
【９月７日（木）】

No. 発表者名 Page

Ｆ－１－1 福田美穂

Ｆ－１－2 松原佳代

Ｆ－１－3 圓越広嗣

Ｆ－１－4 堀江美里

Ｆ－１－5 熊谷直美

Ｆ－１－6 生垣茂

No. 発表者名 Page

Ｆ－３－1 米盛貴文

Ｆ－３－2 宮崎邦子

Ｆ－３－3 安念由起子

Ｆ－３－4 勝亦雅美

Ｆ－３－5 青戸享子

No. 発表者名 Page

Ｆ－４－1 岡田亮一

Ｆ－４－2 河上明世

Ｆ－４－3 楢木博之

Ｆ－４－4 羽有春彦

Ｆ－４－5 久保裕子

No. 発表者名 Page

Ｇ－１－1 杉尾真弓

Ｇ－１－2 大谷眞理子

Ｇ－１－3 濱口浩輝

Ｇ－１－4 渡辺千穂

Ｇ－１－5 松崎美奈子

ストップ･ザ･漏れ！　～より効果的なオムツの当て方～

尿失禁をなくす　～スタッフの取組みにより見えてきた結果と今後の課題～

アセスメント法を用いたおむつはずしの取り組み

自然排便に向けて取り組んで　～生活を見直すことから始めて～

　〔座長〕　藤本篤士  （西円山病院/歯科診療部長）

療養型病院再編成時における病院機能評価再受審の意義

週３回入浴への取り組み

手掌のスキントラブル改善を試みて

ＰＣスライドセッションF-３

題　　名

認知症患者に対しての集団活動の意義と具体的取り組み

『何でも食べたい』　～食べる楽しみ･誤嚥のリスク～

当院における尿汚染防止への取り組み　～尿汚染ゼロをめざして～

ＰＣスライドセッションG-１

ＰＣスライドセッションF-４

題　　名

終の棲家型療養病院における医療相談員の役割

小病院のＭＳＷ活動について　－立ち上げから活動までの軌跡－

　〔座長〕　山田満子  （博愛記念病院/地域医療連携課課長）

地区勉強会を企画して　御殿場･小山･裾野地区ＳＷ勉強会活動報告～

17:15～18:30　医療ソーシャルワーク

13:15～14:30　排泄ケア　〔座長〕　服部紀美子  （定山渓病院/看護部部長）

題　　名

終末期及び上肢の関節拘縮がある患者様の病衣の研究

「されたい医療･されたい看護･されたい介護」　郵送によるアンケートを実施して

認知症療養病棟の現状と課題　～ＰＳＷの視点から～

～療養病床の再編成における地域連携相談室の役割～

多様化するニーズとその支援Ⅶ　～地域システムの隙間を埋める～

◆◇◆ビデオセッション・ＰＣスライドセッション一覧◆◇◆

13:15～14:30　リハビリテーション／口腔・摂食／機能評価

題　　名

16:00～17:15　入浴・清潔／医療ソーシャルワーク　〔座長〕　須賀晴彦  （富家千葉病院/院長）

著しい不安感の軽減に音楽療法が有用であった先天性筋繊維型不均等症の１例

半固形化経管栄養導入を試みて－第１報－

ビデオセッションF-１

当院における動物介在療法の紹介　－リハビリテーションと動物の関わり－



No. 発表者名 Page

Ｇ－２－1 木下貴恵

Ｇ－２－2 森脇由香

Ｇ－２－3 川添福美

Ｇ－２－4 松林まゆみ

Ｇ－２－5 善住恵梨子

Ｇ－２－6 長井秀和

No. 発表者名 Page

Ｇ－３－1 平石麻奈実

Ｇ－３－2 古田弘美

Ｇ－３－3 前田幸恵

Ｇ－３－4 舟山涼子

Ｇ－３－5 山崎昌宏

Ｇ－３－6 西田ゆか

No. 発表者名 Page

Ｇ－４－1 濱部典子

Ｇ－４－2 池田征弘

Ｇ－４－3 土屋雅裕

Ｇ－４－4 竹川泰子

Ｇ－４－5 大和良子

Ｇ－４－6 佐藤ひとみ

No. 発表者名 Page

Ｈ－１－1 能田寛子

Ｈ－１－2 若林宣之

Ｈ－１－3 米満　寛

Ｈ－１－4 安村　妙

Ｈ－１－5 山中美子

Ｈ－１－6 丹上幸子

療養病床のリハビリテーションに患者様ご家族が求めるもの　～当院におけるアンケート結果から～

残存機能を生かしＱＯＬの向上を目指す

思い出話しがもたらす効果　－回想法で利用者の変化から見えたもの－

転倒転落報告書から考える高齢者の転倒・転落事故の一要因　～それでも人は転ぶ～

車椅子の工夫による改善

利用者に優しい装具（第１報）　－普通の装具を見直して－

慢性期病院における病棟ＡＤＬ訓練の試み

ＰＣスライドセッションH-１

当院における移乗介助時の擦過傷事例その対策と問題

インシデントレポートについて　～レポートから見えた転倒予防対策～

療養病棟の転倒転落の実態と看護師の転倒転落予防に関する理解度

当院における転倒･転落の推移と防止対策の一考察

ＰＣスライドセッションG-２

題　　名

重度の認知症患者における安全で快適なトイレ誘導の一考察

ＴＨＥ排泄～私たちのこだわり～

問題行動のある高齢者の方へのベストケア

認知症患者の心理－心の叫び－

～学習療法による認知症アプローチ～

　〔座長〕　加藤泰子  （京都南西病院/総看護師長）

認知症患者様の排泄　＝援助を通して人権と尊厳を考える＝

題　　名

終末期にある患者と家族が求めるもの　－行事をケアに取りいれての関わり－

高齢者の終末期における援助、家族参画について　～家族とともにケアプランを立案、実践した３事例

認知症患者のターミナルケア　～癌末期患者のケア寄り添いがもたらした効果～

療養病棟におけるアートセラピー　～臨床心理士による自己表現の機会提供～

14:30～15:45　排泄ケア／認知症ケア

題　　名

題　　名

16:00～17:15　認知症ケア／ターミナル　〔座長〕　角田紘二  （角田病院/理事長）

17:15～18:30　安全対策　〔座長〕　澤田親男  （北山病院/診療部長）

13:15～14:30　リハビリテーション　〔座長〕　宮崎陽夫  （総泉病院/ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科長）

介護職員の食事に対する意識の変化　～安全な食事介助への取り組み～

ＰＣスライドセッションG-４

ＰＣスライドセッションG-３

笑顔で集う病棟デイ　－共につくる居心地の良い環境－

認知症患者様に化粧療法を試みて



No. 発表者名 Page

Ｈ－２－1 岡　直美

Ｈ－２－2 宮﨑弥重

Ｈ－２－3 小林朋未

Ｈ－２－4 林　伸幸

Ｈ－２－5 濱脇大祐

No. 発表者名 Page

Ｈ－３－1 金山　剛

Ｈ－３－2 小川輝史

Ｈ－３－3 岩崎千尋

Ｈ－３－4 寺谷明正

Ｈ－３－5 川北友之

No. 発表者名 Page

Ｈ－４－1 佐々木直美

Ｈ－４－2 田中基之

Ｈ－４－3 大森みどり

Ｈ－４－4 須山淳一

No. 発表者名 Page

J－１－1 佐藤幸恵

J－１－2 長井越子

J－１－3 二杉美穂

J－１－4 品川和子

J－１－5 鈴木華菜子

J－１－6 有井晃代口腔ケアの現状と今後の課題

胃瘻から経口摂取能力回復へ　－８例の検討－

経口摂取移行へのタイミングの検討

13:15～14:30　口腔・摂食　〔座長〕　阪口英夫  （大生病院/歯科口腔外科科長）

題　　名

ＰＣスライドセッションJ-１

デイケアにおける運動器リハビリと体重軽減の試み　～新陳代謝の促進はダイエットへの近道～

在宅へ向けての援助　－外泊の実際を通して－

ケアプランシステムを変更して見えてきた事

経口摂取が可能となりＱＯＬが向上した一事例

在宅における歩行自立因子の分析　－10ｍ障害物歩行を用いて－

退院後の訪問リハを通して　～在宅でのチームアプローチの重要性～

訪問リハビリテーションの利用期間からの考察

デイケアセンターから通所リハビリテーションセンターへ　～当センターの取り組み～

食事動作における握力の影響について

絵画導入により変化の見られた一症例　～個展への道～

園芸療法を取り入れたリハビリテーションについて

当院回復期リハビリテーション病棟における脳血管疾患患者のＡＤＬ訓練の実際

食事動作向上への取り組み　～自力摂取を目指して～

ＰＣスライドセッションH-２ 14:30～15:45　リハビリテーション　〔座長〕　笠原みゆき  （信愛病院/作業療法科長）

題　　名

題　　名

題　　名

16:00～17:15　リハビリテーション

17:15～18:30　デイケア／在宅ケア・コミュニティケア／ケアプラン

　〔座長〕　米田睦男  （竹川病院/リハビリテーション療法部部長）

　〔座長〕　木内千世  （鳴門山上病院/作業療法士主任）

ＰＣスライドセッションH-４

ＰＣスライドセッションH-３

回復期リハビリテーション病棟における多変量解析を用いた自宅退院決定要因に関する検討

定山渓病院の在宅リハと施設リハの比較検討

「摂食拒否へのアプローチ」　－生きる喜びを見出して－

味覚へのアプローチ　～口腔ケアがもたらした患者様と職員への波及効果～



No. 発表者名 Page

J－２－1 深石裕紀

J－２－2 田中千重子

J－２－3 小林尚子

J－２－4 猪股由香

J－２－5 金原奈央

J－２－6 松井ひろみ

No. 発表者名 Page

J－３－1 山田容子

J－３－2 木本悠香

J－３－3 樋口好春

J－３－4 地白昌史

J－３－5 村上友貴子

No. 発表者名 Page

J－４－1 鈴木麻美

J－４－2 高橋小津恵

J－４－3 廻　茂樹

J－４－4 山本富美代

J－４－5 西村美智

J－４－6 久保田明美

No. 発表者名 Page

Ｋ－１－1 奥平愛子

Ｋ－１－2 納　美由紀

Ｋ－１－3 藤江宏子

Ｋ－１－4 橋本由里子

Ｋ－１－5 東郷久仁江

Ｋ－１－6 大石征寛

摂食･嚥下リハビリテーションにおけるＮＳＴアプローチの効果

通所リハビリテーションにおける口腔機能向上の取り組み

口腔ケアの実践　～療養病床における歯科衛生士の取り組み～

長期臥床患者の唾液分泌量の実態　－ドライマウスを防げ－

酢水による口腔清拭の効果　～唾液による自浄作用向上を図るために～

口腔マッサージを試みて　－パンダの宝物－

音楽導入による病棟内環境の変化

体の下のバスタオルは必要か？

おむつ交換後の便臭に対する重曹スプレーの消臭効果

患者満足度調査による病院づくり

16:00～17:15　療養環境／機能評価／チームアプローチ

題　　名

　〔座長〕　遠洞茂樹  （定山渓病院/経営管理部長）

利用者によりよく関わるために　－身体領域の考え方－

心の拘束と生活リズム　－やっぱり日本人は畳だね－

これでいいですか？私の言葉

題　　名

14:30～15:45　療養環境　〔座長〕　中北勝彦  （長岡病院/看護部課長）ＰＣスライドセッションJ-２

ＰＣスライドセッションK-１

ＰＣスライドセッションJ-４

ＰＣスライドセッションJ-３

より良い療養生活を送るために　～満足度調査を通して～

医療・ADL区分評価票システムの自院開発と有用性

小病院の病院機能評価受審　－体験談を中心に－

「グループ回想法」の試み　－高齢者の心の活性化をめざして－

回復期におけるあきらめないチームアプローチの実践　～生かされている命から生きている命へ～

嚥下性肺炎の患者から介護のあり方を学んだ一症例　～笑顔をもう一度～

17:15～18:30　チームアプローチ　〔座長〕　宮本美恵子  （橋本病院/看護部長）

13:15～14:30　口腔・摂食

題　　名

題　　名

離床働きかけ時間を増やす　～患者様の日中の床上時間を減らす～

　〔座長〕　糸田昌隆  （わかくさ竜間リハビリテーション病院/診療部長）

摂食･嚥下委員会設立後の取り組み

退院調整におけるチームアプローチ　～医療から介護へ～

外出・外泊のための自宅訪問を試みて



No. 発表者名 Page

Ｋ－２－1 端場浩己

Ｋ－２－2 前川英子

Ｋ－２－3 川内貴美子

Ｋ－２－4 篠原麻里

Ｋ－２－5 國吉晃弘

Ｋ－２－6 髙松良江

No. 発表者名 Page

Ｋ－３－1 佐野美千子

Ｋ－３－2 中島真樹

Ｋ－３－3 中﨑繁明

Ｋ－３－4 大野映子

Ｋ－３－5 佐竹ケイ子

Ｋ－３－6 藤山マユミ

No. 発表者名 Page

Ｋ－４－1 酒井京子

Ｋ－４－2 西島　博

Ｋ－４－3 内田智久

Ｋ－４－4 石井洋子

Ｋ－４－5 世田直樹

Ｋ－４－6 松谷之義健康増進施設（医療法第42条施設）“メディカルフィットネス倶楽部”を開設して

鹿教湯病院の病棟転換の歩み

特殊疾患療養病棟に対する平成18年度診療報酬改定の影響と改定の妥当性に関する検討

業務見直しでよりよい看護、介護を目指そう　～介護保険法改正による患者の変化に対応して～

当院の患者未収金回収システムについて

音楽を取り入れたレクレーションを試みて

職員のレクリエーションに対する意識変化　～レクリエーションとは何か。その概念を変える～

電子カルテ導入に伴うオーダリングについて

尼崎中央病院療養病棟における過去５年間の患者の推移についての考察

色付き茶碗を試み高齢者の食への変化を探る

　〔座長〕　田岡亮一  （光風園病院/リハビリテーション科主任）

ＰＣスライドセッションK-２

ＰＣスライドセッションK-４

題　　名

題　　名

題　　名

看護体制の見直し　－固定チームナーシング導入の効果－

患者様のニーズに応じたレクリエーションの生活化の試み

いただきますの前にちょっと体操　～病棟レクを実施しての効果～

当院におけるＣＩの選択と活用　～患者満足度アンケート調査･口腔ケア評価結果他から見える事～

病棟レクリエーション活動の可能性を考える　ハンドベルを取り入れて…

14:30～15:45　口腔・摂食／レクリエーション

16:00～17:15　運営・管理　〔座長〕　工藤れい子  （苫小牧東病院/看護部長）

17:15～18:30　運営・管理　〔座長〕　宇野政勝  （第二久野病院/事務長）

ＰＣスライドセッションK-３

接遇サーベランスによる職員の意識変革

新人教育における環境づくりを試みて　～プリセプター委員会を発足してからの歩み～

病院５S導入の試み



【９月８日（金）】
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Ｆ－５－1 福永きみよ

Ｆ－５－2 羽坂美佳
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Ｆ－６－5 金井由香里

Ｆ－６－6 横山直人

No. 発表者名 Page

Ｇ－５－1 田中譲

Ｇ－５－2 池内民江

Ｇ－５－3 前田邦子

Ｇ－５－4 山本美代子

Ｇ－５－5 宮崎彰子

Ｇ－５－6 谷　雅代

No. 発表者名 Page

Ｇ－６－1 田中美也

Ｇ－６－2 羽崎達哉

Ｇ－６－3 富岡　香

Ｇ－６－4 中村由喜

Ｇ－６－5 田中美華

当院における持参薬管理

与薬に関するリスクマネージメント　～自己点検表の利用メリット～

「回復期リハビリ病棟における薬剤管理」　～安心して薬を服用するために～

ＰＥＧ造設前投薬パス変更による術部位感染の抑制効果

パスマニュアルについて　－病状シート導入の経緯と意義について　パスの活用－

顔の見える薬剤師を目指して　－病棟看護師アンケートを実施して－

定山渓病院におけるジェネリック医薬品導入の費用効果

ＰＣスライドセッションG-6

経腸栄養剤の半固形化を試み改善した症例報告

PEM（Protein　Energy　Malnutrition）症例に対する栄養療法の試み　ペムベスト®使用経験

デイケアにおけるバイキング料理の改善での検討　～利用者アンケート結果を生かして～

永生病院における医療の質の向上と患者様満足度の向上についての試み

失語症患者に対してのアプローチ方法

経管栄養から経口摂取への確立　－自ら食べる事の重要性－

寒天３部作、その３）寒天による固形化栄養剤（寒天食）の胃瘻からの短時間注入投与の経験

10:45～12:00  栄養／食事サービスＰＣスライドセッションF-6

ＰＣスライドセッションF-5

個別栄養ケア　－経腸栄養患者の栄養管理は1kcal/mlで適切か？－

半固形化栄養の導入を試みての症例報告

固形化経腸栄養剤の取り組み　－誤嚥性肺炎を繰り返す症例への検討－

栄養サポートケアを通したチーム医療実践の試み

栄養ケアに対する取り組み

寒天３部作、その２）寒天による固形化栄養剤（寒天食）提供にかかるコストと手間

題　　名

　〔座長〕　河合敏之  （亀岡病院/診療部長）

題　　名

9:30～10:45  嚥下／栄養　〔座長〕　山田英夫  （三条東病院/病院長）

題　　名

題　　名

9:30～10:45  医療　〔座長〕　小松建次  （嵯峨野病院/病院長）

10:45～12:00  薬剤　〔座長〕　棗則明  （総泉病院/薬剤科長）

ＰＣスライドセッションG-5

腹臥位療法導入の試み　～排痰ケアの工夫～

療養型病棟におけるＭＲＳＡ感染対策業務改善取り組み

電子カルテを用いた医療度分類評価システムの構築



No. 発表者名 Page

Ｈ－５－1 須貝美夏

Ｈ－５－2 原千夏子

Ｈ－５－3 小林恵子

Ｈ－５－4 小畠慶子

Ｈ－５－5 吉永芙美子

Ｈ－５－6 中川大輔

No. 発表者名 Page

Ｈ－６－1 石塚順子

Ｈ－６－2 目黒直美

Ｈ－６－3 平山一成

Ｈ－６－4 飴野一行

Ｈ－６－5 三嶋康子

Ｈ－６－6 久保賢吾褥瘡を治したいっ！　～ラップ療法を通して～

褥瘡の改善･予防における軟便パットの有用性

褥瘡「ゼロ」を目指して　～チーム医療の挑戦～

褥瘡撲滅委員会７年半の取り組み

褥瘡委員会４年間の結果評価と今後の課題

入浴時のびらん予防　～指標作成･活用に基づく統一した援助～

表皮剥離予防に向けての取り組み　～リスクになんか負けるもんか！～

チーム医療で作る日常体位の工夫　－排痰の促しを通して－

ＰＣスライドセッションH-6

題　　名

10:45～12:00  予防／褥瘡　〔座長〕　中﨑繁明  （京都南西病院/病院長）

車椅子用安全ベルトを外す取り組み　－事例検討－

抑制解除に向けて　～一つの事例から学び得たもの～

ＰＣスライドセッションH-5

顔のかき傷の予防　～手袋の工夫を試みて～

身体拘束廃止の過程から

題　　名

9:30～10:45  抑制／予防　〔座長〕　橋本洋一  （苫小牧東病院/理事長・院長）


