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11月8日（金） ポスター1 病院運営・管理1 P1-1-007
当院の施設管理業務への取り組み、障害者雇用率の引き上げへの

対応について
金子 悠太 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月8日（金） ポスター2 病院運営・管理2 P1-1-013 一般消耗品管理方法を変更するに至った経緯とその結果 遠藤 結花 NHO　山口宇部医療センター

11月8日（金） ポスター3 	クリティカルパス P1-1-021 医師事務作業補助者がクリニカルパス作成に携わる意義 大越 あゆみ NHO　相模原病院

11月8日（金） ポスター4 病院経営・DPC 1 P1-1-025
災害発生時における重心病棟の避難経路構築にかかる経費削減

について
厚地 洸伸 NHO　宮崎病院

11月8日（金） ポスター5 医療安全への取り組み1 P1-1-035
低影響レベルの薬剤関連インシデント報告から有害事象の減少につ

なげるために ～サンキューレポートの運用を開始して～
隣 未来 NHO　村山医療センター

11月8日（金） ポスター6 医療安全への取り組み2 P1-1-039
経管栄養に関するインシデントを減らす取り組み　～指差し呼称改

革～
笹 椎奈 NHO　米沢 病院

11月8日（金） ポスター7 感染管理1 抗菌薬適正使用・AST P1-1-046
当院における抗菌薬適正使用支援チーム活動開始後の抗菌薬使

用状況の調査
中嶋 浩太郎 NHO　小倉医療センター

11月8日（金） ポスター8 感染管理2 感染症対策 P1-1-058
インフルエンザアウトブレイクを経験し、みえた課題の改善活動～感染

リンクナースの取り組み～
渡辺 志穂 NHO　西新潟中央病院

11月8日（金） ポスター9 医師臨床研修（初期・専門医・生涯） P1-1-068 術後発熱に関連する因子 岩佐 武 NHO　霞ヶ浦医療センター

11月8日（金） ポスター10 医師働き方改革 P1-1-071 男性医師の育児短時間休業制度を経験して 大隅 大介 NHO　北海道医療センター

11月8日（金） ポスター11 急性期病院における退院支援 P1-1-082
男性介護者の心理に配慮した在宅療養継続に向けての関わり～急

性期病院における退院前訪問のあり方を考える～
谷口 友麻 NHO　三重中央医療センター

11月8日（金） ポスター12 地域包括ケア病棟における退院支援 P1-1-087 地域包括ケア病棟における転棟前訪問の実態調査 簗淵 有希 NHO　都城医療センター

11月8日（金） ポスター13
訪問看護ステーションの現状と、在宅療養移行

支援
P1-1-095 長期入院患者の地域移行支援の取り組み 山本 樹壽 NHO　やまと精神医療センター

11月8日（金） ポスター14
ソーシャルワーク～ソーシャルワーカーによる患者

退院支援
P1-1-100

入院前からチームで取り組む退院援助実践報告　～地域包括ケア

病棟における骨盤切断事例から～
大森 和幸 NHO　東徳島医療センター

11月8日（金） ポスター15 緩和医療1 P1-1-109 病棟看護師と緩和ケアチームで介入した症例を通して学んだこと 森本 友佳 NHO　南京都病院

11月8日（金） ポスター16 緩和医療2 P1-1-114 治療継続を望む終末期にある肺がん患者と妻への意思決定支援 布施 克美 NHO　京都医療センター

11月8日（金） ポスター17 栄養管理1 NST P1-1-128 精神科領域における食事面からの便通コントロールの症例 坂本 実優 NHO　やまと精神医療センター

11月8日（金） ポスター18 褥瘡予防・管理 P1-1-134
褥瘡発生した患者に対して行った看護の実態から予防ケアに向けて

の考察
川原 幸恵 NHO　東近江総合医療センター

11月8日（金） ポスター19 看護業務1 入退院説明・電話対応・接遇 P1-1-140 教育研修部で接遇向上に取り組んだ効果 山田 多加 NHO　近畿中央呼吸器センター

11月8日（金） ポスター20 看護業務2 診療体制 P1-1-146 指宿医療センターにおける医科歯科連携の取り組み 原口 彰太 NHO　指宿医療センター

11月8日（金） ポスター21 看護業務3 療養環境の調整 P1-1-155 病室の環境整備に対する熟練看護師の認識 高橋 奈央 NHO　長崎川棚医療センター

11月8日（金） ポスター22 看護業務4 緩和ケア・エンゼルケア P1-1-158 エンゼルケアの家族参加についての実態調査 横川 千尋 NHO　長崎病院

11月8日（金） ポスター23 看護総合1 急性期にある患者の看護 P1-1-165 院内トリアージの経験の差から見た精度の現状と課題 西森 栄子 NHO　金沢医療センター

11月8日（金） ポスター24 看護総合2 呼吸器疾患患者の看護 P1-1-177
外来ＤＯＴＳ患者の行動変容の実際～超高齢患者が内服治療

を受容し完遂に至るまで～
馬目 恵美子 NHO　茨城東病院胸部疾患・療育医療センター

11月8日（金） ポスター25 がん看護1 看護体制の整備 P1-1-181
免疫チェックポイント阻害薬導入にむけた取り組み～病棟看護師を

対象とした教育と準備の実際～
田添 善美 NHO　豊橋医療センター

11月8日（金） ポスター26 看護総合3 ハンセン病患者の看護 P1-1-193 高齢者のストレングスを意識した生活支援の効果 朝野 寿枝 国立療養所奄美和光園

11月8日（金） ポスター27 看護実践1 ケアの工夫 P1-1-195
入院によって睡眠リズムを崩した患者に対するタッチングの有効性の

検証
高木 理沙 NHO　熊本医療センター
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11月8日（金） ポスター28 看護実践2 患者指導 P1-1-205
1型糖尿病患者におけるFlash Glucose Monitoring(FGM)の

QOLに与える影響
数胴 美穂子 NHO　三重病院

11月8日（金） ポスター29 学生学習支援、実習指導者 P1-1-217 実習指導者に対する実習オリエンテーションの工夫 島田 美紀 NHO　大阪医療センター附属看護学校

11月8日（金） ポスター30 看護基礎教育、授業研究、学生の学び1 P1-1-218 看護教員が展開する解剖生理学の授業構築の一考察 中西 真美子 NHO　岡山医療センター

11月8日（金） ポスター31 放射線治療1 P1-1-230 当院におけるニアミスインシデントの傾向と対策 澤田 園恵 NHO　東京医療センター

11月8日（金） ポスター32 救急治療・集中治療1 P1-1-232
亜症候性せん妄患者に対する看護師の着眼点－ICDSC評価項

目以外に着眼して－
大岡 郁美 NHO　金沢医療センター

11月8日（金） ポスター33 放射線・画像診断1 RI・マンモグラフィ P1-1-241 デジタルマンモグラフィ装置における日常管理方法の検討 大橋 美保子 NHO　名古屋医療センター

11月8日（金） ポスター34 放射線・画像診断2 RI P1-1-247
イオフルパンSPECTにおけるファンビームコリメータを用いたSBR算出の

検討
京谷 侑真 NHO　金沢医療センター

11月8日（金） ポスター35 薬剤師業務改善1 P1-1-252
薬剤師対象の輸液研修が病棟薬剤業務実施加算における流量計

算等の実施に与える影響
山方 基寛 NHO　金沢医療センター

11月8日（金） ポスター36 薬剤師業務改善2 P1-1-264
複合病棟における病棟薬剤師の入院前カンファレンスの取り組みに

ついて
小須田 幸江 NHO　名古屋医療センター

11月8日（金） ポスター37 医薬品適正使用 P1-1-273
PBPMに対応した回復期リハビリテーション病棟における処方代行入

力業務拡大後の評価
山階 規子 NHO　宇多野病院

11月8日（金） ポスター38 薬物療法の質向上 がん P1-1-276
慢性骨髄性白血病に対するダサチニブの効果と副作用にプロトンポ

ンプ阻害薬またはH2受容体拮抗薬の併用が及ぼす影響
衛藤 智章 NHO　九州がんセンター

11月8日（金） ポスター39 臨床研究1 P1-1-282
腎のMIBG洗い出し率は筋交感神経活動と相関し、左室機能の低

下した心不全患者の重症度を反映する
岡部 佳孝 NHO　金沢医療センター

11月8日（金） ポスター40 臨床研究・治験1 P1-1-291

認定臨床研究審査委員会審査までの事前確認作業の効率化に

向けて～事前確認等における作業量把握・課題抽出と対策の検討

～

社本 綾子 NHO　名古屋医療センター

11月8日（金） ポスター41 臨床工学1 P1-1-297 抗癌剤防護に対する臨床工学技士の意識調査 石塚 幸太 国立国際医療研究センター

11月8日（金） ポスター42 臨床工学2 P1-1-311 親水ポリマーを塗布した血液透析膜の生体適合性に関する検討 多賀谷 正志 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月8日（金） ポスター43 臨床検査-生理検査1 P1-1-313 当院における歩行負荷心電図検査の有用性 窪田 葉 NHO　姫路医療センター

11月8日（金） ポスター44 臨床検査-生理検査2 P1-1-321 当院臨床研修医を対象とした超音波研修の取り組み 藤本 敬久 NHO　高崎総合医療センター

11月8日（金） ポスター45 リハビリテーション1 運営・地域連携 P1-1-330
当院におけるリハビリ料算定単位数向上にむけた取り組み～他職種

連携がリハビリ科経営を変える～
野崎 心 NHO　福山医療センター

11月8日（金） ポスター46 リハビリテーション2 運営・回復期 P1-1-339 言語聴覚士部門における弾力的勤務運用の試み 竹田 真奈美 国立国際医療研究センター

11月8日（金） ポスター47 リハビリテーション3 呼吸器疾患 P1-1-344 呼吸器疾患のリハビリテーションにおける当科での取り組み 西村 博之 NHO　南京都病院

11月8日（金） ポスター48 リハビリテーション4 HAL・筋ジストロフィー他 P1-1-348

当院における神経･筋疾患患者に対するHybrid Assistive

Limb(HAL)医療用下肢タイプを用いた歩行運動療法の効果の報

告

椎木 陽啓 NHO　宮崎東病院

11月8日（金） ポスター49 リハビリテーション5 運動器 P1-1-358 伸筋腱剥離術後にext.lagが増強したZoneIII伸筋腱断裂の一例 岩本 早織 NHO　四国こどもとおとなの医療センター

11月8日（金） ポスター50 リハビリテーション6 重心・てんかん・筋ジス P1-1-363
手もみ常同行動があるウエスト症候群の両手動作獲得のためのアプ

ローチ
佐々木 千波 NHO　あきた病院

11月8日（金） ポスター51 呼吸器疾患1 P1-1-369
当院における含カルボプラチン化学療法レジメン時の制吐療法に関

する妥当性
中嶋 慎太郎 NHO　沖縄病院

11月8日（金） ポスター52 骨・運動器・リウマチ1 手・リウマチ P1-1-375 特徴的なPIP関節腫脹を呈するPachydermodactylyについて 小池 智之 NHO　村山医療センター

11月8日（金） ポスター53
小児・成育医療1　小児・成育における疾患・

治療①
P1-1-387 新生児聴覚スクリーニング後精密聴力検査時の側頭骨CTの意義 瀧口 哲也 NHO　金沢医療センター

11月8日（金） ポスター54
小児・成育医療2　小児・成育における疾患・

治療②
P1-1-388 当院における熱中症の受診状況の検討 渕上 真穂 NHO　嬉野医療センター
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11月8日（金） ポスター55 精神科リハビリテーション P1-1-394
医療観察法病棟における、クライシスプラン作成の見直しについて～

活用しやすいクライシスプランを目指して～
和田 舞美 国立精神・神経医療研究センター

11月8日（金） ポスター56 精神疾患1 P1-1-405
統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版（BACS-J） を用

いたアルコール依存症患者の認知機能障害の測定
前上里 泰史 NHO　琉球病院

11月8日（金） ポスター57
	重症心身障害　医療・看護1 臨床における評

価と管理
P1-1-412

診療看護師による重症心身障害児（者）の人工呼吸器離脱介

入の検討
川崎 竹哉 NHO　茨城東病院

11月8日（金） ポスター58
	重症心身障害　医療・看護2　リハビリテーショ

ンの取り組み
P1-1-417

先天性心疾患と難聴をもつ摂食機能障害の幼児が、摂食機能訓

練によって経口摂取が可能となった症例
中村 信彦 NHO　三重病院

11月8日（金） ポスター59 	重症心身障害　医療・看護3　安全対策 P1-1-422
重症心身障害児(者)の骨折予防援助について検討～患者の身体

的状況・活動能力と骨密度を比較して～
上村 貴子 NHO　長良医療センター

11月8日（金） ポスター60 重症心身障害　在宅支援・日中活動1 P1-1-434
長期入所者の思いに寄り添った家族支援　～家族の高齢化と向き

合う～
興梠 直美 NHO　南京都病院

11月8日（金） ポスター61 病院運営・管理3 P1-2-438 地域の特性を活かした共同交渉 小木曽 紀仁 NHO　まつもと医療センター

11月8日（金） ポスター62 病院運営・管理4 P1-2-444 四国がんセンターにおけるホスピタルアート展開の試み 向井 敬浩 NHO　四国がんセンター

11月8日（金） ポスター63 病院経営・DPC 2 P1-2-451
機能評価係数II向上のための取り組み-救急医療係数と効率性係

数について
照屋 彩子 NHO　熊本医療センター

11月8日（金） ポスター64 ソーシャルワーク～ソーシャルワーカーの視点から P1-2-462
当院ソーシャルワーカー部門における人材育成のとりくみ～教育ラダー

の開発・改善を通じた一考察～
椎名 絵梨奈 NHO　高崎総合医療センター

11月8日（金） ポスター65 転倒転落と医療安全1 P1-2-467
転倒リスク軽減への取り組み　入院時のリスク評価とせん妄対策の意

義
斉藤 朋子 NHO　大阪刀根山医療センター

11月8日（金） ポスター66 医療安全への取り組み3 P1-2-474
ドレーン・チューブ類抜去のインシデント防止に向けた取り組み～「術

後ドレーン守り鯛」活動の成果～
宮嶋 純子 NHO　まつもと医療センター

11月8日（金） ポスター67 感染管理3 職員教育 P1-2-486 フェイスシールドマスクの着用率向上を目指した取り組み 足立 友美 NHO　姫路医療センター

11月8日（金） ポスター68 感染管理4 院内各所での取り組み P1-2-494 がん専門病院で経験したカルバペネマーゼ産生大腸菌検出症例 濱田 信 NHO　四国がんセンター

11月8日（金） ポスター69 栄養管理2 栄養評価･緩和ケア P1-2-496
虚血性心疾患及び慢性心不全患者における入院時栄養状態につ

いての検討 －CONUT法での評価－
石井 睦美 NHO　広島西医療センター

11月8日（金） ポスター70 栄養管理3 患者指導・教育 P1-2-510 当院職員を対象とした特定保健指導の取り組み 兼定 祐里 NHO　敦賀医療センター

11月8日（金） ポスター71 看護総合4 循環器疾患患者の看護 P1-2-514
大動脈置換術後対麻痺を発症した患者の心理的プロセスと看護介

入～フィンクの危機モデルを使って～
本多 佐祐里 国立循環器病研究センター

11月8日（金） ポスター72 人材育成・現任教育1 教育ニードと支援 P1-2-524
ICUにおけるリーダー育成への取り組みに関する実践報告-二交代

制導入時の業務の見直しを通して-
栗原 香緒里 国立がん研究センター中央病院

11月8日（金） ポスター73 看護総合5 精神疾患患者の看護① P1-2-531
精神科訪問看護利用者の電話相談に対する思い―利用者のニー

ズについて考える―
藤井 千恵 NHO　賀茂精神医療センター

11月8日（金） ポスター74 看護総合6 精神疾患患者の看護② P1-2-536
児童精神科病棟の家族会の現状と課題～参加者のアンケート結果

から～
大泉 まゆみ 国立国際医療研究センター国府台病院

11月8日（金） ポスター75 看護実践3 退院支援① P1-2-540
緊急にて心臓カテーテル治療を受けた患者の退院までの思い－明ら

かになったニードから考える退院支援－
鮫島 寛子 NHO　指宿医療センター

11月8日（金） ポスター76 看護実践4 退院支援② P1-2-547 入退院支援センター設置に向けた取り組みと今後の課題 鈴木 かおり NHO　北海道医療センター

11月8日（金） ポスター77 看護実践5 外来看護 P1-2-562
Ａ病院の外来看護実践における能力調査結果に基づいた取り組み

評価
新田 ひとみ NHO　米子医療センター

11月8日（金） ポスター78 看護実践6 意思決定支援 P1-2-565 エンド・オブ・ライフケア　～住み慣れた居住区での生活～ 米丸 栄子 国立駿河療養所

11月8日（金） ポスター79 栄養・NST・褥瘡1 スキンケア① P1-2-572 医療関連機器圧迫創傷減少を目指した対策と効果について 牧野 麻希子 NHO　横浜医療センター

11月8日（金） ポスター80 栄養・NST・褥瘡2 スキンケア② P1-2-583 皮膚障害リスクのある患者の手術における皮膚障害予防への介入 松野尾 礼 国立がん研究センター中央病院

11月8日（金） ポスター81 看護基礎教育、授業研究、学生の学び2 P1-2-588
「医療モデル」から「生活モデル」への転換を見据えた臨床看護総論

における教材研究― 健康モデルを連続体としてとらえるために ―
横山 啓子 NHO　金沢医療センター附属金沢看護学校
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11月8日（金） ポスター82 看護基礎教育、実習指導、学生の学び P1-2-600 実習アンケート調査結果から学びやすい実習環境の検討 細木 裕美 NHO　三重病院

11月8日（金） ポスター83 人材育成・現任教育2 新人看護師教育 P1-2-603
政策医療を担う医療機関における夜間の看護体制と新人看護師の

夜勤状況
上國料 美香 国立看護大学校

11月8日（金） ポスター84
	重症心身障害　医療・看護4　教育訓練と看

護
P1-2-610 重症心身障害児（者）への排痰ケア　体位ドレナージを導入して 高梨 さゆり NHO　山形病院

11月8日（金） ポスター85 放射線治療2 P1-2-620
多発脳転移に対する強度変調回転放射線治療を用いた定位放射

線治療の線量評価
星野 広大 NHO　北海道がんセンター

11月8日（金） ポスター86 放射線・画像診断3 一般 P1-2-625
一般撮影における放射線部門管理支援サービス『ASSISTA

Management』の使用経験について
山本 邦彦 NHO　愛媛医療センター

11月8日（金） ポスター87 放射線・画像診断4 一般・アンギオ・その他 P1-2-634 新しい肝予備能評価法が血管造影に及ぼす影響について 早川 三貴 NHO　水戸医療センター

11月8日（金） ポスター88 放射線・画像診断5 CT P1-2-640
CT検査での医療被ばくと国内実態調査結果に基づく診断参考レベ

ル（DRLs 2015）との検証について
西川 剛史 NHO　愛媛医療センター

11月8日（金） ポスター89 臨床研究2 P1-2-651
コメディカルを対象とした臨床研究教育のための臨床研究部講座開

設の試み
片島 るみ NHO　四国こどもとおとなの医療センター

11月8日（金） ポスター90 臨床検査-生化学検査1 P1-2-658 当院における血液製剤の廃棄状況について 冨樫 未共 NHO　仙台医療センター

11月8日（金） ポスター91 リハビリテーション7 集中治療・循環器疾患 P1-2-668
当院における外来心臓リハビリテーション継続率の推移と継続率向

上のための取り組みについて
渡邊 俊介 NHO　京都医療センター

11月8日（金） ポスター92 リハビリテーション8 脊椎脊髄疾患 P1-2-670
脊髄損傷不全麻痺患者の歩行訓練開始時期による在院日数、転

機先の変化～移乗動作の自立度に着目して～
碇 徹也 NHO　村山医療センター

11月8日（金） ポスター93 リハビリテーション9 膝疾患 P1-2-680
膝前十字靭帯再建術後のスポーツ復帰および再断裂予防を目的と

した長期プロトコルの有用性
山口 華奈 NHO　福岡東医療センター

11月8日（金） ポスター94 リハビリテーション10 精神疾患 P1-2-683
安定した地域生活を長期継続させる支援～入院中から退院後まで

の作業療法の取り組み～
田中 優 国立精神・神経医療研究センター

11月8日（金） ポスター95 リハビリテーション11 人材育成 P1-2-689
質問紙による臨床評価とOSCEを柱としたクリニカルラダーシステムの

考案
野本 惠司 国立長寿医療研究センター

11月8日（金） ポスター96 リハビリテーション12 がん P1-2-698
終末期における白血病患児と母親への関わり　～中枢神経障害を

呈した児の母親に抱っこ指導を行って～
河野 美恵 NHO　九州がんセンター

11月8日（金） ポスター97 リハビリテーション13 意思伝達装置 P1-2-707 視線入力ソフトmiyasuku　EyeConの臨床応用について 山下 太雅 NHO　沖縄病院

11月8日（金） ポスター98
リハビリテーション14  脳卒中・高次脳機能障

害
P1-2-710

MALを元に麻痺側上肢の生活参加を促した右片麻痺患者の一症

例
加治 望 NHO　東埼玉病院

11月8日（金） ポスター99 リハビリテーション15 肩・股・足関節疾患 P1-2-720
人工股関節全置換術におけるアプローチ法別の術後経過についての

調査～後方アプローチと前外側アプローチの比較～
篠原 竜太 NHO　呉医療センター中国がんセンター

11月8日（金） ポスター100 リハビリテーション16 失語・高次脳機能障害 P1-2-724
上肢の異常行動と進行性非流暢性失語を呈した大脳皮質基底核

症候群の２症例
木田 由貴子 NHO　医王病院

11月8日（金） ポスター101 呼吸器疾患2 P1-2-729 モストグラフで測定した呼吸リアクタンスと気道過敏性は相関する 上出 庸介 NHO　相模原病院

11月8日（金） ポスター102 呼吸器疾患3 P1-2-736
慢性呼吸不全患者における再増悪（入院）までの期間を規定す

る因子の解析
徳地 良子 NHO　南京都病院

11月8日（金） ポスター103
小児・成育医療3　ＮＩＣＵ・ＣＣＵにおける

看護①
P1-2-746 超早産児・超低出生体重児の急性期における看護ケアの検討 廣野 絵美 NHO　三重中央医療センター

11月8日（金） ポスター104
小児・成育医療4　ＮＩＣＵ・ＣＣＵにおける

看護②
P1-2-750

NICU･GCU･産科病棟スタッフへのアンケートから見える産前訪問

前の情報共有の効果
丹羽 七海 NHO　長良医療センター

11月8日（金） ポスター105 循環器疾患1 P1-2-758
偽腔開存型StanfordA解離の保存的加療後に腹腔鏡下胆嚢摘

出術を行った１症例
佐々木 一巴 NHO　東広島医療センター

11月8日（金） ポスター106 骨・運動器・リウマチ2 骨粗鬆症・脊椎 P1-2-767 特発性坐骨神経内血腫の1例 大木 有佑 NHO　村山医療センター

11月8日（金） ポスター107 重症心身障害　在宅支援・日中活動2 P1-2-776 病院機能移転後の静岡医療センターの短期入所の現状 土屋 早紀 NHO　静岡医療センター

11月8日（金） ポスター108 重症心身障害　在宅支援・日中活動3 P1-2-783
人工呼吸器を装着している超重症児の外出行事への参加～他職

種および家族との連携による取り組み事例～
石代 美侑 NHO　天竜病院
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11月8日（金） ポスター109 重症心身障害　在宅支援・日中活動4 P1-2-790
強度行動障害のある自閉症児の対象関係の拡がりを課題とした取

り組み
中尾 光恵 NHO　賀茂精神医療センター

11月8日（金） ポスター110
	重症心身障害　医療・看護5　看護職員の意

識
P1-2-793 重心病棟における看護師の職務意欲を高めるための取り組み 山田 直子 NHO　長崎病院

11月8日（金） ポスター111 	重症心身障害　医療・看護6　排泄ケア P1-2-801
重症心身障害病棟における排泄ケアの取り組み～CSTを立ち上げ

て～
清水 春美 NHO　甲府病院

11月8日（金） ポスター112 	重症心身障害　医療・看護7　口腔ケア P1-2-806
唾液持続吸引チューブ使用中で口腔内の乾燥の強い重症心身障

害児（者）への白ゴマ油を用いた口腔ケアの効果
平上 千里 NHO　山口宇部医療センター

11月8日（金） ポスター113
	重症心身障害　医療・看護8 療育活動と

QOL
P1-2-811 重症心身障害児（者）に対するドッグセラピー効果の検証 松田 沙央里 NHO　紫香楽病院

11月8日（金） ポスター114 	重症心身障害　医療・看護9　スキンケア P1-2-818
繰り返す皮膚トラブルの改善を効果的な除圧により改善した取り組

み-体圧測定値を指標に除圧を判定して-
佐藤 葉子 NHO　釜石病院

11月8日（金） ポスター115
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 1 神経・筋疾

患の呼吸ケア評価
P1-2-823 筋強直性ジストロフィー患者に対する呼吸機能評価の3試行比較 青山 美紀 NHO　三重病院

11月8日（金） ポスター116
神経・筋疾患(筋ジストロフィー)2 看護師の意

識
P1-2-832

筋ジストロフィー患者の在宅療養に対しての看護師の意識の変容－

在宅療養の実際についてプレゼンテーションを行って－
伊香 美和子 NHO　奈良医療センター

11月8日（金） ポスター117
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 3 療育活動と

その効果
P1-2-836 療育指導室新規開設に伴う療育指導室業務の考察　第1報 岡野 恭子 NHO　高松医療センター

11月8日（金） ポスター118
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 4 患者支援へ

の取り組み
P1-2-846

miyasuku EyeConSW(miyasuku)の導入を試みて～筋萎縮

性側索硬化症(ALS)患者2症例の操作方法選択～
野末 あずみ NHO　静岡医療センター

11月8日（金） ポスター119
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 5 症例報告

①
P1-2-853 多系統萎縮症L-dopa有効例の臨床病理学的特徴 石田 千穂 NHO　医王病院

11月8日（金） ポスター120 小腸 P1-2-861 Enterocolic lymphocytic phlebitisの1例 操田 智之 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月8日（金） ポスター121 免疫・感染症1 エイズ① P1-2-865 HIV感染症に合併した悪性梅毒の1例 山田 尚人 NHO　名古屋医療センター

11月8日（金） ポスター122 免疫・感染症2 エイズ② P1-2-869
HPLC/蛍光検出機を用いた第二世代インテグラーゼ阻害剤の血中

濃度の測定法の開発
松岡 和弘 NHO　名古屋医療センター

11月9日（土） ポスター123 病院経営・DPC 3 P2-1-878 エクセルで作る病床管理情報 石川 直嗣 NHO　佐賀病院

11月9日（土） ポスター124 免疫、感染症3 結核 P2-1-883
当院での2018年におけるインターフェロンγ遊離試験（IGRA）の

実施状況並びに結果解析
小宮 明子 NHO　相模原病院

11月9日（土） ポスター125 薬剤師が取り組む医療安全 P2-1-894 ハイリスク薬を含む持参薬について当院の取り組みとその考察 鈴木 光生 NHO　千葉医療センター

11月9日（土） ポスター126 医療の質1 P2-1-899
呼吸介助法の院内研修会を実施して～アンケート調査から分かった

こと～
廣田 智也 NHO　医王病院

11月9日（土） ポスター127 転倒転落と医療安全2 P2-1-907
ベンゾジアゼピン受容体作動性睡眠薬による転倒事故防止に向け

た取り組み
白崎 佑磨 NHO　大阪南医療センター

11月9日（土） ポスター128
ソーシャルワーク～ソーシャルワーカーによる患者

意思決定支援
P2-1-913 クライエントとエコマップを共同作成することが支援に有効であった一例 上田 竜也 NHO　七尾病院

11月9日（土） ポスター129 感染管理5 環境調査と対策 P2-1-918 次亜塩素酸ナトリウムにおける浸漬消毒の実態調査 舟瀬 英司 NHO　北陸病院

11月9日（土） ポスター130 感染管理6 手指衛生1 P2-1-922
手指衛生遵守に向けた取り組み～MRSAの院内発生の低減に向

けて～
東出 美香 NHO　東近江総合医療センター

11月9日（土） ポスター131 栄養管理4 重心・筋ジス P2-1-934
患者満足度を向上させるための給食サービスでの取り組み～カレーラ

イストッピングコンテストを開催して～
山ノ内 ゆかり NHO　東埼玉病院

11月9日（土） ポスター132 栄養管理5 摂食・嚥下・リハ① P2-1-935
急性期からのリハ栄養ケアプロセス実践に向けた課題と今後の取り組

み
速水 慶太 NHO　九州医療センター

11月9日（土） ポスター133 栄養管理6 摂食・嚥下・リハ② P2-1-943
入院患者における体重減少群・体重増加群から見た運動面と認知

面の傾向～攻める栄養療法の必要性について～
村上 達則 NHO　鳥取医療センター

11月9日（土） ポスター134 栄養管理7 患者サービス・栄養調査 P2-1-952 循環器病予防を目指した減塩料理 “かるしおレシピ” の海外展開 竹本 小百合 国立循環器病研究センター

11月9日（土） ポスター135 薬-薬連携　栄養連携 P2-1-959 吸入指導勉強会を通してつくる地域連携 高村 有沙 NHO　奈良医療センター
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11月9日（土） ポスター136 看護総合7 整形外科患者の看護 P2-1-969
ペルテス病で長期入院治療を必要とする学童期にある児の母親が

抱える思い
桂川 紗矢香 NHO　三重病院

11月9日（土） ポスター137 看護実践7 CNS・CS・JNPの活動 P2-1-977 特定行為を含めた認定看護師の活動の現状と今後の課題 磯野 貴久江 NHO　水戸医療センター

11月9日（土） ポスター138 看護総合8 周手術期看護 P2-1-980 術後訪問率向上に向けた取り組み 村岡 綾 NHO　姫路医療センター

11月9日（土） ポスター139 看護実践8 口腔ケア P2-1-990
チームで実践する口腔ケア　～根拠に基づく統一したケアを目指して

～
安本 知恵 国立長寿医療研究センター

11月9日（土） ポスター140 栄養・NST・褥瘡3 食事と栄養 P2-1-996
アイスマッサージ実施による精神科嚥下機能障害患者に対する効果

の検討
高子 知也 NHO　下総精神医療センター

11月9日（土） ポスター141 看護実践9 看護倫理 P2-1-1002 倫理カンファレンスにおける専門看護師の支援 牧野 佐知子 NHO　豊橋医療センター

11月9日（土） ポスター142 認知症ケア1 P2-1-1012
認知症入所者とのかかわりの中で抱く看護師の葛藤－看護師へのイ

ンタビューから見えてきたもの－
比嘉 隆 国立療養所沖縄愛楽園

11月9日（土） ポスター143 看護師のストレスと支援1 P2-1-1018
混合病棟における職務満足に影響を及ぼす要因～A病棟スタッフの

業務量・業務内容との関連～
小野 真由美 NHO　千葉医療センター

11月9日（土） ポスター144 看護師のストレスと支援2 P2-1-1024 混合病棟での小児看護に関する看護師の思い 坂本 有香 NHO　指宿医療センター

11月9日（土） ポスター145 人材育成・現任教育3 シミュレーション教育 P2-1-1035 胸腔鏡下肺切除術における危機的出血時のシミュレーション教育 桑原 愛子 NHO　大阪刀根山医療センター

11月9日（土） ポスター146 人材育成・現任教育4 中間管理者の育成 P2-1-1036
副看護師長のジェネラリストナースへのキャリア開発支援をメンタリング

機能調査から分析する
村田 綾子 NHO　熊本南病院

11月9日（土） ポスター147 看護基礎教育、授業研究、学生の学び3 P2-1-1048
シミュレーションを活用した卒業前医療安全研修の効果－研修過程

評価スケールによる分析－
苧玉 奈生子 NHO　大阪医療センター附属看護学校

11月9日（土） ポスター148
評価、学生の健康、個人情報、防災訓練、教

員の働き方
P2-1-1054

実践報告３年課程看護師養成所に勤務する看護教員の働き方

改革への取り組み
川上 佐代 NHO　呉医療センター附属呉看護学校

11月9日（土） ポスター149 放射線・画像診断6 CT P2-1-1063 多目的関数の最適化に基づく逐次画像再構成の検討 山口 雄作 NHO　四国こどもとおとなの医療センター

11月9日（土） ポスター150 放射線・画像診断7 CT P2-1-1068
DECTを用いた下肢静脈造影CT検査における2管球収集FOV内、

外によるビームハードニング低減効果の検討
大曽根 敏彰 NHO　水戸医療センター

11月9日（土） ポスター151 薬物療法の質向上1 P2-1-1074
高齢者におけるポリファーマシーと関連する処方背景の後ろ向き多施

設共同研究
早川 裕二 国立長寿医療研究センター

11月9日（土） ポスター152 薬物療法の質向上2 P2-1-1083 ドルテグラビルの錠剤および簡易懸濁法による血中濃度比較 櫛田 宏幸 NHO　大阪医療センター

11月9日（土） ポスター153 臨床検査-生化学検査2 P2-1-1092 当院の外来患者における尿検体分離菌の薬剤感受性について 鬼塚 久弥 NHO　都城医療センター

11月9日（土） ポスター154 臨床検査-生化学検査3 P2-1-1095
Free Styleリブレ導入が有用であった心因性摂食障害を伴う2型糖

尿病患者の一例
木津谷 亮 NHO　甲府病院

11月9日（土） ポスター155 リハビリテーション17 摂食嚥下 P2-1-1104
食事中の非侵襲的陽圧換気導入を検討されるも導入に至るまで難

渋した例
成田 圭 NHO　大牟田病院

11月9日（土） ポスター156 リハビリテーション18 小児 P2-1-1114
気道脆弱性を持つ脊髄性筋萎縮症1型患児に対して機械的排痰

補助装置(MI-E)導入を行った一例
車田 良介 NHO　松江医療センター

11月9日（土） ポスター157 リハビリテーション19 ADL・QOL P2-1-1119
重度の溶骨性骨病変を呈する多発性骨髄腫患者に対するADL指

導の実際
松本 理沙 NHO　水戸医療センター

11月9日（土） ポスター158 リハビリテーション20 多職種連携・アプローチ P2-1-1129 治療的レクリエーションを導入して 上林 泉 NHO　米沢 病院

11月9日（土） ポスター159 歯科・口腔疾患1 P2-1-1134 緩和ケア患者における口腔内の現状とQOLとの関係 中尾 美文 NHO　熊本医療センター

11月9日（土） ポスター160 歯科・口腔疾患2 P2-1-1140 糖尿病患者の抜歯後有害事象に関する臨床的検討 野間 優作 NHO　九州医療センター

11月9日（土） ポスター161 呼吸器疾患4 P2-1-1151
画像上悪性の可能性を否定できなかったリンパ濾胞過形成を伴った

多房性胸腺嚢胞の一例
渡部 真 NHO　東広島医療センター

11月9日（土） ポスター162 呼吸器疾患5 P2-1-1153 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の嚥下機能障害の検討 土田 歩 NHO　旭川医療センター
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11月9日（土） ポスター163 血液・造血器1 P2-1-1161
臍帯血移植後にBreackthrough Candidemiaを来し、致命的

な経過を辿った一例
田口 詢 NHO　熊本医療センター

11月9日（土） ポスター164 血液・造血器2 P2-1-1166 後天性第V因子欠乏症の一例 田中 清人 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月9日（土） ポスター165 下部消化管1 P2-1-1173 誤飲した歯牙により発症した急性虫垂炎の1例 神原 智大 NHO　東広島医療センター

11月9日（土） ポスター166 腎・泌尿器疾患1 P2-1-1178
経尿道的膀胱腫瘍切除術後患者の膀胱刺激症状の要因－疼痛

緩和に向けての看護介入の検討－
神田 衣美 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月9日（土） ポスター167 	産科・婦人科疾患2 P2-1-1187
妊婦・授乳婦に対するCTおよびMRI検査：当院での造影剤使用

に関する取り決め
元島 成信 NHO　小倉医療センター

11月9日（土） ポスター168 骨・運動器・リウマチ3 その他・看護 P2-1-1190
自動体位交換機能付きマットレスを活用して得られる望ましいポジ

ショニングの方法
安達 理那 NHO　東京医療センター

11月9日（土） ポスター169 精神疾患2　看護実践① P2-1-1200 看護師が行う効果的な認知行動療法的アプローチ 奥村 太一 NHO　名古屋医療センター

11月9日（土） ポスター170 精神疾患3　看護実践② P2-1-1206
CVPPPによる介入を受けた患者の体験と看護のあり方の考察－患

者へのインタビューを通して－
安里 哲也 NHO　琉球病院

11月9日（土） ポスター171 重症心身障害　在宅支援・日中活動5 P2-1-1211
筋緊張の強い重症心身障害児者に対するリラックス効果～アロマセ

ラピーでの関わりを通して～
山本 志津子 NHO　四国こどもとおとなの医療センター

11月9日（土） ポスター172 重症心身障害　在宅支援・日中活動6 P2-1-1223
重症心身障害児・者の日中活動における個別支援計画立案に関

する取り組み
鬼束 浩子 NHO　南九州病院

11月9日（土） ポスター173 	重症心身障害　医療・看10　家族への支援 P2-1-1227
障害のある長期入院児を持つ母親の思いの変化と分析～面接を通

して～
松内 恵美子 NHO　兵庫あおの病院

11月9日（土） ポスター174
	重症心身障害　医療・看護11　行動障害に

対する援助
P2-1-1235

重症心身障がい児（者）への安全な環境設定に向けた取り組み

～発達障害の療育の視点からのアプローチ～
渕上 和浩 NHO　東佐賀病院

11月9日（土） ポスター175
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 6 症例報告

②
P2-1-1237

垂直認知機能検査と脳血流SPECT画像を用いたパーキンソン病に

おける側屈姿勢の病態解明
高坂 雅之 NHO　宇多野病院

11月9日（土） ポスター176
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 7 看護介入に

よる効果
P2-1-1248

難病患者の在宅介護者への支援についての考察－介護を断念した

事例と継続できている事例を経験して－
牧野 ゆかり NHO　西新潟中央病院

11月9日（土） ポスター177
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 8 呼吸ケア

口腔ケア
P2-1-1251

脳神経内科病棟における人工呼吸器回診のシステム導入とその有

効性
坂 和真 NHO　南京都病院

11月9日（土） ポスター178
神経・筋疾患(筋ジストロフィー）9 他職種の

QOL向上への取り組み
P2-1-1262

筋ジストロフィー患者への夢実現プロジェクト～夢実現（B'zコンサー

ト参加）に向けて～
福田 久美子 NHO　長良医療センター

11月9日（土） ポスター179 脳卒中その他 P2-1-1271 全身麻酔下の緊急コイル塞栓術中における体温管理 加藤 美奈子 NHO　名古屋医療センター

11月9日（土） ポスター180 上部消化管 P2-1-1275
胃mixed adenocarcinoma and neuroendocrine tumorの

1例
久保 公利 NHO　函館病院

11月9日（土） ポスター181 病理診断・細胞診1 P2-1-1283 右耳下腺に発生した分泌癌の一例 佐々木 香穂 NHO　仙台医療センター

11月9日（土） ポスター182 病理診断・細胞診2 P2-1-1285 病理組織学的に治療効果の推移を見ることができた胃梅毒の一例 竹澤 遼 NHO　京都医療センター

11月9日（土） ポスター183 病院運営・管理5 P2-2-1292 事務部における災害に対する基本的知識の習得について 葛馬 祐子 NHO　広島西医療センター

11月9日（土） ポスター184 病院経営・DPC 4 P2-2-1297 医業未収金削減に向けた取り組みについて 福島 啓介 NHO　豊橋医療センター

11月9日（土） ポスター185 医療安全への取り組み4 P2-2-1308 OODA ループを用いた内視鏡システム電源コンセントの安全対策 田上 敦朗 NHO　医王病院

11月9日（土） ポスター186 医療安全への取り組み5 P2-2-1314
神経難病、重症心身障がい児(者)病棟における原因が特定できな

い骨折防止への取り組み
加藤 藍子 NHO　鳥取医療センター

11月9日（土） ポスター187 医療機器と医療安全 P2-2-1319
TPPV人工呼吸療法患者に対するカニューレ逸脱対策　～SASAE

を用いた取り組み
阿部 聖司 NHO　西別府病院

11月9日（土） ポスター188 医療の質2 P2-2-1324 「食物アレルギーと緊急時対応」研修を開催して 黒岡 昌代 NHO　南岡山医療センター

11月9日（土） ポスター189 医療の質3 P2-2-1335
患者一人ひとりのチーム医療を意識化するツール「担当職員一覧

表」の作成
姫野 里美 NHO　大分医療センター
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11月9日（土） ポスター190 感染管理7 手指衛生2 P2-2-1339
感染リンクナースの取り組みが病棟看護師に与える効果～手指消

毒回数の増加と遵守率の上昇に向けて～
町田 勇人 国立がん研究センター中央病院

11月9日（土） ポスター191 緩和医療3 P2-2-1346 終末期患者の下肢浮腫に対するアロマテラピートリートメントの効果 正司 円 NHO　東近江総合医療センター

11月9日（土） ポスター192 医療情報システム1 P2-2-1357
診療情報管理室での改元対応の取り組みから見えた、同意書管理

方法の問題点
杉浦 和弥 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月9日（土） ポスター193 医療情報システム2 P2-2-1363
スマホを利用した内線電話通信網の構築～ＰＨＳからの切り替え

～
大沢 昌二 NHO　仙台医療センター

11月9日（土） ポスター194 さまざまな地域連携 P2-2-1369
病院が受託した在宅医療介護連携支援センターの活動と強みの考

察
木村 聡子 NHO　下志津病院

11月9日（土） ポスター195
入退院支援に対する患者の思いと看護師の思

い
P2-2-1376 地域包括ケア病棟に勤務する看護師の退院支援に対する思い 吉田 真実子 NHO　金沢医療センター

11月9日（土） ポスター196
看護総合9 神経筋疾患患者・重症心身障害

児者の看護
P2-2-1385 A病棟看護師の人工呼吸器アラーム対応に関する意識調査 古賀 眞美 NHO　長崎病院

11月9日（土） ポスター197
看護総合10 神経筋疾患・てんかん患者の看

護
P2-2-1391

日内変動のあるパーキンソン病患者に症状日誌を用いた関わり－患

者・看護師間でADLの目標を共有して－
高橋 あゆみ NHO　旭川医療センター

11月9日（土） ポスター198 人材育成・現任教育5 院内研修と評価① P2-2-1400 二次救急外来における看護教育の評価 滝澤 丹 NHO　災害医療センター

11月9日（土） ポスター199 人材育成・現任教6 院内研修と評価② P2-2-1411
院内研修の時間短縮化(30分化)の効果と、研修終了後の簡易テ

ストの効果の検証
高橋 敏夫 NHO　青森病院

11月9日（土） ポスター200 がん看護2 苦痛緩和・看取り P2-2-1416 緊急手術を受けてICUに入室となったがん患者の体験 藤田 恵 NHO　四国がんセンター

11月9日（土） ポスター201 がん看護3 婦人科・乳がん患者の看護 P2-2-1423
パクリタキセルに起因した末梢神経障害に対するフローズングローブ・

ソックスの有用性～中間報告～
下川 亜矢 NHO　小倉医療センター

11月9日（土） ポスター202 看護実践10 身体抑制 P2-2-1426
身体抑制を行う場面で感じている倫理的ジレンマ～当該病棟看護

師の実態調査～
星澤 里菜 NHO　金沢医療センター

11月9日（土） ポスター203 がん看護4 化学療法における看護師の役割 P2-2-1434
抗がん剤治療中の患者のセルフコントロールを目的とした転倒予防レ

シピの検討
高崎 恵 NHO　岩国医療センター

11月9日（土） ポスター204 看護業務5 カンファレンス・看護記録・申し送り P2-2-1443 治験を逸脱させることなく遂行できる病棟を目指して 村上 順子 国立がん研究センター中央病院

11月9日（土） ポスター205 看護業務6 看護方式・看護体制 P2-2-1447
A病棟における固定チームナーシング導入による患者ケアの実態と看

護師・患者の意識
市沢 暁穂 NHO　あきた病院

11月9日（土） ポスター206 認知症ケア2 P2-2-1455
当院におけるユマニチュードを取り入れたケアメソッドを実践する看護

師の意識調査
大北 ゆか NHO　大阪医療センター

11月9日（土） ポスター207 認知症ケア3 P2-2-1463
服薬支援へのアプローチ　～長谷川式簡易知能評価スケールを用い

て～
八雲井 啓人 NHO　神奈川病院

11月9日（土） ポスター208 看護学生 P2-2-1475 援助拒否をする認知症高齢者への関わり 小見山 悠 NHO　静岡医療センター附属静岡看護学校

11月9日（土） ポスター209 新人教育、看護師教育 P2-2-1478 新人看護師を対象にした医師主導定例勉強会の試み 角 謙介 NHO　南京都病院

11月9日（土） ポスター210 放射線・画像診断8 MRI P2-2-1488
頭頸部MRI検査におけるモーションアーチファクト低減を目的とした

ネックカラーの有用性
神永 直崇 NHO　水戸医療センター

11月9日（土） ポスター211 放射線・画像診断9 MRI P2-2-1496 焦点切除術を施行したてんかん患者の術前EEG-fMRIの検討 伊藤 陽祐 NHO　西新潟中央病院

11月9日（土） ポスター212 薬剤・薬理1 P2-2-1504 重症児者病棟における薬剤師の役割とチーム医療への関わり 神野 哲矢 NHO　釜石病院

11月9日（土） ポスター213 薬剤・薬理2 P2-2-1510 白内障手術患者に対する持参薬管理と点眼薬指導の取り組み 宮崎 京子 NHO　埼玉病院

11月9日（土） ポスター214 臨床研究・治験2 P2-2-1516
受託研究審査委員会審議資料の電子化への取り組み～既存の資

源と環境を利用してペーパーレスへ～
吉野 有美子 NHO　水戸医療センター

11月9日（土） ポスター215 臨床研究・治験3 P2-2-1526
災害時治験スタッフがマニュアルに沿って実践できることを目指した取

り組み
五十嵐 奈美 NHO　名古屋医療センター

11月9日（土） ポスター216 臨床工学3 P2-2-1527
多職種連携で向上した人工呼吸器管理―臨床工学技士の役割

から振り返ってー
五十嵐 清美 NHO　東埼玉病院
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11月9日（土） ポスター217 臨床検査-生理検査3 P2-2-1542
音響放射圧(ARFI)を利用したShearWave型超音波エラストグラ

フィにおいて測定位置が組織硬度の測定値に与える影響
飯島 颯 NHO　相模原病院

11月9日（土） ポスター218 リハビリテーション21 管理運営・その他 P2-2-1547
新人セラピストが経験する初めてのベッドサイドリハビリで学び考える事

柄
宮本 葵 国立国際医療研究センター国府台病院

11月9日（土） ポスター219 リハビリテーション22 パーキンソン病 P2-2-1553
呼吸不全を併発したパーキンソン病患者に対し、病棟看護師と連携

して体位管理に取り組んだ一症例
秋山 遥 NHO　石川病院

11月9日（土） ポスター220 病理診断・細胞診3 P2-2-1557
心嚢液穿刺細胞診が有用であったHHV-8陰性原発性体腔液リン

パ腫の一例
大野 怜奈 NHO　神戸医療センター

11月9日（土） ポスター221 	総合内科・総合診療 P2-2-1563 診断に苦慮した食道アカラシアの一例 龍 知歩 NHO　嬉野医療センター

11月9日（土） ポスター222 救急治療・集中治療2 P2-2-1570
急性四肢主幹動脈閉塞時のTransient arterial bypassの有用

性
藤岡 正樹 NHO　長崎医療センター

11月9日（土） ポスター223 救急治療・集中治療3 P2-2-1579 マムシ咬傷に劇症型溶連菌感染症を併発した１例 野口 美帆 NHO　長崎医療センター

11月9日（土） ポスター224 循環器疾患2 P2-2-1585
一時留置型下大静脈(IVC)フィルターを留置し帝王切開術を行った

深部静脈血栓症(DVT)の一例
広松 悟 NHO　嬉野医療センター

11月9日（土） ポスター225 循環器疾患3 P2-2-1588
アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）を行った心不全患者への支

援
臼木 希美 国立循環器病研究センター

11月9日（土） ポスター226 内分泌・代謝1 P2-2-1596 精神疾患を有する糖尿病患者の身体的特徴について 小榑 健太 国立国際医療研究センター国府台病院

11月9日（土） ポスター227 内分泌・代謝2 P2-2-1600 nivolumab投与後に副腎不全をきたした2例 林野 健太 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月9日（土） ポスター228
神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 10 心理的・

機能的アプローチ
P2-2-1606

重症ギラン・バレー症候群に対するリハビリテーション　－　１症例で

の考察　－
稲葉 塁希 NHO　西別府病院

11月9日（土） ポスター229
神経・筋疾患(筋ジストロフィー)11 症例報告

③
P2-2-1616

熊本地震後に避難を経験したパーキンソン病患者が困ったことの特

徴の検討
栗崎 玲一 NHO　熊本再春医療センター

11月9日（土） ポスター230 歯科・口腔・頭頚部疾患 P2-2-1619 頭頸部癌に対する薬物治療 藤 賢史 NHO　九州がんセンター

11月9日（土） ポスター231 下部消化管2 P2-2-1627 放射線性直腸潰瘍と鑑別を要した腟癌直腸浸潤の１例 片岡 慶 NHO　東広島医療センター

11月9日（土） ポスター232 消化器 その他 P2-2-1637
消化器外科病棟における術前のサルコペニアの現状と日常生活状

況の調査
先城 千恵子 NHO　呉医療センター・中国がんセンター

11月9日（土） ポスター233 腎・泌尿器疾患2 P2-2-1645 Ａ病棟看護師における腎移植ドナーへ日常生活指導の認識と現状 冨岡 裕子 NHO　水戸医療センター

11月9日（土） ポスター234 小児・成育医療5　患児・家族への支援 P2-2-1650
回転形成術(Rotationplasty)を受けた6歳女児に対する支援の

経過
池原 公美 NHO　名古屋医療センター

11月9日（土） ポスター235 小児・成育医療6　児童精神 P2-2-1657 当院における摂食障害患者への看護の試み 野中 愛子 NHO　三重病院

11月9日（土） ポスター236 	産科・婦人科疾患1 P2-2-1660 サルコペニアから卵巣癌患者における予後を予測することは可能か 今田 冴紀 NHO　北海道医療センター

11月9日（土） ポスター237 免疫、感染症4　その他 P2-2-1663
Clostridioides difficile 迅速キットと培養検査の抗原・毒素の検

出状況
福富 健司 NHO　相模原病院

11月9日（土） ポスター238 精神疾患4 看護スタッフのメンタルヘルス P2-2-1674 精神科病院に勤務する看護師のマインドフル 福島 幸司 NHO　久里浜医療センター

11月9日（土） ポスター239 精神疾患5 P2-2-1679
発達障害を背景に抜毛症を呈した思春期事例に対する認知行動

療法　－多職種・多部署による連携システムの観点から－
吉橋 実里 国立精神・神経医療研究センター

11月9日（土） ポスター240 	ゲノム医療 P2-2-1687 ゲノム医療連携病院としての病理・細胞診部門の取り組み 野中 修一 NHO　九州がんセンター

11月9日（土） ポスター241 長寿医療 P2-2-1693 高齢者排尿ケアラダーを用いた教育活動報告 横山 剛志 国立長寿医療研究センター

11月9日（土） ポスター242 災害救助活動 P2-2-1699

モザンビーク共和国サイクロン被害に対する国際緊急援助隊医療

チームでの活動報告～国際標準における多職種対応・支援の多様

化～

高以良 仁 NHO　災害医療センター

11月9日（土） ポスター243 災害訓練、その他 P2-2-1705 当院における災害訓練の訓練内容見直しと訓練実施結果について 長谷川 裕介 NHO　大阪医療センター
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