
第１日目               １１月２日 
第①会場（メインホール） 

開会式                  ８：５０～８：５５ 
学会長講演                ９：０５～９：５５ 

座長 取手協同病院名誉院長 椎貝 達夫 
外科臨床の変遷 －未来をみつめて－ 

伊勢原協同病院病院長 別所 隆 
特別講演                １０：００～１１：００ 

座長 土浦協同病院 藤原 秀臣 
受動喫煙防止条例が目指すもの 

神奈川県知事 松沢 成文 
平成２１年度通常総会           １１：１０～１１：５０ 
金井賞受賞講演               １１：５５～１２：１０ 

座長 伊勢原協同病院 別所 隆 
 できることからやってみよう！ 

ＪＡいせはら野菜部会 地場野菜出荷グループ 代表 鈴木 雅之 
 

第２日目               １１月３日 
第①会場（メインホール） 

教育講演                １３：１０～１４：１０ 
座長 上都賀総合病院名誉院長 大井 利夫 

我が国の高齢化と運動器疾患 
慶應義塾常任理事・慶應義塾大学医学部整形外科教授 戸山 芳昭 

 
第２日目               １１月３日 

第①会場（メインホール） 
公開講座                １６：００～１７：００ 

座長 東濃厚生病院名誉院長 山瀬 裕彦 
風河燦燦三三自在 

洋画家・壁画家 田村 能里子 画伯 
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シンポジウム 
 

第１日目               １１月２日 
第①会場（メインホール） 

シンポジウム１              １３：１０～１５：３０ 
食と健康を考える 

座長 足助病院 早川 富博 
島根大学 塩飽 邦憲 

１．日本の食と健康を考える 
聖徳大学 江指 隆年 

２．生活習慣病への行動学的介入 
島根大学 塩飽 邦憲 

３．中高年のＱＯＬ管理に役立ちそうな乳・乳製品の栄養生理 
明治乳業株式会社 金子 哲夫 

  ４．地域啓発活動における食育の実際 
～足助病院ＮＳＴを起点として～ 

足助病院 鈴木 祥子 
  ５．病院給食における「地産地消」の取り組み 

～安全・安心な野菜を患者給食に～ 
伊勢原協同病院 石井 洋子 

 
第２日目               １１月３日 

第①会場（メインホール） 
シンポジウム２               ９：００～１２：００ 
地域医療再生に向かって 

座長  秋田組合総合病院名誉院長 坂本 哲也 
茨城西南医療センター病院名誉院長 高橋 正彦 

〈基調講演〉 

地域医療再生への途
みち

 

社団法人 日本病院会会長 山本 修三 
１．地域医療の課題解決に向けて 

参議院議員・医師・弁護士 古川 俊治 
２．中庸県、三重における地域医療の現状と課題 

鈴鹿中央総合病院 濱田 正行 
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  ３．地域医療崩壊の現場から再生への提言 
岩手医科大学 若林 剛 

  ４．地域救急医療の「心配☆蘇生」 
茨城西南医療センター病院 鈴木 宏昌 

  ５．地域医療の再生に向かって 
 ～新しい医療計画が目指す地域医療の姿～ 

厚生労働省 医政局指導課 医師確保等地域医療対策室 武田 康久 
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ワークショップ 
 

第１日目               １１月２日 
第②会場（３０１） 

ワークショップ１             １５：３５～１７：０５ 
外来化学療法の現状とあり方 

座長 仙北組合総合病院 小野地 章一 
相模原協同病院 奥山 智子 

１． 安全で快適な外来化学療法を実施するための取り組み 

伊勢原協同病院 神保 京美 

２． 外来化学療法における帰宅後の有害事象出現時の対応 

   ～有害事象出現時対応指示票を用いて～ 

鈴鹿中央総合病院 宮崎 嘉英 

３． 地域がん診療連携拠点病院において薬剤部が担う役割とは 
ＪＡ廣島総合病院 中島 恵子 

４． 外来化学療法の現状と理想像 
相模原協同病院 福原 昇 

 

第１日目               １１月２日 
第③会場（３０２） 

ワークショップ２             １５：３５～１７：０５ 
認知症をともなった入院患者への対応 

座長 安曇総合病院 村田 志保 
摩周厚生病院 小川 文子 

１．学習療法を認知症患者に実施して評価 

   ～FAB、MMSE、NM ｽｹｰﾙ、N-ADL を使用して～ 

摩周病院 畠山 幸子 

２．易怒性・攻撃性のある認知症患者に対する「笑い」の効果 

～２事例を通した関わりから～ 

曽我病院 米澤 絵美 

  ３．脳血管障害後の認知症を有する患者と家族の未来のために 

鶴巻温泉病院 松尾 千代 

４．認知症をともなった入院患者への対応（医師の視点から） 

伊勢原協同病院 横山 剛義 
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第１日目               １１月２日 
第④会場（３０３） 

ワークショップ３              １５：３５～１７：０５ 
病院職員のメンタルヘルスケアへの取り組み 

座長  岩手大学保健管理センター 立身 政信 
ＮＰＯ国際エコヘルス研究会 鈴木 庄亮 

１． 当院におけるメンタルヘルス対策の取り組み 

     ～復職支援マニュアルの作成を試みて～ 

伊勢原協同病院 五艘 香 

  ２．当院におけるメンタルサポートルーム「友の部屋」の活動 

相模原協同病院  甲斐 寿美子 

  ３．看護職が抱えるストレスの現状と望ましい対処策 

北里大学看護学部 城戸 滋里 

  ４．医師のメンタルヘルスについて 

双葉病院・北里大学病院・北里大学東病院  松本 千穂 
 

第２日目               １１月３日 
第③会場（３０２） 

ワークショップ４             １０：３０～１２：００ 
ＰＥＧのメリット・デメリット・問題点 

座長      知多厚生病院 宮本 忠壽 
介護老人保健施設ほほえみの丘 橘田 輝雄 

１． ＰＥＧでつながる院内・院外連携 

ＪＡ廣島総合病院 石崎 淳子 

２． 在宅神経疾患患者に対する３種類の栄養管理： 

経口摂取・在宅ＩＶＨ・胃瘻ＰＥＧの比較検討 

 ～その適応、有用性、倫理性、ＱＯＬについて～ 

取手協同病院 新谷 周三 

３． 経鼻内視鏡を用いた Direct 法による経皮的内視鏡的胃瘻造設術の有効性 

秋田組合総合病院 和田 勲 

４． ガイドワイヤーを用いたバルーンタイプ胃瘻カテーテル交換 

伊勢原協同病院 矢野 貴史 
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第２日目               １１月３日 
第④会場（３０３） 

ワークショップ５             １０：３０～１２：００ 
緩和ケアのあるべきすがた－地域連携も含めて－ 

座長 相模原協同病院 高野 靖悟 
安城更生病院 神谷 正湖 

１． 緩和ケアチームの役割と課題 

   ～緩和ケア普及への取り組み～ 

山本組合総合病院 江戸 雅孝 

２． ＪＡ廣島総合病院緩和ケアチームの現状と課題 

   ～緩和ケアチームに対するアンケート調査から～ 

ＪＡ廣島総合病院 高原 さおり 

３． 緩和ケアのあるべき姿 

   ～地域連携も含めて～ 

伊勢原協同病院 千田 明子 

４． 緩和医療における放射線治療の役割 

相模原協同病院 福原 昇 

 

第２日目               １１月３日 
第⑤会場（３０４） 

ワークショップ６              １０：３０～１２：００ 
認定看護師のチーム医療における役割 

座長 ＪＡ廣島総合病院 宮田 恵子 
土浦協同病院 江幡 恵子 

  １．チーム医療における感染管理認定看護師の役割 

     ～施設と地域における活動内容を通じて～ 

ＪＡ廣島総合病院 今本 紀生 

  ２．認定看護師の役割を発揮するために 
伊勢原協同病院 神保 京美 

  ３．皮膚・排泄ケア認定看護師のチーム医療における役割 

取手協同病院 竹之内 美樹 

 ４．ＩＣＴにおける感染管理認定看護師の役割 

鈴鹿中央総合病院 松島 由実 
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第２日目               １１月３日 
第①会場（メインホール） 

ワークショップ７             １４：１５～１５：５５ 
消化器内視鏡治療の最前線 

座長 長岡中央綜合病院 吉川 明 
伊勢原協同病院 大野 隆 

１． 当院における上部消化管内視鏡治療の現状 
愛知 海南病院 國井 伸 

  ２．一地方病院における胃腫瘍に対するＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）の現況 

中濃厚生病院 山崎 健路 

  ３．早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）の治療成績 

鈴鹿中央総合病院 向 克己 

  ４．内視鏡的粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）の開発と教育 

佐久総合病院 小山 恒男 

  ５．内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ＥＳＤ）をいかに導入するか 

伊勢原協同病院 前澤 寧 
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研修医セッション 
 

第２日目               １１月３日 
第②会場（３０１） 

初期臨床研修医セッション         １３：４５～１５：４５ 
セッション１ １３：４５～１４：１５ 

座長 鶴見病院 明石 光伸 
Ｒ－０１ 離島での地域医療研修体験 

初期臨床研修における県内厚生連病院間での補完の取り組み 
愛知 海南病院 稲石 貴弘 

  Ｒ－０２ 当院で入院管理した新生児症例の検討 
神奈川 伊勢原協同病院 中島 秀明 

  Ｒ－０３ 海南インフルエンザクライテリアの作成 
愛知 海南病院 西堀 正洋 

  Ｒ－０４ 当院救急外来へ搬送された重症軟部組織感染症の 3例 
愛知 安城更生病院 前川 道隆 

  Ｒ－０５ 体重減少を主訴に来院した AIDSの 1例 
三重 鈴鹿中央総合病院 橘 径 

セッション２ １４：１５～１４：４５ 
座長 雄勝中央病院 中村 正明 

Ｒ－０６ Ca拮抗薬服用下にもかかわらず心室細動に至った冠攣縮性狭心症の一 
        例 

神奈川 相模原協同病院 安達 崇之 
  Ｒ－０７ 発疹、肝腫大＆肺浸潤影を伴った突発性好酸球増多症候群の 1例 

愛知 尾西病院 長縄 博和 
  Ｒ－０８ 薬剤投与 10 日後の早期、あるいは、1 年後の長期後にそれぞれ発症し

た重症薬剤性間質性肺炎の 2症例の検討 
愛知 尾西病院 山本 陽一 

  Ｒ－０９ 遅発性発症を呈した flail chestの 1例 
三重 いなべ総合病院 後藤 友子 

  Ｒ－１０ 術後一過性麻痺をきたした頸椎椎間板ヘルニアの一例 
神奈川 伊勢原協同病院 砂田 真紀 

 
 
 

 8



セッション３ １４：４５～１５：１５ 
座長 取手協同病院 新谷 周三 

Ｒ－１１ 高齢、若年発症の劇症 1型糖尿病の 2症例の検討 
愛知 尾西病院 加地 謙太 

 Ｒ－１２ 抗精神病薬により誘発された自己免疫性 1型、2型糖尿病の 2症例の検        

       討 
愛知 尾西病院 藤原 周一 

 Ｒ－１３ 当院での BOT(Basal supported oral therapy)および、逆 BOT治療で
劇的に血糖コントロールの改善が得られた 2型糖尿病症例の検討 

愛知 尾西病院 鴨下 友彦 
 Ｒ－１４ 口渇、脱力感症状を契機に発見された原発性アルドステロン症の 2症例

の検討 
愛知 尾西病院 梅枝 直裕 

 Ｒ－１５ 心嚢液貯留による鬱血性心不全から明らかとなった多発性骨髄腫の一 
       例 

神奈川 伊勢原協同病院 石川 真由美 
セッション４ １５：１５～１５：４５ 

座長 下都賀総合病院名誉院長 川村 功 
Ｒ－１６ 急性腎不全を合併したサルモネラ胃腸炎の 1例 

三重 鈴鹿中央総合病院 鳥谷部 邦明 
  Ｒ－１７ 軽症腸炎を契機に発症した門脈ガス血症の 1例 

北海道 帯広厚生病院 清水 悠以 
  Ｒ－１８ 頸部外切開で摘出した食道異物の 1症例 

神奈川 相模原協同病院 児嶋 あきな 
  Ｒ－１９ 腸重積症にて発症した上行結腸腫瘍の 2例 

三重 いなべ総合病院 小野 和臣 
  Ｒ－２０ 外傷性肝損傷 3例の検討 

神奈川 相模原協同病院 古賀 将史 
 
開会式（表彰式：研修医セッション）     １７：００～１７：１０ 
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一般演題 口演発表 
 
１１月２日（月）PM 口演 第②会場（３０１）   

１１題 １３：５０～１５：１８ 
  ターミナルケア・緩和ケア １３：５０～１４：３０ 

座長 長岡中央綜合病院 冨所 隆 
   １②－０１ 抗がん剤治療を受けながら転移や増悪を体験した胃癌患者の支援 

～心理変化に焦点をあてた看護支援の振り返りから～ 
北海道 札幌厚生病院 清水 さおり 

   １②－０２ 一般外科病棟における終末期看護の現状と課題 
～べナー看護論の視点から分析して～ 

埼玉 熊谷総合病院 吉野 恵理 
   １②－０３ 在宅死をサポートするための訪問看護師の役割 

～自己決定と家族調整への関わり～ 
 茨城 取手協同訪問看護ステーション 横井 由美子 

   １②－０４ 当院における医療用麻薬の使用状況について 
静岡 静岡厚生病院 今澤 太学 

   １②－０５ 当院における緩和ケアチーム活動と今後の課題 
北海道 旭川厚生病院 中野 詩朗 

  がん化学療法・薬剤 １４：３０～１５：１８ 
座長 伊勢原協同病院 村田 郁子 

   １②－０６ がん化学療法を受ける患者への外来看護記録の導入 
鹿児島 与論徳洲会病院 川村 京子 

   １②－０７ 当院における外来化学療法の取り組み 
岐阜 中濃厚生病院 三品 慶高 

   １②－０８ 当院化学療法のレジメン管理について 
新潟 長岡中央綜合病院 山本 修也 

   １②－０９ ATC/DDDシステムを用いて算出した抗菌薬使用密度の有用性 
愛知 江南厚生病院 佐々 英也 

   １②－１０ 保存期腎不全患者に対する外来服薬指導の取り組みとその評価 
～経口吸着剤導入時における服薬指導の有用性～ 

茨城 なめがた地域総合病院 高田 豪 
   １②－１１ 新潟県厚生連における医薬品集作成業務の効率改善への取り組み 

新潟 佐渡総合病院 霍間 尚樹 
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１１月２日（月）PM 口演 第③会場（３０２）   
１２題１３：５０～１５：２６ 

農薬・過疎医療・国際医療 １３：５０～１４：３０ 
座長 佐久総合病院 夏川 周介 

   １③－０１ 中学校で発生した集団有機リン中毒 
長野 佐久総合病院 永美 大志 

   １③－０２ 松枯れ対策農薬の空中散布と同時期に発生した健康被害例の検討 
長野 佐久総合病院 永美 大志 

   １③－０３ 過疎・遠隔地病院の病床転換（簡易老健＋有床診療所）モデルの 
実施経験 
～机上でのモデルプランの理論と現場での実施結果～ 
三重 三重県厚生連南島メディカルセンター 清水 建夫 

   １③－０４ 佐賀県の離島在住高齢者の死に対する準備状況 
長崎 長崎大学大学院 濱野 香苗 

   １③－０５ ミャンマー眼科医療活動 
岐阜 東濃厚生病院 金田 正博 

在宅ケア・地域医療 １４：３０～１５：２６ 
座長 相模原協同病院 棚田 幸恵 

   １③－０６ 在宅の医療福祉チームで支えた最期の３８日間 
～エアウェイを抜去したＭ様の看取りから学んだこと～ 

 神奈川 神奈川県厚生連保健福祉センター 安藤 弥子 
   １③－０７ 在宅における防災活動の実際 

～利用者の認識と訪問看護師の意識改革について～ 
  神奈川 神奈川県厚生連保健福祉センター 河本 しげ美 

   １③－０８ 病棟看護師と訪問看護師間における情報提供に関する現状と課題 
長野 佐久総合病院 井出 玲子 

   １③－０９ 家族を支えるケアマネジメントに求められるケアマネジャーの資

質とは？ 
長野 佐久総合病院 輿水 さと子 

   １③－１０ 世代を超えた交流から得られた成果 
～受け継がれる「おばあちゃんの知恵袋」～ 

愛知 渥美病院 泉 裕子 
   １③－１１ 認知症予防における音読・計算・数字盤ゲームによる学習の試み 

～認知機能テスト・前頭葉機能テストによる比較～ 
神奈川 神奈川県厚生連保健福祉センター 津下 万里子 
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   １③－１２ 農村地域における生活機能評価「閉じこもり・認知・うつ」の実態 
秋田 秋田県農村医学研究所 南部 泰士 

１１月２日（月）PM 口演 第④会場（３０３）   
１２題１３：５０～１５：２６ 

患者指導・患者ケア（１） １３：５０～１４：３８ 
座長 海南病院 日紫喜 信子 

   １④－０１ 心臓カテーテル検査を受ける患者の不安調査 
長野 長野松代総合病院 冨澤 千亜紀 

   １④－０２ 生活習慣改善のための体重測定習慣化の効果の検討 
秋田 秋田組合総合病院 田中 美穂子 

   １④－０３ 閉塞性動脈硬化症患者の深部体温上昇を１℃上げられる足浴療法

の検討 
～40℃と 42℃の湯を使用した足浴で安全性と効果の比較～ 

岐阜 久美愛厚生病院 西村 朋子 
   １④－０４ 下肢静脈瘤硬化療法における入院前オリエンテーションの効果 

茨城 土浦協同病院 安藤 由夏 
   １④－０５ 手術を受ける小児の看護 

～プレパレーションを取り入れた術前訪問を通して学んだこと～ 
広島 吉田総合病院 横山 伸介 

   １④－０６ 脊髄造影の説明における視覚的効果への取り組み 
～説明 DVDを作成して～ 

 新潟 長岡中央綜合病院 小山 悟 
患者指導・患者ケア（２） １４：３８～１５：２６ 
座長 吉田総合病院 加藤 敬子 

   １④－０７ 疥癬患者に接触した看護スタッフへの予防的治療としてのイベル

メクチンの有用性 
長野 富士見高原病院 雨宮 美和子 

   １④－０８ 周手術期褥瘡リスクの継続的な観察を目指して 
三重 いなべ総合病院 川添 加代子 

   １④－０９ 一般病棟におけるせん妄の発症過程を知る 
～日本語版 NEECAM混乱・錯乱状態スケールを用いて～ 

福島 双葉厚生病院 筒井 とみえ 
   １④－１０ 頸部リンパ節郭清術後の患者の苦痛を知る 

～社会復帰後の患者のインタビュー調査から～ 
茨城 水戸協同病院 中島 まゆみ 
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   １④－１１ ICUにおける家族援助の検討 
～CNS-FACE家族アセスメントツールを用いた看護師の認識の変化～ 

愛知 海南病院 藤本 佐希子 
 

   １④－１２ エンゼルメイクの充実をめざして 
神奈川 相模原協同病院  齋藤 愛 

 
１１月２日（月）PM 口演 第⑤会場（３０４）   

２４題１３：５０～１７：０２ 
  消化器疾患 １３：５０～１４：３８ 

座長 網走厚生病院 藤永 明 
   １⑤－０１ 肝臓専門医と非専門医の連携による C 型慢性肝炎に対する抗ウイ

ルス療法 
茨城 土浦協同病院 田沢 潤一 

   １⑤－０２ 筋肉内血腫を発症した肝硬変の１例 
茨城 取手協同病院 服部 光治 

   １⑤－０３ 発症前後における内視鏡像の変化が観察できた全大腸炎型潰瘍性

大腸炎の一例 
栃木 佐野厚生総合病院 上原 淳 

   １⑤－０４ セツキシマブ導入に伴うK－ras遺伝子変異検出の院内検査に向け
た検討 

茨城 土浦協同病院 池田 聡 
   １⑤－０５ 当院での早期胃癌に対する切開剥離法（ESD）の検討 

北海道 帯広厚生病院 吉田 晃 
   １⑤－０６ ピロリ菌検査の現状と今後の動向 

神奈川 相模原協同病院 渡辺 隆行 
外科疾患 １４：３８～１５：１０ 
座長 松阪中央総合病院 玉置 久雄 

   １⑤－０７ 秋田県厚生連９病院における食道癌診療の現状と課題 
秋田 平鹿総合病院 平山 克 

   １⑤－０８ 術前診断が可能であった回腸脂肪腫による成人腸重積症の１例 
岐阜 揖斐厚生病院 西尾 公利 

   １⑤－０９ FOLFOX 療法中に発見された急性壊死性食道炎による黒色食道の
１例 

 神奈川 伊勢原協同病院 西岡 道人 
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   １⑤－１０ マムシ抗毒素血清を投与した小児マムシ咬傷の１例 
～当院マムシ咬傷 30例の検討を加えて～ 

静岡 静岡厚生病院 廣瀬 智也 
栄養管理・臨床栄養（NST） １５：１０～１６：０６ 
座長 下伊那厚生病院 社浦 康三 

    
１⑤－１１ 当院における摂食・嚥下障害患者への関わりの実態調査 

三重 鈴鹿中央総合病院 北川 晶子 
   １⑤－１２ 摂食・嚥下機能改善に向けてのアプローチ 

～病棟独自の摂食・嚥下評価表の開発・活用をとおして～ 
 鹿児島 大隈鹿屋病院 入田 三千代 

   １⑤－１３ 口から食べる機能を取り戻すために 
～1年間の経腸栄養期間を経て経口摂取を試みた 

1事例へのかかわりを振り返って～  
鹿児島 大隈鹿屋病院 宮路 敏子 

   １⑤－１４ 栄養剤を液体から半固形に変更して在宅医療に成功した 1例 
          ～訪問介護との連携により介護力不足をカバーして～ 

鹿児島 大隈鹿屋病院 山下 健太郎 
   １⑤－１５ 当院 NSTの関与により改善を認めた下肢切断患者の 1例 

岐阜 久美愛厚生病院 上坪 恭子 
   １⑤－１６ 当院における嚥下食段階化の取り組み 

愛知 江南厚生病院 深見 沙織 
 

   １⑤－１７ 栄養サポートチーム介入者における介入終了後の栄養管理につい        
          て 

長野 長野松代総合病院 腰原 裕之 
女性疾患 １６：０６～１７：０２ 
座長 伊勢原協同病院 山内 格 

   １⑤－１８ 当院における細胞診、子宮頸癌検査の状況 
～過去六年間の成績～ 

北海道 倶知安厚生病院 樋田 郁治 
   １⑤－１９ 当院における子宮頸癌の統計（１９８９～２００８） 

長野 篠ノ井総合病院 牛腸 理江 
   １⑤－２０ 体外受精における形態からみた良好胚の選択 

長野 篠ノ井総合病院 清水 敏夫 
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   １⑤－２１ 肥満を有する腹腔鏡手術患者における内臓脂肪X線CT計測法の有
用性に関する研究 

愛知 豊田厚生病院 黒土 升蔵 
   １⑤－２２ 切迫早産妊婦に対するストレッチャーシャンプーの安全性に関す

る検討 
長野 長野松代総合病院 丑山 奈津枝 

１⑤－２３ 当院において非浸潤性乳管癌を疑った超音波所見の検討 
神奈川 相模原協同病院 阿部 智信 

   １⑤－２４ 乳房温存手術における CTリンフォグラフィー併用 
センチネルリンパ節生検の成績 

北海道 旭川厚生病院 赤羽 弘充 
 
１１月２日（月）PM 口演 第⑥会場（311+312）   

２３題 １３：５０～１６：５４ 
  生活習慣・健康管理（１） １３：５０～１４：３０ 

座長 坂下厚生総合病院 松井 遵一郎 
   １⑥－０１ ライフスタイル改善セミナーの評価 

岐阜 久美愛厚生病院  小林 加代子 
   １⑥－０２ 減量プログラムにおける資料提供と集団型減量支援の効果検証の

ためのランダム化比較試験 
～研究参加者の特徴～ 

茨城 筑波大学大学院 中田 由夫 
   １⑥－０３ ダイエットバス運行記録 

～職員ダイエット相談への取り組み～ 
 神奈川 伊勢原協同病院 杵淵 香純 

   １⑥－０４ 特定保健指導における積極的支援プログラムの効果に関する検討 
～１年後評価～ 

長野 長野厚生連健康管理センター 佐口 真子 
   １⑥－０５ 特定健診・特定保健指導の功罪 

～当院診療圏での 20年度実績からの考察～ 
愛知 足助病院 杉浦 正士 

生活習慣・健康管理（２） １４：３０～１５：１０ 
座長 山梨県厚生連健康管理センター 依田 芳起 
 １⑥－０６ CTによる男性の内臓脂肪面積を腹囲以外の指標で推測する 

鹿児島 鹿児島厚生連健康管理センター 中川路 貴幸 
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 １⑥－０７ 特定健診におけるメタボリックシンドロームと動脈硬化指数の検 
        討 

岐阜 東濃厚生病院 南谷 篤紀 
 １⑥－０８ 高感度 CRPと生活習慣の関係 

～人間ドックのデータから～ 
富山 高岡健康管理センター 澁谷 直美 

 １⑥－０９ 保健指導評価健診における頸動脈超音波検査の結果 
岐阜 久美愛厚生病院 深澤 基 

 １⑥－１０ 脳卒中と心筋梗塞における慢性腎障害と他の危険因子との検討 
茨城 土浦協同病院 服部 裕之 

 生活習慣・健康管理（３） １５：１０～１５：５８ 
座長 富士見高原病院 井上 憲昭 

   １⑥－１１ 小諸厚生総合病院における男性看護師喫煙実態調査と禁煙支援リ

ーダー看護師の関与 
 長野 小諸厚生総合病院 依田 昌彦 

   １⑥－１２ 当施設における禁煙支援の検討 
～公立学校共済組合の禁煙サポートを通して～ 

 大分 大分県厚生連健康管理センター 三浦 美樹 
   １⑥－１３ 地域高齢者を対象とした運動教室の効果について 

～連続参加が歩行能力に及ぼす影響～ 
 長野 富士見高原病院  松井 佐矢香 

   １⑥－１４ 病院職員が健康に働くために：歩容の分析と足底板の作成による 
歩きやすさの改善 

茨城 土浦協同病院 中安 健 
   １⑥－１５ 特定保健指導の効果的な支援方法について 

 福井 福井県厚生連健康福祉部 三屋 寛子 
   １⑥－１６ 農業従事者の生活状況について 

～社会活動面と検査データとの関連～ 
秋田 秋田県農村医学研究所 桐原 優子 

 生活習慣・健康管理（４） １５：５８～１６：５４ 
座長 熊谷総合病院 五月女 直樹 
１⑥－１７ 当院における上部消化管内視鏡治療の現状 

        ～胃内視鏡検診の位置づけについて～ 
海南病院 荒川 直之 
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   １⑥－１８ JA北海道厚生連における胃集検成績と精度向上に関する活動につ 
いて 

北海道 倶知安厚生病院 永井 信 
   １⑥－１９ 大腸がん検診検討会を開催して 

岐阜 久美愛厚生病院 鎌倉 真理子 
   １⑥－２０ 子宮がん検診に対する意識の向上を目指して 

～院内実態調査・講演会の実施より～ 
新潟 長岡中央綜合病院 稲田 知恵 

   １⑥－２１ 前立腺がん検診の現状と課題 
秋田 湖東総合病院 菊地 優子 

    
１⑥－２２ 検診超音波検査で発見された膀胱腫瘤の検討 

埼玉 幸手総合病院 石川 初枝 
 

   １⑥－２３ マンモグラフィのレポート作成とその検討 
長野 篠ノ井総合病院 中山 智香子 

 
１１月２日（月）PM 口演 第⑦会場（313+314）   

２２題 １３：５０～１６：４６ 
  整形外科疾患（１） １３：５０～１４：３８ 

座長 東濃厚生病院 平石 孝 
   １⑦－０１ 骨粗鬆症を伴う胸腰椎外傷性後弯症に対する後方椎体置換術 

秋田 秋田組合総合病院 阿部 栄二 
   １⑦－０２ 筋肉温存型腰椎椎弓間除圧術（MILD）の経験 

岐阜 中濃厚生病院 小川 崇 
   １⑦－０３ 大腿骨転子下骨折手術治療例の検討 

 岐阜 東濃厚生病院 尾崎 智史 
   １⑦－０４ 大腿骨転子部骨折に対する PFNA後に生じた合併症例の検討 

 愛知 安城更生病院 永井 博章 
   １⑦－０５ 日本人における正常膝１００膝の大腿骨遠位回旋アライメントの

検討 
北海道 網走厚生病院 西池 修 

   １⑦－０６ 大腿骨頸部骨折に対するmultiple pinning後の合併症の検討 
愛知 安城更生病院 原 龍哉 
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整形外科疾患（２）・口腔外科 １４：３８～１５：２６ 
座長 秋田組合総合病院 鈴木 哲哉 
１⑦－０７ 大腿骨頚部骨折の術後に急性動脈閉塞を来たした 1例 

長野 安曇総合病院 王子 嘉人 
   １⑦－０８ ランダム化比較試験による股関節骨折手術後の静脈血栓塞栓症予

防に対するフォンダパリヌクスナトリウムの有用性の検討 
秋田 由利組合総合病院 佐々木 聡 

   １⑦－０９ 高齢者の整形外科手術における脳血管障害合併症の予防について 
長野 安曇総合病院 谷川 浩隆 

   １⑦－１０ 手術治療を要した鎖骨偽関節の１例 
岐阜 東濃厚生病院 尾崎 智史 

   １⑦－１１ ビスフォスフォネート系薬剤に関連した顎骨骨髄炎・骨髄壊死に関

する臨床的検討 
愛知 豊田厚生病院 兼子 隆次 

   １⑦－１２ ターニケット使用時の安楽 
～止血痛にダブルカフは有効か～ 

 岐阜 岐北厚生病院 長谷川 勝紀 
リハビリテーション（１） １５：２６～１５：５８ 
座長 伊勢原協同病院 井上 元保 

   １⑦－１３ 手の外傷患者における初回受傷者と 
複数回受傷者の注意機能の差異について 

 愛知 海南病院 水野 功 
   １⑦－１４ 人工膝関節置換術前後の歩行の検討 

～フォースプレートによる歩行分析～ 
  長野 長野松代総合病院 中澤 美保 

   １⑦－１５ 地域在住高齢者における膝伸展筋力と歩行能力の関連 
  長野 富士見高原病院 牛山 直子 

   １⑦－１６ 変形性膝関節症の歩行の特徴 
～フォースプレートを用いて～ 

  長野 長野松代総合病院 小林 武雅 
リハビリテーション（２） １５：５８～１６：４６ 
座長 白河厚生総合病院 前原 和平 

   １⑦－１７ 当院の外来心臓リハビリテーションプログラム終了後の状況調査 
愛知 安城更生病院 本多 成史 

 
 

 18



   １⑦－１８ 肺炎を繰り返す慢性期脳梗塞患者に対するシロスタゾールの 
嚥下機能改善効果の検討 

岐阜 西美濃厚生病院 正山 薫 
   １⑦－１９ 残存能力を生かした病棟リハビリテーション 

～キネステティクス概念を用いた動きの支援と FIM評価～ 
北海道 沼田厚生病院 鈴木 とみ子 

   １⑦－２０ 回復期リハビリテーションの意義と医療連携 
長野 鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ鹿教湯病院 高松 道生 

   １⑦－２１ 療養病棟における生活リハビリの意識づけ 
～軽体操導入を試みて～ 

 栃木 石橋総合病院 岩崎 理香 
   １⑦－２２ 当院における退院時リハビリテーション指導の実態と課題 

愛知 渥美病院 近藤 俊貴 
 

１１月３日（火）AM 口演 第⑥会場（311+312）   
１０題 １０：３０～１１：５０ 

  循環器疾患 １０：３０～１１：１０ 
座長 中濃厚生病院 田中 孜 

   ２⑥－０１ 心臓 MRIによる急性心筋梗塞における僧帽弁乳頭筋の虚血変化の
評価 

茨城 土浦協同病院 米津 太志 
   ２⑥－０２ SPECTと 64列MDCTを併用した虚血性心疾患のハイブリッド診

断法 

～Fusion
TM

の使用経験～ 

広島 ＪＡ廣島総合病院 藤井 隆 
   ２⑥－０３ 左冠動脈肺動脈起始異常症（Bland-White-Garland症候群）の１ 
          例 

秋田 平鹿総合病院 西宮 健介 
   ２⑥－０４ ASO症例における下肢 distal  bypassの中期遠隔成績 

 新潟 長岡中央綜合病院 目黒 昌 
２⑥－０５ むくみとシビレを主訴に来院した、治療不十分な「高血圧症」と「糖

尿病」による「心不全」を併発した２例 
秋田 雄勝中央病院 鈴木 一郎 
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  呼吸器疾患 １１：１０～１１：５０ 
座長 帯広厚生病院 吉川 隆志 
２⑥－０６ 肺癌切除症例における受診経緯の検討 

～呼吸器外科開設の経験を通して～ 
茨城 取手協同病院 鈴木 久史 

２⑥－０７ 昨年１年間に経験した肺非結核性抗酸菌症と肺結核症例の比較 
秋田 平鹿総合病院 田畑 雅央 

   ２⑥－０８ 最近当院で経験したレジオネラ肺炎の検討 
岐阜 中濃厚生病院 神谷 文彦 

   ２⑥－０９ 某事業場における睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングに関する

検討 
神奈川 伊勢原協同病院 米丸 亮 

   ２⑥－１０ 検査技師が CPAP治療離脱に寄与できた症例 
愛知 渥美病院 彦坂 美保子 

 
１１月３日（火）AM 口演 第⑦会場（313+314）   

１１題 １０：３０～１１：５８ 
  画像診断（１） １０：３０～１１：１８ 

座長 旭川厚生病院 折居 裕 
 
２⑦－０１ 胃バリウム検査における前処置の検討 

～飲水の有用性～ 
北海道 網走厚生病院 東 弘志 

２⑦－０２ 検診胃バリウム検査におけるカテゴリー分類の検討 
～読影支援ツール改良への試み～第３報 

北海道 網走厚生病院 安藤 裕介 
   ２⑦－０３ 左肋間からの膵尾部描出の検討 

神奈川 神奈川県厚生連保健福祉センター 恩田 久孝 
   ２⑦－０４ 肝エキノコックス症の US診断について 

北海道 倶知安厚生病院 佐々木 泰輔 
   ２⑦－０５ 超音波検査による早期関節リウマチ診断と薬剤効果判定について 

静岡 静岡厚生病院 渡邉 敏成 
   ２⑦－０６ 自検例におけるソナゾイド造影下 RFA検討 

岐阜 東濃厚生病院 大久保 久司 
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  画像診断（２） １１：１８～１１：５８ 
座長 伊勢原協同病院 大川 伸一 

   ２⑦－０７ MRI 装置による脳内小出血や血管性病変における磁化率強調画像
(Susceptibility-Weighted Imaging)と T2*画像 (T2*Weighted 
Image)の比較検討 

長野 長野松代総合病院 保谷 友佳里 
   ２⑦－０８ EOB・プリモビスト造影MRIの有用性の検討：ソナゾイドとの比 
          較 

岐阜 西美濃厚生病院 野田 秀樹 
   ２⑦－０９ 当院の心臓MRI（遅延造影）の取り組み 

愛知 海南病院 住田 知隆 
   ２⑦－１０ 下肢動脈 CTにおける動脈描出能向上の試み 

福島 坂下厚生総合病院 穴澤 明弘 
   ２⑦－１１ 当院におけるマンモグラフィの精度管理の実状 

愛知 安城更生病院 大澤 映美 
 

１１月３日（火）PM 口演 第③会場（３０２）   
１６題 １３：４５～１５：５３ 

糖尿病・腎疾患 １３：４５～１４：２５ 
座長 尾西病院 大野 恒夫 

   ２③－０１ 発芽玄米食摂取により、糖尿病コントロールが著明に改善され、イ

ンスリンの節減効果が得られた２型糖尿病の１例 
愛知 尾西病院 本田 浩一 

２③－０２ 当院におけるフットケア外来開設への取り組み 
愛知 知多厚生病院 鈴木 康子 

２③－０３ 豊田厚生病院の糖尿病教育入院における歯科衛生士の役割 
愛知 豊田厚生病院 吉武 美奈 

２③－０４ 非糖尿病性腎症 350例 10年間の観察研究 
茨城 取手協同病院 稲葉 直人 

   ２③－０５ アシクロビル脳症を呈した透析患者の 3例 
岐阜 久美愛厚生病院 山田 勝己 

  血液・皮膚・眼疾患 １４：２５～１５：０５ 
   座長 伊勢原協同病院 横川 昌彦 
   ２③－０６ 地域医療における造血器腫瘍の実態とその対策：（第４報）B細胞 

リンパ腫に対する rituximab使用の臨床的意義と問題点 
新潟 刈羽郡総合病院 森山 美昭 

 21



２③－０７ 不適切なラップ療法による被害 
茨城 土浦協同病院 盛山 吉弘 

   ２③－０８ 陰部外傷の２例 
北海道 札幌厚生病院 高橋 博之 

   ２③－０９ 遠視性屈折異常弱視、遠視性不同視弱視の治療成績 
茨城 取手協同病院 野崎 紗香 

   ２③－１０ 白内障手術の後嚢切開術施行率 
茨城 取手協同病院 飯塚 美穂子 

  小児・神経疾患 １５：０５～１５：５３ 
座長 鈴鹿中央総合病院 森川 篤憲 

   ２③－１１ 重症アトピー性皮膚炎に対する、ウェットラッピング法の併用 
 神奈川 平塚共済病院 村藤 大樹 

   ２③－１２ 川崎病急性期治療における初回γグロブリン投与(IVIG)1g/kgの検 
          討 

  愛知 安城更生病院 松井 照明 
   ２③－１３ 当科における小児在宅医療の現状と今後の課題 

秋田 平鹿総合病院 伊藤 忠彦 
   ２③－１４ 小児脳動静脈奇形の出血症例３例の報告 

三重 松阪中央総合病院 星野 有 
   ２③－１５ 若年性脳梗塞の１例 

神奈川 相模原協同病院 細野 浩史 
   ２③－１６ 血液透析中に急性硬膜下血腫をきたした２例 

三重 鈴鹿中央総合病院 長谷川 浩一 
１１月３日（火）PM 口演 第④会場（３０３）   

１６題 １３：４５～１５：５３ 
  医療マネジメント：対策及び教育（１） １３：４５～１４：３３ 

座長 上都賀総合病院 齋藤 由利子 
   ２④－０１ 接遇に関する患者の満足度調査 

～退院時接遇アンケート 1年間のまとめから～ 
秋田 由利組合病院 大場 玲 

   ２④－０２ 外来待ち時間に対する苦痛を軽減するためのアプローチ法を見出

す取り組み 
神奈川 伊勢原協同病院 長友 真由美 

   ２④－０３ 外来患者診療待ち時間の不満軽減への取り組み 
栃木 上都賀総合病院 赤平 薫 
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   ２④－０４ アドボカシー担当看護師の新たな取り組み 
神奈川 伊勢原協同病院 森田 美幸 

   ２④－０５ 当院における院内暴力の現状 
秋田 雄勝中央病院 佐藤 美奈子 

２④－０６ 院内暴力の実態調査 
茨城 水戸協同病院 神山 奈津季 

  医療マネジメント：対策及び教育（２） １４：３３～１５：１３ 
座長 伊勢原協同病院 武田 初江 

   ２④－０７ 医療安全研修の模索 
～上都賀安全劇場を実施して～ 

栃木 上都賀総合病院 山形 祥子 
   ２④－０８ 看護師の日常業務における倫理的問題に対する意識調査 

秋田 由利組合総合病院 三浦 貞子 
   ２④－０９ 再学習による事故防止の振り返りの効果と課題 

 秋田 湖東総合病院 小柳 ルミ子 
   ２④－１０ 看護必要度導入期における評価者研修の重要性 

  愛知 豊田厚生病院 村瀬 美直子 
   ２④－１１ 危険予知トレーニングを取り入れた意識向上への取り組み 

愛知 安城更生病院 鈴木 真由美 
  医療マネジメント：対策及び教育（３） １５：１３～１５：５３ 

座長 高田厚生病院 上野 修一 
   ２④－１２ 手指衛生改善に向けての取り組み 

北海道 旭川厚生病院 坂口 亜由美 
２④－１３ 当院における院内感染対策研修会での細菌検査室の役割について 

岐阜 西美濃厚生病院 寺田 浩史 
   ２④－１４ 仮想医療現場への学生の反応からコ・メディカルスタッフの留意す

べきインフォームド・コンセントのあり方の検討 
茨城 水戸協同病院 高村 秀彰 

   ２④－１５ 看護学生の病院選びの要素と A病院に対する意識調査 
広島 吉田総合病院 吉貞 千苗 

   ２④－１６ マナーブックを活用した多職種接遇研修の取り組み 
広島 広島県厚生連 嘉屋 祥昭 
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１１月３日（火）PM 口演 第⑤会場（３０４）   
１２題 １３：４５～１５：２１ 

  医療マネジメント：管理・運営（１） １３：４５～１４：３３ 
座長 倶知安厚生病院 高橋 雅俊 
２⑤－０１ 看護師長による在庫管理指導がコスト意識に与える効果 

秋田 湖東総合病院 浜田 美幸 
   ２⑤－０２ 看護力を、経営力に 

～看護を可視化する～ 
茨城 茨城県厚生連 中西 京子 

   ２⑤－０３ ７：１看護配置と課題 
山口 小郡第一総合病院 原田 万里子 

   ２⑤－０４ 新人看護師の夜勤形態による気分の変化 
愛知 渥美病院 福島 優子 

    
２⑤－０５ 職場適応を支援する教育研修の構築 

秋田 秋田組合総合病院 児玉 園子 
   ２⑤－０６ 当院における初期臨床研修５年間の検証 

岐阜 中濃厚生病院 林 勝知 
  医療マネジメント：管理・運営（２） １４：３３～１５：２１ 

座長 伊勢原協同病院 髙畑 武司 
   ２⑤－０７ 入院診療記録の質向上への取り組み 

  神奈川 相模原協同病院 長谷川 拓哉 
   ２⑤－０８ 市販・放射線部門情報管理システムからのデータベース構築 －第 
          １報－ 

神奈川 伊勢原協同病院 本多 暁 
   ２⑤－０９ 市販・放射線部門情報管理システムからのデータベース構築 －第 
          ２報－ 

神奈川 伊勢原協同病院 石川 雅也 
    

２⑤－１０ 市販・放射線部門情報管理システムからのデータベース構築 －第 
          ３報－ 

神奈川 伊勢原協同病院 島田 敏之 
   ２⑤－１１ 院内システム障害時マニュアルの再構築 

香川 屋島総合病院 吉田 誠治 
   ２⑤－１２ 指紋センサ付 ICカードによる個人認証システムとその活用 

神奈川 相模原協同病院 福原 昇 
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１１月３日（火）PM 口演 第⑥会場（311+312）   
１３題 １３：４５～１５：２９ 

  地域医療連携（１） １３：４５～１４：２５ 
座長 佐久総合病院 西垣 良夫 

   ２⑥－１１ 岐阜県東濃地区における『喘息死ゼロ作戦』の軌跡とその成果 
岐阜 東濃厚生病院 大林 浩幸 

   ２⑥－１２ 茨城県の整形外科専門医の現状 
茨城 県北医療センター高萩協同病院 矢田部 佳久 

   ２⑥－１３ 地域における認知症ネットワークの構築 
愛知 海南病院 浅井 俊亘 

   ２⑥－１４ 当院の在宅ポータブル X線撮影について 
神奈川 伊勢原協同病院 遊佐 直道 

   ２⑥－１５ 伊勢原協同病院放射線部門における地域医療連携の現状報告 
神奈川 伊勢原協同病院 新井原 泰隆 

  地域医療連携（２） １４：２５～１４：５７ 
座長 下都賀総合病院 宮本 律子 

   ２⑥－１７ 「退院困難」と判断する指標の検証 
～ソーシャルワーカーの立場から～ 

神奈川 伊勢原協同病院 神林 ミユキ 
   ２⑥－１８ 退院調整における病棟看護師の役割 

栃木 下都賀総合病院 山杉 睦子 
   ２⑥－１９ より良い転院調整を目指して 

～患者家族へのアンケート調査から～ 
山口 周東総合病院 藤原 拓也 

   ２⑥－２０ 医療ソーシャルワーカーの短期退院援助に関する一考案 
～医療ソーシャルワーカーとしての１年目を振り返って～ 

 神奈川 伊勢原協同病院 橋本 澄春 
 地域医療連携（３） １４：５７～１５：２９ 

座長 なめがた地域総合病院 田畑 均 
   ２⑥－２１ 電子メールを利用した病院－施設間連携の実現 

愛知 足助病院 井出 政芳 
   ２⑥－２２ 西三河南部救急医療ネットワークの情報共有システム 

愛知 安城更生病院 鈴木 和広 
   ２⑥－２３ 急性期病院における在宅医療への取り組み 

愛知 安城更生病院 杉浦 真 
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   ２⑥－２４ 田舎で病院が倒産するということ：姫川病院閉鎖が糸魚川総合病院

に与えた影響 
新潟 糸魚川総合病院 樋口 清博 

 
１１月３日（火）PM 口演 第⑦会場（313+314）   

１４題 １３：４５～１５：３７ 
  画像診断（３）・放射線治療 １３：４５～１４：４１ 

座長 相模原協同病院 小俣 正 
   ２⑦－１２ ｅZIS疾患特異領域解析による疾患判別能 

大分 鶴見病院 土谷 豊 
   ２⑦－１３ IMP－Graph Plot法の検討 

～MS法、ARG法と比較して～ 
愛知 海南病院 寺岡 広純 

   ２⑦－１４ 間接変換方式フラットパネルディテクタの特性 
愛知 安城更生病院 人見 理香 

   ２⑦－１５ O－armを使用した術中の被爆線量測定 
愛知 江南厚生病院 伊藤 光洋 

   ２⑦－１６ FDG－PET検査における画質評価について 
～投与量および収集時間の最適化を目指して～ 

北海道 旭川厚生病院 永沼 晃和 
   ２⑦－１７ 前立腺癌に対する高線量放射線治療 

～IMRTは必須ではない～ 
神奈川 相模原協同病院 福原 昇 

   ２⑦－１８ 放射線腫瘍医の常勤化による放射線治療法の変化とリニアックの 
更新について 

茨城 土浦協同病院 米沢 恵 
  臨床検査・臨床工学 １４：４１～１５：３７ 

座長 伊勢原協同病院 菅沼 徹 
   ２⑦－１９ KL－6の迅速測定の導入と各診療科の対応について 

 愛知 安城更生病院 太田 光明 
    

２⑦－２０ 大腸内視鏡検査時の室内環境改善 
～便臭の軽減方法を試みて～ 

 神奈川 伊勢原協同病院 石川 みどり 
   ２⑦－２１ 汎用自動分析装置によるインスリン測定試薬の基礎的検討 

 愛知 安城更生病院 鈴木 美穂 
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   ２⑦－２２ LAMP法を用いた百日咳菌 DNA検出法の有用性の検討 
 愛知 江南厚生病院 安田 直子 

 
   ２⑦－２３ 血漿交換療法（PE）によって改善した血栓性血小板減少性紫斑病 

（TTP）の一例 
茨城 土浦協同病院 中原 毅 

   ２⑦－２４ 輸液ポンプ閉塞圧アラームについての検討 
 愛知 安城更生病院 佐藤 智美 

   ２⑦－２５ 手術室での医療機器業者立会い規制による臨床工学技士の取り組 
          み 

 三重 鈴鹿中央総合病院 畑中 祐介 
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一般演題 ポスター発表 
 
１１月２日（月）PM 第⑧会場（ラウンジ） A   

２３題 １４：００～１６：１８ 
  患者指導・患者ケア（１） １４：００～１４：３０ 

座長 東濃厚生病院 加納 一二三 
   Ｐ１－Ａ１０１ 褥婦にとって使いやすい授乳表の改定 

茨城 取手協同病院 井上 若菜 
   Ｐ１－Ａ１０２ 妊娠中期の妊婦へ食事指導を取り入れて 

福島 塙厚生病院 武地 恵美子 
   Ｐ１－Ａ１０３ 乳幼児を持つ家族の乳幼児突然死症候群に対する意識調査 

～小児科看護師の立場から今後の課題を探る～ 
秋田 平鹿総合病院 川越 陽子 

   Ｐ１－Ａ１０４ カンガルーケアが及ぼす父親の対児感情の変化 
～パパカンガルーケアを導入して～ 

栃木 上都賀総合病院 磯 律子 
   Ｐ１－Ａ１０５ 服薬拒否・服薬困難な小児に対する対策と考案 

 岐阜 西美濃厚生病院 近藤 春美 
患者指導・患者ケア（２） １４：３０～１５：０６ 
座長 取手協同病院 倉益 直子 

   Ｐ１－Ａ１０６ 「家族看護ケアマニュアル」の作成を目指して 
～ICU入室患者の家族に対する満足度調査結果を通して～ 

茨城 土浦協同病院 野島 美樹恵 
   Ｐ１－Ａ１０７ 夜間のオムツ交換減少のための取り組み 

～排泄パターンチェック表の活用で良眠を図る～ 
岐阜 東濃厚生病院 多田羅 美香 

   Ｐ１－Ａ１０８ 術後せん妄の予測と対応の看護統一化にむけて 
～当病棟で使用可能な術後せん妄シートの作成～ 

静岡 静岡厚生病院 林 英子 
   Ｐ１－Ａ１０９ 寝たきり患者の排便コントロールの検討 

～ココアの効果～ 
長野 北信総合病院 高木 ひろ美 

   Ｐ１－Ａ１１０ 腹筋運動による便秘改善 
～向精神薬服用患者に実施して～ 

福島 塙厚生病院 円谷 由美枝 
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   Ｐ１－Ａ１１１ 嚥下障害のある患者に対する口腔マッサージの効果 
～5事例に嚥下アセスメントスコアシートを用いて～ 

秋田 雄勝中央病院 柿崎 美和子 
患者指導・患者ケア（３） １５：０６～１５：４２ 
座長 中濃厚生病院 松波 登志子 

   Ｐ１－Ａ１１２ 内分泌療法を行っている前立腺がん患者の通院治療に対する

意識調査 
～通院継続支援に向けて～ 

 愛知 江南厚生病院 浅野 順司 
   Ｐ１－Ａ１１３ 慢性腎臓病合併症虚血性心疾患患者の QOL評価 

 愛知 藤田保健衛生大学 柴山 健三 
   Ｐ１－Ａ１１４ 整形外科病棟における褥瘡への取り組み 

 茨城 取手協同病院 横田 由加里 
   Ｐ１－Ａ１１５ 当院における手術部位感染（SSI）サーベイラインスの取り組 
            み 

 香川 屋島総合病院 山下 知子 
   Ｐ１－Ａ１１６ ウレタンマット使用下での術中体温管理と褥瘡予防 

 長野 北信総合病院 蔵品 裕子 
    

Ｐ１－Ａ１１７ 手術衣の改良 
～羞恥心の軽減と保温性を試みて～ 

  新潟 長岡中央綜合病院 小林 操 
患者指導・患者ケア（４） １５：４２～１６：１８ 
座長 北信総合病院 小泉 育子 

   Ｐ１－Ａ１１８ 白内障手術を受ける患者の不安要因の解明 
～聞き取り調査による支援方法の検討～ 

愛知 足助病院 大山 優香 
 

Ｐ１－Ａ１１９ 上気道閉塞による気管切開術を受ける患者指導の把握 
～パンフレット作成に向けて～ 

茨城 土浦協同病院 箕輪 友香 
   Ｐ１－Ａ１２０ 整形外科における手術前オリエンテーションの検討 

～パンフレットを改善して～ 
栃木 上都賀総合病院 高山 健志 
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   Ｐ１－Ａ１２１ 心臓カテーテル検査前オリエンテーションの効果 
～項目の追加による再評価～ 

茨城 茨城西南医療センター病院 山中 美穂 
   Ｐ１－Ａ１２２ 急性心筋梗塞患者に対する退院指導の検討 

～患者に適した退院指導とは～ 
岐阜 中濃厚生病院 澤井 泰江 

   Ｐ１－Ａ１２３ 口腔ケアの充実を目指して 
～口腔ケアチーム“マウッシュ”の活動を通して～ 

神奈川 相模原協同病院 佐藤 美穂 
 

１１月２日（月）PM 第⑧会場（ラウンジ） B   
２４題 １４：００～１６：２４ 

糖尿病・代謝疾患 １４：００～１４：３６ 
座長 佐野厚生総合病院 丸山 博 

   Ｐ１－Ｂ２０１ 農村における肥満とインスリン抵抗性の関連 
島根 島根大学 米山 敏美 

   Ｐ１－Ｂ２０２ 参加者のニーズにあった魅力ある糖尿病教室をめざして 
愛知 尾西病院 滝 聡雄 

   Ｐ１－Ｂ２０３ 高コレステロール血症患者に対する、ピタバスタチン 36ヶ月
間継続投与の臨床効果の検討 

岐阜 東濃厚生病院 大林 浩幸 
    

Ｐ１－Ｂ２０４ 当院インスリン導入患者におけるインスリン自己注射手技及

び知識の実態調査 
茨城 土浦協同病院 矢口 絵美 

 
   Ｐ１－Ｂ２０５ 糖尿病患者における尿中 Albと PWV 

愛知 海南病院 柴田 真紀子 
   Ｐ１－Ｂ２０６ 注射に恐怖のある患者へのインスリン自己注射の指導とその

評価 
 茨城 県北医療センター高萩協同病院 宮本 あすか 

腎疾患（血液透析） １４：３６～１５：１２ 
座長 双葉厚生病院 重富 秀一 

   Ｐ１－Ｂ２０７ 当院における透析液清浄化への取り組み 
 茨城 取手協同病院 田中 孝 
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   Ｐ１－Ｂ２０８ 斜網地区における血清亜鉛値の検討 
北海道 網走厚生病院 上田 晋也 

   Ｐ１－Ｂ２０９ 炭酸ランタン水和物チュアブル錠の使用経験 
茨城 土浦協同病院 戸田 孝之 

   Ｐ１－Ｂ２１０ 透析患者の足病変の現状 
～フットチェックシートを活用しての報告～ 

 岐阜 久美愛厚生病院 植木 朝子 
   Ｐ１－Ｂ２１１ 血液透析患者に対するフットケアの実践、継続への取り組み 

秋田 平鹿総合病院 橋本 厚子 
   Ｐ１－Ｂ２１２ 炭酸泉浴の足浴時間とその効果の検証 

～足浴時間の違いによる炭酸泉浴の効果について～ 
愛知 江南厚生病院 後藤 淳子 

泌尿器疾患 １５：１２～１５：３６ 
座長 幸手総合病院 井坂 茂夫 

   Ｐ１－Ｂ２１３ 副腎骨髄脂肪腫の１例 
岐阜 西美濃厚生病院 岡野 学 

   Ｐ１－Ｂ２１４ 逆行性腎盂尿管造影によって水腎症が軽減した尿管憩室の一 
            例 

香川 屋島総合病院 三宅 範明 
 

   Ｐ１－Ｂ２１５ 当科における 75歳以上の手術症例の臨床的検討 
栃木 上都賀総合病院 金水 英俊 

   Ｐ１－Ｂ２１６ 前立腺肥大症に伴う排尿障害に対する塩酸タムスロシン0.4㎎
増量投与の臨床的検討 

愛知 安城更生病院 廣瀬 泰彦 
消化器疾患 １５：３６～１６：００ 
座長 佐野厚生総合病院 奥澤 星二郎 

   Ｐ１－Ｂ２１７ 小腸放線菌症の１例 
新潟 上越総合病院 宮澤 智徳 

   Ｐ１－Ｂ２１８ 当院における超音波内視鏡症例の検討 
            ～特に膵臓の嚢胞性疾患について～ 

岐阜 西美濃厚生病院 畠山 啓朗 
   Ｐ１－Ｂ２１９ 胃癌手術例の性差と展望 

 秋田 平鹿総合病院 中島 芳道 
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   Ｐ１－Ｂ２２０ 上部消化管ステント留置により QOLの向上を認めた 
手術不能進行癌患者の２例 

香川 屋島総合病院 小林 聖幸 
呼吸器疾患・熱傷 １６：００～１６：２４ 
座長 下都賀総合病院 山崎 一馬 

   Ｐ１－Ｂ２２１ 大細胞癌成分にラブドイド形質を伴った肺多形癌の一例 
北海道 旭川厚生病院 及川 賢輔 

   Ｐ１－Ｂ２２２ 胸水細胞診で過大評価した胸膜炎の１例 
～セルブロックの有用性～ 

岐阜 中濃厚生病院 稲葉 滋楼 
   Ｐ１－Ｂ２２３ 当院における高齢者、または合併症を有する肺癌手術症例の検

討 
広島 ＪＡ廣島総合病院 渡 正伸 

   Ｐ１－Ｂ２２４ 当院における熱傷入院症例の病態と治療 
山口 長門総合病院 久我 貴之 

 
１１月２日（月）PM 第⑧会場（ラウンジ） C   

２４題 １４：００～１６：２４ 
医療マネジメント：対策及び教育（１） １４：００～１４：３０ 
座長 由利組合総合病院 佐藤 田鶴子 

   Ｐ１－Ｃ３０１ 総合教育研修センターによる職員横断的研修の試み －第２

報－ 
愛知 海南病院 三島 信彦 

 
   Ｐ１－Ｃ３０２ 中堅看護師(レベルⅢ)の育成 

～研修課題報告会の効果～ 
愛知 安城更生病院 木島 由美 

   Ｐ１－Ｃ３０３ 看護必要度判定問題を取り入れた評価者育成への取り組み 
秋田 由利組合総合病院 佐々木 喜久子 

   Ｐ１－Ｃ３０４ 集団コラージュ療法を用いた新人看護師のストレスマネージ

メント 
茨城 取手協同病院 倉益 直子 

   Ｐ１－Ｃ３０５ プリセプターを実施する卒後年数についての検討 
～プリセプターにアンケートを実施して～ 

岐阜 東濃厚生病院 金田 さえ子 
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医療マネジメント：対策及び教育（２） １４：３０～１５：００ 
座長 由利組合総合病院 菊地 顕次 

   Ｐ１－Ｃ３０６ 臨地実習におけるアクシデント防止に関する取り組み 
三重 いなべ総合病院 野嵜 孝子 

   Ｐ１－Ｃ３０７ 看護師就労支援研修会における臨床工学技士の役目 
神奈川 相模原協同病院 佐藤 真澄 

   Ｐ１－Ｃ３０８ 実習・研修・見学施設として教育の面からも地域の中核病院を

目指して 
愛知 安城更生病院 三井 千鶴 

   Ｐ１－Ｃ３０９ 新採用者における教育研修委員会の役割 
  愛知 安城更生病院 池田 真紀 

   Ｐ１－Ｃ３１０ 病棟災害時マニュアルを再編し避難訓練を実施して 
秋田 北秋中央病院 九嶋 千賀子 

医療マネジメント：病院の管理・運営 １５：００～１５：４２ 
座長 江南厚生病院 長谷川 しとみ 

   Ｐ１－Ｃ３１１ 医師事務作業補助者と文書作成支援ソフトによる医師の文書

負担軽減への取り組み 
愛知 安城更生病院 秀野 功典 

   Ｐ１－Ｃ３１２ 臨床検査部の管理・運営上の問題点 
茨城 取手協同病院 澤田 恵美子 

   Ｐ１－Ｃ３１３ 当院における看護部門と他部門との業務調整について 
岐阜 東濃厚生病院 渡邉 賀津広 

   Ｐ１－Ｃ３１４ 外来に勤務している看護師の応援配置に起因するストレスと

その要因の分析 
広島 吉田総合病院 福田 博江 

 
   Ｐ１－Ｃ３１５ 三交替勤務と二交替勤務における看護師の疲労の比較 

～追跡調査による自覚症状の変化について～ 
北海道 網走厚生病院 中西 真由美 

 
   Ｐ１－Ｃ３１６ 認定看護師の組織的活用 

～皮膚・排泄ケア、感染管理認定看護師の活動～ 
北海道 北海道厚生連 宇野 郁子 

   Ｐ１－Ｃ３１７ 佐久総合病院における認定看護師の活動現状 
長野 佐久総合病院 笹崎 まき枝 

 

 33



医療マネジメント：診療情報システム １５：４２～１６：２４ 
座長 安曇総合病院 中川 真一 

   Ｐ１－Ｃ３１８ 新病理検査システムの導入について 
北海道 旭川厚生病院 常山 聡 

   Ｐ１－Ｃ３１９ 目に見えにくい管理コスト改善を目指した医療材料管理シス

テムの構築 
 愛知 渥美病院 辻 博幸 

   Ｐ１－Ｃ３２０ フィルムレス化に向けての管理教育体制作り 
茨城 土浦協同病院 小松崎 哲也 

   Ｐ１－Ｃ３２１ 電子カルテの NANDA データベースに沿って作成した聴取用
紙の評価 

茨城 土浦協同病院 樫村 友美 
   Ｐ１－Ｃ３２２ 電子カルテ導入の効果と稼働後の取り組み 

長野 安曇総合病院 小泉 孝範 
   Ｐ１－Ｃ３２３ 透析情報システムと電子カルテ連動による使用経験 

山口 小郡第一総合病院 山根 明 
   Ｐ１－Ｃ３２４ ２病院統合に伴う患者番号と紙カルテ管理に関与する報告 

愛知 江南厚生病院 朱宮 光輝 
 

１１月２日（月）PM 第⑧会場（ラウンジ） D   
２３題 １４：００～１６：１８ 

画像診断（１） １４：００～１４：３６ 
座長 相模原協同病院 福原 昇 

   Ｐ１－Ｄ４０１ 血管撮影室における総合画像支援システムの構築 
愛知 豊田厚生病院 村山 和宏 

   
 

 Ｐ１－Ｄ４０２ Tine-SLIP法併用３D－TrueSSFP法における腎動脈描出最適
撮像条件の検討 

 岐阜 揖斐厚生病院 丹羽 政美 
   Ｐ１－Ｄ４０３ 当院における SRS専用ツーブス取付け調整の検討 

愛知 海南病院 北島 幸也 
   Ｐ１－Ｄ４０４ 放射線治療装置の稼働状況について 

～故障について分析～ 
神奈川 相模原協同病院 伊藤 和正 
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  Ｐ１－Ｄ４０５ マンモグラフィ検診での偽陽性の原因について 
秋田 平鹿総合病院 中山 美保 

   Ｐ１－Ｄ４０６ FPDの臨床的評価 
岐阜 岐北厚生病院 吉岡 登志子 

画像診断（２） １４：３６～１５：０６ 
座長 秋田総合病院 齊藤 崇 

   Ｐ１－Ｄ４０７ 当院における VSRADの有用性と HDS-Rとの相関について 
神奈川 相模原協同病院 長岡 学 

   Ｐ１－Ｄ４０８ 冠動脈 CTA検査における撮影条件の検討 
愛知 豊田厚生病院 柴田 英輝 

 
   Ｐ１－Ｄ４０９ 心原性脳梗塞症における左房内血栓および血流動態の評価（第

1報） 
～経食道心エコーと 64列MDCTの比較～ 

神奈川 伊勢原協同病院 楠崎 浩之 
   Ｐ１－Ｄ４１０ 当院における心臓 CTの現状 

～前処置についての検討～ 
岐阜 東濃厚生病院 今井 信輔 

   Ｐ１－Ｄ４１１ 3D画像作成時における最適再構成関数の検討 
岐阜 中濃厚生病院 橋本 智史 

食・栄養 １５：０６～１５：４２ 
座長 湖東総合病院 小玉 雅志 

   Ｐ１－Ｄ４１２ 病院調理師の挑戦 
～ランチタイムレッスンの取り組みを通して～ 

 栃木 上都賀総合病院 木村 修一郎 
   Ｐ１－Ｄ４１３ 利用者の生活の質の向上をめざして 

愛知 尾西病院 島内 徹 
    

Ｐ１－Ｄ４１４ 摂食過程における視覚遮断が情動や食味に与える影響 
岐阜 岐北厚生病院 田中 雅子 

   Ｐ１－Ｄ４１５ 慢性肝疾患患者に対する外来栄養指導 
長野 富士見高原病院 岡村 道代 

   Ｐ１－Ｄ４１６ アルギニン・微量栄養素強化飲料（アルジネード）投与による 
創傷治療効果の１例 

愛知 豊田厚生病院 小林 憲司 
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   Ｐ１－Ｄ４１７ 病院給食材料の安全管理に関する指針の策定 
茨城 茨城西南医療センター病院 染谷 まゆみ 

栄養管理・臨床栄養（ＮＳＴ） １５：４２～１６：１８ 
座長 山本組合総合病院 大淵 宏道 

   Ｐ１－Ｄ４１８ 半固形化経腸栄養剤を用いた経腸栄養法の取り組み 
秋田 秋田組合総合病院 金 ひとみ 

   Ｐ１－Ｄ４１９ PEG造設後下痢症状を呈した透析患者への関わり 
神奈川 伊勢原協同病院 佐藤 作喜子 

   Ｐ１－Ｄ４２０ 嚥下研究会の発足と活動報告 
北海道 倶知安厚生病院 脇田 めぐみ 

   Ｐ１－Ｄ４２１ 摂食嚥下機能低下を伴う患者への関わり 
            ～栄養士の立場から～ 

長野 安曇総合病院 市川 美恵子 
   Ｐ１－Ｄ４２２ 当院 NST活動への臨床検査部からの情報発信 

茨城 土浦協同病院 関口 芳恵 
   Ｐ１－Ｄ４２３ 短腸症候群（SBS）における栄養管理と NSTの関わり 

茨城 茨城西南医療センター病院 飯島 良江 
 

１１月３日（火）AM 第⑧会場（ラウンジ） A   
１４題 １０：３０～１１：５４ 

地域・保健福祉の諸問題 １０：３０～１１：０６ 
座長 財団法人 日本農村医学研究所 浅沼 信治 

   Ｐ２－Ａ１０１ 障害者の受け入れ要件を通してみる、働きやすい農業労働環境

づくり 
茨城 （独）農研機構農村工学研究所 片山 千栄 

   Ｐ２－Ａ１０２ 主要な農業機械の安全使用に関する調査から 
 福岡 久留米大学 末永 隆次郎 

   Ｐ２－Ａ１０３ 地域住民におけるストレス対処能力と関連要因 
 福岡 福岡大学 百瀬 義人 

   Ｐ２－Ａ１０４ ロックウール製造工場周辺住民への自覚症状等調査 
 長野 長野県日本農村医学研究所 臼田 誠 

   Ｐ２－Ａ１０５ 島根県における巡回式人間ドックの実施報告について 
  島根 島根県厚生連 江角 幸夫 

   Ｐ２－Ａ１０６ 疥癬発症率の低い離島の通所介護事業所における疥癬対策パ

ンフレットの作成 
鹿児島 与論徳洲会病院 中島 晴美 
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生活習慣・健康管理 １１：０６～１１：５４ 
座長 神奈川県厚生連保健福祉センター 中安 邦夫 

   Ｐ２－Ａ１０７ 特定健康診査データ解析からみる腹囲基準の評価 
 静岡 静岡厚生病院 吉見 太志郎 

   Ｐ２－Ａ１０８ 佐久肥満克服プログラム 
           ～食事・運動指導における行動変容と体重・腹囲変化の評価～ 

 長野 佐久総合病院 萩原 いづみ 
   Ｐ２－Ａ１０９ 生活習慣と健診データとの関連の時系列検討 

鹿児島 鹿児島県厚生連健康管理センター 南谷 桂子 
   Ｐ２－Ａ１１０ 特定健康診査における身体活動量と生活習慣病との関連 

秋田 秋田県農村医学研究所 南部 美由紀 
   Ｐ２－Ａ１１１ 秋田県南部横手地域における9年間の健診結果から見たeGFR

実態 
秋田 秋田県農村医学研究所 佐々木 司郎 

   Ｐ２－Ａ１１２ 平成１９年度胃集団検診全国調査結果について 
東京 財団法人 日本成人病予防会 高木 智徳 

   Ｐ２－Ａ１１３ 当院人間ドックにおける発見胃がんの検討 
～Ｘ線所見分類及び画像精度評価～ 

北海道 札幌厚生病院 和田 智文 
Ｐ２－Ａ１１４ 特定健康診査におけるメタボリックシンドローム対象者と生

活習慣の関連 
秋田 秋田県農村医学研究所 高橋 惠子 

 
１１月３日（火）AM 第⑧会場（ラウンジ） B   

１３題 １０：３０～１１：４８ 
  リハビリテーション １０：３０～１１：１２ 

座長 安曇総合病院 谷川 浩隆 
    
 

Ｐ２－Ｂ２０１ 回復期リハビリテーション病棟における在宅復帰に向けての

取り組み 
静岡 静岡厚生病院 堀木 葉子 

   Ｐ２－Ｂ２０２ 入院前・入院時・退院時の日常生活活動評価の導入 
～高い Goalへより早く、充実したリハビリの実施を目指して～ 

 長野 安曇総合病院 山﨑 新悟 
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   Ｐ２－Ｂ２０３ 自立を促すためのリハビリマネジメント 
～入院・手術により廃用症候群を併発した１事例を振り返って～ 

鹿児島 大隈鹿屋病院 命苫 由美 
   Ｐ２－Ｂ２０４ 心臓リハビリテーションを開始して 

岐阜 岐北厚生病院 野々村 容典 
   Ｐ２－Ｂ２０５ 転倒歴の調査および足底刺激が片脚立位に及ぼす影響 

長野 佐久総合病院 井出 裕太 
   Ｐ２－Ｂ２０６ 野球選手上腕骨内上顆裂離骨折例の受診状況 

茨城 水戸協同病院 吉田 怜 
   Ｐ２－Ｂ２０７ 当院大腿骨近位部骨折術後患者の術後１４日目の歩行様式 

神奈川 相模原協同病院 河端 将司 
  臨床検査 １１：１２～１１：４８ 

座長 長岡中央綜合病院中央健診センター 齋藤 六温 
   Ｐ２－Ｂ２０８ 農業・非農業従事者の特定健診血液検査項目測定値の検討 

北海道 札幌厚生病院 木田 秀幸 
   Ｐ２－Ｂ２０９ 人間ドック受診者における血清 TSH測定の検討 
           第４報：３年連続受診者における血清ＴＳＨの変動～ 

北海道 札幌厚生病院 佐藤 繁樹 
   Ｐ２－Ｂ２１０ LDLコレステロール測定試薬の特異性とリポ蛋白異常の検出 

長野 佐久総合病院 池田 昌伸 
   Ｐ２－Ｂ２１１ 脈波伝搬速度（baPWV）の頸動脈プラーク出現を予測する 

鹿児島 鹿児島県厚生連健康管理センター 小濵 里美 
   Ｐ２－Ｂ２１２ 腹部超音波検査にて指摘された臍部皮下腫瘍の 1症例 

長野 北信総合病院 内田 守道 
   Ｐ２－Ｂ２１３ 乳腺 Intracystic papillary carcinoma の 1例 

神奈川 相模原協同病院 白井 正広 
 

１１月３日（火）AM 第⑧会場（ラウンジ） C   
１３題 １０：３０～１１：４８ 

  在宅ケア・地域医療 １０：３０～１０：５４ 
座長 篠ノ井総合病院 山崎 常安 

   Ｐ２－Ｃ３０１ 老老介護の介護負担感とその影響因子 
茨城 筑波大学大学院 奥野 純子 

   Ｐ２－Ｃ３０２ 急性期病棟から在宅ケアへの円滑な連携を目指して 
～勉強会を実施して～ 

茨城 取手協同病院 酒井 真理子 
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   Ｐ２－Ｃ３０３ ALS で人工呼吸器装着となった不安のある患者・家族への関
わり 
～在宅退院に向けて～ 

 茨城 取手協同病院 寺田 麻莉 
   Ｐ２－Ｃ３０４ 静岡市地域医療連携：「イーツーネット」システムと当院の取

り組み 
 静岡 静岡厚生病院 細川 勇人 

  生活習慣 １０：５４～１１：１８ 
座長 沼田厚生病院 金谷 健一 

   Ｐ２－Ｃ３０５ 運動の習慣化を目指した保健指導の事例研究 
～ライフコーダを利用した運動支援の効果について～ 

  北海道 旭川厚生病院 青田 真理 
   Ｐ２－Ｃ３０６ 「ファミリー医学講座」参加者における運動への意識調査 

 神奈川 伊勢原協同病院 齋藤 博子 
 

   Ｐ２－Ｃ３０７ 運動の習慣付けを中心としたアプローチ 
           ～小諸市特定高齢者地域支援事業運動機能向上の活動報告～ 

  長野 小諸厚生総合病院 佐藤 美智子 
   Ｐ２－Ｃ３０８ 中濃地域のリハビリテーションニーズに対する当院の関わり 

～過去 3年間の活動のまとめ～ 
  岐阜 中濃厚生病院 横井 潤 

  医療マネジメント：クリニカルパス・退院支援 １１：１８～１１：４８ 
座長 鶴見病院 阿南 みと子 

   Ｐ２－Ｃ３０９ LAP－Cクリニカルパスの修正と改訂 
  神奈川 伊勢原協同病院 横山 麻友子 

 Ｐ２－Ｃ３１０ 子宮内清掃術を受けた患者の退院指導のあり方 
～クリニカルパスを作成して～ 

 茨城 土浦協同病院 吉田 友美 
   Ｐ２－Ｃ３１１ 高齢者の退院支援に関する研究 
            ～整形病棟における事例分析を通して～ 

茨城 県北医療センター高萩協同病院 宇賀神 理恵 
    

Ｐ２－Ｃ３１２ 脳血管障害患者の退院支援における看護師のかかわり 
～危機理論を生かした看護の介入をめざして～ 

三重 いなべ総合病院 小林 美和 
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   Ｐ２－Ｃ３１３ BSCを導入して 
～病院公開講座プロジェクトの成功要因～ 

神奈川 伊勢原協同病院 牛見 美和 
 

１１月３日（火）AM 第⑧会場（ラウンジ） D   
１２題 １０：３０～１１：４２ 

  医療安全管理（１） １０：３０～１１：０６ 
座長 いなべ総合病院 伊藤 恭子 

   Ｐ２－Ｄ４０１ 当院における医療安全の取り組み 
～CLIPシステムを使用して～ 

秋田 平鹿総合病院 田畑 雅央 
 

   Ｐ２－Ｄ４０２ 新人看護師の起こしやすいミスと安全教育の試み 
～インシデント・アクシデント分析結果より， 
ヒヤリハット事例の分析から～事例集を共有 

 愛知 海南病院 戸谷 ゆかり 
   Ｐ２－Ｄ４０３ いなべ総合病院での医療安全の取り組み 

～注射業務のエラー発生要因を分析して～ 
 三重 いなべ総合病院 佐藤 早百合 

   Ｐ２－Ｄ４０４ 脳外科病棟における転倒転落防止のための課題 
岐阜 中濃厚生病院 河島 千恵 

   Ｐ２－Ｄ４０５ 当院における転倒・転落事故の検討 
 三重 いなべ総合病院 伊藤 広樹 

 
   Ｐ２－Ｄ４０６ インシデント・アクシデント報告から考える転倒・転落予防と

睡眠薬の適正使用 
新潟 魚沼病院 三重堀 健雄 

  医療安全管理（２） １１：０６～１１：４２ 
座長 伊勢原協同病院 錫木 俊明 

   Ｐ２－Ｄ４０８ 物品配置の改善で業務効率を考える 
～病院の 5Sを通して～ 

埼玉 幸手総合病院 乗附 瑞生 
   Ｐ２－Ｄ４０９ 非常時食事提供システムの構築 

愛知 安城更生病院 谷山 元 
   Ｐ２－Ｄ４１０ リストバンド装着中の菌の増殖調査 

長野 安曇総合病院 永田 沙由理 
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   Ｐ２－Ｄ４１１ 当院におけるハイリスク薬への取り組み 
～院内学術大会の発表を通して～ 

埼玉 幸手総合病院 斉藤 みゆき 
   Ｐ２－Ｄ４１２ 電子カルテ内での他院持参薬確認表を用いた運用の実態調査

と改善の試み 
愛知 渥美病院 澤柳 直樹 

Ｐ２－Ｄ４１３ 安心・安全な輸血業務の啓発 
～TQM活動を通して得られたこと～ 

愛知 豊田厚生病院 木村 有里 
 

１１月３日（火）PM 第⑧会場（ラウンジ） A   
１３題 １４：１５～１５：３３ 

  薬剤（部）（１） １４：１５～１４：５１ 
座長 北信総合病院 高野 三男 

   Ｐ２－Ａ１１５ 網走病院におけるお薬手帳利用者の実態調査 
北海道 網走病院 武野 俊也 

   Ｐ２－Ａ１１６ 当院における持参薬の状況について 
岐阜 東濃厚生病院 奥村 秀雄 

   Ｐ２－Ａ１１７ 当院における調剤システム構築の取り組みについて 
 愛知 江南厚生病院 今西 忠宏 

   Ｐ２－Ａ１１８ 電子カルテを活用した麻薬管理システムの導入 
愛知 安城更生病院 神谷 勝 

   Ｐ２－Ａ１１９ DPC導入の伴う後発品薬の経済効果について 
 長野 安曇総合病院 松本 和子 

   Ｐ２－Ａ１２０ 当院における注射用抗菌薬の使用状況と院内感染症防止委員

会の適正使用への介入 
香川 屋島総合病院 須崎 規之 

薬剤（部）（２） １４：５１～１５：３３ 
座長 東濃厚生病院 梶屋 敏宏 

   Ｐ２－Ａ１２１ 当院における簡易懸濁法の取り組み 
 神奈川 伊勢原協同病院 寺田 眞弓 

   Ｐ２－Ａ１２２ 簡易懸濁法業務の改善 
～看護師・介護施設へのアンケート結果より～ 

岐阜 揖斐厚生病院 白川 舞 
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Ｐ２－Ａ１２３ 循環器科における服薬コンプライアンス向上に向けた取り組 
            み 

秋田 平鹿総合病院 太田 益美 
   Ｐ２－Ａ１２４ 生物学的製剤を使用する関節リウマチ（RA）患者への薬剤師

の関わり 
長野 安曇総合病院 依田 幸恵 

   Ｐ２－Ａ１２５ 臨床分離緑膿菌に対する薬剤感受性と耐性率 
長野 北信総合病院 高野 三男 

   Ｐ２－Ａ１２６ プレフィルド型注入器導入による BOT(Basal supported Oral 
Therapy)療法の効果 

新潟 長岡中央綜合病院 青木 祥子 
   Ｐ２－Ａ１２７ 精神科開放病棟における確実な服薬援助を試みて 

～ハッとメモ分析から～ 
栃木 上都賀総合病院 小野 美和子 

 
 

１１月３日（火）PM 第⑧会場（ラウンジ） B   
９題 １４：１５～１５：０９ 

  ターミナルケア・緩和ケア（１） １４：１５～１４：４５ 
座長 旭川厚生病院 福井 実 

   Ｐ２－Ｂ２１５ 訪問看護 ターミナル期における看取りの現状報告 
愛知 海南病院 篠木 里美 

   Ｐ２－Ｂ２１６ 看護職員の「老・病・死」に対する心情の変化 
富山 富山県農村医学研究所 大浦 栄次 

 
   Ｐ２－Ｂ２１７ 看護師の死後のケアに対する意識調査 

長野 北信総合病院 筑波 麻衣 
   Ｐ２－Ｂ２１８ 緩和ケアとしての似顔絵セラピーの試み 

 愛知 海南病院 川出 英行 
   Ｐ２－Ｂ２１９ がん性疼痛を有する患者と褥瘡  

長野 佐久総合病院 木榑 菜美 
  ターミナルケア・緩和ケア（２） １４：４５～１５：０９ 

座長 白河厚生総合病院 鈴木 美弥子 
   Ｐ２－Ｂ２２０ 「家で過ごしたい」をどう支えるか 

～訪問看護ステーションの立場から～ 
新潟 長岡中央綜合病院 林 八重子 
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Ｐ２－Ｂ２２１ ご家族の声を聴き、死後の処置を見つめなおして 
石川 金沢西病院 河原 夕希 

   Ｐ２－Ｂ２２２ 満足死：第３７報 
～在宅死は思いやる心から～ 

高知 くぼかわ病院 疋田 善平 
   Ｐ２－Ｂ２２３ 終末期における患者家族へのコミュニケーション 

～アンケート調査を通して見えてきたこと～ 
茨城 土浦協同病院 佐野 正悟 

 
１１月３日（火）PM 第⑧会場（ラウンジ） C   

８題 １４：１５～１５：０３ 
  がん化学療法（１） １４：１５～１４：３９ 

座長 取手協同病院 高崎 茂雄 
   Ｐ２－Ｃ３１５ 当院におけるがん化学療法に伴う爪障害の実態調査 

北海道 旭川厚生病院 原 えりか 
   Ｐ２－Ｃ３１６ 抗がん剤調製で使用する診療材料と環境調査 

～調査から見えてきたガイドラインと実態との隔たり～ 
愛知 愛知県厚生連 畔柳 敏弥 

   Ｐ２－Ｃ３１７ がん化学療法患者への服薬指導 
～患者が求める薬剤説明書作成への取り組み～ 

愛知 豊田厚生病院 小林 万里子 
   Ｐ２－Ｃ３１８ 放射線治療・化学療法中の頭頸部腫瘍患者の看護師の 

口腔内アセスメントの変化 
～患者記入用の口腔内チェック表を作成して～ 

広島 ＪＡ廣島総合病院 森川 裕子 
  がん化学療法（２） １４：３９～１５：０３ 

座長 周東総合病院 沖田 敏宜 
   Ｐ２－Ｃ３１９ がん化学療法における医療事故防止への取り組み 

茨城 土浦協同病院 猪瀬 成史 
   Ｐ２－Ｃ３２０ 当院におけるがん化学療法のリスクマネージメント 

～コンピューターによるレジメン管理～ 
茨城 取手協同病院 高柳 和行 

   Ｐ２－Ｃ３２１ 電子カルテシステムにおけるがん化学療法のレジメン管理の

導入 
愛知 尾西病院 西澤 圭祐 
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   Ｐ２－Ｃ３２２ がん化学療法処方監査システムの構築 
岐阜 揖斐厚生病院 熊田 克幸 

１１月３日（火 ）PM 第⑧会場（ラウンジ） D   
９題 １４：１５～１５：０９ 

  歯科口腔外科・神経疾患 １４：１５～１４：３９ 
座長 茨城西南医療センター病院 亀崎 髙夫 

   Ｐ２－Ｄ４１５ 当科を初診した Tolosa-Hunt症候群の１例 
神奈川 相模原協同病院 中島 敏文 

   Ｐ２－Ｄ４１６ 抗血栓療法を受けている患者における抜歯後の出血管理に関

する検討 
秋田 平鹿総合病院 戸田 牧子 

   Ｐ２－Ｄ４１７ BRONJの６例 
神奈川 相模原協同病院 高田 典彦 

   Ｐ２－Ｄ４１８ 脳内出血患者の急性期血圧管理 
秋田 雄勝中央病院 大塚 聡郎 

小児・感染症 １４：３９～１５：０９ 
座長 伊勢原協同病院 山本 敬一 
Ｐ２－Ｄ４１９ 重症型新生児ミルクアレルギーの診断におけるミルクを用い 
         たリンパ球刺激試験（LST）の有用性 

茨城 土浦協同病院 清水 純一 
 

   Ｐ２－Ｄ４２０ 異なる臨床経過を示したロタウイルス性急性脳症の２例 
茨城 土浦協同病院 渡辺 章充 

   Ｐ２－Ｄ４２１ 当院における上部消化管内視鏡スコープの洗浄に関する検討 
香川 屋島総合病院 宮竹 陽子 

 
   Ｐ２－Ｄ４２２ ２００８年に当科で経験したツツガムシ病  

福島 白河厚生総合病院 竹之下 秀雄 
   Ｐ２－Ｄ４２３ 同一地域で短期間に発生した日本紅斑熱の２症例 

広島 府中総合病院 小坂 義秀 
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