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11月2日（土） 9：00～9：50 第3会場
 

連携(チーム医療④)
 

座長：関根　信夫（JCHO東京新宿メディカルセンター　院長）
 
O-104 呼吸器内科病棟における褥瘡発生要因

安田　瑞貴（JCHO北海道病院　褥瘡管理室）

 
O-105 外来化学療法を受ける高齢者に対する支援の検討

大石　さつき（JCHO北海道病院　看護部）

 
O-106 胃癌術後の消化管と交通する瘻孔を伴う巨大創傷の治癒経験～TIME理論を用いての考察～

谷口　愛子（JCHO大阪みなと中央病院　看護部）

 
O-107 耳鼻咽喉科外来でのがん患者への疼痛コントロールの実態
 －多職種間の連携・カンファレンスの有効性－

安田　万里（JCHO下関医療センター　看護部）

 
O-108 心臓血管外科手術後に抜管した2歳未満児の ICU看護師が行う鎮静・鎮痛の看護の現状

桑山　恭平（JCHO中京病院　看護部）

 
O-109 周術期口腔機能管理の整形外科領域への対応について

鹿島　倫子（JCHO大阪病院　歯科口腔外科）

 
11月2日（土） 9：50～10：40 第3会場

 

連携(チーム医療⑤)
 

座長：村本　弘昭（JCHO金沢病院　院長）
 
O-110 心不全患者の在宅医療を支える連携について考える
 －当院の看看連携における課題を調査したアンケート結果から－

中塚　哲次（JCHO滋賀病院　看護部）

 
O-111 患者の思いを尊重した後悔のない時間へのチーム医療

清水　美夏（JCHO下関医療センター　看護部）

 
O-112 がん化学療法をうける患者と家族への心理的不安軽減に対する多職種チームでの取り組み
 「がん患者相談」を通しての事例報告

大嶋　美加子（JCHO相模野病院）

 
O-113 がん相談支援センター開設1年間の経過～乳がん患者を支援して～

亀島　美保（JCHO久留米総合病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-104-109.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-110-115.pdf
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O-114 演題取り下げ
 

 
O-115 がん患者病状説明時に認定看護師同席への取り組み

垣本　希（JCHO下関医療センター　看護部）

 
11月2日（土） 10：40～11：30 第3会場

 

連携(チーム医療⑥)
 

座長：内山　明彦（JCHO九州病院　院長）
 
O-116 ADLの維持・低下の予防を目指して統一した援助の取り組み

福本　禎子（JCHO徳山中央病院　消化器内科病棟）

 
O-117 CPAP（持続陽圧呼吸療法）Webモニタリング導入後の看護師の関わり

条谷　直美（JCHO高岡ふしき病院　睡眠外来）

 
O-118 抗インフルエンザ薬の予防投与についての考察～職員への予防投与基準の現状と課題～

中野　智美（JCHO南海医療センター　感染管理室）

 
O-119 ハザーダス・ドラックの運搬、注射投与時の個人防護具の実態調査

小森　美佳（JCHO諫早総合病院　看護部）

 
O-120 認定看護師会における地域に向けた取り組み

有薗　舞（JCHO横浜中央病院　看護部）

 
O-121 特定行為研修修了後の活動報告

藤崎　榮子（JCHO大和郡山病院）

 
11月2日（土） 11：30～12：10 第3会場

 

連携(チーム医療⑦)
 

座長：髙橋　昌宏（JCHO札幌北辰病院　院長）
 
O-122 急性期病院における認知症ケアチームの活動
 －介入までの日数・依頼件数・入院日数・認知症日常生活自立度判定の割合の変化－

伊坪　恵（JCHO大阪病院　看護部）

 
O-123 認知症患者に対する術後の排尿自立に向けた援助

成田　有希（JCHO秋田病院　看護部）

 
O-124 演題取り下げ

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-110-115.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-116-121.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-122-126.pdf


－47－

２
日
目

一
般
口
演

一般口演　２日目

O-125 当院における認知症ケア回診で扱う問題点と助言の調査
門川　泰輔（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
O-126 認知症ケア回診における結果分類シート作成の取り組み

中村　優（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
11月2日（土） 13：30～14：30 第3会場

 

連携(チーム医療⑧)
 

座長：橋本　政典（JCHO東京山手メディカルセンター　副院長）
 
O-127 当院における心不全診療に対するチーム医療

藤井　悠一郎（JCHO東京蒲田医療センター）

 
O-128 認知症ケアチームによる認知症早期発見の取り組み

森崎　訓明（JCHOりつりん病院　脳神経外科）

 
O-129 院内メールを利用した骨転移キャンサーボードの立ち上げ

馬場　聡史（JCHO東京新宿メディカルセンター　脊椎脊髄外科）

 
O-130 当院の骨粗鬆症リエゾンサービスにおける歯科口腔外科の役割について

鈴木　理絵（JCHO船橋中央病院　歯科口腔外科）

 
O-131 JCHO金沢病院抗菌薬適正使用支援チーム（AST）2018年の活動が
 抗菌薬使用動向に与えた影響

水野　宏昭（JCHO金沢病院　薬剤科）

 
O-132 JCHO相模野病院における抗がん剤の使用状況

山田　尚枝（JCHO相模野病院　薬剤部）

 
O-133 医薬品の適正使用に向けた病棟薬剤師の関わり
 ～呼吸器内科化学療法レジメンの見直しによる点滴時間の短縮～

佐々木　静香（JCHO札幌北辰病院　薬剤部）

 
11月2日（土） 9：00～9：50 第4会場

 

連携(退院調整)
 

座長：芳賀　克夫（JCHO天草中央総合病院　院長）
 
O-134 A 病棟における退院支援に関する問題点と課題を抽出する
 ～退院後のよりよい生活を目指して～

前川　早百合（JCHO可児とうのう病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-122-126.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-127-133.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-134-139.pdf
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O-135 NICUにおける療養環境を継続するための取り組み～退院前訪問を通して～
大喜田　純子（JCHO北海道病院　看護部）

 
O-136 より質の高い入退院支援を目指して　～入退院支援に関する担当看護師の意識の変化～

上野　彩香（JCHO山梨病院　看護部）

 
O-137 高齢者への意思決定を尊重した退院支援の効果

牧野　美咲（JCHO秋田病院　看護部）

 
O-138 外出パスを使用して自宅退院を目指した支援
 ～家族、患者（介護度5）の意思に寄り添った在宅へ退院した1症例～

木村　聖子（JCHO下関医療センター　看護部）

 
O-139 診療報酬改定が緩和ケア病棟入院患者・家族の「望む暮らし」に与えた影響と課題

山口　卓哉（JCHO星ヶ丘医療センター　福祉相談室）

 
11月2日（土） 9：50～10：50 第4会場

 

連携(地域連携)
 

座長：朝倉　　徹（JCHO仙台南病院　院長）
 
O-140 経口抗がん剤の薬薬連携の取り組み
 ＜レンバチニブのトレーシングレポート活用による効果＞

三上　忠司（JCHO久留米総合病院　薬剤部）

 
O-141 入退院支援センターの開設にともなう入退院支援体制の構築と薬剤師介入の取組み

久保田　厚子（JCHO下関医療センター　薬剤部）

 
O-142 総合病院における地域医療との連携について～MND患者の在宅医療に介入した症例～

山下　真奈美（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
O-143 JCHO熊本総合病院が主導した八代地域における特別食標準化

清水　梨沙（JCHO熊本総合病院　栄養管理室）

 
O-144 「医療介護連携会」を通じて地域包括ケア推進
 ～福岡ゆたか中央病院と地域の皆さまとの顔の見える連携～

橋垣　崇則（JCHO福岡ゆたか中央病院　地域医療連携室）

 
O-145 未来につながる地域連携、研修会のかたち～地域連携研修会の開催を通して一考察～

小島　恵美子（JCHO山梨病院　病診連携地域医療委員会/地域医療連携室）

 
O-146 インターネット予約システム運用の有用性「業務軽減について」

真野　瞳（JCHO中京病院　地域連携部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-134-139.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-140-146.pdf
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11月2日（土） 10：50～11：30 第4会場
 

患者サービス他①
 

座長：根橋　良雄（JCHO湯布院病院　院長）
 
O-147 産科病棟独自の患者満足度調査継続に対する助産師の希望と助産師自身の行動や感情の変化

野村　晶（JCHO大阪病院　看護部）

 
O-148 患者への傾聴的な態度における看護師経験年数による違い

矢尾板　真子（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
O-149 患者家族のニードと傾向

石月　紗名枝（JCHO東京高輪病院　看護部）

 
O-150 地域住民を対象とした認定看護師会主催のミニセミナーの実践報告

田中　愛子（JCHO東京蒲田医療センター　看護部）

 
O-151 「多職種による」ミニ健康教室の試み～健康意識の啓発活動を実績から振り返る～

佐藤　幸子（JCHO群馬中央病院　看護部）

 
11月2日（土） 11：30～12：10 第4会場

 

患者サービス他②
 

座長：島崎　千尋（JCHO京都鞍馬口医療センター　院長）
 
O-152 新規利用者の周辺症状予防への取り組み
 ～応対マニュアルを作成して～

森永　悦美（JCHO福井勝山総合病院附属介護老人保健施設）

 
O-153 外来予約外患者の待ち時間、緊急度の実態調査
 ～予約外患者の緊急度に合わせた対応を考える～

竹内　奈緒美（JCHO三島総合病院　看護部）

 
O-154 外来患者満足度向上へ向けて～多職種協働の外来プロジェクトの取り組み～

山下　初美（JCHO伊万里松浦病院　看護部）

 
O-155 外科看護における外来と病棟の継続看護の向上を目指した取り組み　
 ～メールを活用した情報共有～

井上　明美（JCHO東京新宿メディカルセンター　看護部）

 
O-156 国際部　質向上の取り組み　～外国人受け入れ窓口として求められること～

横山　みどり（JCHO東京高輪病院　看護部　国際部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-147-151.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-152-156.pdf
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11月2日（土） 13：30～14：30 第4会場
 

患者サービス他③
 

座長：田中　眞紀（JCHO久留米総合病院　院長）
 
O-157 透析時間を活用したエルゴメーター使用の運動療法

長利　麻未（JCHO宮崎江南病院　看護部）

 
O-158 患者個々に沿った褥瘡・創傷処置を行うために
 ～処置シートの作成を通して～

内田　真由実（JCHO徳山中央病院　救命救急センター）

 
O-159 患者の「どうありたいか」を引き出し生活指導を行った事例についての報告

前本　文恵（JCHO東京新宿メディカルセンター　看護部）

 
O-160 安楽な口腔ケア用具の検討“職員間での体験を通して”

松田　智美（JCHO福井勝山総合病院）

 
O-161 初めて経口内視鏡検査を受けた対象がとった苦痛緩和のためのセルフケア行動

加藤　千里（JCHO中京病院　放射線科）

 
O-162 糖尿病患者のセルフケア看護
 ～ SCAQを使った対話で食生活改善の意識づけができた事例～

新坂　瑞穂（JCHO東京新宿メディカルセンター　看護部）

 
O-163 M（まごころ）G（ご飯）P（プロジェクト）への取り組み

高橋　さと美（JCHO仙台病院　栄養管理室）

 
11月2日（土） 9：00～9：40 第5会場

 

安全(医療の質の向上④)
 

座長：髙嶋修太郎（JCHO高岡ふしき病院　院長）
 
O-164 自己点眼を確立するための一考察
 ～指導前後の手技の変化をげんこつ点眼法を用いて比較する～

仙保　友李（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
O-165 清拭に対する看護師の患者への羞恥心配慮に対する意識の研究

小澤　まりの（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
O-166 「何とかしよう　その腫れ　その出血」　～上腕動脈穿刺部止血後の腫脹防止への取り組み～

初岡　直子（JCHO千葉病院　透析室）

 
O-167 診療看護師が挿入するPICC挿入の成績と有用性～当院における229例の検討～

高田　美由紀（JCHO千葉病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-157-163.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-164-168.pdf
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O-168 末梢静脈カテーテル管理の統一に向けて
松浦　友紀（JCHO大和郡山病院　看護部）

 
11月2日（土） 9：40～10：20 第5会場

 

安全(医療の質の向上⑤)
 

座長：松村　正彦（JCHO大和郡山病院　院長）
 
O-169 安全リンク委員会活動報告～委員の自律性を重視して～

森　みどり（JCHO可児とうのう病院　医療安全対策室）

 
O-170 ハイブリッドシーネ装着患者の転倒防止に関わる看護ケアの事例を振り返って

秋谷　まどか（JCHO東京蒲田医療センター　看護部）

 
O-171 インシデントから分析した安静の遵守と転倒・転落の関連性について

小林　優美（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
O-172 踵部潰瘍における踵部体圧分散用具の有用性

関根　まゆみ（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
O-173 行動制限の実際～せん妄スクリーニングツールを用いた行動制限減少への取り組み～

牧野　良麻（JCHO三島総合病院）

 
11月2日（土） 10：20～11：20 第5会場

 

安全(感染・褥瘡防止)
 

座長：細川　　亙（JCHO大阪みなと中央病院　院長）
 
O-174 非侵襲的陽圧換気マスク装着時ワセリン塗布による装着部の皮膚トラブル予防効果

生駒　詩乃（JCHO東京新宿メディカルセンター　看護部）

 
O-175 A 病院における踵部褥瘡発生事例の要因調査

岡村　明恵（JCHO仙台病院　看護部）

 
O-176 I 病院における褥瘡発生と重症度、医療・看護必要度の関連

大畑　直子（JCHO諫早総合病院　看護部）

 
O-177 褥瘡管理画面の正確な入力徹底のための取り組み～リレー方式での学習を通して～

矢久保　柚香（JCHO東京新宿メディカルセンター　看護部）

 
O-178 当院における擦式手指消毒薬使用回数と重症度、医療・看護必要度との関連

山口　友子（JCHO諫早総合病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-164-168.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-169-173.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-174-180.pdf
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O-179 感染管理対策の実働部隊となるリンクナースの育成について
小濱　美保（JCHO可児とうのう病院　感染管理室）

 
O-180 全職員対象感染管理研修の参加率100％に向けた取り組み

三代　亜矢（JCHO湯布院病院　感染管理部）

 
11月2日（土） 11：20～12：10 第5会場

 

安全(医療安全・医療事故調査制度)
 

座長：大友　敏行（JCHO神戸中央病院　院長）
 
O-181 防災についての意識向上と実際のシミュレーションの取り組み

廣畑　かおる（JCHO桜ヶ丘病院　看護部）

 
O-182 外来診療棟で勤務する看護師の災害に関する意識の変化
 ～災害看護に向けて　はじめの一歩～

大野　映子（JCHO可児とうのう病院　外来診療棟）

 
O-183 始業時点検における患者状態の見える化への取り組み

河村　充紀（JCHO中京病院　看護部）

 
O-184 医療安全に対する放射線室の取り組み

川上　新奈（JCHO東京高輪病院　放射線室）

 
O-185 MRI 検査の安全対策　＝現状と課題＝

渡辺　享信（JCHO可児とうのう病院　放射線部）

 
O-186 安全管理の観点から作成した医療機器付属装置

杉田　栄一（JCHO三島総合病院　臨床工学室）

 
11月2日（土） 13：30～14：30 第5会場

 

連携(患者－医療者のパートナーシップ)
 

座長：浅見　昭彦（JCHO佐賀中部病院　院長）
 
O-187 「オプジーボ投与を受ける再発難治性ホジキンリンパ腫患者へのかかわり」　　
 副作用セルフマネジメントのためのエンパワーメント

高畠　美香（JCHO南海医療センター　看護部）

 
O-188 インスリンボールの早期発見とサイトローテーションの効果
 ～皮下エコーと FGMを活用した看護支援～

平岡　めぐみ（JCHO四日市羽津医療センター　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-174-180.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-181-186.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-187-193.pdf
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O-189 創部が直視できない乳房切除術後患者をボディイメージの受容過程に導いた看護  
 ー放射線皮膚炎のセルフケア支援の場面からー

江崎　博子（JCHO諫早総合病院　がん治療センター）

 
O-190 急性期から在宅・緩和病棟へ繋ぐ、終末期の看護ケアを考える
 ～終末期患者の1事例を通して～

森田　靖子（JCHO星ヶ丘医療センター　看護部）

 
O-191 2 型糖尿病患者の療養指導の充実を目指して
 ～糖尿病問題領域質問表（PAID）導入の効果～

池田　有理絵（JCHO北海道病院　看護部　5階北病棟）

 
O-192 患者の臓器提供意思を繋ぐための取り組み

川瀨　紀子（JCHO中京病院　看護部）

 
O-193 栄養指導におけるラポール形成の重要性

小林　美穂（JCHO湯河原病院　栄養室）

 
11月2日（土） 9：00～9：50 第6会場

 

地域医療・介護(介護①)
 

座長：来見　良誠（JCHO滋賀病院　院長）
 
O-194 当院における経営戦略上の水中運動療法の意義

友澤　翔（JCHO宇和島病院　整形外科）

 
O-195 通所リハビリテーションからの卒業～当施設における社会参加支援加算取得への取り組み～

吉川　菜摘（JCHOうつのみや病院附属介護老人保健施設）

 
O-196 全入所者に対して、週3回、リハビリテーションを実施してみえてきたこと
 ～業務量と収益性と平均在所日数の視点から～

斉藤　佑弥（JCHO北海道病院附属介護老人保健施設）

 
O-197 グループ療法を導入して魅力ある通所リハビリにしよう

高橋　顕（JCHO千葉病院附属介護老人保健施設）

 
O-198 通所リハビリテーションによる、効果的な介護リハビリへの取り組み
 ～利用者のリハビリ意欲向上にむけて～

新坂　可澄（JCHO宮崎江南病院附属介護老人保健施設　看護・介護部）

 
O-199 親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」における
 参加者の満足度に影響する因子の検討

木村　美貴子（JCHO大阪病院　小児病棟）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-187-193.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-194-199.pdf
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11月2日（土） 9：50～10：40 第6会場
 

地域医療・介護(介護②)
 

座長：山田　光俊（JCHO高知西病院　院長）
 
O-200 単身高齢者の在宅看取りを振り返って

植野　由美子（JCHO横浜中央病院附属訪問看護ステーション）

 
O-201 在宅看取りの支援における医療・ケアチーム合同カンファレンスの意義と訪問看護師の役割
 ～アンケート調査を行って～

山本　綾子（JCHO神戸中央病院附属訪問看護ステーション）

 
O-202 訪問看護ステーションにおける栄養評価～簡易栄養状態評価表を用いて～

服部　麻衣子（JCHO宮崎江南病院附属訪問看護ステーション）

 
O-203 誤嚥性肺炎0件をめざして　～多職種で取り組んだ成果～

伊東　亜矢子（JCHO四日市羽津医療センター附属介護老人保健施設）

 
O-204 ミキサー食摂取高齢者にグアーガム分解化合物を使用しての排便改善効果

菊地　いくの（JCHO三島総合病院附属介護老人保健施設）

 
O-205 訪問栄養指導導入後、在宅生活継続となった一症例

豊島　綾（JCHO登別病院　栄養管理室）

 
11月2日（土） 10：40～11：20 第6会場

 

地域医療・介護(介護③)
 

座長：野田　芳人（JCHO三島総合病院　院長）
 
O-206 老健ベッド利用率向上の取り組みについて

小林　眞由美（JCHO佐賀中部病院附属介護老人保健施設）

 
O-207 Let's think ～個人に合った予防策・ポジショニングを模索して～

長嶋　秀子（JCHO天草中央総合病院附属介護老人保健施設）

 
O-208 介護老人保健施設におけるデスカンファレンスの取り組み　
 ～ターミナル委員会が今後取り組むこと～

武田　ユキ（JCHO二本松病院附属介護老人保健施設）

 
O-209 ADL拡大（トイレでの排泄）を目指して得られたもの

前澤　洋平（JCHO千葉病院附属介護老人保健施設）

 
O-210 利用者満足度向上を目指した入浴介助の取り組み

渡邊　亮（JCHOうつのみや病院附属介護老人保健施設）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-200-205.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-206-210.pdf
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11月2日（土） 11：20～12：10 第6会場
 

地域医療・介護(医療①)
 

座長：古家　　乾（JCHO北海道病院　院長）
 
O-211 後方支援病院へつなぐ歯科衛生連絡書の現状と課題

川上　恵美（JCHO徳山中央病院　歯科口腔外科）

 
O-212 回復期脳卒中片麻痺者のADL自立度にGEARが与える影響

小原　渉（JCHO湯布院病院　リハビリテーション科）

 
O-213 当院に入院した骨折患者の退院時歩行能力に影響する要因
 ～転倒により受傷し、リハビリテーションを実施した症例での検討～

坪田　一輝（JCHO高岡ふしき病院　リハビリテーション科）

 
O-214 地域ケアシステムにおける急性期病院のセラピストの関わりについて
 ～地域ケア介護に参加して～

光武　泰裕（JCHO諫早総合病院　リハビリテーション科）

 
O-215 回復期リハビリテーション病棟における脊髄損傷患者の退院支援よりみえてきたこと

本間　紘奈（JCHO星ヶ丘医療センター　福祉相談室）

 
O-216 介護関連施設からの救急搬送患者の現状と課題

久保田　智子（JCHO人吉医療センター　診療情報管理室）

 
11月2日（土） 13：30～14：30 第6会場

 

地域医療・介護(医療②)
 

座長：草野　英二（JCHOうつのみや病院　院長）
 
O-217 小腸カプセル内視鏡検査受検者の不安の実態と今後の課題

山腰　ゆかり（JCHO福井勝山総合病院　看護部）

 
O-218 術前日・前々日入院患者の不安についての実態調査　～患者アンケートを通して～

男澤　奈奈（JCHO湯河原病院　看護部）

 
O-219 腰椎術後にコルセットを装着している患者の日常生活動作の不自由さ　
 -ADL拡大に向けた支援の検討に向けて -

橋本　裕子（JCHO群馬中央病院　看護部）

 
O-220 急性期病棟における高齢患者の身体拘束三原則に対する看護師の判断

上村　香織（JCHO九州病院　看護部）

 
O-221 急性期を主体とする一般病棟における院内デイケアに参加した患者の反応

田淵　稔英（JCHO福岡ゆたか中央病院　看護部）

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-211-216.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-217-223.pdf
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O-222 身体拘束減少に向けての取り組み
中尾　直子（JCHO大阪みなと中央病院　看護部）

 
O-223 人工股関節全置換術患者の退院指導調査

河野　恵子（JCHO宇和島病院　看護部）

 
11月2日（土） 9：00～9：50 第7会場

 

［臨床工学部会企画］血液浄化
 

座長：淀川菜穂子（JCHO宮崎江南病院　主任臨床工学技士）
 
O-224 個人用透析装置の原液供給システム化

満間　大介（JCHO三島総合病院　臨床工学室）

 
O-225 水質管理の取り組み～QM活動の報告～

図師　岳志（JCHO宮崎江南病院　臨床工学室）

 
O-226 過多除水管理における灌流指標機能付きパルスオキシメータの有用性

高濱　格（JCHO熊本総合病院　臨床工学部）

 
O-227 高齢化に伴う入院時透析条件設定と管理について～栄養評価の観点から～

葛岡　孝一（JCHO仙台病院　臨床工学部）

 
O-228 CHDF継続中の小児患者に、ACH- Σで血漿交換用回路を使用しPMXを施行した一例

原　拓渡（JCHO九州病院　臨床工学室）

 
O-229 当院における重症下肢虚血に対する血液浄化療法の有用性について

廣島屋　靖大（JCHO千葉病院　腎センター）

 
11月2日（土） 9：50～10：40 第7会場

 

［事務部会企画］収益改善①
 

座長：徳田　　寛（JCHO大和郡山病院　事務部長）
 
O-230 JCHO理念を活用した病院のプロモーション　～コーポレート契約の推進～

島津　忠司（JCHO東京高輪病院）

 
O-231 当院の経営改善への取り組み事項

青木　一蔵（JCHO四日市羽津医療センター　事務部　総務企画課）

 
O-232 地域医療連携室の取り組みによる経営改善の効果について

工藤　夕貴（JCHOさいたま北部医療センター　地域医療連携室）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-217-223.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-224-229.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-230-235.pdf
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O-233 入金誤算（診療報酬請求額と入金決定額の差異）
中村　祐己（JCHO九州病院　事務部　医事課）

 
O-234 健診受診者数及び健診収入の増加対策について

小林　春樹（JCHO東京蒲田医療センター　管理課）

 
O-235 増収のための院内健診拡大に向けての取り組みについて

山田　久美子（JCHO可児とうのう病院　健康管理センター）

 
11月2日（土） 10：40～11：20 第7会場

 

［事務部会企画］収益改善②
 

座長：御立田守男（JCHO諫早総合病院　事務部長）
 
O-236 経営分析研修に参加して

福田　久美（JCHO天草中央総合病院　事務部）

 
O-237 経営改善に向けて事務職員ができること

岡村　綾子（JCHO横浜中央病院　事務部）

 
O-238 医療・看護必要度2の向上を目指した医事課入院係の取り組みと方法

石成　和久（JCHO仙台病院　医事課）

 
O-239 地域包括ケアチーム結成による病院収益向上への効果

根岸　晴美（JCHO群馬中央病院　地域医療連携センター）

 
O-240 包括ケア病棟の病床稼働率上昇と転棟時期の適正化に向けた取り組み

近藤　清典（JCHO金沢病院　看護部）

 
11月2日（土） 11：20～12：10 第7会場

 

［看護部会企画］看護方式
 

座長：福田　妙美（JCHO九州病院　看護部長）
 
O-241 固定チームナーシング　継続の困難さとその要因

舘野　洋子（JCHOうつのみや病院　看護部）

 
O-242 内視鏡配属者のための教育プログラム効果　
 ～ルーブリック評価を用いた評価基準・目標の共有を通して～

近藤　摩弥（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部　専門治療室）

 
O-243 看護師が知覚するストーマケアチェックリストの効果　
 人工肛門造設患者へ統一した看護の実現に向けて

木村　美沙紀（JCHO群馬中央病院）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-230-235.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-236-240.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-241-246.pdf
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O-244 乳がん患者の日常を支援する体制の構築
 ～アピアランス（外見）ケア「おしゃれ教室」の実践報告～

坂口　まさみ（JCHO久留米総合病院　看護部）

 
O-245 OHAT評価・口腔ケアプロトコールの導入から定着に向けた取り組み

小久保　佳津恵（JCHO中京病院　看護部）

 
O-246 慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸困難感に対する患者の思いと看護師の捉え方に関する検討

丸山　李穏（JCHO相模野病院　看護部）

 
11月2日（土） 13：30～14：20 第7会場

 

［事務部会企画］DPC
 

座長：木下　敦士（JCHO高岡ふしき病院　事務長）
 
O-247 DPC機能評価係数 II の効率性係数の今後の評価向上へ繋げる取り組み

大沢　恵津子（JCHO秋田病院　総務企画課）

 
O-248 当院における診療記録量的監査の取り組み

深澤　加寿子（JCHO相模野病院　診療情報管理室）

 
O-249 診療科別効率性指数の算出による係数改善の試み

大橋　真紀子（JCHO中京病院　診療情報管理室）

 
O-250 救急医療係数の向上にむけて－対象症例の検証－

中村　朋代（JCHO九州病院　医事課）

 
O-251 当院の診療密度向上対策について

安藤　芳浩（JCHO九州病院）

 
O-252 DPCデータを使った地域包括ケア病棟の運営

岩村　卓也（JCHO福岡ゆたか中央病院　診療情報管理室）

 
11月2日（土） 9：00～10：00 第8会場

 

運営(人材育成他③)
 

座長：那須　誉人（JCHO徳山中央病院　院長）
 
O-253 急性期病院一般外来看護師への問診の取り組み
 ～短時間勉強会で問診の情報量は多くなるのか～

日向　里香（JCHO二本松病院　看護部）

 
O-254 1 階東病棟看護師で統一した子宮頸がん検診看護実施に向けての取り組み
 ～ CUDBAS職務分析法を用いて～

今枝　奈穂（JCHO三島総合病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-241-246.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-247-252.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-253-259.pdf
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O-255 日本語版 ECTBを用いた実習指導自己評価から見える当院の実習指導の課題
菊池　健太（JCHO東京城東病院　看護部）

 
O-256 看護師長の他部署研修からの気づき

野村　郁子（JCHO可児とうのう病院　看護部）

 
O-257 チーム医療の中で看護師がリーダーシップを発揮するための取り組み
 ～概念化スキルを活用したリフレクションの実施～

木下　千恵（JCHO星ヶ丘医療センター　看護部）

 
O-258 組織目的の共有がもたらす『成果につながる行動』変容への取り組み

先崎　晴美（JCHO横浜保土ケ谷中央病院　看護部）

 
O-259 摂食ポジショニングに対する回復期リハビリテーション病棟看護師の
 認識と行動の実際を調査して

市原　朋子（JCHO高知西病院　看護部）

 
11月2日（土） 10：00～10：40 第8会場

 

運営(病院運営①)
 

座長：村上　栄一（JCHO仙台病院　院長）
 
O-260 ハイケアユニットの有効利用による病院経営への貢献

野尻　直実（JCHO埼玉メディカルセンター）

 
O-261 佐賀中部病院におけるベッドコントロールの取り組みについて

古賀　洋子（JCHO佐賀中部病院）

 
O-262 熊本総合病院の「病床管理システム」を活用した病床管理

井上　久美（JCHO熊本総合病院　看護部）

 
O-263 2 年間の職員満足度調査の結果と今後の課題について

山口　朝子（JCHO東京蒲田医療センター）

 
O-264 当院における地域包括ケア病床のベッドコントロールと経営的寄与

宮木　一也（JCHO天草中央総合病院　地域包括ケア病床）

 
11月2日（土） 10：40～11：20 第8会場

 

運営(病院運営②)
 

座長：渡部　昌平（JCHO宇和島病院　院長）
 
O-265 院外処方せんへの一般名処方導入における当院の取り組み

小池　愛（JCHO東京新宿メディカルセンター）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-253-259.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-260-264.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-265-269.pdf
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O-266 内視鏡室における修理費削減への取り組み
 - 上部消化管内視鏡の使用優先度の可視化による効果 -

小山　祐子（JCHO群馬中央病院　看護部）

 
O-267 従量課金方式による検査機器の更新とコスト削減　第二報

北爪　洋介（JCHO群馬中央病院　臨床検査部）

 
O-268 当院における「生ゴミ処理経費節減の試み」　～地味な水切りの大きな経済効果～

溝井　博之（JCHO二本松病院　栄養管理室）

 
O-269 経営改善への取組み～施設基準の見直し～

平岩　一将（JCHO南海医療センター　総務企画課）

 
11月2日（土） 11：20～12：10 第8会場

 

診療①
 

座長：池　　秀之（JCHO横浜保土ケ谷中央病院　院長）
 
O-270 破壊赤血球が著明高値な貧血を契機に発見された十二指腸GISTの 1例

原　健三（JCHO東京蒲田医療センター）

 
O-271 産後 1ヶ月でのエジンバラ産後うつ病質問票の値に影響を与える因子

吉原　一（JCHO相模野病院　母子センター）

 
O-272 中規模病院における炎症性腸疾患のチーム医療と地域医療貢献

三枝　陽一（JCHO相模野病院　医師）

 
O-273 多発性骨髄腫患者におけるダラツムマブの infusion reaction 発現調査と
 時間短縮投与の試み

兼松　哲史（JCHO可児とうのう病院　薬剤部）

 
O-274 里帰り出産褥婦EPDS高得点者への早期介入後の実態調査
 ～里帰り出産と産後うつ病との関連性についての考察～

濱洲　由貴（JCHO天草中央総合病院　看護部）

 
O-275 産科外来における保健指導の実態調査～妊娠期から産後までの継続的支援について～

吉田　恵巳（JCHO相模野病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-265-269.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-270-275.pdf
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11月2日（土） 13：30～14：30 第8会場
 

診療②
 

座長：黒田　　豊（JCHOさいたま北部医療センター　院長）
 
O-276 慢性石灰化膵炎症例における疼痛消失後の実態調査（JCHO調査研究事業）

芦沢　信雄（JCHO玉造病院）

 
O-277 多発性嚢胞腎による透析患者に、半年で三度の手術をした一例

龍崎　貴寛（JCHO千葉病院　外科）

 
O-278 臼蓋回転骨切り術後の人工股関節置換術の検討

梶谷　充（JCHO高知西病院　整形外科）

 
O-279 下顎骨体部下縁部付近まで迷入した歯科インプラント偶発症の1例

小河原　克訓（JCHO船橋中央病院　歯科口腔外科）

 
O-280 当院の血液浄化センターにおける、フレイル・サルコペニアに対する評価と対策

池田　舞（JCHO相模野病院　看護部）

 
O-281 ロジスティック回帰分析による睡眠時無呼吸症候群スクリーニングのための
 予測モデルの構築

堅田　玄慧（JCHO横浜保土ケ谷中央病院　臨床工学室）

 
O-282 睡眠時無呼吸症候群患者のCPAP希望離脱対策

渡邉　薫（JCHO横浜保土ケ谷中央病院）

 
11月2日（土） 9：00～9：50 第9会場

 

医療技術④
 

座長：中城　博見（JCHO伊万里松浦病院　院長）
 
O-283 一般撮影における被ばく線量低減の取り組み－胸部撮影条件の見直し－

海江田　美奈（JCHO宮崎江南病院　放射線部）

 
O-284 当院の一般撮影条件の最適化と線量管理について

串本　万柚子（JCHO星ヶ丘医療センター　診療放射線部）

 
O-285 内臓脂肪CTの低線量化への試み

小林　賢一（JCHO群馬中央病院　放射線部）

 
O-286 演題取り下げ

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-276-282.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-283-288.pdf
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O-287 整形外科手術における医療者放射線被ばく低減の試み
小林　卓仁（JCHO秋田病院　放射線科）

 
O-288 FPD搭載型透視装置による胃X線検診における画質向上、被ばく低減の検討

前之園　康太（JCHO九州病院　画像診断センター）

 
11月2日（土） 9：50～10：40 第9会場

 

医療技術⑤
 

座長：池田　　登（JCHO玉造病院　院長）
 
O-289 上腹部領域における拡散強調画像の診断能向上に向けた検討

森田　希生（JCHO東京山手メディカルセンター　放射線部）

 
O-290 当院における腹臥位二重造影の取り組み

大垣　善弘（JCHOうつのみや病院　放射線部）

 
O-291 当院のX線 TV装置における精度管理

中村　洋介（JCHO三島総合病院　放射線科）

 
O-292 一般撮影用 FPDの画質に関する物理的評価について

伊藤　鉄平（JCHO星ヶ丘医療センター　診療放射線部）

 
O-293 One shot DR 長尺システムの使用経験

肥田　豊成（JCHO大阪病院　放射線室）

 
O-294 マンモグラフィトモシンセシスによる撮影モードの検討

有吉　真弓（JCHO九州病院　画像診断センター）

 
11月2日（土） 10：40～11：30 第9会場

 

医療技術⑥
 

座長：小澤　俊総（JCHO山梨病院　院長）
 
O-295 CT 検査で偶然発見される脊椎圧迫骨折の検討

木村　智茂（JCHO札幌北辰病院　放射線部）

 
O-296 冠動脈CTにおけるバンディングアーチファクト部分に対する評価の試み

井上　園香（JCHO札幌北辰病院）

 
O-297 CT 造影検査においての造影剤漏れ低減への取り組み
 ～新装置導入と同時に検査フローを見直して～

池井　れいか（JCHO横浜中央病院　放射線科）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-283-288.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-289-294.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-295-300.pdf
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O-298 先天性心疾患の心臓CTにおける台形クロス注入法の有用性
小倉　修（JCHO中京病院　放射線部）

 
O-299 撮影補助具が不要な手関節側面撮影「True view」法について

大西　誠一（JCHO玉造病院　放射線室）

 
O-300 Vascular Access Device を用いた造影CTの基礎的検討

田中　孝（JCHO四日市羽津医療センター）

 
11月2日（土） 11：30～12：10 第9会場

 

医療技術⑦
 

座長：河野　幸裕（JCHO若狭高浜病院　院長）
 
O-301 放射性内用療法塩化ラジウム223Ra製剤の導入と運用

小林　靖雄（JCHO埼玉メディカルセンター　放射線技術部）

 
O-302 前立腺癌に対する強度変調放射線治療の治療計画に用いるMRI 画像の歪みの検討

濱川　和大（JCHO大阪病院　放射線室）

 
O-303 頭部領域における IGRT手法が照射精度に及ぼす影響

橋口　修卓（JCHO諫早総合病院　放射線部）

 
O-304 手術支援としての当院における肝臓切除術前シミュレーション画像について

村田　勇一郎（JCHO下関医療センター　診療放射線部）

 
O-305 当院における注腸検査の指導方法

星　一平（JCHO相模野病院　放射線部）

 
11月2日（土） 13：30～14：30 第9会場

 

医療技術⑧
 

座長：町田　道則（JCHO東京蒲田医療センター　診療放射線技師長）
 
O-306 EOB造影MRI 検査における肝機能および肝硬度の評価法の検討

町村　華花（JCHO北海道病院　放射線部）

 
O-307 Phase Contrast MRI を用いた小児肺血流比算出の検討

日野　祥悟（JCHO九州病院　画像診断センター）

 
O-308 冠動脈MRAの冠動脈疾患に対する診断精度の有用性の検討

永井　剛（JCHO横浜中央病院　放射線科）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-295-300.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-301-305.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-306-312.pdf
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O-309 当院における拡散強調画像の歪みに対する取り組み
石原　正仁（JCHO大和郡山病院　放射線科）

 
O-310 白髪染めおよび白髪隠しファンデーションがMR画像に及ぼす影響

星　由紀子（JCHO仙台病院　放射線部）

 
O-311 円背患者の頭部専用コイル使用不可時における一工夫

飯田　真衣（JCHO大和郡山病院　放射線科）

 
O-312 当院における閉所恐怖症患者へのMRI 検査対応

岩坪　高雄（JCHO熊本総合病院　放射線技術部）

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_O-306-312.pdf

