
第75回国立病院総合医学会　ベスト口演賞一覧

セッション名 テーマ 演題番号 演題名 姓 名 所属機関名

口演 1 病院運営・管理 O-001 足下を見つめ直すことで、地域医療構想に即しつつ経営基盤の安定を図る取り組み～ピンチはチャンス～ 藤井 滉太 NHO　広島西医療センター　企画課　医事

口演 1 病院運営・管理 O-007 障がい者雇用の確保について 吉家 芳明 NHO　仙台医療センター　事務部管理課

口演 2 病院経営・DPC O-008 査定率減少に向けた取り組みについて 大内田 鈴奈 NHO　熊本医療センター　事務部

口演 3 医療安全 O-009 A病院の転倒転落におけるリスク因子についての実態調査 福田 愛香 NHO　大阪医療センター　看護部

口演 3 医療安全 O-012 気管カニューレ逸脱時対応研修の取り組み 小林 典子 NHO　西別府病院　看護部

口演 3 医療安全 O-013 One point アドバイスを付加させた動画マニュアル作成の試み 辻 真由 NHO　近畿中央呼吸器センター　臨床検査科

口演 4 医療の質 O-016 院内蘇生不要(DNAR)指示ガイドラインの策定と運用 白神 幸太郎 NHO　京都医療センター　医療安全管理部

口演 5 感染対策・ICT O-021 長期入院を要する神経難病病棟における薬剤耐性菌の保菌率 遠藤 昂駿 NHO　岩手病院　研究検査科

口演 5 感染対策・ICT O-022 仙台医療センター　ＣＯＶＩＤ－１９の感染対策～病院出入口でのトリアージ対応　１年を振り返る～ 石栗 広志 NHO　仙台医療センター　看護部

口演 6 働き方改革 O-025 コロナ禍における管理栄養士養成のためのオンライン実習の取り組みについて 阿部 康代 国立精神・神経医療研究センター　栄養管理室

口演 6 働き方改革 O-026 表計算ソフトを使用した業務改善とその展望について～負担軽減と新たな取り組みまで～ 稲月 彰子 NHO　東埼玉病院　統括診療部機能回復部門内科栄養管理室

口演 7 メンタルヘルスケア O-029 短期間に勤務病棟の変更を繰り返す看護師のストレスとその対処 岩野 貴子 NHO　近畿中央呼吸器センター　看護部

口演 9 患者サービス・ボランティア・接遇 O-032 入退院支援センター業務に薬剤部門が参画した24週間のアウトカム 太田 貴洋 NHO　東京医療センター　薬剤部

口演 10 地域連携・地域包括ケア O-040 NHO初の地域包括支援センター初年度活動報告 佐藤 かおり NHO　宮城病院　地域包括支援センター　

口演 10 地域連携・地域包括ケア O-041 在宅療養の報告会による訪問看護ステーションと病棟との看看連携 渋谷 香織 NHO　宮城病院　看護部

口演 10 地域連携・地域包括ケア O-042 ＭRガイド下集束超音波治療開始時における地域医療連携室の取り組み 阿部 直美 NHO　宮城病院　地域医療連携室

口演 11 終末期医療・緩和医療 O-043 コロナ禍における地域がん診療連携拠点病院の取り組み　～自施設だけでなく地域の緩和ケア水準向上を目指して～ 工藤 浩史 NHO　東京医療センター　緩和ケアセンター

口演 11 終末期医療・緩和医療 O-045 アドバンス・ケア・プランニングの実践に向けて―患者の希望に思いを寄せた意思決定支援をするために― 山岸 友紀 NHO　旭川医療センター　呼吸器内科

口演 11 終末期医療・緩和医療 O-046 「CHEER!（チアー）」と連動したレシピ動画配信　～病院の広報的視点を意識して～ 林 賢悟 国立がん研究センター東病院　栄養管理室

口演 11 終末期医療・緩和医療 O-048 重症呼吸不全患者の緩和ケア 三谷 愛子 NHO　南京都病院　看護部

口演 11 終末期医療・緩和医療 O-050 外来治療センターへの専任管理栄養士介入の取り組みと効果 山田 千絵莉 NHO　金沢医療センター　栄養管理室

口演 13 栄養・NST・褥瘡 O-063 給食委託職員からのCOVID‐19陽性者の発生と食事提供そして今後の課題 上野 佳代子 NHO　肥前精神医療センター　栄養管理室

口演 13 栄養・NST・褥瘡 O-066 「朝めしまえ」冷凍おかずセットを導入して～現状と課題～ 棚橋 知香 国立国際医療研究センター病院　栄養管理室

口演 14 看護技術・看護記録 O-067 NPPV導入を拒否していた高齢患者に対するセルフマネジメント獲得までのアプローチ 清田 美香 NHO　南京都病院　看護部

口演 15 看護人材育成、認定・専門看護師 O-071 臨床看護師が抱く看護研究に対する認識 沢口 夏季 NHO　三重病院　看護部

口演 15 看護人材育成、認定・専門看護師 O-072 コロナ禍におけるポスターを用いた呼吸ケアの知識の周知活動 西田 憲二 NHO　南京都病院　看護部

口演 15 看護人材育成、認定・専門看護師 O-073 多分野認定・専門看護師が病棟のカンファレンスへ参加して 中村 みさ NHO　長崎医療センター　看護部

口演 16 看護管理・看護業務・看護方式 O-075 パートナーシップ・ナーシング・システム（PNS）強化のための活動報告 続宗 敬子 NHO　東近江総合医療センター　看護部

1



第75回国立病院総合医学会　ベスト口演賞一覧

セッション名 テーマ 演題番号 演題名 姓 名 所属機関名

口演 16 看護管理・看護業務・看護方式 O-077 重症心身障害児（者）病棟における看護体制の検討 植松 雅子 NHO　千葉東病院　看護部

口演 17 看護その他 O-092 院内災害看護教育e‐ラーニングへの取り組み 乙川 武志 NHO　千葉東病院　看護部

口演 18 看護教育（看護学校・実習指導） O-097 看護の統合実習をシャドーイングで行うことでの学び 佐伯 香織 NHO　愛媛医療センター　附属看護学校

口演 20 放射線・画像診断 O-109 脳ファントムIB‐10による脳血流SPECT及びDAT Scan濃度直線性の評価 茄子川 集 NHO　仙台西多賀病院　放射線科

口演 20 放射線・画像診断 O-114 頭部CT撮影条件の適切な選択　～動く患者さんにはどの条件で撮る？～ 手賀 和輝 NHO　あきた病院　放射線科

口演 21 薬剤・薬理・薬剤管理 O-117 超速効型インスリン製剤の実施タイミングに関するアンケート調査 山本 高範 NHO　三重中央医療センター　薬剤部

口演 21 薬剤・薬理・薬剤管理 O-118 フォーミュラリ導入による外来処方動向の比較 石川 紗耶香 NHO　横浜医療センター　薬剤部

口演 21 薬剤・薬理・薬剤管理 O-119 薬剤管理指導記録の標準化・負担軽減に向けた薬剤部としての方針の取り決めとその評価 赤木 祐貴 NHO　横浜医療センター　薬剤部

口演 21 薬剤・薬理・薬剤管理 O-120 認知症ケアチームに薬剤師が参画して 会津 裕子 NHO　仙台西多賀病院　薬剤部

口演 21 薬剤・薬理・薬剤管理 O-121 病院と保険薬局との連携～院外処方せんにおける疑義照会事前同意プロトコルの運用～ 庄野 裕志 NHO　東近江総合医療センター　薬剤部

口演 24 臨床検査‐1　生理検査 O-139 超音波検査による脂肪肝評価の院内統一化 ‐CT値との比較検討‐　第2報 井上 拓都 NHO　敦賀医療センター　研究検査科

口演 24 臨床検査‐1　生理検査 O-140 心臓超音波検査を契機に発見した門脈ガス血症の１例 伊藤 里美 NHO　千葉医療センター　臨床検査科

口演 25 臨床検査‐2　検体検査 O-142 当院における自動遺伝子検査装置(TRCReady‐80)の導入経緯とその運用方法 廣瀬 龍 NHO　あわら病院　研究検査科

口演 25 臨床検査‐2　検体検査 O-144 クロスミキシング試験が一助となった第12因子欠乏症の一症例 北山 雅朗 NHO　姫路医療センター　臨床検査科

口演 27 リハビリテーション‐1　理学療法士 O-149 COVID‐19クラスター発生に対するリハビリテーション科の対応について 山内 芳宣 NHO　神戸医療センター　リハビリテーション科

口演 27 リハビリテーション‐1　理学療法士 O-152 当院におけるCOVID‐19患者へのリハビリテーション介入 今中 辰茂 NHO　京都医療センター　リハビリテーション科

口演 28 リハビリテーション‐2　作業療法士 O-162 神経筋難病患者に対する作業療法士の退院時指導の検討 豊富 なつ子 NHO　高松医療センター　リハビリテーション科

口演 28 リハビリテーション‐2　作業療法士 O-168 筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者に対するICT機器導入時期と作業療法効果の検討～症例報告～ 森本 翼 NHO　長崎病院　リハビリテーション科

口演 29 リハビリテーション‐3　言語療法士 O-175 パーキンソン病に対し発声時運動ポーズを用いた声量増大の試み 高野 智恵子 NHO　宮城病院　リハビリテーション科

口演 33 歯科・口腔・頭頸部疾患 O-194 がんの周術期口腔機能管理における病院間連携：末梢血幹細胞移植前に緊急の歯周治療を要した多発性骨髄腫の一例 江戸 美奈子 NHO　北海道がんセンター　歯科口腔外科

口演 35 呼吸器疾患 O-205 新型コロナウィルスワクチンを慢性呼吸不全患者に接種した際の影響について 角 謙介 NHO　南京都病院　呼吸器センター

口演 45 免疫、感染症‐3　新型コロナウイルス感染症 O-267 ファビピラビルによる高尿酸血症発現リスク因子に関する検討 上田 真也 NHO　茨城東病院　薬剤部

口演 45 免疫、感染症‐3　新型コロナウイルス感染症 O-271 COVID‐19専用病棟に勤務する看護師のストレスとモチベーションの変化 高山 豊美 NHO　まつもと医療センター　看護部
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