
第74回国立病院総合医学会　ベスト口演賞一覧

セッション名 テーマ 演題番号 演題名 姓 名 所属機関名

口演1 病院運営・管理 O1-2 リモートコミュニケーション手段の構築と運用について 叶谷 信治雄 NHO　西新潟中央病院　医療安全・医療情報管理部

口演2 病院経営・DPC O2-2 年末年始等の長期休暇時における患者確保策 澁澤 宏俊 NHO　渋川医療センター　事務部　企画課　経営企画室

口演3 医療安全1　各部署の取組 O3-1 電子カルテにおける薬剤アレルギーおよび禁忌チェックの検討 1　－導入と結果－ 有泉 牧人 NHO　西新潟中央病院　薬剤部

口演4 医療安全2　転倒・転落／確認方法 O4-1 チーム医療による転倒・転落防止への取り組み 萩原 俊宏 NHO　久里浜医療センター　放射線科

口演5 医療の質1　新たな試み O5-4 全職員参加型の質改善活動を目指して 手島 伸 NHO　仙台医療センター　TQM推進室

口演6 医療の質2　診療情報の管理・活用 O6-1 退院時要約の作成遅延による予定外入院への影響について 高久 加奈子 NHO　栃木医療センター　診療情報管理室

口演7 感染対策・ICT1 O7-5 COVID－19感染対策における感染管理認定看護師の役割 宮川 英和 NHO　南京都病院　看護部

口演8 感染対策・ICT2 O8-3 手指衛生の遵守率向上のための戦略～見える化とチーム対抗戦～ 谷 桜子 NHO　南岡山医療センター　看護部

口演8 感染対策・ICT2 O8-5 手指衛生回数及び遵守率が上昇した感染リンクナースの活動成果 町田 勇人 国立がん研究センター中央病院　看護部１５Ｂ病棟

口演9 医師臨床研修、その他（病院経営・DPC） O9-5 感染対策に係る診療報酬加算の病院経営に対する影響分析－リスクマネジメント― 平岡 紀代美 NHO　姫路医療センター　診療部　医療情報管理室　診療情報管理係

口演10 働き方改革 O10-3 年次休暇7日/年以上の取得を目指して取り組んだ結果 中村 典子 NHO　三重病院　内科

口演11 医療情報システム O11-2 情報系HOSPnetを中心とした院内職員間情報伝達に関する現状調査　第2報～メールチェックをしない職員に対する追加調査も併せた検討～ 角 謙介 NHO　南京都病院　呼吸器センター

口演12 クリティカルパス O12-1 DPCデータを活用し、診療情報管理士がクリティカルパス作成に関わった事例について 東野 和美 NHO　京都医療センター　企画課　経営企画係

口演13 患者満足度・医療の質の向上 O13-1 新型コロナウィルス感染予防のための面会禁止措置下における患者サービスの一環としての、テレビ電話によるお見舞いの試み 角 謙介 NHO　南京都病院　呼吸器センター

口演14 質の高い退院支援 O14-5 退院前訪問・退院後訪問で看護師に期待すること 橋口 貴美 NHO　大阪医療センター　看護部  地域医療連携室

口演15 多職種で取り組む地域連携 O15-3 家で生活したいんですわ。～行政機関と医療機関が協同した認知症初期集中支援チームによる介入事例報告～ 前田 智 NHO　やまと精神医療センター　地域医療連携室

口演16 終末期医療・緩和医療 O16-1 柏の葉料理教室と連動したレシピ検索サイト「CHEER！(チアー)」～柏から全国へ、CMSを駆使したタイムリーな情報発信～ 清水 亮吾 国立がん研究センター東病院　栄養管理室

口演17 ソーシャルワーク O17-2 当院ソーシャルワーカーが行っている医療的ケアや在宅医療のある患者家族に対する在宅移行支援と地域への働きかけ 川口 由紀子 NHO　下志津病院　地域医療連携室

口演17 ソーシャルワーク O17-4 入院予定患者が抱える心理社会的問題の構造 川口 美度理 NHO　大阪南医療センター　地域医療連携室

口演18 栄養・NST・褥瘡　チーム医療1 O18-1 アクションカードを利用したNST業務への応用 青木 まりあ NHO　三重中央医療センター　薬剤部

口演19 栄養・NST・褥瘡　チーム医療2 O19-4 栄養管理のタスク・シェアリングを効果的に行うために～ＮＳＴ活動の効率ＵＰを目指したオリジナルシートの活用報告～ 原田 瑞紀 NHO　福岡東医療センター　栄養管理室

口演20 栄養・NST・褥瘡　栄養管理 O20-1 カルニチン配合の流動食「ディムス」による血清カルニチン値改善およびその生理的意義の検討 浅井 慎悟 NHO　東尾張病院　栄養管理室

口演21 看護技術　看護記録 O21-4 精神科退院調整スクリーニングシート導入後の退院支援に関する看護実践の変化　～スクリーニングシート導入前後の看護記録を比較して 小林 久美枝 NHO　久里浜医療センター　看護部

口演22 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他1 O22-4 計画的なOJTの実施による教育委員の学び 一宮 絵美 NHO　九州がんセンター　看護部

口演23 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他2 O23-2 認定看護師、呼吸療法認定士による急変対応シミュレーション研修の実施と評価、今後の展望 西田 憲二 NHO　南京都病院　看護部

口演24 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他 O24-4 『副看護師長業務マニュアル』の見直し～看護管理能力の向上を目指して～ 橋本 敦美 NHO　東佐賀病院　重度心身障害児者科

口演25 手術室看護・教育 O25-2 アブレーションにおける患者の不安軽減のための取り組み～動画によるオリエンテーションの効果～ 小浪 奈菜 NHO　金沢医療センター　循環器内科

口演26 終末期看護 O26-3 終末期肺がん患者に対する在宅療養支援～患者家族の意思決定支援を通して～ 堀 圭一朗 NHO　南京都病院　脳神経内科

口演27 退院支援 O27-1 よりよい退院指導に向けて～消化器外科病棟における再入院患者の特徴を明らかにする～ 林 律子 NHO　大阪医療センター　消化器外科

口演28 看護1 O28-1 認知症高齢者で大きな声を繰り返し発するA氏に対し触れるケアを行った効果 吉田 こずえ 国立療養所菊池恵楓園　看護部

口演28 看護1 O28-7 老年期の呼吸不全患者の行動変容に関する関わり　～在宅療養にむけての指導～ 田中 葵 NHO　南京都病院　呼吸器内科

口演29 看護2 O29-2 神経難病療養介護病棟に勤務する看護師の職務満足度に関する調査 岡田 郁恵 NHO　宮崎東病院　看護部神経内科病棟
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口演30 看護教育　看護学校・実習指導 O30-1 ヒヤリハット場面における「場面の再構成」の効果 鳥井 太貴 NHO　嬉野医療センター　看護学校

口演30 看護教育　看護学校・実習指導 O30-3 看護学生3年生が1年生の「基礎看護援助論演習」に協力することの学習効果 佐伯 香織 NHO　愛媛医療センター附属看護学校

口演31 放射線治療 O31-2 体幹部定位放射線治療におけるIntra fractional setup errorの患者体位と固定具による影響の検討 渡邊 有輔 NHO　埼玉病院　放射線

口演32 放射線・画像診断1　一般・画像解析 O32-5 胸部動態撮影から肺気量分画を求める 藤田 克也 NHO　神奈川病院　診療放射線科

口演33 放射線・画像診断2　CT O33-1 感染防止対策における最適な換気時間の検討 藤田 美穂 NHO　災害医療センター　中央放射線部

口演34 放射線・画像診断3　MRI O34-1 当院における緊急MRI撮影時の運用変更 木須 康太 NHO　嬉野医療センター　放射線科

口演35 放射線・画像診断4　RI O35-3 心電図同期心筋血流SPECTにおける心拍ウィンドウ幅が左室機能評価に及ぼす影響についての検討 白坂 菜摘 NHO　嬉野医療センター　放射線科

口演36 放射線・画像診断5　線量管理 O36-3 当院における被ばく線量管理システムの実践 軍司 大栄 NHO　さいがた医療センター　放射線科

口演37 放射線・画像診断6　管理・その他 O37-1 当院における放射線防護衣の保守管理方法と、遮蔽シートの損傷による透過散乱線量の増加について 村上 一路 NHO　茨城東病院　放射線科

口演38 薬剤・薬理・薬剤管理1　教育・調剤・薬剤管理 O38-1 ＮＨＯ　ＰＡＤ　教育者の評価指標の作成について 吉野 裕統 NHO　大分医療センター　薬剤部

口演39 薬剤・薬理・薬剤管理2　医薬品安全・薬薬連携 O39-1 慢性腎不全患者における経口抗微生物薬の適正投与量を目指した処方監査システムの構築 朝居 祐貴 NHO　三重中央医療センター　薬剤部

口演40 薬剤・薬理・薬剤管理3　薬物療法 O40-1 精神科を対象とした薬剤師の定期処方同席に係るアウトカムの評価 太田 貴洋 NHO　東京医療センター　薬剤部

口演41 薬剤・薬理・薬剤管理4　がん薬物療法 O41-2 当院薬剤部における抗がん剤無菌調製の時間短縮に向けての試み 井戸 彩恵子 国立国際医療研究センター国府台病院　薬剤部

口演42 臨床研究 O42-3 N1-メチルニコチンアミド（MNAM）はNAD代謝を変化させサーチュイン（Sirts）を活性化し脂肪肝を改善する 北川 敬資 NHO　九州医療センター　臨床検査部

口演44 臨床工学2 O44-5 アコニチン中毒に対するExtracorporeal membrane oxygenation：ECMO 石塚 幸太 国立国際医療研究センター病院　臨床工学科

口演45 臨床検査　生理検査 O45-3 当院における重症心身障害者の超音波検査定期検診の現況について 中村 良幸 NHO　西新潟中央病院　臨床検査科

口演46 臨床検査　検体検査1 O46-4 当検査室におけるSARS-CoV-2のリアルタイムPCRの取り組み 加藤 維斗 NHO　東京医療センター　臨床検査科

口演47 臨床検査　検体検査2 O47-4 好酸球の日内変動に関する研究 三浦 悠太郎 NHO　福岡病院　統括診療部　臨床検査科

口演48 病理診断・細胞診 O48-1 当院における病理標本作製時の医療安全に関する取り組みと今後の課題 本多 雅樹 NHO　佐賀病院　研究検査科

口演49 リハビリテーション1　救急治療・循環器治療 O49-1 高度救命救急センターで48時間以上人工呼吸器管理された重症患者の歩行獲得予後因子　―retrospective study― 吉永 龍史 NHO　長崎医療センター　リハビリテーション科

口演49 リハビリテーション1　救急治療・循環器治療 O49-3 ＨＦｒｅｃＥＦにおける左室駆出率の改善と身体機能の改善の関係 高橋 蓮 NHO　仙台医療センター　リハビリテーション科

口演49 リハビリテーション1　救急治療・循環器治療 O49-4 ＨＦｒｅｃＥＦにおける左室駆出率の改善が身体機能の改善に与える影響 松島 圭亮 NHO　仙台医療センター　リハビリテーション科

口演51 リハビリテーション3　骨・運動器疾患 O51-2 動画を用いた運動器疾患周術期の歩容評価の試み 田崎 尚孝 NHO　大阪南医療センター　リハビリテーション科

口演52 リハビリテーション4　神経・筋疾患 O52-1 球脊髄性筋委縮症におけるHAL医療用下肢タイプによる歩行練習の筋負荷と歩行改善効果に関する観察研究 岸本 和幸 NHO　新潟病院　リハビリテーション科

口演53 リハビリテーション5　運営・地域連携 O53-4 急性期病院にて胃瘻管理、吸引操作が自立して自宅退院した症例 福原 淳史 NHO　関門医療センター　リハビリテーション科

口演55 脳卒中・脳腫瘍 O55-3 横・S状静脈洞硬膜動静脈瘻により三叉神経痛を来した一例 山内 圭太 NHO　豊橋医療センター　脳神経外科

口演56 歯科・口腔・頭頸部疾患 O56-1 歯科衛生士が骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の予防と管理に関与した2症例 江戸 美奈子 NHO　北海道がんセンター　歯科口腔外科

口演58 循環器疾患1 O58-1 福山医療センター過去3年間における深部静脈血栓症、肺塞栓症、門脈血栓症の検討 梶川 隆 NHO　福山医療センター　循環器内科

口演61 呼吸器疾患1 O61-1 経過中にST合剤に耐性化を来した肺ノカルジア症の1例 加藤 達雄 NHO　長良医療センター　呼吸器内科

口演63 呼吸器疾患3 O63-1 呼吸器外科パスにおける呼吸リハビリテーションの活動報告 堂地 晋弥 NHO　和歌山病院　リハビリテーション科

口演64 呼吸器疾患4 O64-3 当院COPDセンターにおける言語聴覚士の関わり 土田 歩 NHO　旭川医療センター　リハビリテーション科

口演66 呼吸器疾患6 O66-2 ALSの睡眠呼吸障害の特徴（Pseudocentral hypopneaについて） 古賀 侑介 NHO　南京都病院　臨床検査科
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口演69 消化器、肝・胆・膵疾患2 O69-5 大腸癌の化学療法中に出現したストーマ静脈瘤破裂の1例 藤川 幸司 NHO　北海道がんセンター　消化器内科

口演71 消化器、肝・胆・膵疾患4 O71-4 画像評価および超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法による病理学的検討により保存的経過観察しえた膵リンパ上皮性嚢胞の1例 有東 緑 NHO　金沢医療センター　消化器内科

口演75 腎・泌尿器疾患 O75-2 腎代替療法選択外来における患者の思い～アンケート調査をおこなって～ 池本 典子 NHO　千葉東病院　看護部

口演76 小児・成育医療 O76-6 ゲームに執着することにより日常生活に支障を来している児への児童精神科の看護介入の実態調査 岩下 和希 NHO　天竜病院　児童精神科

口演77 骨・運動器・リウマチ1　自己免疫疾患・骨粗鬆症 O77-1 後期高齢女性入院患者にみられる骨粗鬆症に対する医療スタッフの認識と治療の現状 竹光 正和 NHO　村山医療センター　整形外科

口演78 骨・運動器・リウマチ2　骨折・周術期・術後療法 O78-1 手指屈筋腱損傷術後後療法における早期自動運動療法の導入 笠原 誠介 NHO　関門医療センター　リハビリテーション科

口演79 精神疾患1 O79-1 薬物使用障害の長期予後規定因子の予測 宮腰 恵 NHO　下総精神医療センター　精神科

口演80 精神疾患2 O80-6 クロザピンの導入から管理について現状と課題の報告―地域移行をめざして― 滝澤 弘規 NHO　さいがた医療センター　精神科

口演81 精神疾患3 O81-2 認知症における時計判読能力の検討 是木 明宏 NHO　下総精神医療センター　精神科

口演82 重症心身障害1　在宅支援・日中活動 O82-1 地域のニーズに応える重症心身障害の短期入院 稲澤 淳一 NHO　西新潟中央病院　療育指導室

口演83 重症心身障害2　医療・看護 O83-1 シミュレーション教育を併用した当院重症心身障害児（者）病棟における大規模災害対策の取り組み 木下 実優 NHO　三重病院　重症心身障害児（者）病棟

口演84 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告1 O84-1 当院呼吸ケアサポートチームで対応した気胸合併神経筋疾患患者の実態調査 寄本 恵輔 国立精神・神経医療研究センター　身体リハビリテーション部

口演84 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告1 O84-2 術前足底装具使用による運動学習によって術後にスムーズな歩行獲得が得られた重度内反尖足を呈する6型コラーゲン関連筋疾患の１症例 近藤 夕騎 国立精神・神経医療研究センター　身体リハビリテーション部

口演85 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告2 O85-2 iPadでマウス操作が可能になり,活用の幅が広がった福山型先天性筋ジストロフィーの一例 花田 淳一 NHO　奈良医療センター　リハビリテーション科

口演86 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告3 O86-5 重度脳性麻痺患者の脊柱彎曲症の病因・自然経過の解明 平井 二郎 NHO　兵庫あおの病院　外科

口演87 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告4 O87-5 当科でヌシネルセンナトリウム治療を行った5番染色体関連脊髄性筋萎縮症5例の報告 高橋 俊明 NHO　仙台西多賀病院　脳神経内科

口演88 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　患者支援の取り組み O88-2 患者さんの日常生活を充実させる支援～多職種支援で患者さんが作り上げるワゴンサービス～ 八木 咲央理 NHO　箱根病院　診療部内科栄養管理室

口演89 免疫感染症　新型コロナウイルス感染症を含む O89-3 バンコマイシンとタゾバクタム・ピペラシリン配合剤併用症例10症例における急性腎障害の発症リスクについて 川上 智広 NHO　神戸医療センター　薬剤部

口演89 免疫感染症　新型コロナウイルス感染症を含む O89-7 新型コロナウイルスPCR検査のピットフォール～二度目のPCR検査で診断確定に至ったCOVID-19の一例～ 久保 徳彦 NHO　別府医療センター　総合診療科

口演90 長寿医療　考察と課題 O90-2 看護師経験年数別の術後せん妄患者に対する看護ケアの比較～模擬患者によるシミュレーション検証を行って～ 友枝 あすか NHO　福山医療センター　整形外科

口演91 災害医療・D-MAT・D-PAT1 O91-2 地震シミュレーションを通して、神経内科病棟における災害時アクションカードの有効性の検証 與田 励 NHO　大牟田病院　脳神経内科

口演92 災害医療・D-MAT・D-PAT2 O92-3 活動報告3～ダイアモンドプリンセス号からの新型コロナウイルス陽性患者を受け入れて～ 乙川 武志 NHO　千葉東病院　看護部
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