHO 仙台医療センター

P4-25-2

東日本大震災における仙台医療センター放射線科の対応 ３  〜緊急被ばく〜
高橋　大樹　NHO 仙台医療センター

P4-25-3

東日本大震災における当院の対応　４　〜放射線科災害マニュアルの検証〜
立石　敏樹　NHO 仙台医療センター

P4-25-4

東日本大震災における緊急汚染スクリーニング活動
武田　聡司　NHO 災害医療センター

P4-25-5

災害医療センターにおける放射線スクリーニング検査
菊田　智子　NHO 災害医療センター

P4-25-6

東北地方太平洋沖地震における当院の初動対応
原田　　潤　NHO 災害医療センター

P4-25-7

東日本大震災における DMAT 派遣活動 1　〜宮城県〜
原田　　潤　NHO 災害医療センター

P4-25-8

東日本大震災における DMAT 派遣活動 2　〜福島県〜
武田　聡司　NHO 災害医療センター

P4-25-9

放射線診断・画像診断・放射線治療 -18　災害 16：15〜17：00
座長：NHO 高知病院　特殊撮影主任　荒木　孝之
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輸液・シリンジポンプのインシデント減少への取り組み
〜チェックリストを使用しての現状と課題
鵜原　智美　NHO 岡山医療センター

P4-26-1

医療機器の安全管理〜医療機器マスターチームの立ち上げ〜
石川　和枝　NHO 松江医療センター

P4-26-2

人工呼吸器装着患者様の自己抜管の実態
杉本　香織　NHO 静岡医療センター

P4-26-3

人工呼吸器回路はずれ防止策への取り組み—ラウンド結果の数値化を導入して—
野澤万寿実　NHO 八戸病院

P4-26-4

使用済み針の適切な廃棄に着目した針刺し事故防止の取り組み　
小田桐早津枝　NHO 弘前病院

P4-26-5

インスリン注射実施時の針刺し防止への取り組み
永澤　晶子　NHO 弘前病院

P4-26-6

リスクマネジメント看護部会によるリキャップ防止のための取り組み
‐ 注射準備時の手順の作成と周知 ‐
太田　宰子　NHO 弘前病院

P4-26-7

病棟における電気コード・マルチタップの使用リスクについて
斉藤  貴之　NHO 横浜医療センター

P4-27-1

無断離院対策について
河田　謙治　NHO 宇多野病院

P4-27-2

非常電源が機能しない複数病棟停電への当直医の初期対応の 1 事例
田上　敦朗　NHO 医王病院

P4-27-3

災害時における放射線科の初期対応について
近藤　匡史　NHO 高知病院

P4-27-4

医療班のポケット線量に何が起こったのか？
越智　隆浩　NHO 函館病院

P4-27-5

一般診療科病棟における暴力の実態と包括的暴力防止プログラム（ＣＶＰＰＰ）の需要調査
高橋　雅美　NHO 久里浜アルコール症センター

P4-27-6

医療安全 -6 14：45〜15：20
座長：NHO 静岡医療センター　医療安全係長　佐々木麻里子

医療安全 -7 15：20〜15：50
座長：NHO 福山医療センター　医療安全係長　故山　洋子
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介護を拒否していた入所者が清潔援助を受け入れた過程を振り返る
落合　直美　国立療養所菊池恵楓園

P4-28-1

筋ジストロフィー６０床病棟における患者満足につなげる看護の検討
—ナースコールの分析から—
名村　誠子　NHO 鈴鹿病院

P4-28-2

長期間人工呼吸器装着をしている患者の家族の援助について考える
−ＡＬＳ患者の家族１事例のインタビューから−
尾嶋　由起　NHO 石川病院

P4-28-3

神経難病患者の筋緊張緩和をめざした看護〜腹臥位療法（半腹臥位）を導入して〜
野田麻都香　NHO 大牟田病院

P4-28-4

拒否のある神経難病患者へのかかわり自然排便への働き掛けを通して
山隈　麻美　NHO 大牟田病院

P4-28-5

神経難病患者の看護業務量調査の分析　〜タイムスタディ調査をとおして〜
浅井久美恵　NHO 南京都病院

P4-28-6

徒手的呼気介助法が有効であった事例報告
丸山　瑞恵　NHO まつもと医療センター中信松本病院

P4-28-7

高齢者の白内障手術後における点眼指導の取り組み
亀田奈津子　NHO 霞ヶ浦医療センター

P4-28-8

フェイスダウン保持患者の身体的苦痛に関する聞き取り調査
佐々木絵莉　NHO 関門医療センター

P4-28-9

胃瘻周囲の皮膚トラブルへの取り組み−清拭とワセリンを用いたケアの効果−
長谷部由香　NHO 西新潟中央病院

P4-29-1

脊髄小脳変性症患者の食に対する支えー胃瘻造設後、活気を失った一事例ー
上井　弓佳　NHO 北陸病院

P4-29-2

多施設協同のパーキンソン病患者集団療養指導におけるアンケート結果
佐藤　静子　NHO 岩手病院

P4-29-3

ＡＬＳ患者の自立を目指した援助〜東日本大震災の経験から看護を振り返る〜
武部　昭恵　NHO 宮城病院

P4-29-4

人工呼吸器装着患者に対する体位ドレナージ方法の検討
〜ドレナージの視点から体位変換を見直して〜
安藤　真己　NHO 東名古屋病院

P4-29-5

気管切開をした患者の文字盤使用方法の現状調査
杉浦　玲子　NHO 宮崎東病院

P4-29-6

有酸素運動の認知機能・ＡＤＬに与える効果
岩本　由美　NHO 菊池病院臨床研究部

P4-29-7

看護総合 -23 15：50〜16：35
座長：NHO 高知病院　看護師長　高田喜久美

神経疾患 -3 14：45〜15：20
座長：NHO 鳥取医療センター　看護師長　花倉　由紀
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神経変性疾患における経時的骨密度変化
駒井　清暢　NHO 医王病院

P4-30-1

腰椎変性すべり症に対する棘突起縦割式椎弓切除術の検討
飯塚　慎吾　NHO 村山医療センター

P4-30-2

多系統萎縮症患者への MI-E 導入の有効性を検討
石本　利幸　NHO 医王病院

P4-30-3

陳旧性心筋梗塞を既往に持つ ALS 患者に対するカフアシストR の使用経験
玉田　良樹　国立国際医療研究センター国府台病院

P4-30-4

神経・筋疾患における CV ポート使用の検討
坂井　研一　NHO 南岡山医療センター

P4-30-5

ADL の低下した神経疾患患者における尿路結石の検討
石田　千穂　NHO 医王病院

P4-30-6

冷水注入による排便コントロール
椎野　貴弘　NHO 宇都宮病院

P4-30-7

神経疾患を有する患者の嚥下内視鏡評価とその後の転帰
腰原　啓史　NHO まつもと医療センター　中信松本病院

P4-30-8

小児てんかん患者に対するトピラマートの治療継続率と安全性の検討
宮川　　紘　NHO 静岡てんかん・神経医療センター

P4-30-9

スモン（Subacute Myelo-Optico-Neuropathy: SMON）の中枢神経系における加齢性変
化の検討
酒井　素子　NHO 鈴鹿病院

P4-31-1

スモン患者の機能予後（歩行能力）—1992 年以後の検診データベースに基づく縦断的解析
齋藤由扶子　NHO 東名古屋病院

P4-31-2

若年発症スモンの検討
久留　　聡　NHO 鈴鹿病院

P4-31-3

一人暮らしをしている在宅スモン患者に関する療養実態調査
髙田　博仁　NHO 青森病院

P4-31-4

PSP 様病変 , アルツハイマー病変 , TDP-43 陽性封入体を認めた進行性失語の一剖検例
小林　道雄　NHO あきた病院

P4-31-5

バクロフェン髄注療法 (ITB 療法 ) 14 症例の臨床的検討
奈良井　恒　NHO 岡山医療センター

P4-31-6

筋萎縮性側索硬化症の初期診療の問題点
鈴木　幹也　NHO 東埼玉病院

P4-31-7

筋萎縮性側索硬化症における死因の検討
古川　　裕　NHO 医王病院

P4-31-8

神経疾患 -4 15：20〜16：05
座長：NHO 鳥取医療センター　院長　下田光太郎

神経疾患 -5 16：05〜16：45
座長：NHO 医王病院　副院長　駒井　清暢
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輸液ポンプ・シリンジポンプの返却時点検記録による不具合発生状況調査
本手　　賢　NHO 旭川医療センター

P4-32-1

電気メスの点検への取り組み
西原　博政　NHO 福山医療センター

P4-32-2

心電図モニタおよび関連物品の中央管理化の有用性
石橋　康伸　NHO 東京医療センター

P4-32-3

シミュレーションによりｉ−Ｌａｂのシステムエラーを解明できた 1 例
半田　宏樹　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-32-4

計画停電を想定した臨床工学技士の取り組み
持永　　悠　NHO 東京医療センター

P4-32-5

病院機能評価 Ver6.0 受審における臨床工学技士の取り組み
千葉　正士　NHO 東京医療センター

P4-32-6

SpO2 測定器（OxyTrue®A）の防水袋について報告
土居　二人　NHO 医王病院

P4-33-1

SLE5000 において HFO 使用時の回路の違いによる回路内結露への影響
小川　昌之　NHO 福山医療センター

P4-33-2

人工呼吸中の加温加湿について
村田　聡樹　NHO 関門医療センター

P4-33-3

呼気ポート式回路の騒音についての評価
岡野安太朗　NHO 医王病院

P4-33-4

高気圧酸素治療における耳痛の検討
市川　峻介　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-33-5

臨床工学 -1 14：45〜15：15
座長：NHO 四国がんセンター　臨床工学技士　清水　俊行

臨床工学 -2 15：15〜15：40
座長：NHO 高知病院　統括診療部　林　　博英
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発症来院時間が t-PA 治療に及ぼす影響についての臨床的検討
真邊　泰宏　NHO岡山医療センター

P4-34-1

カオリン凝固時間の混合試験によるループスアンチコアグラント陽性多発性硬化症患者の 3
症例
高橋　和也　NHO医王病院

P4-34-2

胸腺腫、副甲状腺腺腫を合併した重症筋無力症（MG）の 1 例
石黒　一也　NHO北海道医療センター

P4-34-3

インフルエンザ感染を契機に発症したアトピー性脊髄炎の 1 例
難波　将史　NHO呉医療センター・中国がんセンター

P4-34-4

演題取り下げP4-34-5

クロイツフェルト・ヤコブ病の臨床経過：初発症状，生命予後，死因
髙田真利子　NHO東埼玉病院

P4-34-6

Creutzfeldt-Jacob 病の初発症状と MRI 早期病変の検討
橋口　修二　NHO徳島病院・四国神経筋センター

P4-34-7

当院における結核性髄膜炎 6 症例の臨床像と画像の検討
林原　典子　NHO南岡山医療センター

P4-34-8

乳癌免疫組織化学的解析自動化：Virtual slide と画像解析ソフトを用いた検討
倉岡　和矢　NHO呉医療センター・中国がんセンター

P4-35-2

大腸癌術中腹腔細胞診５０８例の細胞診断と予後について
西村　俊直　NHO呉医療センター・中国がんセンター

P4-35-3

当センター・病理診断科におけるホルマリン対策について
田中　正純　NHO呉医療センター・中国がんセンター

P4-35-4

２施設における病理検査部門作業環境改善への取り組み
内川　正弘　NHO信州上田医療センター

P4-35-5

病理部門作業環境アンケート調査の集計報告について
石田　克成　NHO浜田医療センター

P4-35-6

神経芽腫における免疫組織化学染色を用いた ALK 発現の基礎的検討
山崎　茂樹　国立成育医療研究センター

P4-35-1

神経疾患 -6 15：40〜16：20
座長：NHOさいがた病院　病院長　下村登規夫

病理診断 -3 16：20〜16：50
座長：NHO四国がんセンター　医療情報研究室長および臨床疫学研究室長　寺本　典弘
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P4-36-1 結核患者家族がもつ入院直後の疑問や不安の分析—結核患者の家族支援に向けて—
住友　聖子　NHO 東徳島医療センター

P4-36-2 侵襲性副鼻腔アスペルギルス症の 2 例
杉本　一郎　NHO 東広島医療センター

P4-36-3 敷地内保育園のノロウイルス感染症アウトブレイクを通し学んだこと
竹本　真美　NHO 千葉医療センター

P4-36-4 感染防止に向けた手指消毒の家族指導への取り組み
菊池　由華　NHO 岩手病院

P4-36-5 看護学生の感染予防に対する知識と実習中・実習外の意識と行動
山本　　弓　NHO 大阪南医療センター附属大阪南看護学校３年生

習慣性顎関節脱臼に対する手術療法の経験
有家　　巧　NHO 大阪医療センター

P4-37-1

放射線治療から小児の口腔組織を防護する—電子線から歯を守る装置と材料についての検討
金沢　英恵　国立成育医療研究センター

P4-37-2

口腔ケア研修の取り組みについて
長田　祐子　NHO 長崎川棚医療センター

P4-37-3

清浄な口腔環境の維持向上に向けての働きかけ
〜口腔内のアセスメントに沿って口腔ケアの統一を図る〜
徳永　純一　NHO 沖縄病院　

P4-37-4

浜田医療センターにおける口腔ケア回診の概要
龍里　智子　NHO 浜田医療センター

P4-37-5

口腔ケア表の活用によるケアの統一とそれに伴う看護師の口腔ケアに対する意識の変化
藤原　幸奈　NHO 横浜医療センター

P4-37-6

感染症・ＩＣＴ -4 14：45〜15：10
座長：NHO 賀茂精神医療センター　研究検査科臨床検査技師長　仲野　秀樹

歯科・口腔疾患 15：10〜15：40
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　歯科口腔外科科長・歯科科長　田中　浩二
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混合病棟における口腔ケアの統一と向上を目指した取り組み
−口腔ケアマニュアルを取り入れて−
田中　優子　NHO 東徳島医療センター

P4-38-1

標準的口腔ケアプログラムを使用して−プログラムの活用状況と口腔環境の関係−
井上　清江　NHO 相模原病院

P4-38-2

看護師の口腔ケアに関する方法と意識の変化〜歯科衛生士の介入前後の比較〜
西内明日香　NHO 埼玉病院

P4-38-3

口腔乾燥が著明なパーキンソン病患者の口腔ケア
〜 2％重曹水とオリーブオイルにて口腔乾燥を軽減する口腔ケアの工夫〜
菅　　清美　NHO 松江医療センター

P4-38-4

ティートリーオイルを混和したオリーブ油を使用した口腔ケアの有効性の検討
〜経口摂取不可の患者に実施して〜
村上　純子　NHO 宮崎東病院

P4-38-5

非経口摂取患者の口腔乾燥の改善を試みる
徳丸　優香　NHO 宮崎東病院

P4-38-6

口腔内乾燥の原因を探求する経管栄養患者の経過を追跡して
三瀬　恵子　NHO 奈良医療センタ一

P4-38-7

口腔ケアの充実を目指して—集中口腔ケアと短縮口腔ケアを組み合わせて—
稗本麻由美　NHO 岩国医療センター

P4-38-8

個々にあった口腔ケアへの取り組み〜個人ファイルを活用して〜
山里田鶴子　国立療養所宮古南静園

P4-38-9

頚部放射線治療患者の口腔内有害事象出現遅延の検討−唾液腺マッサージを用いて−
海田　順子　NHO 岩国医療センター

P4-38-10

看護総合 -25 15：45〜16：35
座長：NHO 大阪医療センター　看護師長　西野万寿子
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当院回復期リハビリテーション病棟の実績と課題
丸山　　聡　NHO 東名古屋病院

P4-40-1

回復期リハビリテーション病棟における新しい ADL 表の作成
〜多職種間の情報共有に向けて〜
小木曽有記　NHO 東名古屋病院

P4-40-2

「村山医療センターにおける、回復期リハビリテーション病棟の現況」
鈴木　一平　NHO 村山医療センター

P4-40-3

リハ職種による喀痰吸引について当院の現状調査
柴田　拓哉　NHO 山形病院

P4-40-4

卒後４・５年目のキャリアパスの行動目標は科学的に分析可能か？
田中　正則　NHO 大牟田病院

P4-40-5

国立病院理学療法士協議会中国四国部会における意識調査を実施して
原田　敏昭　NHO 関門医療センター

P4-40-6

東日本大震災に対するリハビリテーション科の対応
羽賀　優一　NHO 仙台医療センター

P4-40-7

家屋評価まで介入して退院となった症例に対して、約 8 ヶ月経過後に追跡調査を行った事例
小沼　俊介　NHO 東京病院

P4-39-1

リハビリテーションアプローチとしての外出支援
永江　　允　NHO 長崎病院

P4-39-2

早期離床における他職種連携（座位保持装置を利用して）
川邊宗一朗　NHO 関門医療センター

P4-39-3

当院における褥瘡対策委員会での理学療法士（PT）の関わり
栗原　　淳　NHO 村山医療センター

P4-39-4

当院における健康増進の取り組みー運動習慣の有無と筋力の関係ー
山本　令沙　NHO 高知病院

P4-39-5

看護師および療養介助員における腰痛に関する調査
小平　　功　NHO 西多賀病院

P4-39-6

リハビリテーション部門データベースによる情報の一元化と蓄積に関する課題について
黒岩　剛成　NHO 九州医療センター

P4-39-7

東日本大震災におけるリハビリテーション部門スタッフの役割について
三浦　幸一　NHO 仙台医療センター

P4-39-8

リハビリテーション -11 14：45〜15：25
座長：NHO 関門医療センター　運動療法主任　原田　敏昭

リハビリテーション -12 15：25〜16：00
座長：NHO 山口宇部医療センター　理学療法士長　林　　宏則
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脊髄損傷患者における体育療法の効果について
相馬　　優　NHO 村山医療センター

P4-42-1

脊髄損傷患者の車椅子上除圧動作と骨盤傾斜角度変化の関係について
丹羽　朗子　NHO 村山医療センター

P4-42-2

一日 12 時間の関節固定および 30 分の伸張運動が関節拘縮発生予防に与える影響
—ラットにおける実験的研究—
吉永　龍史　NHO 宮崎東病院

P4-42-3

ガングリオンによる肩甲上神経麻痺を呈したプロスポーツ選手に対する訓練プログラム
〜４期に分けた治療報告〜
山根　裕也　NHO 東京医療センター

P4-42-4

腰椎固定術の既往のある右肩腱板断裂の症例に対する自助具作成
園田　哲也　NHO 福岡東医療センター

P4-42-5

大腿骨頸部骨折術後 4 年経過後の症例　〜歩行困難から独歩可能となった症例〜
古谷　育子　NHO 兵庫青野原病院

P4-41-1

大腿骨頚部外側骨折の術式による在院日数の違いについて
則包　達男　NHO 善通寺病院

P4-41-2

当院の大腿骨近位部骨折患者における歩行状態の影響因子
渡辺亜沙美　NHO 米子医療センター

P4-41-3

PRP 使用による人工膝関節置換術後の理学療法への影響
渥美　隼弥　NHO 呉医療センター中国がんセンター

P4-41-4

高位脛骨骨切り術における創外固定と opening-wedge 法の理学療法についての検討
藤原　智子　NHO 善通寺病院

P4-41-5

リハビリテーション -13 16：00〜16：25
座長：NHO 高松医療センター　運動療法主任　平岡　英樹

リハビリテーション -14 16：25〜16：50
座長：NHO 善通寺病院　理学療法士長　松尾　　剛
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薬液血管外漏出時の皮膚組織障害発症予防への取り組み
森山　万智　NHO 高知病院

P4-44-1

健康応援処方箋への取り組み
瀧口めぐみ　NHO 関門医療センター

P4-44-2

外科病棟における受け持ち看護師制度の充実に向けた取り組み
―看護師への質問紙調査を通して―
小椋　久美　NHO 高崎総合医療センター

P4-44-3

看護業務カンファレンスの導入による看護師の意識の変化
清水　舞子　NHO 東長野病院

P4-44-4

ＴＱＭ推進室の活動報告
村形久美子　NHO 仙台医療センター

P4-44-5

病棟薬剤師とがん臨床試験データマネージャーによる全面的支援でのがん臨床試験の質・量
的向上を目指した取り組み
畑　　裕基　NHO 大阪南医療センター

P4-44-6

当院におけるがん相談支援情報室の相談支援の現状について
樋口　清美　NHO 北海道がんセンター

P4-44-7

一般舎男性入所者の集団レクリェーションに対する聞き取り調査
上里　弘樹　国立療養所宮古南静園

P4-44-8

NPPV マスク装着時の圧の指標から得た正しいフィッティングの検討
片岡由紀子　NHO 東広島医療センター

P4-43-1

気管支鏡検査におけるチーム医療への取り組み
−気管支鏡検査前カンファレンスの実施から−
黒岡　昌代　NHO 南岡山医療センター

P4-43-2

呼吸リハビリテーションチームを立ち上げて
森川　竜也　NHO 南岡山医療センター

P4-43-3

RST（呼吸ケアサポートチーム）2 年目の課題と現状
有我　周平　NHO 福島病院

P4-43-4

脳神経センターにおける身体抑制チェックリストの検討
陣内扶佐恵　NHO 嬉野医療センター

P4-43-5

療養介助員の専門性確立に向けた一考察〜筋ジストロフィー患者に対する介護過程の展開〜
宮園　真紀　NHO 南九州病院

P4-43-6

医療の質改善 -1 14：45〜15：15
座長：NHO 岡山医療センター　副看護師長　福光　明美

医療の質改善 -2 15：15〜15：55
座長：NHO 福山医療センター　副看護部長　鈴木美智子
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演題取り下げP4-46-1

当院重症心身障害児 ( 者 ) 病棟の利用者が受ける福祉サービスの偏り
大藏真由美　NHOあわら病院

P4-46-2

重症心身障害者の成年後見人における問題と課題
高原　和恵　NHO西群馬病院

P4-46-3

平成２４年４月１日以降の重症心身障害者に関わる法律の把握とその変化

「2010 年障害者自立支援法施行に関する調査」　― 基礎集計その１ ―
前田　勝也　NHO鳥取医療センター

荻本みわ子　NHO南九州病院

P4-46-4

ＮＨＯ重症心身障害児（者）病棟における権利擁護の活動に関するアンケート調査報告
西田　利昭　NHO南京都病院

P4-46-5

P4-46-6 「2010 年障害者自立支援法施行に関する調査」　― 基礎集計その２―
今井　雅由　NHO千葉東病院

P4-46-7

療育活動への理解を深めるために　〜行事に専門療育を取り入れて〜
菅原　直子　NHO帯広病院

P4-45-4

重症心身障害児（者）病棟における施設支援計画からみた院外療育について
徳山　純一　NHO広島西医療センター

P4-45-5

社会見学見直しの取り組みー行事検討委員会を立ち上げてー
安達　梨乃　NHO甲府病院

P4-45-6

病棟建て替えに伴っての合同行事を実施してみて
田辺千恵子　NHO南岡山医療センター

P4-45-1

新病棟移転後と 1 年後の家族意見の変化
〜家族へ引っ越し 3 ヶ月後と１年後に質問紙調査を実施して〜
柏本　　愛　NHO鈴鹿病院

P4-45-2

重症心身障害病棟が３階一般病棟に移転してー移転後に生じた問題に対する考察ー
東㟢　惠子　NHO千葉東病院

P4-45-3

重症心身障害 -22 15：55〜16：25
座長：NHO広島西医療センター　主任児童指導員　藤㟢　敏行

重症心身障害 -23 16：25〜16：55
座長：NHO香川小児病院　療育指導室長　峯石　裕之
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お薬手帳記載による効果
内野　達宏　NHO 静岡富士病院

P4-48-1

処方箋薬袋レイアウト変更によるヒヤリハット減少への取り組み
亀田　慶太　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-48-2

外来 DOTS パスにおける薬剤師の関わり
森近　俊之　NHO 南岡山医療センター

P4-48-3

ALS 患者の流涎に対するスコポラミン軟膏の調製〜使用について
森近　俊之　NHO 南岡山医療センター

P4-48-4

硫酸クロピドグレルにおける安全性に関する検討
堀川　久美　NHO 京都医療センター

P4-48-5

薬剤師による重症心身障害児（者）病棟入院患者への薬学的支援
岸本　歩　NHO 兵庫青野原病院

P4-48-6

筋萎縮性側索硬化症の慢性疼痛に対するフェンタニル貼付剤使用の一症例
森田　明子　NHO 大牟田病院

P4-48-7

眼内注入用ベバシズマブの有用性の調査
奥田　直之　NHO 大阪医療センター

P4-47-1

当院におけるメサラジン坐薬の導入
船隠　恵子　NHO 福山医療センター

P4-47-2

薬剤師による入院前からの持参薬への関与—整形外科外来でのトライアルー
百武　宏志　NHO 埼玉病院

P4-47-3

当院薬剤科における医師の業務負担軽減を目的とした取り組み
小谷　智美　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

P4-47-4

有効活用される薬剤管理指導記録への試み
佐藤　公彦　NHO 村山医療センター

P4-47-5

当院で開始した病棟常駐薬剤師の活動
中村　真依　国立国際医療研究センター病院

P4-47-6

薬物治療に対する患者理解度の評価及び指導方法の再検討
−糖尿病地域連携パス患者において−
武重　彩子　NHO 横浜医療センター

P4-47-7

日高地区薬剤師合同研究会の１５年間の変遷と今後の課題
南山　啓吾　NHO 和歌山病院

P4-47-8

薬剤・薬理・薬剤管理 -5 14：45〜15：25
座長：NHO 九州医療センター　副薬剤科長　三角　紳博

薬剤・薬理・薬剤管理 -6 15：25〜16：00
座長：NHO 大阪医療センター　薬務主任　河合　　実
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放射線技師としての放射線モニタリング
倉島　勝治　NHO 千葉東病院

P4-50-1

東日本大震災発生時の病院機能維持への看護課の取り組みと今後の課題
大志田和子　NHO 釜石病院

P4-50-2

東日本大震災における病院機能の維持と薬剤師の役割について
山品　　泰　NHO 釜石病院

P4-50-3

災害時における事務部の活動〜災害訓練との検証〜
水吉　勝彦　NHO 仙台医療センター

P4-50-4

東日本大震災による福島原発事故放射能汚染に関する患者・職員の不安対応
大清水眞紀子　NHO 福島病院

P4-50-5

福島第一原発事故における福島病院と放射線技師の対応
髙橋　尚良　NHO 福島病院

P4-50-6

災害・国際医療協力 -4 15：15〜15：45
座長：NHO 京都医療センター　診療部長（救命救急センター長）　金子　一郎

手術中停電を想定した避難訓練の実施とフローシートの作成
橋本知左子　NHO 近畿中央胸部疾患センター

P4-49-1

災害支援活動への看護師の意識調査
石田　千春　NHO 函館病院

P4-49-2

重症神経難病患者の災害対策状況 ? 石川県における現状と課題―
駒井　清暢　NHO 医王病院

P4-49-3

当院で使用している水道水中の放射能測定情報公開による安心環境構築への取り組み
田島　悠也　NHO 東京医療センター

P4-49-4

災害時における対応訓練について
田村　岳弘　NHO 大阪医療センター

P4-49-5

筋ジストロフィー病棟看護師における地震体験者と未体験者の意識の違いに関する実態調査
地震の備えや初期行動に着目して
武田　栄一　NHO 新潟病院

P4-49-6

災害・国際医療協力 -3 14：45〜15：15
座長：NHO 仙台医療センター　副院長　田所　慶一
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地域福祉計画を通した予防的ソーシャルサポートネットワークの構築への取り組み
時岡眞優子　NHO 善通寺病院

P4-52-1

結核患者における家族関係の再構築について
井田　茂樹　NHO 神奈川病院

P4-52-2 結核ユニット病棟患者における退院調整について
大森　和幸　NHO 東徳島医療センター

P4-52-3 介護支援専門員からみた病院の連携窓口に関する調査報告
木川　幸一　NHO 北海道がんセンター

P4-52-4 入院相談におけるＭＳＷと地域との連携について
吉田　　力　NHO 医王病院

P4-52-5 当院におけるレスパイトの現状と岡山県在宅重症難病患者一時入院事業についての一考察
川端　宏輝　NHO 南岡山医療センター

P4-52-6

P4-52-7

ソーシャルワーク -1 14：45〜15：20
座長：NHO 近畿中央胸部疾患センター　地域連携係長　池山　晴人

東日本大震災の記録〜薬剤師がやったこと〜
福田　祐介　NHO いわき病院

P4-51-1

東日本大震災に伴う北海道東北ブロック事務所の対応
中嶋　勝信　NHO 北海道東北ブロック事務所

P4-51-2

病院機能の維持の観点から見た東日本大震災への対応と課題
富樫　　薫　NHO 釜石病院

P4-51-3

震災時に大幅な超過病床が生じた際の病棟運営の取り組みと課題
琴畑　利昌　NHO 釜石病院

P4-51-4

宇多野病院の災害対策について
出雲　卓治　NHO 宇多野病院

P4-51-5

糖尿病患者の災害時に備えた対応の実態調査
山田　尚美　NHO 静岡医療センター

P4-51-6

災害・国際医療協力 -5 15：45〜16：15
座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　救命救急センター部長　宮加谷靖介

退院基準見直しによる結核患者の療養先の変化について
井田　茂樹　NHO 神奈川病院
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東日本大震災支援における精神保健福祉士の活動報告（１）
谷所　敦史　NHO 菊池病院　

P4-53-1

東日本大震災支援における精神保健福祉士の活動報告（２）
山本　修司　NHO 菊池病院

P4-53-2

がん相談支援センターの体制と相談マニュアルに関する検討
石塚　友紀　NHO 北海道がんセンター

P4-53-3

外来化学療法時の経済的問題への取り組み
大久保加恵　NHO 長崎医療センター

P4-53-4

医療観察法病棟における入院長期化の一因考察
常増　健二　NHO 菊池病院

P4-53-5

在宅サービス利用について消極的な患者とのその理由について焦点化した面接を行った事例
斉藤緋登美　NHO 山形病院

P4-53-6

ソーシャルワーカーが子育てをしながら働くということ
〜子持ちソーシャルワーカーのその後〜
水野　有紀　NHO 東京医療センター

P4-53-7

ソーシャルワーク -2 15：15〜15：50
座長：NHO 京都医療センター　主任　宅間　親恵


