
会場 セッション名 演題番号 時間 演者 演題

1 開会式 開会宣言 9:00-9:30 中川　義信

1 オープニングリマークス 座長 9:30-10:00 中川　義信 国立病院機構における喫緊の課題
—国立病院機構の再興に向けて—

1 特別講演1 座長 10:00-11:00 中川　義信 LED開発までの苦労—日本とアメリカの違い—

1 シンポジウム3 座長 15:50-17:20 藤内　武春 有害事象への対応、対話による関係構築

4 内分泌・代謝性疾患 O-8-1 17:30-18:10 森谷　眞紀 日本人MODY症例における遺伝学的解析の重要性

5 シンポジウム9 座長 11:10-12:40 小椋　昌美 ソーシャルメディア利用のPitfall

5 ランチョンセミナー2 座長 13:00-14:00 前田　和寿 “自律的”医療人が育ちやすい職場に共通する、３つの重要
ポイントとは

5 患者指導 O-9-5 17:20-18:20 安藤　　遥 深部静脈血栓症予防のパンフレットとDVDを併用した指導方法の統一化への試み

9 シンポジウム15 座長 11:10-12:40 横田　一郎 多職種連携による小児生活習慣病対策

9 患者サービス O-19-5 17:00-18:00 山本　秀紀 子供を持つ保護者が保険薬局を選択する基準

10 臨床工学　血液浄化 O-20-2 11:10-12:20 三好　知彦 先天性代謝異常症に対して血液浄化療法を施行した1例

10 ランチョンセミナー6 座長 13:00-14:00 竹谷　善雄 心房細動の新しい診断・治療法と抗凝固療法の実践法

10 周手術期 O-22-5 15:20-16:20 吉田美有希 内視鏡的乳頭切開術後で胆嚢摘出術に臨む患者の思い

12
病院とアートの新しい関係
－医療者と患者をつなぐアートコミュニケーション
－

S16-4 11:10-12:40 森　　合音 病院のアートがつなぐもの

13 重症心身障害 2　看護 O-26-3 12:00-12:50 壷井　真衣 強度行動障害を伴った自閉症患者の援助~問題行動の低減に繋がる１事例の検討~

13 重症心身障害 2　看護 O-26-5 12:00-12:50 下竹　　舞 重症心身障碍児（者）病棟に勤務する看護師の離床に対する考え

13 重症心身障害 3　疾患・栄養・看護 座長 14:20-15:20 桐野　友子

13 地域連携　2 座長 17:20-18:20 木村　恵子

14 看護技術・看護記録 O-34-6 16:20-17:20 岩田　里美 ＣＰＭ装着方法の手順・ＤＶＤを作成して

14 教育方法・学習環境・安全教育 O-35-2 17:20-18:20 粟井　京子 入学早期の研修が看護学生に及ぼす影響－宿泊研修後の振り返りレポートを分析して－

15 医療情報システム O-37-3 16:50-18:10 松原　始朗 Windows端末の仮想サーバを使った冗長化

15 医療情報システム O-37-4 16:50-18:10 地藤　真弓 電子カルテシステムの入り口の守りを強化するには

16 医療の質　2 座長 14:20-15:40 片岡真喜代

16 臨床研究　1 座長 15:40-16:40 近藤　秀治

ポスター展
示場

若手医師フォーラム　ポスター3 WP-3-5 14:20-15:05 高野　峻也 A female case of indolent Kawasaki Disease with coronary aneurysm

ｅポスター
第1会場 医療情報システム　1 P1-1A-003 11:00-11:36 中嶋　弘太 端末台帳改修による電子端末一元管理の推進

ｅポスター
第1会場 医療の質　2 P1-1P-073 15:10-15:58 三島　泰子 悪性腫瘍特異物質治療管理料・特定薬剤治療管理料に係る診療録の記載改善への取り組み

ｅポスター
第1会場 その他看護総合　がん看護　1 P1-1A-137 11:00-11:48 近藤　晴香 急性リンパ性白血病の学童期の患児に対する髄腔内注射、筋肉注射のプレパレーションへの

取り組み

ｅポスター
第1会場 その他看護総合　がん看護　1 P1-1A-143 11:00-11:48 白川　由紀 手足症候群を発症した患者への関わりを通して

ｅポスター
第1会場 その他看護総合　がん看護　1 P1-1A-144 11:00-11:48 尾崎　正吾 当院における緩和ケアチーム活動の現状報告と今後の課題

ｅポスター
第1会場 その他看護総合　看護管理 P1-1A-188 11:00-11:48 吉川　由美 重症度、医療・看護必要度全体研修を実施して—看護師長会経営小グループ活動の取り組み—

ｅポスター
第1会場 その他看護総合　患者支援 P1-1P-216 15:10-15:58 長野　　葵 幼児期の子どもの服薬支援　—ステロイド剤を長期内服しなければならない患児との関わり

を通して—

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　1 座長 14:20-14:56 永井　盛博

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　3 座長 15:40-16:16 久保井　徹

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　4 P1-1P-272 16:20-17:08 岡部　朗子 当院で経験した18トリソミー児の臨床像と在宅移行に関する検討

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　4 P1-1P-273 16:20-17:08 塩田　友美 NICUでのグリーフケアの活動報告

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　4 P1-1P-275 16:20-17:08 杉　　理江 新生児グルコース・インスリン（GI）療法における輸液ルートへのインスリン吸着防止の検討

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　4 P1-1P-276 16:20-17:08 神内　　済 循環不全を呈した乳児血管腫疑いの一例

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　4 P1-1P-277 16:20-17:08 山戸　聡史 難治性の間質性肺気腫に呼吸理学療法が効果的であった超低出生体重児の一例

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　4 P1-1P-278 16:20-17:08 久保井　徹 分娩時外傷後に中枢性塩類喪失症候群を発症した1男児例

ｅポスター
第1会場 感覚器疾患（耳鼻科・眼科医療） 座長 16:45-17:09 小木曽正博

ｅポスター
第2会場

薬剤・薬理・薬剤管理　副作用・適正
使用

P2-1P-389 15:50-16:38 水野　翔童 レベチラセタム投与により誘発された悪性症候群の一例

ｅポスター
第2会場

薬剤・薬理・薬剤管理　副作用・適正
使用

P2-1P-396 15:50-16:38 宮武　未来 新生児・小児患者に関する処方における疑義照会の解析

第71回　国立病院総合医学会（高松）

2016年11月10日（金）～11日（土）

11月10日（金） ベストポスター賞　12題	



ｅポスター
第2会場 その他看護総合　人材育成　他 P2-1P-408 17:25-18:13 隅田　美紀 看護補助者の研修の状況と今後の課題

ｅポスター
第2会場 栄養・NST・褥瘡　1 P2-1A-416 11:00-11:48 齊藤三江子 摂食機能療法実践に向けての取り組みー　一般病棟の摂食機能療法に対する意識の向上にむ

けて　ー

ｅポスター
第2会場 栄養・NST・褥瘡　5 P2-1P-451 16:10-16:58 谷口　里沙 ホモシスチン尿症患児の食事療法への不安感の解消を含めた栄養指導による介入+51:54

ｅポスター
第2会場 免疫、感染症-3　その他 P2-1P-453 17:00-17:54 正木　里奈 日当直者への輸血検査トレーニングの必要性について

ｅポスター
第2会場 在宅医療　2 P2-1A-476 11:50-12:38 河井　見如 家族を支える支援　－なんじゃもんじゃの会発足－

ｅポスター
第2会場 看護人材育成　1 P2-1A-517 11:00-11:48 下田代智恵 ワールドカフェを取り入れたプリセプター導入研修の効果

ｅポスター
第2会場 看護人材育成　2 P2-1A-520 11:50-12:38 秋田　倫枝 A病院におけるキャリアラダー導入への取り組みPart１～導入プロセスに対する質問用紙調

査結果から見えてきた課題～

ｅポスター
第2会場 看護人材育成　2 P2-1A-521 11:50-12:38 樋口　智津 Ａ病院におけるキャリアラダー導入への取り組み　Part2～導入準備段階に実施したラダー

自己評価結果から見えてきた課題～

ｅポスター
第2会場 看護人材育成　2 P2-1A-522 11:50-12:38 金子眞由美 Ａ病院におけるキャリアラダー導入への取り組み　Part３～ラダー自己評価結果から見えて

きた院内教育体制の検討～

ｅポスター
第2会場 看護人材育成　5 P2-1P-544 15:55-16:43 植田　沙織 輸血ラウンドにおける学会認定・臨床輸血看護師の役割と今後の課題

ｅポスター
第2会場 看護人材育成　5 P2-1P-549 15:55-16:43 森　　裕香 皮膚・排泄ケア認定看護師のＮＳＴで排泄ケア向上ための活動と課題

ｅポスター
第2会場 その他看護総合　人材育成・JNP P2-1P-551 16:45-17:39 徳永　寛子 病棟看護師の家族看護に対するキャリア別の認識と課題

ｅポスター
第2会場 その他看護総合　人材育成・JNP P2-1P-559 16:45-17:39 谷口　宜子 JNP研修報告—卒後初期研修を振り返る—

ｅポスター
第2会場 感染対策・ICT　感染対策　2 座長 11:50-12:32 岡田　隆文

ｅポスター
第2会場

ソーシャルワーク　退院支援と在宅
サービス

P2-1A-610 11:00-11:48 森　めぐみ 2年目MSWの退院支援

ｅポスター
第2会場

ソーシャルワーク　退院支援と在宅
サービス

P2-1A-612 11:00-11:48 松尾亜希子 身元引受人がいない人の退院支援

ｅポスター
第2会場 患者サービス　2 P2-1P-634 15:05-15:47 香川　亮子 職員一人一人に呼びかける接遇マナー向上への取り組み

ｅポスター
第2会場 患者サービス　4 P2-1P-646 16:35-17:17 笠井　麻理 入室前訪問による家族の不安軽減への取り組み

ｅポスター
第2会場 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）　6 P2-1P-743 16:00-16:42 永井　盛博 急性散在性脳脊髄炎3例の検討

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　2 座長 11:00-11:48 江川　善康

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　2 P2-1A-758 11:00-11:48 横井　広道 大腿骨骨切り術を行った両股関節外転拘縮の2例

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　4 P2-1P-779 14:20-15:08 大林　咲月 重症心身障害児（者）の地域における新たな居場所づくり

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　5 座長 15:10-15:58 佐藤　智子

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　5 P2-1P-782 15:10-15:58 岸田　実可 がんの終末期にある重症心身障害者の看護

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　5 P2-1P-785 15:10-15:58 綾田　　彩 重症心身障がい児（者）の家族と関わる看護師の思い

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　7 P2-1P-796 16:50-17:38 真鍋　鈴奈 重症心身障害児（者）病棟におけるオムツの適正使用への取り組み



会場 セッション名 演題番号 時間 演者 演題

1 シンポジウム21 座長 13:10-14:40 山田　美穂 自分たちの暮らす地域の医療と看護
－未来に向けて学生同士で考えよう－

1 シンポジウム21 S21-6 13:10-14:40 高木　麻裕/
坂上　真琴

自分たちの暮らす地域の医療と看護
－未来に向けて学生同士で考えよう－

2 シンポジウム23 座長 8:30-10:00 三宅　弘恵 クリニカルラダーからキャリアラダーへの発展

2 シンポジウム23 S23-1 8:30-10:00 三宅　弘恵 統合5年目Ａ病院におけるクリニカルラダー導入への取り組み

2 シンポジウム24 座長 10:00-11:30 横田　一郎 疾患レジストリ・ビッグデータを用いた臨床研究

2 精神疾患 O-42-1 14:40-16:00 橋本　理香 児童精神科病棟において患者に陰性感情を抱く看護師の要因

3 病院運営・管理 3 O-46-3 10:30-11:30 太田　満喜 多職種連携による入院診療計画書質向上への取り組み

4 救急・集中治療 O-58-6 15:50-16:50 宮田　春香 PICUに入室した乳幼児の臀部スキントラブル予防方法の検討

5 シンポジウム26 S26-2 8:30-10:00 木下あゆみ 病院職員として児童虐待にどう向き合うか？

5 シンポジウム27 座長 10:00-11:30 有江　啓二 飛び出せ臨床検査技師！－新しい道を切り開くために－

5 シンポジウム27 S27-1 10:00-11:30 藤田　圭二 臨床検査技師が在宅医療の場に出かけてみたら・・・～超音波検査を用いた試み～

9 臨床工学　機器管理 O-80-6 9:10-10:20 白川　憲之 開院から現在までのME機器の修理状況について

9 臨床検査 1　生体検査　1 座長 14:10-15:10 藤田　圭二

12 シンポジウム33 座長 8:30-10:00 橋本　龍幸 チーム医療連携において管理栄養士が果たすべき役割とは

12 産科・婦人科疾患 O-93-6 15:50-16:50 兼松　美幸 子宮筋腫の壊死・感染により敗血症を来し、救命できなかった一例

13 栄養・NST・褥瘡　3 O-95-8 9:50-11:10 西坂　　翼 栄養管理手順の見直しを通じた業務改善について

13 栄養・NST・褥瘡　4 O-96-7 13:10-14:30 中澤　尚子 DESIGN-Rによる創傷評価演習の取り組み

14 退院支援 座長 15:20-16:20 西川真理子

15 救急医療とソーシャルワーク S35-3 8:30-10:00 福田　育美 Child First　～妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援～

15 看護人材育成　1 O-106-4 14:40-15:40 宮下　郁子 診療看護師（JNP）が行った気管挿管についての検討

16 リハビリテーション　神経・筋疾患・
重心

座長 10:00-11:10 藤原　智子

ｅポスター
第1会場 医療安全　4 P1-2A-009 9:15-10:03 西岡　初子 胃管挿入と管理に対する医療安全推進グループの取り組み

ｅポスター
第1会場 医療安全　5 P1-2A-019 10:05-10:41 岡　　千穂 医療事故調査制度を念頭においたA病院の取り組み

ｅポスター
第1会場 医療安全　6 座長 10:45-11:27 岩村　喜信

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　5 P1-2P-031 13:10-13:58 久保井　徹 当院における長期破水症例の新生児予後

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　5 P1-2P-032 13:10-13:58 中山　幹子 ケイツーシロップの適正使用に関する実態調査の続編

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　5 P1-2P-034 13:10-13:58 丸尾　知里 痛みのケア定着に向けての取り組み

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　5 P1-2P-035 13:10-13:58 高橋　　恵 急性期を乗り越えたが縦隔偏位による気管閉塞で死亡した先天性右肺無形成症の1女児例

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　5 P1-2P-036 13:10-13:58 定村　孝明 新生児の腸管不全合併肝障害(IFALD)に対し経口ω-3系脂肪酸製剤を投与した2例

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　6 P1-2P-038 14:00-14:42 井口かれん 「いま困っていることは何か？」に注目した食物アレルギー教室について

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　6 P1-2P-039 14:00-14:42 丸尾　菜奈 胎内感作が疑われた、胎児消化管出血で発症した新生児消化管アレルギーの二例

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　6 P1-2P-042 14:00-14:42 横井　広道 身体的虐待による肋骨骨折の診断におけるCT検査の有用性

ｅポスター
第1会場 小児・成育医療　7 P1-2P-047 14:45-15:27 宝田　美莉 小児病棟における付き添い許可を希望する家族への支援シート導入の効果

ｅポスター
第1会場 災害医療 P1-2P-086 13:40-14:34 岡田　進也 A病院手術室における災害シミュレーションを通してのアクションカードの効果

ｅポスター
第1会場 災害医療 P1-2P-091 13:40-14:34 萬年　繁樹 災害医療の病院窓口を担当して

ｅポスター
第1会場 救急・集中治療　1 座長 14:35-15:23 谷口　宜子

ｅポスター
第1会場 救急・集中治療　1 P1-2P-099 14:35-15:23 上地まり子 A病院ICUにおける早期離床プロトコル作成の取り組み

ｅポスター
第1会場 救急・集中治療　2 P1-2P-103 15:25-16:13 荒川　友理 薬剤師メディカルラリー実施によって明らかとなった緊急時・災害時の研修課題

ｅポスター
第1会場 病院経営・ＤＰＣ　2 P1-2A-123 9:15-9:57 白石　智己 自院のDPCデータ分析の現状と今後の課題について

ｅポスター
第1会場 病院経営・ＤＰＣ　3 P1-2A-131 10:00-10:48 月原　　研 医業未収金縮減を目指して～削減にかかる当院の取組事例～

ｅポスター
第1会場

看護管理・看護業務・看護方式・看護
体制　看護管理　1

P1-2P-140 13:10-13:58 大平　志津 老年看護の充実にむけての取り組み－認知症ケア加算2の算定体制を確立して－

ｅポスター
第1会場 看護技術・看護記録　3 P1-2A-173 8:30-9:18 藤澤公美子 安心・安全に成育外来で採血を行うためのプレパレーション導入への取り組み

ｅポスター
第1会場

看護管理・看護業務・看護方式・看護
体制　看護方式

P1-2A-232 8:30-9:18 篠原　律子 固定チームナーシングの受持ち看護師の役割知覚～役割と業務チェックシートを用いて～

ｅポスター
第1会場

看護管理・看護業務・看護方式・看護
体制　精神科看護　他

P1-2A-236 9:20-10:08 白川　規子 児童精神科病棟における日課表導入の取り組み

ｅポスター
第1会場

看護管理・看護業務・看護方式・看護
体制　看護業務　3

P1-2P-260 14:00-14:48 嵯峨山香奈 上部内視鏡検査における患者の不安の軽減に向けての取り組み～外来での受け持ち看護体制
を導入して～
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ｅポスター
第1会場 その他看護総合　退院支援 P1-2P-275 15:40-16:28 藤澤公美子 退院支援看護師がスムーズに業務を行えるための取り組み

ｅポスター
第1会場 その他看護総合　退院支援 P1-2P-277 15:40-16:28 高地　　恵 地域住民に向けた腎臓病教室の取り組み

ｅポスター
第1会場 臨床工学　呼吸 P1-2A-291 9:15-9:51 横山　雄一 デュアルヒーター型人工呼吸器ディスポ回路の比較

ｅポスター
第1会場 臨床研究　2 P1-2P-312 13:55-14:37 片島　るみ 臨床研究支援方法における問題点等に対する検討

ｅポスター
第1会場 病理診断・細胞診　2 座長 15:20-16:08 中村　宗夫

ｅポスター
第1会場 循環器疾患　1 P1-2A-390 8:30-9:18 原　　知也 インフルエンザ罹患後に重症心筋炎を来した一例

ｅポスター
第1会場 循環器疾患　2 P1-2A-400 9:20-10:08 原　　知也 意外な薬剤によるＱＴ延長／torsades de pointesを来した一例

ｅポスター
第1会場 循環器疾患　3 座長 10:10-10:46 竹谷　善雄

ｅポスター
第1会場 消化器、肝・胆・膵疾患　1 P1-2P-423 13:10-13:58 浅井　芳江 ロタウィルス腸炎に十二指腸穿孔を来した一例

ｅポスター
第2会場 薬剤・薬理・薬剤管理　その他 座長 13:55-14:37 仙波　靖士

ｅポスター
第2会場 産科・婦人科疾患　産科・婦人科疾患 P2-2P-487 14:40-15:28 中奥　大地 中国国内で市販されている中絶薬(ミフェプリストン)を服用した後、大量出血を来し外科

処置及び輸血療法が必要となった1例

ｅポスター
第2会場 産科・婦人科疾患　産科・婦人科疾患 P2-2P-488 14:40-15:28 近藤　朱音 胎児異常症例における胎盤の染色体分析の検討

ｅポスター
第2会場

医療連携・地域連携・地域包括ケアシ
ステム　退院支援

座長 9:25-10:13 西前　真里

ｅポスター
第2会場 栄養・NST・褥瘡　8 P2-2P-537 14:50-15:38 永田　啓代 CONUT(Controlling Nutritional Status)の代替法での栄養評価について

ｅポスター
第2会場 精神疾患　5 P2-2P-581 14:00-14:42 中土井芳弘 子どものこころの問題対応における医療と教育、福祉、司法等との連携

ｅポスター
第2会場 リハビリテーション　がん　緩和ケア 座長 15:40-16:28 小椋　昌美

ｅポスター
第2会場

骨・運動器・リウマチ　運動器　脊
椎・その他

座長 9:15-9:57 横井　広道

ｅポスター
第2会場

骨・運動器・リウマチ　運動器　脊
椎・その他

P2-2A-614 9:15-9:57 横井　広道 小児肘内障における超音波画像診断と関節水腫の検討

ｅポスター
第2会場

骨・運動器・リウマチ　外傷・腫瘍
（骨・軟部）

座長 13:10-13:46 佐々　貴啓

ｅポスター
第2会場 リハビリテーション　神経筋疾患　2 P2-2P-685 14:00-14:48 石井　達也 筋ジストロフィーに由来する心不全患者に対してリハビリテーションを行った1例

ｅポスター
第2会場 リハビリテーション　神経筋疾患　4 座長 15:40-16:28 有吉希充恵

ｅポスター
第2会場 リハビリテーション　整形疾患　2 P2-2P-756 15:40-16:28 北谷　　円 専門外病棟における頸椎装具管理への対応

ｅポスター
第2会場

看護教育（看護学校・実習指導）　安
全教育・学生心理

P2-2A-764 8:30-9:06 加藤　望美 SBARの院内普及の取り組み～アンケート結果から見えた課題～

ｅポスター
第2会場

看護教育（看護学校・実習指導）　臨
扡実験・技術教育

P2-2P-787 13:10-13:58 柳原　育子 総合周産期母子医療センター産科部門における助産学生の「学び」の報告

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　9 P2-2A-883 9:20-10:08 宮下　千夏 骨折の再発防止に向けての取り組み—外出に向けての他職種との取り組み—

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　10 P2-2A-888 10:10-10:58 酒井　翔生 重症心身障害者の術後ADL向上に向けた取り組み～食事の自力摂取に向けて～

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　12 P2-2P-905 13:55-14:37 田所美代子 重症心身障害児（者）看護の研修を実施して

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　13 P2-2P-908 14:40-15:28 山本　果歩 ホっとタイムを実施して　～わくわくした午後のひと時を～

ｅポスター
第2会場 重症心身障害　14 P2-2P-915 15:30-16:18 新居　麻未 医療ケアが高い重症心身障害児に対する初めての外泊支援を試みて


