
第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-001 10039 宮崎 佳奈子 札幌北辰 病棟における非活動性肺結核患者の感染対策について

O-002 10233 伊藤 佐知子 四日市羽津
院内託児所の感染対策強化の必要性

～感染性胃腸炎のアウトブレイクの経験から～

O-003 10276 阪藪 麻依 熊本
血液内科病棟における中心静脈カテーテル関連血流感染の

リスク因子の検討

O-004 10298 森 美由希 宇和島 口腔・鼻腔内吸引ベストプラクティスを用いた教育

O-005 10419 小濱 美保 可児とうのう 当院附属老人保健施設での感染管理認定看護師の介入の試み

O-006 10315 栗本 聡美 中京 当院の腰痛予防対策～腰痛予防講習会を開催して～

O-007 10012 葉田 昌生 久留米 医療クオリティマネジャーとしてのスキルを活かした業務改善への取り組み

O-008 10049 橋本 裕子 群馬 病棟再編成によるスタッフの不安解消に向けた取り組みの効果

O-009 10143 須崎 了子 天草 点滴準備業務の手順統一のための取り組み

O-010 10435 松邑 恵美子 東京城東
病院に勤務する診療看護師（院内呼称）の活動状況と

今後の方略（3）

O-011 10171 下田 哲也 宇和島 医事責任者による経営マネジメントへの取り組み

O-012 10450 木嶋 隆 福岡ゆたか 職員満足度の経年的変化に関する報告

O-013 10021 吉田 晃 群馬 院内教育プログラムの実態調査

O-014 10206 佐藤 香 登別 リフレクションを活用した副師長としての人材育成

O-015 10248 濱 由紀子 下関 外来倫理カンファレンス取り組みの評価

O-016 10340 古川 恵美子 横浜中央 訪問看護ステーション実習での学生の学び

O-017 10407 牧野 真美 可児とうのう
新人看護職員研修における実地指導者・教育担当者の役割認識と

「新人看護職員研修ガイドライン」体制への思いとの関連

O-018 10417 庄子 美智子 仙台 JCHO仙台病院看護師の看護研究に関する意識調査

O-019 10448 坂本 恵子 人吉
ADDIEモデルに基づく救急救命士病院実習設計

～PDCAサイクル用紙を活用したナレッジマネジメント～

17日

（金）

14:50～

15:40

第1会場

安全

（感染・

褥瘡防止）

来見　良誠 先生

(滋賀病院 院長)

17日

（金）

13:10～

14:00

第2会場

運営

（組織マネー

ジメント）

渡部　昌平 先生

(宇和島病院 院長)

17日

（金）

14:00～

15:00

第2会場
運営

（人材育成①）

野田　晏宏 先生

(福岡ゆたか中央

病院 院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-020 10064 三浦 みどり 徳山 当検査部における新人職員職場順応への取組み

O-021 10308 成田 元気 登別 当院リハビリテーション室における臨床実習指導への取り組み

O-022 10106 高階 聖美 北海道
勤務管理システム導入による勤務時間管理簿の作成と

その効果について

O-023 10192 鈴木 清美 中京 中京病院研究部の診療補助・研究補助業務についての振り返り

O-024 10404 小倉 めぐみ 東京新宿
すっきりとした文書管理

～電話対応時間・保管文書・未収金の軽減をめざして～

O-025 10111 石月 亜由美 三島
地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション実施者の

特性と効果～平均在院日数とADLの視点から～

O-026 10414 古賀 未央 星ヶ丘
利用者満足度調査からみた訪問看護サービスの課題

～訪問看護室から訪問看護ステーションに移行して～

O-027 10006 藤本 一彦 群馬
地域包括ケア病棟開設後の現状と課題～整形外科病棟から

地域包括ケア病棟への移行3か月間に焦点をあてて～

O-028 10390 阿部 亜希子 東京城東
病棟再編成後の評価

地域包括ケア病棟開設に伴う管理課題について

O-029 10420 山田 美由希 佐賀中部
地域包括ケア病棟と急性期病棟の看看連携と在宅療養

アセスメント能力向上にむけた取り組み

O-030 10334 白村 聡子 可児とうのう
地域包括ケア病棟を活用することで在宅療養が継続できて

いる1事例の考察

O-031 10188 山下 千波 東京蒲田
地域包括ケア病棟での退院支援を実践する看護師教育の

取り組みと今後の課題

O-032 10391 内藤 浩 群馬 地域包括ケア推進に関する多角的取り組み

O-033 10066 原田 淳也 高岡ふしき
地域包括ケア病棟の新たな活用に向けての取り組み

―病床機能分化と患者利便性の両立を図る連携―

O-034 10358 江見 早紀子 佐賀中部 認定看護師による在宅介護従事者向け研修会への取り組みと評価

O-035 10037 早草 健志 神戸 在宅医療・介護連携推進事業受託後の展開と見えてきた地域課題

O-036 10077 橋爪 太郎 神戸 連携ミーティングの効果と今後の課題について

O-037 10141 夏目 みゆき 東京蒲田
単身高齢者の退院先からみた地域包括ケアシステムの

実現化についての検討

17日

（金）

15:00～

15:40

第2会場
運営

（人材育成②）

佐々木　功典 先生

(下関医療センター

 院長)

17日

（金）

13:10～

14:10

第3会場
地域包括

ケア①

山田　光俊 先生

(高知西病院 院長)

17日

（金）

14:10～

15:00

第3会場
地域包括

ケア②

高取　吉雄 先生

(湯河原病院 院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-038 10181 渡邉 太樹 三島 サロンにおける錦田元気体操継続の効果

O-039 10051 番谷 巌 高岡ふしき
当院地域包括ケア病棟における大腿骨頸部・転子部骨折パス症例の

治療効果についてー平成28年度疾患別リハビリを行えた症例の成績よりー

O-040 10228 袴田 ひとみ 秋田
入院中に最愛の夫と死別した患者に対する悲嘆から回復にむけての援助

－ウォーデン悲嘆作業の４つの課題からの分析－

O-041 10289 今野 詩織 相模野

認知機能障害のある高齢者のアセスメント指標における

日常生活自立度判定基準と臨床的認知症尺度との比較

～入院生活が与える環境要因との関連～

O-042 10045 樋口 尚子 大阪
出産施設助産師による新生児訪問の試み

-訪問を受けた母の反応-

O-043 10082 古瀬 美和子 京都鞍馬口 がんと診断された娘への告知を拒む母親との倫理的視点からの関わり

O-044 10240 大良 和恵 南海

両側尿管皮膚瘻を造設した患者の退院後訪問指導を振り返る

～術後創処置およびストーマケア習得支援が必要な状況で

退院となった患者へのケア指導～

O-045 10309 成澤 洋子 東京新宿
スピリチュアルペインを持つがん患者との関係性を築くために

～「対人援助論」に基づいた看護の実践～

O-046 10378 園山 好恵 下関
治療を拒否していた乳がん患者が治療受け入れの契機となった

看護師の関わり

O-047 10430 大久保 信子 天草 意思疎通困難な患者の家族が治療中止を決断できるまでの経過

O-048 10092 梶野 未緒 埼玉メディカル 糖尿病患者が自己血糖測定器を選択するための看護師の役割

O-049 10097 笹本 陽子 北海道
年末年始を意識したリーフレット配布による糖尿病療養指導の

効果について

O-050 10113 竹田 美樹 東京蒲田
意思を確認できなかった患者の治療・ケアにおける看護の振り返り

デスカンファレンスから

O-051 10140 立木 由紀子 宇和島 当院での糖尿病フットケア外来の取り組み

O-052 10164 西田 珠貴 神戸
中等度のアルツハイマー型認知症のある癌患者の治療選択

―家族の代理意思決定への支援－

O-053 10239 浅井 美鈴 埼玉メディカル 口腔ケアの早期介入へ向けた取り組み

17日

（金）

15:00～

15:35

第3会場 高齢者医療

石井　耕司 先生

(東京蒲田医療

センター 院長)

17日

（金）

13:10～

14:00

第4会場

連携

（患者ー医療者

のパートナー

シップ①）

長郷　国彦 先生

(諫早総合病院

院長)

17日

（金）

14:00～

14:50

第4会場

連携

（患者ー医療者

のパートナー

シップ②）

田中　小百合 様

(大阪病院

看護部長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-054 10033 松本 圭吾 神戸
地域医療支援病院としての近隣医療施設との連携の方策

－紹介率アップのための工夫―

O-055 10042 冨士 武史 大阪 地域医師会との連携を通じたロコモティブシンドロームの啓発

O-056 10235 河井 和子 中京 地域医療連携ネットワークシステム導入と今後の課題

O-057 10217 増田 奈々 宇和島
宇和島保健所管内における高齢者施設の感染予防対策への取組み

～宇和島ブロック会を開催して～

O-058 10250 荒尾 正 星ヶ丘 大阪府の災害対策連携について

O-059 10345 小林 芳宏 横浜中央 当院周辺地域におけるトコジラミ発生状況とその対策について

O-060 10024 原田 有彦 徳山 院内発生の全死亡事例把握のための取り組み

O-061 10425 谷口 公章 南海
南海医療センターにおける医療安全向上にむけた取り組み

～ハイリスク薬剤研修会・くすりミニレクチャーを継続して～

O-062 10182 安田 昂平 大和郡山 地震発生時の対応シミュレーション

O-063 10096 松村 考志 九州 心電図モニタアラームのムダ鳴り削減への取り組み

O-064 10280 塙 伸郎 東京蒲田 医師を対象とした医療機器研修の効果

O-065 10331 神田 大地 うつのみや
当院での透析前体重測定のヒューマンエラー防止対策

　(Ｗｅｂカメラ導入を試みて)

O-066 10236 清家 和子 宇和島 ４本柵適正使用に向けた取組みで見えた課題

O-067 10257 森 千代子 桜ヶ丘 医療安全の院内ラウンドを通して見えてきたもの

O-068 10322 逸木 千春 下関

当院における医療事故調査制度を踏まえた院内体制について

―医療事故調査委制度前後での報告実態とCPR事例における

新しい報告体制の構築―

O-069 10332 片岡 昌子 横浜保土ケ谷 病院職員の医療安全に対する意識調査

O-070 10321 狩野 あゆみ 群馬 当施設通所リハビリテーションでの安全対策としての取り組み

O-071 10395 西山 芽生 星ヶ丘
当院における女性理学療法士の重度な高位頸髄不全損傷者に

対する移乗介助への取り組み床走行リフトを用いるメリット

17日

（金）

14:50～

15:40

第4会場
連携

（地域連携①）

村本　弘昭 先生

(金沢病院 院長)

17日

（金）

13:10～

14:00

第5会場

安全

（医療安全・

医療事故

調査制度①）

下川　恭弘 先生

(人吉医療センター

副院長)

17日

（金）

14:00～

14:50

第5会場

安全

（医療安全・

医療事故

調査制度②）

小澤　俊総 先生

(山梨病院 院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-072 10074 吉本 鉄介 中京
医療過疎地で専門家不在緩和ケアチームへのWeb会議システムを

用いたRemote Assistance活動の有用性

O-073 10259 三枝 陽一 相模野 内科外科合同による腹腔鏡補助経皮内視鏡的胃瘻造設術

O-074 10380 櫻井 一 中京 小児心臓外科領域での診療看護師の役割と課題

O-075 10061 中谷 瞬 大和郡山
画像診断における読影補助の可能性

―診療放射線技師による読影補助―

O-076 10379 内野 智章 東京新宿 院内血糖自己測定機器の検査室によるメンテナンスと精度管理について

O-077 10300 乗本 英紀 大阪
児童虐待対策チームの一員であるMSWの役割発揮の重要性

～児童虐待防止を目指し府県を越えた連携の実際～

O-078 10162 鈴木 和志 可児とうのう
VITOM ICGスコープを使用したICG蛍光法による

乳癌センチネルリンパ節生検の導入

O-079 10203 青柳 昌樹 三島 もの忘れ外来開設2年

O-080 10075 阪本 いずみ 神戸
終末期における家族看護

～家族と共に歩むプロセスの大切さ～

O-081 10207 森木 智子 徳山 インスリン自己注射による皮下腫瘤改善に向けての取り組み

O-082 10369 きょう せん 東京蒲田 大動脈炎を来した多発血管炎性肉芽腫症の一例

O-083 10044 岡川 浩人 滋賀 将来的に加療が必要となるASDの新生児期スクリーニングの可能性について

O-084 10099 川村 晃子 三島
入院中に取り組むべき産褥サポートを考える

～生後1カ月未満の児を持つ母親の相談内容から～

O-085 10229 山村 智子 大和郡山
退院に向けての効果的な指導の検討

～褥婦が望む指導、助産師が考える指導について～

O-086 10118 友澤 翔 宇和島 当院における大腿骨近位部骨折の術前待機期間と合併症の調査

O-087 10191 榎本 有里 東京蒲田
当院におけるC型肝炎ウイルス感染者に対する

インターフェロンフリー治療の効果

O-088 10274 芦沢 信雄 玉造
経口膵石溶解療法にて耐糖能の改善を認めた慢性石灰化膵炎の一例

～膵石症診療実態調査の提案

17日

（金）

13:50～

14:40

第6会場 診療②

高橋　昌宏 先生

(札幌北辰病院

 院長)

17日

（金）

14:50～

15:40

第5会場

連携

（チーム

医療①）

多治見　司 先生

(九州病院 院長)

17日

（金）

13:10～

13:50

第6会場 診療①

河野　幸裕 先生

(若狭高浜病院

 院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-089 10068 阿部 武由 りつりん
ドネペジル (アリセプト錠) の個別化薬物療法を志向した

薬物動態学的検討

O-090 10409 民本 重一 天草
HISCL-5000を用いた敗血症バイオマーカー（プレセプシン）

測定の基礎的検討と症例

O-091 10408 濱中 康治 東京新宿 当院におけるスポーツ外来の現状とリハビリテーション室の取り組み

O-092 10293 高橋 由香里 桜ヶ丘
劇症型溶血連鎖球菌感染症発症に至るまでの関わり

～急変の前兆に対する気づき～

O-093 10381 大山 まどか 神戸
在宅復帰に向けた取り組み

～整形外科疾患リハビリテーションプログラムを活用して～

O-094 10160 山中 瑞穂 船橋 パノラマX線写真と歯科用CT画像を用いた下顎管の走行状態の評価

O-095 10337 今井 明美 可児とうのう 医師事務作業補助者介入による効果

O-096 10003 諸熊 裕也 熊本
末梢動脈閉塞性疾患に対する灌流指標機能付き

パルスオキシメータによる下肢血流評価の有用性

O-097 10038 満間 大介 三島 透析中、静脈側血液回路内に気泡が発生した事例に対する考察

O-098 10084 皆川 和也 中京 一酸化窒素ガス管理システムの使用経験と臨床工学技士の関わり

O-099 10128 小野寺 真里子 仙台南 患者・家族の安心向上を目指したペースメーカ説明

O-100 10255 富樫 紀季 東京山手
当院透析センターにおける自動プライミングおよび

自動返血機能運用時の所要時間と安全性に関する検討

O-101 10304 松本 景史 大阪 心臓植え込みデバイスにおける心房細動管理への取り組み

O-102 10363 郷右近 純 仙台 血液モニタBLM（Blood Monitor）の使用経験

O-103 10158 正木 惠 相模野 乳房超音波検査でとらえられなかったDCIS症例についての検討

O-104 10168 菖蒲 巧 諫早 ネオチューブRC-ST（急速凝固採血管）を導入する有用性

O-105 10198 小井 エミ 大阪
RF測定における前回値参照による初回希釈測定での

TAT短縮とコスト削減の効果

O-106 10200 高橋 圭司 中京 高感度HBs抗原定量試薬「ルミパルスPrestoII HBsAg-HQ」の検討

O-107 10263 福本 直栄 大阪みなと 経胸壁心エコー検査で診断し得た大動脈四尖弁の４症例

17日

（金）

14:40～

15:40

第6会場 診療③

木村　健二郎 先生

(東京高輪病院

院長)

17日

（金）

13:10～

14:10

第7会場 医療技術①

濵本　英治 様

(九州病院

臨床工学技士長)

17日

（金）

14:10～

14:50

第7会場 医療技術②

片山　孝文 様

(中京病院

臨床検査技師長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-108 10018 由良 優実夫 大和郡山

下肢筋力トレーニングに消極的な認知症患者に対する

応用行動分析学的介入

～グーグルマップストリートビューによる散策を報酬に用いて～

O-109 10159 堀内 歩美 高知西
知的機能低下を有する大腿切断患者の退院後フォローアップ

～義足装着動作に着目して～

O-110 10170 赤岡 智行 二本松
身体の重心の正中位置の練習が転倒予防と歩行の安定性に

及ぼす効果について ～訪問リハビリならではの工夫を交えて～

O-111 10193 竹村 柾俊 中京 当院におけるがんリハビリテーションの現状

O-112 10212 成松 義雄 熊本 冠動脈バイパス術後の歩行遅延の因子に対する検討

O-113 10260 川村 知史 星ヶ丘
理学療法士による学校教職員に対する腰痛予防講座の活動報告

（第２報）

O-114 10204 本吉 佳世 宮崎江南
在宅訪問栄養指導の構築とその取組み

～栄養士も積極的に地域包括ケアに参加しよう～

O-115 10368 三宅 史与 さいたま北部 当院の在宅訪問栄養食事指導における課題と取り組み

O-116 10142 関塚 明子 群馬 訪問による胃瘻交換の実践と地域医療機関への技術普及

O-117 10213 立石 さやか 諫早 ウロストーマ造設患者における退院後訪問導入の取り組みと今後の課題

O-118 10215 大畑 直子 諫早 皮膚排泄ケア認定看護師による退院後訪問指導

O-119 10392 坂井 英美子 佐賀中部 施設に入所した患者へ退院後訪問指導を行った2症例

O-120 10396 黒崎 恵子 東京新宿 病院と在宅の地域に根ざした連携を促進する訪問看護を目指して

17日

（金）

14:50～

15:40

第7会場 医療技術③

田附　満 様

(札幌北辰病院

理学療法士長)

18日

（土）

9:00～

10:00

第3会場
地域医療・介護

（介護①）

草野　英二 先生

(うつのみや病院

院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-121 10146 森下 輝 天草
感染症流行期の面会制限にどう向き合うか

～当施設の新たな取り組み～

O-122 10262 高見 奈津子 二本松
後期高齢要支援認定者における

介護予防通所リハビリテーションの効果

O-123 10107 松本 歩 千葉
JCHO千葉老健看取りの現状と課題

～職員と家族へのアンケートから～

O-124 10176 南 真弓美 福井勝山 重症小児への訪問看護の取り組み

O-125 10275 大場 亜由美 二本松 老健施設におけるオーダーリングシステムを取り入れた医療管理業務の成果

O-126 10351 水船 和 中京
心不全を繰り返す利用者のエンド・オブ・ライフを考える

～｢臨床倫理の４分割法」を用いた合同カンファレンスを開催した例～

O-127 10105 東 華菜 千葉
TOROMI project

～利用者の安全を守る為に～

O-128 10166 奥井 宏次 滋賀
介護の見える化を目指して

～ＳＧスコアの導入～

O-129 10227 坂本 美沙 秋田 看取り介護の現状と今後の課題

O-130 10366 中嶋 静香 北海道 「介護福祉士としての役割を果たせる場！普及啓発活動を通して」

O-131 10418 眞壁 ひとみ 北海道
「チームで紡ぐ看取りケア」

～最期まで利用者・家族に寄り添える職員であるために～

O-132 10209 寺川 雄介 熊本
熊本地震に対する「熊本県復興リハビリテーション」への貢献

―運動機能の初期評価―

O-133 10010 渡辺 明子 福井勝山
介護支援専門員の不安軽減への取り組み

～気づきのコメントを活用して～

O-134 10302 澤井 真理 大阪 CN/CNSによる「訪問します！！健康講座」

O-135 10081 小鍋 敦志 久留米
「出前講座の取り組み」

～お届けします！久留米総合病院グループの出前講座～

O-136 10341 木村 貴美子 大阪 親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」による育児支援の試み

18日

（土）

11:30～

12:10

第3会場
地域医療・介護

（介護④）

白尾　一定 先生

(宮崎江南病院

院長)

18日

（土）

10:00～

10:50

第3会場
地域医療・介護

（介護②）

森﨑　訓明 先生

(りつりん病院

診療部長)

18日

（土）

10:50～

11:30

第3会場
地域医療・介護

（介護③）

松村　正彦 先生

(大和郡山病院

院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-137 10397 白倉 裕也 山梨 低栄養褥瘡患者に微弱電流療法を施行し改善を呈した一例

O-138 10136 田村 信子 東京蒲田 OHAT-Jを活用した口腔アセスメント定着への取り組み

O-139 10283 中山 遊貴 東京蒲田
ベッドアップ30度体位制限下での自己摂取能力を向上させる看護援助

－腰椎手術を受ける患者を対象にした検討－

O-140 10299 廣木 綾香 群馬
心臓カテーテル検査後の止血バンド装着による身体的・

精神的苦痛の軽減に向けた経験的・視覚的アプローチの有用性

O-141 10365 瀧石 彩香 下関 心筋梗塞再発予防指導に行動変容モデルを用いたアプローチ

O-142 10447 尾方 陽子 人吉 地方で手術に携わる看護師の現状と研修会への意欲

O-143 10214 小林 秀太朗 船橋 摂食嚥下障害を有する患者への地域包括ケアの取り組み

O-144 10288 中根 貴徳 中京
ABO血液型不適合腎移植前における選択的血漿交換療法

(Selective exchange:SePE)を施行した１症例の検討

O-145 10226 佐藤 周平 湯布院 トヨタ歩行練習アシストの円滑な導入と効果的活用に向けた取り組み

O-146 10373 佐々木 諒平 うつのみや
アウトカム評価を通して見えてくる当院回復期リハビリ

テーション病棟の現状と効果的・効率的な介入戦略の検討

O-147 10165 渡辺 由紀 二本松
透析室のフットケア

～SPP値を用いて～

O-148 10449 愛甲 宣代 人吉 市民マラソン大会の救護ボランティアチーム

O-149 10313 矢郷 敦子 横浜中央
在宅看取りを支える地域の多職種連携と病院の役割

－事例をもとにした院内外合同勉強会を通して－

O-150 10138 日和 慶二 湯布院 「医療と福祉の相談窓口」開設後、２年間の取り組みについて

O-151 10219 堤 可美 熊本 紹介元医療機関への「もれのない返書システム」構築

O-152 10344 美尾 朱美 桜ヶ丘
当院における医療ソーシャルワーカーの役割

～身寄りがない患者の退院支援～

O-153 10445 園田 恭子 東京山手
東京山手メディカルセンターにおける地域貢献

―リフレッシュ入院の実践報告―

18日

（土）

13:30～

14:20

第3会場
地域医療・介護

（医療①）

根橋　良雄 先生

(湯布院病院 院長)

18日

（土）

14:20～

15:00

第3会場
地域医療・介護

（医療②）

島田　孝夫 先生

(桜ヶ丘病院 院長)

18日

（土）

9:00～

9:50

第4会場
連携

（地域連携②）

芳賀　克夫 先生

(天草中央総合病院

院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-154 10184 藤井 岳志 群馬 地域医療支援病院の看護師を対象とした退院支援に関する現状調査

O-155 10269 川上 ゆみ 天草 個別性を踏まえた退院支援計画書の作成に向けて

O-156 10328 犬塚 美奈 伊万里松浦
チームで退院支援を円滑にすすめるために

～退院支援・調整フロー図を作成して～

O-157 10442 久保寺 栞 山梨 退院支援に対する看護師の意識変容を目指した取り組み

O-158 10224 齋藤 孝平 仙台南 クリニカルパス使用の現状と今後の展望について

O-159 10333 菱田 裕 中京
医療安全管理領域における事務系職員の役割とは

～メディエーションマインドを用いた医療事故患者との関わりから～

O-160 10364 船越 俊幸 秋田 家族との対話を重視した老健施設における転倒予防の取り組み

O-161 10367 横田 昌誠 福岡ゆたか リハビリテーション介入患者の転倒リスク因子の傾向

O-162 10126 戸倉 正光 下関 気管支鏡検査における機器の設置と画像記録の取り組み

O-163 10272 小倉 遥子 宮崎江南 当院におけるRO装置の異常警報の追跡調査

O-164 10291 檜垣 叔子 高知西 指差し呼称定着のための医療安全管理者としての活動の効果

O-165 10292 鈴木 敏子 相模野 外来看護に求められる能力と実践度に関する検討

O-166 10301 永原 藍子 東京蒲田 手術室におけるインシデントレポートの傾向と今後の課題

O-167 10078 伊藤 千鶴 滋賀
A病院看護師の採血およびおむつ交換における

マニュアル遵守状況とマニュアル逸脱にかかわる要因の検討

O-168 10394 扇 真二郎 諫早 化学療法の副作用に対する早期の看護計画立案への取り組み

O-169 10421 柳 菜美子 久留米
術後訪問定着に向けての取り組み

～基準作成を通して～

O-170 10222 高木 静江 札幌北辰 心臓カテーテル検査における穿刺台の検討

18日

（土）

9:50～

10:30

第4会場
連携

（退院調整）

池田　登 先生

(玉造病院 院長)

18日

（土）

10:30～

11:10

第4会場

安全

（医療の質の

向上①）

田熊　淑男 先生

(仙台病院 院長)

18日

（土）

11:10～

12:10

第4会場

安全

（医療の質の

向上②）

横須賀　收 先生

(船橋中央病院

院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-171 10399 中島 紳史 中京 中京病院におけるMTP運用・危機的出血対応の工夫

O-172 10356 高橋 淳 東京城東
外科と共働する診療看護師として2年目を向かえての一考察

～他者評価を踏まえて～

O-173 10195 片桐 江美子 中京
緊急頭部MRIオーダーにおける医師と技師の認識の相違に

ついての検討

O-174 10156 泉 翔太 熊本
CD毒素陰性患者に対する追加培養検査の有用性と

臨床への貢献

O-175 10324 上野 嘉彦 可児とうのう 宿・日直担当技師のスキルアップのための取り組み

O-176 10034 奥野 雅崇 大阪 抗生物質に含有するNaが電解質バランスに与える影響

O-177 10043 森脇 崇 大阪 持参薬における腎機能に対する薬剤の適正使用について

O-178 10047 秋山 諒 三島 短期入院におけるプロトコールに基づいた薬物療法の導入と効果について

O-179 10265 森本 拓也 星ヶ丘
短期間の急激な体重減少によりフェニトイン中毒を

きたしたと考えられる1症例

O-180 10266 井ノ口 美貴 宮崎江南 腎排泄型薬物レボフロキサシン錠500ｍｇ投与の実態調査と今後の課題

O-181 10434 地下 隆介 人吉 エドキサバン錠による術後下肢静脈血栓塞栓症予防の評価

O-182 10054 横川 伊都子 高岡ふしき 当院におけるESBL産生大腸菌の検出動向からの今後の課題

O-183 10278 松尾 智子 福井勝山 福井県における血液培養検査の現状と課題

O-184 10014 森本 雅典 大和郡山 当院における手術室業務への取り組み

O-185 10130 赤坂 祥吾 札幌北辰 フローチャートに沿ってペースメーカ植込み患者にMRI検査を行った1例

O-186 10398 岩下 大輝 湯布院
「湯布院病院における臨床工学技士の業務について」

～一人臨床工学技士・就職2年目を経験して～

O-187 10416 中村 友祐 東京新宿 PCPS導入による院内トレーニングの取り組み

18日

（土）

14:10～

15:00

第4会場

安全

（医療の質の

向上④）

兜　正則 先生

(福井勝山総合病院

 院長)

18日

（土）

9:00～

9:50

第5会場

連携

（チーム

医療②）

中馬　敦 先生

(東京城東病院

院長)

18日

（土）

13:30～

14:10

第4会場

安全

（医療の質の

向上③）

松田　義雄 先生

(三島総合病院

院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-188 10071 人見 幸恵 滋賀 当院における「周術期口腔機能管理」の取り組みについて

O-189 10098 吉光 恵梨 九州
骨盤底筋体操指導の標準化

～入院前から退院時までの継続指導～

O-190 10112 石丸 弘子 下関
人工呼吸管理を担う看護師の意識調査から見た

ＲＣＴ活動の今後の課題と対応

O-191 10123 森尾 奈美 東京高輪
脳神経外科領域におけるMMT評価基準・アルゴリズム

導入後の実態調査～評価統一へ向けての取り組み～

O-192 10154 小林 さゆり 大阪みなと 透析室看護師における人事交流の効果

O-193 10196 桑幡 まゆみ 福岡ゆたか
A病院の糖尿病透析予防指導管理対象者の実態報告

－2年間継続介入の効果について－

O-194 10258 坂本 千帆 東京新宿
特定行為「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」実習の実際

～脱水のアセスメントと輸液による補正の実習における症例を通して～

O-195 10277 高田 美由紀 千葉
血液透析患者の栄養管理

～栄養・食事の実際と定期的な栄養指導の導入～

O-196 10347 仲原 智絵 徳山 入退院を繰り返す心不全患者に対する退院指導

O-197 10354 熊坂 美希子 横浜中央

急性期病棟における終末期ケアのための連携

～退院調整と多職種連携で患者・家族の思いをかなえる事が

できた一事例～

O-198 10362 伊藤 美佳 中京 心臓血管外科診療看護師の活動報告と今後の課題

O-199 10375 外嵜 えり奈 北海道 せん妄が疑われた高齢患者に環境調整を実施して関わった一例

O-200 10312 富田 学 佐賀中部 COPD患者における遊離脂肪酸と栄養学的指標・身体機能との関係

O-201 10370 安福 祐一 大阪

当院ICUにおける心臓血管外科術後患者の早期リハビリ

テーション推進に向けた医療チームの取り組み

―セラピストと看護師との連携強化―

O-202 10117 城 緑 湯布院
当院回復期リハビリテーション病棟におけるFIM評価基準の

統一と多職種連携強化に向けた取り組み

O-203 10285 朝倉 悦子 東京蒲田 当院における摂食嚥下障害に対する嚥下評価の見直し

O-204 10205 川上 恵美 徳山 口腔衛生管理に関する実態と今後の課題

18日

（土）

11:30～

12:10

第5会場

連携

（チーム

医療⑤）

田代　雅彦 先生

(群馬中央病院

 院長)

18日

（土）

9:50～

10:40

第5会場

連携

（チーム

医療③）

藤田　宜是 先生

(横浜中央病院

院長)

18日

（土）

10:40～

11:30

第5会場

連携

（チーム

医療④）

浅見　昭彦 先生

(佐賀中部病院

 院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-205 10022 水野 光 登別
粘度可変性流動食の有用性検討

～看護師アンケート結果と当院整腸剤使用量から～

O-206 10030 塚越 淳 群馬 退院後を見据えたがん患者に対する周術期栄養指導

O-207 10148 山崎 千歌 熊本
CKD治療における腎臓病教室参加の意義

～CKDチェックリストを用いた検討～

O-208 10175 福山 千穂 九州
当院糖尿病教育入院患者の経過

～調理教室を通しての管理栄養士の取り組み～

O-209 10190 中澤 まな 北海道 外国人2型糖尿病患者に行った栄養指導の経験とその課題

O-210 10433 鈴村 奈穂子 中京 がん患者の栄養管理、化学療法食と栄養指導の取り組み

O-211 10000 北澤 文章 京都鞍馬口
プロトコールに基づく薬物治療管理

～薬剤師によるがん化学療法レジメンの修正オーダ入力の実践について～

O-212 10025 越智 達郎 徳山 腎移植患者への薬剤師の介入に関して

O-213 10029 大岡 建太郎 熊本 褥瘡ゼロを目指した積極的他職種活動

O-214 10286 林 美香 湯布院 薬剤科としてのアロマテラピーへの取り組みについて

O-215 10411 吉井 雅美 東京新宿 当院の外来化学療法室においての薬剤師業務の現状と課題

O-216 10028 坂口 清子 さいたま北部
胃がん検診の上部消化管内視鏡受検者の意識調査

～内視鏡看護の質の向上を目指して～

O-217 10019 井田 淳 大和郡山
健診センターでの超音波検査における２種（温／乾）

タオルの導入について

O-218 10161 牟田 庸夫 久留米 新診療棟開設を機に　健診一次胃カメラ検査増を目指して

O-219 10060 篠田 千恵 高岡ふしき
肺がんＣＴ健診における、冠動脈石灰化スコアと

気腫性変化および呼吸機能との関係

O-220 10127 木枝 秀人 四日市羽津 当院における細胞診／HPV検査併用子宮頸がん検診の検討

O-221 10076 宮崎 春美 熊本
当院独自に構築したストレスチェックシステムで

得られた事業所データの分析

18日

（土）

13:30～

14:20

第5会場

連携

（チーム

医療⑥）

黒田　豊 先生

(さいたま北部医療

センター 院長)

18日

（土）

14:20～

15:00

第5会場

連携

（チーム

医療⑦）

服部　一夫 様

(東京蒲田医療

センター 薬剤科長)

18日

（土）

9:00～

9:50

第6会場 検診

岸田　喜彦 先生

(可児とうのう病院

院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-222 10360 安部 大悟 湯布院 手術室における震災後の対策

O-223 10062 石崎 みのり 群馬
小児科新生児室における災害時アクションカードを用いた避難訓練の問題点

－安全かつ円滑な避難訓練実施に向けた改良を目指して―

O-224 10427 能登 智重 金沢
一般急性期病院での自殺事故後のデスカンファレンスにおける

スタッフのポストベンション ～司会の役割の視点から～

O-225 10429 河野 綾菜 中京 救命救急センター看護師の大規模震災時の対応に関する意識調査

O-226 10446 樋口 和美 人吉 認定看護師取得希望者減少の要因分析

O-227 10343 炭田 律子 東京蒲田 医療機器管理方法の検討

O-228 10251 金澤 政幸 熊本
独自に構築した「病院ID－健診IDひも付けシステム」の

利便性と経済性について

O-229 10336 池戸 航 可児とうのう 診断群分類で見る包括病棟の導入効果

O-230 10437 久保田 智子 人吉
重症度、医療・看護必要度精度向上における診療情報管理士の関わり

－ DPCデータ等を用いた検証による現状把握－

O-231 10002 渡邉 研人 東京山手 心臓植込み型デバイスにおける遠隔モニタリングデータ自動収集化への試み

O-232 10428 石井 亮太 登別
当院回復期リハビリ病棟でのアウトカム評価への取り組みと

除外患者の選定について

O-233 10079 須藤 菜奈子 札幌北辰 看護師の身だしなみに対する患者・家族の意識調査

O-234 10208 二宮 英里音 りつりん
当院看護職員のハラスメントに関する実態調査

～アンケート調査を実施して～

O-235 10349 渡辺 真理 埼玉メディカル 医事課職員の接遇についてー患者満足度調査向上に向けた取り組み

O-236 10050 野村 仁美 金沢 看護師がいきいきと実践する清潔援助の意味と専門職的自律性

O-237 10295 須田 由加里 東京蒲田 看護師による相談窓口の取り組みと今後の課題

O-238 10114 栗本 聡美 中京 倫理カンファレンスの現状と課題

18日

（土）

9:50～

10:40

第6会場
内部統制・

リスク管理

松本　昌泰 先生

(星ヶ丘医療センター

 院長)

18日

（土）

10:40～

11:20

第6会場 情報
朝倉　徹 先生

(仙台南病院 院長)

18日

（土）

11:20～

12:10

第6会場
接遇・

患者サービス①

六角　裕一 先生

(二本松病院 院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-239 10284 阿部 みどり 東京山手 当院で出産をした褥婦の満足度調査からみえる今後の課題

O-240 10023 高谷 享子 大和郡山
帝王切開術における夫立会いを実施して

～立会いを希望する夫婦のニーズに応えるために～

O-241 10040 田畑 千恵子 群馬
乳児１ヶ月健診時における産後うつ傾向の母親の心理状況

―小児科外来看護師が提供できる支援の検討―

O-242 10155 保坂 涼太 秋田
初めて白内障手術を受ける患者の術前ストレスの現状

―術前・術後の面接を通して―

O-243 10306 坂本 葉子 伊万里松浦
上部内視鏡検査後の健康管理センターと内視鏡室の連携

－健康診断受診者がスムーズに帰宅できるために－

O-244 10115 須田 学 玉造
骨粗鬆症患者の治療率・治療継続率の向上に向けた啓蒙活動

－ 骨粗鬆症マネージャーとしての活動報告 －

O-245 10100 丸目 恵 千葉 入札準備の仕様書等の見直しによる費用削減効果について

O-246 10120 辻内 名央 星ヶ丘
当院リハビリテーション部の取得単位数増加に向けた取り組み

～スタッフへの具体的な目標提示によるシステム化と病院経営への貢献～

O-247 10187 松本 恵里子 天草 Ａ医療圏における放射線治療患者の傾向と今後の課題

O-248 10237 田元 弘 宮崎江南
「重症度・医療看護必要度対策チーム」委員会の活動報告

～病院経営に参画するために～

O-249 10307 大橋 真紀子 中京 データに基づく将来の必要病床数推計の試み

O-250 10220 佐々木 健 仙台
仙腸関節障害と似た周辺の病態

－1:仙結節靭帯障害，2:腸腰靭帯障害，3:腰部多裂筋障害の症例－

O-251 10376 羽田 晋也 星ヶ丘 頸髄不全損傷に対するロボットスーツHALの使用経験

O-252 10401 末吉 優也 神戸 RA患者の歩行に着目し靴とインソールによる継続的介入を行った一症例

O-253 10137 渡部 哲也 徳山
左上腕軟部腫瘍に対して腫瘍摘出術,広背筋移行術を

施行された一例に対する作業療法

O-254 10261 廣田 早織 九州
左頭頂部脳出血により右不全片麻痺、高次脳機能障害を

呈したが早期に普通箸操作における食事動作が自立した症例

O-255 10264 成田 大地 東京高輪
橈骨遠位端骨折術後の手関節自動関節可動域と生活環境の

関係性の検討

18日

（土）

14:20～

15:00

第6会場
運営

（病院運営）

森本　章生 先生

(南海医療センター

 院長)

18日

（土）

9:00～

9:50

第7会場 医療技術④

島崎　千尋 先生

(京都鞍馬口

医療センター 院長)

18日

（土）

13:30～

14:20

第6会場
接遇・

患者サービス②

室谷　典義 先生

(千葉病院 院長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-256 10031 松村 茂 下関 当院における気管支鏡術前ＣＴの画像処理の検討

O-257 10032 中田 裕貴 大阪 大腸CT検査と注腸検査における被ばく線量の検討

O-258 10035 中村 健一 下関 当院のポータブル撮影および救急撮影におけるVirtual Gridの使用経験

O-259 10036 鈴木 明日美 船橋 FPDにおける胸部X線撮影条件の検討(３)

O-260 10048 福村 友梨恵 四日市羽津 排便機能障害における排便造影の役わり

O-261 10065 堀江 好一 さいたま北部 胃バリウム検査によるヘリコバクター・ピロリ感染の判定に関する考察

O-262 10089 松谷 玲奈 東京新宿 高精度放射線治療装置トモセラピーの使用経験について

O-263 10177 猶塚 光子 星ヶ丘 単純左房ＣＴにおける最適撮影条件の検討

O-264 10094 川崎 直正 九州 320列ADCTによる冠動脈サブトラクションＣＴ検査の検討

O-265 10178 善如寺 梓 群馬 ポータブル撮影におけるVG使用時の撮影距離の影響

O-266 10095 秋元 聰 札幌北辰 頭部脳転移検索MRI検査における考察

O-267 10183 西橋 みな美 中京 肺定位放射線治療における計算アルゴリズムの線量計算精度の検討

O-268 10124 村上 久洋 熊本 Dual-Energy CTのもたらす革新

O-269 10303 勝見 晃司 東京城東 バリウムパッドを用いたＭＲＩ感度補正について

O-270 10125 大谷 廉 下関 救急診療における画像参照システムの使用実態

O-271 10305 吉野 将太 福岡ゆたか 当院における肺動静脈分離ＣＴプロトコルの確立と運用

O-272 10129 宮崎 弘紀 二本松 MRIの静音化技術を用いた撮像法の検討

18日

（土）

11:30～

12:10

第7会場 医療技術⑦
古家　乾 先生

(北海道病院 院長)

18日

（土）

9:50～

10:40

第7会場 医療技術⑤

大友　敏行 先生

(神戸中央病院

院長)

18日

（土）

10:40～

11:30

第7会場 医療技術⑥

大泉　隆 様

(大阪病院

診療放射線技師長)
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第3回JCHO地域医療総合医学会【一般演題（口演発表）採択結果・発表日時・会場】

日時 会場 セッション名 座長 演題番号 登録番号 発表者 所属機関名 演題名

O-273 10342 林 美紀 りつりん
腰椎仰臥位側面X線撮影における散乱線補正処理

ソフトを用いた画像評価

O-274 10361 薮下 進一 東京山手 膝関節X線側面撮影の検討大腿骨内外顆の不一致補正について

O-275 10348 朝長 真也 諫早
放射線検査における被ばく線量の測定と線量管理について

－第1報　当院における被ばく線量の測定と診断参考レベルとの比較－

O-276 10350 永田 智子 諫早
放射線検査における被ばく線量の測定と線量管理について

－第2報　被ばく線量の評価結果の運用と放射線機器管理－

O-277 10180 渡邊 浩平 星ヶ丘 金属アーチファクト低減処理SEMARに関する基礎的検討

O-278 10402 原 浩司 可児とうのう 20ｍｍ以上の腎結石に対するTULおよびESWL併用療法の治療成績

O-279 10438 森田 克彦 下関 当院における末梢性肺腫瘤に対する診断目的の気管支鏡検査について

O-280 10058 小材 直人 群馬 病棟薬剤業務導入による薬剤師業務の量的・質的変化の検討

O-281 10319 兼松 哲史 可児とうのう 多発性骨髄腫に対するカルフィルゾミブの使用経験

O-282 10423 城宝 深雪 北海道 当院言語聴覚士による摂食機能療法の現状と今後の課題

O-283 10059 長川 博美 りつりん
中規模病院に勤務する一般看護師の相対的医行為実施に

伴う不安感とその関連要因

18日

（土）

13:30～

14:10

第7会場 医療技術⑧

氏原　健吾 様

(諫早総合病院

診療放射線技師長)

18日

（土）

14:10～

15:00

第7会場 医療技術⑨

後藤　英司 先生

(横浜保土ケ谷

中央病院 院長)
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