
第4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 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者

（発表者）
所属機関名 演題名

O-001 10035 宮崎 あゆみ 高岡ふしき 当院における病児保育室の現状と課題

O-002 10271 伊藤 幸祐 東京新宿 当院における救急体制の検討

O-003 10310 藤本 俊一 神戸
JCHO通知「医師の働き方改革(勤務時間管理)について」をうけた、

エクセルを利用した勤務時間管理への取り組み

O-004 10054 清水 美希 徳山 生理検査室における休憩取得状況改善への取り組み

O-005 10075 田中 友梨 札幌北辰 平成30年度の診療報酬改定に伴う入退院支援参画への取り組み

O-006 10355 住吉 佐江子 久留米 給食における緩和ケア診療加算にむけての取り組み

O-007 10021 齊藤 千十里 福井勝山
利用者・家族の主体性のある災害対応の準備-災害対応安心カードと

医療ケアシートを活用して-

O-008 10237 宇都宮 一恵 宇和島 宇和島地域の訪問看護の実態調査（３年間の推移）

O-009 10426 五嶋 祐子 徳山
利用者満足度調査からみえる訪問看護の質の評価と課題

～STAS-Jを用いてカンファレンスを行ったご遺族に利用者満足度調査を実施して～

O-010 10241 高口 惠子 久留米
地域に必要とされる施設を目指して

～在宅復帰支援から看取りまでの1事例～

O-011 10032 小島 徹也 神戸
在宅復帰へのアプローチ

～R4・電子カルテ化による他職種連携～

O-012 10152 高田 ゆりえ 徳山
当院附属介護老人保健施設における経口維持加算対象者の口腔状態

～歯科衛生士介入についての検討～

O-013 10209 阿部 祥子 福井勝山 地域包括ケアシステムにおける栄養管理

O-014 10042 山下 富貴子 天草 肺炎を予測するスケールを活用して

O-015 10066 稲田 直子 天草 老健における肺炎治療の利点

O-016 10419 白澤 有里 滋賀 介護老人保健施設における摂食・嚥下障害看護認定看護師の活動報告

O-017 10382 沢谷 宏子 千葉
転倒事故を減らせ

～当施設歩行自立者の転倒リスクを評価する～

O-018 10098 山本 遥 宮崎江南 排便コントロールに向けての水分摂取や運動を取り入れた取り組み

O-019 10249 福岡 諒太 秋田 介護者のスライディングシート疑似体験による体位交換への影響

16日

（金）

16日

（金）

16日

（金）

地域医療・介護

（介護②）
第2会場

14:00

～14:50

14:40

～15:30
第1会場

地域医療・介護

（介護①）
第2会場

13:00

～14:00

働き方改革他
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O-020 10340 原田 佳奈 高知西
高齢者を対象とした健康教室の効果

～ロコモ予防を目的とした健康教室を通して～

O-021 10110 長谷川 悦子 相模野
産婦の出産満足度と産後１ヶ月の育児肯定感との関連

－分娩から産褥期のよりよいケアについての一考察－

O-022 10323 高橋 強 うつのみや
ICTを活用した地域連携

～通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション会議の取り組み～

O-023 10385 木村 美貴子 大阪
病院主導による親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」は

母親の育児不安を解消する

O-024 10403 島津 忠司 東京高輪 東京高輪病院における国際部の取り組み

O-025 10407 原田 有彦 徳山
脳梗塞患者における在院日数短縮の取り組み

―地域連携を利用して―

O-026 10045 村木 祐孝 徳山 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防に関する地域連携プロジェクト

O-027 10292 小池 亜弥 船橋 摂食嚥下機能障害患者による歯牙の誤嚥症例

O-028 10022 山脇 佳子 大阪みなと
終末期在宅医療を支える地域多職種との連携

―訪問看護室の訪問看護師の役割―

O-029 10295 佐伯 郁子 横浜中央
訪問看護ステーションとの連携により巨大褥瘡を有する患者の

一時退院が可能であった一事例

O-030 10311 白村 聡子 可児とうのう 地域貢献　認定看護師による出前講座における教育効果への検討

O-031 10077 佐々木 和佳 中京
主介護者の願いに沿った地域連携への取り組み１

～自宅療養に向けた退院支援～

O-032 10076 武田 千菜美 中京
主介護者の願いに沿った地域連携への取り組み２

～退院後訪問での学びと退院支援～

O-033 10353 三木 沙友里 東京蒲田 褥瘡保有患者の退院後訪問から見えた今後の課題

O-034 10013 森ノ内 理恵 大和郡山 地域と患者さんと臨床検査技師

O-035 10267 戸名 久美子 星ヶ丘
意味性認知症を呈した症例への4年間に渡る外来STでの取り組み

―院内での連携から地域(介護保険訪問サービス)まで―

O-036 10175 前田 美由紀 福井勝山
A地域包括支援センターとともに取り組む退院支援

～退院調整困難な事例を通して医療と介護の連携を考える～

16日

（金）

16日

（金）

16日

（金）

連携

（地域連携①）

第2会場
14:50

～15:30

連携

（地域連携②）
第3会場

13:50

～14:40

第3会場
13:00

～13:50

地域医療・介護

（介護③）
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O-037 10113 鈴木 喜子 四日市羽津
足病変を有する患者への行動変容支援

～持てる力を引き出す看護～

O-038 10260 渡辺 由紀 二本松 A透析室におけるサルコペニア予防の取り組み ーラジオ体操を取り入れてー

O-039 10335 岩崎 蘭 横浜中央
急性期病棟における人生最終段階にある患者・家族への看護

～意思を尊重した関わりを通して～

O-040 10365 園田 葉月 九州 明確な意思表示の出来ない終末期患者と家族の意思決定支援

O-041 10191 安田 由香 星ヶ丘
パーキンソン病急性増悪患者の内服調整の効果補助と患者家族との

信頼関係構築に重点を置いて初期理学療法介入を実施した一症例

O-042 10034 三輪 晃士 四日市羽津 当院のアルコール関連問題における連携の現状と今後の課題

O-043 10287 海透 優太 若狭高浜 シミュレーション教育を取り込んだ研修医教育の報告

O-044 10101 川田 賢司 徳山 当院の新人教育システムについて

O-045 10049 阪野 祐子 山梨 県「看護管理アドバイザー事業」を活用しての院内教育の成果

O-046 10089 白川 幹子 人吉 病棟特殊性に応じた教育体制の整備　病棟ラダー導入した教育計画の検討

O-047 10132 永瀬 紗奈衣 神戸
糖尿病看護認定看護師がコーディネートする看護師対象の糖尿病研修の取り組み

～院外看護師のアンケート結果からの振り返り～

O-048 10171 田崎 弘美 星ヶ丘 概念化スキル習得を目指した看護管理者研修の有効性の検証

O-049 10129 宮原 笑理 人吉
パートナーシップマインドの育成にむけての取り組み

～サンキューカードを使用して～

O-050 10186 津田 明子 宮崎江南 シミュレーション研修のインストラクションデザインを行って

O-051 10251 新井 真理子 東京山手 心肺蘇生看護記録のDVD教材の学習効果

O-052 10252 坂本 望 秋田 病棟看護師の委員会活動の役割に対する意識調査と今後の課題

O-053 10318 牧野 真美 可児とうのう 当院看護師長会を活用した看護管理者の育成

O-054 10358 菊池 健太 東京城東
日本語版ECTB（Effective Clinical Teaching Behaviors）を用いた

臨地実習指導者の自己評価に関する報告

16日

（金）

16日

（金）

16日

（金）
第4会場

13:50

～14:40

運営

（人材育成①）
第4会場

13:00

～13:50

運営

（人材育成②）

連携

（患者ー医療者の

パートナーシップ）

第3会場
14:40

～15:30
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O-055 10320 小山 静香 埼玉メディカル 手術室において個々の習得レベルに応じた指導へ繋げる取り組み

O-056 10361 岩見 史 福岡ゆたか
認知症ケア研修の効果と今後の課題

～認知症研修後のアンケートを基に～

O-057 10364 佐野 慶子 山梨 内視鏡との看護一元化に取り組んで

O-058 10409 高橋 淳 東京城東
診療看護師の活動と今後の課題 

～行為報告書の結果を踏まえて～

O-059 10225 戸田 光映 大阪 臨床研修医・診療放射線技師合同勉強会を行うことによる成果

O-060 10068 斉藤 公兵 東京蒲田 心肺蘇生およびAED操作研修の質向上に向けた取り組み

O-061 10008 丸山 潔 大阪みなと 薬剤科における抗菌薬適正使用への取り組み

O-062 10148 石屋 美智子 北海道 アイシールド装着率向上のための介入とその変化

O-063 10079 中野 智美 南海
当院における流行性ウイルス性疾患に対する抗体価検査の必要性

～病棟での水痘発生を通して見えてきた課題～

O-064 10080 高木 静江 札幌北辰 内視鏡・消毒に関するガイドラインに順守した方法への取り組み

O-065 10097 橋本 佳恵 横浜中央 インフルエンザアウトブレイク対策への取り組み

O-066 10144 森 美由希 宇和島
手指衛生回数上昇に向けた感染リンクナースの取り組み

～個別使用量調査とフィードバックを行って～

O-067 10145 宮下 正恵 大阪 内視鏡洗浄方法の再標準化前後の内視鏡培養検査結果の変化

O-068 10169 増田 奈々 宇和島
尿道留置カテーテル適正使用への取り組み

～ＣＡＵＴＩサーベイランスを継続して～

O-069 10192 伊藤 佐知子 四日市羽津 インフルエンザ対策における院内面会制限および職員食堂の管理体制強化の検討

O-070 10208 高谷 あかね 京都鞍馬口 感染対策充実のための感染管理担当者としての取り組み

O-071 10215 宮崎 奈津恵 諫早 ウレタンマットレス標準化による褥瘡発生率の低減とスタッフの意識の変化

O-072 10243 安達 沙希 札幌北辰 環境清拭クロス設置方法と看護師の行動変容調査

16日

（金）

16日

（金）

16日

（金）

安全

（感染・褥瘡防止他②）
第5会場

13:50

～14:40

安全

（感染・褥瘡防止他①）
第5会場

13:00

～13:50

運営

（人材育成③）
第4会場

14:40

～15:30
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O-073 10111 中岡 亜文 大阪
終末期がん患者の褥瘡発生減少に向けた褥瘡チームの活動

褥瘡予防対策強化前後の褥瘡発生件数の比較

O-074 10371 小濱 美保 可児とうのう 職業感染防止対策としてワクチンプログラムへの取り組み

O-075 10392 山梨 和子 桜ヶ丘 地域包括ケア病棟における下痢症状の集団発生への取り組み

O-076 10084 伊藤 香菜子 四日市羽津 救急初療室における５S活動

O-077 10291 脊戸 香織 金沢 単品器械カードによる手術器械の物品管理

O-078 10338 石丸 恵 札幌北辰 内視鏡的逆行性膵・胆管造影時の検査に使用する安全ベルトの効果

O-079 10012 中尾 千春 伊万里松浦
文献をもとにしたエンゼルケア研修が活かされない現状を検証する

～自施設で活きる実効性のあるマニュアル作成にむけて～

O-080 10126 中 多香子 大和郡山 ERCPにおける術前訪問の効果

O-081 10182 中島 佐和 大阪
より早くナースコール対応するための取り組み

―PHSの引継ぎや設定変更を通して―

O-082 10204 新津 美香 札幌北辰 採血及び留置針挿入を受ける患児のストレスの調査

O-083 10277 加藤 美由紀 秋田
Ａ病院人工腎センターにおける維持透析患者の足病変に対する

患者教育の在り方の検討

O-084 10329 栗原 千英 相模野
NICUに入院した早産児の母親への母乳育児支援

－「NICUに入院した新生児のための母乳育児支援ガイドライン」導入を試みて－

O-085 10302 村上 友香 札幌北辰 心電図モニター送信機携帯用具の検討

O-086 10394 高橋 孝太 仙台 下肢病変の慢性疼痛に対するリラクセーション法の効果

O-087 10010 儀藤 百合子 二本松 やさしいポータブル撮影をめざして

O-088 10183 木下 まり 熊本 安全な病院食を提供するための微生物検査の構築について

O-089 10345 中尾 美智子 伊万里松浦 地域住民への食育活動

O-090 10202 吉田 拓平 京都鞍馬口 患者満足度向上をめざした病院調理師による手作りデザートの検討

16日

（金）

16日

（金）

16日

（金）

患者サービス②第6会場
13:50

～14:40

13:00

～13:50
第6会場 患者サービス①

14:40

～15:30
第5会場

安全

（感染・褥瘡防止他③）

5/17



第4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 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者
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O-091 10028 中川 芳江 船橋 病院職員の接遇行動を測定する尺度の評価と接遇研修の内容の検討

O-092 10184 太田 美春 湯布院 スマイルプロジェクト（接遇プロジェクト）の活動報告

O-093 10307 野崎 安子 さいたま北部
投書箱「患者さんの声」から見えてきた課題

一事例を振り返る　－

O-094 10096 堀 美和子 大阪
暴力・暴言発生時の対応方法と診療不可能患者リスト登録手順作成・

周知による職員の行動の変化

O-095 10033 春田 佳花 熊本 おいしい病院食のための衛生管理の取組み

O-096 10417 池戸 航 可児とうのう 看護必要度Ｂ項目と関連性を持った診療データの検索

O-097 10256 成田 大地 東京高輪
橈骨遠位端骨折患者の属性調査

 - 東京都内2病院における調査結果 -

O-098 10018 池田 友樹 北海道
大腿骨骨折患者に対する周術期の作業療法 

―HELP programを実践した一例－

O-099 10019 森谷 康弘 中京
消化器内科病棟における専従療法士の取り組み

～患者振り分けフローチャートの運用～

O-100 10233 深川 恵理奈 宮崎江南 手指屈筋腱の動態についての超音波推定法に関する研究

O-101 10263 石井 寿枝 東京高輪 当院における母指CM関節症に対するスプリント療法

O-102 10424 遠藤 聖香 仙台
上腕骨通顆骨折後の肘関節可動域制限に対して上腕三頭筋内側頭及び

肘関節後方脂肪体へのアプローチが有効であった1症例

O-103 10301 原 浩司 可児とうのう 可児とうのう病院におけるf-TULの治療成績

O-104 10000 石川 幸恵 福井勝山 院内製剤を通じた薬剤師から患者QOL向上へのアプローチ

O-105 10081 渡邉 正彦 大和郡山 医薬品情報及び院内医薬品集の電子化への取り組み

O-106 10224 和田 七実 群馬 新生児室における薬剤師のシナジス🄬への関わり

O-107 10048 多衛野 絵巳 大阪 電離箱線量計の相互校正の検討

O-108 10036 藤本 浩員 星ヶ丘 機能性肌着による骨密度測定（ＤＥＸＡ法）への影響

16日

（金）

16日

（金）

16日

（金）
第7会場

13:00

～13:50

接遇他第6会場
14:40

～15:30

医療技術②第7会場
13:50

～14:40

医療技術①
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第4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 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者

（発表者）
所属機関名 演題名

O-109 10003 中西 健介 熊本 定量SPECT画像の開発と臨床への応用

O-110 10031 鎌田 翼 大和郡山 再撮影チェックシートからわかったこと-再撮影低減効果-

O-111 10062 堀内 綾太 北海道 EOB造影MRI検査における肝臓と脾臓の容積測定の検討

O-112 10104 牧野 佑也 札幌北辰 新しいCT装置導入による画像再構成時間の短縮化

O-113 10156 下大迫 博仁 四日市羽津 排便造影撮影における適正な連続撮影の検討

O-114 10216 真鍋 理恵 りつりん 当院における診療放射線技師による超音波併用乳がん検診の取り組み

O-115 10024 藤原 成美 大阪
急性期病院混合病棟における退院支援シートを活用した退院支援の実際と

退院支援シートの活用状況について

O-116 10065 吉田 麻衣子 相模野 看護師による術後疼痛に対するアセスメントの現状と管理に関する検討

O-117 10315 石濱 慶子 星ヶ丘
よりよい地域連携にむけて　地域の医療・介護従事者を対象とした

認定看護師出前研修を行って

O-118 10188 坂本 千帆 東京新宿
特定行為研修修了者におけるフォローアップ研修の成果

～「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の実践を通して～

O-119 10197 中野 智子 東京新宿
緊急脳血管内治療におけるイノベーション前後の不安・ストレスの変化

～救急外来看護師の緊急脳血管内治療に対する本音を知ろう！～

O-120 10199 本岩 春菜 熊本 八代医療圏における新たな脳卒中地域連携パス運用前後の比較検討

O-121 10099 山田 歩夢 福井勝山
尿意が不明である患者の排泄自立に向けての取り組み排尿パターンを把握し

排尿誘導を行って

O-122 10331 渡部 里美 玉造
回復期病棟における高次脳機能障害患者の興奮・暴言・徘徊行動に

対する看護師の感情

O-123 10280 佐々木 諒平 うつのみや 在棟日数に関与する因子と効果的・効率的な介入戦略の検討

O-124 10055 小澤 茉侑 星ヶ丘
胸髄完全損傷者一症例に対する入浴に関わる環境調整と動作方法の

検討について

O-125 10039 加藤 敏一 星ヶ丘
当院における回復期リハビリテーション病棟の疾患別実績指数について

（後ろ向き研究）

17日

（土）

17日

（土）

16日

（金）

地域医療・介護

（医療①）
第3会場

9:00

～9:50

地域医療・介護

（医療②）
第3会場

9:50

～10:30

医療技術③第7会場
14:40

～15:30
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第4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 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者

（発表者）
所属機関名 演題名

O-126 10053 奥野 美佳 山梨
在宅での看取りを行った患者・家族の関わり

～ELNEC-J研修からの学び～

O-127 10253 石川 洋映 横浜保土ケ谷 座位時間の促進により日常生活動作の能力が回復した1症例

O-128 10368 山下 将司 佐賀中部
もの忘れ外来初診時の認知症進行度

～早期受診につなげるために～

O-129 10395 高梨 優子 東京城東
高齢患者が安全に安心して在宅療養が出来るための外来看護

―オレンジカルテの導入―

O-130 10020 石井 雅昭 四日市羽津 地域包括ケア病棟専任医師だからできること

O-131 10357 位田 由起子 四日市羽津 地域包括ケア推進における地域連携室の役割と今後の課題

O-132 10095 竹差 富久美 四日市羽津 在宅介護介護支援センター奮闘記

O-133 10037 諸越 真理子 大和郡山
ラジオ体操を導入して生活リズムを整える取り組み

～アンケート調査から～

O-134 10269 鬼頭 沙希 大阪みなと
退院後訪問による事例検討

～退院調整に必要な事～

O-135 10272 有薗 舞 横浜中央 地域包括ケア病棟での人生の最終段階における患者の看護

O-136 10007 橋村 健司 さいたま北部
さいたま市北区における地域包括ケアシステムについて

～地域包括ケア連絡会を通した実践報告～

O-137 10051 藤原 章子 山梨 高度急性期病院と地域をつなぐハブ的役割を担う病院の取り組み

O-138 10257 圓尾 亜由美 大阪
病棟看護師長による訪問看護ステーション看護管理者のシャドウイングでの内容と学び

～急性期病院から在宅療養へ切れ間ない看護実践を目指した看護管理者研修～

O-139 10030 石月 亜由美 三島
地域包括ケア病棟における更衣、清拭動作の取り組み

～病棟看護師との協働～

O-140 10416 鈴木 達也 仙台 当院地域包括ケア病棟における透析がリハビリテーションへ及ぼす影響について

O-141 10061 長浜 悌子 秋田
多職種連携と地域包括ケア病床・訪問リハビリテーションの活用が

ADL拡大につながった一例

O-142 10128 梅木 大輔 湯布院
介護サービス事業所自立支援実践事業への参加

～地域のサービス提供体制充実に向けて～

17日

（土）

17日

（土）

17日

（土）
高齢者医療第3会場

10:30

～11:05

地域包括ケア②第3会場
13:30

～14:20

地域包括ケア①第3会場
11:05

～12:05
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第4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 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者

（発表者）
所属機関名 演題名

O-143 10103 井下 萌 札幌北辰 地域包括ケア病棟から始める転棟前訪問とその効果

O-144 10367 加藤 昌彦 群馬
地域包括ケア病棟に移行した病棟改変１年後の看護師の不安と

困難と今後の課題

O-145 10388 前川 奈津美 伊万里松浦
自立支援に向けたスケジュール表の作成を試みて

－スタッフの自立支援に対する意識の変化－

O-146 10375 岩井 俊樹 可児とうのう
当院地域包括ケア病棟の集団リハビリに対する今後の課題

～満足度調査の結果から～

O-147 10121 侭田 敏且 東京山手 頸椎椎弓形成術のビデオ型患者用パスの導入の試み

O-148 10411 林 英司 中京 愛知県統一がん診療地域連携パスの現状と今後

O-149 10247 山谷 涼太 秋田 手関節切断をした高齢患者に対する自宅退院に向けた支援の効果

O-150 10316 大西 杏奈 神戸 在宅生活における高齢心不全患者の主介護者の体験

O-151 10327 川岸 春代 群馬 入退院センターにおける退院支援の取り組み

O-152 10085 巳之口 由季 徳山 キーパーソンの協力を得がたい患者に対する退院支援の一例

O-153 10372 東原 和哉 東京新宿 当院の緩和ケア体制について

O-154 10116 高橋 悦子 東京蒲田 摂食機能評価と摂食機能療法の件数増加を目指した当院の取り組み

O-155 10014 奥原 麻衣 高岡ふしき
専門性を活かしたコメディカル連携にかかわる取り組み

～低体温症の事例から～

O-156 10127 長谷川 朋子 下関
会話の力

～カンバセーション・マップTMによる糖尿病教室６年間を振り返って～

O-157 10231 渡部 良平 玉造 ICT介入による血液培養の提出率，陽性率，複数セット提出率の推移

O-158 10122 佐田 由 高知西
経鼻経管栄養から3食経口摂取が可能となった1症例

 －他職種連携の重要性－

17日

（土）

17日

（土）

17日

（土）

連携

（チーム医療①）
第4会場

9:50

～10:40

連携

（退院調整・

クリニカルパス）

第4会場
9:00

～9:50

地域包括ケア③第3会場
14:20

～14:55
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第4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 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者

（発表者）
所属機関名 演題名

O-159 10300 平岡 めぐみ 四日市羽津
糖尿病と肝臓に着目した体験型糖尿病教室の効果

～療養の継続に向けた支援～

O-160 10324 渡辺 智恵美 可児とうのう
糖尿病看護認定看護師として老人保健施設における糖尿病

インシデント対策への取り組み

O-161 10265 高野 春菜 二本松
気管切開下、人工呼吸器装着患者の食思へのアプローチ

～経口摂取が可能となった一例～

O-162 10198 吉田 智子 下関 チーム医療としての気管支鏡検査における看護師の役割分担

O-163 10153 植山 奈美子 下関
危機状態に陥った患者への看護介入

～フィンクの危機モデルを活用して～

O-164 10052 重岡 和江 徳山 急性期病院における認知症ケアチームの活動と効果

O-165 10232 倉橋 久美 湯布院 認知症ワーキンググループの活動報告と今後の課題

O-166 10299 廣瀬 晃子 南海 認知症看護認定看護師として病院と老健との活動を通してのふりかえり

O-167 10336 瀧石 麻美 下関 悪性リンパ腫再燃患者が抱く治療効果に対する不安への看護介入

O-168 10177 小川 菜奈 下関 がん終末期患者の食べたい欲求に寄り添う看護介入

O-169 10342 菊池 久美 大阪みなと
シーネ装着患者の医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）に対する

シーネ巻き直しの効果

O-170 10428 茂木 美佳 東京城東 東京城東病院総合診療科における診療看護師の活動

O-171 10398 園山 好恵 下関 患者主体のがんサロンがもたらす効果

O-172 10162 山本 健太 徳山
脊髄動静脈奇形破裂によるクモ膜下出血の1症例

～看護師・ご家族との関わりの重要性～

O-173 10218 乗本 英紀 大阪 当院での児童虐待対応の傾向と今後の課題

O-174 10294 伊藤 敬子 徳山
多職種協働でささえる生活支援

～生活をささえること　生活のしやすさをささえること～

17日

（土）

17日

（土）

17日

（土）

連携

（チーム医療②）
第4会場

10:40

～11:20

連携

（チーム医療④）
第4会場

13:30

～14:10

連携

（チーム医療③）
第4会場

11:20

～12:10
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第4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 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者

（発表者）
所属機関名 演題名

O-175 10154 高木 乃莉子 徳山 高齢心不全患者の栄養状態と栄養摂取

O-176 10155 藤井 麻未 徳山 抗がん剤の副作用に対する食事改善の取り組み

O-177 10118 谷田 千展 神戸 当院における術前術後の栄養指導の取り組み

O-178 10284 品川 浩一 群馬 NST専門療法士認定教育施設としての活動報告と今後の課題

O-179 10356 武田 朋子 宮崎江南 回リハ・外科病棟におけるBIAを用いたサルコペニアの検討

O-180 10379 日比野 春美 可児とうのう 糖尿病患者に対する個別栄養指導継続の有効性について

O-181 10125 葉田 昌生 久留米 JCHO久留米総合病院における後発医薬品使用促進の取り組み

O-182 10328 與那覇 晃子 埼玉メディカル 手術室麻酔セット薬剤個別トレイ化への取り組み

O-183 10366 宮本 薫 東京蒲田 外来看護師の電話対応による救急受診患者数増加に関する検証

O-184 10117 花牟禮 富美雄 宮崎江南
病床稼働率向上を目指して 

～土日有効利用プロジェクトの取組み～

O-185 10326 北爪 洋介 群馬 検査部機器更新時の契約、機種、検査項目等の見直しによる改善効果

O-186 10305 城宝 深雪 北海道 摂食機能療法算定システムの再考と今後の課題

O-187 10229 土田 駿介 北海道
病院経営の黒字化に向けた取組み

～2年間で2億5千万円の赤字解消～

O-188 10060 古田 由美子 大阪
「看護の質評価委員会」３年間の活動実績と課題

ー評価指標としての満足度調査の改定ー

O-189 10136 上村 千恵 大阪
BCPマニュアルを協働して作成した副看護師長会の取り組み

―他職種との協働の実態と言動の変化―

O-190 10332 金尾 貴子 可児とうのう 当院における看護提供方式 PNS導入後の病棟間の比較

O-191 10377 西田 久美 群馬 外来応援体制の現状と今後の課題

O-192 10124 辻内 名央 星ヶ丘
当院リハビリテーション部の働きかたの見直し

～総取得単位数の維持・増加と年休取得数の目安について～

第5会場

第4会場
14:10

～15:00

17日

（土）

17日

（土）

17日

（土）

運営

（組織マネージメント）

10:00

～10:40

運営

（病院運営）
第5会場

9:00

～10:00

連携

（チーム医療⑤）
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日 時間 会場 セッション名
演題

番号

登録

番号

筆頭著者

（発表者）
所属機関名 演題名

O-193 10092 山本 師子 四日市羽津 臨床検査技師による受診勧奨の取り組み

O-194 10195 山本 明毅 宇和島 当院健康診断における推定一日食塩摂取量検査について

O-195 10350 藤高 愉育子 可児とうのう 大腸がん検診における便潜血検査カットオフ値の検討

O-196 10211 森岡 祐平 宮崎江南 当院健康管理センターにおける39歳以下の胃X線検査の評価

O-197 10100 園田 実喜子 熊本 頸動脈超音波及びMRI所見と脳卒中危険因子との相関から予防へ

O-198 10319 今村 希久子 佐賀中部 閑散期対策、健診者数増加を目指した女性イベントへの取り組み

O-199 10002 松本 圭吾 神戸
脳卒中治療における超急性期から慢性期にいたる院内および地域での連携の構築

～地域医療支援病院としての至適の脳卒中診療体制とは～

O-200 10043 今井 英明 東京新宿
脳卒中関連遺伝子（RNF213遺伝子）についての最新の知見と展望

-遺伝的要素に基づいた先制医療の可能性-

O-201 10270 木下 翔太郎 熊本 抗菌吸収糸による消化器外科手術部位感染症予防効果の検討

O-202 10397 渡邉 剛 東京蒲田
C型急性肝炎遷延に対してPEG-IFN投与を受けた

8年後に肝細胞癌を切除した1例

O-203 10400 藤沢 理沙人 東京蒲田 C型肝硬変に対してDAA製剤投与中に食道静脈瘤破裂をきたした1例

O-204 10090 若林 崇雄 札幌北辰 総合診療科入院患者における長期入院の危険因子の探索

O-205 10001 岡川 浩人 滋賀 先天性心疾患診断における産科用エコーの有用性と限界について

O-206 10203 阿部 武由 りつりん 徐脈が血中ドネペジル濃度上昇によるものと疑われる症例

O-207 10288 入江 眞理 星ヶ丘 女性混合病棟における妊娠初期から産後4ケ月までの切れ目ない支援

O-208 10119 中村 裕香里 天草
離諸島地域への里帰り出産のメリット・デメリット

～褥婦の視点からの分析～

O-209 10317 島村 まどか 東京山手 産後うつ病に関する当院の褥婦の背景と今後の課題

第5会場
13:30

～14:20

検診

診療②

診療①第5会場
11:30

～12:10

第5会場
10:40

～11:30

17日

（土）

17日

（土）

17日

（土）
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（発表者）
所属機関名 演題名

O-210 10027 二宮 晴夫 大阪
急性期病院における運動器リハビリテーションの必要性について

～患者アンケート調査を通しての考察～

O-211 10374 廣瀬 賢太 群馬
小児病棟に入院した成人期・老年期患者が感じる療養生活上の困惑

-入院中のインタビュー調査から-

O-212 10194 稲熊 成憲 東京新宿
小児側弯症に対する当院の新たな取組み

―シーティングの多職種連携―

O-213 10250 越野 庸介 高岡ふしき 糖尿病患者に対する効果的な栄養指導

O-214 10226 田端 晴美 東京高輪 東京高輪病院における救急搬送受け入れに関する取り組み

O-215 10038 池田 富士子 久留米
乳房再建術における硬膜外麻酔による疼痛コントロールの評価

～看護記録を数値化しグラデーションで可視化～

O-216 10072 野村 さとみ さいたま北部
手術室におけるアクションカード見直しへの取り組み

-災害に対する意識の向上を目指して-

O-217 10161 小野寺 知美 札幌北辰 手術室看護師の災害対策に関する意識の現状と課題

O-218 10189 潮崎 伸子 熊本 輸液による血管外漏出時対応のシステム構築

O-219 10383 福添 恵寿 東京城東
診療看護師の活動における特定行為および相対的医行為報告書の役割

ー報告書の現状と課題ー

O-220 10181 大川 侑子 埼玉メディカル
BiPAPマスクによる鼻根部の医療関連機器圧迫創傷予防としての

取り組みの有効性

O-221 10123 小林 萌香 東京高輪 整形外科病棟におけるピクトグラムを用いた安静度共通認識方法の確立

O-222 10167 関 愛美 滋賀 転倒予防に対するウォーキングカンファレンスの取り組み

O-223 10387 菊地 聖子 仙台 Ａ病院の身体抑制指示・観察・評価フローシートの現状

O-224 10157 穴見 翔平 南海 がん化学療法に携わるA病棟看護師の曝露対策の振り返り

O-225 10200 河合 千佳 埼玉メディカル 透析患者に対する腰背部温罨法と腹部マッサージによる自然排便の援助

O-226 10362 小池 栄 札幌北辰
透析室における災害対策

～避難訓練時に患者役を体験することの効果～

第6会場
9:00

～9:50

第5会場
14:20

～15:00

17日

（土）
第6会場

9:50

～10:40

診療③

安全

（医療の質の向上②）

安全

（医療の質の向上①）

17日

（土）

17日

（土）
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O-227 10373 河野 渚 九州 ICUにおける人工呼吸器離脱後の嚥下評価の現状と今後の課題

O-228 10160 長山 恵梨花 宇和島 口腔ケアチーム会によるOHATを用いた事例検討の取組み

O-229 10242 林 慶拓 北海道 口腔ケアに介助が必要な患者に対する、口腔ケアラウンドの効果

O-230 10221 石川 澄子 久留米
院内教育にICLSコースは必要か

～ICLSコース開催経験のない当院での開催を試みて～

O-231 10057 奥田 あゆみ 横浜保土ケ谷 当院における「人生の最終段階における医療・ケアの提供」に関する意識調査

O-232 10313 高橋 郁美 埼玉メディカル
看護師が苦慮する夜間せん妄の対応について

～インタビューを通してせん妄が軽減する対処方法を考える～

O-233 10325 藤田 恵美 九州 喉頭摘出後患者が退院後に抱える心身の苦痛の実態調査

O-234 10214 安藤 真幸 埼玉メディカル
インスリン導入患者への指導

～退院後の実践状況を知り今後の課題を考える～

O-235 10352 富田 綾乃 群馬 経皮的ラジオ波焼灼術施行中の右上肢固定具の作成と有効性の検討

O-236 10306 島田 瑞紀 諫早 経皮的冠動脈インターベンションを受ける患者の心理に対する看護介入

O-237 10063 仁田 裕紀 下関 気管支鏡検査における機器の工夫

O-238 10069 溝田 洋江 三島 抗がん剤曝露対策、今できることから。当院での第1歩

O-239 10094 稲場 純子 星ヶ丘 プレアボイド報告の分析に基づく病棟薬剤業務の効果の検討

O-240 10140 志間 裕介 熊本 調剤画像鑑査システム導入による調剤精度の劇的な向上と調剤者の意識変化

O-241 10147 植田 徹 大阪 C型肝炎治療薬の処方日数管理における管理表の作成

O-242 10393 高橋 奈津子 人吉
病棟薬剤業務による多剤併用対策

～減薬へのアプローチ～

11:30

～12:10
第6会場

17日

（土）
第6会場

10:40

～11:30

安全

（医療の質の向上⑤）

安全

（医療の質の向上④）

安全

（医療の質の向上③）

17日

（土）

13:30

～14:10
第6会場

17日

（土）
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O-243 10082 伊藤 理恵 四日市羽津 地域包括ケア病棟における患者の安全のための環境整備への取り組み

O-244 10149 森本 富美子 大阪 病棟構造の変化前後の転倒・転落率の変化

O-245 10207 浅海 りり子 東京高輪 内科病棟に勤務する看護師が身体拘束解除を判断する際の視点についての考察

O-246 10282 松岡 晶子 下関 当病棟における転倒転落の要因の究明

O-247 10360 長冨 有樹 九州
リユーススネアの絶縁不良により、ポリープ切除部位以外に通電後潰瘍を

形成した1例

O-248 10427 梅津 大樹 仙台 調理業務における指差し呼称確認の導入と効果

O-249 10220 阿野 匡昭 東京新宿 新たな水晶体等価線量限度の国内取り入れを想定した被ばく状況の調査

O-250 10228 八木 隆行 群馬 当施設の一般撮影における再撮影の集計（傾向と対策）

O-251 10254 谷口 貴之 星ヶ丘 Ｘ線ＴＶ装置における管球部吊り下げ式放射線防護具の使用経験について

O-252 10279 中村 健一 下関 非造影MRAにおける腎動脈撮像の改善

O-253 10343 岡本 典彦 九州
頭部ＣＴA検査における検査精度向上の検討

―逐次近似再構成を用いた描出能向上と血管外漏出の低減―

O-254 10349 今井 優里 金沢 16列CT SOMATOM goの使用経験（64列CTとの画像比較）

O-255 10266 石橋 侑佳 星ヶ丘 四肢骨ＣＴ撮影の最適撮影管電圧の検討

O-256 10384 川上 亮 札幌北辰  小児側頭骨CTにおけるVolume Scanの有用性

O-257 10404 西舘 周平 仙台 新ワークステーションを用いた骨条件３D

O-258 10405 木村 初夏 東京高輪 逐次近似応用再構成法の物理的評価

O-259 10422 阿部 沙紀 秋田 膝関節ＭＲＩを想定した自作固定具の有用性

17日

（土）

9:00

～9:50
第7会場

17日

（土）

14:10

～15:00
第6会場

17日

（土）

9:50

～10:30
第7会場 医療技術⑤

医療技術④

安全

（医療安全・

医療事故調査制度）
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O-260 10406 水口 恵理 諫早 輸血後に複数抗体産生を認めた１症例

O-261 10050 渡邉 成裕 中京 当院における非結核性抗酸菌の検出状況および薬剤感受性試験について

O-262 10064 紺谷 哲也 徳山
C型慢性肝炎におけるDAA(直接作用型抗ウイルス薬)とHISCL-5000による

Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)の関連性

O-263 10093 今井 綾那 大阪 髄液・穿刺液検査アトラス作成の取り組み

O-264 10389 井手 圭一郎 諫早
当院病理検査室における消化器・呼吸器病変の穿刺吸引検体への

取り組みや検体処理について

O-265 10015 鳥居 智子 福井勝山 当院における白癬菌感染症の現状

O-266 10142 濱岡 美幸 横浜中央 精度保証施設認証取得に関する当院検査科の取り組みについて

O-267 10418 鮎川 裕美 諫早 心室中隔穿孔を合併した急性下壁心筋梗塞の１例

O-268 10017 三沼 英彦 大阪 VTへの治療方法について経験した一例

O-269 10016 成松 義雄 熊本 植込型補助人工心臓患者に外来心リハを導入し著明なQOL改善を認めた症例

O-270 10023 堀内 晋馬 相模野 早期より機能改善がみられたリバース型人工肩関節置換術の一症例

O-271 10112 多田 将也 福井勝山 当院における脳卒中患者の自宅退院に影響を及ぼす因子の検討

O-272 10146 菊池 恵 星ヶ丘
当院におけるADL維持向上等体制加算導入・PT専従化による

リハビリテーション処方数に及ぼす効果について

O-273 10176 野村 慧一 宮崎江南 寒冷療法実施時間における膝伸展筋力への影響

O-274 10309 田仲 紘明 福岡ゆたか 肺切除術症例に対するリハビリ経験から見えてきた現状と課題

O-275 10314 前田 悠介 九州
大腿骨人工関節周囲骨折をきたし骨接合術施行後、

長期臥床を呈した症例―廃用予防に着目して―

O-276 10354 柏崎 尚大 うつのみや
呼吸器疾患患者に対する包括的呼吸リハビリテーションの新たな

機能評価法の開発-時間内歩行支援システムの応用-

O-277 10381 小林 幸一郎 山梨
Collision athletesに対する鏡視下Bankart修復術後の競技復帰に

向けたリハビリテーション

17日

（土）

10:30

～11:20
第7会場

17日

（土）
第7会場

17日

（土）

11:20

～12:10
第7会場

13:30

～14:20

医療技術⑥

医療技術⑧

医療技術⑦
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O-278 10286 羽田 晋也 星ヶ丘 脳卒中片麻痺に対するロボットスーツHALの使用経験

O-279 10412 濱 謙太 神戸 パーキンソン病患者の歩行姿勢に着目した取り組みについて

O-280 10108 田邉 満里 東京山手 病棟看護師と連携した摂食機能療法実施の取り組み

O-281 10238 武政 英理子 三島
もの忘れ外来受診者におけるアンケート調査報告

～もの忘れ外来に求められることとは？～

O-282 10047 末澤 涼子 りつりん 咀嚼機能低下に配慮した食事形態の導入にむけてと導入後の報告

17日

（土）

14:20

～15:00
第7会場 医療技術⑨
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