
第75回国立病院総合医学会　ベストポスター賞一覧

セッション名 テーマ 演題番号 演題名 姓 名 所属機関名

ポスター 1 病院運営・管理 P-0006 令和元年度と令和2年度の特定保健指導受診率について 小西 鈴音 NHO　呉医療センター　事務部管理課

ポスター 1 病院運営・管理 P-0007 事業所健診の受診率アップと健診業務軽減について 河合 晴香 NHO　呉医療センター　事務部管理課

ポスター 1 病院運営・管理 P-0008 図上シミュレーション訓練を取り入れた防災訓練の検証 三上 正晴 NHO　あきた病院　事務部　エネルギー防災管理室

ポスター 1 病院運営・管理 P-0009 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の早期支給に向けた取り組みについて 小野寺 えみり NHO　茨城東病院　管理課

ポスター 1 病院運営・管理 P-0010 医療従事者向け新型コロナワクチン接種における当院の対応について 蒲原 康史 NHO　小倉医療センター　企画課経営企画室

ポスター 1 病院運営・管理 P-0012 職員健康診断における結果報告書の配布遅延改善の取り組み 鈴木 元 NHO　あきた病院　管理課

ポスター 1 病院運営・管理 P-0015 医療材料費削減に向けた取り組みについて 菅原 祐太 NHO　仙台医療センター　企画課

ポスター 1 病院運営・管理 P-0017 被接種者の負担軽減のためのワクチン接種の運用～職員と地域医療従事者そして、一般接種を通じて～ 田中 貴大 NHO　南岡山医療センター　事務部

ポスター 1 病院運営・管理 P-0018 COVID-19サンプリングチームにおける事務部門の役割について 小端 直 NHO　仙台医療センター　医事経営企画室

ポスター 1 病院運営・管理 P-0019 高齢者が求める当院へのニーズ調査について～新型コロナワクチン接種会場を利用して～ 佐藤 成美 NHO　南岡山医療センター　管理課

ポスター 2 病院経営・DPC P-0020 呉医療センターにおける大腸EMR症例数の推移と今後 赤木 涼太郎 NHO　呉医療センター　経営企画室

ポスター 2 病院経営・DPC P-0021 医療経営改善のために～リハビリテーション科の取り組み～ 柳田 敏宏 NHO　宇多野病院　リハビリテーション科

ポスター 2 病院経営・DPC P-0026 病床管理ミーティングによる効率的な病床運営と経営改善 畠山 拓哉 NHO　仙台西多賀病院　事務部　企画課

ポスター 2 病院経営・DPC P-0030 医療材料の削減 芳澤 恵理 NHO　広島西医療センター　事務部　企画課

ポスター 2 病院経営・DPC P-0031 外部システムを活用した査定分析と対策について 宮内 亮磨 NHO　呉医療センター　事務部

ポスター 2 病院経営・DPC P-0032 検査試薬のコスト削減を企画課と臨床検査科との共同取り組みについて 神尾 晴奈 NHO　呉医療センター　企画課　契約係

ポスター 2 病院経営・DPC P-0034 未収金回収業務における督促強化月間の導入について 栗原 舞 NHO　仙台医療センター　事務部企画課

ポスター 2 病院経営・DPC P-0035 経営企画委員会の活性化に向けた取り組み 鈴木 雄之 NHO　仙台医療センター　事務部

ポスター 3 医療安全 P-0036 コロナ禍におけるDVDを活用した医療安全研修（e-Learning）の取組み 吉田 和美 NHO　弘前病院　薬剤部

ポスター 3 医療安全 P-0040 内服与薬インシデント件数減少に向けた取り組み 本庄 千春 NHO　大阪刀根山医療センター　脳神経内科

ポスター 3 医療安全 P-0042 医療安全推進部による虐待防止への取り組み～部署毎の倫理カンファレンスを毎月開催して～ 池田 紀子 NHO　鳥取医療センター　看護部

ポスター 3 医療安全 P-0044 学習会前後の身体拘束に対する看護師の意識の変化 室岡 惠子 NHO　盛岡医療センター　地域包括ケア科

ポスター 3 医療安全 P-0048 転倒・転落低減に向けた取り組み 白取 彩香 NHO　弘前病院　医療安全管理室

ポスター 3 医療安全 P-0051 当院での休薬期間が必要な薬剤におけるプロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)実践への取り組み 野島 ちひろ NHO　東京医療センター　薬剤部

ポスター 3 医療安全 P-0052 身体抑制解除に向けた検討を促す記録様式の見直し 村山 由紀 NHO　村山医療センター　リスクマネジメント部会　転倒転落防止班

ポスター 3 医療安全 P-0058 医療用麻薬のインシデントを減少させる取り組みの効果について 一戸 集平 NHO　仙台医療センター　薬剤部

ポスター 3 医療安全 P-0059 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～ 小泉 亜理沙 NHO　村山医療センター　リスクマネジメント部会患者誤認防止班

ポスター 3 医療安全 P-0061 静脈血栓リスク評価表改訂の妥当性の検証 船田 枝美 NHO　仙台医療センター　医療安全管理室

ポスター 4 医療の質 P-0070 A病院における救命救急の課題～BLS研修のアンケート結果から見えてきたこと～ 藤澤 麻美 NHO　米沢病院　神経難病センター

ポスター 4 医療の質 P-0075 当院における抗がん剤による環境曝露調査 間宮 公教 NHO　金沢医療センター　薬剤部

ポスター 5 感染対策・ICT P-0084 重症心身障害児（者）病棟の感染対策の現状と課題 須藤 鈴佳 NHO　鈴鹿病院　西2階病棟

ポスター 5 感染対策・ICT P-0090 重症心身障がい児（者）入院受け入れに対する新型コロナウイルス感染症対策～ICT活動を中心に～ 吉岡 幸恵 NHO　あわら病院　小児科

ポスター 5 感染対策・ICT P-0093 洗面台に残存する水分を拭き取る際の手指再汚染に関する調査 若山 隆一 NHO　関門医療センター　地域支援病棟
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ポスター 5 感染対策・ICT P-0094 COVID-19感染対策の構築～クルーズ船PCR陽性者対応から市中感染の対応を経験して～ 安江 亜由美 NHO　長良医療センター　ICT

ポスター 5 感染対策・ICT P-0104 薬剤科における環境整備を目的とした感染対策 川村 麻由子 NHO　米沢病院　薬剤科

ポスター 5 感染対策・ICT P-0105 COVID-19職員感染事例から見えてきた課題とその対応 浅田 瞳 NHO　名古屋医療センター　感染制御対策室

ポスター 7 働き方改革 P-0111 コロナ渦での親睦を深めるための取り組み 高橋 友香 NHO　栃木医療センター　リハビリテーション科

ポスター 7 働き方改革 P-0113 薬剤師による処方代行入力事例に基づく医薬品マスタメンテナンスへの検討 中村 玲子 NHO　横浜医療センター　薬剤部

ポスター 7 働き方改革 P-0114 給与事務の業務効率化と正確な給与支給の両立に向けた取組について 猿舘 尚応子 NHO　仙台西多賀病院　事務部　管理課

ポスター 7 働き方改革 P-0115 コロナ禍における研修会を動画化して 阿利 学 NHO　高松医療センター　リハビリテーション科

ポスター 7 働き方改革 P-0122 離職予防に向けた取り組み～リフレッシュ研修～ 樫本 真波 NHO　兵庫あおの病院　看護部

ポスター 8 メンタルヘルスケア P-0124 A病院における精神疾患合併妊婦の実態調査と今後の課題 玉泉 有理 NHO　金沢医療センター　産婦人科

ポスター 12 患者サービス・ボランティア・接遇 P-0137 接遇に対する他者評価を取り入れて見えた看護職員の現状 横田 聡志 NHO　宮城病院　神経内科

ポスター 12 患者サービス・ボランティア・接遇 P-0140 威圧的な言葉遣いを改善への療養介助員会の取り組み～丁寧な言葉遣いで対応しよう～ 中村 辰江 NHO　大阪刀根山医療センター　脳神経内科

ポスター 13 地域連携・地域包括ケア P-0149 「連携充実加算」算定における当院の取り組みとその成果 今村 有那 NHO　東京医療センター　薬剤部

ポスター 14 終末期医療・緩和医療 P-0166 終末期癌患者の趣味がもたらす効果 本庄 瑞希 NHO　舞鶴医療センター　看護部

ポスター 14 終末期医療・緩和医療 P-0177 慢性期病棟における終末期ケアに関わる看護師の思い 後藤 紗希 NHO　米沢病院　看護部

ポスター 15 ソーシャルワーク P-0181 コロナ禍における意思決定支援－事例を通した考察－ 早矢仕 翔太 NHO　長良医療センター　地域医療連携室

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0187 新調理システム導入に向けた取り組み 垣添 真世 NHO　東佐賀病院　栄養管理室

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0190 早期栄養介入管理加算新設におけるチーム介入効果についての検討 丹羽 正人 NHO　金沢医療センター　内科系診療部内科　栄養管理室

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0195 NST介入患者のOAGと口腔ケアの実態調査 中村 美紗季 NHO　金沢医療センター　歯科口腔外科

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0203 当院における形態調整食の取り組みについて 齊藤 真也 NHO　横浜医療センター　栄養管理室

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0204 地元老舗和菓子店とのコラボ商品「低カロリー・ローカーボどら焼き」の開発について 清水 伸明 NHO　横浜医療センター　栄養管理室

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0207 熊本医療センター栄養管理室、臨床栄養強化始めました。 加來 正之 NHO　熊本医療センター　栄養管理室

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0211 拒食により水分や経腸栄養剤しか受け付けない重症心身障がい者に対して食事介入によって改善した1症例 柴田 元 NHO　米沢病院　栄養管理室

ポスター 16 栄養・NST・褥瘡 P-0214 当院における摂食障害患者への関りについて 宮地 菜摘子 NHO　金沢医療センター　栄養管理室

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0229 死後の処置に対する葬祭業者への実態調査 岡崎 光江 NHO　福島病院　脳神経内科

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0230 一般混合病棟での化学療法における看護業務改善に向けた取り組み～現状から見えてきた課題～ 牟田 千史 NHO　東佐賀病院　看護部

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0231 身体拘束解除に向けての関わり 加藤 はるか NHO　宮城病院　脳外科・脳神経内科・一般内科

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0236 当病棟における口腔ケアの必要性に対する認識と実施を不十分にしている要因 舞島 航太郎 NHO　金沢医療センター　南3病棟

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0245 低栄養状態にて入院する結核患者の実態調査と介入方法 原槙 恭子 NHO　東佐賀病院　看護部

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0246 「死にゆく患者・家族」に関わる意図的なコミュニケーション　　ロールプレイを通して得られる看護師の認知と行動の変化 山口 愛美 NHO　南京都病院　看護科

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0248 看護実践の前に確認したくなる看護計画「すてきな看護計画」の作成 青木 承子 NHO　大阪南医療センター　看護部

ポスター 17 看護技術・看護記録 P-0252 呼吸器外科手術後患者の肩関節周囲痛の有効な対処法の確立を目指して 中川 順子 NHO　茨城東病院　ICU

ポスター 18 看護人材育成、認定・専門看護師 P-0264 あわら病院における経験が浅い看護師の「社会人基礎力」の傾向 笹原 夕貴 NHO　あわら病院　看護部

ポスター 18 看護人材育成、認定・専門看護師 P-0269 副看護師長と一緒にOJT！～キャリアラダーに沿った個々への教育～ 徳丸 陽香 NHO　大阪南医療センター　看護部
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ポスター 18 看護人材育成、認定・専門看護師 P-0271 診療看護師における資格取得後研修に関する検討 二階堂 奈美 NHO　仙台医療センター　チーム医療推進室

ポスター 19 看護管理・看護業務・看護方式 P-0279 ナラティブを用いた看護管理者としての語りを経験して 川瀬 正裕 NHO　東近江総合医療センター　看護部

ポスター 19 看護管理・看護業務・看護方式 P-0286 SPDシール紛失枚数減少に向けた取り組み 藤原 霞 NHO　大阪刀根山医療センター　看護部

ポスター 19 看護管理・看護業務・看護方式 P-0297 病棟における感染性廃棄物の処分費用削減の取り組み 菊地 雄 NHO　米沢病院　看護部

ポスター 19 看護管理・看護業務・看護方式 P-0306 ＣＯＶＩＤ―１９専門病棟の「患者さんの声」より得たもの 青 志織 NHO　仙台医療センター　看護部

ポスター 19 看護管理・看護業務・看護方式 P-0308 ウォーキングカンファレンス導入に向けて 出井 路子 NHO　茨城東病院　ICU

ポスター 19 看護管理・看護業務・看護方式 P-0309 外来看護の質を高めるチーム活動を目指して～成人外来スタッフにおける固定チームナーシングの現状と今後の課題～ 林 加奈 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　成人外来

ポスター 19 看護管理・看護業務・看護方式 P-0311 看護部におけるリリーフ体制の構築 石橋 美枝子 NHO　小倉医療センター　看護部

ポスター 20 看護その他 P-0316 座位で長時間過ごす人工呼吸器装着した筋強直性ジストロフィー患者の皮膚トラブルへの看護介入 濱野 由希 NHO　高松医療センター　看護部

ポスター 20 看護その他 P-0323 せん妄患者に対するスタッフの意識と看護ケアの変化～DST評価を用いたせん妄アセスメントシートの導入を行って～ 横田 裕子 NHO　四国こどもとおとなの医療センター　女性医療センター

ポスター 20 看護その他 P-0351 身体拘束に関する看護師の意識調査＜効果的なカンファレンスに向けて＞ 山本 剛一 NHO　宮城病院　看護部

ポスター 20 看護その他 P-0373 患者家族が代理決定した抗がん剤投与についての一事例 今泉 瑛子 NHO　豊橋医療センター　看護部　脳神経外科

ポスター 20 看護その他 P-0374 消化器疾患患者における周術期の口腔内の状態と口腔ケアに関する前後比較 栗田 歩美 NHO　豊橋医療センター　看護科

ポスター 20 看護その他 P-0378 看護研究から得られた成果の看護実践への還元に関する調査 大槻 隆也 NHO　宮城病院　南a病棟

ポスター 20 看護その他 P-0408 「外来における患者からの電話対応の困難と対処についての一考察」～外来看護のやりがいにつなげるために～ 村上 円 NHO　金沢医療センター　看護部

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0420 九州内の国立病院機構病院28施設に勤務する卒後1～5年目看護職の看護実践能力～NHO附属養成所とその他の教育課程との比較 山田 巧 NHO　鹿児島医療センター　附属鹿児島看護学校

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0422 COVID-19感染症拡大下における遠隔授業の実態と学習成果 村川 陽子 NHO　呉医療センター　附属呉看護学校

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0426 学年間交流によるチーム医療学習会の学びの効果-チーム医療とその中での看護師の役割について考える- 竹ノ内 貴裕 NHO　舞鶴医療センター　附属看護学校

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0429 基礎看護学実習を控えた学生と実習指導者との意見交換による学びの効果 苧玉 奈生子 NHO　大阪医療センター　附属看護学校

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0433 看護学生の社会人基礎力の育成に向けた文献検討 杉田 朋美 NHO　舞鶴医療センター　附属看護学校

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0442 異学年交流研修の実践報告 中村 陽子 NHO　姫路医療センター　附属看護学校

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0445 COVID-19禍における助産学生のオンライン出産準備教室開催の実践報告 柚木 麻央 NHO　京都医療センター　附属京都看護助産学校　助産学科

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0446 看護学生のコミュニケーションスキルと社会的スキルの検証 石川 ゆかり NHO　仙台医療センター　附属仙台看護助産学校　看護学科

ポスター 21 看護教育（看護学校・実習指導） P-0453 看護基礎教育における地域包括ケアシステムの教育方法の検討　「住み慣れたところで最後まで」をどのように学ばせるか 山岡 富美香 NHO　浜田医療センター　附属看護学校

ポスター 23 放射線・画像診断 P-0464 X線TV室術者被ばく線量低減に向けた取り組み 宮地 孝徳 NHO　豊橋医療センター　診療放射線科

ポスター 23 放射線・画像診断 P-0479 宮城病院放射線科の震災時の対応について～2021.2.13福島県沖地震における被災状況の報告と災害時の対応～ 角田 智 NHO　宮城病院　放射線科

ポスター 23 放射線・画像診断 P-0491 当センターにおける股関節手術支援画像作成の試み 渡邊 裕文 国立長寿医療研究センター　放射線診療部

ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0506 レゴラフェニブに起因する手足症候群対策における効果的介入　既治療による皮膚障害が残存していた2事例からの検討 牧野 佐知子 NHO　豊橋医療センター　看護部　がん看護専門看護師

ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0518 プロトコールに基づく薬物治療管理により医原性の高マグネシウム血症を発見した一例 簗川 樹 NHO　三重中央医療センター　薬剤部

ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0522 金沢医療センターにおける薬剤総合評価調整加算および退院時薬剤情報連携加算取得への取り組み 戸水 尚希 NHO　金沢医療センター　治験管理室

ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0525 調製済み注射抗がん薬の廃棄回避に向けた取り組みとその成果 工藤 彰 NHO　東京医療センター　薬剤部

ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0536 救命救急病棟に対するカルテ記載用テンプレート導入における取り組み 高橋 明子 NHO　東京医療センター　薬剤部

ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0538 HIV感染症患者を対象とした薬剤師外来開設の取り組み 野田 綾香 NHO　福山医療センター　薬剤部
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ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0544 消化器外科症例における使用抗菌薬とClostridioides difficile感染症の関係 山田 紗由美 NHO　名古屋医療センター　薬剤部

ポスター 24 薬剤・薬理・薬剤管理 P-0550 ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙからｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙへの変更後の有用性に関する後方的解析 工藤 大毅 NHO　青森病院　薬剤科

ポスター 26 臨床試験・治験 P-0566 子育て経験が活かされたCRC業務 平間 麻衣子 NHO　仙台医療センター　治験管理室

ポスター 27 臨床工学 P-0573 約10ヶ月間の長期人工呼吸器管理から安全にウィーニングを行うことができたギラン・バレー症候群の1例 村上 成重 NHO　高松医療センター　診療部ME室

ポスター 28 臨床検査-1　生理検査 P-0583 内部エコー所見に着目した浸潤性乳管癌の検討 溝口 理恵 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター 28 臨床検査-1　生理検査 P-0584 帝王切開術後に大動脈解離Stanford A型と診断された1例 安藤 瑠美 NHO　三重中央医療センター　臨床検査科

ポスター 28 臨床検査-1　生理検査 P-0587 臨床検査技師におけるMEPへの取り組みについて 安田 凪冴 NHO　奈良医療センター　研究検査科

ポスター 29 臨床検査-2　検体検査 P-0588 尿沈渣目視新規オーダーに向けた取り組み 柴原 聡美 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター 29 臨床検査-2　検体検査 P-0589 少人数施設における臨床検査技師の役割を考える 須藤 里菜 NHO　福島病院　研究検査科

ポスター 29 臨床検査-2　検体検査 P-0590 ISO 15189認定取得効果～消耗品を中心に～ 中島 崚亮 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター 29 臨床検査-2　検体検査 P-0591 輸血検査における日当直従事者への技量向上に向けた取り組み 河原 昌美 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター 29 臨床検査-2　検体検査 P-0592 SARS-COV-2における検査法の比較 中筋 美穂 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター 29 臨床検査-2　検体検査 P-0594 輸血適正使用加算取得に向けた現状と問題点 羽根 頼子 NHO　三重中央医療センター　検査科

ポスター 29 臨床検査-2　検体検査 P-0595 当院における赤血球製剤廃棄削減の取り組み 立花 果穂 NHO　三重中央医療センター　検査科

ポスター 30 病理診断・細胞診 P-0606 固定液の入れ間違いによって細胞診標本不適となったインシデントに対する改善策 中嶋 美郷 NHO　三重中央医療センター　臨床検査科

ポスター 31 リハビリテーション-1　理学療法士 P-0614 当院における新型コロナウィルス感染症患者への理学療法士の対応 細田 明寛 NHO　長良医療センター　リハビリテーション科

ポスター 31 リハビリテーション-1　理学療法士 P-0627 リハビリテーション総合実施計画書の算定率向上に向けた取り組み 河村 彰久 NHO　長良医療センター　リハビリテーション科

ポスター 31 リハビリテーション-1　理学療法士 P-0631 あきた病院におけるリハビリテーション総合実施計画書の改善に向けた取り組みについて 黒沢 健 NHO　あきた病院　リハビリテーション科

ポスター 31 リハビリテーション-1　理学療法士 P-0646 パーキンソン病患者の短期集中リハビリテーション入院を開始して 乃村 道大 NHO　高松医療センター　リハビリテーション科

ポスター 31 リハビリテーション-1　理学療法士 P-0647 パーキンソン病患者3症例を通して得た当院での新たな取り組み～バランス能力とすくみ足に着目して～ 後藤 将吏 NHO　奈良医療センター　リハビリテーション科

ポスター 31 リハビリテーション-1　理学療法士 P-0655 重症心身障害児者リハビリテーション評価表の改訂による効果の検証 山尾 なつみ NHO　紫香楽病院　リハビリテーション科

ポスター 31 リハビリテーション-1　理学療法士 P-0663 過去2年間の車いす修理・作成進捗状況報告書の調査～いつ作るべきか、どこの修理が多いのか、経験知の共有を目指して～ 山崎 健太郎 NHO　米沢病院　リハビリテーション科

ポスター 32 リハビリテーション-2　作業療法士 P-0666 心臓リハビリテーションにおける作業療法～認知機能と日常生活動作に着目して～ 山重 佳 NHO　別府医療センター　リハビリテーション科

ポスター 32 リハビリテーション-2　作業療法士 P-0678 麻痺側手指に自助具を用いて書字動作の獲得に至った一例 玉川 靖旺 NHO　金沢医療センター　リハビリテーション科

ポスター 32 リハビリテーション-2　作業療法士 P-0680 体性感覚野に限局した小梗塞により感覚障害を呈した症例 大澗 由衣 NHO　金沢医療センター　リハビリテーション科

ポスター 32 リハビリテーション-2　作業療法士 P-0696 コロナ禍での治療的レクリエーション 上林 泉 NHO　米沢病院　リハビリテーション科

ポスター 32 リハビリテーション-2　作業療法士 P-0697 家族の喜びが症例に与える影響～カレンダー作りを通した外来作業療法～ 小松 朗子 NHO　米沢病院　リハビリテーション科

ポスター 33 リハビリテーション-3　言語療法士 P-0705 パーキンソン病短期集中リハビリテーション入院を開始して～STの役割 三好 まみ NHO　高松医療センター　リハビリテーション科

ポスター 35 救急治療・集中治療 P-0726 A病院ICU看護師のせん妄に対する認識とせん妄ケアの実態調査 上川 春菜 NHO　豊橋医療センター　ICU

ポスター 35 救急治療・集中治療 P-0729 手術室看護師が認知症患者へ抱く思い 藤田 浩代 NHO　豊橋医療センター　集中治療室

ポスター 36 脳卒中・脳腫瘍 P-0737 脳神経外科病棟における排尿ケアチームの成果と課題 鱧永 洋亮 NHO　豊橋医療センター　脳神経外科

ポスター 36 脳卒中・脳腫瘍 P-0738 ADL全介助患者の自宅退院支援についての課題～患者・家族の思いに寄り添って関わった2事例～ 稲垣 美沙 NHO　豊橋医療センター　脳神経外科

ポスター 44 小児・成育医療 P-0851 小児外科手術におけるプレパレーション導入後の手術室看護師の認識 砂原 のりこ NHO　長良医療センター　中央手術室
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ポスター 49 重症心身障害 在宅支援・日中活動 P-0904 感染対策と日中活動支援に留意した短期入所事業の実践について 稲澤 淳一 NHO　神奈川病院　療育指導室

ポスター 49 重症心身障害 在宅支援・日中活動 P-0905 『院内で季節感と開放感を！』～コロナ過における療育活動等の工夫～ 井澤 尚子 NHO　長良医療センター　医療福祉部　療育指導室

ポスター 49 重症心身障害 在宅支援・日中活動 P-0906 重症心身障害児（者）の車椅子乗車方法　～より良い乗り心地を求めて～ 小川 陽子 NHO　長良医療センター　リハビリテーション科

ポスター 49 重症心身障害 在宅支援・日中活動 P-0908 新型コロナウイルス感染症流行下における「社会見学」の代替活動について 宮下 礼子 NHO　神奈川病院　療育指導室

ポスター 49 重症心身障害 在宅支援・日中活動 P-0910 他職種で取り組む利用者支援意思決定支援の視点から 佐々木 講平 NHO　あきた病院　療育指導室

ポスター 49 重症心身障害 在宅支援・日中活動 P-0923 重症心身障がい児（者）の療育活動の均等化～より個別性を意識した療育活動の実施に向けて～ 千葉 結衣 NHO　米沢病院　療育指導室

ポスター 49 重症心身障害 在宅支援・日中活動 P-0925 コロナ禍でも思い出に残る記念写真を 仲谷 亜弓美 NHO　南京都病院　療育指導科　療育指導室

ポスター 50 重症心身障害　医療・看護 P-0927 重症心身障がい児（者）病棟に勤務する看護師の職務倫理の実態と課題 坂本 瞬 NHO　あきた病院　内科

ポスター 50 重症心身障害　医療・看護 P-0928 突発的な四肢麻痺があらわれた重症心身障がい児（者）のQOL向上への関わり～食事動作再獲得へ向けての援助～ 藤原 明日香 NHO　米沢病院　看護部

ポスター 50 重症心身障害　医療・看護 P-0930 非経口栄養の長期化により摂食機能が低下した重症心身障がい児(者)におる背面開放座位が与える効果 後藤 洋平 NHO　米沢病院　看護科

ポスター 50 重症心身障害　医療・看護 P-0948 ムセがないと思われる重症心身障害児（者）への咽喉マイクを使用した頸部聴診法による実態調査 森井 沙季 NHO　東佐賀病院　看護部

ポスター 51 神経・筋疾患（筋ジストロフィー、脳・神経疾患を含む） P-0987 神経難病病棟の看護師のストレス 深浦 宇剛 NHO　あきた病院　東4病棟

ポスター 51 神経・筋疾患（筋ジストロフィー、脳・神経疾患を含む） P-1001 自宅退院するパーキンソン病患者に対する転倒予防介入効果の検討 能登谷 太地 NHO　宮城病院　看護部

ポスター 51 神経・筋疾患（筋ジストロフィー、脳・神経疾患を含む） P-1029 筋ジストロフィー患者の終末時意思決定支援に関わる医療スタッフのアドバンス・ケア・プランニング（ACP）に対する認識調査 射水 美佐 NHO　長良医療センター　看護部

ポスター 51 神経・筋疾患（筋ジストロフィー、脳・神経疾患を含む） P-1032 NPPV使用中のALS患者に対する入浴介助～安全に配慮した入浴援助について考える～ 戸田 明日香 NHO　兵庫中央病院　看護部

ポスター 51 神経・筋疾患（筋ジストロフィー、脳・神経疾患を含む） P-1035 外来通院中の筋強直性ジストロフィー患者に対し、補装具導入を検討した一症例 近藤 江美 NHO　長良医療センター　リハビリテーション科

ポスター 51 神経・筋疾患（筋ジストロフィー、脳・神経疾患を含む） P-1037 ベッカー型筋ジストロフィーと福山型筋ジストロフィーを併発した男児の気管切開術後の呼吸理学療法で難渋した一症例 宇野 椋哉 NHO　長良医療センター　リハビリテーション科

ポスター 52 免疫、感染症-1　エイズ P-1041 当院で初めて経験したHIV感染妊婦への薬剤師の介入 野村 直幸 NHO　福山医療センター　薬剤部

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1050 SARS-CoV-2 IgGIIQuant試薬検討及びワクチン接種による抗体価の推移 廣田 佳奈 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1056 当院のルミパルスG-1200によるSARS-Cov2抗原定量偽陽性判定の現状 阿部 好文 NHO　仙台西多賀病院　臨床検査科

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1060 COVID-19感染症専用病棟における終末期看護の方向性―事例の成功体験と課題を可視化することを通して見出したもの― 池渕 かおり NHO　姫路医療センター　看護部

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1061 COVID-19に罹患した肺がん患者における呼吸不全を来す因子に関する検討 牧 賢利 NHO　福山医療センター　薬剤部

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1064 新型コロナウイルスワクチンの温度管理について 北村 幸代 NHO　金沢医療センター　薬剤部

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1065 コロナ禍における薬学生実務実習への対応～オンライン実習の検討と実施～ 石垣 千絵 NHO　東京医療センター　薬剤部

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1068 COVID-19患者対応における外科医（呼吸器外科医）のかかわり。インフェクションコントロールドクター（ICD）の見地より。 小松 輝也 NHO　長良医療センター　感染管理チーム（ＩＣＴ）

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1070 新型コロナウィルス感染症患者における重症化因子の検討 北 俊之 NHO　金沢医療センター　呼吸器内科

ポスター 54 免疫、感染症-3　新型コロナウイルス感染症 P-1078 金沢医療センターにおける新型コロナウイルス感染症治療薬の推移について 田淵 克則 NHO　金沢医療センター　薬剤部

ポスター 55 免疫、感染症-4　その他 P-1080 当院におけるバンコマイシン耐性腸球菌のアウトブレイク事例 野林 智美 NHO　名古屋医療センター　臨床検査科

ポスター 60 事業継続計画（BCP） P-1098 緊急時連絡体制（一斉メール）の構築 平田 穣 NHO　仙台西多賀病院　企画課
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