
【６月２５日（木）】

Ｆ会場

時　間 座長（所属/役職） 部　門 題 演題№ 演題名 発表者 都道府県 所属・職種

Ｆ-1-1 摂食・嚥下障害に対するチームアプローチ　～日々の観察から学んだ「気づき」の大切さ～ 石川慎二 大阪府 阪和第二泉北病院・ＰＴ

Ｆ-1-2 誤嚥性肺炎を繰り返す症例に対する取組み 山内望花 兵庫県 宮地病院・ＰＴ

Ｆ-1-3 経口摂取を維持するためのＯＴとしての関わり～誤嚥性肺炎を繰り返す症例に対して～ 小川正人 石川県 恵寿鳩ヶ丘病院・ＯＴ

Ｆ-1-4 経口摂取を維持するための関わり　～当病院での摂食機能療法のシステム作り～ 柴田真行 石川県 恵寿鳩ヶ丘病院・ＰＴ

Ｆ-1-5 介護療養病棟における離床形態、嚥下機能のリハビリ介入効果 長友勇人 愛知県 小林記念病院・ＰＴ

Ｆ-1-6 長期入院患者様の離床状況～病棟リハビリは離床に貢献しているか？～ 佐々木寛法 千葉県 初富保健病院・ＰＴ

Ｆ-2-1 当院リハビリに求められるものは…？ 　～ニードとリハビリ実施の現状～ 高倉亜由 福井県 福井リハビリテーション病院・OT

Ｆ-2-2 高齢患者の活性化をとらえる指標の試み 前田三和子 北海道 聖ヶ丘病院・ＯＴ

Ｆ-2-3 医療療養型病院におけるリハビリテーションの効果と転帰 渋谷宣践 北海道 聖ヶ丘病院・ＰＴ

Ｆ-2-4 介護保険病棟におけるＢｅｄｓｉｄｅ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｃａｌｅの職種間の評価の信頼性‐重度介護者を対象とした日常生活動作の評価‐ 佐藤あゆみ 神奈川県 鶴巻温泉病院・PT

Ｆ-2-5 昼夜逆転している症例へのアプローチ 西内将志 愛知県 名南ふれあい病院・ＯＴ

Ｆ-2-6 下肢の浮腫を呈した症例 鶴田千尋 石川県 加賀温泉病院・ＯＴ

Ｆ-3-1 パーキンソン病患者の在宅復帰支援 知名正史 沖縄県 勝山病院・理学療法士

Ｆ-3-2 パーキンソン病に対するリハビリ料算定日数上限除外規定のあり方に対する１考察 大久保秀雄 大阪府 阪和第二泉北病院・ＰＴ

Ｆ-3-3 ＦＩＭから考える在宅復帰のキーワード 天願ゆきみ 沖縄県 北中城若松病院・ＯＴ

Ｆ-3-4 回復期リハビリテーション病棟対象患者における運動技能獲得と入退院時ＦＩＭとの関係 加藤英樹 愛知県 小林記念病院・ＰＴ

Ｆ-3-5 脳血管障害患者の歩行獲得期間に影響を及ぼす因子の検討 齋藤豊成 群馬県 美原記念病院・PT

Ｆ-3-6 更衣率のＵＰ 林美紀 兵庫県 宮地病院・介護職

Ｆ-4-1 回復期リハ病棟における排泄ケア ～頻尿改善にむけての取り組み～ 中嶋佐智江 山口県 光風園病院・看護職

Ｆ-4-2 高次脳障害患者の社会参加に関わって～ＰＴの関わり～ 太田良実 香川県 橋本病院・PT

Ｆ-4-3 職場環境の変化によって職場復帰可能となった３事例の考察 大西なつ美 福岡県 高良台リハビリテーション病院・ＯＴ

Ｆ-4-4 医療療養病棟でのリハビリテーションの役割 井上美和子 兵庫県 荻原みさき病院・OT

Ｆ-4-5 小規模多機能型事業所におけるリハビリの役割 渡邉千里 茨城県 小川南病院・ＯＴ

鈴木敬之
（湖東病院・ＰＴ
/リハ課長）

島本則子
（大宮共立病
院・ＯＴ/主任）

◆◇◆ パネル演題 座長・演題名一覧 ◆◇◆

16:15

維持期リハ

吉尾雅春
（千里リハビリ
テーション病
院・ＰＴ/副院
長）

17:15

回復期リハ

4

リハ全般

3

2

櫻井智
（公立七日市病
院・ＯＴ/リハ科
副技師長）

6

回復期リハ

2

15:00 維持期リハ

14:00 維持期リハ 6
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時　間 座長（所属/役職） 部　門 題 演題№ 演題名 発表者 都道府県 所属・職種

Ｆ-5-1 当院におけるターミナルケアの取り組み 　　　　　～現状と課題～ 鈴木由美 宮崎県 慈英病院・看護師

Ｆ-5-2 病棟スタッフの意識調査からターミナルケアを考える　－対応マニュアルの作成に向けて－ 米山祐子 島根県 安来第一病院・看護職

Ｆ-5-3 終末期の認知症高齢者に対する皮下輸液法 高世秀仁 東京都 信愛病院・医師

Ｆ-5-4 舌癌のターミナル期にある認知症高齢者の意志に沿ったケアの取り組み～痛みと嚥下機能低下がありながら、経口摂取したいという患者の一事例から～ 宮嶋和美 神奈川県 オアシス湘南病院・看護職

Ｆ-5-5 自立支援に向けた通所介護での取り組み ～ＫＯＭＩチャートの活用～ 四宮美代 香川県 永生病院　いこいの家・介護職

Ｆ-5-6 利用者様の行動変容について　～娘の結婚式への参列を夢見て～ 小松真理 静岡県 きせがわ病院・介護職

ケアプラン 1 Ｆ-6-1 マイナス思考からプラス思考への援助 　　　　　　　　　～いま、私たちにできること～ 尾浦美智代 奈良県 秋津鴻池病院・介護職

Ｆ-6-2 退院支援のかなめ「医療ソーシャルワーカー」 ～退院調整加算の算定が開始されて～ 岡野大介 山口県 光風園病院・ソーシャルワーカー

Ｆ-6-3 老健と介護療養病床との機能的連携について 藁科雄嗣 静岡県 和恵会記念病院・ソーシャルワーカー

Ｆ-6-4 当院における相談業務の現状～困難事例から～ 森真能 静岡県 湖東病院・ソーシャルワーカー

Ｆ-6-5 総泉新聞への取り組み －そこから見えてきたもの－ 半田澄枝 千葉県 総泉病院・ソーシャルワーカー

Ｆ-7-1 快便を生み出すケアのコツ 崎山朝仁 沖縄県 勝山病院・看護師

Ｆ-7-2 リハと病棟との取り組み　～排泄へのアプローチを通して～ 原田千晶 茨城県 小川南病院・ＰＴ

Ｆ-7-3 個別排泄ケアの取り組み 伊藤聖子 愛媛県 西条愛寿会病院・介護職

Ｆ-7-4 紙パンツからマイパンツへ　～セルフケアの拡大～ 高塚弘美 佐賀県 宇都宮病院・介護職

Ｆ-7-5 経管栄養の排泄サポートの取り組みについて 大石由美子 静岡県 西山病院・看護職

Ｆ-7-6 食物繊維負荷による排便コントロール　　～緩下剤の減量を目指して～ 櫻庭友明 東京都 竹川病院・看護職

Ｆ-8-1 ソーシャルワーカーの役割　～ＱＯＬの視点から～ 香川玉恵 大阪府 八尾はぁとふる病院・看護職

Ｆ-8-2 入院から在宅へのサポート 奥野弘子 山口県 昭和病院・ソーシャルワーカー

Ｆ-8-3 地域連携が重症褥瘡患者の在宅復帰を可能にする～家族介護意思を支えるアプローチ～ 仲野莉加 福岡県 原病院・ST

Ｆ-8-4 回復期リハ病棟入院患者の栄養状態とその関わりについて ～疾患別の検討～ 山村みなみ 北海道 西円山病院・栄養士

Ｆ-8-5 銅欠乏性貧血の症例について 村上美佐江 山口県 昭和病院・看護職

Ｆ-8-6 予後予測因子からみた胃瘻造設患者の経過と経口摂取の試み 志越顕 東京都 京浜病院・医師

伊豆敦子
（東浦平成病
院・医師/院長）

境野博久
（永生病院・医
師/副院長）

名取茂美
（上條記念病
院・看護師/看
護部長）

山田満子
（東浦平成病
院・社会福祉士
/課長）

17:15

地域連携

栄養ケアマネジメント

15:00

3

3

16:15 排泄ケア 6

4

2

医療ソーシャルワーク 4

14:00

ターミナルケア

通所サービス
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時　間 座長（所属/役職） 部　門 題 演題№ 演題名 発表者 都道府県 所属・職種

Ｆ-9-1 新人介護職の育成　-育成支援チーム発足３年の歩み- 原崎翔平 千葉県 初富保健病院・介護職

Ｆ-9-2 講師による病棟内視察後の介護研修成果 宮城克子 沖縄県 おもろまちメディカルセンター・看護職

Ｆ-9-3 職員のメンタルヘルスに関する取り組み（１）　－メンタルヘルスアンケートの実施結果－ 田實紋 鹿児島県 高田病院・その他

Ｆ-9-4 当院看護・介護職員における腰痛の実態　－腰痛対策勉強会前後の変化－ 鈴木琢也 愛知県 刈谷豊田総合病院東分院・PT

Ｆ-9-5 レクリエーション活動の実際 ～取り組みの中で浮かび上がる課題～ 松下淳 静岡県 磐田すずかけ病院・介護職

Ｆ-9-6 回復期リハ病棟でのＤＴの導入 平川文寛 大阪府 千里リハビリテーション病院・介護職

Ｆ-10-1 レクリエーションでの体操に着目して 　　　　　　　　～少しずつ時間を確保していく事から始めて～ 八木健 福岡県 おさゆきリハビリテーション病院・介護職

Ｆ-10-2 リズムダンスで、パワー全開　 －　わしゃ　１０１さい誰にも負けない！！－　 吉澤純一 茨城県 回春荘病院・看護職

Ｆ-10-3 カサカサお肌の軽減 ～スタッフの意識向上をめざして～ 並木綾子 東京都 信愛病院・介護職

Ｆ-10-4 美肌水を用いた乾燥肌へのスキンケア 遠山明寛 愛知県 名南ふれあい病院・介護福祉士

Ｆ-10-5 スキンケアの取り組みの中で、重層と緑茶清拭を比較して～介護の視点から～ 熊倉啓 埼玉県 富家病院・介護職

Ｆ-10-6 胃瘻管理とスキンケアについて 岩崎好美 静岡県 駿河西病院・看護職

スキンケア 1 Ｆ-11-1 白癬菌撃退～フットケアの必要性と定着に向けて～ 新垣淳子 沖縄県 勝山病院・介護福祉士

Ｆ-11-2 身体拘束廃止への取り組み 丑米裕子 静岡県 駿河西病院・看護職

Ｆ-11-3 抑制廃止検討委員会における接遇の取り組み 池内尚子 北海道 定山渓病院・介護職

Ｆ-11-4 ＴＨＥ☆開放！！ 佐藤三恵 福岡県 たたらリハビリテーション病院・看護職

Ｆ-11-5 僕の立場に立って！～アセスメントを阻害するもの～ 川島正樹 東京都 上川病院・看護職

Ｆ-11-6 認知症をもった要介護高齢者の介護状況ならびに福祉用具に関する調査研究 石濱裕規 東京都 永生病院・ＰＴ

Ｆ-12-1 認知症患者様とのラポール形成とＯＴの意識の変化 疋田邦男 静岡県 和恵会記念病院・作業療法士

Ｆ-12-2 認知症の患者様へのカレンダー・時計・日記を用いたアプローチ 今田和恵 千葉県 総泉病院・看護職

Ｆ-12-3 レクリエーションによる問題行動の回避 佐久間ひとみ 埼玉県 新所沢清和病院・看護職

Ｆ-12-4 せん妄要因の削減をめざした看護～もっと、ホッとする患者様への関わり～ 河野愛子 埼玉県 富家病院・看護職

Ｆ-12-5 叫声行動のみられる認知症患者に対するアプローチ ～関わり方で変わる行動～ 小山田佑子 山口県 昭和病院・ＯＴ

Ｆ-12-6 認知症に加えて不定愁訴の多い患者様への関わりを通して学んだこと 横山美千代 鹿児島県 加治木温泉病院・看護職

橋本洋一
（苫小牧東病
院・医師/理事
長・院長）

2

柿崎恵
（大宮共立病
院・看護師/看
護師長）

工藤れい子
（苫小牧東病
院・看護師/看
護部長）

原麻由美
（千里リハビリ
テーション病
院・看護師/副
看護部長）

認知症ケア 6

身体抑制 5

4

4

スキンケア

レクリエーション 2

16:15

15:00

労務管理

14:00

レクリエーション

17:15
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【６月２６日（金）】

Ｆ会場

時　間 座長（所属/役職） 部　門 題 演題№ 演題名 発表者 都道府県 所属・職種

Ｆ-13-1 当院ＳＴ科における摂食嚥下障害への取り組み 菊谷麻美 東京都 信愛病院・ST

Ｆ-13-2 本院における摂食嚥下困難患者への対応 -胃瘻造設患者を中心に- 林田美保子 静岡県 豊田えいせい病院・ＳＴ

Ｆ-13-3 著明な送り込み制限による嚥下障害から回復を認めた症例 巳波良三 京都府 京都南西病院・ST

Ｆ-13-4 経管栄養から「食べる楽しみを」とりもどせ 　　　　～９３症例の経験から～ 松浦祐治 島根県 鹿島病院　・ＳＴ

Ｆ-13-5 重度運動失調患者の摂食アプローチ 森田泰子 埼玉県 富家病院・ＳＴ

口腔ケア 1 Ｆ-13-6 口腔ケアはじめの一歩から 小杉国栄 静岡県 和恵会記念病院・歯科衛生士

Ｆ-14-1 口腔ケアの効果を実感していますか？ 鈴木弘子 埼玉県 新所沢清和病院・歯科衛生士

Ｆ-14-2 職種の粋を超えたよりよい口腔環境への取り組み 高橋真由美 静岡県 湖東病院・歯科衛生士

Ｆ-14-3 当院の口腔ケアの現状 　～緑茶による口腔ケアを導入してみて～ 福嶋真理 栃木県 白澤病院・看護職

Ｆ-14-4  口腔内乾燥改善に対するケア～オリーブオイルを使用し口腔ケアの回数の検討～ 藤井政子 山口県 小野田赤十字病院・介護職

Ｆ-14-5 半固形栄養を試みて 松田洋美 山口県 光風園病院・栄養士

Ｆ-14-6 カフェテリア方式のレストランでの食事提供の効果 新崎恵 大阪府 千里リハビリテーション病院・看護職

Ｆ-15-1 長期療養病床に入院している重度パーキンソン病高齢者の日常生活援助に対する希望 松井沖奈 北海道 西円山病院・看護職

Ｆ-15-2 オムツ交換時に他動的な関節運動を取り入れた効果 北野周一 和歌山県 白浜はまゆう病院・看護職

Ｆ-15-3 見わたせる心の余裕と広い視野 稲嶺盛仁 沖縄県 北中城若松病院・看護職

Ｆ-15-4 経管栄養食投与時の衛生管理とその効果 河野舞 徳島県 博愛記念病院・栄養士

Ｆ-15-5 内服薬の未投与回避に向けて 芹口亮子 東京都 回心堂病院・看護職

Ｆ-15-6 自動ブレーキ装置付き車椅子の考案とその有効性について 三世川みち子 東京都 青梅今井病院・看護職

Ｆ-16-1 転倒転落予防に関するセンサーの適切な選択を考えて 勝木　厚美 北海道 新札幌パウロ病院・看護職

Ｆ-16-2 新転倒転落アセスメントシートの有効性の検証 寺岡直美 熊本県 鴻江病院・看護職

Ｆ-16-3 「転倒・転落アセスメント」と「長谷川式スコア（痴呆度）｣を組み合わせた転倒・転落防止マニュアル導入による転倒･転落の抑制効果について 川原よし江 静岡県 豊田えいせい病院・看護職

Ｆ-16-4 医療安全に対する取り組みとその後の意識調査 中山恵子 新潟県 三条東病院・看護職

Ｆ-16-5 医療安全への取り組み ～インシデント報告に基づく対策～ 伊藤栄子 富山県 ふくの若葉病院・看護職

Ｆ-16-6 医療安全推進のための院内研修 ～多職種合同のワークショップ方式を取り入れて～ 前田真宏 山口県 光風園病院・看護職

Ｆ-16-7 医療事故への対策と予防　～ＲＣＡの導入から実践へ～ 坂田正広 東京都 日野田中病院・看護職

名古将太郎
（千里リハビリ
テーション病
院・ＳＴ/セラ
ピー部主任）

13:45 医療安全 7
川上正人
（新富士病院・
医師/院長）

12:45

川添チエミ
（嵯峨野病院・
ケアマネジャー
/在宅部長）

看護計画

医療安全

10:00

口腔ケア

食事サービス

4

嚥下機能 5
9:00

西村正悟
（富家病院・医
師）

2

2

4
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時　間 座長（所属/役職） 部　門 題 演題№ 演題名 発表者 都道府県 所属・職種

Ｆ-17-1 当院のカンファレンスのあり方について 杉谷美絵 大阪府 千里リハビリテーション病院・介護職

Ｆ-17-2 家に帰りたいげん！！～何が必要？～ 清田沙織 石川県 芳珠記念病院・介護職

Ｆ-17-3 「家族の言葉は患者の思い？」 ～在宅療養を目標に取り組んだ事例より～ 高橋久美 静岡県 すずかけ病院・看護職

Ｆ-17-4 高齢の妻の元へ夫が退院する際の家族支援における療養病棟看護師の役割 菅野衣美 北海道 西円山病院・看護職

Ｆ-17-5 「私達のケアで温かく見送りたい」 三枝恵美子 静岡県 磐田すずかけ病院・看護職

感染対策 1 Ｆ-17-6 ＩＣＴ活動１年間の成果 三国健一 新潟県 三条東病院・医師

Ｆ-18-1 腹臥位療法を取り入れた感染予防と拘縮の改善 水畑宏 長野県 上條記念病院・看護職

Ｆ-18-2 院内ＭＲＳＡ感染対策－３年間のまとめ－ 瀧友里香 長野県 上條記念病院・看護職

Ｆ-18-3 当院における感染性胃腸炎（ノロウイルス）事例と対策 西朱美 福岡県 北九州古賀病院・看護職

Ｆ-18-4 感染予防対策 実態調査から今後の課題を考える 島末直樹 広島県 住吉浜病院・看護職

Ｆ-18-5 拘縮の強い患者様の病衣改善　～穏やかに時が過ごせますか～ 本間麻裕子 新潟県 三条東病院・介護職

Ｆ-18-6 人工呼吸器を装着した患者の入浴について ～安全性と快適性を重視して～ 上利拓也 山口県 光風園病院・看護職

Ｆ-19-1 指間部の臭いと湿潤の軽減を求めて　－ハンドロールの改良－ 仁位大地 福岡県 若杉病院・介護職

Ｆ-19-2 あふれ出る痰ーあなたならどうする？ 竹内英子 愛知県 豊川青山病院・介護職

Ｆ-19-3 当病棟における介護ケアの現状と今後の課題 仲程大輔 沖縄県 おもろまちメディカルセンター・介護職

Ｆ-19-4 適切な評価に基づき病棟で実行可能な転倒対策を立てる ～リハスタッフに求められること～ 中野竜也 山口県 光風園病院・PT

Ｆ-19-5 病棟目標への取り組みから 青山沙知子 広島県 ナカムラ病院・看護職

Ｆ-19-6 介護職員の組織コミットメントを促す要因分析 ～個別レクリエーションの実施を通して～ 寺田朱美 奈良県 奈良東病院・看護職

Ｆ-20-1 高齢者の離床段階における心身の変化から学んだこと 高見三千代 兵庫県 北摂中央病院・看護職

Ｆ-20-2 てんで（とっても）、いいよ～！ ～ＱＯＬ向上へ導いたチームアプローチ～ 大畠美鈴 群馬県 駒井病院・看護職

Ｆ-20-3 歯科衛生士と取り組むチームアプローチ 豊田幸子 静岡県 湖東病院・ＳＴ

Ｆ-20-4 現状把握とアンケート結果による今後のＯＴの活動・役割 山本卓哉 静岡県 湖東病院・ＯＴ

Ｆ-20-5 担当制導入を試みて 洲上雅子 三重県 長島中央病院・看護職

Ｆ-20-6 その人の望むケアとは～介護療養型医療施設のケアを実践する視点～ 中野千代 東京都 上川病院・看護職

Ｆ-20-7 継続教育の視点からケアワーカーリーダーの役割遂行を考える ～対人技能向上を目指して～ 神谷直美 静岡県 市立御前崎総合病院・介護職

大野喜代子
（富家千葉病
院・看護師/師
長）

13:45 チームアプローチ 7

中山規子
（新富士病院・
看護師/看護部
長）

12:45

入浴・清潔

チームアプローチ

青木八重子
（春木病院・看
護師/部長）

2

4

10:00

入浴・清潔 2

感染対策 4

9:00
5

山野京子
（鹿島病院・看
護師/看護部長
代理）

家族とのかかわり
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時　間 座長（所属/役職） 部　門 題 演題№ 演題名 発表者 都道府県 所属・職種

Ｆ-21-1 嚥下造影検査動画像の動画配信システム 柴田真治 福岡県 原土井病院・その他

Ｆ-21-2 当院における地域連携ネットワークの変遷 多田斉 福岡県 原土井病院・医師

Ｆ-21-3 病院内で開発するメリット（情報共有化） 吉田辰哉 福岡県 原土井病院・事務職

Ｆ-21-4 高齢者の安全な薬物療法支援にむけて～「Ｂｅｅｒｓ　Ｃｒｉｔｅｒｉａの日本版」と当院の取り組み～ 敷島弥生 徳島県 鳴門山上病院・薬剤師

Ｆ-21-5 簡易懸濁法に関する問い合わせ内容の考察 岡村正夫 新潟県 三条東病院・薬剤師

Ｆ-21-6 高齢患者への酸化マグネシウム製剤の適正使用 大平麻海子 千葉県 総泉病院・薬剤師

病院経営 1 Ｆ-22-1 経費をかけない収益把握 ～専用ソフトに頼らない算出方法～ 栗山志津代 大阪府 松谷病院・事務職

Ｆ-22-2 不眠改善にアロマオイル使用足浴を試みて 山田真衣 静岡県 駿河西病院・看護職

Ｆ-22-3 「認知症患者様へのフットケアの効果」-スムースな睡眠導入を目的として- 板森隆 島根県 安来第一病院・介護職

Ｆ-22-4 変化のない生活からの第一歩 －経管栄養、持続点滴患者に離床を通してのアプローチ－ 緒方聡子 山口県 宇部リハビリテーション病院・介護職

Ｆ-22-5 離床困難な患者のＱＯＬ向上を目指して　～ベッド上で体験する森林療法～ 阿久津伸江 千葉県 総泉病院・介護職

Ｆ-22-6 病棟における消臭対策への取り組み 福元靖子 大阪府 帝塚山病院・介護職

Ｆ-23-1 「かなわんわー」の言葉に秘められた思い 酒井あゆみ 石川県 城北病院・看護師

Ｆ-23-2 スタッフコールは何故鳴るの？ 徳田愛 大阪府 八尾はぁとふる病院・看護職

Ｆ-23-3 ベッドサイドへ足を運び、患者様とのかかわる時間を増やす 志井由香 兵庫県 宮地病院・介護職

Ｆ-23-4 回復期リハ病院における各職種のストレス度チェック 菅田佑香 大阪府 千里リハビリテーション病院・その他

Ｆ-23-5 難治性褥瘡患者さまの自立意欲を支援して 　-創と上手にお付き合いする方法- 高田かず子 北海道 定山渓病院・看護師

Ｆ-23-6 重度意識障害で難治性の褥瘡がある患者の事例を通して 川部淳子 福岡県 原病院・看護職

Ｆ-24-1 患者様の褥瘡予防治療に対してケアワーカーが出来る事 長野美沙希 鹿児島県 加治木温泉病院・介護職

Ｆ-24-2 過去３年間の院内褥瘡発生の傾向を探る －褥瘡発生ゼロに向けての今後の予防対策を検討－ 飛永てるみ 石川県 金沢脳神経外科病院・看護職

Ｆ-24-3 褥瘡は低アルブミンの患者に発生しやすいか 伊田弥生 山口県 光風園病院・看護職

Ｆ-24-4 体圧分散マットレス使用基準の作成 稲葉恵 沖縄県 北山病院・看護職

Ｆ-24-5 創傷管理のためのフレキシシールの成果 　　～３症例を通しての使用基準～ 伊藤洋子 京都府 洛和会音羽病院・看護師

Ｆ-24-6 超ラップ療法を取り入れた褥瘡治療の事例研究 吉野裕美子 静岡県 和恵会記念病院・看護職

大和薫
（博愛記念病
院・薬剤師/部
長）

大畑優子
（弥刀中央病
院・薬剤師/部
長）

13:45 褥瘡対策 6

尾下桂子
（和恵会記念病
院・看護師/病
棟師長）

12:45

褥瘡対策 2

癒し・療養環境 4山田智子
（光風園病院・
看護師/病棟科
長）

癒し・療養環境 5

薬剤 3

10:00

ＩＴ関連 3

9:00
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