
第 65回　国立病院総合医学会

今後の災害医療における機構としてのあるべき姿シンポジウム 17

9：00～11：00 堀田　知光
鈴木　英明

座長：NHO名古屋医療センター　院長　　　　
NHO本部　　　　　　　　医務担当理事

国立病院機構における災害対応
梅田　珠実　NHO本部

S17-1

DMATの今後の役割
小井土雄一　NHO災害医療センター

S17-2

国立病院機構の医療班活動
山田　堅一　NHO本部東海北陸ブロック事務所

S17-3

日本赤十字社の救護活動体制
木村　尚文　日本赤十字社　事業局

S17-4

被災地区からみた救護活動
柳原　博樹　岩手県宮古保健所

S17-5

院内における医療安全〜院内における静脈血栓塞栓症（VTE）予防マニュアル作成を中心に〜ランチョンセミナー 10
12：00-13：00

左近　賢人
浜松医療センター　院長

座長：西宮市立中央病院　院長
小林　隆夫

グラクソ・スミスクライン株式会社

「命を支えるということ」特別講演2

宗田　　良
諏訪中央病院名誉院長

座長：NHO南岡山医療センター院長
鎌田　　實13：15-14：15

同時中継
第2会場〜第7会場
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チーム医療を効果的に実践するための職種連携　～権限と責務～シンポジウム 18

14：30～16：00 石井　安彦
田中信一郎

座長：厚生労働省医政局医事課　課長補佐
NHO岡山医療センター　診療部長

明日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」

チーム医療の推進について〜行政の立場から〜

岡田　千春　NHO本部

石井　安彦　厚生労働省　医政局
S18-1

基調講演

看護師のチーム医療　〜真の看護の専門性とは〜
青芝　映美　NHO呉医療センター・中国がんセンター

S18-2

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〜
松本　修一　NHO本部

S18-3

チーム医療における放射線技師の役割
服部　一宏　NHO東京医療センター

S18-4

チーム医療における検査技師の役割
小松　和典　NHO東京病院

S18-5

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〜

チーム医療におけるリハビリテーション部門の役割

明日の医療のために　〜必要とされる事務職への飛躍〜

山本　貴博　NHO南九州病院

星　　永剛　NHO村山医療センター

中島　幹夫　NHO本部

S18-6

S18-7

S18-8

閉会式

17：00～17：30

井原　雄悦司会：NHO南岡山医療センター副院長

　第 66回国立病院総合医学会会長
　NHO大阪医療センター院長
　第 66回国立病院総合医学会副会長
　NHO兵庫中央病院院長
　第 65回国立病院総合医学会副会長
　NHO南岡山医療センター院長

次期開催挨拶：
　　同　　：
閉 会 の 辞：

楠岡　英雄
陣内　研二
宗田　　良
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リウマチ・骨・運動器 -1　外傷口　演

9：00～9：42 田中　孝昭座長：NHO 宇都宮病院　副院長・臨床研究部長

Minimally Invasive Plate Osteosynthesis(MIPO) for the Treatment of Distal 
Radius Fractures;a case report
田邊　　剛　NHO 村山医療センター

O-42-1

脛骨遠位開放骨折に対する後方プレート固定の経験
納村　直希　NHO 金沢医療センター

O-42-2

大腿骨近位部骨折患者の院内死亡とその危険因子
萩野　哲男　NHO 甲府病院　

O-42-3

大腿骨頚部骨折患者に対する術前起立練習が術後の患肢荷重率に及ぼす影響について
榮　　彩人　NHO 熊本医療センター　

O-42-4

大腿骨近位部骨折術後の歩行能力と背景因子の関係性に関する検討
米永　悠佑　NHO 九州医療センター　

O-42-5

橈骨遠位端骨折骨接合術後に腱断裂をきたした 2 例
田村　竜也　NHO 高知病院

O-42-6

リウマチ・骨・運動器 -2　脊椎口　演

9：42～10：24 町田　正文座長：NHO 村山医療センタ−　臨床研究センタ−長

ステロイド性骨粗鬆症に起因する後弯変形に伴う頚髄症の 1 例
塩田　匡宣　NHO 村山医療センター　

O-43-1

感染性脊椎炎の臨床的検討
篠原　一仁　NHO 高知病院

O-43-2

胸椎 double curve 変形に対する減捻矯正の変法
町田　正文　NHO 村山医療センター

O-43-3

近傍椎体に既存陳旧性骨折を有する骨粗鬆症性椎体圧潰に対する前方固定術
金子慎二郎　NHO 村山医療センター

O-43-4

結核性脊椎炎に対する前方掻爬固定術による後彎変形矯正に関する検討
―手術高位や移植骨の種類による傾向―
金子慎二郎　NHO 村山医療センター

O-43-5

結核性脊椎炎に対する前方掻爬固定・骨移植術の治療成績
福田健太郎　NHO 村山医療センター

O-43-6
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リウマチ・骨・運動器 -3　RA-1口　演

10：24～11：06 江崎　幸雄座長：NHO 九州医療センタ−　整形外科医長

リウマチ・骨・運動器 -4　RA-2口　演

11：06～11：41 金子　敦史座長：NHO 名古屋医療センタ−　整形外科医長

ＢＰＳＤに対する治療戦略ランチョンセミナー 11
12：00-13：00

大森　信彦
NHO 菊池病院 臨床研究部長

座長：NHO 岡山医療センター　地域医療連携室
木村　武実

株式会社グロービア

NinJa2009 における生物学的製剤使用状況
松井　利浩　NHO 相模原病院　

O-44-1

NinJa を利用した単関節炎を呈する関節リウマチ患者における疾患活動性の検討
橋本　　篤　NHO 相模原病院

O-44-2

NinJa にみる薬物療法の費用および効果
〜生物学的製剤投与法の変化とその費用の変化〜
末永　康夫　NHO 別府医療センター

O-44-3

NinJa を利用した関節リウマチにおける手術と薬剤について―2009 年度―
税所幸一郎　NHO 都城病院

O-44-4

MTX8mg/ 週より先の治療をどう選択すべきか？ NinJa2009 年度から
金子　敦史　NHO 名古屋医療センター

O-44-5

NinJa が明らかにしてきたこと：関節リウマチ (RA) に関する多施設共同疫学研究
當間　重人　NHO 相模原病院

O-44-6

関節リウマチにおけるメトトレキサート・高用量ミゾリビン単回隔日併用療法の有効
性と安全性の検討
平野　史倫　NHO 旭川医療センター　

O-45-1

抗リウマチ薬治療を受けている関節リウマチ患者における B 型肝炎ウイルス感染
森　　俊輔　NHO 熊本再春荘病院

O-45-2

関節リウマチ経過中にアミロイドーシスを合併した症例
船田　桂子　NHO 埼玉病院　

O-45-3

アバタセプト開始後 1 カ月半で malignant lymphoma を併発した関節リウマチの 1 例
金子　敦史　NHO 名古屋医療センター

O-45-4

再発性十二指腸出血性潰瘍を呈し , その原因がアミロイドーシスと考えられた
Granulomatosis with Polyangiitis(GPA) の一例
牛窪　真理　NHO 東京医療センター

O-45-5
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成育医療 -1　口　演

16：00〜16：42 渡邊真紀子座長：NHO香川小児病院　看護士長

付添い入院している親のリフレッシュ対策
中田　美紀　NHO静岡てんかん神経医療センター

O-46-1

小児循環器疾患患児のターミナルケアに携わる看護師の困難な思い
藤本　　縁　NHO香川小児病院

O-46-2

親が付き添えない児に対する成長発達支援と個別的看護実践の評価
—問診票・情報共有シートを活用して—
冨田　志穂　NHO東京医療センター

O-46-3

青森県１ヶ月児の母乳率と ｢授乳・離乳の支援ガイド」の利用についての検討
野村由美子　NHO弘前病院・青森県小児保健協会

O-46-4

赤ちゃんとお母さんにやさしい早期皮膚接触をより安全に行うための取組み
葛西　美穂　NHO弘前病院

O-46-5

ICU 入院となった脳出血褥婦の母乳育児支援　〜他科との連携が図れた１症例より〜
塚本　恵弥　NHO岡山医療センター

O-46-6

今求められている母乳育児支援シンポジウム 19

14：30〜16：00 佐藤　和夫
中村　和恵

座長：NHO九州医療センター　小児科医長
NHO岡山医療センター　新生児科　

産科入院中のお母さんの母乳育児とこころの問題
多田　克彦　NHO岡山医療センター

S19-1

地域のニーズにあわせた母乳育児支援
原　　千賀　NHO大阪南医療センター

S19-2

当院の母乳育児支援の取り組みと課題
堀家　王代　NHO香川小児病院

S19-3

東日本大震災後の宮城県産科医療状況と仙台医療センターでの母乳育児支援
明城　光三　NHO仙台医療センター
笹　小夜子　NHO仙台医療センター

S19-4
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臨床研究　口　演

10：30～11：12 町田　正文座長：NHO 村山医療センタ−　臨床研究センタ−長

60 分間隔 2 分割法による 3 段階のステップを踏んだ食物負荷試験の安全性
柳田　紀之　NHO 仙台医療センター

O-47-1

Dynamic Four-dimensional CT Angiography (DFA) を用いた構造解析による新た
な脳動脈瘤治療戦略
石田　藤麿　NHO 三重中央医療センター

O-47-2

拡散テンソルトラクトグラフィを用いた損傷脊髄における投射路の可視化
藤吉　兼浩　NHO 村山医療センター　

O-47-3

国立病院機構施設の強毒型インフルエンザ（H5N1）の準備状況における問題点
‐ 新型インフルエンザ（H1N1）を経験しての変化 ‐
妹尾　正子　NHO 災害医療センター

O-47-4

NHO 本部主導臨床研究の取り組みについて（進捗報告）
〜 DPP-4 阻害薬による膵β細胞保護効果の検討〜
吉岡　恭子　NHO 本部

O-47-5

治験拠点医療機関としての臨床研究事務局の体制整備について
近藤　直樹　NHO 東京医療センター　

O-47-6

ネットワークを活用した症例集積性の向上を目指して〜国際共同治験への対応を含めて〜シンポジウム 20

9：00～10：30 長谷川　彰
松原　広己

座長：NHO 本部総合研究センター　治験研究部治験推進室長　　
NHO 岡山医療センター　　　臨床研究部長・循環器科医長

ネットワークを活用した症例集積性の向上を目指して─ CRC の立場から─
大久保　博史　NHO 九州がんセンター臨床研究センター

S20-1

国立病院機構における国際共同治験への取り組み
〜 COPD センターの治験体制について〜
武田　昭範　NHO 旭川医療センター

S20-2

ＮＨＯ本部の立場から
水沼　周市　NHO 本部総合研究センター

S20-3

治験依頼者の立場から
東海　康之　日本製薬工業協会医薬品評価委員会臨床評価部会

S20-4
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放射線診断・画像診断・放射線治療 -7　治療 -2口　演

16：00～16：35 水嶋　徳仁座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター 　照射主任

CR による低 MU 平坦度・対称性測定の検討
池田　　剛　NHO 仙台医療センター　

O-48-1

Radiation-induced bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) 
syndrome と考えられた 2 症例
北本　佳住　NHO 高崎総合医療センター

O-48-2

子宮頚癌に対する画像誘導腔内照射治療計画の試み
武中　　正　NHO 大阪医療センター

O-48-3

子宮腔内照射用タンデムアプリケータ短軸に対する線源偏位の検討
三宅　俊輔　NHO 大阪医療センター

O-48-4

前立腺がん小線源治療用 125Iseed 線源カートリッジ測定による線源強度 QA
喜久村　力　NHO 東京医療センター　

O-48-5

国立病院機構における大規模臨床研究の成果と今後の展望シンポジウム 21

14：30～16：00 楠岡　英雄
島津　　章

座長：NHO 大阪医療センター　院長　　　　　　　
NHO 京都医療センター　臨床研究センター長

EBM 推進研究　JAPOAN 研究のから得た成果
尾藤　誠司　東京医療センター

S21-1

わが国の高血圧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）
および学会ガイドラインに基づく診断と効果的な薬物療法の確立に関する研究（PHAS-J２）
成瀬　光栄　NHO 京都医療センター

S21-2

消化器外科手術の施設間技術評価法の確立（EPASS 研究）の成果と展望
芳賀　克夫　NHO 熊本医療センター

S21-3

平成１７年度 EBM 推進のための大規模臨床研究「EGGU」
谷山　清己　NHO 呉医療センター・中国がんセンター臨床研究部長

S21-4

ステロイド療法の安全性の確立に関する研究
右田　清志　NHO 長崎医療センター

S21-5

J-BRONCO 研究から
坂　　英雄　NHO 名古屋医療センター

S21-6
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認定・専門看護師　口　演

9：00〜9：42 岡本　悦子座長：NHO福山医療センター　副看護部長

放射線診断・画像診断・放射線治療 -4　CT-1口　演

9：42〜10：24 森川　　進座長：NHO京都医療センター　主任診療放射線技師

中心静脈カテーテル挿入時のマキシマル・バリアプリコーション実施に向けた取り組み
井上かおり　NHO舞鶴医療センター

O-49-1

Ａ病院におけるＮＩＣＵの感染対策構築までの取り組みとその効果
佐野　睦美　NHO横浜医療センター

O-49-2

病棟での結核患者発生時の対応
香取　弘子　NHO函館病院

O-49-3

過敏症発生時の記録の現状
吉田　美紀　NHO名古屋医療センター

O-49-4

救急看護認定看護師の院内ラウンドから見えた現状と課題
深谷　貴子　NHO災害医療センター

O-49-5

演題取り下げO-49-6

ＣＴ−ＡＥＣの寝台位置における基礎的検討
永井　能規　NHO米子医療センター

O-50-1

被写体位置と位置決め画像が CT-AEC に及ぼす影響
赤澤　史生　NHO長崎医療センター

O-50-2

320 列 CT でのコーンビーム CT 対応電子密度ファントムによる CT 値―電子密度特性
茂垣　達也　国立がん研究センター東病院　

O-50-3

temporal sensitivity profile 測定における誤差要因の検討
棚瀬　真伸　国立長寿医療研究センター病院

O-50-4
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放射線診断・画像診断・放射線治療 -5　CT-2口　演

10：24〜10：59 赤澤　史生座長：NHO 長崎医療センター　放射線主任技師

放射線診断・画像診断・放射線治療 -6　RI・PET口　演

10：59〜11：41 本田　邦彦座長：NHO 東広島医療センター　RI 検査主任

少数方向投影データからの画像再構成〜逆投影法と逐次法の比較〜
山口　雄作　NHO 徳島病院

O-51-1

逐次近似再構成画像における空間分解能評価方法の検討
石原　敏裕　NHO 埼玉病院

O-51-2

３DCTA 描出における血管径および背景 CT 値による影響
島野　泰直　NHO 埼玉病院

O-51-3

薬物動態解析を利用した造影シミュレーションから考察する CTA の造影法の研究
（造影剤注入法と造影効果の比較）
青柳　優子　NHO 九州医療センター

O-51-4

３DWS の検査としての運用システム構築
跡田　直利　国立がん研究センター中央病院

O-51-5

Smartzoom　Collimator を用いた心筋 TlSPECT の検討
第１報　収集—感度とサンプリング角度について—
熊谷　広和　NHO 相模原病院

O-52-1

Smartzoom　collimator を用いた心筋 TlSPECT の検討
―第２報 FWTM を用いた画像特性の検討―
塩森　智文　NHO 相模原病院 

O-52-2

脳血流 SPECT ECD RVR 法における検査時間短縮の検討
川北　欣弘　NHO 姫路医療センター　

O-52-3

脳血流 SPECT ECD RVR 法におけるシリンジ分割の精度検証
久米　　篤　NHO 姫路医療センター

O-52-4

PET-CT での呼吸同期システムの使用報告と検討
水田　敏道　NHO 浜田医療センター　

O-52-5

サイクロトロン更新時における問題点の検証
藤㟢　　宏　国立循環器病研究センター

O-52-6

機構病院で楽しく働くためには—今、何が出来るのか？—ランチョンセミナー 12
12：00-13：00

西尾　正道
NHO 岡山医療センター　名誉院長

座長：NHO 北海道がんセンター
青山　興司
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終末期・緩和医療　口　演

16：00～16：42 片山　英樹座長：NHO 山口宇部医療センター　緩和ケア内科

緩和ケア病棟主催の遺族会活動報告
伊藤　晃崇　NHO 南和歌山医療センター

O-53-1

デスカンファレンスに含まれる意義
−過去４年間のデスカンファレンス記録から見えてきたもの−
岡本　華枝　国立療養所長島愛生園

O-53-2

クリティカルケア領域におけるエンゼルケアに対する意識
〜 ICU 看護師へのインタビューを通して〜
田所　里奈　NHO 高知病院

O-53-3

一般病棟で緩和医療に携わる看護師の満足度の変化〜学習会プログラムを実施して〜
梶原布美子　NHO 鹿児島医療センター　

O-53-4

フェンタニルパッチが在宅移行に有用であった肺癌下顎骨転移の 1 例
鈴木　喜雅　NHO 米子医療センター　

O-53-5

肺癌 518 例の緩和ケアについての検討
佐藤　　健　NHO 豊橋医療センター

O-53-6

震災と心のケアシンポジウム 22

14：30～16：00 杠　　岳文
村上　　優

座長：NHO 肥前精神医療センター　院長
NHO 琉球病院　　　　　　　院長

作業療法士としてのこころのケア活動
塚原　宏恵　NHO 琉球病院

S22-1

ソーシャルワーカーとしてのこころのケア活動
阿部　祐太　NHO 花巻病院

S22-2

肥前精神医療センター「こころのケアチーム」活動報告
天野昌太郎　NHO 肥前精神医療センター

S22-3

看護師としての心のケアの活動
永井　　翔　NHO 東尾張病院

S22-4

看護師としてのこころのケア活動
塘　　祐樹　NHO 久里浜アルコール症センター

S22-5

東日本大震災心のケアチームに心理職として参加して

こころのケアチーム　行った　見た　活動した
古賀香代子　NHO 菊池病院

村上　　優　NHO 琉球病院

S22-6

S22-7
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呼吸器疾患 -3　口　演

9：00～9：42 井上　義一座長：NHO 近畿中央胸部疾患センター　呼吸不全・難治性肺疾患研究部長

呼吸器疾患 -4　口　演

9：42～10：24 川崎　雅之座長：NHO 大牟田病院　呼吸器内科部長

気胸を合併した非結核性抗酸菌症例６例の検討
丸川　将臣　NHO 福山医療センター　

O-54-1

結核性慢性膿胸に随伴した腰背部巨大流注膿瘍の一剖検例
平野　卓朗　NHO 埼玉病院

O-54-2

多剤耐性肺結核に対してリネゾリドを使用した２症例
川上　健司　NHO 長崎川棚医療センター

O-54-3

結核診断における QFT 適用の注意点について
斎藤　武文　NHO 茨城東病院

O-54-4

新結核化学療法剤及び外科療法を含めた治療方式の開発・評価：調査票
（新しい結核治療剤使用）の解析について
金丸　典子　NHO 近畿中央胸部疾患センター

O-54-5

本邦における外国人結核に対する調査研究
喜多　洋子　NHO 近畿中央胸部疾患センター

O-54-6

当院における気管支拡張症症例の検討
門脇　　徹　NHO 松江医療センター

O-55-1

当院の一般病棟で診断された結核症の臨床的特徴
原田　知佳　NHO 大牟田病院

O-55-2

間質性肺炎を合併する原発性肺癌手術例の術後急性増悪の予防および治療法確立のた
めの多施設調査研究（後ろ向き研究）
伊藤　則正　NHO 近畿中央胸部疾患センター

O-55-3

当院における胸膜中皮腫症例の検討
藤本　　源　NHO 三重中央医療センター

O-55-4

Bevacizumab(BEV) + Carboplatin(CBDCA) +  Paclitaxel(PAC) 併用療法が奏功
し完全切除しえた肺癌術後孤立性副腎転移の一例
饒平名知史　NHO 沖縄病院

O-55-5

気管支内に鋳型状に発育し閉塞性肺炎を繰り返した気管支内過誤腫の 1 手術例
高橋　正彦　NHO 福山医療センター

O-55-6
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呼吸器疾患 -5　口　演

10：24～11：13 丸川　将臣座長：NHO 福山医療センター　臨床研究部長

ソーシャルワーク　口　演

11：13～11：27 萬谷　和広座長：NHO 大阪南医療センター　主任医療社会事業専門員

胎児診断しえた新生児縦隔腫瘍の 1 例
伊藤　敏恭　NHO 香川小児病院

O-56-1

写真印刷業従事者にみられたレア・アースによる塵肺の 1 例
三村　一行　NHO 姫路医療センター 　

O-56-2

院内他科と協力して行った呼吸器外科手術症例の検討
赤山　幸一　NHO 東広島医療センター　

O-56-3

一般臨床医（GP）で咳喘息と診断された症例の検討
井端　英憲　NHO 三重中央医療センター　

O-56-4

肺非結核性抗酸菌症の外科治療成績の検討
足立　洋心　NHO 松江医療センター

O-56-5

当院において発見された中皮腫症例の検討
田村　猛夏　NHO 奈良医療センター

O-56-6

中皮腫発生における石綿ばく露の関与についての検討　
―胸膜中皮腫と腹膜中皮腫との相違を中心に―
玄馬　顕一　NHO 福山医療センター

O-56-7

急性期病院のＭＳＷ業務の考察と課題〜高齢者虐待ケースを通して〜
木下　良子　NHO 熊本医療センター

O-57-1

結核療養支援におけるソーシャルワークとしてのネットワーク活用の有用性
深見布由子　NHO 西別府病院

O-57-2
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耳鼻咽喉科疾患　口　演

16：00～16：42 赤木　博文座長：NHO 南岡山医療センター　耳鼻咽喉科医長

高崎総合医療センター歯科口腔外科における顎顔面骨折の臨床統計的観察
高崎　義人　NHO 高崎総合医療センター

O-58-1

スギ花粉症に対する L-55 乳酸菌の有効性―第 2 報―
赤木　博文　NHO 南岡山医療センター

O-58-2

喉頭蓋木村氏病の 1 例
渡邉　佳紀　NHO 京都医療センター

O-58-3

慢性穿孔性中耳炎に対するコラーゲンスポンジを使用した自己血清点耳療法の有効性
二井　一則　NHO 弘前病院　

O-58-4

頭頸部癌放射線療法治療中の患者自身が痛みを把握し、積極的に評価に参加できる関
わり
奥山　貴恵　NHO 仙台医療センター

O-58-5

頭頸部粘膜悪性黒色腫 5 症例の検討
辻村　隆司　NHO 京都医療センター

O-58-6

頭蓋底悪性腫瘍の術後成績
安里　　亮　NHO 京都医療センター

O-58-7
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循環器疾患 -3　血管内治療・救急治療口　演

9：00～9：56 櫻木　　悟座長：NHO 岩国医療センタ−　循環器科医長

循環器疾患 -4　外科的治療口　演

9：56～10：45 松本　　康座長：NHO 金沢医療センタ−　心臓血管外科（臨床研究部）予防治療開発研究室長

ゾタロリムス溶出ステント留置時にステントバルーンの 3 回拡張法を用いた冠動脈イ
ンターベンションの中期臨床成績
宗政　　充　NHO 岡山医療センター　

O-59-1

２枝同時亜閉塞にて電撃型肺水腫に陥り、再疎通療法に成功したが、その後興味ある
腎機能の推移を認めた１例
小林　知貴　NHO 広島西医療センター　

O-59-2

経皮的カテーテルインターベンションによる血栓吸引術を実施した急性血栓塞栓性腎
梗塞の一例
更科　俊洋　NHO 岡山医療センター

O-59-3

脳血管内治療の新時代
加藤　徳之　NHO 水戸医療センター　

O-59-4

肺動脈インターベンションにより救命しえた慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) の症例
佃　早央莉　NHO 岡山医療センター

O-59-5

シースレス法を用いた経大腿動脈アプローチによる３Fr. カテーテル冠動脈造影法
吉田　和朗　NHO 長崎川棚医療センター

O-59-6

Dr. ヘリを活用した早期冠動脈血行再建術への挑戦
平野　悌志　NHO 水戸医療センター

O-59-7

当院に搬入される院外心肺停止患者の現状
岡部　浩太　NHO 岩国医療センター

O-59-8

当院における下肢静脈瘤手術症例の検討
水田　真司　NHO 東広島医療センター　

O-60-1

EVAR 後 type ２エンドリークに対して二度の coiling を要した１例
許　　吉起　NHO 東広島医療センター

O-60-2

慢性末梢動脈閉塞症に対する骨髄細胞及び末梢血幹細胞による血管再生治療
岩下　　力　NHO 千葉東病院

O-60-3

表在性人工血管感染の治療
越智　吉樹　NHO 岡山医療センター　

O-60-4

演題取り下げO-60-5

動脈塞栓症で発症した、左房粘液種の一例
廣瀬　朋子　NHO 横浜医療センター　

O-60-6

高エネルギー外傷による大血管損傷に対する治療戦略
加藤源太郎　NHO 岡山医療センター　

O-60-7
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循環器疾患 -5　心筋疾患・心内膜炎口　演

10：45～11：27 鈴木　雅裕座長：NHO 埼玉病院　臨床研究部長

産科・婦人科疾患　婦人科口　演

16：00～16：35 早瀬　良二座長：NHO 福山医療センター　外科系部長

救命しえた劇症型心筋炎の１例
宮川　貴史　NHO 埼玉病院

O-61-1

心臓 MRI が診断に有用であった心アミロイドーシスの 2 例
静　　毅人　NHO 高崎総合医療センター　

O-61-2

心電図所見と壁運動低下が非典型的であったたこつぼ型心筋症の一例
大野　孔文　NHO 善通寺病院

O-61-3

心嚢液貯留による急性心不全を呈した好酸球増多症の 1 例
高野　信二　NHO 香川小児病院

O-61-4

食道癌術後の胃管増設部の穿孔により細菌性心膜炎をきたした１例
飯田　大輔　NHO 千葉医療センタ−　

O-61-5

心筋梗塞の疑いで救急搬送された一例
冠野昂太郎　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-61-6

右鎖骨上窩リンパ節に孤立性転移をきたした再発卵巣癌の 1 例
芦原　敬允　NHO 大阪南医療センター　

O-62-1

子宮腺筋症病変より発生したと推定された類内膜腺癌の１症例
窪田　與志　NHO 横浜医療センター

O-62-2

イレウスにて発症した骨盤放線菌症の一例
本田　宗倫　NHO 熊本医療センター

O-62-3

帝王切開後に膿瘍を形成した 2 症例
多賀　茂樹　NHO 福山医療センター

O-62-4

帝王切開術後の中期人工妊娠中絶で子宮破裂を起こした 1 症例
永藤　純子　NHO 横浜医療センター

O-62-5
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褥瘡・NST・栄養 -2　NST-1口　演

9：00～9：35 橋本　有吏座長：NHO 別府医療センター　栄養管理室長

褥瘡・NST・栄養 -3　NST-2口　演

9：35～10：17 富永　春海座長：NHO 呉医療センター・中国がんセンター　外科医長

当院 NST の現状と今後の展望〜 NST 加算を開始して〜
前田　篤史　NHO 豊橋医療センター

O-63-1

他職種・他チーム連携の推進によるＮＳＴ活動の現状
鈴木　知子　国立国際医療研究センター国府台病院

O-63-2

循環器疾患専門病院における NST 活動の変遷と課題
平山　真秀　国立循環器病研究センター

O-63-3

栄養サポートチーム加算算定後の NST 活動における変化と課題
佐々木富貴子　NHO 浜田医療センター　

O-63-4

当院初の看護師の NST 専門療法士の取り組み
〜一人でも多くの患者の栄養状態改善のために〜
土井　智子　NHO 東名古屋病院

O-63-5

国立病院機構３３施設の周術期栄養・麻酔管理に関する現況と意識調査
津村　八江　NHO 大阪医療センター　

O-64-1

PEG 造設同意に至る過程についての考察
都築　智之　NHO 名古屋医療センター

O-64-2

周術期経口補水療法を導入したことによるアウトカム評価
丹野　　英　NHO 水戸医療センター

O-64-3

胃がん術後患者の退院後の食への不安軽減に対する栄養指導方法の有用性
〜栄養士との連携を介して〜
吉田　佳右　NHO 大阪医療センター

O-64-4

NST が介入し、褥瘡早期治癒に至った一例
成重　典子　NHO 兵庫中央病院

O-64-5

短腸症候群を伴う透析患者に対し、栄養療法を行った一例
山田　愛子　NHO 浜田医療センター

O-64-6
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在宅医療　口　演

10：17〜10：59 坂井　研一座長：NHO南岡山医療センター　臨床研究部　神経・筋疾患研究室長

消化器 -3　口　演

10：59〜11：48 久保　義郎座長：NHO四国がんセンタ−　消化器外科医長

アルツハイマー病を発症した独居・結核患者の在宅療養における多職種連携について
豊田　夏希　NHO大牟田病院　

O-65-1

ハンセン病療養所における継続看護への取り組み−確実な服薬指導を試みて−
岸本　清美　国立療養所長島愛生園

O-65-2

効果的な訪問活動を目指して−訪問回数基礎データ表に沿った訪問活動を行うために−
大住　智美　国立療養所長島愛生園

O-65-3

一関市・奥州市・栗原市における神経難病症例の訪問診療・往診に関する調査
石垣　あや　NHO岩手病院　

O-65-4

神経内科病棟にレスパイト入院している患者家族と看護師の認識の相違
〜両者のアンケートの結果を分析して〜
古藤　早紀　NHO西多賀病院

O-65-5

当院における結核患者の消化器外科手術の検討
伊藤　泰平　NHO千葉東病院　

O-66-1

当院で経験した自己免疫性膵炎の一例
香田　正晴　NHO米子医療センター　

O-66-2

演題取り下げO-66-3

当院における stage ４の胆嚢癌症例の検討
岡本　明子　NHO福山医療センター　

O-66-4

巨大後腹膜神経鞘腫の１例
古閑　悠輝　NHO熊本医療センター　

O-66-5

単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
大塚　眞哉　NHO福山医療センター

O-66-6

腹腔鏡下胆嚢摘出術症例における術後回復能力強化プログラム（ERAS：Enhanced 
Recovery After Surgery）の実施状況
浅岡　忠史　NHO大阪医療センター

O-66-7
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消化器 -4　口　演

16：00～16：42 山本　哲夫座長：NHO 米子医療センタ−　副院長

乳ガン化学療法の経過中にＡ型肝炎を発症した一例
石田　琢人　NHO 千葉医療センタ−

O-67-1

薬物性肝障害との鑑別を要した E 型肝炎の 1 例
石綿　　翔　NHO 高崎総合医療センター　

O-67-2

C 型慢性肝炎に対する IFN 療法著効後 9 年経過して自己免疫性肝炎（AIH）を発症し
た 1 例
塩賀　太郎　NHO 横浜医療センター

O-67-3

Ｐｅｇ−ＩＦＮα−２ｂ＋ＲＢＶ治療３週間で副作用のため治療中止となったがＳＶ
Ｒが得られたＣ型慢性肝炎１型高ウイルス量の１例
大塚　敏之　NHO 西群馬病院

O-67-4

当院で経験した、アルコール性急性肝不全 4 症例の検討
高山　　葵　NHO 熊本医療センター

O-67-5

核酸アナログ未治療の B 型慢性肝疾患に対するエンテカビルの治療成績
坂根　貞嗣　NHO 大阪医療センター

O-67-6

国立病院機構肝疾患ネットワーク臨床評価指標からみた本邦肝癌診療の動向
小森　敦正　NHO 長崎医療センター

O-67-7
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看護総合 -4　口　演

10：30～11：05 澤味小百合座長：NHO 金沢医療センタ−　看護師長

２年目看護師の看護観が新人看護師に及ぼす影響
江島　明里　NHO 横浜医療センター

O-68-1

新人看護師がもつ指導者のイメージとは
斉藤　康一　NHO 東京医療センター

O-68-2

新卒採用者教育夜勤体制の整備
白石　早苗　NHO 小倉医療センター

O-68-3

固定チームナーシング導入後の看護師の看護実践に対する意識の変化
平賀　史子　NHO 北海道医療センター

O-68-4

Ａ病院における副看護師長の役割遂行の程度に関する自己評価・他者評価
早坂　和恵　国立がん研究センター東病院　

O-68-5

地域医療連携を担う人材育成─医療連携の近未来を描く !シンポジウム 23

9：00～10：30 谷水　正人
大森　信彦

座長：NHO 四国がんセンター　統括診療部長　　
NHO 岡山医療センター　地域医療連携室長

地域医療再生と在宅医療
土居　弘幸　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

S23-1

地域医療連携における事務官の果たす役割
馬場　洋一　財団法人仁厚医学研究所児島中央病院

S23-2

退院支援専従看護師の重要性と育成
中村しをり　NHO 近畿中央胸部疾患センター

S23-3

地域医療連携の現状と課題
木下　貴裕　NHO 南和歌山医療センター

S23-4

これからの地域医療連携に向けて何が求められるか
〜連携の質評価と人材育成の必要性〜
木佐貫　篤　宮崎県立日南病院

S23-5
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看護総合 -5　口　演

11：05～11：40 佐藤　朋子座長：国立国際医療研究センタ−病院　副看護部長

コミュニケーションを振り返り寄り添う看護を考える
〜プロセスレコード、態度分析による分析を試みて〜
仲村渠シゲミ　国立療養所沖縄愛楽園

O-69-1

看護師長勉強会で SWOT 分析を実施して〜看護師の経営参画を検討する〜
大泉まゆみ　NHO 千葉東病院　

O-69-2

定年を迎える看護師の職務継続に影響を与えた要因
益岡　恵理　NHO 高知病院

O-69-3

NPPV 患者の口腔内ケアへの意識調査−呼吸器病棟看護師の感じる問題点−
小松　朋子　NHO 三重中央医療センター

O-69-4

急性期脳卒中患者に対する口腔内環境の改善への取り組み
草原　麻紀　NHO 熊本医療センター

O-69-5

肺非小細胞癌における分子標的治療薬の可能性ランチョンセミナー 13
12：00-13：00

上岡　　博
岡山大学病院　呼吸器・アレルギー内科　教授

座長：NHO 山口宇部医療センター院長
木浦　勝行

中外製薬株式会社
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神経疾患 -2　口　演

14：30～15：54 川井　　充座長：NHO 東埼玉病院　院長

DPC 導入後の脳動脈瘤手術（クリッピング手術 vs 血管内手術）のコストベネフィット
池田　清延　NHO 金沢医療センター

O-70-12

ミトコンドリア遺伝子の転写後修飾とパーキンとの関連
三ッ井貴夫　NHO 徳島病院　

O-70-2

パーキンソン病における笑顔度の検討
川村　和之　NHO 徳島病院　

O-70-3

経過中に舌の肥大を認めた ALS 症例の検討
永野　　功　NHO 山形病院　

O-70-4

人工呼吸器管理下の筋萎縮性側索硬化症 (ALS) 患者にみられた、上肺優位の肺病変
長谷川有香　NHO 西新潟中央病院　

O-70-5

東北地方太平洋沖地震に伴う停電にかかる在宅人工呼吸療法患者への対応について
亀谷　　剛　NHO 山形病院　

O-70-6

パーキンソン病の姿勢異常に対する特別リハビリプログラムの有効性の検討
有井　敬治　NHO 徳島病院　

O-70-7

訓練実施カレンダーを用いた，在宅パーキンソン病患者の自主訓練習慣化の試み
千田　圭二　NHO 岩手病院　

O-70-8

進行期パーキンソン病患者における血中レボドパ濃度と食事の影響
水田　里沙　NHO 徳島病院

O-70-9

特発性正常圧水頭症に対する取り組み
金井　光康　NHO 高崎総合医療センター

O-70-1

上肢の関節拘縮のある患者の安全な寝衣交換法の検討〜安全な袖の通し方〜
崎本　和美　NHO 兵庫中央病院

O-70-10

意思表示が困難な患者のリラクゼーションへの取り組み〜アロママッサージを試みて
植田桂一朗　NHO 大牟田病院

O-70-11
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リウマチ・骨・運動器 -5　その他口　演

15：54〜16：43 坪井　秀規座長：NHO大阪南医療センタ−　リウマチ科　医長

従来の CT に代わる放射線低被爆 EOS system の紹介
町田　正文　NHO村山医療センター

O-71-1

骨粗鬆症性椎体骨折は予測可能か？マイクロ CT での検討
町田　正文　NHO村山医療センター

O-71-2

Neuron 軸索障害を伴う疾患に於ける軸索保護へ向けた新たな strategy-NAD レベル
を上昇させることによる軸索保護の疾患モデルへの応用 -
金子慎二郎　NHO村山医療センター

O-71-3

後弯変形はＸ線検査評価で十分か？三次元動作解析での検討
町田　正文　NHO村山医療センター

O-71-4

人工関節置換手術後のＤＶＴ、ＰＴＥ発生における血小板由来マイクロパ−ティクル
の関わり
森本　雅俊　NHO善通寺病院　

O-71-5

TKA 後 5 年以上経過した Advance medial pivot knee 症例の膝動態解析
田中　孝昭　NHO宇都宮病院

O-71-6

SF-36 による後十字靭帯損傷膝患者の治療評価
落合　聡司　NHO甲府病院

O-71-7
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エイズ　口　演

10：30～10：51 桑原　　健座長：NHO 南京都病院　薬剤科長

HIV 感染者における慢性腎臓病の有病率と患者因子に関する検討
鳥海　真也　NHO 東埼玉病院

O-72-1

抗 HIV 薬の服薬と副作用等に関するアンケート調査結果
（血友病患者と非血友病患者との比較）
桑原　　健　NHO 南京都病院

O-72-2

HIV チーム医療におけるメンタルヘルス支援で心理療法士が果たす役割
辻　麻理子　NHO 九州医療センター

O-72-3

職業感染対策シンポジウム 24

9：00～10：30 白阪　琢磨
形山　優子

座長：NHO 大阪医療センター　　部長　　
NHO 南岡山医療センター　看護師長

結核感染対策
重藤えり子　NHO 東広島医療センター

S24-1

ワクチンによる職員の感染予防対策：MMRV ワクチンとインフルエンザワクチン
庵原　俊昭　NHO 三重病院

S24-2

職業感染「針刺し」防止への取り組み　再び 
大廣　澄江　NHO 千葉医療センター

S24-3

医療現場における HIV 暴露事故への対策と課題
杉浦　　亙　NHO 名古屋医療センター

S24-4

「職業感染対策」　肝炎
長岡　進矢　NHO 長崎医療センター

S24-5
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医療安全　口　演

10：51～11：33 岩井　洋子座長：NHO 南岡山医療センター　医療安全管理係長

医療安全対策システム作りへの取り組み
亀田　智子　NHO 小倉医療センター　

O-73-1

インシデント時系列事象関連図を含む医療安全管理の構築
伊藤　政祥　国立療養所星塚敬愛園　

O-73-2

当病棟における持参薬管理手順の見直し
〜持参薬鑑別及びヒヤリハットの分析から見出した管理手順の改善に向けて〜
飯倉　祐子　NHO 埼玉病院  

O-73-3

循環器病棟におけるワーファリン服薬忘れ対策の効果
佐々木真由美　NHO 長崎医療センター

O-73-4

脳卒中リハビリ病棟における危険予知に関する実態調査—KYT シートを用いて−
岡田　雅人　NHO 鳥取医療センター

O-73-5

温冷配膳車導入前と導入後のヒヤリハット事例内容の検証と比較
杉山亜由美　NHO 旭川医療センター

O-73-6

腹腔鏡下胆嚢摘出術から内視鏡技術認定への道ランチョンセミナー 14
12：00-13：00

内藤　　稔
東北労災病院

座長：岡山医療センター
徳村　弘実　

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

「重症心身障害児（者）福祉の現状と今後の展望」〜児童福祉法改正がもたらす影響〜シンポジウム 25

14：30～16：00 中川　義信
齋藤　哲夫
吉岡　恭一

座長：NHO 香川小児病院　　　　　　　　病院長　　　
NHO 広島西医療センター　　　　　療育指導室長

司会：NHO 本部中国四国ブロック事務所　療育専門職　

児童福祉法等の改正の概要
光真坊浩史　厚生労働省社会・援護局

S25-1

重症心身障害医療・福祉の今後について（ＮＨＯの役割とは）
泉　　　真　NHO 本部

S25-2

重症児病棟の生き残る条件と消え去る理由
末光　　茂　社会福祉法人　旭川荘

S25-3

児者一貫体制は重症児者の命綱
水津　正紀　全国重症心身障害児 ( 者 ) を守る会

S25-4

これからの重症心身障害児 ( 者 ) に対する療育支援のあり方
岡村　俊彦　NHO 福岡東医療センター

S25-5
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重症心身障害 -1　口　演

16：00～16：42 宮野前　健座長：NHO 南京都病院　副院長

SMID データベースを用いた退院実態の分析
今井　雅由　NHO 千葉東病院　

O-74-1

療養介護事業移行後４年半を経過して ( 報告 )
山口　雅生　NHO 福岡病院　

O-74-2

療養介護の入院受入システムの検討
杉田　祥子　NHO 福岡病院　

O-74-3

施設利用者負担金の未納問題に向けて　〜新人児童指導員の取り組み〜
中嶋　　歩　NHO 茨城東病院 

O-74-4

重症心身障害児（者）病棟看護師の戸惑いと戸惑いから脱却するきっかけ
ーインタビュー調査を通してー
黒田　悦子　NHO 賀茂精神医療センター

O-74-5

重症心身障害病棟看護師の看護倫理のジレンマに関する意識と行動変化についての一考察
前田　梨沙　NHO 福岡病院

O-74-6

病棟新聞作成に対する問題解決に取り組んで
−家族・職員への意識調査、ＳＳＭを取り入れて−
池信妃沙子　NHO 鳥取医療センター　

O-74-7
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医療の質改善　口　演

10：30～11：26 花田　修一座長：NHO 鹿児島医療センタ−　副院長

産科における臨床評価指標の設定に関する考察（続報）
明城　光三　NHO 仙台医療センター

O-75-1

輸血療法委員会による院内輸血監査活動について
〜日本病院機能評価を受審後の改善事例として〜
川口　祐二　NHO 三重中央医療センター

O-75-2

職員を対象とした卒煙外来の開設について
蛭谷　牧子　NHO 富山病院

O-75-3

医療の質向上のための糖尿病患者とスタッフのモチベーション
〜「WE ARE ABOUT TO CHANGE.」が合言葉〜
青木　雄次　NHO まつもと医療センター松本病院

O-75-4

整形外科病棟における退院支援を困難としている要因と支援のあり方
−過去の３事例の分析結果より−
川島　眞也　NHO 熊本再春荘病院

O-75-5

効果的な退院支援にむけての地域医療連携室の取り組み
井上　弘毅　NHO 鹿児島医療センター

O-75-6

患者さまの診察待ち時間に、私たちができること。患者さまに、私たちの思いを伝えよう。
宇都本理夫　NHO 近畿中央胸部疾患センター

O-75-7

リンパ浮腫基本クリティカルパスの公開によるリンパ浮腫標準治療（複合的治療）の啓発
河村　　進　NHO 四国がんセンター 

O-75-8

院内医療メディエーションの現場からシンポジウム 26

9：00～10：30 和田　仁孝
東　　良平

座長：早稲田大学　　　　　　　大学院法務研究科教授
NHO 岡山医療センター　副院長　　　　　　　

医療安全管理研修による医療メディエーション導入の試み
吉住　秀之　NHO 九州医療センター

S26-1

医療メディエーション教育の必要性について
中西　淑美　山形大学医学部総合医学教育センター　

S26-2

患者・医療者間の対立的コミュニケーションの改善を目指した院内医療メディエーショ
ン研修の試み
齋藤　泰紀　NHO 仙台医療センター

S26-3

看護と医療メディエーション
高田幸千子　国立循環器病研究センター

S26-4

医療安全の立場から；対話のできる環境
河本　順子　NHO 岡山医療センター

S26-5
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インクレチン関連薬の現況とバイオ医薬の展望ランチョンセミナー 15
12：00-13：00

肥田　和之
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　准教授

座長：NHO 岡山医療センター　糖尿病・代謝内科　医長
和田　　淳

MSD株式会社

教育 -3　学生教育口　演

16：00～16：49 眞田　正世座長：NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校　教育主事

ユニフィケーションシステムを導入した卒業前看護技術チェックの効果
石原　史絵　NHO 熊本医療センター附属看護学校

O-76-1

口腔内吸引の技術演習における学生の学び−模擬痰を含んだ学生が患者役を体験して—
田原　佳奈　NHO 高知病院附属看護学校

O-76-2

看護学生の安楽死に対する価値観〜全学年参加型のディベートを通して〜
米澤　　大　NHO 鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校

O-76-3

臨地実習におけるインシデント事例からの学び
―2 年次の振り返りの会の後の学生のレポートを分析して―
小林　裕子　NHO 岩国医療センター附属看護学校

O-76-4

本校看護学生の在宅看護論実習における学びの様相
竹下　弘子　NHO 熊本医療センター附属看護学校

O-76-5

助産学生の分娩介助実習におけるインシデントレポートの分析
菅原由香里　NHO 仙台医療センター附属仙台看護助産学校　

O-76-6

看護学生の進路決定に関する研究
鈴木由美子　NHO 仙台医療センター附属仙台看護助産学校

O-76-7

臨床と学校で統合実習にどう取り組むかシンポジウム 27

14：30～16:00 藪田　素子
大村　榮子

座長：NHO 善通寺病院附属善通寺看護学校　副学校長
NHO 岩国医療センター　　　　　　　看護部長

先行導入した夜間実習の現状と統合実習への挑戦
神戸真由美　姫路赤十字看護専門学校

S27-1

臨床と学校で統合実習にどう取り組むか
廣門三千子　NHO 千葉医療センター附属千葉看護学校

S27-2

統合実習開始における臨床側の課題
宮本　典子　NHO 大阪南医療センター

S27-3

統合実習に向けた取り組みの現状と実習に対する期待や不安　〜看護学生の立場から〜
福嶋　玲子　NHO 岡山医療センター附属岡山看護助産学校

S27-4
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精神疾患　口　演

10：30～11：05 吉岡　眞吾座長：NHO 東尾張病院　司法精神医学部長

総合病院精神科における看護師の抱える困難と成長
竹林　里華　NHO 九州医療センター　

O-77-1

医療観察法指定通院医療対象者の経過に見られる特質について
吉岡　眞吾　NHO 東尾張病院

O-77-2

小児慢性病棟で経験された統合失調症
滝澤　　昇　NHO 富山病院

O-77-3

訪問看護を受けている精神疾患患者の薬の飲み忘れの実態
倉田　有紀　NHO 肥前精神医療センター

O-77-4

救急外来受診記録から再考する総合病院精神科の役割
橋本　　聡　NHO 熊本医療センター

O-77-5

ＡＬＳと栄養をめぐる問題シンポジウム 28

9：00～10：30 清水　俊夫
信國　圭吾

座長：東京都立神経病院　　　　　脳神経内科医長
NHO 南岡山医療センター　神経内科医長　

ＴＰＰＶ施行ＡＬＳ症例における内蔵型脂肪蓄積と動脈硬化
信國　圭吾　NHO 南岡山医療センター

S28-1

筋萎縮性側索硬化症（ALS）人工呼吸器装着症例の総エネルギー消費量を推定する
石田　千穂　NHO 医王病院

S28-2

ALS と栄養をめぐる問題─ ALS 症例における経腸栄養療法─
市原　典子　NHO 高松医療センター

S28-3

人工呼吸器装着 ALS 症例におけるアディポサイトカイン

筋萎縮性側索硬化症における栄養障害の後方視的調査；多施設共同研究
長岡　詩子　東京都立神経病院　

清水　俊夫　東京都立神経病院

S28-4

S28-5
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ＤＰＣ　口　演

11：05〜11：33 岡田　安正座長：NHO熊本医療センター　事務部長

DPCデータを活用した当院のポジショニング
白川　　大　NHO熊本医療センター

O-78-1

DPC調査データ (様式 1) を用いたレセプト精度の検証
丸山こずえ　NHO都城病院

O-78-2

１５０床以下でのDPC導入について（比較・分析）
谷口秀二郎　NHO指宿病院

O-78-3

当院における様式１データの精度管理と課題
藤本　美賀　NHO三重中央医療センター

O-78-4

認知症の診断とケアランチョンセミナー 16
12：00-13：00

真邊　泰宏
弘前大学大学院医学研究科　脳神経内科学講座　教授

座長：NHO岡山医療センター　神経内科　医長
東海林幹夫

第一三共株式会社

リハビリテーション -3口　演

14：30〜15：20 馬渕　　勝座長：NHO高知病院　理学療法士長

テキストマイニングの手法による呼吸リハビリパンフレットの検討
小池　友和　国立国際医療研究センター病院

O-79-1

間質性肺炎患者の運動誘発性低酸素血症は予測できるか
髙濱　みほ　NHO山口宇部医療センター

O-79-2

間質性肺炎患者の呼吸リハビリテーションにおける運動耐容能の効果
瀬分　慎二　NHO山口宇部医療センター

O-79-3

人工呼吸器装着後自宅復帰した呼吸筋麻痺型ALS 患者の理学療法
澤田　　誠　NHO鳥取医療センター

O-79-4

鹿児島医療センターリハビリテーション科の活動報告
〜脳卒中リハ部門の現状と取組み：軽症群に対する運動指導〜
榎木　大介　NHO鹿児島医療センター

O-79-5

医療機関に併設された高次脳機能障がい者通所教室の試み〜入院患者の参加を通して〜
豊岡　志保　NHO山形病院

O-79-6

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
〜特に身体機能と笑顔度の変化について〜
泰地　治男　NHO徳島病院

O-79-7
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長寿医療　口　演

16：16〜17：00 松田あけみ座長：NHO 長崎医療センター 　教育担当師長

老老介護である家族への在宅へ向けた退院指導〜高齢介護者を支える支援〜
武長美由紀　国立長寿医療研究センター

O-81-1

認知機能低下を認める入院患者での口腔ケア自立度に関連する因子
−急性期入院患者の ｢歯磨き ･うがい｣ における日常生活能力との関連−
野々　篤志　NHO 高知病院

O-81-2

認知機能低下を認める入院患者での食事自立度に関連する因子
−急性期入院患者における日常生活能力との関連−
野々　篤志　NHO 高知病院

O-81-3

認知症患者を深く理解するためのアプローチ−バリデーションテクニックの導入と評価−
大山　和己　NHO 下総精神医療センター

O-81-4

認知症治療病棟における看護師の陰性感情コントロール
—易怒的・攻撃的な患者に対して—
辻　真奈弥　NHO 菊池病院

O-81-5

Jones 変法を用いた下眼瞼内反症の治療経験
鈴木　裕一　NHO 佐賀病院

O-81-6

病院管理システム・電子カルテ　口　演

15：20〜16：16 米澤　一也座長：NHO 函館病院　臨床研究部長

電子カルテデータからの有効な情報抽出、統合法
—サブシステム構築による治療歴表示—
中原　保治　NHO 姫路医療センター

O-80-1

新生児集中治療室（NICU）におけるタブレット端末によるNICU診療支援システム
の構築と運用
盆野　元紀　NHO 三重中央医療センター

O-80-2

オーダリングシステム活用による個人栄養食事指導件数増加への試みとその効果
近藤　純子　国立国際医療研究センター国府台病院　

O-80-3

地域医療ネットワークシステムを使った病診連携強化への取り組み
石飛　順平　NHO 呉医療センター・中国がんセンター

O-80-4

当院で考案・構築している院内情報ネットワークシステム
米澤　一也　NHO 函館病院

O-80-5

オーダリングシステムで運用可能な持参薬報告ならびに持参薬処方ツールの構築
—DPC算定に適合する運用を目指して—
増田　公男　NHO 相模原病院

O-80-6

医療情報システム構築のための品質目標及び発展段階の設定について
大井　邦治　NHO 九州医療センター

O-80-7

スキャナーによるデータ取込の集中化を図った事例
大島　剛俊　NHO 横浜医療センター

O-80-8
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教育 -1　職員教育 -1口　演

9：00～9：35 野々川陽子座長：NHO 名古屋医療センタ−　看護師長

教育 -2　職員教育 -2口　演

9：35～10：17 丸田　保恵座長：NHO 浜田医療センタ−　看護師長

外部評価後の内部評価の改善点
中村　伴子　NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

O-82-1

看護師長機能評価表を使用した労務管理研修の評価
若嶋壽喜子　NHO 宮崎東病院

O-82-2

施設内がん看護研修プログラムの効果の検討〜参加型研修と実践報告会を取り入れて〜
有森　葉子　NHO 長崎医療センター

O-82-3

新人看護師に小児慢性病棟の受け持ち看護師の役割をどのように学ばせていくか
中村　典子　NHO 三重病院

O-82-4

臨地実習指導者が学生と共に学ぶ指導の実践が出来るまでのプロセス
千葉　朝子　NHO 三重中央医療センター附属三重中央看護学校

O-82-5

機構病院附属養成校におけるスキルミックスの重要性
中村　伴子　NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院

O-83-1

抗がん剤調製実習にフルオレセインを用いた問題解決型指導の有用性について
深山　靖夫　NHO 東京医療センター

O-83-2

シミュレータを活用した臨床教育の検討
廣田　美江　NHO 九州医療センター

O-83-3

現場力を鍛える！　小児救急初期治療トレーニングの試み
清水　順也　NHO 岡山医療センター

O-83-4

特定看護師参加による新しいチ−ム医療の展開
金村　剛宗　NHO 災害医療センタ−

O-83-5

「履修チェックシート」と「評価シート」を活用した麻酔科研修プログラムの紹介
—研修期間が１ヶ月でも効果あり ?—
太田　権守　NHO 大阪南医療センター

O-83-6
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重症心身障害 -2　口　演

10：17～10：52 沖野　文子座長：NHO 山口宇部医療センタ−　小児科系診療部長

重症心身障害 -3　口　演

10：52～11：27 松川　裕子座長：NHO 賀茂精神医療センタ−　看護師長

重症心身障害児（者）病棟における感染症流行と病原体検索について
松田　俊二　NHO 愛媛病院

O-84-1

重症心身障害児（者）に発生する下気道感染症に関する観察研究
徳永　　修　NHO 南京都病院

O-84-2

重症心身症患者に対する腹腔鏡下噴門形成手術の検討
新居　　章　NHO 香川小児病院

O-84-3

気管カニューレ固定紐による重症心身障害者の接触性皮膚炎の改善に向けて
−気管カニューレ固定紐の検討を通して−
森下　佳織　NHO 福岡病院

O-84-4

不随意運動のある重症心身障害児（者）に恒常的に実施している身体抑制解除への取
り組み
島野　光子　NHO 山口宇部医療センター

O-84-5

重症心身障害児（者）にみられる口腔ケア時の抵抗軽減に向けての関わり
―脱感作療法を用いて―
島添　　充　NHO 福岡病院

O-85-1

動く重症心身障害病棟での摂食機能療法研究の試み
會田　千重　NHO 肥前精神医療センター

O-85-2

〜反芻を繰り返す患児への取り組みの１症例より〜
富澤　由子　NHO 西群馬病院

O-85-3

東長野病院の音楽療法と療育場面への活用
岡本真奈美　NHO 東長野病院

O-85-4

心拍指標を活用した療育支援に対する反応評価の試み
稲川　　豊　NHO 大牟田病院

O-85-5

抗がん薬を安全に供給し投与する方法ランチョンセミナー 17
12：00-13：00

千堂　年昭
国立大学法人　名古屋大学医学部　医療システム管理学寄附講座　准教授

座長：岡山大学病院　薬剤部　教授・薬剤部長
杉浦　伸一

大洋薬品工業株式会社
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10：30〜11：05 渡邉真紀子座長：NHO香川小児病院

小児病棟入院時にみられた低Na血症の検討
真路　展彰　NHO埼玉病院

O-86-1

呼吸不全に至り、ＩＣＵ管理を要した気管支喘息の 1例
若槻　雅敏　NHO岡山医療センター

O-86-2

生後 2ヶ月未満児の RSV感染症への抗菌薬投与の検討
置村　杏奈　NHO香川小児病院

O-86-3

新生児遷延性肺高血圧と診断し、現在も持続している 2例
太田　　明　NHO香川小児病院

O-86-4

胎児期に臍帯嚢胞を伴っていた新生児尿膜管開存症の１例
鴻村　　寿　NHO長良医療センター

O-86-5

NICU共通データベースの構築と経年的疾病発症に関する研究：周産期・新生児デー
タの集積とその解析
盆野　元紀　NHO三重中央医療センター

O-86-6

NICU共通データベースを活用した先天異常児に関する前向きコホート研究
内田　　靖　NHO長良医療センター

O-86-7

中四国ＳＰＤ市場の現状とＳＰＤニーズの多様化ランチョンセミナー 18
12：00-13：00

田中　保己

㈱ホスネット・ジャパン取締役社長
㈱ホスネット・ジャパン営業部チーフマネジャー

座長：㈱ホスネット・ジャパン取締役社長

田中　保己
小武　健吾

株式会社ホスネットジャパン

子供の成長をトータルに見守る　～新しいアプローチ～シンポジウム 29

9：00〜10：30 田中　丈夫
久保　俊英

座長：NHO広島西医療センター　病院長　
NHO岡山医療センター　　診療部長

成長の異常と疾患の早期発見について
守分　　正　NHO岩国医療センター

S29-1

子どもたちのメタボリックシンドローム─私たちはエビデンスを伝えているか─
吉永　正夫　NHO鹿児島医療センター

S29-2

子供の成長をトータルに見守る〜新しいアプローチ〜性にとまどう子供たち
古城真秀子　NHO岡山医療センター

S29-3

子どものこころの成長を考える
湊崎　和範　NHO広島西医療センター

S29-4


