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一般口演　１日目

11月1日（金） 14：20～15：00 第3会場
 

連携(チーム医療①)
 

座長：室谷　典義（JCHO千葉病院　院長）
 
O-001 病棟看護師における、がん患者の栄養管理に関する意識の実態
 ～がん化学療法看護認定看護師としての役割を知る～

辰井　はるか（JCHO神戸中央病院　看護部）

 
O-002 糖尿病患者の食事・運動療法に対する意識・実態調査

吉原　舞（JCHO京都鞍馬口医療センター　栄養管理室）

 
O-003 関連する職種が専門性を重視し、詳細な推定栄養摂取量を算出したNST経過記録用紙に
 改定したその効果について

平井　未央（JCHO福岡ゆたか中央病院　栄養管理室）

 
O-004 糖尿病透析予防指導の実施内容と予約システムの見直し

遠藤　さゆり（JCHO埼玉メディカルセンター　栄養管理室）

 
O-005 Freestyle リブレを用いた栄養素の違いによる食後血糖値の変動について

藤井　麻未（JCHO徳山中央病院　栄養管理室）

 
11月1日（金） 15：00～15：40 第3会場

 

連携(チーム医療②)
 

座長：六角　裕一（JCHO二本松病院　院長）
 
O-006 肥満症治療としての減量プログラム入院　～当院の現状と課題～

森　明日加（JCHO横浜保土ケ谷中央病院　栄養管理室）

 
O-007 チーム介入により褥瘡が改善した1例

佐古　純子（JCHO徳山中央病院　褥瘡ケアチーム）

 
O-008 慢性期摂食障害患者における栄養管理の一症例

丸山　紗希（JCHO東京新宿メディカルセンター　栄養管理室）

 
O-009 透析施行中の喫食の有無が透析患者のエネルギー摂取量等に及ぼす影響について

豊原　美紀（JCHO仙台病院　栄養管理室）

 
O-010 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013に沿った
 嚥下調整食提供への取り組み

須藤　務（JCHO可児とうのう病院　栄養管理室）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-001-005.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-006-010.pdf
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一般口演　１日目

11月1日（金） 15：40～16：30 第3会場
 

連携(チーム医療③)
 

座長：松本　髙宏（JCHO福岡ゆたか中央病院　院長）
 
O-011 健康相談における臨床検査技師の関わり方　～HbA1cを導入して～

浦田　佑貴（JCHO高岡ふしき病院　臨床検査科）

 
O-012 Free Style リブレを用いたフラッシュグルコースモニタリングシステム（FGM）の
 使用経験

紺谷　哲也（JCHO徳山中央病院　臨床検査部）

 
O-013 『骨粗鬆症・転倒予防チーム』による一次骨折予防への取り組み

須田　学（JCHO玉造病院　骨粗鬆症・転倒予防チーム）

 
O-014 せん妄が認められた食道癌術後患者に対して早期離床を実施した一症例
 － ICU早期離床プログラムを実施して－

河村　竜満（JCHO徳山中央病院　リハビリテーション部）

 
O-015 心疾患術後の脳梗塞後遺症に対する作業療法

吉喜　千夏（JCHO徳山中央病院　リハビリテーション部）

 
O-016 手術室空気清浄度モニタリングとチームで取り組む環境維持

土居　洋子（JCHO宇和島病院　手術部）

 
11月1日（金） 14：20～15：10 第4会場

 

検診①
 

座長：相川　竜一（JCHO桜ヶ丘病院　院長）
 
O-017 肝腫瘤が契機に診断されたトキソカラ症の1例

根本　絵美（JCHO東京蒲田医療センター）

 
O-018 歯性感染が原因で除去に至ったシリコンプロテアーゼの1例

小池　亜弥（JCHO船橋中央病院　歯科口腔外科）

 
O-019 歯科口腔外科開設に伴う口腔がん健診導入の成果―第2報―

山崎　遥香（JCHO東京蒲田医療センター　歯科口腔外科）

 
O-020 健診における便中ヘモグロビン・便中トランスフェリン同時測定の有用性の検討

加納　将（JCHO桜ヶ丘病院　検査部）

 
O-021 当院健康管理センターにおけるオプショナル甲状腺超音波検査の有用性と追跡調査について

佐藤　直美（JCHO大和郡山病院　臨床検査科）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-011-016.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-017-022.pdf
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O-022 院内健診胃部透視検査でのバリウム誤嚥対策の検討
佐藤　孝広（JCHO二本松病院　放射線室）

 
11月1日（金） 15：10～15：45 第4会場

 

検診②
 

座長：吉田　武史（JCHO埼玉メディカルセンター　院長）
 
O-023 企業の特性を活かした集団保健指導

近藤　清美（JCHO四日市羽津医療センター　保健指導管理室「いちご」）

 
O-024 シニア健康診断のシステム構築と実施後の評価

椙山　美千代（JCHO宇和島病院　健康管理センター）

 
O-025 人間ドック健診施設機能評価受審Ver.3.0 の経験から
 ～健康管理センターのレベルアップを目指して～

本田　成加（JCHO九州病院　看護部）

 
O-026 協会けんぽとの健康づくり包括協定締結において
 令和時代の地域型健康管理センター確立への取組

大橋　紀彦（JCHO福井勝山総合病院附属健康管理センター）

 
11月1日（金） 15：45～16：35 第4会場

 

地域包括ケア他
 

座長：木村　正美（JCHO人吉医療センター　院長）
 
O-027 地域医療支援病院として医療・介護連携にできること
 ～「在宅医療・介護連携支援センター」受託後3年間での成果と課題～

松本　圭吾（JCHO神戸中央病院　地域医療推進部/医療介護サポートセンター長、副院長）

 
O-028 患者・家族と医療者がイメージする退院時のADL認識の相違点
 ～三者が納得する退院を目指して～

湊　めぐみ（JCHO札幌北辰病院　看護部　3階東病棟）

 
O-029 地域で必要とされる病院であるために　～A病院地域包括ケア病棟での取り組み～

清水　千登勢（JCHO山梨病院　看護部）

 
O-030 地域包括ケア病棟における外出外泊実施状況～チェック表の分析と課題～

石月　亜由美（JCHO三島総合病院　リハビリテーションセンター）

 
O-031 まちかど健康教室において基本チェックリストを用いたフレイルチェック

十時　浩二（JCHO伊万里松浦病院　リハビリテーション科）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-017-022.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-023-026.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-027-032.pdf
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O-032 当院における身元保証等がいない入院患者に関する医療ソーシャルワーカーの支援
 ～厚労省ガイドライン（案）身元保証に求められる機能・役割6項目からの分析～

弦間　美奈（JCHO横浜中央病院　地域ケアサービスセンター　医療福祉相談室）

 
11月1日（金） 14：20～15：20 第5会場

 

安全(医療の質の向上①)
 

座長：森本　章生（JCHO南海医療センター　院長）
 
O-033 手術中Pause の勧めー患者も医師も看護師も

前場　隆志（JCHOりつりん病院　外科）

 
O-034 麻酔科と歯科口腔外科との術前外来の重要性

小澤　純子（JCHO東京蒲田医療センター　麻酔科）

 
O-035 当院における超緊急帝王切開術（Grade A）に対する体制の構築

吉浦　久美子（JCHO諫早総合病院　看護部）

 
O-036 全身麻酔下で手術を受ける患者のプレウォーミングの検討

佐藤　祥行（JCHO東京蒲田医療センター　看護部）

 
O-037 プレウォーミングがもたらす術中の低体温予防効果

茂串　明日美（JCHO千葉病院　手術室）

 
O-038 手術室における体位固定マニュアルの見直し　
 －ビーチチェア体位を通して－

野田　麻里子（JCHO大阪みなと中央病院　看護部）

 
O-039 放射線レポート未読問題の対策と取り組み

米川　弘恭（JCHO中京病院　放射線部）

 
11月1日（金） 15：20～16：00 第5会場

 

安全(医療の質の向上②)
 

座長：内藤　　浩（JCHO群馬中央病院　院長）
 
O-040 手術室における災害対策　再考－ 病院移転後に課せられた ‘平成’からの宿題として －

野村　さとみ（JCHOさいたま北部医療センター　看護部　手術室）

 
O-041 治療器具装着患者の災害時避難における初期対応の習得
 ―初期対応カードの携帯と実技テストを取り入れた成果と課題―

菅原　綾香（JCHO札幌北辰病院　4階西病棟）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-027-032.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-033-039.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-040-044.pdf
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O-042 コミュニケーションツール（SBAR）導入が医師と看護師間の協働に及ぼす効果
田中　千賀（JCHO船橋中央病院　看護部）

 
O-043 多職種医療安全ラウンドの活用

篠原　ちおり（JCHO山梨病院）

 
O-044 リスク感性向上への取り組み　～写真KYT導入後のリスク感性に対する効果～

檜垣　叔子（JCHO高知西病院　医療安全管理室）

 
11月1日（金） 16：00～16：35 第5会場

 

安全(医療の質の向上③)
 

座長：高取　吉雄（JCHO湯河原病院　院長）
 
O-045 健康サプリメント摂取による急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）の一例

伊藤　悠樹（JCHO福井勝山総合病院　薬剤科）

 
O-046 嚥下内視鏡検査に関わる評価システム構築への取り組み

白澤　有里（JCHO滋賀病院　看護部）

 
O-047 嚥下機能評価用紙（チェックリスト）の導入とスクリーニングの有効性の検討

櫻井　朝子（JCHO九州病院　看護部）

 
O-048 嚥下造影検査での誤嚥の有無と退院時における経口摂取の関係について
 －直接訓練が及ぼす効果－

朝倉　悦子（JCHO東京蒲田医療センター　リハビリテーション科）

 
11月1日（金） 13：10～14：00 第6会場

 

［看護部会企画］働きやすい職場環境
 

座長：本田　康恵（JCHO福井勝山総合病院　看護部長）
 
O-049 病棟看護師の勤務開始時間見直しによる勤務環境改善への取り組み

田屋　恵子（JCHO仙台病院）

 
O-050 日勤業務の可視化から超過勤務の削減に繋げる

西島　睦子（JCHO仙台病院　看護部）

 
O-051 病棟と外来間の継続看護に向けた連携システムの取り組み

村田　崇文（JCHO滋賀病院　看護部）

 
O-052 物品カードを活用した物品管理

内村　麻里（JCHO東京城東病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-040-044.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-045-048.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-049-054.pdf
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O-053 承認から組織の再構築を試みる
三木　裕子（JCHO桜ヶ丘病院　看護部）

 
O-054 A 病院における新人看護職員の離職率0％への取り組み

岡野　礼子（JCHO相模野病院　看護部）

 
11月1日（金） 14：00～14：35 第6会場

 

［事務部会企画］費用削減
 

座長：菅原　之夫（JCHO東京蒲田医療センター　事務部長）
 
O-055 委託費用削減に向けた取り組み

藤本　隆之（JCHO群馬中央病院　経理課　契約係）

 
O-056 廃棄物分別強化による処理費用削減の取り組みについて

枝吉　政美（JCHO船橋中央病院　総務企画課）

 
O-057 一般競争入札による電力調達契約の改善

倉永　高樹（JCHO宮崎江南病院　事務部）

 
O-058 引継ぎ業務の効率化による業務改善について

道　武郎（JCHO高岡ふしき病院　総務企画課（経理））

 
11月1日（金） 14：35～15：35 第6会場

 

［リハビリ部会企画］リハビリ部門が関わる業務改善の取り組み
 

座長：濱田　浩志（JCHO大阪病院　リハビリテーション士長）
木村　暢夫（JCHO湯布院病院　副言語聴覚士長）

 
O-059 当院におけるADL維持向上等体制加算の導入における費用対効果について
 ～病棟再編成後の変化に着目した検証～

菊池　恵（JCHO星ヶ丘医療センター）

 
O-060 当院の地域に向けた市民公開講座の取り組み 
 ー地域医療機関・住民・医業収入への影響についてー

金山　永勲（JCHO東京高輪病院　リハビリテーション室）

 
O-061 回復期リハビリテーション病棟の実績指数除外項目について

加藤　敏一（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
O-062 星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部におけるSTデータ構築の取り組み　
 注意機能の観点から

戸名　久美子（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-049-054.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-055-058.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-059-065.pdf
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O-063 JCHOグループ内のNSTに関するアンケート調査から見えたリハビリ専門職の関わり
坂田　理恵子（JCHO京都鞍馬口医療センター　リハビリテーション科/
       JCHSリハビリ部会　言語聴覚士委員会）

 
O-064 アンケート調査から見た摂食機能療法算定における当院の課題

藤井　雄一（JCHO下関医療センター　リハビリテーション部/
       JCHSリハビリ部会　言語聴覚士委員会）

 
O-065 病院における言語聴覚士の役割を生活期のリハビリテーションから考える

武藤　亜耶子（JCHOうつのみや病院　リハビリテーション科）

 
11月1日（金） 15：35～16：30 第6会場

 

［臨床検査部会企画］臨床検査に必要な精度管理
 

座長：小川　祐司（JCHO大阪病院　臨床検査技師長）
 
O-066 法改正における当院の取り組み－現状と課題－

間島　一貴（JCHO若狭高浜病院　臨床検査科）

 
O-067 試薬管理台帳ソフト作成

民本　重一（JCHO天草中央総合病院）

 
O-068 臨床検査に必要な精度管理 -ISO15189取得に向けての毒劇物管理 -

天野　雄介（JCHO中京病院　検査部）

 
O-069 ISO15189受審を契機とした生理検査における精度管理の導入

宮澤　法子（JCHO中京病院　検査部）

 
O-070 微生物検査標準化による精度確保への取組みについて

横川　伊都子（JCHO高岡ふしき病院　臨床検査科）

 
O-071 細菌検査室における精度管理

藤田　留美（JCHO東京高輪病院　中央検査室）

 
O-072 大阪府臨床検査技会標準化サーベイの取組み

竹村　真俊（JCHO大阪みなと中央病院　検査室）

 
11月1日（金） 14：20～14：55 第8会場

 

情報
 

座長：山下　智省（JCHO下関医療センター　院長）
 
O-073 全国の JCHO関連病院における勤務時間管理に関する実態調査および
 当院での勤務時間管理の電子化への取り組み

藤本　俊一（JCHO神戸中央病院　麻酔科）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-059-065.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-066-072.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-073-076.pdf


－42－

一般口演　１日目

O-074 マニュアル等を電子配信する放射線業務補助システムの構築
阿野　匡昭（JCHO東京新宿メディカルセンター）

 
O-075 独自開発のデータベースを利用した業務改善への取り組み

谷田　千展（JCHO神戸中央病院　栄養管理室）

 
O-076 院内情報システムへの理想的なサーバ集約技術の導入

西村　秀洋（JCHO熊本総合病院　総務企画課）

 
11月1日（金） 14：55～15：40 第8会場

 

運営(人材育成他①)
 

座長：長郷　国彦（JCHO諫早総合病院　院長）
 
O-077 院内ケースメソッド教育による高度経営人材育成の試み

服部　行紀（JCHO中京病院）

 
O-078 臨床教育のツールとしてクリニカルパールを用いるメリット

海透　優太（JCHO若狭高浜病院　整形外科/臨床研修センター長）

 
O-079 東京大学眼科学講座と連携した JCHO東京新宿メディカルセンター眼科における
 女性医師活躍支援プロジェクト報告

坪田　讃井　裕喜子（JCHO東京新宿メディカルセンター　眼科）

 
O-080 新専門医制度での麻酔科専門医育成における JCHO病院間連携の役割

村島　浩二（JCHO九州病院　麻酔科）

 
O-081 札幌北辰病院総合診療科の3年間の経過

若林　崇雄（JCHO札幌北辰病院　総合診療科）

 
11月1日（金） 15：40～16：30 第8会場

 

運営(人材育成他②)
 

座長：岸田　喜彦（JCHO可児とうのう病院　院長）
 
O-082 倫理的問題への対応力向上の取り組み

三浦　清世美（JCHO中京病院）

 
O-083 医療の質向上と経営改善に向けた人材育成　～業績評価制度の有効活用～

森田　不二夫（JCHO可児とうのう病院　放射線部）

 
O-084 演題取り下げ

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-073-076.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-077-081.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-082-087.pdf
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O-085 JCHO病院間の出張支援の試み
鈴村　奈穂子（JCHO中京病院　栄養管理室）

 
O-086 看護師学校養成所（3年課程）の学生に関する教員の捉え方

中原　寿子（JCHO神戸中央病院附属看護専門学校）

 
O-087 当院における医師事務作業補助者の業務拡大への取り組み

浅沼　小百合（JCHO相模野病院　医療秘書室）

 
11月1日（金） 14：20～15：00 第9会場

 

医療技術①
 

座長：伊藤　美夫（JCHO登別病院　院長）
 
O-088 熊本県内三ヶ所の JCHO病院相互間の JCHO光ファイバーネットを介しての
 遠隔病理診断支援体制の実用化とその成果報告（2018～ 2019年度 JCHO調査研究事業）

猪山　賢一（JCHO熊本総合病院　病理診断科）

 
O-089 改正薬機法を指向した「薬－薬連携体制」の構築
 ～当院薬剤部を中心とした、調剤薬局が行う患者支援業務の標準化～

藤井　憲一郎（JCHO熊本総合病院　薬剤部）

 
O-090 小児科領域における薬剤師フィジカルアセスメントの標準化を目指した取り組み

舟田　詩歩子（JCHO群馬中央病院　薬剤部）

 
O-091 積極的なバイオシミラー製剤への変更による経済効果

加藤　綾（JCHO可児とうのう病院　薬剤部）

 
O-092 当院におけるPermanent His bundle pacing 管理方法とCare Link Systemの有用性

二村　峻矢（JCHO中京病院　臨床工学部）

 
11月1日（金） 15：00～15：40 第9会場

 

医療技術②
 

座長：中馬　　敦（JCHO東京城東病院　院長）
 
O-093 人工股関節全置換術後感染にて長期免荷期間を強いられたが、
 徒手牽引を行い良好な治療結果を得た症例
 ‐脚長差に着目して‐

安永　直騎（JCHO九州病院）

 
O-094 第 5中足骨骨折術後の競技復帰に向けてカッティング動作時の
 足部外側方向の安定性の向上を目的に介入した症例

永田　香織（JCHO東京蒲田医療センター　リハビリテーション科）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-082-087.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-088-092.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-093-097.pdf


－44－

一般口演　１日目

O-095 乳がんの化学療法後に出現する静脈炎により、上肢の疼痛を呈した症例に対する
 一アプローチ・ドライブラッシング法の有効性について

遠峯　綾子（JCHO相模野病院　医療技術部門　リハビリテーション室）

 
O-096 手指関節拘縮に対する拡散型体外衝撃破治療の効果検証

東田　翔平（JCHO東京高輪病院　リハビリテーション室）

 
O-097 橈骨遠位端骨折患者の属性調査 ー東京都内2病院における調査結果 第 2報ー

成田　大地（JCHO東京高輪病院　リハビリテーション室）

 
11月1日（金） 15：40～16：30 第9会場

 

医療技術③
 

座長：石岡　　隆（JCHO秋田病院　院長）
 
O-098 小腸間膜に発生した巨細胞性動脈炎の一例

三宅　智也（JCHO大阪みなと中央病院　検査室）

 
O-099 血管内カテーテル採血の血液塗抹標本がきっかけとなって判明した
 カテーテル関連血流感染の1例

徳永　美沙（JCHO北海道病院　検査部）

 
O-100 超音波検査で経験した外陰部腫瘤の一例

江川　有美（JCHO三島総合病院　検査部）

 
O-101 VRE・CRE早期発見のための入院時監視培養の取り組み

芳賀　由美（JCHO九州病院　中央検査室）

 
O-102 肝炎ウイルス初回陽性に対する電子カルテ付箋掲示によるアラートの効果

小井　エミ（JCHO大阪病院　中央検査室）

 
O-103 当院における10％中性緩衝ホルマリン固定液作製の検討

衛藤　由香（JCHO四日市羽津医療センター　検査部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-093-097.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-098-103.pdf

