
第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属

O1-1 四国がんセンターにおけるホスピタルアートの展開（第２弾及び第３弾） 竹内 亘弘 NHO　四国がんセンター　事務部企画課経営企画室

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

O1-3 近隣公立・民間病院における医事情報交換会の実施で得た事 吉野 裕 NHO　千葉医療センター　事務部　企画課

O2-1 医療機器の「適正価格」と流通ルート透明性向上の取り組み 斎藤 知二 国立国際医療研究センター　総務課　調達企画室

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

O2-3 目指せ100名！放射線治療新規患者数増の試み。 西田 浩如 NHO　沖縄病院　放射線科

O2-4 重症心身障害児（者）病棟入院患者確保への取り組みについて 佐々木 祐二 NHO　東徳島医療センター　療育指導室

O2-5 一般名処方加算算定へ向けての代行処方変更入力 海老原 卓志 NHO　渋川医療センター　薬剤部

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

O3-2 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2　－今後の展望－ 千田 昌之 NHO　西新潟中央病院　薬剤部

O3-3 がん専門病院以外の施設を対象としたがん薬物療法レジメン確認項目の実態調査 太田 貴洋 国立がん研究センター東病院　薬剤部

O3-4 ISO 15189から学ぶ臨床検査室の是正処置・予防処置からのリスク軽減対応策の数値化 有江 潤子 NHO　福山医療センター　臨床検査科

O3-5 当院における看護師の人工呼吸器管理・知識の現状　－理解度調査からの考察－ 長 峻太郎 NHO　福岡病院　医療安全管理室

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

O4-2 当院における転倒・転落防止チームの取り組み～多職種共同での転倒転落防止対策とその課題～ 横瀬 崇光 NHO　東徳島医療センター　リハビリテーション科

O4-3 婦人科疾患患者における化学療法と転倒・転落の関連性 毛利 友美 NHO　九州医療センター　6西病棟

O4-4 患者誤認防止の取り組み 岩槻 篤則 NHO　西別府病院　放射線科

O4-5 「双方向確認行動」のルール定着への取り組み 本村 景子 NHO　九州がんセンター　看護部

O5-1 CVポート留置の集約化　～医療の質の向上と医療スタッフの負担の軽減を目指して～ 高野 信二 NHO　四国がんセンター　循環器内科

O5-2 リニアック品質保守と治療技師育成の取り組み 高橋 真一 NHO　埼玉病院　放射線科

O5-3 乳がん手術患者の入院前から退院後の生活を見据えた指導を実施して～アドバイスブックの効果～ 阿久澤 簡子 NHO　高崎総合医療センター　外来

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

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

O6-2 多職種による死亡診断書の精度向上　－診療情報管理士介入の効果－ 丸山 こずえ NHO　都城医療センター　医療情報管理部

O6-3
国立病院機構における医師事務作業補助業務に関する他施設との協働～グループの枠を越えた取り

組みについて～
宮本 由季 NHO　三重中央医療センター　臨床支援室

O6-4
臨床評価指標Ver.4「No.16急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率」への取り組みに

ついて
東野 和美 NHO　京都医療センター　企画課　経営企画係

O7-1 新型コロナウイルス感染症に対して、精神科を主な診療科とする当院での取り組み 河上 真人 NHO　花巻病院　副院長

O7-2 結核休止病棟を新型コロナウイルス感染症対応に転用した試み 岸田 未来 NHO　大阪刀根山医療センター　感染防止対策室

O7-3 新型フェイスシールド（スライドイン方式）の開発 高沢 彰 NHO　信州上田医療センター　整形外科

O7-4
九州医療センター歯科口腔外科における新型コロナウイルス（COVID-19）感染流行時の対応につ

いて
華房 里衣 NHO　九州医療センター　歯科口腔外科

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

O7-6 西新潟中央病院における放射線科での感染対策 熊谷 大樹 NHO　西新潟中央病院　放射線科

O7-7 COVID-19 感染症患者の家族ケアを振り返る～看取りにテレビ電話を用いて～ 都筑 悦子 NHO　渋川医療センター　感染症病棟

O8-1 セファゾリン供給停止に伴う影響について 齋藤 崇 NHO　岡山医療センター　感染症内科

O8-2 麻疹・風疹・水痘・ムンプスにおけるワクチン接種の効果について 植山 雅彦 国立療養所宮古南静園　研究検査科

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

O8-4 手指衛生向上への取り組み～病棟管理者への介入で、現場は変わる～ 塩野 彩 NHO　災害医療センター　看護部

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

O8-6 手指消毒の勉強会によるA病棟における看護師の行動の変化を明らかにする 工藤 咲織
NHO　千葉医療センター　混合病棟（呼吸器内科・呼吸器外科・循環器内科・

心臓血管外科）

口演1 病院運営・管理

口演2 病院経営・DPC

口演3 医療安全1　各部署の取組

口演7 感染対策・ICT1

口演8 感染対策・ICT2

口演4 医療安全2　転倒・転落／確認方法

口演5 医療の質1　新たな試み

口演6 医療の質2　診療情報の管理・活用

演題名 演者
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O9-1 血液培養採取時のコンタミネーション率からみる、初期臨床研修医への教育の重要性 前田 直則 NHO　東京医療センター　小児科

O9-2 巨大胃石症に対しコーラ溶解療法が有効であった1例 梶谷 健太 NHO　呉医療センター　初期臨床研修医

O9-3 MPO－ANCA陽性の強皮症患者に巨細胞性動脈炎を発症した1例 河井 真季子 NHO　呉医療センター　臨床研修部

O9-4 診療情報管理士における病院経営との関わり 藪下 千恵美 NHO　村山医療センター　統括診療部　診療情報管理室

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

O10-1 Bluetooth Low Energyタグを用いた看護補助者の運搬業務における動線把握と業務改善の検討 小田 幸司 国立がん研究センター東病院　医療情報部

O10-2
看護師長の主観的評価による看護師長業務の負担感と蓄積疲労度及び長時間労働に関する3年

間の取組み
今野 弘子 NHO　下総精神医療センター　看護部

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

O10-4 二次救急診療における診療看護師（NP）の能力の検証　－正診率と再受診率に着目して－ 森 寛泰 NHO　大阪医療センター　チーム医療推進室　大阪医療センター

O11-1 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1報 岡田 好弘 NHO　南京都病院　管理課

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

O11-3 FileMaker Proを用いた臨床検査技師と看護師間における情報共有システムの構築 日野出 勇次 NHO　鹿児島医療センター　臨床検査科

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

O12-2
人工膝関節全置換術を受けた患者への退院支援に関する研究～看護師の意識調査から見えたクリ

ニカルパスの再検討～
松山 綾香 NHO　嬉野医療センター　整形外科

O12-3 パーキンソン病患者におけるクリティカルパスにのっとったすくみ足の改善 石榑 尚仁 NHO　奈良医療センター　リハビリテーション科

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

O13-2 医療の質向上におけるPXサーベイの意義 西本 祐子 NHO　九州医療センター　小児外科・メディカルコーディネートセンター

O13-3
離島地域にあるハンセン病療養所に併設されている皮膚科外来患者の医療サービスに対する満足度

調査
狩俣 勝見 国立療養所宮古南静園　外来・治療棟

O14-1 退院支援の質の向上を目指した取り組みと今後の課題 中島 江梨子 NHO　福岡病院　地域医療連携室

O14-2
短期間で増悪と入院を繰り返すCOPD患者に対しての退院支援-入院時から退院後までを含めた介

入-
加藤 菜悠 NHO　南京都病院　看護部

O14-3 自宅で最期を過ごしたい　～在宅療養への移行を支援した事例～ 高橋 めぐみ NHO　渋川医療センター　看護部

O14-4 介護支援連携指導カンファレンスの実績と今後の課題 柴田 初美 NHO　災害医療センター　地域医療連携室

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

O14-6 A地域における病院併設の訪問看護ステーションの役割の考察 今井 友紀子 NHO　大分医療センター　看護部

O15-1 新型コロナウイルス感染症流行下での精神科外来における電話再診の取り組み 須藤 晶子 NHO　花巻病院　看護部外来

O15-2 栄養と口腔の連携から地域を衛る～地域ケア会議の症例から～ 原 徳美 NHO　西別府病院　歯科

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

O15-4 乳癌術後地域連携クリティカルパスの運用状況の分析 三好 和也 NHO　福山医療センター　乳腺・内分泌外科

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

O16-2 アドバンス・ケア・プランニングに対する職員の認識の変化～「私の心づもり」を体験学習して～ 坂本 由美 国立療養所菊池恵楓園　看護部

O16-3 デスカンファレンスに対するBセンタースタッフの意識調査～今後の看取りケアに活かすために～ 福島 知栄子 国立療養所菊池恵楓園　看護部

O16-4 デスカンファレンスの運営方法改善前後の看護師の意識変化について 武藤 千嘉 NHO　水戸医療センター　5階東病棟

O16-5 がん患者の有症状で医療者が難しいと考えること 高井 みゆき NHO　函館病院　看護部

O16-6 終末期医療における難治性腹水症患者に対するCART療法 本郷 倫章 NHO　兵庫あおの病院　臨床工学技士

O16-7
乳がんの治療方針決定に際して当院倫理サポートチームによる推定意思の検討が行われた統合失調

症の一例
向井 寛郎 NHO　北海道医療センター　精神科

口演9 医師臨床研修、その他（病院経営・DPC）

口演13 患者満足度・医療の質の向上

口演14 質の高い退院支援

口演15 多職種で取り組む地域連携

口演10 働き方改革

口演11 医療情報システム

口演12 クリティカルパス

口演16 終末期医療・緩和医療
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O17-1 結核拠点病院における退院支援と地域医療連携についての検討 志田 卓弥 NHO　東名古屋病院　地域医療連携室

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

O17-3 医療観察病棟における家族アプローチの可能性 宮坂 歩 国立精神・神経医療研究センター病院　医療連携福祉部　医療連携福祉相談室

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

O17-5 関係性の中で変容する自己決定支援の在り方を考える 八巻 孝之 NHO　宮城病院　総合診療外科

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

O18-2 抗結核薬による消化器関連症状の発現状況とNSTの関わり 東 里映 NHO　東近江総合医療センター　薬剤部

O18-3 A病棟におけるスキンテアの現状―病棟看護師の意識・ケアの変化― 伊勢谷 祐樹 NHO　函館病院　外科

O18-4 嚥下障害のある患者に嚥下体操を用いた効果 冨樫 由香 NHO　高崎総合医療センター　総合診療内科、内分泌代謝内科

O18-5 NST介入患者の口腔状態と栄養状態の関連性の検討 中村 美紗季 NHO　金沢医療センター　歯科口腔外科

O19-1 安全かつ美味しい嚥下調整食提供のための2019年度の取り組み 相川 友希 NHO　東京医療センター　栄養管理室

O19-2 急性期病院での栄養食事指導後の地域連携について～2症例の報告～ 北條 恵美 NHO　三重中央医療センター　栄養管理室

O19-3 患者サポートセンターにおける管理栄養士の入院時支援について 小川 祐介 NHO　高崎総合医療センター　栄養管理室

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

O19-5 施設間・地域連携が必要な疾患の一般病棟における栄養管理 山本 貴博 NHO　九州がんセンター　栄養管理室

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

O20-2 炭水化物に着目した約束食事箋改定の取り組み 北 和貴 NHO　福岡東医療センター　栄養管理室

O20-3
アルツハイマー型認知症（AD）患者家族に対する栄養食事指導の有用性～食物栄養素摂取およ

び食事準備にかかる負担感の評価を中心に～
加來 正之 NHO　熊本医療センター　栄養管理室

O21-1
ハンセン病療養所に勤務する熟練看護師の寝たきり状態で意志疎通が困難な認知症患者への寄り

添う技術
神田 加代子 国立療養所星塚敬愛園　看護部バラ

O21-2 腹腔鏡下直腸切除術における術中体位の検討 千野 裕二郎 NHO　信州上田医療センター　手術室

O21-3
修正早期警告スコア（MEWS）導入後の看護師の変化～危機予測から急変対応に焦点をあてて

～
岩垂 純基 NHO　まつもと医療センター　看護部　ＨＣＵ

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

O22-1
当病棟の人工呼吸器管理における看護師の不安軽減に向けた取り組み―アンケートによる意識調査

から―
落合 まこと NHO　三重病院　内科

O22-2 全職員医療安全研修を活かした部署での災害訓練から見えてきたもの 小林 里美 NHO　松江医療センター　看護部

O22-3 退院支援に対する指導を行う中でのリフレクションの有用性 緒方 綾乃 NHO　九州医療センター　7階東病棟　消化器センター（肝・胆・膵）

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

O22-5 セーフティネット医療施設における新人看護師の看護技術年間指導計画の作成 宇土 敏洋 NHO　西別府病院　神経筋難病

O23-1 地域の医療福祉関係者を対象としたエンゼルケア学習会の効果 牧内 美和 NHO　信州上田医療センター　看護部

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

O23-3
急性期病院　新卒看護師の労働環境と教育体制を考える～一般病棟と集中治療系病棟看護師の

モチベーショングラフの違いから～
丸山 和子 NHO　まつもと医療センター　看護部

O23-4 A病院における看護師の職務満足度の現状－自己効力感を高めるための支援の検討― 大津 美砂 NHO　福岡病院　看護師長研究会

O23-5 一次脳卒中センター始動　SU看護をはじめて 千葉 忍 NHO　北海道医療センター　看護部　2－3病棟

口演19 栄養・NST・褥瘡　チーム医療2

口演20 栄養・NST・褥瘡　栄養管理

口演21 看護技術　看護記録

口演17 ソーシャルワーク

口演18 栄養・NST・褥瘡　チーム医療1

口演22 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他1

口演23 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他2
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O24-1 A病院の手術件数に合わせた中央材料室業務の効率化によるコスト削減の効果 尾形 智美 NHO　千葉東病院　看護部

O24-2 精神科身体合併症急性期における抑制患者のチューブ類自己抜去に関するインシデントの要因分析 鈴木 拓也 NHO　北海道医療センター　看護部

O24-3
小児科外来における喘息患者への吸入指導技術向上の取り組み　病棟・外来共通の吸入指導チェッ

クリスト導入を通して
堤 絢子 NHO　横浜医療センター　看護部

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

O24-5
中期キャリアにある中堅看護師のキャリア発達に対する認識～育児時間取得者のインタビュー調査から

～
榊原 チハル NHO　熊本医療センター　看護師長研究会

O24-6
筋ジストロフィー病棟におけるパートナー・ナーシング・システム（ＰＮＳ）導入による患者満足度への

効果
田川 綾子 NHO　鈴鹿病院

O25-1 夜間・休日の臨時手術における災害シミュレーション効果の検証 岩城 千晴 NHO　北海道医療センター　手術室

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

O25-3 手術室新人看護師が勤務継続意思に至る心理過程 越本 菜美 NHO　呉医療センター　手術室

O25-4
手術室新人看護師における器械出しシミュレーション教育(Simulation-based Scrub Nurse

Education)の効果の検討
原 健太朗 NHO　長崎医療センター　手術センター

O25-5 BMI50を超えた高度肥満患者の腹臥位体位設定の一考察 皆川 陽子 NHO　村山医療センター　看護部

O25-6 手術療法を受けた患者が術前に抱く看護師の支援に関するニーズ 石井 亜実 NHO　鹿児島医療センター　東3階

O26-1
外来におけるがん終末期患者のギアチェンジ期の看護を消極的にしている要因～外来看護師支援に

ついての一考察～
鈴木 千春 NHO　水戸医療センター　看護部　外来診療棟

O26-2 人生の最期をどう迎えたいか～もしバナゲームを通して終焉への思いを知る～ 座喜味 しのぶ 国立療養所宮古南静園　不自由者棟

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

O26-4 血液内科ターミナル期患者との関わりについて若手看護師が抱える不安・葛藤 中村 芽依 NHO　呉医療センター　血液内科

O26-5 介護員の看取りケア学習会の取り組み～寄り添った看取りケアを行うために～ 村井 美子 国立療養所菊池恵楓園　看護部

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

O27-2 緊急入院した高齢者の家族の心理的変化～退院支援の視点から～ 高橋 朱里 NHO　千葉医療センター　救急病棟

O27-3
チューブが挿入された患者の退院指導に対するニーズを明らかにする～チューブの管理を必要とする患

者のQOL向上を目指して～
高柳 瑛梨香 NHO　高崎総合医療センター　消化器内科

O27-4 退院支援に関するカンファレンスの充実化による看護師の意識変化～シェアシートを導入して～ 高柳 里沙子 NHO　高崎総合医療センター　整形外科

O27-5 入院中に設定した患者目標を外来で評価し、行動変容を認めた２型糖尿病患者の１事例 遠藤 朋子 NHO　米子医療センター　外来

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

O28-2
認知症高齢者及び、自身で症状を訴えることが困難ながん患者の疼痛評価　－ケアにあたる看護師

が抱える困難－
宮崎 笑 NHO　北海道医療センター　呼吸器内科

O28-3 北海道胆振東部地震を経験しての透析患者の災害対策行動の実際 菅原 英恵 NHO　北海道医療センター　透析室

O28-4 A病棟看護師における癌性疼痛評価に対する意識調査 鹿野 亜希 NHO　旭川医療センター　呼吸器内科病棟

O28-5
前立腺癌密封小線源永久挿入治療後に発症する排尿困難の調査－長期間にわたる排尿困難

（尿閉）に対する排尿管理－
近江 麻理 NHO　東京医療センタ―　看護部

O28-6
外来フォロー中の腎移植レシピエントにおけるメタボリックシンドローム発症と自己管理行動との関連につ

いての検討
濱村 みどり NHO　長崎医療センター　看護部

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

O28-8 認知症ケア技法ユマニチュード導入前後の看護師の認識の変化 青野 倫弘 NHO　岡山医療センター　金川病院　3階病棟

O28-9 複数の評価スケールを用いた呼吸困難感の評価-複数の評価スケールを使用し見えてきた事- 中畠 進弥 NHO　東広島医療センター　HCU

口演25 手術室看護・教育

口演26 終末期看護

口演27 退院支援

口演24 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他

口演28 看護1

4



第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O29-1 ベッド上で過ごす慢性期脳血管障害があるB氏の看護介入 笹原 清弥 国立療養所菊池恵楓園　看護部

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

O29-3 特定行為実践システムの構築とマニュアル化を試みて～院内全体での取り組み～ 野館 陽 NHO　函館病院　外科

O29-4 神経筋難病病棟に勤務する看護師が体験した患者家族との関わりにおける実態調査 小原 美穂 NHO　徳島病院　神経内科

O29-5 にやりほっと活動に関する勉強会実施と看護師の認識の変化 本田 奈津美 国立療養所菊池恵楓園　看護部

O29-6 看護師が他医療施設でハンセン病施設であることを隠す理由-看護師の言動から考える- 大浪 のり子 国立療養所星塚敬愛園　生活支援センター

O29-7 急性期における脳梗塞患者が抱くニーズの明確化 柏田 晴香 NHO　東広島医療センター　1病棟

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

O30-2 実習指導者委員会での有効な活動支援 高橋 修二 NHO　仙台西多賀病院　看護部　脳神経内科

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

O31-1 前立腺がんIMRTの治療精度向上とランニングコスト削減への試み 池田 剛 NHO　函館病院　放射線科

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

O31-3 マルチリーフコリメータの動的位置精度定量化解析 藤田 裕司 NHO　高崎総合医療センター　放射線科

O31-4 ヘルカルIMRTにおける患者個別品質管理の許容値の再評価 常峰 将吾 NHO　姫路医療センター　放射線科

O32-1 単顆膝関節形成術(UKA)後の脛骨-インプラント接合面を撮影する新手法 佐藤 一哉 NHO　大阪医療センター　放射線科

O32-2 銅エッジとタングステンエッジによるMTFの比較 狭間 竜 NHO　大阪医療センター　放射線科

O32-3 整形領域におけるバーチャルグリッドの基礎的検討 網田 紗也加 NHO　嬉野医療センター　放射線科

O32-4 トモシンセシスによる留置後ステント評価の有用性―CT、単純X線画像との比較検討― 小栗 峻哉 国立がん研究センター中央病院　放射線技術部放射線診断技術室

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

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

O33-2 造影剤注入圧を低減した下肢動脈CTA撮影の検討 森山 浩二 NHO　熊本再春医療センター　放射線科

O33-3 当院における成人腸重積5例の検討 冨田 未侑 NHO　栃木医療センター　放射線科

O33-4 ＣＴガイド下肺生検で生じた稀な合併症２例 井川 大輝 NHO　米子医療センター　研修センター

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

O34-2 頭部MRIにおけるニューラルネットワークモデルを用いたノイズ除去手法が画像に与える影響 小山 大輔 NHO　まつもと医療センター　放射線科

O34-3 Deep Learning Reconstructionを用いたMRI画像のノイズ除去の検討 清水 史紀 NHO　栃木医療センター　放射線科

O34-4 組織型から見た乳腺超音波検査と乳房MRI検査の診断能の検討 甲斐 香織 NHO　佐賀病院　放射線科

O34-5
乳腺領域におけるDiscriminant analysis methodによるADC値低下部体積表示画像の有用性

の検討
齋藤 大嗣 NHO　北海道がんセンター　放射線診療部

O35-1 COVID-19既感染者へのPET/CT検査を経験して 齋藤 郁里 国立国際医療研究センター　放射線診療部門

O35-2 骨シンチグラフィにおけるxSPECTの収集時間の検討 西片 純基 NHO　高崎総合医療センター　放射線科

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

O35-4 18F-FDG-PET肝転移症例におけるDelayed scanの有用性について 下村 悟史 NHO　北海道がんセンター　診療放射線科

O36-1 CT検査の被ばく線量の最適化にむけた取り組み～PDCAサイクルの運用～ 森 政裕 NHO　福岡病院　放射線科

O36-2 2020年4月からの医療施行規則改正に伴うＲＩおよびＣＴ被ばく線量の事前検証 宇谷 博文 NHO　南京都病院　放射線科

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

O36-4 CT線量記録ソフトウェアの開発 寺井 篤 NHO　姫路医療センター　診療放射線科

O36-5 iPadで動作する線量記録アプリの開発 村田 潤平 NHO　北海道がんセンター　放射線科

口演31 放射線治療

口演32 放射線・画像診断1　一般・画像解析

口演33 放射線・画像診断2　CT

口演29 看護2

口演30 看護教育　看護学校・実習指導

口演34 放射線・画像診断3　MRI

口演35 放射線・画像診断4　RI

口演36 放射線・画像診断5　線量管理
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

O37-2 半導体式サーベイメータの散乱X線測定精度の検討 有吉 貴広 NHO　福岡東医療センター　放射線科

O37-3 放射線医療機器管理業務システムの機能開発－ログ解析による機能システムの評価－ 大吉 一 国立がん研究センター東病院　放射線技術部　放射線治療技術室

O37-4 放射線相談室の開設に向けて 堀川 良太 国立長寿医療研究センター　放射線診療部

O37-5 人事異動時おける放射線技師長・副技師長業務引継確認書を用いた効率的な運用の検討 井上 行男 NHO　宮崎病院　放射線科

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

O38-2 看護師に向けた勉強会の題材評価とニーズ調査について 小松崎 祥 NHO　東京医療センター　薬剤部

O38-3 添付文書を活用したメロキシカム錠の後発医薬品選定方法 中澤 一治 NHO　東埼玉病院　臨床研究部

O38-4 一般名処方加算の算定増加を目的とした処方オーダーシステムの構築とその効果 瀬戸 恵介 国立国際医療研究センター　薬剤部

O38-5 与薬業務の効率化と安全性の向上を目的とした定期内服薬のトレー払い出し方法の構築 宮前 文明 NHO　米子医療センター　薬剤部

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

O39-2 調剤過誤の特徴とモニタリング体制の構築 鳥海 真也 NHO　神奈川病院　薬剤部

O39-3 疑義照会の現状 花田 聖典 NHO　熊本医療センター　薬剤部

O39-4 院外処方せんの疑義照会における業務簡素化プロトコールの導入とその効果 菅原 茜 NHO　北海道医療センター　薬剤部

O39-5 トレーシングレポートにおける薬剤師の重要度分類による業務効率化の試み 山本 淳平 NHO　福山医療センター　薬剤部

O39-6 患者支援センターを基軸とした入退院時の情報共有に対する取り組みと課題 小原 直紘 NHO　京都医療センター　薬剤部

O39-7 院外処方せんにおける疑義照会事前同意プロトコルによる残薬調整の効果 新田 亮 NHO　大阪南医療センター　薬剤部

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

O40-2
ラモトリギン最大投与量服用中のてんかん合併妊婦においてバルプロ酸による薬物相互作用を利用し

てんかん発作を抑制できた一症例
春田 桃歩 NHO　三重中央医療センター　薬剤部

O40-3 PCSK9阻害薬投与により継続したLDL-C管理を達成できた5例の検討 山本 高範 NHO　三重中央医療センター　薬剤部

O40-4 メトヘモグロビン血症により遷延するSpO2低値を呈した症例 渡邊 真子 NHO　東広島医療センター　内分泌・代謝

O40-5
バンコマイシンにおける個別化医療推進のための職種間連携に関する検討 ～初回投与量の適正化に

向けた取り組み～
武内 偲乃 NHO　東京医療センター　薬剤部

O41-1 レジメン確認項目標準化へ向けた多施設共同前向き調査研究 植木 大介 NHO　東京病院　薬剤部

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

O41-3 外来診療における放射線内用療法への薬剤師による代行処方プロトコル導入とその効果 鈴木 秀隆 国立がん研究センター東病院　薬剤部

O41-4 肺癌治療DTX+RAM使用時のG-CSF投与に関する医療経済学的検討 鈴木 寛人 NHO　沖縄病院　薬剤部

O41-5 ダコミチニブを使用した症例への薬剤師の介入 立石 千咲 NHO　大牟田病院　薬剤部

O42-1 仙台医療センター医学雑誌の発刊方法の変更に伴う効果について 江面 正幸 NHO　仙台医療センター　仙台医療センター医学雑誌編集委員会

O42-2
呼吸変動Ｘ心拍変動の同時計測にて心肺停止事故のオンサイト予測を目指したマラソン大会AI医

務室の構築
中村 浩士 NHO　呉医療センター　総合診療科

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

O43-1 CHDF回路変更に伴う透析膜1本あたりの平均稼働時間の比較 久原 亮希 NHO　熊本医療センター　臨床工学科

O43-2 新生児用呼吸回路とMR850フロー測定について 石丸 啓太 NHO　佐賀病院　臨床工学室

O43-3 当直業務の負担軽減を目的とした業務改善の試み 成田 梨紗 国立国際医療研究センター病院　臨床工学科

O43-4 当院における輸液回路の集約活動について 白川 憲之 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　医療機器管理センター

O44-1 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に対する当院心臓カテーテル検査室の感染予防策 熊澤 拓 NHO　名古屋医療センター　臨床工学室

O44-2 Abbott社の自動閾値測定によりペースメーカ起因性頻拍が発生した１例 半田 宏樹 NHO　呉医療センター　ME管理室

O44-3 当院のPCPSにおける臨床工学技士の役割 安野 有紀 NHO　名古屋医療センター　臨床工学室

O44-4 Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)に関する安全への取組みについて 小川 竜徳 国立国際医療研究センター　臨床工学科

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37 放射線・画像診断6　管理・その他

口演38 薬剤・薬理・薬剤管理1　教育・調剤・薬剤管理

口演39 薬剤・薬理・薬剤管理2　医薬品安全・薬薬連携

口演43 臨床工学1

口演44 臨床工学2

口演40 薬剤・薬理・薬剤管理3　薬物療法

口演41 薬剤・薬理・薬剤管理4　がん薬物療法

口演42 臨床研究
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O45-1 抗がん剤治療により局所的なPost-Systolic Shorteningが出現した1症例 菅原 亜紀子 NHO　仙台医療センター　臨床検査科

O45-2 前負荷ストレス心エコーを用いた心不全患者におけるEFと心ポンプ機能の変化 半澤 秋帆 NHO　仙台医療センター　臨床検査科

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

O45-4 右心系の異常に着目した筋ジストロフィー患者における心評価 菅井 めぐ美 NHO　新潟病院　臨床検査科

O45-5 院内超音波装置の精度管理をめざして―ファントムによる初期検討― 安部 果穂 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

O45-6 クロザリル投与中に脳波異常が出現し使用中止に至った1症例 水澤 望 NHO　さいがた医療センター　臨床検査科

O45-7 脳波検査でPSDが確認されなかったCJDの１症例 前田 香織 NHO　南京都病院　臨床検査科

O45-8 随意的過換気がA-aDO2に及ぼす影響 斎藤 武文 NHO　茨城東病院　内科診療部呼吸器内科

O46-1 血液培養採取部位清拭による汚染菌検出率の減少効果 加藤 梨紗 NHO　新潟病院　臨床検査科

O46-2 当院における眼脂培養効率化に向けての検討 石澤 栞 NHO　東京医療センター　臨床検査科

O46-3 自動抗酸菌検出法TRC法および結核菌群検出法LAMP法との比較検討(第2報) 池田 哲治 NHO　大牟田病院　臨床検査科

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

O46-5 新たに開発されたQプローブ法を原理とするH.pylori 遺伝子検出試薬について 佐藤 佑哉 NHO　函館病院　臨床検査科

O46-6 MALDI-TOF-MS導入後の微生物検査の運用について 藤原 佐美 NHO　大阪医療センター　臨床検査科

O47-1
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）測定試薬「ナノピアBNP-A」の基礎的検討と試薬標準化の

必要性
田中 謙次 NHO　北海道がんセンター　臨床検査科

O47-2 免疫比濁法において偽低値に測定されたIgM-λ型M蛋白の1症例 小林 悠希 NHO　敦賀医療センター　研究検査科

O47-3 クロザピン投与により薬剤起因性無顆粒球症を呈した一例 蓮見 章太 NHO　さいがた医療センター　臨床検査科

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

O47-5 Excelによる試薬管理台帳の作成 関 竜二 NHO　村山医療センター　臨床検査科

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

O48-2 肺原発Inflammatory myofibroblastic tumorの一例 山田 寛 NHO　姫路医療センター　臨床検査科

O48-3 膵EUS-FNA cytologyにおけるLiquid based cytology（LBC）の導入 東 学 NHO　函館病院　臨床検査科

O48-4
結腸原発Mixed neuroendocrine non-neuroendocrine neoplasm (MiNEN),

amphicrine typeの一例
添田 李子 NHO　長崎医療センター　病理診断科

O48-5 プリオン病の剖検診断の重要性について　―国立精神・神経医療研究センターにおける取り組み― 梅戸 克之 NHO　信州上田医療センター　臨床検査科

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

O49-2 高齢者心不全入院例における認知症とADL低下の関連についての検討 長田 泰馬 NHO　東京医療センター　リハビリテーション科

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

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

O50-1 急性期における調節機能付き評価用長下肢装具の有効性についての検討 中井 貴大 NHO　三重中央医療センター　リハビリテーション科

O50-2 急性期脳卒中重症上肢機能障害例に対するバイオフィードバック・リハビリテーション 山原 史裕 国立循環器病研究センター　脳血管リハビリテーション科

O50-3 回復期リハビリテーション病棟における修正CI療法の紹介　-脳出血患者に対して実施した1事例- 石塚 裕大 NHO　東埼玉病院　リハビリテーション科

O50-4
仕事での失敗が障害への気づきや復職への具体的な対策につながった注意障害・前頭葉障害のある

症例
早乙女 小雪 NHO　村山医療センター　リハビリテーション科

O50-5 重度Wallenberg症候群に対して、モチベーションに焦点を当て回復期に繋げた一症例 左近 文秀 NHO　三重中央医療センター　リハビリテーション科

O51-1 当院理学療法士における骨粗鬆症への認識調査について 堀川 拓海 NHO　村山医療センター　リハビリテーション科

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

O51-3 多発骨折後の膝関節拘縮に対し、運動療法が奏功した1例 横地 雅和 NHO　三重病院　リハビリテーション科

O51-4 当院における人工膝関節置換術に対する術日介入プログラム群と術翌日介入プログラム群の検討 坂本 浩樹 NHO　熊本再春医療センター　リハビリテーション科

O51-5
人工膝関節全置換術における関節周囲多剤カクテル注射と持続硬膜外ブロック法の術後理学療法

経過の比較
田所 広太 NHO　熊本再春医療センター　リハビリテーション科

口演45 臨床検査　生理検査

口演49 リハビリテーション1　救急治療・循環器治療

口演50 リハビリテーション2　脳卒中

口演51 リハビリテーション3　骨・運動器疾患

口演46 臨床検査　検体検査1

口演47 臨床検査　検体検査2

口演48 病理診断・細胞診
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

O52-2 亜急性連合性脊髄変性症に対する理学療法の経験 高木 康仁 NHO　南京都病院　リハビリテーション科

O52-3 歩幅狭小に対して最大ステップ練習が有効であったパーキンソン病の一例 林 直輝 NHO　大阪刀根山医療センター　リハビリテーション科

O52-4 筋緊張型筋ジストロフィー症に対する意思伝達支援において　～レスパイト入院を利用した関わり～ 井本 香代美 NHO　関門医療センター　リハビリテーション科

O52-5 スケジュール表を活用し退院支援を行った筋委縮性側索硬化症症例 川原 裕治 NHO　徳島病院　リハビリテーション科

O52-6 治療者と患者視点で異なる食事動作自立の捉え方 貞方 一允 NHO　西別府病院　リハビリテーション科

O53-1 呼吸器疾患・フレイルの予防啓発活動の事例紹介 石光 雄太 NHO　山口宇部医療センター　リハビリテーション科

O53-2 早期介入を目指したリハビリ処方システムの改良と効果 山尾 なつみ NHO　紫香楽病院　リハビリテーション科

O53-3 急性期病院における廃用症候群患者へのリハビリテーション介入が日常生活動作に及ぼす要因 米澤 武人 NHO　長崎医療センター　リハビリテーション科

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

O53-5
NHOとNCの医療観察法病棟で勤務する作業療法士の職場適応のプロセス－職業的アイデンティティ

との関連から－
南 庄一郎 NHO　やまと精神医療センター　リハビリテーション科

口演54 総合内科・総合診療 O54-1 原因不明の皮下血腫の精査にて血液凝固因子13因子欠乏症が判明した若年成人男性の一例 鈴木 友輔 NHO　あわら病院　総合診療科

O55-1 救急外来から脳血栓溶解・血栓回収療法までの目標時間達成のための取り組み 鈴木 雪子 NHO　横浜医療センター　脳神経外科

O55-2 急性期血行再建術を実施したTrousseau症候群の3例 田中 聡泰 NHO　北海道医療センター　臨床研究部

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

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

O56-2 当院における開設後9年目の口腔ケア・嚥下外来 稲川 元明 NHO　高崎総合医療センター　歯科口腔外科

O56-3 当科における薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の臨床的検討 萩野 浩子 NHO　名古屋医療センター　歯科口腔外科

O56-4 気管内腔に巨大腫瘤が突出している患者の全身麻酔を，安全に管理することができた一例 松尾 李乃 NHO　埼玉病院　初期研修医

O56-5 当院重症心身障碍児（者）病棟での口腔状況実態調査 土田 佳代 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　歯科口腔外科

O56-6 エイズ診療拠点病院における歯科衛生士臨床実習による啓発効果 宇佐美 雄司 NHO　名古屋医療センター　歯科口腔外科

O57-1 肥満,短頸,頸椎変形患者に対して気管切開術を施行した1例 渡部 真 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

O57-2 水疱性類天疱瘡の治療中に日和見感染症を合併し死亡した一例 田部井 遥香 NHO　北海道医療センター　皮膚科

O57-3
当院独自のチェックシートを用いたハイリスク妊産婦の選定の実践と評価～ハイリスク妊産婦への継続

支援～
吉川 友美子 NHO　東近江総合医療センター　産婦人科

O57-4 助産師が褥婦の退院支援に必要な看護介入を行うための視点の検討 金山 梨穂 NHO　浜田医療センター　産婦人科

O57-5 乳癌治療後に発生した外陰部乳腺型腺癌の一例 田路 明彦 NHO　大阪南医療センター　産婦人科

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

O58-2 食道癌術後に再建胃管潰瘍が胸部大動脈穿孔し胸部ステントグラフト挿入術で救命できた一例 荻本 丈人 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

O58-3
浅大腿動脈に留置したVIABAHNステントグラフト血栓症に対して血栓溶解療法を施行し良好な血

流を得ることができた一例
矢島 亮太 NHO　横浜医療センター　循環器内科

O58-4 炭酸ガス造影とOUTBACKカテーテルで治療したSFA CTOの2症例 下永 貴司 NHO　呉医療センター　循環器内科

O58-5 血性心嚢液による心タンポナーデをきたした骨髄異形成症候群の急性転化の一例 山崎 由里江 NHO　東京医療センター　循環器科

O59-1 てんかん発作を契機に発症した逆たこつぼ型心筋症の一例 柏原 彩乃 NHO　呉医療センター　循環器内科

O59-2
グレイスケールIVUSで評価したLow attenuated plaqueの意味合いはACS患者と非ACS患者で

同じか？　-Distal protectionの検討から-
岡 俊治 NHO　呉医療センター　循環器内科

O59-3
循環器病予防のための美味しい減塩食”かるしおレシピ”の海外展開－ロシアの病院への導入の可能

性－
赤川 英毅 国立循環器病研究センター　かるしお事業推進室

O59-4 心不全にて入院した高齢者が自宅退院できなかった要因について 木下 孝彦 NHO　東京医療センター　リハビリテーション科

口演56 歯科・口腔・頭頸部疾患

口演57 産科・感覚器疾患、その他

口演58 循環器疾患1

口演52 リハビリテーション4　神経・筋疾患

口演53 リハビリテーション5　運営・地域連携

口演55 脳卒中・脳腫瘍

口演59 循環器疾患2

8



第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O60-1
側壁急性心筋梗塞後、亜急性期に出現したtetheringによる急性の症僧帽弁閉鎖不全症に対し僧

帽弁置換術を施行し救命した一例
松井 優子 NHO　横浜医療センター　循環器内科

O60-2 感染性膵壊死の治療戦略  インターベンション治療に難渋した1症例 上石 稜 NHO　東京医療センター　救急科

O60-3
COVID-19感染によるパンデミック下に救急搬送され、確定診断までに時間を要した感染性心内膜

炎の一例
森下 開 NHO　信州上田医療センター　循環器内科

O60-4 後期高齢者、重症頭部外傷の治療経験 谷原 茉莉子 NHO　横浜医療センター　救急科

O60-5 A病院ICUにおける、看護師スタッフの家族看護に対する意識づけのための取り組み 内山 裕斗 NHO　名古屋医療センター　救命救急センター

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

O61-2 肺癌との鑑別が困難であった肺リウマチ結節の一例 野田 直孝 NHO　大牟田病院　呼吸器科

O61-3 抗ARS抗体陽性間質性肺炎の一例 神藤 愛 NHO　佐賀病院　内科

O61-4
抗線維化薬による薬物療法と外来呼吸器リハビリテーションを長期間継続することができている超高齢

者特発性肺線維症の1例
谷本 安 NHO　南岡山医療センター　呼吸器・アレルギー内科

O62-1
甲状腺機能亢進症と副腎皮質機能低下症の同時発症により敗血症性ショックとの鑑別が困難であっ

た非小細胞肺癌の一例
野田 直孝 NHO　大牟田病院　呼吸器科

O62-2 ぺムブロリズマブとプラチナ製剤併用療法が奏効した肺多形癌の一例 岡田 義央 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

O62-3 経過中に心嚢水貯留をきたした心嚢内気管支原性腫瘍の1例 二階堂 靖訓 NHO　相模原病院　統括診療部　初期研修医

O62-4 バセドウ病の再燃時に前縦隔腫瘤を認めた1例 平野 耕一 NHO　東広島医療センター　呼吸器外科

O62-5 縦隔内迷入性甲状腺腫の1切除例 仁科 麻衣 NHO　東広島医療センター　呼吸器外科

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

O63-2 過去2年間当院でNHF(ネーザルハイフロー)を使用した患者の検討 黒田 光 NHO　旭川医療センター　呼吸器内科

O63-3 慢性呼吸不全を呈し呼吸困難感や抑うつが経年的に増悪する患者は予後不良である 坪井 知正 NHO　南京都病院　呼吸器センター　呼吸器センター

O63-4 睡眠薬高頻度内服がLTOT±長期NIV症例のHRQOLや抑うつ不安の経年的変化に及ぼす影響 坪井 知正 NHO　南京都病院　呼吸器センター

O63-5 当院におけるCOPD患者に対する体成分分析を用いた筋量評価に関する検討 野田 直孝 NHO　大牟田病院　呼吸器科

O63-6 ネーサルハイフロー併用呼吸リハビリテーションの有用性 茆原 雄一 NHO　南京都病院　呼吸器内科

O64-1 当院でのCOPD患者に対する長期的な吸入指導効果の検討 野田 直孝 NHO　大牟田病院　呼吸器科

O64-2 コントロール良好な喘息患者に対する長期的な吸入指導効果の検討 野田 直孝 NHO　大牟田病院　呼吸器科

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

O64-4 慢性呼吸不全患者における便秘の実態調査 角 謙介 NHO　南京都病院　呼吸器センター

O64-5 後鼻漏に伴う咳嗽患者における咳嗽発症からの期間と中咽頭所見についての検討 冨田 桂公 NHO　米子医療センター　呼吸器内科

O64-6 慢性呼吸器疾患患者のアドバンス・ケア・プランニングについての現状と課題 増田 優子 NHO　熊本再春医療センター　呼吸器内科

O65-1 70才以上高齢者進行非小細胞肺癌における化学療法に対する脆弱性予測に関する検討 中村 慧一 NHO　旭川医療センター　呼吸器内科

O65-2 高齢者に対する鎮静薬を使用した気管支鏡検査の有用性と安全性に関する検討 野田 直孝 NHO　大牟田病院　呼吸器科

O65-3 局所麻酔下胸腔鏡における新しい生検法-胸膜プレカット・クライオバイオプシー法の試み 水守 康之 NHO　姫路医療センター　呼吸器内科

O65-4
特発性間質性肺炎急性増悪症例の増悪時及び増悪前の肺機能障害は短期及び長期の予後を規

定する
新井 徹 NHO　近畿中央胸部疾患センター　臨床研究センター

O65-5 長期酸素療法を導入した非結核性抗酸菌の検討 阿部 聖裕 NHO　愛媛医療センター　呼吸器内科

O66-1 当院におけるN95マスクの種類別および職種別での装着状況の検討 野田 直孝 NHO　大牟田病院　呼吸器科

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

O66-3 高炭酸ガス血症の経年的悪化を自覚症状でとらえることができるのか？ 坪井 知正 NHO　南京都病院　呼吸器センター

O66-4 LTOT中のCOPD症例において血液ガスの腎性補正機能が予後に及ぼす影響 坪井 知正 NHO　南京都病院　呼吸器センター

O66-5 睡眠薬内服翌朝の身体バランスが悪化する慢性呼吸不全症例は予後不良の傾向 坪井 知正 NHO　南京都病院　呼吸器センター

口演62 呼吸器疾患2

口演63 呼吸器疾患3

口演64 呼吸器疾患4

口演60 救急治療

口演61 呼吸器疾患1

口演65 呼吸器疾患5

口演66 呼吸器疾患6
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O67-1 高カルシウム血症を合併した血管内大細胞型B細胞リンパ腫の一例 小田 華 NHO　呉医療センター　初期研修医

O67-2 食物摂取により発生した銅中毒の一例 飯澤 勇太 NHO　横浜医療センター　救急総合診療

O67-3 血糖コントロール改善をフリースタイルリブレ（FGM)で確認したインスリンボールの2例 尾畑 千代美 NHO　三重中央医療センター　看護部

O67-4 腹腔鏡下幽門側胃切除後に発症したWernicke脳症の1例 大前 敬祐 NHO　北海道医療センター　外科

O67-5 先端巨大症を背景に発症したうっ血性心不全の一例 古屋 茉優 NHO　米子医療センター　診療部

O68-1 食道表在癌に対する拡大観察による深達度診断の検討 藤田 勲生 NHO　福山医療センター　消化器内科

O68-2 早期胃癌EUSでのcT1a判定 柳井 秀雄 NHO　関門医療センター　臨床研究部

O68-3 根治切除し得た直腸癌血行性膀胱転移の1例 山家 豊 NHO　名古屋医療センター　外科

O68-4 HIV患者に発症した非外傷性脾破裂の1例 降旗 敏煕 NHO　名古屋医療センター　外科

O68-5 超高齢者に対する腹部手術症例の検討 伊藤 将一朗 NHO　名古屋医療センター　外科

O69-1
逆流性食道炎の維持療法におけるボノプラザン隔日投与の有効性に関する多施設共同ランダム化クロ

スオーバー試験(ESD von GERD試験）
加藤 元嗣 NHO　函館病院　消化器内科

O69-2 十二指腸乳頭部癌が疑われたHIV感染症合併十二指腸乳頭炎の1例 横井 彩花 NHO　名古屋医療センター　外科

O69-3 ロボット支援前立腺全摘術後に発症した漏出性胆汁性腹膜炎の1例 久野 友里恵 NHO　名古屋医療センター　外科

O69-4 治療経過で中枢神経悪性リンパ腫を合併したクローン病の一例 渡辺 優磨 NHO　金沢医療センター　消化器内科

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

O70-1 胃癌に対する免疫チェックポイント阻害剤後サルベージ化学療法における反応の改善 佐川 保 NHO　北海道がんセンター　消化器内科

O70-2 ニボルマブ療法によって免疫関連有害事象を伴いながら完全奏効が得られた再発胃癌の１例 田嶋 久子 NHO　名古屋医療センター　外科」

O70-3
FLOT（Fluorouracil plus leucovorin,oxaliplatin,and docetaxel）療法により根治切除し得

た切除不能進行胃癌の一例
羽田 拓史 NHO　名古屋医療センター　外科

O70-4 mFOLFOX6+Panitumumab療法を術前治療に用いpCRを得た，局所進行直腸癌の１例 宇田 裕聡 NHO　名古屋医療センター　外科

O70-5 膵癌に対する手術と術後補助化学療法の治療戦略における術後早期再発の予測因子 末永 雅也 NHO　名古屋医療センター　外科

O70-6 気管支原発の進行期MALTリンパ腫に対し、ベンダムスチン+リツキシマブ併用療法を施行した一例 村上 智 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

O71-1 腹腔内Ancient Schwannomaの一例 池村 京之介 NHO　相模原病院　外科

O71-2 大網原発高分化型脂肪肉腫の1例 鈴木 菫 NHO　名古屋医療センター　外科

O71-3 呼吸苦を主訴に診断された石灰化を伴う巨大脾腫瘍の1例 岩間 有香 NHO　名古屋医療センター　外科

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

O71-5 早期診断によりR0手術が可能であった無症候性退形成膵癌の1例 加藤 貴光 NHO　福山医療センター　外科

O71-6 急性虫垂炎手術後に虫垂癌と診断を得た1例 吉近 諒 NHO　福山医療センター　外科

O72-1 呼吸状態と各種QOL指標を含めた便秘に関する様々なパラメータの関係性についての検討 角 謙介 NHO　南京都病院　呼吸器センター

O72-2 慢性呼吸不全患者における便秘の実態と各種QOL指標の関係性についての検討 角 謙介 NHO　南京都病院　呼吸器センター

O72-3 機能性便秘に対する腹部超音波検査の検討 加藤 元嗣 NHO　函館病院　消化器内科

O72-4 ダブルバルーン小腸内視鏡で観察し得た異所性胃粘膜の潰瘍瘢痕狭窄による小腸閉塞の１例 小柳 貴史 NHO　佐賀病院　内科

O72-5 頻回に人工肛門拡張術を施行した虚血性大腸炎の1例 北川 雄一 国立長寿医療研究センター　消化器外科

O72-6 当院における肛門疾患手術の検討 池田 政宣 NHO　柳井医療センター　外科

O73-1
腹腔鏡下結腸切除術後に発生した5mmポートサイトヘルニアに対して，腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア

修復術を施行した1例
木部 栞奈 NHO　名古屋医療センター　外科

O73-2 腹腔鏡補助下に治療し得た胆石イレウスの1例 高橋 伸平 NHO　名古屋医療センター　外科

O73-3 胃手術後の筋強直性ジストロフィー患者で挙上空腸に経皮内視鏡的空腸瘻を造設し得た1例 中島 高広 NHO　兵庫中央病院　消化器外科

口演68 消化器、肝・胆・膵疾患1

口演69 消化器、肝・胆・膵疾患2

口演70 消化器、肝・胆・膵疾患3

口演67 内分泌・代謝

口演71 消化器、肝・胆・膵疾患4

口演72 消化器、肝・胆・膵疾患5

口演73 消化器、肝・胆・膵疾患6
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O74-1 当院における切除不能肝細胞癌に対するLenbatinib投与状況の検討 島田 俊宏 NHO　東広島医療センター　初期研修医

O74-2 結腸癌術後の肝腫瘍に対して肝部分切除術を施行した腎不全患者2例の検討 梶原 遼太郎 NHO　東広島医療センター　消化器・乳腺外科

O74-3
糖尿病に合併する肝癌高リスク症例の抽出とサーベイランス ～糖尿病診療医との連携を目的としたア

ンケート調査～
横浜 吏郎 NHO　旭川医療センター　臨床研究部

O74-4 肝硬変に伴うこむら返りの検討　～肝予備能と栄養状態に注目して～ 島田 昌明 NHO　名古屋医療センター　消化器内科

O74-5 肝臓病患者に対する管理栄養士の取り組みについて 山田 愛梨 NHO　東京医療センター　栄養管理室

O74-6 COVID-19拡大にみられる二次健康被害について 菊池 真大 NHO　東京医療センター　消化器内科

O75-1 泌尿器科手術の周術期に血液透析を施行した症例の検討 水沢 弘哉 NHO　信州上田医療センター　泌尿器科

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

O75-3 尿細管間質性腎炎を合併した腎細胞癌に対してニボルマブ投与中に腎機能障害を呈した一例 小浦 洋和 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

O75-4 短腸症候群による低マグネシウム血症に伴う低カルシウム血症の一例 荒倉 由佳 NHO　横浜医療センター　腎臓内科

O75-5 左腎摘出術後に発症した難治性乳糜漏を集学的治療により治癒した1例 井上 國彰 NHO　大阪南医療センター　泌尿器科

O75-6 大量胸水を伴うネフローゼ症候群を初発症状とし，診断に難渋したALアミロイドーシスの1例 片岡 慶 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

O76-1 食物経口負荷試験を実施した特異的IgE低値例における安全性の検討 吉田 敬伸 NHO　熊本医療センター　小児科

O76-2
経口負荷試験を行った小児鶏卵アレルギー患者の約7年後のアウトカム：新しい予後予測因子につい

て
浜田 佳奈 NHO　三重病院　アレルギー科

O76-3 当科における下気道感染症入院例の10年間の後方視的・疫学的検討 矢内 貴憲 NHO　横浜医療センター　小児科

O76-4 Clostridium difficile 腸炎に続発した反応性関節炎の男児例 越智 元春 NHO　岡山医療センター　小児科

O76-5 発症前診断を行った網膜芽細胞腫の遺伝リスクを有する同胞例 服部 浩佳 NHO　名古屋医療センター　遺伝診療科

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

O76-7
手術を受ける子どもの家族の思いに対するそれぞれの場面での看護の認識―A病院小児病棟看護師

へのアンケートを通して―
佐久間 彩乃 NHO　岡山医療センター　小児病棟

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

O77-2 シェーグレン症候群による運動神経障害に対しIVIGを投与した一例 梶山 くるみ NHO　横浜医療センター　膠原病リウマチ内科

O77-3
先発医薬品から後発医薬品へ変更したエタネルセプトバイオシミラーのRAに対する変更時のインフォー

ムドコンセントと変更後の臨床成績
金子 敦史 NHO　名古屋医療センター　整形外科リウマチ科

O77-4 本邦における関節リウマチ診療の現況と今後の課題 松井 利浩 NHO　相模原病院　リウマチ科

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

O78-2 当院での鎖骨骨幹部骨折の手術治療と工夫 山下 隆 NHO　甲府病院　整形外科

O78-3 上腕骨小頭骨折の3例 齋藤 正憲 NHO　甲府病院　整形外科

O78-4 脛腓骨遠位端骨折における創外固定を用いた段階的手術の術後成績 風間 悠介 NHO　名古屋医療センター　整形外科

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

O79-2 多診療科多職種による2週間の東京医療センター-アルコール-プログラム(TAPPY)の挑戦 杉原 正子 NHO　東京医療センター　精神科(医師)

O79-3 児童・思春期精神科病棟におけるゲーム依存に対する取り組みについて 早川 武 NHO　天竜病院　児童精神科

O79-4
自己モニタリング力の向上と対処法の拡充を目的とした集団プログラム「こころの健康プログラム」に関す

る研究
三枝 華子 国立精神・神経医療研究センター　臨床心理部

O79-5
当院外来における不眠症への認知行動療法の実践報告～睡眠衛生教育・睡眠日誌を通して認知・

行動の変容が生じたと考えられるケース～
荒井 宏文 NHO　北陸病院　心理療法士室

O80-1 大型台風による被害を受けての精神科病院における非常時食事提供に関連した見直しを実施して 池田 瞳 NHO　久里浜医療センター　栄養管理室

O80-2 COVID-19の影響に伴う運動機会の減少に対するNCNPデイケアの取り組み 天野 英浩 国立精神・神経医療研究センター病院　精神リハビリテーション部

O80-3 COVID-19の緊急事態宣言中におけるNCNP精神科デイケアの実践報告 森田 三佳子 国立精神・神経医療研究センター病院　精神リハビリテーション部

O80-4 統合失調症患者における脂肪肝の検討 森 泰子 NHO　下総精神医療センター　内科

O80-5 肥満度分類別でみたクロザピン導入後の体重変動率の実態 佐藤 英成 NHO　榊原病院　栄養管理室

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74 消化器、肝・胆・膵疾患7

口演75 腎・泌尿器疾患

口演76 小児・成育医療

口演80 精神疾患2

口演77 骨・運動器・リウマチ1　自己免疫疾患・骨粗鬆症

口演78 骨・運動器・リウマチ2　骨折・周術期・術後療法

口演79 精神疾患1
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O81-1 精神科病院における心理実習のあり方 古村 健 NHO　東尾張病院　社会復帰科

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

O81-3 強度行動障害医療における地域・全国の連携状況 會田 千重 NHO　肥前精神医療センター　精神科

O81-4 当院倫理サポートチームにおける意思決定支援の後方視的検討 森永 千尋 NHO　北海道医療センター　精神科

O81-5 精神科急性期治療病棟で急性症状を呈する患者に対する看護師の感情の動き 福島 春香 NHO　賀茂精神医療センター　精神科急性期病棟

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

O82-2 医療ケア等が必要となった高齢知的障害者の施設移行について 田中 真史 NHO　紫香楽病院　療育指導室

O82-3 利用者・家族の想いに寄り添った家族支援―母との限られた時間と想いに向き合う― 大屋 奈央 NHO　南京都病院　療育指導科

O82-4 多職種アプローチにより栄養状態が改善した高齢脳性麻痺症例 林 威寛 NHO　西別府病院　リハビリ科

O82-5 応用行動分析に基づいた不適切行動への取り組み 新保 洋子 NHO　さいがた医療センター　療育指導室

O82-6
学童期の重症心身障害障がい時に対する理学療法士のかかわりの再考～支援学校との連携の必要

性～
原口 玲未 NHO　九州医療センター　リハビリテーション部

O82-7
人工呼吸器を装着した重症心身障害者に対する外出支援行事参加に向けての臨床工学技士の関

わり
西村 友香子 NHO　兵庫あおの病院　臨床工学技士

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

O83-2
重症心身障害児（者）病棟におけるアクションカードの導入過程～火災時の初期行動のイメージ化

をめざして～
朝長 敏子 NHO　長崎病院　1病棟

O83-3 障害者歯科診療患者の検討　－より良い口腔ケアを達成するために－ 島田 真菜美 NHO　金沢医療センター　歯科口腔外科

O83-4
慢性期呼吸管理を目的にネーザルハイフローセラピーを適用し、有効性が確認された重症心身障害児

の2例
徳永 修 NHO　南京都病院　小児科

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

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

O84-3
多発性硬化症に対する頸部冷却下での運動がバイタルサインと自覚的運動強度に与える影響：１

症例による検証
松永 彩香 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

O84-4 パーキンソン病YahrIIIに対して集中リハビリテーションを実施した症例 丸山 智史 NHO　さいがた医療センター　リハビリテーション科

O85-1
Duchenne型筋ジストロフィー患者に対し,入力機器の検討から導入まで―入力機器の併用でPlay

station 4の操作が可能となった一例―
森 陽生 NHO　奈良医療センター　リハビリテーション科

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

O85-3
左中大脳動脈領域の脳梗塞により非流暢タイプの失語症、注意障害を呈したEmery-Dreifuss型

筋ジストロフィー患者の一例
田中 碧 NHO　東埼玉病院　リハビリテーション科

O85-4 脳梗塞後に重度嚥下障害を来したEmery-Dreifuss型筋ジストロフィー患者の一例 藤野 衣里 NHO　東埼玉病院　リハビリテーション科

O86-1 ジストロフィン異常症のチアミンの細胞内移行性：生検骨格筋における検討 三ツ井 貴夫 NHO　徳島病院　臨床研究部

O86-2 神経筋疾患の多関節拘縮に対する軟部組織手術とHybrid Assistive Limb (HAL)の複合治療 松井 彩乃 国立精神・神経医療研究センター　総合外科部整形外科

O86-3 ビタミンB1の組織内移行の障害が示唆されたデュシェンヌ型筋ジストロフィーの4症例 近藤 梨恵子 NHO　徳島病院　小児科

O86-4
ステロイドパルス療法による認知機能及びパーキンソニズムの改善を認めたレビー小体型認知症合併橋

本脳症の1例
勝間田 莉帆 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

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

O86-6 コントロール不良なてんかん発作に対してステロイドが奏功したシェーグレン症候群の1例 大谷 達矢 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

O86-7 一過性の神経症状及び脊髄病変に神経梅毒の関与が疑われた1例 沖本 昂祐 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

口演81 精神疾患3

口演82 重症心身障害1　在宅支援・日中活動

口演86 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告3

口演83 重症心身障害2　医療・看護

口演84 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告1

口演85 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告2
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

O87-1 Multistep process modelを用いたパーキンソン病発症因子数の推定 仙波 佳祐 NHO　旭川医療センター　神経内科

O87-2 脊髄性筋萎縮症に対するヌシネルセン投与 齊藤 利雄 NHO　大阪刀根山医療センター　小児神経内科

O87-3 新型コロナ肺炎が筋ジストロフィーの療養に与える影響についての実態調査 松村 剛 NHO　大阪刀根山医療センター　脳神経内科

O87-4 神経変性疾患における青斑核のMRIによる評価 栄 信孝 NHO　国立大牟田病院　脳神経内科

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

O87-6 モノクローナル抗体をツールとしたグライコミクスの問題点 牧 由紀子 NHO　徳島病院　臨床研究部

O87-7 Parkinson病に全身性アミロイドーシスを合併した一例 安藤 玲 NHO　旭川医療センター　脳神経内科

O88-1 自律神経機能異常を示したALSの3例の特徴 竹内 啓喜 NHO　南京都病院　脳神経内科

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

O88-3 高齢で難聴のある筋萎縮性側索硬化症患者への代替意思伝達手段の導入 株本 美和 NHO　鳥取医療センター　看護部

O88-4 在宅パーキンソン病患者の転倒・転落の実態調査 能登谷 太地 NHO　宮城病院　看護部

O88-5 神経難病患者家族へのレスパイト入院に対する退院支援～介護負担感の実態調査から～ 西川 千尋 NHO　石川病院　看護部 障害者病棟

O88-6 当院における低定量自動持続吸引器を導入した筋萎縮性側索硬化症患者5例の検討 花井 亜紀子 国立精神・神経医療研究センター病院　医療連携福祉部

O89-1 当院における抗HIV療法施行中患者のポリファーマシーに関する調査 中内 崇夫 NHO　大阪医療センター　薬剤部

O89-2 粟粒結核における脳結核の併発頻度及び併発要因に関する臨床的検討 若松 謙太郎 NHO　大牟田病院　呼吸器内科

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

O89-4 易免疫を呈する基礎疾患がない成人発症ヒトメタニューモウイルス（hMPV）肺炎の2例 西川 ゆかり NHO　米子医療センター　内科

O89-5
新型コロナウイルス感染症の院内感染を防ぐ　―　入院患者と病院職員を守るために私たちができたこ

と　―
剱持 葉子 NHO　福岡東医療センター　看護部

O89-6
感染症病棟の患者受け入れ訓練を実施して　～新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを通して

～
綿貫 香苗 NHO　福岡東医療センター　看護部　感染症センター

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

O90-1 オストメイトの高齢化における看護師としての課題 岩尾 あかね NHO　函館病院　看護部

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

O90-3 スモン検診患者におけるフレイルの特徴 齋藤 由扶子 NHO　東名古屋病院　脳神経内科

O91-1 災害拠点病院認定へ向けての当院の取り組み 茶畑 浩一郎 NHO　大阪南医療センター　事務部管理課

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

O91-3 地震発生時に病棟看護師が行う初期対応と防災意識に関する実態調査 岸川 祥子 NHO　長崎医療センター　総合診療内科

O92-1 移動式コンロを用いた、通常米の無洗炊飯の試み 前田 篤史 NHO　三重中央医療センター　栄養管理室

O92-2 令和元年8月九州北部豪雨における当院の対応 小野原 貴之 NHO　嬉野医療センター　救急科

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

O92-4 COVID-19院内対策本部における病院救急救命士の役割とは 吉田 敦 NHO　横浜医療センター　集中管理部

O93-1 COVID-19流行中の当院乳腺センターにおける早期乳がん診療について 中山 可南子 国立国際医療研究センター　乳腺内分泌外科

O93-2
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックに対する当院リハビリテーション科の対策につい

て（第1報）
増田 公男 NHO　相模原病院　リハビリテーション科

O93-3
一般医療機関に求められる自然災害発生時Medical Continuity Plan（MCP）の事前策定～

令和元年東日本台風豪雨の被災体験を踏まえて～
八巻 孝之 NHO　宮城病院　総合診療外科

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

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

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

P-004 電話交換業務と並行した給与業務の効率化と適正化を目指して 田中 浩平 NHO　大牟田病院　管理課

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

口演87 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告4

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

口演92 災害医療・D-MAT・D-PAT2

口演93 事業継続計画　BCP

ポスター1 病院運営・管理1　働き方改革

口演89 免疫感染症　新型コロナウイルス感染症を含む

口演90 長寿医療　考察と課題

口演91 災害医療・D-MAT・D-PAT1
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

P-007 帰国者接触者外来報告（事務職視点から）　～受入調整、手順、その他COVID-19特殊対応～ 宮澤 純一 NHO　大阪医療センター　企画課（医事）

P-008 予防接種の運用フロー作成による改善報告 宮内 京佐 NHO　岡山医療センター　事務部　企画課

P-009 査定率減少を目指して 田島 麻衣 NHO　大牟田病院　企画課

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

P-011 縫合糸の見直しによる費用削減 小木曽 紀仁 NHO　まつもと医療センター　事務部企画課

P-012 MRPベンチマークシステムを用いた材料費適正化への取り組み 本田 優作 NHO　九州がんセンター　企画課契約係（現管理課給与係）

P-013 感染性廃棄物の排出量の減量に向けて 國友 耕平 NHO　大牟田病院　企画課

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

P-015 患者未収金回収業務における債権回収業者の活用について 本庄 彬愛 NHO　米子医療センター　事務部企画課業務班

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

P-017 地方精神科病院での医療支援を考える医師に提供する病院情報の検討 大島 紀人 東京大学　相談支援研究開発センター

P-018 療育指導室における経費削減に係る取り組み 夏井 宣大 NHO　米沢病院　療育指導室

P-019 転倒転落におけるリスクアセスメントと当院の現状 白取 彩香 NHO　弘前病院　医療安全管理室

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

P-021 指宿医療センター転倒事故における睡眠薬の影響 鳥山 純司 NHO　指宿医療センター　薬剤科

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

P-023 転倒へ関与するリスク因子の検討 小泉 貴司 NHO　下総精神医療センター　薬剤科

P-024 心不全患者が転倒転落に至った要因分析～インシデントレポートの要因分析～ 三井田 理恵 NHO　相模原病院　循環器内科

P-025
肝臓内科病棟における転倒転落事例の発生傾向と要因の考察～過去２年分の報告データにもとづ

いて～
稲田 梢 NHO　長崎医療センター　肝臓内科

P-026
パーキンソン病患者への術前検査における薬剤師の介入　～ドパミンテスト前後の処方代行プロトコル

について～
礒野 悠也 NHO　奈良医療センター　薬剤部

P-027 処方情報の受付業務開始に伴う効果 津曲 恭一 NHO　都城医療センター　薬剤部

P-028 情報共有の徹底と再発防止策の立案 寺山 恵子 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　薬剤部

P-029 宇多野病院入退院支援センターにおける薬剤師の役割 田中 綾 NHO　宇多野病院　薬剤部

P-030 当院におけるプレアボイド報告数増加への取り組み 江島 怜那 NHO　京都医療センター　薬剤部

P-031 当院におけるプレアボイド推進に向けた取り組み 荒川 宗徳 NHO　南京都病院　薬剤部

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

P-033 与薬準備段階のインシデントの減少に関わる取り組み～配薬カート周囲の環境改善を目指して～ 久野 絵巳 NHO　村山医療センター　看護部

P-034 内服薬の看護師管理における安全で効率的な与薬方法への改善 新谷 朱美 NHO　大阪刀根山医療センター　脳神経内科

P-035 医師の誤指示による不要な抗がん剤調製に対する取り組みへの効果検討 諌見 圭佑 NHO　九州医療センター　薬剤部

P-036 転倒予防・せん妄ラウンドの意義 斎藤 朋子 NHO　大阪刀根山医療センター　脳神経内科

P-037 多職種協働による転倒転落防止活動の実際と今後の課題～シミュレーションキットの作成を通して～ 岩間 由香 NHO　村山医療センター　看護部

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

P-039 重度心身障がい児者に対する骨折予防ワーキンググループ活動報告 小松 勝幸 NHO　南京都病院　リハびりてーしょん科

P-040 重症心身障がい児（者）病棟における骨折ゼロを目指して 鈴木 美知代 NHO　米沢病院　看護部

P-041 人工呼吸器患者の院外療育活動～多職種救急シュミレーションを実施して～ 宮 千帆 NHO　盛岡医療センター　看護科

P-042 多職種連携で行うモニタ管理の取り組み 寺倉 智子 NHO　南京都病院　看護部

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5 医療安全1　転倒・転落

ポスター6 医療安全2　薬剤関連

ポスター7 医療安全3　多職種の取組み

ポスター2 病院運営・管理2　診療報酬

ポスター3 病院運営・管理3　費用削減

ポスター4 病院経営・DPC
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

P-045 医療事故発生後の家族への対応を振り返る研修を開催して 船田 枝美 NHO　仙台医療センター　医療安全管理室

P-046 救命救急センターで危険予知訓練（KYT）を受けた看護師のリスク感性の変化 峰松 祐介 NHO　福岡東医療センター　看護部救命救急センター

P-047
関東信越グループのリハビリテーション科の急変時対応の現状と見えてきた課題-アンケート調査結果を

踏まえて-
北澤 泰樹 NHO　埼玉病院　リハビリテーション科

P-048 埼玉病院リハビリテーション科急変時対応への新たな取り組み 田中 透 NHO　埼玉病院　リハビリテーション科

P-049 リハビリテーション科におけるレベル0，1インシデント報告推進の試み 小松 勝幸 NHO　南京都病院　リハビリテーション科

P-050 外来での医療安全カンファレンス実施についての取り組み 豊嶋 絵美 NHO　下志津病院　看護部　外来

P-051 外来患者の患者確認方法の見直し～受付票の活用に向けた取り組み～ 宮田 佳奈 NHO　村山医療センター　看護部

P-052 医療安全管理部門における診療情報管理士の業務と配置の効果 関根 萌生 国立がん研究センター中央病院　医療安全管理部

P-053 情報漏洩『0（ゼロ）』を目指す～あなたも当事者です～ 木梨 貴博 NHO　福山医療センター　医療連携支援センター

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

P-055 ヒヤリ・ハット調査から見えたもの 村島 昂瑛 NHO　水戸医療センター　リハビリテーション科

P-056 Ａ病院におけるショートステイに関わる安全対策～ショートステイのインシデント発生状況と要因分析～ 下門 すみえ NHO　南京都病院　看護部

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

P-058
「人工呼吸器の電源繋ぎ忘れ」発生状況と対策に関する共同研究～セーフティネット系病院の調査結

果から～
鷲尾 美智代 NHO　医王病院　北陸脳神経筋疾患センター　医療安全管理室

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

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

P-061 当院のホルマリン管理について 澤野 智哉 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

P-062 当院における病理診断結果漏れ防止対策について 鈴木 彩華 NHO　三重中央医療センター　臨床検査科

P-063 赤血球製剤輸血中に発症した輸血関連肺障害の1例 弘島 亜茄理 NHO　神戸医療センター　臨床検査科

P-064 CT・MRにおける同意書等不備調査からの改善について 有本 博子 NHO　近畿中央呼吸器センター　放射線科

P-065 多職種での食物アレルギー対応システム構築について 緒方 ゆり NHO　熊本南病院　栄養管理室

P-066
irAEマネジメント強化に向けた施設間連携への取り組み～KISNet(鹿児島がん免疫療法サポートネッ

トワーク)活動報告～
松尾 圭祐 NHO　鹿児島医療センター　薬剤部

P-067 一般病棟における他職種間の情報共有への取り組み 仁田 奈津美 NHO　宮崎病院　整形外科

P-068 認知機能チェックリストの作成から運用まで 阿部 美保 NHO　沼田病院　包括ケア病棟

P-069 臨時応急時の気管カニューレ交換：院内特定行為認定看護師の養成 福留 隆泰 NHO　長崎川棚医療センター　脳神経内科

P-070 排泄ケアチームにおける薬剤師の役割についての検討 岩崎 純也 NHO　霞ヶ浦医療センター　薬剤部

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

P-072 eラーニングによる自己学習「eAPRIN」に対する研究者の意識 南波 理恵 NHO　信州上田医療センター　臨床研究部

P-073 意思決定プロセスにおける情報入手・コミュニケーションとRegretの関係 丹野 清美 NHO　東京医療センター　臨床研究センター　臨床疫学研究室

P-074 肺がんと喫煙の関係についての検証 石井 里絵 NHO　呉医療センター　診療情報管理室

P-075 質改善活動「説明と同意」に関する主要な項目についての調査報告 工藤 麻子 NHO　仙台医療センター　看護部　TQM推進室

P-076 ISO15189認定をコンサルティング契約せずに取得するデメリットとメリット 永田 啓代 NHO　岡山医療センター　臨床検査科

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11 医療の質1　情報共有・チーム医療

ポスター12 医療の質2　医療情報・品質管理

ポスター8 医療安全4　医療安全研修・カンファレンス

ポスター9 医療安全5　各部署の取組1

ポスター10 医療安全6　各部署の取組2
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

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

P-080 A病院外来におけるCOVID-19患者受け入れ対応の考察 中北 幸 NHO　大阪刀根山医療センター　看護部　外来

P-081 COVID-19対策として発熱相談外来設置に伴う薬剤部の取り組み 赤羽 優燿 国立国際医療研究センター　薬剤部

P-082 当院における新型コロナウイルス感染対策 岩代 望 NHO　函館病院　統括診療部長

P-083 COVID-19疑似症例の外来における動線の確立と診療体制の構築 飯尾 恵 NHO　宇多野病院　看護部

P-084 ICT、ASTチームの挑戦 （尿培養提出率向上による抗菌薬適正使用に向けて　第2報） 川崎 達也 NHO　指宿医療センター　研究検査科

P-085 新潟病院における抗菌薬適正使用支援 (AS) 活動の現状と今後の課題 池田 雅司 NHO　新潟病院　薬剤部

P-086 スタッフステーションへの不潔物の持ち込み減少に向けた取り組み 谷岡 菜月 NHO　村山医療センター　整形外科、外科

P-087
医療観察法病棟に勤務する看護師の感染対策～鍵を介した感染に対する意識調査と汚染状況につ

いて～
竹内 智教 NHO　北陸病院　医療観察法病棟

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

P-089 院内感染発生時における環境除菌の取り組みについて 内枦保 雄一 NHO　長崎医療センター　事務部企画課

P-090 病棟スタッフにおける標準予防策の知識に関する調査 成田 陽佳 NHO　仙台西多賀病院　看護部　重症心身障害児者病棟

P-091 リンクナースによる尿道カテーテル関連尿路感染予防に向けた取り組み 宇佐美 翔太 NHO　西埼玉中央病院　看護部

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

P-093 看護師の手指衛生の行動変容に向けた取り組みの効果 藤井 彩絵 NHO　山口宇部医療センター　呼吸器腫瘍内科

P-094 病棟スタッフの感染への意識と知識調査の実施～手指消毒に着目して～ 石橋 百 NHO　奈良医療センター　呼吸器科

P-095 急性期病棟における感染予防策に対する看護師の知識・態度・実践に関する調査 船原 一穂 NHO　長崎医療センター　感覚器

P-096 ST上昇を伴う失神で救急搬送されたたこつぼ型心筋症の一例 古賀 俊介 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-097 CBDCA+VP-16+Atezolizumab投与に際し腫瘍崩壊症候群を発症した1例 佐々木 耕 NHO　北海道医療センター　臨床研修部

P-098
急速進行性糸球体腎炎を呈したANCA関連血管炎に対し、ステロイドパルス、血漿交換ならびにシク

ロホスファミドパルスを行った一例
中尾 凜 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-099 Myoepithelioma-Like Tumor of the Vulvar Regionの一例 小林 雄大 NHO　北海道医療センター　婦人科

P-100 意欲低下で発症した原発性中枢神経系血管炎の１例 山口 真治 NHO　呉医療センター　初期臨床研修医

P-101 悪性リンパ腫との鑑別を要した悪性黒色腫の一例 中桐 徹也 NHO　広島西医療センター　初期臨床研修医

P-102 子宮内避妊器具挿入中に異所性妊娠と診断した１例 久本 菜美 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-103 川柳づくりを通して職場内のコミュニケーションを活性化する 泊 博子 NHO　高崎総合医療センター　看護部

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

P-105 A病院における中堅看護師が働き続けられる理由 藤井 愛夕 NHO　相模原病院　看護部

P-106 看護師・看護助手がコミュニケーションを図りやりがいを実感するタスクシフト 倉富 明美 NHO　熊本南　看護部

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

P-108 放射線科内勤務表の院外Online確認体制の構築 森川 進 NHO　敦賀医療センター　放射線科

P-109 みんなで働きやすく！栄養管理室の業務改善についての取り組み 松田 早咲耶 NHO　嬉野医療センター　栄養管理室

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

P-111 事務部門への早出・遅出勤務導入による効果の検証 住原 広政 NHO　南岡山医療センター　事務部管理課

P-112 今更気付いてしまった会議資料のペーパーレス化の魅力 作花 洋志 NHO　柳井医療センター　企画課

P-113 院内がん登録における見つけ出し作業の効率化の試み 馬場 愛 NHO　長崎医療センター　診療情報管理室

P-114 精神科病院における医師と心理療法士のタスクシフト・タスクシェアの実践 前上里 泰史 NHO　琉球病院　リハビリテーション科

ポスター13 感染対策・ICT1

ポスター17 働き方改革1　医療・看護

ポスター18 働き方改革2　病院運営・心理療法

ポスター14 感染対策・ICT2

ポスター15 感染対策・ICT3

ポスター16 医師臨床研修（初期・専門医・生涯）
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-115 函館病院における働き方改革の実現に向けて１「総論」　～社会保険労務士としての役割～ 曽我 理 NHO　函館病院　事務部

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

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

P-118
函館病院における働き方改革の実現に向けて4-電話・窓口対応業務の看護助手へのタスクシフト効

果-
伊藤 みずえ NHO　函館病院　看護部

P-119 函館病院における働き方改革の実現に向けて５―看護部PDPを取り入れて― 中村 貴洋 NHO　函館病院　看護部

P-120
函館病院における働き方改革の実現に向けて６～教育（医師事務作業補助者）医師が働きやす

いスキルを持つために～
本田 ヒトミ NHO　函館病院　事務部

P-121 函館病院における働き方改革の実現に向けて７～治療と仕事の両立支援　当院での取り組み～ 片桐 奈津子 NHO　函館病院　相談支援室

P-122 周産期メンタルヘルスに関する支援の検討 川崎 海生 NHO　弘前病院　産婦人科

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

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

P-125 職場の惨事ストレスへの新たな取り組み～二次受傷対応フローチャートとチェックリストの作成～ 濱野 学 NHO　熊本医療センター　精神科

P-126 グッド＆ニュ―実施前後のスタッフの変化 前田 明美 NHO　南九州病院　小児科

P-127 ESETとFileMakerを使ったIT資産管理 上間 康広 NHO　沖縄病院　管理課

P-128 メーリングリスト・役職に応じたメールアドレス管理のシステム化について 大泉 雄司 NHO　西新潟中央病院　管理課

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

P-130 押印管理簿の整理について 口開 大地 NHO　大阪南医療センター　事務部管理課

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

P-132 WEB公開された他施設パスと比較し評価したERAS導入帝王切開パス 渡辺 紗季 NHO　長崎医療センター　総合周産期母子医療センター

P-133 患者図書室10年目を迎えるに当たって 木村 美佳 NHO　広島西医療センター　管理課

P-134 「新病院における外来充実運用」に向けた活動　～会計待ち時間解消への取組～ 小端 直 NHO　仙台医療センター　企画課　医事・経営企画室

P-135 認知症の方の家族支援からみえたこと　～家族教室を開催してみて～ 中野 亜矢子 NHO　兵庫中央病院　認知症疾患医療センター

P-136 園芸ボランティアに関する取り組みについて 高麗 友輔 NHO　東埼玉病院　療育指導室

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）

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

P-139 つくし病棟に季節の香りを届けています～多職種と取り組む笑顔あふれるスペシャルランチ～ 吉田 有希 NHO　熊本再春医療センター　栄養管理室

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

P-141 外来患者が外来看護者に求める接遇～外来看護者と外来患者の接遇に対する評価を比較して～ 竹元 千嘉 NHO　関門医療センター　看護部　外来

P-142 心と体が元気になる愛情いっぱい手作りおやつの提供 坂本 利春 NHO　熊本再春医療センター　栄養管理室　調理師

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

P-144 管理栄養士の同職種間での地域連携システム構築に向けた取り組み 金子 康彦 NHO　金沢医療センター　栄養管理室

P-145 ケアマネージャーとの連携強化を図るための課題 室岡 惠子 NHO　盛岡医療センター　地域包括ケア病棟

P-146 吸入指導マニュアルを用いた薬薬連携への取り組み 飯田 優美 NHO　福岡病院　薬剤部

P-147 当院における病薬連携の取り組みと現状 岩佐 浩希 NHO　南和歌山医療センター　薬剤部

P-148 てんかん対策地域診療連携体制整備事業とてんかん診療コーディネーター 中川 栄二 国立精神・神経医療研究センター病院　小児神経科

P-149
地域と共催する「もの忘れチェック会」による認知症・軽度認知機能障害(MCI)のひとの早期発見の試

み
塚本 忠 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経内科

ポスター19 働き方改革3　函館病院の取り組み

ポスター23 患者サービスの向上1

ポスター24 患者サービスの向上2

ポスター25 地域連携システム構築の取り組み

ポスター20 メンタルヘルスケア

ポスター21 医療情報システム

ポスター22 クリティカルパス
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-150 訪問看護師の情報の視点に関する実態調査―より良い退院支援、継続看護を目指して― 黒木 輝美 NHO　都城医療センター　地域包括ケア

P-151 地域包括ケア病棟の現状と今後の課題―ベッド周囲から行動範囲を広げて― 小玉 美由紀 NHO　旭川医療センター　地域包括ケア病棟

P-152 当院における地域包括ケア病床の特徴と今後の課題 池田 さやか NHO　指宿医療センター　リハビリテーション科

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

P-154
急性期病棟看護師における退院支援困難事例経験者と退院支援困難事例未経験者との情報収

集の違い
森 夏季 NHO　長崎医療センター　腎臓内科

P-155 急性期病院の退院支援・退院調整のあり方について～病棟看護師の退院支援に関する意識調査～ 佐藤 あさみ NHO　横浜医療センター　地域医療連携室

P-156 退院支援に対する看護師のアセスメント能力向上を目指して　～患者情報シートの導入～ 成井 結香 NHO　神奈川病院　地域包括ケア

P-157 退院支援における業務見直しと質向上に向けた取り組み 森重 潤子 NHO　岡山医療センター　地域医療連携室

P-164 訪問看護サービスと利用者の疾患との関連性 藤代 直美 NHO　あわら病院　訪問看護ステーション

P-158 退院調整看護師による地域訪問活動の導入と実践の取り組み 鳥丸 章子 NHO　都城医療センター　看護部　地域医療連携室

P-159 神経難病患者の在宅療養生活を支える要因 鈴木 美保 NHO　いわき病院　看護部

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

P-161 青年期の頚髄損傷患者に対する退院支援の取り組み 角出 遥 NHO　石川病院　地域医療連携室

P-162 地域連携のための退院前訪問の実施ー患者が安心して地域生活を送るためにー 米須 詩織 NHO　沖縄病院　看護部

P-163 急性期病院から在宅支援体制の整備が十分ではないまま自宅退院となった事例を通して 齊藤 圭祐 NHO　嬉野医療センター　リハビリテーション科

P-165
褥瘡保有患者の退院後同時訪問の効果について―退院調整看護師と皮膚・排泄ケア認定看護師

のコラボレーションー
牧野 麻希子 NHO　横浜医療センター　皮膚・排泄ケア認定看護師

P-166 「病院ダッシュボード」を利用した地域医療連携活動について 高橋 拓人 NHO　北海道医療センター　地域医療連携室

P-167 河内長野市における保健及び医療の充実のための行政との協働 萬谷 和広 NHO　大阪南医療センター　地域医療連携室

P-168 地域包括ケア病棟での取り組み「心のリハビリ」 中島 由美子 NHO　東佐賀病院　看護部

P-169 精神科訪問診療はじめました～精神科訪問診療の現状報告～ 藤本 文子 NHO　下総精神医療センター　看護部

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

P-171 地域医療連携室における退院支援に関する取り組み　～退院後訪問看護を開始して～ 中島 マサ子 NHO　石川病院　地域医療連携室

P-172 終末期の癌患者に必要な支援について～中年期・壮年期における患者において～ 若林 沙智子 NHO　金沢医療センター　消化器内科

P-173 ハンセン療養所A園の不自由者棟で終末期を迎える入所者への意思決定支援 大黒 将志 国立療養所奄美和光園　看護課

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

P-175 オピオイド使用におけるがん疼痛マネジメントに対する　若年看護師の教育的ニーズ 安田 翔子 NHO　宮崎東病院　呼吸器外科・内科　腫瘍内科　整形外科

P-176 他職種介入によりオピオイド増量を行い疼痛コントロール良好を得た１例 山本 文哉 NHO　高崎総合医療センター　薬剤部

P-177 当院における膵臓がん患者の疼痛コントロールの現状 山村 二三江 NHO　函館病院　看護部

P-178 進行がん患者に対して苦痛症状出現前より開始した「早期からの緩和ケア」の検討 村上 真基 NHO　信州上田医療センター　緩和ケア内科

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

P-180 終末期がん患者および家族の心残り～遺族へのアンケート調査から終末期看護ケアを考える～ 山口 愛 NHO　佐賀病院　外科、泌尿器科、皮膚科

P-181 A病棟におけるデスカンファレンスシート記載例を用いた有用性 濱谷 夏海 NHO　岡山医療センター　呼吸器科　アレルギー科

P-182 デスカンファレンスの分析と今後の課題－１年間実施しての看護師の意識調査から－ 井出 真由美 NHO　信州上田医療センター　東６階病棟

P-183 統合失調症を伴うがん患者を家族にもつ高齢女性との面接 木村 美佐子 NHO　大阪南医療センター　がん相談支援室

P-184 進行肺癌患者のスピリチュアルペイント抑うつに対するチーム介入 村松 百合香 NHO　南岡山医療センター　内科　整形外科

P-185 ターミナルカンファレンスにSTAS-Jを取り入れて 花市 知佳 NHO　金沢医療センター　南7病棟

P-186 呼吸器疾患の終末期看護に携わる看護師の困難感に対する実態調査 境 紘佑 NHO　大牟田病院　5病棟

P-187 がん終末期患者に関わる看護師が抱く感情とその傾向 箕輪 絵里香 NHO　水戸医療センター　消化器内科

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

P-189
緩和ケア病棟に配属された看護師のがん看護に対する困難感と心理的状況に関する調査～開設直

後と３カ月後の変化～
友田 博子 NHO　嬉野医療センター　麻酔緩和医療科

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

ポスター30 終末期医療・緩和医療2　死別後のケア

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

ポスター26 退院支援から地域包括ケアへ

ポスター27 在宅療養を支える取り組み

ポスター28 地域連携の新たな取り組み

18



第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-190
精神科長期入院患者退院支援における精神保健福祉士の役割～患者向け勉強会を通して考える

～
花園 真弓 NHO　鳥取医療センター　地域医療連携室

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

P-192 他職種から転職した、成長過程の悩みを抱えるソーシャルワーカーが行った自己分析の一例 近藤 ゆり子 国立国際医療研究センター　医療連携室

P-193 入職３年目のSWによる新人ソーシャルワーカーのための目標シート作成から見えたこと 酒井 祐希奈 国立国際医療研究センター　医療連携室

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

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

P-196 当院におけるNST依頼のあったパーキンソン病患者の栄養管理の現状について 山地 聡子 NHO　南京都病院　栄養管理室

P-197 レスパイト入院患者の食事変更に伴う栄養状態の変化 嶋田 康久 NHO　石川病院　栄養管理室

P-198 重症心身障害児者における栄養投与方法の違いによる体組成の特徴 大庭 拓真 NHO　東名古屋病院　栄養管理室

P-199 重症心身障がい児(者)の栄養管理における体組成測定の有用性について 渡邉 一礼 NHO　釜石病院　栄養管理室

P-200 パーキンソン病患者を対象としたDEXA法による体組成分析 高橋 芽衣 NHO　奈良医療センター　栄養管理室

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

P-202 ヘルシーダイエット外来への管理栄養士の関わりについての紹介 星野 雄輝 NHO　栃木医療センター　栄養管理室

P-203 糖尿病患者会の食事会における「からだデリ」の活用 曽部 知恵 NHO　千葉医療センター　栄養管理室

P-204 妊娠糖尿病患者における診断後の摂取栄養量の変化 山下 晶穂 NHO　熊本医療センター　栄養管理室

P-205 妊娠糖尿病患者の食事内容と摂取栄養量の把握 今村 美咲 NHO　熊本医療センター　栄養管理室

P-206 心不全患者では、早期栄養介入が必要である 崎向 幸江 NHO　指宿医療センター　栄養管理室

P-207 当院入院患者における栄養状態の評価、及びリハビリテーションと食事摂取量における関連について 本莊 真一 NHO　宮崎病院　栄養管理室

P-208 骨折部位別にみた栄養状態の特徴と管理栄養士による介入意義の検討 今泉 良典 NHO　東名古屋病院　栄養管理室

P-209 当院における脂肪肝患者への栄養指導の現状と今後の課題 五十川 直人 NHO　名古屋医療センター　栄養管理室

P-210 当院における胃癌手術患者の術前栄養状態 青木 まりあ NHO　三重中央医療センター　NST薬剤師

P-211 心臓血管外科術後早期における摂食不良発現に関与する因子の調査 桃井 祥制 NHO　帯広病院　薬剤部

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

P-213 胃術後患者における食事制限の解除時期と栄養状態の関係 伊藤 玲子 NHO　仙台医療センター　栄養管理室

P-214 当院におけるNST活動の実践報告－DWHを用いた低栄養患者抽出の試み－ 坂田 瞳 NHO　名古屋医療センター　東6階病棟

P-215 気管切開後、経口摂取・在宅療養可能となったNST介入の一症例 戸田 美年 NHO　大牟田病院　統括診療部呼吸器内科部循環器科栄養管理室

P-216 「食」によるくつろぎの場「しんせい茶房」の取り組みについて 柴田 元 NHO　米沢病院　栄養管理室

P-217 病院食の温度変化と感じ方の調査 前田 啓希 NHO　福島病院　診療部消化器内科

P-218 嚥下造影検査用バリウムゼラチンゼリーのレシピ見直し 山下 紗也佳 NHO　松江医療センター　栄養管理室

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

P-220 食べやすく安全なムース食提供の取り組み 松谷 智子 NHO　東佐賀病院　栄養管理室

P-221 職員を対象とした特定保健指導の効果の検証 大宅 梨香 NHO　南九州病院　栄養管理室

P-222 特別食加算率に関する検討～その加算率は妥当ですか？～ 吉丸 雅美 NHO　長崎病院　栄養管理室

P-223 旭川医療センターにおける特別食加算率増加への取り組み 但馬 久貴 NHO　旭川医療センター　栄養管理室

ポスター35 栄養・NST・褥瘡　栄養管理3

ポスター36 栄養・NST・褥瘡　給食管理

ポスター32 ソーシャルワーク

ポスター33 栄養・NST・褥瘡　栄養管理1

ポスター34 栄養・NST・褥瘡　栄養管理2

19



第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

P-225 入院時の褥瘡リスク評価の視点の違いを明らかにする～2年目看護師とベテラン看護師の比較～ 中山 瑞紀 NHO　小倉医療センター　外科

P-226 整形外科病棟患者の弾性ストッキングによるMDRPU発生予防の効果的な看護の検討 野川 紗矢佳 NHO　千葉医療センター　看護部

P-227 筋緊張の強い進行性核上性麻痺患者の褥瘡治癒一症例～ポジショニングを取り入れて～ 磯田 舞 NHO　兵庫中央病院　脳神経内科

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

P-229 混合病棟における、スキンケア委員・NST委員会共同介入による皮膚トラブル改善のための取り組み 佐野 和平 NHO　甲府病院　外科内科混合病棟

P-230 難治性の後頭部の褥瘡に対し保湿に重点をおいた処置に対する検討 松本 悠鈴 NHO　鈴鹿病院　脳神経内科

P-231 栄養サポートチームと褥瘡対策チームの連携によって多発褥瘡が改善した1例 尾池 康子 NHO　熊本再春医療センター　栄養管理室

P-232 病棟看護師の周術期患者に対する口腔ケアの実態調査 北野 優子 NHO　大阪南医療センター　看護部

P-233 整形外科急性疼痛患者の食事時の体位についての考察 吉村 翼 NHO　敦賀医療センター　看護部

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

P-235 術後患者における身体抑制適応の判断に影響する看護師の意識 高橋 彩菜 NHO　岡山医療センター　消化器内科・外科

P-236 「嚥下機能評価を使用した看護師の行動変化」―RSSTを活用して― 清水 彩花 NHO　渋川医療センター　看護部

P-237 整形外科病棟における疼痛を伴う患者の基本的欲求（排泄）の充足を目指して。 星川 哲 NHO　豊橋医療センター　整形外科

P-238 援助に拒否を示す虐待を受けていた認知症患者への関り 阿部 勝江 NHO　岩手病院　看護部リハビリテーション病棟

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

P-240 脳神経外科長時間手術におけるパークベンチ体位固定時の褥瘡発生予防の再検討 松本 絵莉 NHO　仙台医療センター　看護部手術室

P-241 神経難病患者の個別性に合わせたポジショニング 畑瀬 明美 NHO　兵庫中央病院　脳神経内科病棟

P-242
脳血管疾患患者に対する入院早期からの更衣動作の獲得に向けた取り組み～病棟内更衣訓練を

朝・夕実施して～
森田 名都 NHO　鳥取医療センター　9病棟

P-243 泌尿器科病棟における膀胱留置カテーテル抜去後の患者への排尿自立指導に関する現状と課題 岩本 聡 NHO　長崎医療センター　腎疾患センター

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

P-245 医療機器圧迫創傷対策における看護師の皮膚の判断への支援 中宿 佳代子 NHO　横浜医療センター　看護部

P-246 患者・家族の意思決定支援に関する教育方法の検討～緩和ケアナースを対象に試みて～ 唐澤 由美 NHO　まつもと医療センター　看護部

P-247 重心心身障碍児（者）病棟において夜勤を行う新人看護師に関わる先輩看護師の思い 大柴 昭子 NHO　甲府病院　重心病棟

P-248 病棟看護師が抱える糖尿病患者への指導時における不安や悩みの明確化 宮本 真希 NHO　千葉東病院　内科

P-249 認定看護師の介入に関する実態調査～認定看護師間のよりよい連携に向けた取り組み第一報～ 鉾立 えり子 NHO　大阪南医療センター　看護部

P-250 がん患者への看護に対する外来看護師の意識と実践の変化 井上 英美 NHO　豊橋医療センター　看護部

P-251 フローチャートを活用したスタッフの知識向上 野屋 有美 NHO　名古屋医療センター　総合内科・膠原病・腎臓内科・感染症内科

P-252
A精神科病院における看護の質向上を目指した取り組み～精神科看護師のキャリアラダー教育充実に

向けた仕組みづくり～
吉岡 美智子 NHO　肥前精神医療センター　精神科

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

P-254 療養介助職の実践能力開発に向けたラダー制度の導入 眞田 富美子 NHO　仙台西多賀病院　看護部

P-255 在宅酸素療法導入患者の療養生活支援-外来の継続看護を行うためのスクリーニングシート試用- 秋田 馨 NHO　東京病院　看護部

P-256 OJTの体制構築のための取り組み～副看護師長OJT実践チェックリストを用いて～ 石橋 咲子 NHO　東京医療センター　教育担当

P-257 NURSEの技法を用いた「コミュニケーションスキル研修」受講8ヶ月後の成果と課題 佐藤 恭子 国立がん研究センター東病院　看護部

P-258
精神科新人看護師の離職をしようと思い立つ要因及び離職を踏みとどまった要因精神科に勤務する

新人看護師へのインタビューを通して
有賀 俊裕 NHO　小諸高原病院　精神科

P-259 愛媛県におけるがん看護に関する教育・研修の機会とニーズ 宮脇 聡子 NHO　四国がんセンター　看護部

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

P-261 Ａ内科病棟における急変時シミュレーションの実施と効果　-経年別到達目標設定して- 小山内 晴香 NHO　函館病院　消化器内科

P-262 皮膚転移を生じている患者へのIASMを用いたケアの実際 佐藤 晶子 NHO　大分医療センター　外来

ポスター37 栄養・NST・褥瘡　褥瘡管理

ポスター41 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他2

ポスター42 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他3

ポスター38 看護技術1　認識・経験

ポスター39 看護技術2　看護ケア方法・患者指導

ポスター40 看護人材育成、認定・専門看護師　看護その他1
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-263 2型糖尿病患者のPAID(糖尿病問題領域質問票）を用いた心理的負荷の評価を行って 本藤 一郎 NHO　熊本再春医療センター　循環器・代謝内科

P-264
A園Bセンターにおける入所者の内服自己管理に関する実態調査　―入所者・看護師の意識調査の

結果から―
大城 愛乃 国立療養所沖縄愛楽園　第六不自由者棟

P-265 A病棟のＰＮＳにおけるコミュニケーションの実態と思い 永留 有紗 NHO　鹿児島医療センター　血液内科・腫瘍内科

P-266 透析センターにおける職種別業務分担に関する実態 増田 寛美 NHO　柳井医療センター　透析センター

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

P-268 コンピテンシーとリフレクションを融合させた学習会の評価 古瀬 法子 NHO　東佐賀病院　看護部

P-269 小児科と成人の混合病棟における看護師と助産師が抱えるストレスについて 小菅 美樹 NHO　信州上田医療センター　看護部

P-270 副看護師長として看護管理能力向上を目指した取り組み 佐々 純子 NHO　東近江総合医療センター　看護部　副看護師長会

P-271 副看護師長会　活動報告 齋藤 まい NHO　米子医療センター　看護部

P-272 看護師長としての看護管理能力に関する考察　訪問看護ステーション開設を通して 松井 恵美 NHO　榊原病院　看護部

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

P-274 オンライン試験を導入した看護師確保活動の実践報告（第一報） 早坂 和恵 国立がん研究センター東病院　看護部

P-275 台風災害時の日当直看護師長の対応－2019年台風時の経験より－ 小柳 みな子 NHO　久里浜医療センター　看護部

P-276 薬品管理に関する看護師長の意識改革－薬品再請求システムを活用して― 井上 裕子 NHO　東名古屋病院　看護部

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

P-278
中堅看護師の役割について発達を促す3つの要因から考える　～精神科訪問看護ステーション開設を

通して～
松田 亜希子 NHO　榊原病院　看護部訪問

P-279 対象者の暴言・暴力が及ぼす医療観察法病棟看護師の思い 石井 綾子 NHO　小諸高原病院　精神科

P-280 医療観察法病棟看護師に関するアクセスコール使用時の実態調査 大島 希央 NHO　北陸病院　精神科医療観察法病棟

P-281 ケア前５分間の看護師の取り組み―筋ジストロフィー患者の思いを実現するために― 菊池 友理 NHO　東埼玉病院　神経内科

P-282 チームカンファレンスを習慣化するための取り組み 五十嵐 愛美 NHO　村山医療センター　看護部

P-283 看護師と療養介助員が協働してケアをしていくための取り組み 竹林 真貴子 NHO　奈良医療センター　看護部

P-284 手術室業務の可視化と業務改善への取り組み 八百原 優子 NHO　愛媛医療センター　看護部

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

P-286 内服薬インシデント低減への取り組み経過報告 田中 千賀子 NHO　松江医療センター　看護部　小児科

P-287 「ヒヤリ・ハット報告書」から「ヒヤリ・ハット宝告書」にするための取り組み 林 由加子 NHO　沼田病院　内科

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

P-289
総合病院精神科閉鎖病棟に勤務する看護師のストレス軽減への効果～自律神経が整うＢＧＭを導

入して～
佐々木 謙一 NHO　仙台医療センター　看護部

P-290 A病院で手術を受ける患者に対する術前の外来看護の方向性に関する文献検討 白井 良子 NHO　新潟病院　外来

P-291
緩和ケア病棟転棟時の申し送りに対する認識と現状について～一般病棟と緩和ケア病棟および地域

包括ケア病棟との対照～
平田 香奈美 NHO　四国がんセンター　緩和ケア科

P-292 A病院看護師の自己教育力と看護実践能力の関連性 松元 恭子 NHO　指宿医療センター　看護部

P-293 重症心身障害児（者）の短期入所者の情報共有の実態 浅野 沙織 NHO　甲府病院　重症心身障害児者科

P-294 A病院救命救急センター救急病棟におけるせん妄予防に向けた検討 佐藤 太一 NHO　横浜医療センター　看護部

P-295 看護業務残業時間短縮の取り組み～看護業務の一部を事務助手に移行して～ 副島 京子 NHO　東佐賀病院　看護部

P-296 A病棟看護師のストレス実態調査～プラスモチベータになるための要因を見出す～ 井本 あゆみ NHO　小倉医療センター　看護部看護科

P-297 時間外勤務削減への取り組み 若林 真紀子 NHO　東京医療センター　看護部

P-298 業務改善の効果 川上 浩美 NHO　近畿中央胸部疾患センター　看護部

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43 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他1

ポスター47 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他5

ポスター44 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他2

ポスター45 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他3

ポスター46 看護管理・看護業務・看護方式　看護その他4
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-300
回復期リハビリテーション病棟での病棟デイケア導入～患者が「楽しむリハビリ」を病棟生活で取り入れる

～
菊地 未央 NHO　東京病院　看護部３西病棟

P-301 転倒リスクのある高次脳機能障害患者の特徴と看護師の対応 渡辺 翔子 NHO　栃木医療センター　脳神経外科

P-302 外来心臓リハビリテーション介入患者の再入院予防に繋がった一例 中西 栞 NHO　三重中央医療センター　循環器内科、心臓血管外科

P-303 手首に褥瘡を持つ患者のポジショニングを他職種と検討して学んだ事 鈴木 裕人 NHO　山形病院　看護部

P-304 誤嚥性肺炎予防と退院支援～食べたいを支える～ 大坪 ひいな NHO　宇多野病院　回復期リハビリテーション

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

P-306 A病院医療観察法病棟に勤務する看護師の倫理的行動の実態 広田 真之 NHO　北陸病院　看護部

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

P-308 精神科病棟に勤務する看護師の身体拘束に対する現状と課題 安部 千奈 NHO　小倉医療センター　精神科

P-309 倫理観に基づいた丁寧な看護を目指して　　～看護倫理委員会の活動～ 下村 治 NHO　やまと精神医療センター　看護部

P-310
強度行動障害をもつ動く重症心身障害者病棟に勤務するスタッフへ隔離・身体拘束についての意識

調査を実施して
泉 直人 NHO　やまと精神医療センター　看護部

P-311 HCUにおける身体抑制に対する看護師のHCU経験年数別の意識調査 伊勢 春乃 NHO　大阪南医療センター　看護部

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

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

P-314 術後訪問の意義についての実態調査ー今後の実践を高める為の看護ー 米川 有希 NHO　霞ヶ浦医療センター　手術室

P-315
全身麻酔の術後HCUに入室する患者へのHCU看護師が行う術前訪問の導入-パンフレットを使用し

た術前訪問による患者の不安軽減-
村山 仁衣菜 NHO　東近江総合医療センター　HCU

P-316 人工膝関節全置換術を受けた患者の思い 鈴木 真秀子 NHO　宮崎病院　手術室

P-317 フローチャートを用いた術前合同カンファレンス開催の効果ONE　TEAMで患者の安全を守る！ 中西 唯 NHO　姫路医療センター　看護部手術室

P-318 人工尿道括約筋埋め込み術を受けた患者の周手術期看護に対する看護師の意識調査 小川 智絵 NHO　四国がんセンター　泌尿器科

P-319 単孔式胸腔鏡手術の直接介助看護手順の作成 坂中 友恵 NHO　大阪刀根山医療センター　手術室

P-320 パンフレットを活用したせん妄発症予防の有効性について 増田 美樹 NHO　信州上田医療センター　整形外科

P-321 手術前からの術後せん妄予防に対する取り組み 鈴木 小枝子 NHO　仙台西多賀病院　看護部　整形外科

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

P-323 脳卒中患者のせん妄予防ケアに対して看護師が自信を持てない要因 渡邉 真由夏 NHO　岡山医療センター　脳神経系

P-324 ICU入室患者の集中治療体験による記憶のゆがみについて 上地 まり子 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　ICU

P-325 高齢患者に対する脱水予防のための飲水励行の現状と標準化に向けて～第1報～ 伊藤 和美 NHO　熊本再春医療センター　外科・整形外科

P-326 膵臓がん化学療法施行患者における静脈血栓症(VTE)発症の現状と予防に向けて 倉見 亜希子 NHO　函館病院　消化器科

P-327 当院における内視鏡検診の現状 武藤 真奈美 NHO　函館病院　外来

P-328 初めて放射線治療を受ける若年の乳がん患者の体験より―アピアランスケア外来での取り組みー 鶴見 友紀 NHO　栃木医療センター　放射線治療外来

P-329 頭頸部外科領域の化学療法併用放射線治療における経口摂取維持を支援するための関わり 太田 茜 NHO　北海道がんセンター　頭頸部外科

P-330
病状説明前の質問促進パンフレット（Question Prompt Sheet）使用による造血器腫瘍患者の

説明時の反応
上田 彩夏 NHO　長崎医療センター　化学療法センター

P-331 同種造血幹細胞移植を受けた患者の思いと看護師に求める支援 岩田 里美 NHO　まつもと医療センター　看護部

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

P-333
がんstage４の告知をうけた患者への病棟看護師がアドバンスケアプランニング行ううえでの困難感の調

査
青木 季子 NHO　大阪南医療センター　消化器内科　脳血管内科

ポスター48 看護の実践・リハビリテーションの取り組み

ポスター49 看護倫理　身体拘束・虐待防止

ポスター50 周手術期看護

ポスター51 せん妄予防

ポスター52 がん看護
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

P-335
想いを上手く伝える事ができない認知症症状のある入所者への個別レクリエーションの関わり方の検討-

入所者の想いを知る手がかり-
具志堅 貢 国立療養所沖縄愛楽園　看護部

P-336 認知症ケアリンクナースの取り組み成果 佐々木 博之 NHO　横浜医療センター　看護部

P-337 認知症対応力向上研修受講後の看護師の転倒転落に対する意識の変化 山根 裕子 NHO　松江医療センター　呼吸器内科病棟

P-338 認知症リンクナース会発足から2年 川端 成佐 NHO　南京都病院　看護部

P-339 セーフティネット系医療における認知症ケアチームの課題 岡田 雅人 NHO　鳥取医療センター　看護部7病棟

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

P-341 術後訪問の実施を定着させる為の取り組み 八木 優子 NHO　小倉医療センター　看護部手術室

P-342 安心・安全なフットケアの提供を目指して～教育を通した看護職員のフットケアに対する意識の変化～ 島尻 和江 国立療養所宮古南静園　病棟

P-343 手術室における地震対策ー地震時のシミュレーションを実施してー 木村 友里 NHO　山口宇部医療センター　手術室・中央材料室

P-344
看護師長会小集団活動での虐待防止への取り組み～虐待防止に関する自己点検チェックを実施して

～
加藤 藍子 NHO　鳥取医療センター　看護部

P-345 急変時看護の実施報告―OJTでの実践を企画してわかったこと― 古門 千代美 NHO　松江医療センター　教育研修部

P-346 ポジショニング知識・技術の習得を目指したシミュレーション教育についての考察 埜田 嘉奎 NHO　高崎総合医療センター　救命救急センター

P-347 卒後２～５年目看護師が他部署研修から得られたもの 佐藤 美喜子 NHO　静岡てんかん・神経医療センター　看護部

P-348 手術室における感染対策への取り組み―手術器械メンテナンスの導入― 佐々木 ちはる NHO　函館病院　中材・手術室

P-363
ストーマ造設患者の情報収集における看護師の情報利用や認識の変化～オリジナル版情報収集シー

ト使用前後の比較～
中島 祐実 NHO　長崎医療センター　総合外科

P-364
胸腔ドレーン排液色調の認識に対する既存の排液色調スケールの有用性～看護師間で認識の統一

に向けての取り組み～
森山 奎汰 NHO　松江医療センター　呼吸器内科外科

P-365 失語症のある脳性麻痺患者との関わり　～コミュニケーションツールを見直して～ 長田 友恵 NHO　岩手病院　あすなろ４病棟

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

P-367 緊急IVR治療時の看護体制確立への取り組み 生田 純子 NHO　大分医療センター　外来

P-368 パートナーシップナーシングシステム導入後の自己評価 森 麻実 NHO　三重中央医療センター　消化器・内分泌内科

P-369 慢性疾患を持つ高齢患者に対する病棟看護師によるFIMを用いたADL評価 出口 真衣 NHO　敦賀医療センター　看護部

P-370
看護ケアに必要な情報収集に向けた看護ワークシートの改訂～セーフティネット役割を担う医療施設に

おいて～
大山 亜矢子 NHO　西別府病院　神経・筋疾患

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

P-350 A病棟における産褥骨盤底筋体操の実施と課題　～A病棟に勤務する助産師の意識調査を通して～ 佐々木 優衣 NHO　千葉医療センター　産婦人科

P-351 Ａ病院健診センターにおける乳房自己検診指導導入による受診者の意識と行動変容 杉戸 明美 NHO　浜田医療センター　看護部外来

P-352
レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法導入時の口腔内衛生と誤嚥性肺炎および胃瘻周囲炎との関

係
中嶋 渚 NHO　宇多野病院　看護部

P-353 成人の血友病患者への自己皮下注射指導の実際と評価 加納 美穂 NHO　仙台西多賀病院　看護部

P-354 精神障害者の家族への退院調整における関り 稲葉 晴子 NHO　東尾張病院　看護部

P-355 児童精神科に入院している患者の手洗いに対する指導方法の検討 前田 迪大 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　児童精神科

P-356 DPC3期間以上のストーマ造設患者とその家族へのストーマセルフケア指導における看護判断 夏迫 克奈 NHO　鹿児島医療センター　消化器外科

P-357 整形・形成外科病棟における退院支援の現状と今後の課題～退院が延長した事例を検討して～ 嘉村 侑香 NHO　佐賀病院　整形外科、形成外科

P-358 自宅退院を希望する患者家族への退院に向けた関わり 菅原 里紗 NHO　仙台西多賀病院　脳神経内科

P-359 当病棟看護師の退院支援・退院調整に対する認識変化の実態調査 千田 舞子 NHO　静岡医療センター　看護部

P-360 在宅酸素療法を新規に導入した患者の退院後の自己管理の内容 尾野 尚子 NHO　近畿中央胸部疾患センター　外来

P-361
外来化学療法を受けている患者に対する看護師の診察前問診の有用性～チーム医療の向上を目指

して～
中島 寛奈 NHO　渋川医療センター　看護部

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53 認知症看護

ポスター54 看護1　教育研修

ポスター55 看護2　質の向上

ポスター56 患者指導

ポスター57 チーム医療
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P-371 末梢静脈からのオキサリプラチン投与時の血管痛に対する輸液加温器アニメックの有用性の検討 岩下 尚子 NHO　東近江総合医療センター　看護部

P-372 Ａ病院　救命救急センターにおける挿管患者に多い訴えの現状把握 丹下 有美 NHO　名古屋医療センター　救命救急センター

P-373 筋委縮性側索硬化症（ALS）患者の除圧方法への取り組み 佐藤 君美 NHO　あきた病院　看護部

P-374
孤立傾向のある生活から笑顔で楽しい生活を送る援助へ　―B氏の生活意欲を引き出すストレングス

（強み）を活かす―
上原 正 国立療養所沖縄愛楽園　第六不自由者棟

P-375
統合失調症患者の意思決定支援を考える～患者の意思表出により胃瘻造設を防げた事例を振り

返って～
多喜 英理子 NHO　北陸病院　看護科

P-376 A病院のNICUにおけるおむつ皮膚炎実態 伊藤 茜 NHO　横浜医療センター　小児病棟

P-377 双極性障害患者に対する症状のセルフコントロールへの取り組み 島 昌孝 NHO　仙台医療センター　看護部

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

P-379 母体搬送から緊急帝王切開となった母親のケア 山元 美由紀 NHO　都城医療センター　産婦人科

P-380 短期入院の多い小児科病棟における家族指導について看護師が抱える悩み 下平 沙織 NHO　嬉野医療センター　5西病棟　小児科

P-381 循環器内科病棟看護師における災害に対する意識調査　～アンケートによる実態調査～ 羽石 麻穂 NHO　静岡医療センター　看護部

P-382
看護師の意思決定支援スキルに対する自己認識の実態調査―看護師の意思決定支援の技法30を

活用して―
水上 優大 NHO　あわら病院　看護部5階病棟

P-383 ハンセン病療養所における看護師と介護員の「協働」についての認識 大田 佐和子 国立療養所邑久光明園　看護部　２センター

P-384
精神科混合病棟の看護師が行っている複雑な看護実践に対する意識の要素～疾患・処遇が多岐に

渡る患者の安全な療養生活を守るために～
山田 仁美 NHO　賀茂精神医療センター　精神科

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

P-386 整形外科病棟におけるギプス関連のコスト漏れをゼロにする取り組み 山科 朋子 NHO　神戸医療センター　看護部

P-387 白衣からカラースクラブへ変更したことによる看護師にもたらす心理的効果と患者にあたえる印象の変化 川崎 茜 NHO　水戸医療センター　脳外科

P-388 学生の主体的な学びにつながる学習支援　－ハイブリッドシミュレータ―を活用してー 島田 美紀 NHO　大阪医療センター附属看護学校

P-389 「フィジカルアセスメントを看護につなげる」授業展開についての一考察 後藤 華奈子 NHO　呉医療センター附属呉看護学校

P-390 実習後のシミュレーション学習による学生の学び 東 直子 NHO　大阪医療センター附属看護学校

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

P-392 遠隔授業の取り組みと課題（報告） 高野 真 NHO　福島病院　付属看護学校

P-393 遠隔授業による教授方法の検証　～新型コロナウイルス感染症に伴う対応～ 中村 敦子 NHO　東名古屋病院附属リハビリテーション学院　理学療法学科

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

P-395
臨床看護総論「主要症状を示す患者の看護（痛み）」の授業評価　～臨床推論の視点から考える

学習方法への取り組み～
山口 紀子 NHO　静岡医療センター附属静岡看護学校

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

P-397 臨床看護総論1における経過別看護の授業研究―学生の学びからの教育内容・教材の検討― 瀬分 亮 NHO　三重中央医療センター附属三重中央看護学校

P-398 基礎看護学領域における看護過程の教育方法の検討ー問題に気づく力を育てるためにー 谷 優美子 NHO　金沢医療センター附属金沢看護学校

P-399
３年課程２年次における政策医療看護論研修における学生の思考性と学習支援のあり方の検討－

KJ法による思考のつながりから－
横山 啓子 NHO　金沢医療センター　看護学校

P-400 出生前診断を受け異常が指摘された妊婦とその家族の心理を理解するための教授方法 宮田 樹里 NHO　米子医療センター　附属看護学校

P-401 「学習支援技術」授業の実際と評価～患者教育の変遷を踏まえた授業設計・実施～ 屋敷 佳子 NHO　富山病院附属看護学校　教員

P-402
看護学生が病床環境に対する気づきを促す取り組み～実習指導者参加によるロールプレイを実施して

～
辻本 陽子 NHO　大阪医療センター附属看護学校

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

P-404
患者教育を学習支援ととらえた授業の一考察－「健康教育論」と「成人援助論」における共通事例を

使用した科目を横断する取り組み－
横山 啓子 NHO　金沢医療センター　看護学校

P-405 「経過別看護」における授業研究～生活者の視点に着目した授業展開～ 植村 奈緒子 NHO　静岡医療センター附属静岡看護学校

P-406 主体的に学び看護実践につなげる看護過程の教授方法 長谷部 理沙 NHO　三重中央医療センター附属三重中央看護学校

ポスター59 看護者の認識　その他

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

ポスター61 看護基礎教育2　授業研究・学生の学び1

ポスター58 看護実践　症例・事例報告

ポスター62 看護基礎教育3　授業研究・学生の学び2
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-407 呼吸を整える技術として一時的吸引を教授する～事例を用いて学習することで得られた学生の学び～ 篠田 和佐 NHO　静岡医療センター　看護学校

P-408 対象の持てる力に着目した吸引技術の教授方法 奥村 裕 NHO　金沢医療センター附属金沢看護学校　看護科

P-409 母性看護学実習における学内実習の授業検討　―赤ちゃん先生プロジェクトを導入して― 平井 久美子 NHO　姫路医療センター附属看護学校

P-410 卒業前の学生が後輩に語る学びの効果－異学年交流による統合実習の学びの共有－ 苧玉 奈生子 NHO　大阪医療センター附属看護学校

P-411 コミュニケーション技術向上のための演習の検討 安田 奈央 NHO　姫路医療センター附属看護学校

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

P-413 誤薬防止に焦点をあてた卒業前技術演習の効果 平出 裕美 NHO　高崎総合医療センター附属高崎看護学校

P-414
検査・測定技術に対する実技教育において実技テストを用いた取り組み-自主的な学習行動における

ルーブリック評価表の活用-
塩谷 絵梨 NHO　東名古屋病院 附属リハビリテーション学院　作業療法学科

P-415 放射線治療におけるブラックライト発光タイプのボディマーカーの有用性の検討 宮本 眞也 NHO　敦賀医療センター　放射線科

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

P-417 当院における放射線治療計画装置の更新実施に関する検討 栗林 誠 NHO　和歌山病院　放射線科

P-418 骨盤部CBCTの被ばく線量低減化について 奥村 久司 NHO　大阪南医療センター　放射線科

P-419 体軸方向拡張コーンビームCTにおける結合部の画質検証 角田 裕樹 国立がん研究センター中央病院　放射線技術部放射線治療技術室

P-420 動体ファントムを用いた肺腫瘍に対するVMAT SBRTプランの検証 齋藤 優一 NHO　北海道がんセンター　診療放射線科

P-421 頭頸部がん患者の放射線性皮膚炎に対する看護介入の検討 簗淵 恵理 NHO　鹿児島医療センター　看護部

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

P-423 胸部X線撮影における線量指標（Exposure　Index）の検討 島津 光一 NHO　東京病院　放射線科

P-424 FPD移行に伴う線量低減の取り組み 水谷 旭宏 NHO　名古屋医療センター　放射線科

P-425 ポータブル胸部撮影におけるマッハ効果による異常陰影の対策 金子 昇司 NHO　さいがた医療センター　放射線科

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 孝徳 NHO　豊橋医療センター　診療放射線科

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

P-428 外科用イメージ画像におけるモニター内表示方向の適正化の検討 上田 沙希 NHO　敦賀医療センター　放射線科

P-429 マンモグラフィ拡大撮影における撮影条件の検討 岩間 晶子 NHO　名古屋医療センター　放射線科

P-430 自動式乳房超音波検査システムABUSの特性と使用経験 宮本 真衣 NHO　熊本南病院　放射線部

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

P-432 Dual Energy CTにおける椎体骨折の描出能評価 本山 雄基 NHO　熊本医療センター　放射線科

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

P-434 64列4DCTを用いた臨床への検討 中山 素康 NHO　南京都病院　放射線科

P-435 80列CTを用いた頭頸部CTA･CTV撮影法の検討 木村 浩一 NHO　南和歌山医療センター　放射線科

P-436 婦人科疾患におけるCTcolonographyの画質向上に向けた検討 有村 勇輝 NHO　小倉医療センター　放射線科

P-437
Canon社製CT装置AquilionONEにおけるCTDIVolのIEC 2-44 Ed.3.0からIEC2-44 Ed.3.1へ

の変更による当院の対応方法について
青山 峻也 NHO　名古屋医療センター　放射線科

P-438 前立腺MRIの拡散強調画像における各種撮像法の比較 大内 渉 NHO　水戸医療センター　診療放射線科

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

P-440 乳房MRIのポジショニングの見直し 荒見 有紀 NHO　金沢医療センター　中央放射線部

P-441 頸動脈プラーク診断におけるMP2RAGEの有用性のファントムを用いた検討 菅原 詩織 NHO　大阪医療センター　放射線診断科

P-442 頸動脈MRIにおける4D-Flow-MRI撮像条件の検討 山本 達寛 国立循環器病研究センター　放射線部

P-443 当院におけるRefocusing control angleの検討 太田 茉希 NHO　四国がんセンター　放射線科

P-444 Spin echoにおける圧縮センシング併用の検討 世羅 直渡 NHO　東広島医療センター　放射線科

P-445 皮質形成異常の診断に3Ｔ-MRI thin sliceのMPR画像が有用であったてんかん外科症例 坂田 貴紀 NHO　静岡てんかん・神経医療センター　診療部放射線科

ポスター65 放射線・画像診断1　一般・その他

ポスター66 放射線・画像診断2　CT

ポスター67 放射線・画像診断3　MRI

ポスター63 看護基礎教育4　授業研究・看護教員の特性

ポスター64 放射線治療　看護
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

P-447 半導体PET-CTにおける移動式ファントムを用いたデバイスレス呼吸同期画像の検討 寺川 裕介 国立循環器病研究センター　放射線部

P-448 NECdensityを用いたPET撮像時間の最適化の検討 堀川 大輔 国立国際医療研究センター　放射線診療部門

P-449 業務従事者の被ばく低減におけるフレキシブルドーズFDG-PET製剤の有用性 浜田 佳代子 NHO　京都医療センター　放射線科

P-450 DIR技術が肝腫瘍と放射線照射影響との鑑別に有用であった1例 倉澤 直人 NHO　埼玉病院　放射線科

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

P-452 当院における線量管理の現状（RiSMEC-DOSEの導入事例） 稲葉 護 NHO　広島西医療センター　放射線科

P-453 X線TV装置用散乱線防護クロス設置における医療従事者と患者の被ばく線量についての検討 松本 和也 NHO　金沢医療センター　中央放射線部

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

P-455 医療画像表示用モニタの精度管理 塩谷 徹 NHO　指宿医療センター　放射線科

P-456 当院放射線科でのCOVID-19の対応 山崎 泰志 NHO　東京病院　放射線科

P-457 放射線技術分野におけるYouTube Liveを用いたリモート研修について 岩井 康典 NHO　奈良医療センター　放射線科

P-458 イノラス配合経腸用液の院内採用時に提案した薬剤部の試み 小野 香奈江 NHO　信州上田医療センター　薬剤部

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

P-460 抗てんかん薬の錠剤粉砕から散剤への切替が調剤業務に与える効果 川村 久美子 国立精神・神経医療研究センター病院　薬剤部

P-461 医薬品の有効期限切れによる廃棄を減少させる取り組み 川村 麻由子 NHO　米沢病院　薬剤科

P-462 当院における定数配置薬の管理状況の見直しについて 白鳥 隼人 NHO　東京医療センター　薬剤部

P-463 麻薬の取扱いに伴う問い合わせ事例を踏まえたトラブル対策マニュアルの作成 勝俣 寛成 国立国際医療研究センター　薬剤部

P-464 プレアボイド報告件数増加に向けた当院の取り組み 吉見 倫枝 NHO　三重中央医療センター　薬剤部

P-465 プレアボイド班報告運用マニュアル改訂と課題について 鈴村 史帆 NHO　相模原病院　薬剤部

P-466 東京医療センターにおける処方せん疑義照会内容の分析 田島 彩子 NHO　東京医療センタ－　薬剤部

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

P-468
新型コロナウィルス（COVID-19）感染症患者受け入れ施設としての薬剤部の対策と取り組みについ

て
池上 洋平 NHO　京都医療センター　薬剤部

P-469 レブラミド・ポマリスト適正管理手順（RevMate）遠隔診療ガイドラインの運用について 齋藤 讓一 NHO　金沢医療センター　薬剤部

P-470 当院におけるセファゾリン供給停止に伴う対応 近藤 讓 NHO　嬉野医療センター　薬剤部

P-471 Emtricitabine/Tenofovir alafenamide/Bictegravirの有効性および安全性に関する検討 福島 直子 NHO　名古屋医療センター　薬剤部

P-472 検査・手術前の患者に対する休薬確認業務の取り組みと入院延期の未然回避 野末 真理子 NHO　相模原病院　薬剤部

P-473 当院における周術期薬学的管理の現状と展望 水町 純一 NHO　熊本医療センター　薬剤部

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

P-475 「インスリン製剤・GLP-1受容体作動薬早見表」作成に関するアンケート調査 亀岡 大樹 NHO　浜田医療センター　薬剤部

P-476 糖尿病患者を対象としたペン型注入器用注射針の変更に伴うアンケート調査 笠原 孝宣 NHO　まつもと医療センター （前東京医療センター）　薬剤部

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

P-478 高齢者における睡眠薬の使用状況調査 小原 貴子 NHO　函館病院　薬剤部

P-479 高齢者に不眠時頓用薬を使用した際のせん妄発症率についての調査 今村 聖奈 NHO　鹿児島医療センター　薬剤部

P-480 転倒・転落リスクの高い患者に対する酸棗仁湯の使用経験について 柴崎 殊子 NHO　広島西医療センター　薬剤部

P-481 乳児血管腫に対してプロプラノロール塩酸塩を使用し、無呼吸発作が再燃した早産児の一例 木原 理恵 NHO　九州医療センター　薬剤部

P-482 経口摂取困難な甲状腺機能低下患者にチラーヂン坐薬を投与した一例 木村 舞貴 NHO　函館病院　薬剤部

P-483 バンコマイシンの術前投与により全身麻酔直後にred neck症状を呈した一例 木内 丈滉 NHO　名古屋医療センター　薬剤部

P-484 胆管炎治療中に発症したカルバペネム耐性緑膿菌敗血症の一例 牧 賢利 NHO　福山医療センター　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

ポスター72 薬剤・薬理・薬剤管理3　薬物療法

ポスター68 放射線・画像診断4　RI・画像処理

ポスター69 放射線・画像診断5　管理・その他

ポスター70 薬剤・薬理・薬剤管理1　薬剤管理・医療安全
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-485 がん患者に対する薬剤師外来の運用 大窪 典子 NHO　都城医療センター　薬剤部

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

P-487 個人防護用ガウンの流通制限に対応するための閉鎖式薬物移送システム対象拡大の検討について 村上 輝明 NHO　広島西医療センター　薬剤部

P-488 高齢造血器腫瘍患者における処方薬剤数および処方内容の複雑性に関する検討 長山 佳之 NHO　東京医療センター　薬剤部

P-489 便座拭き取りシートによる5-FUの除染効果 宮澤 憲治 NHO　金沢医療センター　薬剤部

P-490 当院におけるデュルバルマブによる有害事象の発現状況についての検討 東 崇皓 NHO　近畿中央胸部疾患センター　薬剤部

P-491 携帯型精密輸液ポンプを用いてBlinatumomabの外来治療が可能となった１例 堀沢 知世 NHO　名古屋医療センター　薬剤部

P-492 ROS-1陽性肺がんに対してクリゾチニブの脱感作療法を行うために特殊な調剤を行った1例 橋本 章吾 NHO　横浜医療センター　薬剤部

P-493 未承認薬使用のための手順書作成 福田 奈緒子 NHO　南和歌山医療センター　臨床研究部

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

P-495 当院における臨床研究法対象研究にかかる院内事務手続きについての検討 小林 麻理江 NHO　福山医療センター　臨床研究部

P-496 当院におけるMSI-Highがんの頻度と特徴 齊藤 彰久 NHO　呉医療センター　病理診断科

P-497 二次元電気泳動を利用した鳥関連過敏性肺炎の抗原同定の試み 五十嵐 彩夏 NHO　東京病院　臨床研究部

P-498 過敏性肺炎の沈降抗体検出におけるオクタロニープレート染色の有用性の検討 瀬戸 美也子 NHO　東京病院　臨床研究部

P-499 統合失調症患者における幻聴体験の概日リズム：時間薬理学への可能性 小泉 輝樹 NHO　下総精神医療センター　精神科

P-500 QFT-Plus、QFT-GIT血漿中サイトカイン測定とバイオマーカーとしての有用性 浅里 功 NHO　東京病院　臨床研究部

P-501 新型コロナウイルス感染期における心理検査室の環境評価と整備　- ICT委員会との連携を通して - 清水 美佐 NHO　宇多野病院　臨床研究部　治験管理室

P-502 COVID-19拡大状況下における治験センターの取り組み 白澤 宏美 NHO　熊本医療センター　治験センター

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

P-504 新型コロナウイルス感染症の影響下における治験実施体制 吉野 有美子 NHO　水戸医療センター　臨床研究部治験管理室

P-505 クローズ質問形式を用いた災害時被験者被害状況の確認ツールの有用性の検討 五十嵐 奈美 NHO　名古屋医療センター　臨床研究センター　臨床研究企画管理部　CRC室

P-506 臨床研究企画管理部における災害時フローチャート作成 長谷川 真奈美 NHO　名古屋医療センター　臨床研究センター　臨床研究企画管理部　CRC室

P-507 熊本医療センターにおける逸脱事例調査 宮本 聖子 NHO　熊本医療センター　治験センター

P-508 プロトコルを遵守するための方策の検討 中尾 貴子 NHO　三重中央医療センター　臨床研究部治験管理室

P-509 治験参加者への治験に対する意識調査 一之瀬 佳代 NHO　信州上田医療センター　臨床研究部

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

P-511
CtDoS2による電磁化は治験依頼者業務にどのような変化をもたらしたか　― 紙原本システムとの比

較による検証 ―
縣 明美 NHO　名古屋医療センター　臨床研究センター

P-512 手術室で起きた過電流警報発生への対応 石川 雄大 NHO　函館病院　統括診療部

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

P-514 個人用RO装置における水質管理の検討 宮内 拓也 NHO　千葉東病院　血液浄化センター

P-515 血管内超音波検査で冠動脈破裂を同定した一例 岩崎 光流 NHO　呉医療センター　ME管理室

P-516 親水ポリマーコーティング透析膜の吸着特性 多賀谷 正志 NHO　呉医療センター　ME管理室

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

P-518 当院におけるD-dimerと下肢静脈エコーについての比較検討 石田 勝政 NHO　豊橋医療センター　臨床検査科

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

P-520 超音波検査にて鎖骨下動脈遠位部の狭窄を指摘し得た1症例 伊藤 葉子 NHO　九州医療センター　臨床検査部

P-521 当院で経験したカタトニアを呈す非けいれん性てんかん重積の２症例 竹ノ内 一雅 NHO　下総精神医療センター　研究検査科

P-522 ABI検査時におけるTBIの追加検査の取り組み 山本 彬世 NHO　大阪南医療センター　臨床検査科

ポスター73 薬剤・薬理・薬剤管理4　がん薬物療法

ポスター77 臨床工学

ポスター78 臨床検査　生理検査

ポスター74 臨床研究

ポスター75 臨床試験・治験1

ポスター76 臨床試験・治験2
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-523 ALP IFCC標準化対応法の導入に向けて～本法の特徴を如何に臨床医に伝えるか～ 筒井 雅人 NHO　大阪南医療センター　臨床検査科

P-524 神経・筋疾患における血清シスタチンC値の有用性に関して 日比 夢乃 NHO　鈴鹿病院　臨床検査科

P-525 エクルーシス試薬 TSH v2の基礎的検討 今山 和香 NHO　九州医療センター　臨床検査部

P-526 血清MMP-3の検体安定性に関する検討 三嶋 寿佳 NHO　敦賀医療センター　研究検査科

P-527 当院における尿路感染に起因する敗血症 中西 香 NHO　医王病院　研究検査科

P-528
当院における10年間の非結核性抗酸菌の分離状況と2019年に初分離されたM.lentiflavumと

M.xenopiについて
田村 優実 NHO　北海道医療センター　臨床検査科

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

P-530 静脈血栓塞栓症患者における血栓検出部位と性状およびD-dimer値の関連 宮崎 いずみ NHO　別府医療センター　臨床検査部

P-531
当院における多発性骨髄腫、悪性リンパ腫のプレリキサホル使用による自家末梢血幹細胞採取数の

変化について
中川 智博 NHO　岡山医療センター　臨床検査科

P-532
リウマチ科患者を対象とした、キャピラリー・フォトメトリー法を用いる全自動赤血球沈降速度測定装置

の検討
中山 佳苗 NHO　相模原病院　臨床検査科

P-533 尿沈渣と尿細胞診における異型細胞の検出率の違いとその原因について 寺井 貴志 NHO　静岡医療センター　臨床検査科

P-534 病理診断報告書の確認忘れ防止への取り組み 林 愛理 NHO　甲府病院　研究検査科

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

P-536 当院における手術準備血C/T比低減に向けた取り組み 河原 昌美 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

P-537 国立病院臨床検査技師協会　国臨協東海北陸支部　災害対策施設アンケート調査報告 高橋 眞奈美 NHO　豊橋医療センター　臨床検査科

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

P-539 血液ガス分析のISO15189拡大審査に向けての活動 黒木 琳寧 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

P-540 採血室の開室時間変更による業務改善の取り組み 佐々木 真依 NHO　大阪医療センター　検査科

P-541 GS1-128コードとMicrosoft Excel/VBAを使用した検査試薬管理システムの構築 市原 洋士 NHO　あわら病院　研究検査科

P-542
精度確保されたPOCT機器使用による臨床検査の有用性　－在宅医療における検査の健康危機管

理－
永井 信浩 NHO　西埼玉中央病院　研究検査科

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

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

P-545 理学療法士採用に向けての課題と取組み（第２報） 丸山 昭彦 NHO　東京病院　リハビリテーション科

P-546 職員教育における東名古屋病院との合同研修の取り組み 関口 健一 NHO　名古屋医療センター　リハビリテーション科

P-547 リハビリテーション部教育プログラムにおける指導者としての中堅職員の教育の位置づけについて 藤部 百代 NHO　東名古屋病院　リハビリテーション

P-548
事例検討を用いた倫理研修の課題と今後の方向性－リハビリテーション部職員教育プログラム2年目

コースの検討－
金森 孝介 NHO　東名古屋病院　リハビリテーション科

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

P-550 リハビリテーション実施計画書の運用について〈BR〉～症例を通して作業療法士の役割を考える～ 野田 喜子 NHO　別府医療センター　リハビリテーション科

P-551
リハビリテーション科における経営改善の取り組み（第２報）～目標設定等支援・管理料算定による

減算回避へ～
松本 恭平 NHO　熊本南病院　リハビリテーション科

P-552 リハビリテーションにおける電子カルテ・部門システム・Excelを活用した効果の検討 小柳 穏 NHO　いわき病院　リハビリテーション科

P-553 地域包括ケア病棟における余剰単位の管理に対する取り組み 久保田 啓太 NHO　熊本再春医療センター　リハビリテーション科

ポスター79 臨床検査　検体検査1

ポスター83 リハビリテーション2　人材育成2

ポスター80 臨床検査　検体検査2

ポスター81 臨床検査　検体検査3

ポスター82 リハビリテーション1　人材育成1
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

P-555
当院リハビリテーション科の装具作成傾向について～過去3年間の調査から考える対象者と作成時期

～
山崎 健太郎 NHO　岩手病院　リハビリテーション科

P-556 急性期病院の退院前訪問指導におけるリハビリテーション職種の役割　～追跡調査の結果から～ 海瀬 祐介 NHO　埼玉病院　リハビリテーション科

P-557
リハビリテーションに対する障害者病棟看護師の認知度調査～週に一度のリハビリテーションカンファレン

スより～
朝田 孝優 NHO　宇多野病院　リハビリテーション科

P-558 賀茂精神医療センター・東広島医療センターにおける人事交流研修実施までのプロセス 山本 弥生 NHO　賀茂精神医療センター　リハビリテーション科

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

P-560 急性期脳卒中患者における予後予測の精度と予測因子の検討 山本 洋平 NHO　舞鶴医療センター　リハビリテーション科

P-561
回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者に対するバランスパッドを使用したバランス訓

練の有用性について
宮原 萌 NHO　東名古屋病院　リハビリテーション科

P-562
脳卒中再発による不安・恐怖感に対して、ADOC・MALを用いた目標設定とフィードバックが有効であっ

た一例
増永 一貴 NHO　福岡東医療センター　リハビリテーション科

P-563 当院を退院・転院した脳血管障害患者の自動車運転再開までの経過 中津川 泰生 NHO　水戸医療センター　リハビリテーション科

P-564 埼玉病院での心臓リハビリテーションの現状と今後の課題 伊藤 克彦 NHO　まつもと医療センター　リハビリテーション科

P-565 高齢心疾患患者の院内歩行自立判別に関連する因子の検討 濱 洋介 NHO　東佐賀病院　リハビリテーション科

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

P-567 人工膝関節置換術後患者における退院後のリハビリの有無に影響する因子の検討 俵積田 亮 NHO　埼玉病院　リハビリテーション科

P-568
当院での変形性膝関節症に対するTKA患者のCR型、PS型、CS型における歩行能力、階段昇降能

力、可動域への影響について
林 達矢 NHO　熊本再春医療センター　リハビリテーション科

P-569 膝蓋骨骨折後に膝関節屈曲可動域制限の改善に難渋した一症例 前田 明香里 NHO　姫路医療センター　リハビリテーション科

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

P-571 左人工股関節周囲骨折の一症例 辻原 美智雄 NHO　金沢医療センター　リハビリテーション科

P-572 右脛骨高原骨折術後の歩行獲得に難渋した一症例 下岡 萌恵 NHO　南岡山医療センター　リハビリテーション科

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

P-574 振動覚への刺激による新しいバランス訓練の開発 由谷 仁 NHO　九州医療センター　リハビリテーション部

P-575 急性期下肢切断患者に対する生活行為向上マネジメントを活用した一例 村山 孔野 NHO　別府医療センター　リハビリテーション科

P-576 急性期病院高齢患者における入院期身体活動量と年齢の関係 松本 侑己 NHO　別府医療センター　リハビリテーション科

P-577
高齢の肩腱板断裂患者における、社会的役割の有無で比較した治療効果（ＪＯＡ評価）について

の考察
平 泰輔 NHO　熊本再春医療センター　リハビリテーション科

P-578 尺骨鉤状突起骨折（Regan-Morrey分類type2）を伴った肘関節損傷患者の治療経験 向井 知里 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

P-579
歩行自立困難となった好酸球性多発血管炎性肉芽腫症患者に対しステロイド治療に配慮した介入

を実施し、杖歩行自立に至った１症例
清水 綾子 NHO　水戸医療センター　リハビリテーション科

P-580
高頻度胸壁振動法(HFCWO)と機械による咳介助(MI-E)の併用効果～難治性肺炎を呈した筋萎

縮性側索硬化症患者１例～
氏家 祐太 NHO　岩手病院　リハビリテーション科

P-581 MIC trainingを実施し退院したALS患者を通して明らかになった問題点 乃村 道大 NHO　高松医療センター　リハビリテーション科

P-582
HAL医療用下肢タイプによる治療を2年間継続し、免荷装置使用下で歩容の変化が認められた筋強

直性ジストロフィー患者の経過報告
浜島 利英 NHO　岩手病院　リハビリテーション科

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

P-584 編み物を通して転倒の無い時間を確保できた進行性核上性麻痺の一症例 岡崎 真由子 NHO　松江医療センター　リハビリテーション科

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

P-586 デュシャンヌ型筋ジストロフィー患者（DMD）の座位保持装置付き電動車いす作製に難渋した症例 岡田 侑大 NHO　医王病院　リハビリテーション科

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

P-588 当院における神経・筋疾患患者のコミュニケーション方法の科内共有ツールの作成 西舘 拓哉 NHO　山形病院　リハビリテーション科

P-589 代替ナースコールのマニュアル作成、その取り組み 山元 裕子 NHO　大牟田病院　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

ポスター85 リハビリテーション4　脳卒中・心疾患

ポスター89 リハビリテーション8　神経・筋疾患2

ポスター86 リハビリテーション5　運動器疾患1

ポスター87 リハビリテーション6　運動器疾患2

ポスター88 リハビリテーション7　神経・筋疾患1

29



第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-590
LSVT BIG Rによるパーキンソン病患者のバランス能力への影響―Brief-BESTestによるバランス評価

－
後藤 将吏 NHO　宇多野病院　リハビリテーション科

P-591 パーキンソン病患者に対するLSVT BIG RによるMDS-UPDRS partIIの変化 岡本 実 NHO　宇多野病院　リハビリテーション科

P-592 パーキンソン病患者における転倒因子の検討―認知機能スクリーニング検査に着目して― 樋口 雄一郎 NHO　いわき病院　リハビリテーション科

P-593 コミュニケーション支援により夫婦関係の再構築に繋がった一例 橋本 秀次 NHO　鳥取医療センター　リハビリテーション科

P-594 工夫したシャワーチェア導入により食事動作が改善したパーキンソン病の一症例 入江 啓祐 NHO　鳥取医療センター　リハビリテーション科

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

P-596 急性期から多職種と連携し在宅酸素療法を導入して自宅退院となった一症例 上江田 勇介 NHO　大阪南医療センター　リハビリテーション科

P-597 人工呼吸器の変更により無気肺が再燃した症例 ~腹臥位療法とMI-Eを組み合わせて～ 佐藤 佑 NHO　米沢病院　リハビリテーション科

P-598 肺炎を契機とする重症呼吸不全患者1症例への早期リハビリテーションの経験 斉藤 雅哉 NHO　霞ヶ浦医療センター　リハビリテーション科

P-599 短期呼吸リハビリ入院の臨床的効果の検討 柿本 真喜 NHO　松江医療センター　リハビリテーション科

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

P-601
関東甲信越グループ内で、「COVID-19　感染患者を在宅で管理する　患者と介護者向けのガイド」

を情報共有した後の事後調査について
古田島 直也 NHO　埼玉病院　リハビリテーション科

P-602
身体拘束により歩行能力が低下した、強度行動障害を有する重症心身障害者へのリハビリ介入の工

夫	
川上 泰平 NHO　北陸病院　リハビリテーション科

P-603 重症心身障害児（者）の筋緊張に対する振動刺激の効果について（第二報） 大江 友加里 NHO　下志津病院　リハビリテーション科

P-604 回転形成術を施行された大腿骨骨肉腫女児の一症例 渡邊 潤子 NHO　名古屋医療センター　リハビリテーション科

P-605 紫斑性腎炎を呈した1症例の介入から考える,入院児における作業療法の役割 古田島 直也 NHO　埼玉病院　リハビリテーション科

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

P-607
頚椎症性脊髄症により低下した食事を中心としたＡＤＬ動作を再獲得し退院できた脳性麻痺の一

症例
望月 辰也 NHO　村山医療センター　リハビリテーション科

P-608 化学療法を行う血液がん入院患者の集団活動を通じた生活の質の向上にむけた取り組み 野田 康平 NHO　西別府病院　リハビリテーション科

P-609 COPD及び舌がん進行に伴う摂食嚥下障害を呈した症例 久保 公博 NHO　指宿医療センター　リハビリテーション科

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

P-611 右下葉扁平上皮癌に対する肺部分切除術後、HOT導入に至った症例～在宅復帰を目指して～ 馬屋原 良樹 NHO　南岡山医療センター　リハビリテーション科

P-612 両側乳がん及び多発骨転移の患者に対し,多職種で連携してリスク管理し，離床訓練を進めた一例 松浦 ふみ NHO　埼玉病院　リハビリテーション科

P-613 消化器外科領域における術前リハビリテーションの有用性 大田 圭介 NHO　呉医療センター　リハビリテーション科

P-614 認知症治療病棟にける理学療法士としての関り～精神科病院による老年期うつ患者症例を通して～ 小田 洋子 NHO　肥前精神医療センター　リハビリテーション科

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

P-616 精神科作業療法における臨床実習・職員教育での臨床思考過程学習の構造化の試み 村山 大佑 NHO　鳥取医療センター　リハビリテーション科

P-617 認知症を合併したパーキンソン病患者に対してVQも用いた一例～よりよい作業体験を模索して～ 坪田 達也 NHO　八戸病院　リハビリテーション科

P-618 当院デイケアにおける継続的なプログラム運営と課題について 棚瀬 智美 NHO　東尾張病院　社会復帰科

P-619 デイケアにおける音楽プログラム導入を振り返って 福嶋 壮真 NHO　東尾張病院　社会復帰科

P-620 筋強直性ジストロフィー1型患者における表情認知能力と自閉傾向に関する検討 横山 篤志 NHO　旭川医療センター　リハビリテーション科

P-621 当院における口腔カンジダ症患者の特徴～言語聴覚士の視点から考える今後の課題～ 松浦 久美子 NHO　姫路医療センター　リハビリテーション科

P-622 破裂椎骨動脈解離に対する血管内治療後の嚥下障害について 金谷 貴洋 NHO　名古屋医療センター　リハビリテーション科

P-623 絞扼性イレウス解除術後重度嚥下障害を呈したが経口摂取で在宅復帰となった症例 松川 陽平 NHO　浜田医療センター　リハビリテーション科

P-624 当院における多職種連携による摂食嚥下支援チームの立ち上げとその取り組み 三上 紀子 NHO　呉医療センター　リハビリテーション科

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90 リハビリテーション9　パーキンソン病

ポスター91 リハビリテーション10　呼吸器疾患

ポスター95 リハビリテーション14　言語聴覚療法

ポスター92 リハビリテーション11　小児・重症心身障害

ポスター93 リハビリテーション12　がん

ポスター94 リハビリテーション13　精神疾患
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P-626 苛烈に進行した血液培養陰性感染性心内膜炎の一例 国沢 哲也 NHO　金沢医療センター　救急治療部

P-627 呼吸器症状に乏しく肺外症状を主に呈したレジオネラ肺炎の一例 佐々木 彰 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-628
高血圧合併高齢２型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬リナグリプチンの有効性および安全性につい

ての後方視的検討
桐場 千代 NHO　あわら病院　内科

P-629 成人スチル病に関連して後天性TTPを発症した１例 池内 智行 NHO　米子医療センター　呼吸器内科

P-630 猫咬傷によるパスツレラ症の一例 荒巻 芽生 NHO　嬉野医療センター　総合診療科

P-631 Streptococcus gordonii による感染性心内膜炎の一例 吉田 有希 NHO　嬉野医療センター　総合診療科

P-632 免疫抑制状態で発症した肺炎球菌による急性細菌性心外膜炎の一例 知光 祐希 NHO　福山医療センター　内科

P-633 自殺目的に次亜塩素酸ナトリウムを飲用し、腐食性食道炎Grade3を発症した1例 才田 正義 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-634 褥瘡を契機に発症し、直腸露出に至ったフルニエ壊疽2症例 野口 美帆 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-635 気道損傷がなくTBSA20％未満であるにもかかわらず、死亡の転機を遂げた症例の検討 藤岡 正樹 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-636 急性外傷性四肢主幹動脈閉塞時のtemporary intravascular shunt の有用性 藤岡 正樹 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-637 CAM-ICU導入に向けたICU看護師のせん妄に対する現状の意識調査 大兼 ことみ NHO　静岡医療センター　集中治療部

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

P-639 当院における術後訪問定着化に向けての取り組み 太田 健一朗 NHO　静岡医療センター　手術室

P-640 カンボジア形成外科Surgical outreach報告：Committed Partnership形成の第一歩 藤岡 正樹 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-641 咽頭機能が保たれている遷延性意識障害患者２事例の咀嚼訓練を通した取り組み 大和田 恵美 NHO　東名古屋病院　看護部

P-642 くも膜下出血脳血管攣縮期の患者に対する食事摂取を促す工夫 石黒 由華 NHO　仙台医療センター　脳神経外科

P-643 当院の急性期脳梗塞患者に対する口腔管理の現状 田場 要 NHO　鹿児島医療センター　リハビリテーション科

P-644 同側の眼球運動障害と両側眼瞼下垂および運動失調を呈した中脳梗塞の一例 緒方 凌 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-645 非弁膜症性心房細動患者において経口抗凝固薬使用中に発症した脳梗塞についての臨床的検討 真邊 泰宏 NHO　岡山医療センター　脳神経内科

P-646 第3言語のみ失語症を呈した左視床梗塞の一例 松本 晃典 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

P-647
災害医療センター歯科口腔外科における「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」後の診療の変化

について
岩成 進吉 NHO　災害医療センター　歯科口腔外科

P-648 都城医療センターにおける骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の現状 新屋 俊明 NHO　都城医療センター　歯科口腔外科

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

P-650 デノスマブ投与前に当科で口腔管理を行った患者のARONJ発症に関する検討 山手 佳苗 NHO　九州医療センター　歯科口腔外科

P-651 鹿児島医療センターにおける口腔ケアチーム活動と現状 中村 康典 NHO　鹿児島医療センター　歯科口腔外科

P-652 歯科衛生士が介入し口腔内環境が改善した一例 井上 遥香 NHO　栃木医療センター　歯科口腔外科

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

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

P-655 当科における周術期口腔管理を行った患者の歯科インプラント埋入状況調査（第1報） 赤瀬 稜 NHO　九州医療センター　歯科口腔外科

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

P-657 周術期口腔機能管理の原発性肺がん術後肺炎に対する有用性についての検討 福元 俊輔 NHO　九州がんセンター　歯科口腔外科

P-658 術前PET-CT検査で病変を把握しえなかった下顎歯肉癌を含む同時性4重複癌の1例 有家 巧 NHO　大阪医療センター　口腔外科

P-659 遺伝性血管性浮腫患者の左乳癌部分切除術において全身麻酔管理を行った一例 木村 彩乃 NHO　米子医療センター　研修センター

P-660 空気嚥下症（呑気症）に動的リライニング材を用いたPAP を装着した一例 奥村 秀則 NHO　東名古屋病院　歯科口腔外科

P-661 塞栓-硬化療法において計画的に複数回に分けて塞栓術を行った頭頸部動静脈奇形治療について 野口 美帆 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-662
自壊・出血を伴う甲状腺乳頭癌頸部リンパ節転移巣腫大に対してレンバチニブを投与し著効を示した

超高齢女性の1例
川上 今日子 NHO　広島西医療センター　臨床研修医

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96 総合内科・総合診療

ポスター97 救急治療・集中治療

ポスター101 歯科・口腔・頭頸部疾患3

ポスター98 脳卒中・脳腫瘍

ポスター99 歯科・口腔・頭頸部疾患1

ポスター100 歯科・口腔・頭頸部疾患2

31



第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-664
Filtrap捕捉物の解析によりDrug coating ballon拡張後の末梢血管塞栓の機序が推定された一

例
大塚 健太 NHO　北海道医療センター　臨床研修医

P-665 冠動脈瘻が原因と考えられた高齢慢性心不全の一例 西河 求 NHO　広島西医療センター　初期臨床研修医

P-666 血行動態の変化が腎機能に影響をもたらしたと考えられた慢性心不全の２症例 青木 一将 NHO　広島西医療センター　臨床研修医

P-667 治療に難渋した肺高血圧症から全身性強皮症の診断に至った一例 田中 史織 NHO　佐賀病院　内科

P-668 アンギオテンシン受容体阻害薬による血管性浮腫が疑われた１例 梶原 心 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

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

P-670 線量に関わらず放射線治療がICDに影響を与えた1例 荒木 沙月 NHO　仙台医療センター　循環器内科

P-671 形成外科領域における静脈血栓塞栓症発症予防の再検討 野口 美帆 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-672 耳下腺炎・顎下腺炎が先行したLemierre 症候群の一例 片山 僚 NHO　埼玉病院　臨床研修医

P-673 末梢型肺空洞形成病変を呈したIgG4 関連症候群の一例 大村 弘輝 NHO　旭川医療センター　呼吸器内科

P-674 関節症状を認めない抗cyclic citrullinated peptides抗体陽性のリウマチ性胸膜炎の1例 小林 眞子 NHO　米子医療センター　研修センター

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

P-676
症状や画像所見が軽微ながら比較的長期の経過を有し、病理学的に明らかな線維化を認めない過

敏性肺炎の1例
金澤 潤 NHO　茨城東病院　呼吸器内科

P-677 18 FDG-PET/CT陽性にて肺癌が疑われた肺梗塞の一例 村岡 萌子 NHO　米子医療センター　呼吸器内科

P-678 難治性喘息と誤って診断された狭窄音を伴う慢性咳嗽の一例 河崎 裕一郎 NHO　相模原病院　臨床研究センター　アレルギー科

P-679 胸腔鏡下Naclerio-Langer変法手術が奏功した巨大肺嚢胞の1例 大高 和人 NHO　函館病院　外科

P-680 3D-CT画像とICG蛍光ナビゲーションが有用であった肺葉内肺分画症の1切除例 前田 文彬 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

P-681 左B1+2b+c転位気管支と肺動脈、肺静脈の走行異常を伴う肺膿瘍の一例 大高 和人 NHO　函館病院　外科

P-682 A8が左主肺動脈から分岐した左肺動脈分岐異常を伴う肺癌の1例 大高 和人 NHO　函館病院　外科

P-683 食道癌術後経過観察中に診断された同時性3重複肺癌の1例 大高 和人 NHO　函館病院　外科

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

P-685 気管支鏡検査後に自然消退した肺扁平上皮癌の一例 岩中 宗一 NHO　三重中央医療センター　呼吸器内科

P-686 急速に進行した肺癌合併 Mycobacterium heckeshornense 感染症の一例 出水 みいる NHO　大牟田病院　呼吸器科

P-687 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)における血清中galectin-10の検討 上出 庸介 NHO　相模原病院　臨床研究センター

P-688 高齢進行・再発非小細胞肺癌におけるペムブロリズマブ少数回治療の検討 松尾 野菜 NHO　嬉野医療センター　呼吸器内科

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

P-690 当院でのUniportal VATSとMultiport VATSとの比較検討 森下 敦司 NHO　高知病院　呼吸器外科

P-691 術中覚醒既往患者の再手術の麻酔管理 西村 友紀子 NHO　松江医療センター　麻酔科

P-692 肺がん手術を受ける患者のセルフケア支援についての取り組み 柏木 彩花 NHO　和歌山病院　呼吸器内科・外科・乳腺外科病棟

P-693 A型胃炎に悪性貧血を合併した一例 張 越 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

P-694 乳癌とMALTリンパ腫の乳腺組織内衝突癌の1例 藤井 泰斗 NHO　広島西医療センター　初期臨床研修医

P-695 高Ca血症を合併し肝占拠性病変の生検で診断に至った稀な悪性リンパ腫の一例 林 克也 NHO　千葉医療センター　内科

P-696 左頬粘膜潰瘍から診断したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例 山中 美季 NHO　広島西医療センター　初期臨床研修医

P-697 同種骨髄移植後早期に発症した皮膚病変を伴うstenotrophomonas maltophilia感染症の1例 平野 志帆 NHO　名古屋医療センター　血液内科

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

P-699 入院中の血液疾患患者が輸血を受ける際の心理状態 高橋 智美 NHO　金沢医療センター　看護部

ポスター102 循環器疾患

ポスター103 呼吸器疾患1

ポスター104 呼吸器疾患2

ポスター105 呼吸器疾患3

ポスター106 血液疾患
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第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-700 進行胃癌、肝の神経内分泌癌、異所性ACTH症候群を認めた一例 益野 麻由 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

P-701 乳房内転移を機に診断された、肺非定型的カルチノイド術後再発の1例 森川 大樹 NHO　信州上田医療センター　乳腺内分泌外科

P-702 低カリウム性ミオパチーを契機に診断に至った原発性アルドステロン症の一例 芝原 萌 NHO　米子医療センター　診療部

P-703 産後1ヶ月後に発症した劇症1型糖尿病の一例 薬師寺 諒 NHO　呉医療センター　臨床研修医

P-704 ステロイド使用により高浸透圧高血糖症候群を発症した高齢2型糖尿病の一例 石井 麻梨奈 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-705 糖尿病透析予防管理指導の近年の動向と今後の課題 松下 めぐみ NHO　佐賀病院　栄養管理室

P-706 糖尿病教育入院患者のインスリン注射手技の実際　～インスリンボールの形成を防ぐために～ 福島 里菜 NHO　金沢医療センター　内分泌代謝内科

P-707 食道pyogenic granulomaの1切除例 山田 脩斗 NHO　嬉野医療センター　消化器内科

P-708 胎児型形質を有する胃癌の臨床病理学的特徴 伊東 正博 NHO　長崎医療センター　病理診断科

P-709 LCIにより強調観察された表面平坦型早期胃癌の1例 久保 公利 NHO　函館病院　消化器科

P-710 難治性十二指腸潰瘍を呈した好酸球性胃腸炎の1例 久保 公利 NHO　函館病院　消化器科

P-711 虫垂goblet cell carcinoidの1例 久保 公利 NHO　函館病院　消化器科

P-712 当科での胸腔鏡下食道切除における用手補助腹腔鏡下胃管再建の工夫と成績 鈴置 真人 NHO　函館病院　外科

P-713 目的が達成できなかった経皮内視鏡的胃瘻造設術の検討 金子 未波 NHO　旭川医療センター　消化器内科

P-714 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術後の疼痛に関する後ろ向き研究 西川 昌志 NHO　霞ヶ浦医療センター　麻酔科

P-715 出血性ショックを契機に診断された胃石症の一例 伊藤 ゆりか NHO　横浜医療センター　消化器内科

P-716 2度の緊急手術を行い救命し得たEhlers-Danlos症候群の1例 広松 悟 NHO　嬉野医療センター　教育研修部

P-717 経口腸管洗浄剤が誘因と考えられた大腸憩室出血の1例 久保 公利 NHO　函館病院　消化器科

P-718 新鮮血血便を繰り返す直腸動静脈奇形に対してバルーン閉塞下逆行性経静脈塞栓術を行った１例 板垣 希美 NHO　嬉野医療センター　消化器内科

P-719 直腸癌術後の縫合不全に対し早期の内視鏡的クリッピング治療が有効であった1例 田中 淳 NHO　佐賀病院　外科

P-720 経肛門的用手的に摘出し得た直腸異物の1例 深井 愛理 NHO　佐賀病院　外科

P-721 漢方薬内服中止により著明に改善した腸間膜静脈硬化症の1例 田嶋 宏一郎 NHO　呉医療センター・中国がんセンター　消化器内科

P-722 肝機能障害を生じた鉛中毒の1例 村田 大樹 NHO　呉医療センター　臨床研修医

P-723 薬剤性肝障害の合併が疑われた自己免疫性肝炎の1例 有田 麻耶 NHO　広島西医療センター　初期臨床研修医

P-724 急性肝不全を呈した悪性リンパ腫の1剖検例 久保 公利 NHO　函館病院　消化器科

P-725 サルコイド反応による領域リンパ節腫大を伴った肝細胞癌の1例 鈴置 真人 NHO　函館病院　外科

P-726 肝左葉切除術にて根治切除した肝外胆管癌術後の異時性肝内胆管癌の1例 竹田 直也 NHO　名古屋医療センター　外科

P-727 術前化学放射線療法を施行した切除可能境界膵癌の2例 鈴置 真人 NHO　函館病院　外科

P-728 腹部エコーを契機に診断された、非典型的画像所見を呈した自己免疫性膵炎の一例 眞田 莉花 NHO　東広島医療センター　初期臨床研修医

P-729 腹腔鏡下手術中に偶然発見された小腸異所性膵の2例 鈴置 真人 NHO　函館病院　外科

P-730 腹痛で紹介となった膀胱異物、腹腔内穿孔の一例 龍 知歩 NHO　嬉野医療センター　臨床研修医

P-731
回腸導管術後患者看護の知識の現状と課題　～質問紙を用いて看護に必要な知識の課題を把握

する～
河本 健太郎 NHO　東広島医療センター　看護部

P-732
血液透析療法を受けている患者における体重増加率を適正に保つために必要な要因～患者の食事

と水分摂取に関する認識を中心に～
西山 直子 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　看護部成人外来透析センター

P-733 左腎血腫を来したと考えられる類上皮型血管筋脂肪腫の一例 深澤 拓斗 NHO　横浜医療センター　泌尿器科

P-734 膀胱タンポナーデによる急性腎盂腎炎により死亡した膀胱扁平上皮癌の1例 渡邊 衛介 NHO　広島西医療センター　泌尿器科

P-735 t(6;11)(p21;q12)転座型腎癌の１例 田中 基樹 NHO　広島西医療センター　初期臨床研修医

ポスター107 内分泌・代謝

ポスター108 消化器、肝・胆・膵疾患1

ポスター109 消化器、肝・胆・膵疾患2

ポスター110 消化器、肝・胆・膵疾患3

ポスター111 腎・泌尿器疾患

33



第74回国立病院総合医学会　一般演題（口演・ポスター）セッション一覧 ※オンデマンド配信は 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）まで終日視聴可能

セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

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

P-738
小児の採血場面における親の気持ちと児の反応～採血時の付き添いに対する親子の気持ちや反応を

明らかにする～
古屋 玲菜 NHO　甲府病院　小児科

P-739
小児病棟における透明フィルム材を使用した新点滴固定方法の実験研究 小児の負担軽減を目指し

て
亀井 雄介 NHO　福山医療センター　小児科

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

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

P-742 心理検査の情報提供書を介した学校との連携を考える（II） 多田 淑央 NHO　医王病院　精神科

P-743 PARS-TRを用いての親面接実施による被検査者の情報収集について 横田 まき子 NHO　南岡山医療センター　療育指導科

P-744 腹囲測定を組み入れた認知行動療法による一般外来での小児肥満治療 内田 則彦 NHO　甲府病院　小児科

P-745 チラーヂンS錠を大量誤飲した小児例 山口 賢一郎 NHO　小倉医療センター　小児科

P-746 小児期に顕在化し中長期に観察できている緘黙４例の支援経過 大野 一郎 NHO　医王病院　小児科

P-747 Fitz-Hugh-Curtis症候群のCT所見：症例報告 元島 成信 NHO　小倉医療センター　産婦人科

P-748 経口分子標的薬の治療を継続する再発卵巣がん患者の体験 椚座 かおり NHO　北海道がんセンター　外来

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

P-750 シートベルト着用していたが、交通事故のため子宮内胎児死亡に至った1例 今泉 絢貴 NHO　高知病院　産科

P-751 帝王切開術後の低酸素血症と失神を契機に診断に至った肺動脈性肺高血圧症の一例 柿田 志織 NHO　霞ヶ浦医療センター　麻酔科

P-752 妊娠中の腹腔鏡下胆嚢摘出術の術後痛に神経ブロックが有効であった1例 日高 絹子 NHO　佐賀病院　麻酔科

P-753 転院搬送により母子分離状態となった母親への産後入院を取り入れた育児支援 安田 涼香 NHO　西埼玉中央病院　産婦人科

P-754 分娩体験に否定的な感情を抱いた褥婦に対するバースレビューが育児参加意欲に与える影響 小沼 侑理菜 NHO　西埼玉中央病院　産婦人科

P-755 産前に実母を失い、産褥うつ病に至った初産婦に対するグリーフワークと母親としての自信獲得過程 請田 瞳 NHO　大阪南医療センター　がん相談支援室

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

P-757 大腿骨近位部骨折患者における自宅退院の可否に影響を与える因子の検討 植村 優 NHO　佐賀病院　リハビリテーション科

P-758 認知症のある大腿骨骨折患者へのアロマオイル散布の効果ー散布時間と睡眠時間の検討ー 手嶋 海空 NHO　岩国医療センター　整形外科

P-759 整形外科病棟における睡眠薬変更が患者の入院生活に及ぼす影響の検証 大藤 慧斗 NHO　京都医療センター　整形外科

P-760 他科医師に対する骨粗鬆症診療についてのアンケート調査 金子 真理子 NHO　東名古屋病院　整形外科

P-761 関節リウマチ関連間質性肺病変に関連する自己抗体 岡 笑美 NHO　東京病院　臨床研究部

P-762
免荷期間が長期化した下腿骨折患者への理学療法～PTB装具の提案によりADL・QOLの向上を達

成した症例～
小榑 健太 国立国際医療研究センター国府台病院　リハビリテーション科

P-763 変形性関節症に罹患した軟骨より荷重によって遊離する因子の網羅的解析 津野 宏隆 NHO　相模原病院　リウマチ科

P-764 関節リウマチ患者の周術期における筋肉量と栄養状態の関連性 前田 恵 NHO　大阪南医療センター　リウマチ・膠原病・アレルギー内科、整形外科

P-765 関節リウマチ診療において好中球表面CD64発現増加が結核症診断に有用であった3症例 野木 真一 NHO　相模原病院　リウマチ科

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

P-767 腹腔動脈及び上腸間膜動脈の2つの入口部に発生した急性血栓塞栓症の1剖検例 三浦 史郎 NHO　長崎医療センター　病理診断科

P-768 WHO組織分類第4版(2017年)の甲状腺腫瘍・境界病変の診断基準の改定に伴う問題 伊東 正博 NHO　長崎医療センター　病理診断

P-769 当院で経験した原発性十二指腸癌７例の解析 藤野 匡 NHO　金沢医療センター　臨床検査科

P-770 当科で経験した動物咬傷での創部合併症に関する検討 井町 賢三 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-771
側頭部再発基底細胞癌切除後の広範囲皮膚欠損に対し、局所皮弁を組み合わせて再建し得た１

例
井町 賢三 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-772 右鼻背部に生じたeccrine porocarcinomaの一例 井町 賢三 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-773 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法の治療効果と安全性の検討 野口 美帆 NHO　長崎医療センター　形成外科

P-774 リンパ浮腫治療におけるチーム医療の実践と課題 北川 麻里江 NHO　小倉医療センター　産婦人科

ポスター113 小児・成育医療2

ポスター114 産科・婦人科疾患

ポスター115 骨・運動器・リウマチ1　周術期・その他

ポスター112 小児・成育医療1

ポスター116 骨・運動器・リウマチ2　リウマチ

ポスター117 皮膚疾患・その他
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-775 10代発症で破瓜型の経過をたどらなかった統合失調症スペクトラム障害の1例 佐藤 武彦 NHO　小諸高原病院　精神科

P-776 統合失調症圏の患者におけるNEAR前後の脳機能画像解析 辻 真里子 NHO　肥前精神医療センター　精神科

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

P-778 統合失調症の長期入院患者が退院に至った要因 小林 健太郎 NHO　小諸高原病院　精神科

P-779 精神科に長期入院している患者の強みに着目した退院支援の取り組み 原野 利一 NHO　下総精神医療センター　看護部

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

P-781 当院でのクロザピン導入－7％以上の体重変動を示した割合－ 佐藤 英成 NHO　榊原病院　栄養管理室

P-782 ギャンブル依存症患者を対象にしたcafeスタイル談話会によるつながりの効果と課題 中村 幸恵 NHO　さいがた医療センター　看護部

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

P-784 筋肉が変われば自分も変わる！依存症に対する本気の筋トレの試み 嶋田 渉太 NHO　さいがた医療センター　精神科

P-785 ネット・ゲーム依存プログラム始めました　その1～おふらいんカフェ始めました～ 奥山 沙耶 NHO　さいがた医療センター　精神科

P-786 ゲーム・ネット依存プログラム始めました　その2～CBTも始めました～ 金子 大輝 NHO　さいがた医療センター　精神科

P-787 高齢女性アルコール依存症患者への取り組み  ―新規プログラム「さくらっぷ」の作成― 上山 翔子 NHO　久里浜医療センター　看護部

P-788 Will you come to our Sai-DAT ROOM?―Addictionプログラム部屋ができるまで― 山元 直道 NHO　さいがた医療センター　リハビリテーション科

P-789 医療観察法病棟における自閉症スペクトラム障害者への関わり 岡下 雄一郎 NHO　榊原病院　看護部

P-790 医療観察法A病棟における治療プログラムの全体像と治療プログラム同士の連動性 荒木 学 NHO　榊原病院　看護部

P-791
ストレス脆弱性から言語的暴力に至る統合失調症患者に対する医療観察表病棟の看護～ストレング

スに着目した事例～
卜部 亜由美 NHO　榊原病院　看護部

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

P-793 COVID-19の緊急事態宣言に伴うNCNP精神科デイケアの心理社会的実践 吉田 統子 国立精神・神経医療研究センター病院　臨床心理部

P-794 新型コロナウイルス状況下におけるNCNPデイケア利用者のニーズ調査と課題 高島 智昭 国立精神・神経医療研究センター病院　精神リハビリテーション科

P-795 口腔ケアに拒否のある認知症患者に対して脱感作の手法を取り入れた取り組みについて 出口 千香子 NHO　北陸病院　南1階病棟

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

P-797 認知症病棟におけるFish哲学導入による職員の活性化の検証 丸山 千衣 NHO　小諸高原病院　精神科

P-798 精神科看護師が認識する退院支援に必要な看護実践～新人と熟達者の違い～ 中沢 直人 NHO　小諸高原病院　精神科

P-799 筋強直性ジストロフィー・強迫性障害患者の安全な療養生活へ向けた関わり 佐藤 直紀 NHO　あきた病院　看護部

P-800 クリスマス・ファンタジー　「クリスマス会を実施して」 三村 仁美 NHO　兵庫あおの病院　療育指導室

P-801 音楽活動を通じた不適応行動の減少について 高橋 博 NHO　やまと精神医療センター　療育指導室

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

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

P-804 意思決定を推定できる療育活動を目指して　～今までの療育活動で良いのか～ 長沼 知樹 NHO　奈良医療センター　統括診療部　療育指導室

P-805 意思表示を引き出すためのアプローチ～本人・家族に寄り添った関わりを通して～ 矢倉 泉 NHO　広島西医療センター　療育指導室

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

P-807 患者さん、家族のニーズに合う行事の取り組みの考察　－連続企画の一事例ー 福田 泰世 NHO　東徳島医療センター　療育指導室

P-808
年齢と状態に配慮した日中活動の提供をめざして－第2報－九州グループ主任保育士協議会の取り

組み
河野 宏典 NHO　琉球病院　療育指導室

ポスター119 精神疾患2

ポスター120 精神疾患3

ポスター121 精神疾患4

ポスター118 精神疾患1

ポスター122 重症心身障害 在宅支援・日中活動1

ポスター123 重症心身障害 在宅支援・日中活動2
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-809 長期入所者の社会参加支援（第1報） 支援学校との連携　～想いをつなぐために～ 中村 明美 NHO　南京都病院　看護部

P-810 医療的ケア児あおのサポートプロジェクトの報告 北山 真奈美 NHO　兵庫あおの病院　療育指導室

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

P-812 レクリエーションによる重症心身障がい児(者)の生活の質向上に向けた取り組み 前野 良平 NHO　兵庫あおの病院　看護部　東２病棟

P-813 QOLの向上に向けた取り組み～制作活動を通じて～ 酒井 愛子 NHO　長崎病院　看護課

P-814
「当院における摂食チーム会での取り組み」～強度行動障害をもつ入所者の食事形態を経口濃厚流

動食からきざみ食に変更した1症例～
日高 浩行 NHO　やまと精神医療センター　療育指導室

P-815
医療ケア等が必要となった高齢知的障害者の施設移行について～療養介護における日中活動支援

の検討～
石橋 純子 NHO　紫香楽病院　療育指導室

P-816 自閉症スペクトラムによる処遇困難な患者の日常生活改善を目指して 大山 祥子 NHO　福島病院　診療部療育指導科

P-817 病院機能移転後の静岡医療センターの通所支援事業「さくらの丘」の現状 長谷川 直美 NHO　静岡医療センター　療育指導室

P-818 急性期病院における重症心身障害児のレスパイト入院の現状と課題 渡辺 恭子 NHO　小倉医療センター　小児科

P-819 家族にとっての院内外レクリエーションとは～第2報：院外活動の許可が得られなかった群について～ 櫻井 若菜 NHO　鈴鹿病院　脳神経内科部療育指導科

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

P-821
国立病院機構に入所する重症心身障害児（者）3名に電子瞳孔計を使用して-個別療育活動実

施前後の比較-
丸澤 由美子 NHO　三重病院　療育指導室

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

P-823 当院における短期入所の現状と課題 岸本 満寿栄 NHO　兵庫あおの病院　療育指導科

P-824 通所事業における現状と今後の課題について-アンケート調査から- 寺井 照代 NHO　南京都病院　療育指導科

P-825 重症心身障がい児者病棟における休日の療育活動の充実～患者さんの笑顔と看護師の充実感～ 馬上 晃一 NHO　いわき病院　看護部

P-826
重症心身障害児（者）病棟に長期療養している脳性麻痺患者のQOL向上に向けた取り組み～

SEIQoL-DWを用いたQOL評価を行って～
瀧澤 一紗 NHO　新潟病院　看護部

P-827 重症心身障害児者病棟における高柵ベッド解除に向けての取り組み 遠部 泰子 NHO　南岡山医療センター　看護部

P-828 重症心身障害児（者）の身体拘束解除に向けた一事例 花澤 明里 NHO　石川病院　看護部

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

P-830 コミュニケーションの難しい患者との関わり方～２つの単語と表情から思いをくみ取る～ 松井 真弓 NHO　豊橋医療センター　重症心身障害児者

P-831 重症心身障害児（者）の長期入院の動向変化 丸箸 圭子 NHO　医王病院　小児科

P-832 幼児期の重症心身障がい児の睡眠援助への一事例 利根川 優香 NHO　東長野病院　小児科

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

P-834
イレウスを繰り返す呑気症の重症心身障害児に対する再発予防援助～固形食物を用いた嚥下訓練

を通して～
酒井 貴弘 NHO　さいがた医療センター　脳神経内科

P-835
重症心身障がい者を在宅で支えている家族への支援の在り方―家族のサポート力が変化した一事例

を通して―
馬場 理子 NHO　南九州病院　小児科

P-836 障害を抱えた患者家族の思いを汲み取った援助を目指して　フィンクの危機モデルを用いた振り返り 桐井 智恵 NHO　富山病院　小児科

P-837 重症心身障がい児（者）への外泊支援からの学び～高齢の主介護者である祖母を支援して～ 森 弥里 NHO　岩手病院　脳神経内科（重症心身障害病棟）

P-838 人工呼吸器装着中の重症心身障がい者が家族と安全に外出できることを目指した取り組み 植野 唯愛 NHO　兵庫あおの病院　看護科

P-839 癌患者との関わりから学んだこと～副鼻腔癌・脳腫瘍に罹患した患者の看護～ 鈴木 里彩 NHO　静岡医療センター　さくら病棟

P-840 強度行動障害者に対する意図的タッチの実践からの考察 冨澤 知世 NHO　米沢病院　看護部

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

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

P-843 弄便がみられる患者への介入―おむつに手を入れる回数の減少に向けて― 佐藤 佳奈 NHO　あきた病院　北1病棟

P-844 繰り返し強く欲求を訴える重症心身障がい者に対する看護 佐々木 千聡 NHO　八戸病院　小児科

ポスター125 重症心身障害 在宅支援・日中活動4

ポスター126 療育活動とQOL

ポスター127 患者・家族支援

ポスター124 重症心身障害 在宅支援・日中活動3

ポスター128 看護介入からの学び
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-845
重症心身障がい児（者）病棟における排痰援助～個別ケアシートを用いた効果的な援助の提供を

目指して～
林 達也 NHO　兵庫あおの病院　看護科

P-846
重症心身障がい児（者）に対する車椅子での安定した座位姿勢に向けた取り組み～ポジショニング・

シーティング介入した効果について～
井上 佳倫 NHO　帯広病院　小児科（重症心身障がい児（者）病棟）

P-847 骨折リスクの高い変形拘縮のある重症心身障害者の呼吸リハビリテーションの効果 堺 菜緒 NHO　愛媛医療センター　看護部

P-848 腹臥位による呼吸安定・筋緊張緩和に対する客観的評価の試み 池村 幸代 NHO　鈴鹿病院　重症心身障がい者病棟

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

P-850
重症心身障害児(者)病棟で発生した窒息事例から食事援助を振り返る～安全な食事援助をめざし

て～
片岡 康子 NHO　南京都病院　小児科

P-851
重症心身障害児者の看護倫理に配慮した援助長期身体抑制患者の抑制解除を多職種と連携した

取り組み
大嶋 綾乃 NHO　西別府病院　障害者（重症心身障害児者）

P-852 非経口患者の舌苔除去に対するアズノールの効果　第２報 古賀 さほり NHO　東佐賀病院　重症心身障害児（者）

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

P-854 ONE　TEAMでもれゼロ大作戦 板垣 洋子 NHO　あきた病院　看護部

P-855 重症心身障がい児に対するディストラクション効果の検証 竹ヶ原 祐太 NHO　青森病院　小児科

P-856 重症心身障がい児（者）Ａ氏の脂漏性皮膚炎の改善への取り組み 齋藤 光久 NHO　米沢病院　看護部

P-857 オリーブオイルを使用した頭皮ケアを試みて～洗髪前に用いた結果～ 高田 歩 NHO　富山病院　重症心身障害児（者）山彦病棟

P-858 口腔ケア方法の見直しによる口腔内環境の改善への取り組みを行って 石井 千代美 NHO　兵庫あおの病院　重症心身障がい児（者）病棟

P-859
重症心身障害児(者)における口腔ケア拒否反応に対する脱感作とヒーリング音楽の有用性に関する

検討
新木 千佳子 NHO　七尾病院　看護課

P-860
療養介護病棟での固定チームナーシングにおけるリーダーの役割～ファシリテーションスキルからリーダー

シップを学ぶ～
原 綾佳 NHO　柳井医療センター　看護科

P-861 重症心身障がい児者病棟における多職種デスカンファレンスの現状と課題 佐々木 佳奈 NHO　あきた病院　看護部

P-862 重症心身障害児（者）病棟における個別支援計画書の現状と課題 吉野 里緒菜 NHO　西新潟中央病院　重症心身障害センター

P-863
重症心身障がい児(者)病棟における二人一組の看護実践を強化して～運用手順の整備と看護師の

意識の向上に取り組んで～
大森 義博 NHO　兵庫あおの病院　西２病棟

P-864 重症心身障害児（者）に対して感じる変化と変化のきっかけを探る 池田 敦子 NHO　小諸高原病院　重症心身障害児者科

P-865
重症心身障害児(者)病棟に勤務する1年目看護師の重症心身障害児(者)病棟に対する印象の変

化
渡邉 愛 NHO　甲府病院　看護部

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

P-867
赤信号は止まるのに手指衛生は厳守できないのはなぜ？～重症心身障害者病棟における手指衛生

の実態調査～
中村 亮太 NHO　天竜病院　重症心身障害児（者）病棟

P-868
在宅での生活と就労を希望したデュシェンヌ型筋ジストロフィー利用者への児童指導員による支援とその

後の生活状況について
中谷 勇樹 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　療育指導室

P-869
筋ジストロフィー・ALS病棟における家族交流を目的としたテレビ電話に向けた取り組み～家族支援に

おける保育士の役割について～
大橋 瞳 NHO　新潟病院　療育指導室

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

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

P-872 筋萎縮性側索硬化症患者の排泄における看護師の感じる困難さ 深田 麻里 NHO　熊本再春医療センター　看護部

P-873 インシデント再発防止の取り組み～インシデントレポートを朝のカンファレンスで振り返って～ 草場 光康 NHO　大牟田病院　脳神経内科

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

P-875 多系統萎縮症患者の難治性褥瘡が治癒した一例 武田 長憲 NHO　天竜病院　神経内科

P-876 神経内科における頭部の除圧―耳介の褥瘡が発生した経緯から― 荒木 咲子 NHO　静岡医療センター　神経内科

P-877 退院後に継続して栄養支援を行った筋ジストロフィー患者の一例 原 愛 NHO　南九州病院　栄養管理室

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

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

ポスター129 身体機能に対する看護介入と多職種連携

ポスター130 看護介入による効果

ポスター131 看護教育と看護職員の意識
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

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

P-879 ヌシネルセンを投与している脊髄性筋萎縮症の姉妹例 緒方 怜奈 NHO　小倉医療センター　小児科

P-880 神経難病や筋ジストロフィーの長期入院患者における、胆石や尿路結石の合併の実態 山本 明史 NHO　大牟田病院　脳神経内科

P-881 パーキンソン病の初発運動症状の種類と、診断に至るまでの期間に関する検討 大田 貴弘 NHO　旭川医療センター　脳神経内科

P-882
電気生理学的所見が非典型的な所見であり、診断に苦慮したLambert-Eaton筋無力症症候群の

一例
布村 菫 NHO　北海道医療センター　脳神経内科

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

P-884 人工呼吸器装着中の神経難病患者に対する45度側臥位の効果 鈴木 崇也 NHO　岩手病院　１病棟

P-885 R-CHP療法を要した原発性マクログロブリン血症(WM)併存抗MAG抗体関連ニューロパチーの一例 佐川 俊介 NHO　広島西医療センター　初期臨床研修医

P-886 持続血糖測定器を用いた神経難病における詳細な血糖変動の解析 荒畑 創 NHO　大牟田病院　脳神経内科

P-887 動機付けの強化により意思伝達装置miyasuku EyeConSWの受け入れが良好となった症例 大下 真緒 NHO　静岡医療センター　リハビリテーション科

P-888 進行性筋ジストロフィー対象者にOriHimeを用いて自宅へ帰った一例について 西田 聖 NHO　三重病院　リハビリテーション科

P-889 人工呼吸器患者の発声のための圧力制御の重要性 荒畑 創 NHO　大牟田病院　脳神経内科

P-890 在宅筋ジストロフィー患者に対する短期検査入院の言語聴覚部門の試み 酒井 光明 NHO　東佐賀病院　リハビリテーション科

P-891 当院における嚥下造影検査の特徴 城間 啓多 NHO　沖縄病院　リハビリテーション科

P-892
食事形態の判断における咬合力と咀嚼能力の測定について~Duchenne型筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ3例の検討

~
武末 史知子 NHO　大牟田病院　リハビリテーション科

P-893
神経・筋難病患者の排便コントロールに向けた取組み　～看護師の排便コントロールに対する意識の

向上へむけて～
坂本 和行 NHO　大牟田病院　看護部

P-894 延命措置を望まない患者への退院支援 吉永 香湖 NHO　医王病院　看護部

P-895
神経難病患者の意思決定支援過程に関わる看護師の認識と課題-医療処置に対する選択が必要と

される患者への関わり-
大下 加代子 NHO　柳井医療センター　脳神経内科

P-896
個別性を考えた嚥下訓練が経口摂取を可能にした一事例　～パーキンソン病患者の嚥下訓練への取

り組み～
森本 操 NHO　兵庫中央病院　神経内科

P-897 ALS患者の深部静脈血栓症による精神的苦痛を緩和するための関わり 高橋 弘有 NHO　米沢病院　看護部

P-898
脳神経内科における認知症高齢者の抑制に対する看護師への意識調査～抑制の勉強会の取り組

みを通して～
宮迫 祥子 NHO　南九州病院　看護部

P-899 筋ジストロフィー病棟でストレッチャー移乗をより安全にするための取り組み 西川 和志 NHO　医王病院　北陸脳神経筋疾患センター　看護部

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

P-901 アロマハンドマッサージが認知症を有する神経難病患者の睡眠に与える効果の検証 前田 麻利亜 NHO　七尾病院　看護部

P-902 症状自覚から受診までの時間はどのくらいか: 多系統萎縮症と筋萎縮性側索硬化症での検討 河野 祐治 NHO　大牟田病院　脳神経内科

P-903 ハンチントン病のわが国における分布及び当施設経験症例について 本崎 裕子 NHO　医王病院　脳神経内科

P-904 パーキンソン病患者における唾液αアミラーゼ活性の臨床的意義 向山 結唯 NHO　徳島病院　四国神経・筋センター

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

P-906 パーキンソン病リハビリテーションにおける精神的ストレスに対する効果 井上 真理子 NHO　徳島病院　四国神経・筋センター

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

P-908 進行期パーキンソン病におけるレボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法の長期有効性と安全性の検討 高坂 雅之 NHO　宇多野病院　脳神経内科、臨床研究部

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

P-910 筋強直性ジストロフィー剖検例における直接死因分析 駒井 清暢 NHO　医王病院　北陸脳神経筋疾患センター・脳神経内科

P-911 慢性進行型神経ベーチェット病の臨床経過 渡邉 暁博 NHO　大牟田病院　脳神経内科

P-912 胸腺癌の腫瘍随伴症候群と考えられる抗SRP抗体陽性筋症の44歳男性例 古川 鉄兵 NHO　信州上田医療センター　脳神経内科

P-913 進行性核上性麻痺における中脳形態の左右差 丸浜 伸一朗 NHO　南京都病院　脳神経内科

P-914 多系統萎縮症とパーキンソン病における食道拡張 川村 和之 NHO　南京都病院　脳神経内科

P-915 レビー小体病剖検例から見た脳血流シンチと脳病理像の比較検討 笹ケ迫 直一 NHO　大牟田病院　脳神経内科

P-916 連続性・対称性に進展し，広範囲な白質壊死を来した視神経脊髄炎 石田 千穂 NHO　医王病院　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

ポスター138 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告3

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

ポスター135
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2

ポスター136 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　症例報告1
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セッション セッションタイトル 所属演題名 演者

P-917 HIV感染症患者におけるシスタチンCとクレアチニンの腎機能評価についての検討 櫛田 宏幸 NHO　大阪医療センター　薬剤部

P-918 日本人HIV-1感染者におけるビクテグラビルの血漿中トラフ濃度に関する検討 矢倉 裕輝 NHO　大阪医療センター　薬剤部

P-919 発熱外来を受診した急性HIV感染症の一例 相川 雄太郎 NHO　千葉医療センター　内科

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

P-921 結核患者の理解度に合わせた集団教育を目指して 鳥居 夏海 NHO　東名古屋病院　看護部

P-922 蛍光染色液アクリステイン改良品における抗酸菌染色の性能評価 大木 仁 国立国際医療研究センター病院　中央検査部門

P-923 がん専門病院におけるHTLV-１キャリア外来の実態調査 安村 知佳子 NHO　九州がんセンター　看護部

P-924 当院で経験した梅毒罹患者12例の検討 齊藤 誠司 NHO　福山医療センター　感染症内科

P-925
MAS・DIC・急性肝障害・角化型疥癬を合併した、高齢発症・慢性関節炎をともなう多周期性全身

型成人発症スチル病の1症例
多崎 俊樹 NHO　敦賀医療センター　血液内科

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

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

P-928
中規模病院における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連検査体制の構築－PCR検査を

院内で実施しない施設の例－
花木 祐介 NHO　沖縄病院　研究検査科

P-929 当院臨床検査科の新型コロナウイルス感染症への取り組み 仲間 盛之 NHO　東京病院　臨床検査科

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

P-931 新型コロナウイルス感染症の隔離病棟での治療経験に基づく検証 中澤 卓也 NHO　千葉東病院　リウマチ・アレルギーセンター

P-932 アクションカードによる減災対策～手術室看護師における防災意識の向上を目指して～ 山口 加奈 NHO　函館病院　手術室

P-933 院内災害訓練における薬事トリアージの運用について 赤尾 美奈 NHO　災害医療センター　薬剤部

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

P-935 災害時の患者家族の対応におけるA病院ICU看護師の思い 山崎 夢仁 NHO　豊橋医療センター　ICU

P-936 神経・筋疾患患者への災害支援の在り方　～不安に関する患者のインタビューより～ 原田 聡 NHO　鈴鹿病院　看護部

P-937 当院の防災活動＜小さなことからコツコツと＞ 細川 徹 NHO　大阪南医療センター　放射線科

P-938 COVID-19流行中の当院乳腺・腫瘍内科における乳がん薬物療法について 河村 雪乃 国立国際医療研究センター　乳腺・腫瘍内科

WP1
A case of surgical resection of the ascending colon with stenosis due to amebic

enteritis
坂野 美紗子 NHO　仙台医療センター　消化器内科

WP2 A case of hemorrhagic duodenal ulcer with choledochoduodenal fistula 菅原 英之 NHO　仙台医療センター　消化器内科

WP3
A case of Hemosuccus Pancreaticus with pseudoaneurysm rupture caused by

pancreatic pseudocyst
児玉 崇 NHO　仙台医療センター　消化器内科

WP4
A case of portopulmonary hypertension with a gradual increase in the ratio of

right ventricle / left ventricle
宮城 暢明 NHO　仙台医療センター　循環器内科

WP5 Globicatella sanguinis urinary tract infection: a case report 白石 裕雅 NHO　岡山医療センター　泌尿器科

WP6 A Case of Severe Pancytopenia Caused by Methotrexate 坂本 勇樹 NHO　呉医療センター　腎臓内科

WP7 A case of focal eosinophilic myositis 松下 弘樹 NHO　京都医療センター　総合内科

WP8
Pericardial metastasis of gastric cancer with cardiac tamponade:Treatment with

continuous drainage
平井 忠幸 NHO　金沢医療センター　循環器内科

WP9
Evaluation of clinical features of enterococcal urinary tract infection (UTI)

compared with UTI caused by Escherichia coli
郁春 アセフ NHO　埼玉病院　小児科

WP10
Three-year-old girl with Down's syndrome required surgery due to atlantoaxial

subluxation
百海 ひまわり NHO　四国こどもとおとなの医療センター　整形外科

WP11
Clinical outcome full-endoscopic discectomy for re-operative patents after

conventional lumbar surgery.
岡田 豊 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　整形外科

ポスター143 若手医師フォーラム

ポスター140 免疫・感染症2　新型コロナウイルス感染症

ポスター141 災害医療・D-MAT・D-PAT

ポスター142 事業継続計画　BCP

ポスター139 免疫・感染症1　エイズ・その他
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