
第74回国立病院総合医学会　ベストポスター賞一覧

セッション名 テーマ 演題番号 演題名 姓 名 所属機関名

ポスター1 病院運営・管理1　働き方改革 P-001 ストレス軽減！？小さな働き方改革 海部 香帆 NHO　岡山医療センター　事務部企画課

ポスター1 病院運営・管理1　働き方改革 P-002 事務当直の廃止に向けた体制 中村 麻希 NHO　大阪南医療センター　事務部

ポスター1 病院運営・管理1　働き方改革 P-003 ICカードによる入退室管理システムの導入 工藤 みき NHO　仙台医療センター　事務部管理課

ポスター1 病院運営・管理1　働き方改革 P-005 給与支給にかかる業務効率化に向けた取組について 窪田 真莉絵 NHO　熊本医療センター　事務部

ポスター2 病院運営・管理2　診療報酬 P-006 新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ体制構築 越智 祥江 NHO　大阪南医療センター　企画課

ポスター3 病院運営・管理3　費用削減 P-010 職員宿舎の入居率向上への取り組みについて 下畑 泰希 NHO　呉医療センター　事務部管理課

ポスター4 病院経営・DPC P-014 入院患者確保への取り組み～入院期間B丁度のクリニカルパス作成～ 赤木 涼太郎 NHO　呉医療センター　経営企画室

ポスター4 病院経営・DPC P-016 全国での立ち位置からみる外部委託検査価格交渉 神尾 晴奈 NHO　呉医療センター　企画課　契約係

ポスター5 医療安全1　転倒・転落 P-020 転倒転落のリスク評価における看護師の直感についての考察～慢性期疾患の急性期治療を目的に入院した患者の看護を通して～ 築城 里依 NHO　福岡東医療センター　循環器内科

ポスター5 医療安全1　転倒・転落 P-022 転倒・転落が発生した患者における薬剤の影響を検討する後ろ向き症例集積研究 佐藤 めぐみ NHO　水戸医療センター　薬剤部

ポスター6 医療安全2　薬剤関連 P-032 検査・手術入院時の休薬忘れを防ぐための取り組み～“止めていただきたいお薬について”用紙を導入して～ 村山 由紀 NHO　村山医療センター　医療安全管理室

ポスター7 医療安全3　多職種の取組み P-038 脳神経内科医師を中心とした『転倒・転落、骨折予防チーム』発足に至った過程を振り返る 水島 和江 NHO　新潟病院　医療安全管理室

ポスター7 医療安全3　多職種の取組み P-043 多職種協働で取り組む医療安全活動の効果 山田 多加 NHO　近畿中央呼吸器センター　医療安全管理室

ポスター8 医療安全4　医療安全研修・カンファレンス P-044 『防災関係オリエンテーション用ＤＶＤ』を作成して～あきた病院におけるオリエンテーションを通して～第３報～ 三上 正晴 NHO　あきた病院　事務部企画課

ポスター9 医療安全5　各部署の取組1 P-054 身体拘束「ゼロ」に向けたセーフティナース会の取り組み 湯上 幸子 NHO　東近江総合医療センター　手術室

ポスター9 医療安全5　各部署の取組1 P-057 がん薬物療法に関連したインシデントの分析と対策への取り組み～2019年度における化学療法運営委員会の活動から～ 牧野 佐知子 NHO　豊橋医療センター　看護部

ポスター10 医療安全6　各部署の取組2 P-059 内視鏡下手術器材の点検方法の検討 秦 祐二 NHO　関門医療センター　看護部　手術・中央材料室

ポスター10 医療安全6　各部署の取組2 P-060 当院における内視鏡洗浄の見直し 村山 佳菜 NHO　新潟病院　手術室・中央材料室

ポスター11 医療の質1　情報共有・チーム医療 P-071 がん専門病院における薬剤師外来の展望　～患者および医師へのアンケートより～ 魚井 みゆき NHO　九州がんセンター　薬剤部

ポスター12 医療の質2　医療情報・品質管理 P-077 病院給食の品質管理の追求から得られたこと 東 なつみ NHO　関門医療センター　栄養管理室

ポスター13 感染対策・ICT1 P-078 クルーズ船PCR陽性者の受け入れを経験して 安江 亜由美 NHO　長良医療センター　ICT

ポスター13 感染対策・ICT1 P-079 セーフティネット施設でのCOVID‐19患者受入れに向けた看護の取組み 長久 葵 NHO　宇多野病院　感染症科

ポスター14 感染対策・ICT2 P-088 院内全体を巻き込んだ感染対策の報告～水滴ZERO作戦第3弾　キャッチコピー総選挙～ 峰岸 三恵 NHO　大阪南医療センター　感染対策室

ポスター15 感染対策・ICT3 P-092 ICTリンクナースによる手指衛生に対する意識向上に向けた取り組み 楮本 あゆみ NHO　西埼玉中央病院　看護部

ポスター17 働き方改革1　医療・看護 P-104 ２交代勤務の急性期病棟における日勤者の勤務時間前の仕事を０にする取り組み 岡 瑞穂 国立国際医療研究センター　看護部

ポスター17 働き方改革1　医療・看護 P-107 働き方改革　～スタッフも患者もHAPPYに～ 松山 友可里 NHO　姫路医療センター　看護部

ポスター18 働き方改革2　病院運営・心理療法 P-110 休暇簿の決済手順とその改善点について 中松 真紀 NHO　南和歌山医療センター　事務部管理課

ポスター19 働き方改革3　函館病院の取り組み P-116 函館病院における働き方改革の実現に向けて2－障がい者雇用促進の取り組みとその効果－ 水澤 里美 NHO　函館病院　看護部

ポスター19 働き方改革3　函館病院の取り組み P-117 函館病院における働き方改革の実現に向けてー深夜看護師負担軽減のためのシニア雇用とその効果ー 市瀬 裕治 NHO　函館病院　看護科

ポスター20 メンタルヘルスケア P-123 マインドフルネス・ヨーガ導入の検討‐職員メンタルヘルスのためのセルフケアとして‐ 吉野 美穂子 NHO　西新潟中央病院　リハビリテーション科

ポスター20 メンタルヘルスケア P-124 神経難病患者をケアする看護師のストレスに関する文献研究 相澤 舞 NHO　新潟病院　神経内科

ポスター21 医療情報システム P-129 内線スマートフォンの活用事例について 大沢 昌二 NHO　仙台医療センター　事務部　医事経営企画室・情報管理室
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ポスター22 クリティカルパス P-131 愛媛医療センター　クリニカルパス再始動！ 小野 妙子 NHO　愛媛医療センター　看護部

ポスター23 患者サービスの向上1 P-137 重度心身障がい児（者）の呼称に対する意識調査～「ちゃん」づけ呼称を行う理由の分析～ 松尾 宏美 NHO　東佐賀病院　重症心身障害児（者）

ポスター24 患者サービスの向上2 P-138 ロボットスーツHALコーディネーターを立ち上げて 渡部 浩子 NHO　新潟病院　地域医療連携室

ポスター24 患者サービスの向上2 P-140 虐待防止プロジェクトによる不適切行為改善の取り組み 岸添 有喜子 NHO　紫香楽病院　看護部

ポスター25 地域連携システム構築の取り組み P-143 院外薬剤師との連携構築に向けたグループディスカッション形式勉強会の運用と今後の展望 糸数 瑞穂 NHO　栃木医療センター　薬剤科

ポスター26 退院支援から地域包括ケアへ P-153 継続看護に必要な看護サマリー情報の明確化　～院外施設者とA病院看護師のアンケートより～ 重藤 菜々美 NHO　小倉医療センター　看護部

ポスター27 在宅療養を支える取り組み P-160 悪性膠芽腫末期患者の在宅療養への支援―本人・家族の意思決定に沿った在宅療養への支援― 山口 栄子 NHO　舞鶴医療センター　地域医療連携

ポスター28 地域連携の新たな取り組み P-170 訪問看護ステーション「ゆきさくら」開所2年目の取り組み 熊木 綾子 NHO　新潟病院　訪問看護ステーション

ポスター29 終末期医療・緩和医療1　終末期患者における支援 P-174 緩和ケア病棟の看護師による退院支援に影響を与える因子について 川又 宏美 NHO　水戸医療センター　緩和ケア

ポスター30 終末期医療・緩和医療2　死別後のケア P-179 緩和ケア病棟で働く看護師のグリーフカード送付に対する意識調査 藤井 典代 NHO　豊橋医療センター　緩和ケア病棟

ポスター31 終末期医療・緩和医療3　担当者の心理的な辛さ P-188 一般病棟で臨終に立ち会う看護師が抱く困難感 杉浦 晴加 NHO　南和歌山医療センター　6階西病棟

ポスター32 ソーシャルワーク P-191 認知症疾患医療センターの認知症カフェからのネットワーク作りに関する報告～地域への認知症カフェの在り方へ～ 三池 徳雄 NHO　大牟田病院　神経心理室

ポスター33 栄養・NST・褥瘡　栄養管理1 P-194 外科病棟における栄養指導件数増加に向けた取り組みと課題報告 東久保 良美 NHO　関門医療センター　栄養管理室

ポスター33 栄養・NST・褥瘡　栄養管理1 P-195 当院の救命救急センターにおける早期栄養介入加算の取り組み 小原 仁 NHO　仙台医療センター　栄養管理室

ポスター34 栄養・NST・褥瘡　栄養管理2 P-201 小児肥満患者との関わり 平山 あい NHO　青森病院　栄養管理室

ポスター35 栄養・NST・褥瘡　栄養管理3 P-212 頻回なイレウスや拒食、嘔吐によって低栄養が進行した重症心身障害者に対してNST介入により改善した1例 川井 翔 NHO　さいがた医療センター　NST

ポスター36 栄養・NST・褥瘡　給食管理 P-219 補助食品の形態別リスト作成について 竹内 桂子 NHO　あきた病院　栄養管理室

ポスター37 栄養・NST・褥瘡　褥瘡管理 P-224 ステージ2以上の褥瘡発生予防に対する取り組み 成重 典子 NHO　兵庫中央病院　看護部

ポスター37 栄養・NST・褥瘡　褥瘡管理 P-228 患者体験型勉強会を取り入れた、車椅子座位時の褥瘡予防の取り組み 鳰 彩乃 NHO　東近江総合医療センター　看護部　東２病棟

ポスター38 看護技術1　認識・経験 P-234 看護師の経験年数による化学療法の副作用に関する説明内容の違い　～実際の説明を想定して～ 上野 智佳 NHO　熊本医療センター　看護部　

ポスター39 看護技術2　看護ケア方法・患者指導 P-239 安全な肥厚爪のケア方法の検討 櫻井 未恵 NHO　新潟病院　看護部

ポスター40 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他1 P-244 専門・認定看護師連絡会による院内出前研修の取り組み～こつコツ庵開店します～ 入倉 恵 NHO　神戸医療センター　看護部

ポスター41 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他2 P-253 助産観に影響を与えた重症心身障がい児者病棟での勤務経験 平岡 淳子 NHO　長良医療センター　産科・小児科

ポスター42 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他3 P-260 特定行為研修終了後の皮膚・排泄ケア認定看護師の役割活動に関する一考察 池戸 美奈 NHO　豊橋医療センター　看護部

ポスター43 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他1 P-267 倫理的感性をはぐくむ職場風土醸成への取り組み～毎週の倫理カンファレンステーマを通じてみえた看護職の意識の変化～ 島瀬 聖羅 NHO　宇多野病院　筋ジストロフィー科

ポスター44 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他2 P-273 重症心身障がい児（者）病棟での、患者の生活リズムに焦点を当てた、入浴業務システムの再構築及びスタッフの意識改革 池田 伸枝 NHO　新潟病院　看護部

ポスター44 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他2 P-277 クルーズ船乗客COVID‐19感染者を受け入れるための東海北陸グループ内病院の支援を受けた看護体制の構築 志賀 かなえ NHO　長良医療センター　看護部

ポスター45 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他3 P-285 A手術室におけるリーダーシップが発揮される取り組み～コミュニケーション強化を見える化した効果～ 上田 緑里 NHO　まつもと医療センター　看護部

ポスター46 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他4 P-288 手術室スタッフの親族がCOVID１９疑い患者に濃厚接触した場合の経験事例 林 恵 NHO　長良医療センター　手術室

ポスター47 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他5 P-299 時間外勤務の減少に向けた記録時間確保の副看護師長会での取り組み 本庄 千春 NHO　大阪刀根山医療センター　看護部

ポスター48 看護の実践・リハビリテーションの取り組み P-305 下肢筋力低下により膝折れしやすい末期肝硬変患者の移乗援助～理学療法士と連携した安全な移乗方法の統一～ 濱岸 一愛 NHO　舞鶴医療センター　B‐5病棟

ポスター49 看護倫理　身体拘束・虐待防止 P-307 B病棟における身体拘束ゼロを目指した身体拘束適正化への取り組み～スタッフの認識と拘束実施時間の変化～ 菅原 恵美 NHO　いわき病院　看護部
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ポスター50 周手術期看護 P-312 当病棟における周術期患者の口腔内状態と口腔ケアの状況との関連　第2報 福田 実菜 NHO　豊橋医療センター　看護部

ポスター50 周手術期看護 P-313 当病棟における周術期患者の口腔内の状態と口腔ケアの状況との関連　第1報 太田 翔吾 NHO　豊橋医療センター　看護部

ポスター51 せん妄予防 P-322 A病棟におけるせん妄予防ケアの一考察～文献検討から現状と課題を考える～ 小坂 季梨野 NHO　新潟病院　看護部

ポスター52 がん看護 P-332 外来における苦痛のスクリーニングから見えてきた今後の課題～苦痛を表出しながらも緩和ケアを希望しない患者のニーズへの対応～ 廣田 尚美 NHO　横浜医療センター　看護部

ポスター53 認知症看護 P-334 急性期病院における病棟デイケアの効果と今後の課題 泉谷 聖子 NHO　京都医療センター　脳神経科

ポスター54 看護1　教育研修 P-340 学校看護師医療的ケア研修会開催への取り組み 滝沢 いつ子 NHO　新潟病院　看護部

ポスター55 看護2　質の向上 P-366 てんかんの検査時に睡眠導入剤を使用する子どもの親の不安軽減の取り組み～親のニーズを踏まえたパンフレットの作成を目指して～ 原田 有理子 NHO　西新潟中央病院　小児科

ポスター56 患者指導 P-349 筋ジストロフィー患者の在宅療養に対する支援 佐竹 富美子 NHO　奈良医療センター　看護部

ポスター57 チーム医療 P-362 予後不良で退院を諦めた患者・家族への支援　　－エンパワーメント理論を用いて― 田中 万紀子 NHO　沼田病院　外科

ポスター58 看護実践　症例・事例報告 P-378 突然の人工呼吸器装着を受容できていない患者への看護師の効果的な介入 宮武 杏奈 NHO　高松医療センター　看護部

ポスター59 看護者の認識　その他 P-385 看護師のストレスに対する笑み筋体操の効果 栗田 季世子 NHO　西新潟中央病院　看護部

ポスター60 看護基礎教育1　シミュレーション・オンライン授業 P-391 COVID‐19による臨時休校下でのオンデマンド型授業への取り組み 藤尾 泰子 NHO　大阪南医療センター附属大阪南看護学校

ポスター61 看護基礎教育2　授業研究・学生の学び1 P-394 看護基礎教育における卒業前教育の検討～臨床指導者および看護管理者のアンケート調査を通して～ 山田 ひづる 国立長寿医療研究センター　看護部

ポスター61 看護基礎教育2　授業研究・学生の学び1 P-396 卒業前の看護学生の看護観の実態と看護観に影響を及ぼす要因 粟井 京子 NHO　四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校

ポスター62 看護基礎教育3　授業研究・学生の学び2 P-403 看護学生が求める主体的に学ぶ力を育成する教授方法の検討 村尾 郁子 NHO　舞鶴医療センター　看護学校

ポスター63 看護基礎教育4　授業研究・看護教員の特性 P-412 国立病院機構附属看護学校に所属する看護教員の特性と教育ニードの実態　第一報 宮下 和覧 NHO　大阪南医療センター附属大阪南看護学校

ポスター64 放射線治療　看護 P-416 当院におけるExactrac Systemの品質管理 鴨川 英治 NHO　福山医療センター　放射線科

ポスター64 放射線治療　看護 P-422 乳がんの骨転移に対する緩和照射中の多職種アプローチ～治療に対する不安や緊張の強い事例を振り返って～ 木下 奈津希 NHO　豊橋医療センター　看護部

ポスター65 放射線・画像診断1　一般・その他 P-426 長尺撮影方法の違いによる画質評価に関する基礎的検討 宮地 孝徳 NHO　豊橋医療センター　診療放射線科

ポスター65 放射線・画像診断1　一般・その他 P-427 脊髄性筋萎縮症治療薬「スピンラザ」の使用経験　～安全・確実に投与する放射線科的戦略～ 山本 展之 NHO　新潟病院　放射線科

ポスター66 放射線・画像診断2　CT P-431 Dual Energyおよび低管電圧を用いた下肢静脈造影CT検査に対する被ばく線量および画質の比較検討 大曽根 敏彰 NHO　水戸医療センター　放射線科

ポスター66 放射線・画像診断2　CT P-433 腹部動静脈と尿管の同時造影CT撮影法の検討 藤原 康人 NHO　金沢医療センター　中央放射線部

ポスター67 放射線・画像診断3　MRI P-439 悪性腫瘍に対する全身検索における造影併用Whole Body MRI fusion(WB‐MRI‐fusion)の有用性 神永 直崇 NHO　茨城東病院　放射線科

ポスター68 放射線・画像診断4　RI・画像処理 P-446 DAT ViewにおけるPhantom補正の基礎的検討 荒川 悠眞 NHO　仙台西多賀病院　放射線科

ポスター68 放射線・画像診断4　RI・画像処理 P-451 神経メラニンイメージングMRI画像における画像表示条件統一のための調整法の検討 金居 啓介 NHO　水戸医療センター　放射線科

ポスター69 放射線・画像診断5　管理・その他 P-454 放射線科読影レポートにおける未参照通知機能の効果 安倍 朱音 NHO　東近江総合医療センター　放射線科

ポスター70 薬剤・薬理・薬剤管理1　薬剤管理・医療安全 P-459 バルプロ酸製剤の後発医薬品への変更に伴う薬物治療への影響について 海老根 賢悟 NHO　宇都宮病院　薬剤部

ポスター71 薬剤・薬理・薬剤管理2　COVID‐19等感染対策・周術期薬剤管理 P-467 新型コロナウイルス診療に係る薬剤部の対応について 鶴崎 泰史 NHO　東佐賀病院　薬剤部

ポスター72 薬剤・薬理・薬剤管理3　薬物療法 P-474 持参薬の状態から予測される服薬コンプライアンスと薬物療法の関係性についての検討 青山 大樹 NHO　西新潟中央病院　薬剤部

ポスター72 薬剤・薬理・薬剤管理3　薬物療法 P-477 薬剤師外来におけるリウマチ患者への取り組み 三浦 裕美子 NHO　東京医療センター　薬剤部

ポスター73 薬剤・薬理・薬剤管理4　がん薬物療法 P-486 がん化学療法の投与ルート変更と医療経済学的検証 水津 智樹 NHO　大阪南医療センター　薬剤部

ポスター74 臨床研究 P-494 COVID‐19治療に対して、治験管理室が関与できた事例について 田淵 克則 NHO　金沢医療センター　臨床研究部
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ポスター75 臨床試験・治験1 P-503 新型コロナウイルス感染症流行における治験管理室の対応 矢田 充男 NHO　仙台医療センター　治験管理室

ポスター76 臨床試験・治験2 P-510 非盲検薬剤師が必要な治験における課題と取り組み 田邨 保之 NHO　宇多野病院　臨床研究部　治験管理室

ポスター77 臨床工学 P-513 当院の透析センターにおけるCOVID‐19対策案 村田 聡樹 NHO　関門医療センター　臨床工学技士

ポスター77 臨床工学 P-517 ME室における災害対応訓練について 石田 朋行 NHO　関門医療センター　臨床工学技士

ポスター78 臨床検査　生理検査 P-519 呼吸器疾患に特化した当院における、心エコーでの計測値と高感度TnI値との相関についての検討 小林 雅 NHO　近畿中央呼吸器センター　臨床検査科

ポスター79 臨床検査　検体検査1 P-529 CD4測定のCELLDYN Sapphireにおける測定限界と効率的な運用 伊藤 ゆめ NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター80 臨床検査　検体検査2 P-535 血液製剤廃棄率削減の取り組み 河内 亮介 NHO　三重中央医療センター　臨床検査科

ポスター81 臨床検査　検体検査3 P-538 ISO15189品質目標達成への取り組み 奥原 恵 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター82 リハビリテーション1　人材育成1 P-543 国立病院理学療法士協議会関東信越部会における人材育成計画について　第１報　実務交流研修 藤田 龍一 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

ポスター82 リハビリテーション1　人材育成1 P-544 国立病院理学療法士協議会関東信越部会における人材育成計画について　第二報　人材育成指針 朝日 達也 NHO　西埼玉中央病院　リハビリテーション科

ポスター83 リハビリテーション2　人材育成2 P-549 当科における新入職員教育システムの構築 月岡 亮 NHO　宇都宮病院　リハビリテーション科

ポスター84 リハビリテーション3　多職種・施設間連携 P-554 当院における早期リハチームでのiPadを活用した作業療法の実施～一症例を通して～ 柴山 宏明 NHO　災害医療センター　リハビリテーション科

ポスター84 リハビリテーション3　多職種・施設間連携 P-559 賀茂精神医療センター・東広島医療センターにおけるOT相互人事交流報告 野田 洋平 NHO　賀茂精神医療センター　リハビリテーション科

ポスター85 リハビリテーション4　脳卒中・心疾患 P-566 当院救命救急センター搬送患者におけるリハビリテーション介入の実態調査 石井 俊介 NHO　水戸医療センター　リハビリテーション科

ポスター86 リハビリテーション5　運動器疾患1 P-570 人工股関節全置換術における前、後方アプローチの在院日数、痛み、満足度の比較 友井 仁成 NHO　栃木医療センター　リハビリテーション科

ポスター87 リハビリテーション6　運動器疾患2 P-573 足趾変形がある易転倒患者に実施した足趾運動の静的及び動的バランスに対する効果 今山 敦司 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　リハビリテーション科

ポスター88 リハビリテーション7　神経・筋疾患1 P-583 発症後長期間経過した脊髄性筋萎縮症に導入したＨＡＬの効果 石川 翔遥 NHO　いわき病院　リハビリテーション科

ポスター89 リハビリテーション8　神経・筋疾患2 P-585 作業療法場面を利用して対人交流技能の向上を目指したデュシェンヌ型筋ジストロフィーの一例 中村 恵輔 NHO　新潟病院　リハビリテーション科

ポスター89 リハビリテーション8　神経・筋疾患2 P-587 3Dプリンタを活用した筋ジストロフィー患者に対するスプリントスイッチの作成 森口 真 NHO　新潟病院　リハビリテーション科

ポスター90 リハビリテーション9　パーキンソン病 P-595 パーキンソン病のためのテーラーメードリハビリテーション～トライアルスタディ第2報～ 高橋 寛人 NHO　あきた病院　リハビリテーション科

ポスター91 リハビリテーション10　呼吸器疾患 P-600 当院での心肺運動負荷試験について 稲村 真治 NHO　茨城東病院　リハビリテーション科

ポスター92 リハビリテーション11　小児・重症心身障害 P-606 療育指導室と連携した重症心身障害児者患者への多職種協働の模索について。 原田 久未 NHO　千葉東病院　リハビリテーション科

ポスター93 リハビリテーション12　がん P-610 周術期肺がん患者に対するリハビリテーション介入の有用性の検討 木村 匠吾 NHO　水戸医療センター　リハビリテーション科

ポスター94 リハビリテーション13　精神疾患 P-615 クロザピン専門病棟における作業療法士の役割 小林 未怜 NHO　榊原病院　作業療法

ポスター95 リハビリテーション14　言語聴覚療法 P-625 成長に伴い様々な課題を呈した発達障害の女児に対して、言語聴覚士(ST)と臨床心理士(CP)の協働による長期的な介入が奏功した一例 目黒 篤 NHO　西新潟中央病院　リハビリテーション科

ポスター97 救急治療・集中治療 P-638 COVID‐19患者の死亡を経験して～看取りが叶わなかった家族の心のケア～ 小笹 真美 NHO　横浜医療センター　救命救急センター　ICU

ポスター99 歯科・口腔・頭頸部疾患1 P-649 デンタルインプラント周囲炎による骨吸収抑制薬関連顎骨壊死：顎骨の病的骨折に至った前立腺癌骨転移の1例 秦 浩信 NHO　北海道がんセンター　歯科口腔外科

ポスター100 歯科・口腔・頭頸部疾患2 P-653 仙台医療センターにおける周術期口腔機能管理の実態について 齋藤 あいみ NHO　仙台医療センター　歯科口腔外科

ポスター100 歯科・口腔・頭頸部疾患2 P-654 全身麻酔時の歯牙保護を目的とした口腔内装置の有効性について 北山 まなみ NHO　函館病院　歯科口腔外科

ポスター100 歯科・口腔・頭頸部疾患2 P-656 当科における周術期口腔機能管理の現状と今後の展望 白石 剛士 NHO　函館病院　歯科口腔外科

ポスター101 歯科・口腔・頭頸部疾患3 P-663 歯科治療時におけるアルコ－ル関連障害群患者の自律神経解析－起立負荷時の血圧変動について－ 井上 裕之 NHO　久里浜医療センター　歯科

ポスター102 循環器疾患 P-669 高血圧患者における尿中生化学指標の長期変動性 橋爪 俊和 NHO　南和歌山医療センター　循環器科
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ポスター103 呼吸器疾患1 P-675 原因として職業性金属吸入による可能性が示唆された稀な樹枝状肺骨形成の1例 林原 賢治 NHO　茨城東病院　内科診療部呼吸器内科

ポスター104 呼吸器疾患2 P-684 ミノサイクリンの長期投与にて気管軟骨の黒色化（Blue‐Black Trachea）を来した肺腺癌の1例 大西 涼子 NHO　長良医療センター　呼吸器内科

ポスター105 呼吸器疾患3 P-689 随意的過換気により肺胞気動脈血酸素分圧較差が開大する症例の検討 川崎 竹哉 NHO　茨城東病院　呼吸器外科

ポスター106 血液疾患 P-698 無菌室に初回入室する患者が求める看護とは（第2報）～入室後の時期に応じた患者のニーズ及び経時的変化～ 渡邉 夏織 NHO　小倉医療センター　内科

ポスター112 小児・成育医療1 P-736 A病院新生児センター入院24時間における体温変動の現状把握～開放式保育器から閉鎖式保育器での入院処置への変更後の実態～ 宮原 君枝 NHO　小倉医療センター　新生児センター

ポスター112 小児・成育医療1 P-737 小児科病棟における採血時の家族同席に向けた看護介入～子どもが安心・安全に採血を受けるために～ 清水 麻里亜 NHO　高崎総合医療センター　小児科

ポスター112 小児・成育医療1 P-740 患児に対する効果的な酸素投与～固定エプロンを使用した児の酸素濃度値～ 徳村 友里恵 NHO　金沢医療センター　中5病棟

ポスター113 小児・成育医療2 P-741 多職種から求められる特定妊婦に対する助産師の役割 高嶋 八知世 NHO　金沢医療センター　看護部中４病棟

ポスター114 産科・婦人科疾患 P-749 血液中に骨髄球が見られた妊娠母体の早産率について 山本 健太郎 NHO　三重中央医療センター　臨床検査科

ポスター115 骨・運動器・リウマチ1　周術期・その他 P-756 人工膝関節置換術後に弾発膝をきたした1例 柴田 康宏 NHO　豊橋医療センター　整形外科

ポスター116 骨・運動器・リウマチ2　リウマチ P-766 関節リウマチ患者における整形外科手術後の在院日数延長に影響を及ぼす因子の検討 土江 亜季 NHO　大阪南医療センター　薬剤部

ポスター118 精神疾患1 P-777 時計判読能力に必要な認知機能とは‐Machine Learningを用いた検討 楠戸 恵介 NHO　下総精神医療センター　精神神経科

ポスター118 精神疾患1 P-780 精神科慢性期長期入院患者のグループホーム入所から見えた課題と退院支援について 金田 直樹 NHO　さいがた医療センター　看護部

ポスター119 精神疾患2 P-783 ギャンブル依存症患者における自尊感情の調査 苗田 洋生 NHO　さいがた医療センター　薬剤科

ポスター120 精神疾患3 P-792 病棟生活に生活機能訓練を組み込んだリハビリテーションアプローチ～医療観察法病棟での試み～ 鬼頭 亜希 NHO　榊原病院　作業療法

ポスター121 精神疾患4 P-796 家族が認知症者を受容するために必要なものの検討～家族教室参加者への面談を通して～ 島津 光子 NHO　鳥取医療センター　看護部認知症治療病棟

ポスター122 重症心身障害 在宅支援・日中活動1 P-802 当院の重症心身障害病棟における散歩活動及び気分転換活動の実施報告 田村 達也 NHO　渋川医療センター　療育指導室

ポスター122 重症心身障害 在宅支援・日中活動1 P-803 家族にとっての院内外レクリエーションとは～第1報：院外活動許可を得た群について～ 石川 愛 NHO　鈴鹿病院　脳神経内科部療育指導課

ポスター123 重症心身障害 在宅支援・日中活動2 P-806 長期入所者の社会参加支援（第2報）同窓会プロジェクトを立ち上げて　　～想いをつなぐために～ 興梠 直美 NHO　南京都病院　療育指導科

ポスター124 重症心身障害 在宅支援・日中活動3 P-811 重症心身障がい者とその家族に対する映像・音楽を用いたリラクゼーション効果の検証 山崎 拓朗 NHO　新潟病院　看護部

ポスター125 重症心身障害 在宅支援・日中活動4 P-820 重症心身障害病棟における児童期から成人への移行支援～重度訪問介護利用、学校生活に代わるその方らしく時間を過ごすための模索～ 野中 恵美 NHO　神奈川病院　療育指導室

ポスター125 重症心身障害 在宅支援・日中活動4 P-822 重症心身障害センターにおける個別支援計画書の実態及び課題について 榎本 拓哉 NHO　西新潟中央病院　療育指導室

ポスター126 療育活動とQOL P-829 言語的コミュニケーションが困難なアテトーゼ型脳性麻痺患者に対する職員の関わり方の違い 井上 翔太 NHO　長良医療センター　看護部

ポスター127 患者・家族支援 P-833 長期入所中で排泄行動獲得に取り組んだ学童期男児の一事例 岩間 礼子 NHO　茨城東病院　看護部12病棟

ポスター128 看護介入からの学び P-841 高次脳機能障害患者のケアに対する不快感を軽減する関わり 佐藤 光之介 NHO　米沢病院　看護部

ポスター128 看護介入からの学び P-842 重症心身障がい者の悲観的発言に対する看護 菊地 雄 NHO　米沢病院　看護部

ポスター129 身体機能に対する看護介入と多職種連携 P-849 摂食機能障害児の経口摂取獲得に向けた多職種連携 ～出生後初めて経口摂取する児へのアプローチ～ 鷲見 嘉子 NHO　長良医療センター　看護部　Ａ棟３階病棟

ポスター130 看護介入による効果 P-853 脳性麻痺患者の筋緊張への看護介入の効果　温罨法効果の検証 三村 智恵 NHO　茨城東病院　看護部

ポスター131 看護教育と看護職員の意識 P-866 気管カニューレ逸脱時に看護師が気管カニューレを再挿入できる為の体制作り‐気管カニューレ再挿入教育プログラム作成と教育実践‐ 木下 利恵 NHO　福岡東医療センター　重症心身障害者病棟

ポスター132 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　療育活動とその効果 P-870 久しぶりに外泊する患者への支援 金ケ瀬 友紀 NHO　仙台西多賀病院　筋ジストロフィー病棟

ポスター132 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　療育活動とその効果 P-871 脳神経筋難病病棟でのゲーム大会　～すごろくゲーム『青葉鉄道』を次に繋げていくために～ 乾 吉恵 NHO　大阪刀根山医療センター　療育指導室

ポスター133 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　看護・栄養介入による効果 P-874 舌苔除去方法に関する文献検討 牧野 晃一 NHO　新潟病院　神経・筋疾患病棟

5



第74回国立病院総合医学会　ベストポスター賞一覧

セッション名 テーマ 演題番号 演題名 姓 名 所属機関名

ポスター134 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　多職種のQOL向上の取り組み1 P-878 筋ジストロフィー患者における皮膚損傷の実態調査 國吉 由里子 NHO　広島西医療センター　神経筋疾患

ポスター134 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　多職種のQOL向上の取り組み1 P-883 多系統萎縮症患者の皮膚における効果的な保湿方法の検討　～市販の保湿剤とワセリンを用いたスキンテア予防～ 櫻井 美里 NHO　まつもと医療センター　脳神経内科

ポスター136 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告1 P-900 楽しかったと感じる日々の語りかけの工夫　～家族の想いに寄り添って～ 佐藤 亜希子 NHO　南岡山医療センター　脳神経内科

ポスター137 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告2 P-905 多系統萎縮症患者100例の自然歴と呼吸治療介入による影響の検討：2010年調査との比較 中村 航世 NHO　西新潟中央病院　脳神経内科

ポスター137 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告2 P-907 24時間血圧測定を用いたパーキンソン病患者における血圧変動と臨床症状の検討 五十嵐 一也 NHO　西新潟中央病院　脳神経内科

ポスター138 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告3 P-909 当院での、パーキンソン病センター化による包括的診療の取り組み 長谷川 有香 NHO　西新潟中央病院　脳神経内科

ポスター139 免疫・感染症1　エイズ・その他 P-920 内服中断の恐れがある高齢結核患者の内服指導について 佐野 智奈津 NHO　和歌山病院　看護部　2階南病棟

ポスター140 免疫・感染症2　新型コロナウイルス感染症 P-926 新型コロナウイルス感染症患者の看護に携わった看護師の心理状態 田中 裕見子 NHO　長良医療センター　看護部

ポスター140 免疫・感染症2　新型コロナウイルス感染症 P-927 クルーズ船からのコロナウイルス感染患者受け入れて　マズローの欲求５段階階説を用いて隔離生活を強いられた患者への看護を振り返る 松尾 貴子 NHO　長良医療センター　看護部

ポスター140 免疫・感染症2　新型コロナウイルス感染症 P-930 COVID‐19入院症例におけるSARS‐CoV2陰性化までの日数についての検討。 小松 輝也 NHO　長良医療センター　ICT

ポスター141 災害医療・D‐MAT・D‐PAT P-934 災害訓練から見たSTART法・トリアージタグ勉強会の成果と今後の課題 竹田 ゆかり NHO　三重中央医療センター　DMAT
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