
－74－

一般ポスター　２日目

11月2日（土） 10：25～11：00 ポスター会場
 

［臨床検査部会企画］臨床検査に必要な精度管理①
 

座長：横野　秀樹（JCHO船橋中央病院　臨床検査技師長）
 
P2-01 悪性リンパ腫における検査データを用いた骨髄浸潤の推測

荒木　康晴（JCHO南海医療センター　臨床検査課）

 
P2-02 我々が経験したweakDの一症例

飯浜　昭男（JCHO横浜中央病院　検査科）

 
P2-03 口腔液状化細胞診における口腔専用採取器具の有用性～細胞診の観点からみた比較検討～

坂本　純輝（JCHO人吉医療センター　検査部）

 
P2-04 超音波エラストグラフィが病変掌握に役だったアルコール性肝硬変の一例

旭　和男（JCHO東京蒲田医療センター　検査部）

 
P2-05 肝脂肪の減少に伴い簾状エコーが消失したアルコール性肝炎合併肝硬変の一例

角谷　三津子（JCHO東京蒲田医療センター　検査科）

 
11月2日（土） 11：05～11：35 ポスター会場

 

［臨床検査部会企画］臨床検査に必要な精度管理②
 

座長：広原　朋代（JCHO船橋中央病院　主任臨床検査技師）
 
P2-06 生化学自動分析装置日立 LABOSPECT006導入による運用効果

徳江　実咲（JCHO相模野病院　検査部）

 
P2-07 乳酸測定試薬の院内導入に向けての基礎検討

篠田　卓良（JCHO星ヶ丘医療センター　検査部）

 
P2-08 TQM活動によるアルブミン製剤一元管理への取り組み

後藤　美紀（JCHO下関医療センター　輸血部）

 
P2-09 採血検体採り直しの低減を目的としたQC活動

上原　誠記（JCHO徳山中央病院　臨床検査部）

 
11月2日（土） 11：40～12：10 ポスター会場

 

運営(病院運営他)
 

座長：髙橋喜久雄（JCHO船橋中央病院　副院長）
 
P2-10 チーム医療を通じた血糖測定コスト削減の取り組み

神田　周平（JCHO東京新宿メディカルセンター　糖尿病内分泌内科）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-01-05.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-06-09.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-10-13.pdf
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P2-11 病院幹部職員の意識改革への取組み－「経営・医療の質改善のためのグループ発表」－
加田　賢治（JCHO中京病院　管理者）

 
P2-12 外科医の働き方改革におけるタスクシフトプラン

林　英司（JCHO中京病院　外科／手術部）

 
P2-13 患者確保に向けた多職種連携での取り組み

佐藤　史（JCHO湯布院病院　地域医療部　地域連携室）

 
11月2日（土） 13：30～14：15 ポスター会場

 

［看護部会企画］働きやすい職場環境①
 

座長：市原　京子（JCHO船橋中央病院　看護部長）
 
P2-14 看護師長の看護研究への取りくみ

牧野　真美（JCHO可児とうのう病院　看護部）

 
P2-15 A 病棟看護師の就労意欲に関する調査からみえた課題

蛭田　智子（JCHO二本松病院　看護部）

 
P2-16 看護補助者の勤務継続におけるやりがい感に関係する因子

太田　早紀（JCHO高知西病院）

 
P2-17 病棟スタッフの経験学習を促進する取り組み

齋藤　雅恵（JCHO仙台病院　看護部）

 
P2-18 看護実践で活かせるストーマカンファレンスを目指して
 ～インタビューを通して問題点を明らかにする～

神田　莉穂（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
P2-19 夜勤専用ユニフォームの導入における働き方改革への取り組み
 ～職員への意識調査からみた効果～

白井　正枝（JCHO東京新宿メディカルセンター）

 
11月2日（土） 10：25～11：10 ポスター会場

 

［看護部会企画］働きやすい職場環境②
 

座長：佐藤　美樹（JCHO東京高輪病院　看護部長）
 
P2-20 外国人患者に対応する際に看護師が直面する様々な問題について

大島　ひろみ（JCHO東京高輪病院　看護部）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-10-13.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-14-19.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-20-25.pdf
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P2-21 病棟における療養介助員の活用推進に向けて～技術評価ツールの開発と運用結果について～
桐原　久代（JCHO熊本総合病院　看護部）

 
P2-22 インシデントを認識し再発防止につなげられる職場づくりの取り組み
 ～インシデントを正しく認識できるスタッフ教育～

伊藤　智恵子（JCHO仙台病院　看護部）

 
P2-23 二次救急に携わる看護師が抱える不慣れな科における困難に関する検討

中澤　直子（JCHO相模野病院　看護部）

 
P2-24 外来看護師の専門的な関わりをつくりあげていくために
 － S病院の外来看護業務量の実態調査と現状－

フェレール　かずみ（JCHO桜ヶ丘病院　看護部）

 
P2-25 褥瘡対策委員会におけるポジショニングガイドライン導入に向けての取り組み

久松　清隆（JCHO滋賀病院　リハビリテーション部）

 
11月2日（土） 11：10～12：10 ポスター会場

 

診療・検診
 

座長：鈴木　秀則（JCHO東京高輪病院　薬剤部長）
 
P2-26 血清アラニンアミノトランスアミラーゼ（ALT）の正常値について再考する

石井　耕司（JCHO東京蒲田医療センター）

 
P2-27 思春期の11年間を観察できたB型肝炎ウイルスキャリアーの一例

竹内　翔祐（JCHO東京蒲田医療センター　内科）

 
P2-28 高齢者における口腔がん治療

木下　弘幸（JCHO中京病院　口腔外科）

 
P2-29 S 状結腸がんに併発した摂食障害を呈した巨大な上顎歯肉がんの1例

高橋　悦子（JCHO東京蒲田医療センター　歯科口腔外科）

 
P2-30 当院における診断的気管支鏡の看護師の役割

吉田　智子（JCHO下関医療センター　看護部）

 
P2-31 当院における nab-Paclitaxel の使用状況の解析

長谷川　真美（JCHO神戸中央病院　薬剤部）

 
P2-32 当院におけるゾフルーザ錠の使用状況

深井　直（JCHO神戸中央病院　薬剤部）

 
P2-33 治験受託推進への取り組み

寺倉　邦代（JCHO中京病院　臨床研究支援センター）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-20-25.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-26-33.pdf
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11月2日（土） 13：30～14：05 ポスター会場
 

運営(人材育成①)
 

座長：堀口　公子（JCHO東京高輪病院　副看護部長）
 
P2-34 社会人基礎力を意識したOJTに繋がる新人集合研修の取り組み

水上　朋子（JCHO中京病院　看護部）

 
P2-35 院内 BLS受講100％をめざして

北條　加奈美（JCHO桜ヶ丘病院　看護部）

 
P2-36 チーム力アップ・看護力向上を目指した取り組み
 ～病棟看護師のモチベーションを保つためにポジティブ・マネジメントを活用して～

沖本　千夏（JCHO神戸中央病院　看護部）

 
P2-37 認定看護師同士がコラボレーションした研修の報告
 ～個別性のある看護ができるアセスメントを目指して～

丹賀澤　康子（JCHO滋賀病院　看護部）

 
P2-38 病棟看護師の認知症に対する意識の変化について考える

笹井　麻里乃（JCHO埼玉メディカルセンター）

 
11月2日（土） 10：35～11：10 ポスター会場

 

運営(人材育成②)
 

座長：青山延布子（JCHO相模野病院　看護師長）
 
P2-39 患者急変対応研修の効果～シミュレーション研修を活用して～

福崎　由香（JCHO人吉医療センター　看護部）

 
P2-40 外科看護のエキスパートを育成する仕組みづくり

永松　直子（JCHO下関医療センター　看護部）

 
P2-41 夜間救急外来における整形外科患者への看護の充実に向けた出張実践型勉強会の効果

佐藤　美代子（JCHO群馬中央病院　看護部）

 
P2-42 災害に対する意識の向上を目的としたロールプレイング式研修の設計・実施とその評価

伊藤　香菜子（JCHO四日市羽津医療センター　看護部）

 
P2-43 手術室における災害対策の取り組み

坂井　友太（JCHOりつりん病院　看護課）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-34-38.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-39-43.pdf
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11月2日（土） 11：15～12：05 ポスター会場
 

安全(医療の質の向上①)
 

座長：依田　竜也（JCHO相模野病院　副薬剤部長）
 
P2-44 全身麻酔終了後における安全な患者搬送への試み

御園生　与志（JCHO埼玉メディカルセンター　麻酔科）

 
P2-45 抗がん剤及び生物学的製剤投与時のHBVスクリーニング実施に対する薬剤師の取組み効果

脇　由香里（JCHO四日市羽津医療センター　薬剤部）

 
P2-46 透析期間が及ぼす腎性貧血に対するレボカルニチン製剤の有効性

植田　徹（JCHO大阪病院　薬剤部）

 
P2-47 トレーサビリティによる内視鏡故障軽減への取り組み

戸倉　正光（JCHO下関医療センター　臨床工学部）

 
P2-48 内視鏡スコープの一次洗浄後のATP測定と培養検査

福本　明子（JCHO滋賀病院　臨床工学部）

 
P2-49 当院における上部内視鏡スコープの清浄度の現状ATP量測定検査を導入して

大久保　志津香（JCHOさいたま北部医療センター　看護部）

 
P2-50 整形外科病棟における深部静脈血栓予防のためのフローチャート作成への取り組み

長谷川　窓（JCHO福井勝山総合病院　看護部　4病棟）

 
11月2日（土） 13：30～14：20 ポスター会場

 

安全(医療の質の向上②)
 

座長：小木曽佳子（JCHO相模野病院　看護師長）
 
P2-51 医療支援ピクトグラムを活用したADL把握～スタッフがADLを正しく理解するために～

馬場　晴菜（JCHO伊万里松浦病院　看護部）

 
P2-52 A 病院のHCUにおける環境音の実態調査　- インタビューからの結果と考察 -

高橋　夏菜（JCHO埼玉メディカルセンター）

 
P2-53 羞恥心への配慮に対する患者への満足度調査

前木場　靜保（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
P2-54 「せん妄ケアフローシート」を活用した評価と今後の課題

継枝　華野（JCHO東京蒲田医療センター　看護部）

 
P2-55 HCUにおけるせん妄ケアの向上を目指して－効果的な教育的介入のあり方を考える－

小林　あかり（JCHO可児とうのう病院　集中ケア病棟）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-44-50.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-51-57.pdf
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P2-56 行動制限を最小限にする取り組み
青木　竜太（JCHO東京山手メディカルセンター）

 
P2-57 内科病棟におけるステロイド内服患者へのパンフレット導入の効果についての考察

濱田　裕子（JCHO東京高輪病院　看護部）

 
11月2日（土） 10：35～11：25 ポスター会場

 

連携(チーム医療①)
 

座長：阪口　美穂（JCHO横浜中央病院　看護師）
 
P2-58 周産期における多職種のスタッフによる妊産婦のメンタルヘルスケア支援システムの構築
 ～産後ケアの切れ目のない支援に向けて～

早田　真由美（JCHO九州病院　4階南病棟）

 
P2-59 MRSA発生率の低下を目指した取り組み～MRSA/ 手指衛生サーベイランスを通して～

荒木　直美（JCHO天草中央総合病院　感染防止対策室）

 
P2-60 消化器外科手術症例に対する手術部位感染サーベイランス導入の取組み

三股　阿沙美（JCHO南海医療センター　看護部）

 
P2-61 手術室、病棟間の看護問題に対する認識について

今井　利恵（JCHO可児とうのう病院　手術室）

 
P2-62 看護サマリーを活用した病棟～外来間の在宅療養支援

村岡　知美（JCHO埼玉メディカルセンター　看護部）

 
P2-63 当院における排尿ケアチーム活動の初期報告と今後の課題

村田　直子（JCHO横浜保土ケ谷中央病院　看護部）

 
P2-64 円滑な情報共有やチームメンバー間での協力体制を整える為の取り組み
 ～タイムスケジュール表を活用して～

前田　ななみ（JCHO京都鞍馬口医療センター　看護部）

 
11月2日（土） 11：30～12：05 ポスター会場

 

連携(チーム医療②)
 

座長：相澤　聡一（JCHO横浜中央病院　歯科口腔外科　医長）
 
P2-65 NST対象入院患者の口腔内状態と今後の課題

小粥　照子（JCHO中京病院　歯科口腔外科/NST）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-51-57.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-58-64.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-65-69.pdf
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P2-66 JCHO横浜中央病院におけるCKD・糖尿病合併症重症化対策委員会での
 歯科医師・歯科衛生士の取り組み

三井　真実（JCHO横浜中央病院　歯科口腔外科）

 
P2-67 当院の糖尿病教育入院における運動療法指導の取り組み

清水　大地（JCHO金沢病院　リハビリテーション科）

 
P2-68 当院におけるミールラウンドの導入～結果と今後の課題～

杉本　奈那子（JCHO金沢病院　リハビリテーション科）

 
P2-69 当院の褥瘡対策チームに所属する理学療法士としての取り組み

島袋　尚紀（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） 13：30～14：20 ポスター会場

 

連携(チーム医療③)
 

座長：今野　京子（JCHO横浜中央病院　栄養管理室長）
 
P2-70 嚥下調整食の見直しによる必要栄養摂取量の充足率変化について

日比野　春美（JCHO可児とうのう病院　栄養管理室）

 
P2-71 食行動の異常がみられる患者への支援を振り返る～多職種連携を通して～

伊藤　綾恵（JCHO埼玉メディカルセンター　認知症ケアチーム）

 
P2-72 当院の心臓リハビリテーションにおける管理栄養士の取り組み

殿内　栞（JCHO滋賀病院　栄養管理室）

 
P2-73 24時間蓄尿における採尿時の精度とその背景因子の検討

守屋　淑子（JCHO仙台病院　栄養管理室）

 
P2-74 糖尿病連携手帳を用いた集団栄養食事指導の取り組み

川原　哉絵（JCHO札幌北辰病院　栄養管理室）

 
P2-75 当院における嚥下調整食への取り組みと今後の課題

鈴木　静（JCHO東京蒲田医療センター）

 
P2-76 入院患者における残食状況の検討

郡　昌輝（JCHO京都鞍馬口医療センター　栄養管理室）

 

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-65-69.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-70-76.pdf
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11月2日（土） 10：35～11：05 ポスター会場
 

連携(地域連携)
 

座長：鈴木　礼子（JCHO東京蒲田医療センター　看護師長）
 
P2-77 地域に向けた出張講座「種まきチーム」の活動報告

松尾　加代子（JCHO滋賀病院　看護部）

 
P2-78 病院看護師と在宅ケア関係者の顔の見える関係づくり～看護部退院支援委員会の活動報告～

島田　恵美（JCHO大和郡山病院　看護部）

 
P2-79 療養支援科の前方支援の活動と課題～地域包括ケアシステムの拠点病院として～

矢郷　敦子（JCHO横浜中央病院）

 
P2-80 複数施設による同一インターネット予約システムの運用は、地域医療を活性化させる！

安藤　康徳（JCHO中京病院　地域連携部）

 
11月2日（土） 11：10～12：10 ポスター会場

 

［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①
 

座長：上内　哲男（JCHO東京蒲田医療センター　リハビリテーション士長）
 
P2-81 QC活動による業務改善の取り組みとその成果

瀧　昌也（JCHO中京病院　リハビリテーションセンター）

 
P2-82 温泉プールの再開と今後の取り組み

西ノ園　龍太郎（JCHO湯布院病院　リハビリテーション科）

 
P2-83 退院時リハビリテーション指導料算定向上にむけた取組み

加藤　秀卓（JCHOさいたま北部医療センター）

 
P2-84 Guillain-Barre 症候群を契機に合併症を重複し重症化した一症例
 ～自宅退院を目指す重症患者に対するHCUから在宅までの
 シームレスなリハビリテーションの提供～

辻内　名央（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
P2-85 ポジショニングの周知方法について

吉田　徳子（JCHO天草中央総合病院附属介護老人保健施設）

 
P2-86 当院における心臓リハビリテーションの現状と課題

木下　佳子（JCHO神戸中央病院　リハビリテーション科診療部）

 
P2-87 手根管症候群に対する浅指屈筋腱切除術後のSWTの変化

内村　祐太（JCHO仙台病院　リハビリテーション部）

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-77-80.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-81-88.pdf
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P2-88 当院における人工関節全置換術後の新たな報告書作成から運用までの取り組み
岡田　紗也花（JCHO星ヶ丘医療センター）

 
11月2日（土） 13：30～14：15 ポスター会場

 

［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②
 

座長：岸田　由香（JCHO東京蒲田医療センター　主任作業療法士）
 
P2-89 青年海外協力隊に参加し、東ティモールで作業療法士として働いた2年間の活動報告

佐藤　央基（JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部）

 
P2-90 回復期リハビリテーション病棟における指導浴の取り組みについて

山本　貴美（JCHO湯布院病院　リハビリテーション科）

 
P2-91 回復期リハビリテーション病棟入院料1の算定へ向けた取り組み

池田　祐志（JCHO登別病院　リハビリテーション室）

 
P2-92 回復期リハ病棟における高齢患者離床促進への取り組み

黒田　泰介（JCHO玉造病院　リハビリテーション科）

 
P2-93 『当院における心不全患者様に対する作業療法士の取り組み』
 当院での安心・安全な日常生活動作への作業療法介入

今村　恵（JCHO滋賀病院　リハビリテーション部）

 
P2-94 当院における地域包括ケア病棟の現状と課題

森　剛正（JCHO南海医療センター　リハビリテーション科）

http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-81-88.pdf
http://www.jchs.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/5jcho_abstract_P2-89-94.pdf

