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11月1日（金） 13：25～14：15 ポスター会場
 

［臨床工学部会企画］血液浄化
 

座長：角田　貴子（JCHO二本松病院　主任臨床工学技士）
 
P1-01 全自動透析システム導入後に発生したインシデントの分析

中井　歩（JCHO東京山手メディカルセンター　臨床工学部）

 
P1-02 安全装置付穿刺針の有用性について

石本　千聖（JCHO千葉病院　腎センター）

 
P1-03 シャント管理への挑戦～シャントトラブルの予防と患者負担軽減をめざして～

河野　圭将（JCHO南海医療センター　統括診療部　透析センター）

 
P1-04 透析支援システムを活用した下肢観察記録のデジタル化

御厨　翔太（JCHO東京山手メディカルセンター　臨床工学部）

 
P1-05 材料在庫の低減に向けた取組み

安江　一修（JCHO四日市羽津医療センター　臨床工学部）

 
P1-06 透析患者様の除水量・率と虚血性心疾患の関係

二宮　亜具里（JCHO横浜中央病院　臨床工学室）

 
P1-07 CE の手術室業務への関わり～器械出し業務9年の変遷～

佐藤　結城（JCHO中京病院　SMIセンター）

 
11月1日（金） 14：20～14：50 ポスター会場

 

連携(退院調整①)
 

座長：藤根　和代（JCHO船橋中央病院　看護師長）
 
P1-08 入退院支援室開設でもたらされた効果と課題 - 多職種協働による支援体制の構築 -

大橋　恵（JCHO中京病院　地域連携部）

 
P1-09 円滑な入退院支援を目指して～アンケート調査から見えてきた入院前面談の現状と課題～

宮本　敦子（JCHO四日市羽津医療センター　看護部）

 
P1-10 入退院センター看護師が収集した入院時基礎情報・入退院センター記録・
 退院支援カンファレンス記録の病棟での活用状況

渡辺　文（JCHO群馬中央病院　地域医療連携センター）

 
P1-11 A 病院における介護支援専門員との連携の現状と今後の課題

宮田　友紀（JCHO中京病院　地域医療連携相談室）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-01-07.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-08-11.pdf
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11月1日（金） 14：55～15：30 ポスター会場
 

連携(退院調整②)
 

座長：長谷川和貴子（JCHO船橋中央病院　副看護師長）
 
P1-12 退院後訪問での学びを共有―思いを在宅療養に繋げる支援とは―

亀井　久美（JCHOうつのみや病院　看護部）

 
P1-13 終末期がん患者の退院調整における不安の表出と多職種の連携の必要性
 ～退院支援・退院調整の3段階のプロセスを用いて～

西田　芳美（JCHO金沢病院　看護部）

 
P1-14 人工関節置換術を受けた患者の退院支援の検討～術前家屋調査を通して～

平富　孝美（JCHO人吉医療センター　看護部）

 
P1-15 重度片麻痺と高次脳機能障害によりADL全介助レベルとなった高齢患者の家族が
 自宅退院を目指すに至るまでの脳卒中回復期病棟における多職種連携

安田　由香（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
P1-16 望む生活を実現するための退院支援

森崎　聡（JCHO滋賀病院　地域医療連携室）

 
11月1日（金） 15：35～16：25 ポスター会場

 

情報
 

座長：白尾　一定（JCHO宮崎江南病院　院長）
 
P1-17 パイロット病院としての第2期 JCHOクラウド型電子カルテ導入プロジェクト
 ～ overview ～

松尾　剛志（JCHO宮崎江南病院　管理者）

 
P1-18 看護カルテの構築から看護師教育までの取り組み

炭倉　麻紀（JCHO宮崎江南病院　看護部）

 
P1-19 電子カルテ導入に伴う検査部門システムの構築とこれからの課題

黒木　恵美（JCHO宮崎江南病院　検査部）

 
P1-20 電子カルテ導入に伴う放射線部門システムの構築とこれからの課題
 ～ RIS・PACS・レポートシステムを中心に～

坂口　裕（JCHO宮崎江南病院　統括診療部　放射線科）

 
P1-21 電子カルテ導入期の振り返りと今後の課題
 ～ネットワーク構築及びクラウド型電子カルテ導入に関して～

松元　大典（JCHO宮崎江南病院　事務部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-12-16.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-17-23.pdf
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P1-22 速度を中心としたクラウド型PACS使用経験報告
中富　崇史（JCHO佐賀中部病院　放射線部）

 
P1-23 診療録管理体制加算 I 算定に向けた取り組み

田沼　妙子（JCHO船橋中央病院　医事課　診療情報管理室）

 
11月1日（金） 13：30～14：05 ポスター会場

 

医療技術①
 

座長：小川　　豊（JCHO東京高輪病院　臨床検査技師長）
 
P1-24 当院における最新型ダヴィンチXi を用いたロボット支援下直腸手術の導入

松本　千尋（JCHO熊本総合病院　外科）

 
P1-25 オキサリプラチンによる末梢神経障害に対しデュロキセチンが奏功した2例

鈴木　将太（JCHO諫早総合病院）

 
P1-26 当院健康管理センターにおける乳がん検診の取組み　～超音波検査の立場から～

渡辺　壱美（JCHO佐賀中部病院　臨床検査科）

 
P1-27 尺側偏位を含めた手指変形に対するスプリント療法の工夫

長谷川　春香（JCHO湯河原病院　リハビリテーション科）

 
P1-28 褥瘡治癒遅延患者に対してロボティックマットレスを使用した一症例

多田　将也（JCHO福井勝山総合病院　リハビリテーション科）

 
11月1日（金） 14：10～14：40 ポスター会場

 

医療技術②
 

座長：小竹　　学（JCHO東京高輪病院　副診療放射線技師長）
 
P1-29 当院の大腸コロノグラフィー（CTC）について

渡邊　義親（JCHO山梨病院　放射線部）

 
P1-30 短期間に同一患者（の心臓）に対して行われた画像検査
 （心カテ・心エコー・RI・MRI・CCT）の紹介

近藤　義信（JCHO南海医療センター　放射線部）

 
P1-31 アキレス腱のX線撮影による急性冠症候群（ACS）患者における
 家族性高コレステロール血症（FH）の有病率調査

志水　祐太（JCHO人吉医療センター　画像診断センター）

 
P1-32 演題取り下げ

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-17-23.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-24-28.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-29-32.pdf
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11月1日（金） 14：45～15：20 ポスター会場
 

医療技術③
 

座長：髙村　晴美（JCHO東京高輪病院　栄養管理室長）
 
P1-33 当院地域包括ケア病棟における低栄養とADL改善の関連について

平山　紀子（JCHO仙台南病院　リハビリテーション科）

 
P1-34 キウイフルーツに含まれるアクチニジンの舌苔除去効果の検討

松永　千恵（JCHO人吉医療センター　歯科口腔外科）

 
P1-35 昼夜逆転の食生活をしている患者に対し、時間栄養学の概念をもとに
 栄養指導介入を行い改善が見られた事例

西澤　夏実（JCHO群馬中央病院　栄養管理室）

 
P1-36 食事介助における負担軽減を目指した食事内容の検討
 ～アンケ－ト調査によりミキサー食食事内容を改善した一症例～

荻野　由夏（JCHO三島総合病院　栄養管理室）

 
P1-37 胃切除患者における術後食および輸液の栄養投与量からみたERASの効果

斎野　容子（JCHO横浜中央病院　栄養管理室）

 
11月1日（金） 15：25～16：25 ポスター会場

 

安全(感染・褥瘡防止)
 

座長：林　　俊也（JCHO東京蒲田医療センター　看護師長）
 
P1-38 感染症専門医のいない施設における抗菌薬適正使用支援チーム（AST）活動について
 ～整形外科病棟から始めるAST活動～

鈴木　智子（JCHO東京蒲田医療センター　薬剤部）

 
P1-39 感染管理ベストプラクティスを活用した喀痰吸引手順の遵守の効果と課題

新井　那美乃（JCHO船橋中央病院　看護部）

 
P1-40 血液透析開始から止血確認までの過程におけるベッド周囲血液飛散の実態

入場　明子（JCHO札幌北辰病院　腎・透析センター）

 
P1-41 A 病棟における高齢者のドライスキンへの取り組み
 －アンケートから日常のケアの取り組みを知る－

高橋　文（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
P1-42 感染リンクスタッフによる手指衛生遵守率向上に向けての取り組み

長谷川　亜紀（JCHO滋賀病院　感染制御部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-33-37.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-38-45.pdf
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P1-43 当院における全職員対象感染対策研修の考察　～5年間の実績について～
宮前　正憲（JCHO群馬中央病院　ICT）

 
P1-44 老健における褥瘡予防のためのスキンケア習慣化への取り組み

永沼　早苗（JCHO埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設）

 
P1-45 当病棟の褥瘡予防・ケアを妨げる要因の検討と今後の課題

吉原　すみれ（JCHO京都鞍馬口医療センター　看護部）

 
11月1日（金） 13：15～14：00 ポスター会場

 

地域医療・介護(その他)
 

座長：山口　朝子（JCHO東京蒲田医療センター　副看護部長）
 
P1-46 JCHO若狭高浜病院における薬剤師による地域活動

野田　学（JCHO若狭高浜病院　薬剤部）

 
P1-47 なんかいい！！南海健康まつり～地域医療推進にむけた糖尿病チームの取り組み～

谷口　公章（JCHO南海医療センター　糖尿病チーム／薬剤部）

 
P1-48 健康寿命延長に向けた取り組み
 ～糖尿病週間の公開教室を活用したフレイルの現状把握と今後の課題抽出～

白村　聡子（JCHO可児とうのう病院　糖尿病ケアチーム／看護部）

 
P1-49 湯河原町における当院の訪問リハビリテーションの役割

高橋　義之（JCHO湯河原病院　リハビリテーション科）

 
P1-50 当院の介護予防事業に対する参加者の満足度調査と今後の課題

今　克郁（JCHO若狭高浜病院　リハビリテーション科診療部）

 
P1-51 当院の短時間通所リハビリテーションの取り組み
 ～外来リハビリテーションからの移行を通して～

松本　薫（JCHO湯河原病院　リハビリテーション科）

 
11月1日（金） 14：05～14：55 ポスター会場

 

地域包括ケア
 

座長：濱岸　信子（JCHO東京蒲田医療センター　看護部長）
 
P1-52 当院における地域包括ケア病棟開設に向けた取り組み

山本　美子（JCHO熊本総合病院　看護部）

 
P1-53 整形外科病棟から地域包括ケア病棟に転棟した患者の困惑

小林　恵美（JCHO群馬中央病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-38-45.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-46-51.pdf
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P1-54 急性期病棟と地域包括ケア病棟間での情報共有を困難にする要因分析
野村　友美（JCHO京都鞍馬口医療センター　看護部）

 
P1-55 地域包括ケア病棟における生活リハビリテーションの効果を考える

三好　恵子（JCHO大和郡山病院　看護部）

 
P1-56 当院の地域包括ケア病床におけるリハビリテーションの現状報告

田村　雅美（JCHO高知西病院　リハビリテーション科）

 
P1-57 地域包括ケア病棟における気腫合併肺線維症患者のリハビリテーションと退院支援の経験

武部　敏（JCHO滋賀病院　リハビリテーション部）

 
P1-58 当院における地域包括ケア病棟でのリハビリテーションの実施状況について

大屋　真由美（JCHO横浜中央病院　理学診療部）

 
11月1日（金） 15：00～15：35 ポスター会場

 

地域医療・介護(医療①)
 

座長：唐澤　香織（JCHO横浜中央病院　看護師長）
 
P1-59 エンゼルケアの経験が看護師の看取り看護にもたらす変化

伊藤　愛（JCHO船橋中央病院）

 
P1-60 チェックリストを用いたHCU教育計画の検討
 ～プリセプティ、プリセプター、指導者それぞれの立場から～

大谷　麻美（JCHO四日市羽津医療センター　看護部）

 
P1-61 急性期病院における院内デイケアの取り組み

中野　加代子（JCHO星ヶ丘医療センター）

 
P1-62 身体拘束最小限に向けた認知症患者への看護
 ～パーソン・センタード・ケアのVIPSを意識した関わりを通して～

池上　優衣（JCHO湯河原病院　看護部）

 
P1-63 カテーテル検査治療を受ける患者の不安の実態調査

梶原　夕貴（JCHO星ヶ丘医療センター　看護部）

 
11月1日（金） 15：40～16：30 ポスター会場

 

地域医療・介護(医療②)
 

座長：柴尾　広子（JCHO横浜中央病院　副理学療法士長）
 
P1-64 当院回復期リハビリテーション病棟における脊髄損傷者を対象とした「院外訓練」の取り組み

宮垣　さやか（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_P1-52-58.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-59-63.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-64-70.pdf
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P1-65 当院回復期リハビリテーション病棟における脊髄損傷者の特徴と傾向
小笠原　崚（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
P1-66 当院外来心臓リハビリテーション5カ月以上継続患者における終了に関する因子の検討

小野　英梨子（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
P1-67 当院におけるリハビリテーションロボットの活用方法
 ～ウェルウォークとHonda 歩行アシストの併用～

吉村　修一（JCHO湯布院病院　リハビリテーション科）

 
P1-68 右橋上部内側梗塞に装具療法を行った一症例

池田　凌佑（JCHO大阪病院　リハビリテーション室）

 
P1-69 他患者との交流により抑うつ状態が改善し、自宅退院に至った頸髄症の一例

杉中　菜子（JCHO金沢病院　リハビリテーション科）

 
P1-70 在宅人工呼吸器導入における臨床工学技士の関わり

嶋中　雅也（JCHO滋賀病院　臨床工学部）

 
11月1日（金） 13：15～13：45 ポスター会場

 

地域医療・介護(介護①)
 

座長：中村　供美（JCHO横浜中央病院　看護師長）
 
P1-71 当施設における在宅復帰強化型取得の実際
 ―J・コッターの企業変革の8段階から振り返る―

能登　智重（JCHO金沢病院附属介護老人保健施設　看護部）

 
P1-72 麻薬使用者受け入れによるスタッフの意識の変容

中田　紀子（JCHO東京城東病院附属介護老人保健施設）

 
P1-73 老健施設における看取り看護の実際と今後の課題

岡　惠子（JCHO神戸中央病院附属介護老人保健施設）

 
P1-74 自立支援に向けた看護補助者の取り組み～患者の受け持ち担当制を導入して～

前田　八重（JCHO伊万里松浦病院　看護部）

 
11月1日（金） 13：45～14：15 ポスター会場

 

地域医療・介護(介護②)
 

座長：古川恵美子（JCHO横浜中央病院　看護師長）
 
P1-75 在宅訪問栄養指導により栄養状態が改善した一例

山本　美里（JCHO若狭高浜病院　栄養管理室）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-64-70.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-71-74.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-75-78.pdf
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P1-76 強化型老健施設＋充実したリハの介入により、生活機能向上が認められた一症例
 ～症例から見えた効果と課題～

赤岡　智行（JCHO二本松病院附属介護老人保健施設）

 
P1-77 当施設デイケアにおける歩行意欲向上のための取り組み～1日平均歩行距離の推移～

宮嶋　厚歩（JCHO金沢病院附属介護老人保健施設　リハビリテーション科）

 
P1-78 地域中核病院でのCEの在宅医療への関わり～在宅人工呼吸管理セミナーの取り組み～

竹村　真也（JCHO神戸中央病院　臨床工学部）

 
11月1日（金） 14：15～14：45 ポスター会場

 

［看護部会企画］看護方式
 

座長：横井　弥生（JCHO相模野病院　看護部長）
 
P1-79 安全な血液透析提供への取り組み

斎藤　あき子（JCHOさいたま北部医療センター）

 
P1-80 外来 PNS体制の現状と今後の課題　～PNSマインドに対する実態調査～

浅尾　珠代（JCHO船橋中央病院　看護部）

 
P1-81 外来看護方式の見直しと人材育成のための取り組み

加納　由美子（JCHO横浜保土ケ谷中央病院　看護部）

 
P1-82 絶食中のアルツハイマー型認知症患者へユマニチュードを用いて
 ―BPSDの悪化予防への取り組み―

阿部　悠香（JCHO仙台南病院　看護部）

 
11月1日（金） 14：50～15：35 ポスター会場

 

安全(医療安全・医療事故調査制度)
 

座長：武藤　秀徳（JCHO相模野病院　主任診療放射線技師）
 
P1-83 ヨードホルム・水酸化カルシウムパスタ（ビタペックス）の下顎歯槽粘膜下溢出の1例

長谷川　彰則（JCHO京都鞍馬口医療センター　歯科・口腔外科）

 
P1-84 インシデント・アクシデント分析からみえてきた業務改善支援

降井　洋平（JCHO四日市羽津医療センター　医療安全管理室）

 
P1-85 恐怖心を煽ることのない医療安全教育の検討
 ―看護学生のヒヤリハット・事故報告書の分析を通して―

福森　茂樹（JCHO東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-75-78.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-79-82.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-83-88.pdf
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P1-86 自施設における医療安全の取り組み
 ～多職種によるM＆Mカンファレンスの意義と有効性～

板垣　幸子（JCHO玉造病院　医療安全管理室）

 
P1-87 病院内検体採取容器の有効期限管理 －“ちゃんと入れ替え隊”の活動－ について

越智　賢太（JCHO大阪病院　中央検査室）

 
P1-88 当院におけるX線防護衣の保守管理について　- 医療被ばく低減施設認定取得に向けて -

吉岡　良真（JCHO神戸中央病院　放射線科　診療部）

 
11月1日（金） 15：40～16：30 ポスター会場

 

［事務部会企画］費用削減・収益改善他
 

座長：菊地　　功（JCHO相模野病院　事務部長）
 
P1-89 災害対策（防災訓練）

菅野　優（JCHO東京城東病院　事務部）

 
P1-90 電気需給契約の見直しについて

内山　和也（JCHO横浜保土ケ谷中央病院　事務部　経理課）

 
P1-91 特定保健指導の実施による収益増加と今後の展開について
 ～訪問型特定保健指導の導入を中心に～

早坂　雅美（JCHO仙台南病院　健康管理センター　管理課）

 
P1-92 職員一丸となった経営改善への取り組み

宮西　宏宗（JCHO大和郡山病院　医事課）

 
P1-93 職員意識調査の実施

石橋　寛明（JCHO九州病院　事務部　総務企画課）

 
P1-94 医師の休日・夜間診療体制の働き方改革
 ～夜勤制の導入および外部医師紹介サービスの利用～

佐藤　健太（JCHO東京新宿メディカルセンター　総務企画課）

 
P1-95 演題取り下げ

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-83-88.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P1-89-95.pdf

