
第1回JCHO地域医療総合医学会【口演発表】

セッション名・座長 演題番号 演者名 施設名 タイトル

O-001 山下　智省 下関医療センター 職域健診におけるウイルス性肝炎無料検診同時実施によるキャリア抽出効果の検討

O-002 三村　享彦 東京蒲田医療センター 当院における後期高齢者に対するERCPの有用性について

O-003 中澤　文香 山梨病院 認知機能低下症状を把握する問診表～入院時からせん妄を防ぐために～

O-004 田淵　稔英 福岡ゆたか中央病院 急性期病棟における認知症教育システムの構築を目指して

O-005 佐藤　育子 仙台病院 Ａ病院を取り巻く地域の現状と課題

O-006 松山　佳子 大阪病院 救急外来における院内トリアージに関する取り組み

O-007 杉尾　隆一 下関医療センター 骨盤部創外固定術・観血的骨接合術施行後歩行獲得を目指した症例

O-008 沖田　将盛 徳山中央病院 ロボットスーツHALでのリハビリテーションの現状と入院患者の継続実施に影響を及ぼす因子の検討について

O-009 野沢　昇平 埼玉メディカルセンター 両側同日人工膝関節全置換術と片側人工膝関節全置換術における患者満足度の比較

O-010 加藤　俊久 湯河原病院 当院における人工膝関節全置換術後の腫脹・疼痛・関節可動域の変化

O-011 浪越　啓史 東京高輪病院 急性期病院および地域包括ケア病棟における日曜日リハビリテーションの効果

O-012 古田　翔二郎 徳山中央病院 精神状態悪化のため早期自宅退院後外来言語リハを継続した重度失語症例

O-013 小越　千恵 宇和島病院 終末期がん患者の欲求段階～マズローの欲求段階を用いて～

O-014 尾付野　恵美子 横浜保土ヶ谷中央病院 夫婦2人暮らしの癌ターミナルの在宅看取りを支える

O-015 荻野　俊美 神戸中央病院 継続的な透析予防指導の効果

O-016 秋葉　裕子 登別病院 ピックアップカンファレンス実施に伴う看護師の意識調査からの課題

O-017 廣畑　かおる 桜ヶ丘病院 体幹抑制しない看護への取り組み～赤外線センサー見守りシステムを導入して～

O-018 伏見　佳代 宇和島病院 回復期リハビリテーション病棟における排尿困難患者に対する支援の取り組みと効果

O-019 疋田　美雪 神戸中央病院 インスリン療法の継続を支える退院支援－高齢者２人暮らしの事例－

O-020 藤本　領佑 徳山中央病院 外来片麻痺患者に対してHAL単脚型を用いて、歩行能力が向上した1症例

O-021 佐藤　周平 湯布院病院 脳卒中重度片麻痺者における歩行練習アシストを用いた歩行再建への取り組み

O-022 笠嶋　瑛梨 湯布院病院 脳梗塞による喪失感を乗り越え家事活動が可能となった事例～左片手動作による調理技能獲得の波及効果～

O-023 村上　智恒 南海医療センター 魚摂取頻度が血液透析患者に与える影響に関する研究

O-024 持田　勇輝 滋賀病院 当院における在宅血液透析の取り組み

O-025 伊東　雅子 うつのみや病院 「口腔衛生管理加算導入の取り組み」

O-026 原田　薫 天草中央総合病院 肺炎を予測するスケール作成を試みて～気づきを生かしたケアを提供するために～

O-027 大崎　恭子 仙台南病院 老人保健施設における末期癌利用者への看護介入を通して～家族の思いや支援の在り方を考える～

O-028 井上　阿貴子 神戸中央病院 個々の利用者が見えるケアを目指して～機能別から受け持ち性へ～

O-029 吉川　雅俊 宮崎江南病院 強化型デイケアへの挑戦

O-030 吉田　徳子 天草中央総合病院 在宅強化型維持への取り組み　～短期間の集中的リハビリと在宅復帰との関連～

O-031 山本　直人 天草中央総合病院 業務改善への取り組み～ＡＩレポートの見直しによる効果～

O-032 萬谷　郁美 天草中央総合病院 在宅強化型老健の今後～地域ニーズに答えて～

O-033 松岡　祐一 天草中央総合病院 施設新聞「さわやか」を作成して　～７年間の軌跡～

O-034 渡辺　翔太 二本松病院 当施設におけるリスク対策

O-035 別府　和男 宮崎江南病院 ベッド利用率向上プロジェクトチーム活動報告

O-036 服部　真和 佐賀中部病院 当施設の看取りケアについて～7年目を迎えて～

O-037 松本　圭吾 神戸中央病院 地域の高齢化をみすえたJCHO神戸中央病院の地域包括ケアの取組み

O-038 大谷　陽子 うつのみや病院 地域の病院として医療・介護体制が充実した生活環境づくりを目指して～JCHOカフェの取り組みと今後の課題～

O-039 藤﨑　栄子 大和郡山病院 認定看護師として支援できた在宅患者

O-040 鶴牧　明記 うつのみや病院 JCHO家族の会～地域包括における家族の会の役割について～

O-041 佐野　晴美 横浜中央病院 地域包括ケアにおける医療ソーシャルワーカーの取り組み

O-042 松本　祥敬 星ヶ丘医療センター 「地域の在宅医療体制の確立を目指して」～自治体への提案～

O-043 平井　未央 福岡ゆたか中央病院 管理栄養士における生活習慣病の一次予防対策の第一報 ～地域住民を対象とした料理教室を開催して～

O-044 小木曽　佳子 相模野病院 地域包括ケア病棟の開設～看護部　他職種合同ベッドコントロールからの実践報告～

O-045 與野　ちあき 東京蒲田医療センター 地域包括ケア病棟における退院支援の課題と今後の取り組み

O-046 小池　由紀恵 横浜中央病院 地域に必要とされる都市型地域中核病院をめざして～地域包括ケア病棟開設後の検証～

O-047 黒木　香 宮崎江南病院 地域包括ケア病棟の取り組みと今後の課題

O-048 中島　範子 四日市羽津医療センター 多職種連携で在宅復帰を支援

O-049 南場　静香 東京高輪病院 地域包括ケア病棟における現状とソーシャルワーカーの役割

O-050 荒木　知子 四日市羽津医療センター 地域包括ケア病棟における介護チームの取り組み～CチームのCはCareのC～

O-051 衛藤　素子 湯布院病院 「地域包括ケア病棟における言語聴覚療法対象患者の現状について」

O-052 青木　一平 東京高輪病院 東京高輪病院における地域包括ケア病棟運用にあたっての現状と課題ー第1報ー

O-053 川合　美穂子 東京新宿メディカルセンター 地域包括ケア病棟運用に当たっての現状と課題

O-054 山口　真 うつのみや病院 地域包括支援センターの取り組み

2/26 14:00～14:40 第3会場

地域医療・介護
（地域医療②）

座長：井須　和男
（登別病院　院長）

発表日時・会場

地域医療・介護
（地域医療①）

座長：野田　晏宏
（福岡ゆたか中央病院 院長）

第3会場13:20～14:002/26

2/26 14:05～14:35 第4会場

地域医療・介護
（地域医療④）

座長：渡部　昌平
(宇和島病院　院長)

2/26 13:20～14:05 第4会場

地域医療・介護
（地域医療③）

座長：河嶋　知子
(北海道病院 看護部長)

2/26 14:00～14:40 第5会場

地域医療・介護
（地域包括ケア②）

座長：竹口　東一郎
(天草中央総合病院　院長)

2/26 13:20～14:00 第5会場

地域医療・介護
（地域包括ケア①）

座長：亀川　隆久
(南海医療センター　院長)

2/26 14:05～14:35 第7会場

地域医療・介護
（地域包括ケア④）

座長：大矢　早苗
(中京病院　看護部長)

2/26 13:20～14:05 第7会場

地域医療・介護
（地域包括ケア③）

座長：草野　英二
(うつのみや病院　院長)

2/26 13:20～14:00 第8会場

地域医療・介護
（地域包括ケア⑤）

座長：根橋　良雄
(湯布院病院　院長)
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セッション名・座長 演題番号 演者名 施設名 タイトル発表日時・会場

O-055 本間　聡起 埼玉メディカルセンター ＩCＴを利用した遠隔地からの生活習慣改善プログラムの提案—生活習慣改善の実効性と健康リテラシーの向上をめざして

O-056 岩坪　高雄 熊本総合病院 画像管理システムにおける冗長化

O-057 鈴木　真佐也 仙台病院 MMWINを用いた透析情報の施設間共有および遠隔バックアップの構築

O-058 金澤　政幸 熊本総合病院 システムベンダーの言いなりにならないシステム構築・導入について

O-059 魚澤　正克 大阪病院 地域連携強化を考慮した持ち込みCDの診察前取込みについて

O-060 池戸　航 可児とうのう病院 病院の「いま」を伝える広報誌

O-061 原田　有彦 徳山中央病院 地域の脳卒中診療における当院の役割

O-062 伊佐次　小百合 可児とうのう病院 アルツハイマー型認知症を併発した2型糖尿病患者への関わり～在宅療養困難と思われたが地域連携が成功した一事例～

O-063 中島　明日香 京都鞍馬口医療センター 糖尿病療養指導による薬剤師の高齢者在宅療養に及ぼす効果

O-064 服部　あゆみ 中京病院 整形外科病棟にて高照度光療法を導入した効果

O-065 篠原　有幸 四日市羽津医療センター 災害医療支援病院におけるBCP策定の実践的研究

O-066 佐伯　睦子 高岡ふしき病院 当院におけるがん性疼痛看護認定看護師の課題

O-067 土屋　謙仕 群馬中央病院 「病院の相談のしやすさ」を向上させる がんのミニ健康教室の効果

O-068 中村　正樹 千葉病院 穿刺針カテーテルレングス（PCL）変更による実効血流量（QB）の影響について

O-069 芦澤　桃子 千葉病院 臨床工学技士(ＣＥ)の経皮的血管形成術（ＰＴＡ）補助業務とその有用性について

O-070 吉田　愛未 福井勝山総合病院 NOAC（Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants）の当院における使用状況と評価

O-071 兼松　哲史 可児とうのう病院 悪性リンパ腫患者におけるCHOP及びCHOP類似療法施行時に誘発される吃逆発現の性差に関する調査

O-072 北山　佳菜子 大阪病院 当院におけるペグフィルグラスチムの使用成績調査

O-073 森崎　訓明 りつりん病院 認知症の画像診断について

O-074 小山　俊一 東京山手メディカルセンター 超急性期脳卒中診療における病院間連携

O-075 沼　文隆 徳山中央病院 当院におけるがん診療の現状

O-076 小林　正 高岡ふしき病院 地域の糖尿病発症予防、重症化予防、患者モチベイションの向上と維持をもたらすseamlessな地域糖尿病医療体制構築を目指した取り組み

O-077 下元　麻梨子 埼玉メディカルセンター 高浸透圧性昏睡に尿崩症、PADの急性憎悪を合併した一例

O-078 久保　洋平 星ヶ丘医療センター 右視床出血発症後に端座位保持困難となった症例～腰痛の既往歴の影響を考慮した介入の一例～

O-079 岡川　浩人 滋賀病院 開業産科医院で出生する先天性心疾患児の実態と病院小児科によるサポートの重要性

O-080 野頭　智美 相模野病院 個別性のある看護ケアに活かすための有効的なカンファレンスとは～看護カンファレンスにおけるアプローチ方法の検討～

O-081 黒木　真二 九州病院 継続した看護師のトリアージ実施状況の報告

O-082 佐藤　直美 大和郡山病院 新生児二分脊椎症超音波検査での新たな取り組みについて

O-083 中村　杏奈 相模野病院 妊婦水腎症の検討

2/26 14:00～14:40 第8会場

情報

座長：森田　克徳
(中京病院　事務部長)

2/26 13:50～14:35 第9会場

診療②

座長：兜　正則
(福井勝山総合病院　院長)

2/26 13:20～13:50 第9会場

診療①

座長：菅沼　泰
(京都鞍馬口医療センター

統括診療部長)

2/26 14:00～14:30 第10会場

診療④

座長：嶌原　康行
(大和郡山病院　院長)

2/26 13:20～14:00 第10会場

診療③

座長：松本　昌泰
(星ヶ丘医療センター　院長）
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