
都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

北海道 西円山病院 大和良子 看護 安全対策 当院における転倒･転落の推移と防止対策の一考察 スライド

北海道 西円山病院 稲村洋子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
「僕の思いをわかってほしい･･･」　～精神疾患を抱える家族との関わ
り～

ポスター

北海道 西円山病院 今井裕子 栄養関係 栄養 栄養ケアマネジメント介入における栄養評価とそのアウトカム ポスター

北海道 西円山病院 宮岸隆司 医師/歯科医師/事務/他 ターミナルケア 終末期医療の事前指示について　－入院時の意志確認－ ポスター

北海道 西円山病院 清藤真由子 看護 ターミナルケア 胃瘻造設を代理決定した家族の意志決定の要素 ポスター

北海道 西円山病院 杉原基彦 薬剤/検査/放射線関係 薬剤 薬剤の分包紙に必要な情報内容に関する看護師へのアンケート ポスター

北海道 西円山病院 我妻大輔 リハビリテーション リハビリテーション 重度パーキンソン病の認知とＡＤＬの推移 ポスター

北海道 定山渓病院 羽崎達哉 薬剤/検査/放射線関係 薬剤 定山渓病院におけるジェネリック薬の導入と費用効果 スライド

北海道 定山渓病院 小川輝史 リハビリテーション リハビリテーション 定山渓病院における施設リハと在宅リハの比較検討 スライド

北海道 定山渓病院 金山晶子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
ＡＬＳ患者さまへのＭＳＷの関わり　～特に生活支援について考える
～

ポスター

北海道 定山渓病院 久保奈江 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 当院における病棟クラーク業務の一考察　～今後の課題と担う役割～ ポスター

北海道 定山渓病院 高橋春香 リハビリテーション 嚥下 当院におけるＶＦ検査実施状況の検討 ポスター

北海道 定山渓病院 岩窪光子 看護 抑制
表情険しく、激しい体動で頭部打撲の危険があった事例　～怒りの表
現が欲求の表出に変化するまで～

ポスター

北海道 苫小牧東病院 羽坂美佳 看護 嚥下 自ら食べる事の重要性　－経管から経口への確立－ スライド

北海道 新札幌パウロ病院 金住しのぶ 栄養関係 栄養 栄養ケアに対する取り組み スライド

北海道 新札幌パウロ病院 川﨑尚子 リハビリテーション リハビリテーション Stabilization　Exerciseが片脚立位の安定に及ぼす効果について スライド

北海道 友愛記念病院 大谷眞理子 介護 排泄ケア ストップ･ザ･漏れ スライド

北海道 北樹会病院 佐藤幸恵 看護 口腔･摂食
経口摂取が可能となりＱＯＬが向上した認知症患者の事例から在宅へ
のアプローチ

スライド

北海道 札幌丘珠病院 山崎昌宏 介護 ターミナルケア
高令者の終末期における「家族参画型カンファレンス」の目的の明文
化

スライド

平成18年6月8日現在

第１４回日本療養病床協会全国研究会〔京都大会〕　演題発表者一覧

ポスターセッション：203題　ＰＣスライドセッション：139題　ビデオセッション：5題

※発表部門、発表方法の変更はできません。
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

青森県 青森慈恵会病院 鈴木麻美 看護 チームアプローチ
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－

スライド

青森県 青森慈恵会病院 村上拓也 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 成年後見制度を利用して ポスター

青森県 青森慈恵会病院 相馬雅之 リハビリテーション リハビリテーション 肩腱板修復術後の治療プログラムの検討 ポスター

青森県 美保野病院 石戸谷好広 介護 栄養 栄養サポートケアを通したチーム医療実践の試み スライド

宮城県 石巻港湾病院 横川幸香 リハビリテーション 口腔･摂食 当院に於ける摂食･嚥下療法の取組みの紹介 ポスター

宮城県 石巻港湾病院 渡部峯子 看護 チームアプローチ 在宅における継続看護　～病院と在宅を結ぶ看護連携～ ポスター

宮城県 石巻港湾病院 相内慎太郎 介護 排泄ケア 排泄の自立を目指して　～オムツはずしマニュアルの作成～ ポスター

秋田県 御野場病院 池田　望 看護 排泄ケア
尿留置カテーテルによるトラブル予防　～尿留置カテーテル固定の工
夫を試みて～

ポスター

秋田県 御野場病院 伊藤由美 介護 療養環境 接遇　－気持ちが伝わるコミュニケーションを目指して－ ポスター

福島県 寿泉堂香久山病院 佐瀬利広 介護 認知症ケア 入院患者様にとって、やりがいは生きがいに変わる ポスター

福島県 芦ノ牧温泉病院 菊地典子 看護 医療 熱傷処置の一考察　－ラップ療法、温泉水洗浄をとり入れて－ ポスター

福島県 芦ノ牧温泉病院 鈴木幸枝 看護 栄養 ＮＳＴ活動における看護補助者（介護福祉士）の役割 ポスター

福島県 芦ノ牧温泉病院 赤城久美 介護 ケアマネジメント 介護療養型医療施設におけるケアマネの役割 ポスター

福島県 芦ノ牧温泉病院 西脇民江 介護 チームアプローチ チーム医療と介護職の関わり　－家族説明会を通じて－ ポスター

茨城県 はすみ敬愛病院 石井洋子 看護 運営･管理
業務見直しでより良い看護･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－

スライド

茨城県 協和南病院 高山正枝 看護 安全対策 高齢患者の皮膚損傷を防止する取り組み ポスター

茨城県 慶和病院 小林恵子 介護 抑制 抑制解除に向けて　～一つの事例から学び得たもの～ スライド

茨城県 慶和病院 大内恵美 看護 嚥下
「摂取･嚥下障害の改善に向けて」　同意書作成とパス導入への取り
組み

ポスター

茨城県 慶和病院 安藤亮人 リハビリテーション 予防 転倒骨折予防への取り組み ポスター

茨城県 回春荘病院 永井一登 看護 排泄ケア おしりサラサラいい気分　－よもぎとどくだみブレンド洗浄－ ポスター

栃木県 白澤病院 河村亜紀 看護 口腔･摂食
当院における口腔ケアの活動状況　－どうしたら口腔の汚れを評価で
きるか？その現状と対策－

ポスター

群馬県 美原記念病院 内田智久 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理
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

スライド

群馬県 角田病院 小林一幸 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
「よっしゃー！」“我が家”　診療報酬改革に伴う入院患者様の推移　～
リハビリテーションとの関わりについて～

スライド
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

群馬県 角田病院 草野麻里 リハビリテーション リハビリテーション 「ほっ！」とＢＯＳ　～長期臥床患者様に対するＰＴとしての関わり～ スライド

群馬県 駒井病院 藤島則子 看護 チームアプローチ 療養病床における透析室と病棟の連携　－シャント管理を通して－ ポスター

群馬県 駒井病院 高橋里子 看護 チームアプローチ
改めて気付いたフットケアの大切さ　～フットアセスメント用紙を導入し
て～

ポスター

群馬県 駒井病院 本多大気 介護 チームアプローチ
「介護教育プログラムの導入とチーム力の向上」　～１対10のプリセプ
ターシップ～

ポスター

群馬県 内田病院 星野ますみ 看護 チームアプローチ 簡易懸濁法導入へのチームアプローチ ポスター

群馬県 月夜野病院 金井由香里 看護 栄養
特殊疾患療養病棟における生産性向上にむけて
高齢者PEM患者の全身管理

スライド

群馬県 月夜野病院 樋口好春 看護 機能評価 医療・ADL区分評価表の自院開発と有用性 スライド

群馬県 七日市病院 保坂哉子 看護 療養環境 療養病棟における化粧の効果　～化粧の力を知る～ ポスター

群馬県 七日市病院 金井紀子 介護 療養環境 新聞紙を使用した汚物臭の消臭効果　－簡単・素早い消臭法－ ポスター

埼玉県 霞ケ関中央病院 山口由加理 介護 ターミナルケア
コミュニケーションノートを用いて　－ターミナル患者様とご家族様への
ケア－

ポスター

埼玉県 霞ケ関中央病院 石井浩子 看護 チームアプローチ 心に耳を傾けて ポスター

埼玉県 大宮共立病院 田中美華 薬剤/検査/放射線関係 薬剤
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～

スライド

埼玉県 大宮共立病院 髙松良江 介護 レクリエーション
職員のレクリエーションに対する意識の変化　－レクリエーションとは
何か。その概念を変える－

スライド

埼玉県 大宮共立病院 渡沼みつえ 看護 安全対策 転倒･転落防止について ポスター

埼玉県 大宮共立病院 峯岸ちひろ 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
（仮）わが家で暮らし続けるために　～医療管理を要す在宅療養者支
援～

ポスター

埼玉県 大宮共立病院 出口淳子 栄養関係 栄養 濃厚流動食を寒天で固形化し嘔吐が改善 ポスター

埼玉県 大宮共立病院 土屋　路 看護 チームアプローチ 介護療養型医療施設における看護師の役割　～食事介助を通して～ ポスター

埼玉県 大宮共立病院 小澤秀一郎 リハビリテーション リハビリテーション 紙芝居のちから　～左半側空間無視を呈する症例へのアプローチ～ ポスター

埼玉県 城南中央病院 高橋鉱一 介護 ケアプラン 施設サービス計画書に基づくＡＤＬ向上の為のアプローチ ポスター

埼玉県 富家病院 平石麻奈実 医師/歯科医師/事務/他 認知症ケア
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～

スライド

埼玉県 富家病院 宮崎弥重 リハビリテーション リハビリテーション 食事動作における握力の影響について スライド

埼玉県 富家病院 竹部祐子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 当院におけるＭＳＷの認知度　第２報　～アンケート調査を実施して～ ポスター

埼玉県 富家病院 井上恵美子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
長期気管切開におけるトラブルへの対処　～気管カニューレ固定ベル
トと痰キャッチャーを使用して～

ポスター
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

埼玉県 前田病院 網川里美 看護 療養環境 療養病床における福祉用具の効果 ポスター

千葉県 総泉病院 田中美也 薬剤/検査/放射線関係 薬剤 全看護師アンケートを実施して スライド

千葉県 総泉病院 押尾秀美 栄養関係 栄養 ＮＳＴ導入における問題点 ポスター

千葉県 総泉病院 宮木由貴子 看護 口腔･摂食 口腔ケアに歯科衛生士の協力を得て　効果を調査 ポスター

千葉県 総泉病院 日向雅史 介護 認知症ケア 高齢認知症の方々への森林療法の試み　～地域への展開～ ポスター

千葉県 総泉病院 坂入郁衣 リハビリテーション リハビリテーション シーティング後の上肢活動における圧分散の変化 ポスター

千葉県 初富保健病院 鮫島俊弘 リハビリテーション リハビリテーション 入院期間と動作レベルの関連について ポスター

千葉県 富家千葉病院 勝亦雅美 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
「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

スライド

千葉県 富家千葉病院 吉野広美 看護 口腔･摂食
口腔内乾燥の軽減をめざして　～水道水だけで本当にきれいになる
の？？～

ポスター

千葉県 富家千葉病院 森本文子 介護 レクリエーション
笑って！うたって！元気体操！！　～療養型病院におけるレクの効果
～

ポスター

千葉県 いけだ病院 目黒直美 看護 褥瘡 褥瘡改善･予防における軟便パットの有用性 スライド

東京都 日本療養病床協会 都築尚子 栄養関係 栄養 栄養ケア･マネジメントに関する実態調査の報告 ポスター

東京都 小平中央リハビリテーション病院 片山昌平 看護 チームアプローチ
回復期リハビリテーション病棟におけるクリニカル･パス　－患者個別
対応型クリニカル･パス－

ポスター

東京都 小平中央リハビリテーション病院 淺野　愛 リハビリテーション リハビリテーション ＡＤＬを考える　～病棟スタッフとの共通認識を目指して～ ポスター

東京都 青梅慶友病院 大野映子 看護 運営･管理 看護体制の見直し　－固定チームナーシング導入の効果－ スライド

東京都 青梅慶友病院 橋田裕美 リハビリテーション 嚥下
当院における増粘剤の使用に関する取り組み　－嗜好性を重視した
使用方法－

ポスター

東京都 青梅慶友病院 齋藤利恵 リハビリテーション 認知症ケア
認知症患者様が心を開くことのできる環境作りを試みて　～主として音
の観点から～

ポスター

東京都 新天本病院 小林　麗 リハビリテーション リハビリテーション 自立心をひき出すグループ活用の試み ポスター

東京都 新天本病院 上野邦子 看護 医療
皮膚障害をくり返すストマケアを通して　－陥没型ストマのケアの実際
－

ポスター

東京都 新天本病院 山本　仁 介護 運営･管理
新天本方式（療養型）介護教育プラン　－効果的な後輩育成のために
－

ポスター

東京都 新天本病院 中村美貴子 看護 ケアプラン
新天本方式（療養型）ポジティブケアプラン　～チームで理解できる
病態生理を活用して～

ポスター

東京都 新天本病院 塩田智子 介護 認知症ケア 職員の意識改革をめざして　～患者様との対応を振り返って～ ポスター

東京都 上川病院 松原佳代 リハビリテーション リハビリテーション 認知症患者に対しての集団活動の意義と具体的試み ビデオ
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

東京都 上川病院 苅部友子 介護 嚥下
おいしい　いっぱい
むせやすい患者さんの経口摂取について考える

ポスター

東京都 三愛病院 鈴木美枝子 看護 チームアプローチ 対応困難な患者のＱＯＬ向上を通しての学び ポスター

東京都 三愛病院 山本匡彦 リハビリテーション リハビリテーション 橋出血による重度運動失調症例の慢性期における食事動作の改善 ポスター

東京都 三愛病院 石田秀典 リハビリテーション リハビリテーション
外傷性頚髄症による不全四肢麻痺症例の慢性期における食事動作
の改善

ポスター

東京都 救世軍ブース記念病院 村上友貴子 介護 チームアプローチ 「グループ回想法」の試み　－高齢者の心の活性化をめざして－ スライド

東京都 信愛病院 原田恵美 看護 排泄ケア
膀胱留置カテーテルの抜去を目指して　－褥瘡を併発している患者様
を通して－

ポスター

東京都 信愛病院 三上彩子 リハビリテーション リハビリテーション
当院療養型病棟におけるリハビリテーションの検討　－リハビリテー
ション意識調査の結果から－

ポスター

東京都 信愛病院 榎本幸子 看護 療養環境 睡眠障害を持つ患者様への取り組み ポスター

東京都 信愛病院 福田美穂 リハビリテーション リハビリテーション
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か
かわり－

ビデオ

東京都 永生病院 山下小百合 看護 運営･管理 療養病床における医療区分の推移と課題 ポスター

東京都 永生病院 富岡　香 薬剤/検査/放射線関係 薬剤 当院における持参薬管理 スライド

東京都 永生病院 山浦賢一 リハビリテーション リハビリテーション 療養病棟におけるＦＩＭを用いた入院患者の転帰について ポスター

東京都 永生病院 山本　徹 リハビリテーション リハビリテーション 療養病床におけるコミュニケーションエイドを用いたＳＴの試み ポスター

東京都 永生病院 田中譲 医師/歯科医師/事務/他 医療 当院の療養病床における医療の質と満足度の向上 スライド

東京都 永生病院 佐竹ケイ子 薬剤/検査/放射線関係 運営･管理
当院におけるＣＩ（臨床指標）の選択と活用　～患者満足度･口腔ケア
評価結果他から見える事～

スライド

東京都 永生病院 阿部弘由巳 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 ご利用者の満足度向上の取り組み ポスター

東京都 竹川病院 中村隆之 介護 安全対策 表皮剥離の事例を通して介護技術について考える（仮） ポスター

東京都 竹川病院 土屋洋二 リハビリテーション リハビリテーション
制度上の維持期にある患者の回復に伴う諸問題（一特殊公務員の回
復事例を通して）

ポスター

東京都 陵北病院 橋本由里子 看護 口腔･摂食 口腔マッサージを試みて　～パンダの宝物～ スライド

東京都 陵北病院 篠原麻里 介護 レクリエーション
病棟のレクリエーション活動の可能性を考える　～ハンドベル演奏を
取り入れて～

スライド

東京都 陵北病院 渡部智子 介護 医療 音楽療法を試みて　～不定愁訴のある患者様への取り組み～ ポスター

東京都 陵北病院 佐藤政一 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 当院における転院事由及び病病連携　～医療相談室の関わり～ ポスター

東京都 東京多摩病院 原田路子 看護 抑制 当院における抑制解除への取り組み　～応接ソファーを利用して～ ポスター
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

東京都 小豆沢病院 石井恵美子 介護 運営･管理 当法人における介護士育成について ポスター

神奈川県 鶴巻温泉病院 舟山涼子 看護 ターミナルケア
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－

スライド

神奈川県 鶴巻温泉病院 原千夏子 看護 抑制
事例検討、拘束をしないケアを目指して　～車椅子用安全ベルトを外
す取り組み～

スライド

神奈川県 湘南長寿園病院 三嶋康子 看護 褥瘡 褥瘡対策委員会４年間の活動結果評価と今後の課題 スライド

神奈川県 湘南長寿園病院 山下美智子 栄養関係 栄養
長期療養型医療施設における経腸栄養患者の栄養ケアマネジメント
について

ポスター

新潟県 三条東病院 皆川尚久 リハビリテーション 療養環境 自助具により、テレビのリモコン操作が可能となった一症例 ポスター

富山県 光ケ丘病院 藤田健志 介護 口腔･摂食
状態に応じた口腔ケアの共通理解を図る　～口腔ケアの個別化への
取り組み～

ポスター

富山県 光ケ丘病院 酒井弘美 リハビリテーション リハビリテーション
関節運動制限や褥瘡予備群高齢者に対する近紫外線･可視光･近赤
外線照射の有用性

ポスター

富山県 流杉病院 大森みどり 看護 在宅ケア･コミュニティケア 在宅へ向けての援助　－外泊の実際を通して－ スライド

富山県 砺波サンシャイン病院 安念由紀子 看護 入浴･清潔 終末期及び上肢の関節拘縮がある患者の病衣の研究 スライド

富山県 砺波サンシャイン病院 浅野静子 看護 療養環境 冷え症患者様への保温･保湿対策　～アルミシートを利用して～ ポスター

富山県 ふくの若葉病院 長井越子 看護 口腔･摂食 胃瘻から経口摂取能力回復へ　－８例の検討－ スライド

富山県 ふくの若葉病院 上田葵子 看護 排泄ケア
要介護度に応じた高齢者オストメイトのストーマ装具の選択とケアの
検討

スライド

石川県 二ツ屋病院 東　津矢子 看護 予防 お茶パックを用いた胃瘻周囲炎抑制への試み ポスター

石川県 二ツ屋病院 金　昌基 医師/歯科医師/事務/他 予防 嚥下性肺炎に半夏厚朴湯の投与を試みて ポスター

石川県 恵寿鳩ヶ丘病院 池田征弘 薬剤/検査/放射線関係 安全対策
当院におけるチューブトラブルの集計と解析　～ひやりはっと・アクシ
デントレポートから～

スライド

石川県 恵寿鳩ヶ丘病院 岡田亮一 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 当院における入退院の特徴とMSWの課題 スライド

石川県 恵寿鳩ヶ丘病院 生垣茂 医師/歯科医師/事務/他 機能評価 療養病床再編成時における病院機能評価再受審の意義 ビデオ

石川県 恵寿鳩ヶ丘病院 小谷弘子 看護 在宅ケア･コミュニティケア 終の住処型療養病院におけるコミュニケーションノートの活用 ポスター

石川県 芳珠記念病院 須貝美夏 介護 抑制 抑制廃止の効果 スライド

石川県 城北病院 松本裕和 介護 療養環境 院内の清潔に向けて ポスター

福井県 福井リハビリテーション病院 竹下季和 栄養関係 栄養 高齢者における栄養サポートチームの関わり ポスター

福井県 福井リハビリテーション病院 田辺久恵 リハビリテーション リハビリテーション 長期入院から在宅復帰へ ポスター
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

福井県 福井リハビリテーション病院 増澤和美 看護 排泄ケア 胃瘻造設患者の排便調整　薬剤効果を考慮した下剤投与を試みて ポスター

福井県 福井リハビリテーション病院 森川友加里 リハビリテーション リハビリテーション
長期入院高齢者に対するＯＴ　～精神活動面の向上を目指し、園芸を
試みて～

ポスター

山梨県 恵信甲府病院 有井晃代 看護 口腔･摂食 口腔ケアーの現状と今後の課題 スライド

山梨県 恵信甲府病院 中村由喜 薬剤/検査/放射線関係 薬剤 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～ スライド

長野県 リハビリテーションセンター鹿教湯病院 西島　博 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 鹿教湯病院病棟転換の歩み スライド

長野県 リハビリテーションセンター鹿教湯病院 宮下扶美子 介護 レクリエーション
委員会による行事レクリエーションの提供　～クリスマスレクリエーショ
ンの効果の検証とコスト削減をめざして～

ポスター

長野県 上條記念病院 前田邦子 看護 医療 療養病床におけるＭＲＳＡ感染対策に対する業務改善の取り組み スライド

長野県 上條記念病院 野牧正稔 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 療養病床への入院希望者の動向と課題 ポスター

岐阜県 愛生病院 高木具爾子 栄養関係 栄養 個別栄養ケア　－経腸栄養患者の栄養管理は1kcal/mlで適切か？－ スライド

岐阜県 高山厚生病院 林　伸幸 リハビリテーション リハビリテーション 園芸療法を取り入れたリハビリテーションについて スライド

岐阜県 高山厚生病院 松井ひろみ 看護 療養環境 おむつ交換後の便臭に対する重曹スプレーの消臭効果 スライド

静岡県 湖東病院 大石征寛 介護 口腔･摂食 通所リハビリにおける口腔機能向上に対する取り組み スライド

静岡県 湖東病院 小林尚子 看護 療養環境 これでいいですか？私の言葉 スライド

静岡県 和恵会記念病院 阿部邦彦 リハビリテーション チームアプローチ
院内研修「座位姿勢の改善を目指して」を行って　～ｏｆｆ－ｊｔでの試み
と、アンケートからわかったこと～

ポスター

静岡県 和恵会記念病院 鈴木華菜子 看護 口腔･摂食
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～

スライド

静岡県 和恵会記念病院 木下貴恵 介護 排泄ケア 重度の認知症患者様における安全で快適なトイレ誘導の一考察 スライド

静岡県 すずかけ病院 須山淳一 看護 ケアプラン ケアプランシステムを変更して見えてきた事 スライド

静岡県 すずかけ病院 金原奈央 介護 療養環境 体の下のバスタオルは必要か？ スライド

静岡県 湖山病院 佐野美千子 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 接遇サーベランスによる職員の意識変革 スライド

静岡県 御殿場高原病院 楢木博之 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
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～

スライド

静岡県 天竜すずかけ病院 古田弘美 介護 認知症ケア 笑顔で集う病棟デイ　～共に作る居心地のよい環境～ スライド

静岡県 天竜すずかけ病院 石塚順子 看護 予防 チーム医療で作る、日常の体位の工夫　～排痰の促しを通して～ スライド

静岡県 新富士病院 保坂真吾 看護 予防
ギャッジアップの角度差で経管栄養中の嘔吐による誤嚥は予防できる
か

ポスター
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静岡県 熱川温泉病院 杉崎郁美 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 療養病床におけるソーシャルワーカーの役割 ポスター

静岡県 熱川温泉病院 前田幸恵 看護 認知症ケア 認知症患者様の化粧療法を試みて スライド

静岡県 熱川温泉病院 猪股由香 介護 療養環境 音楽導入による病棟内環境の変化 スライド

静岡県 山の上病院 小林朋未 リハビリテーション リハビリテーション 絵画導入により変化のみられた一症例　～個展への道～ スライド

静岡県 きせがわ病院 鈴木華緒理 医師/歯科医師/事務/他 チームアプローチ 足のむくみ･疼痛を改善するアプローチ　～リフレクソロジーの効果～ ポスター

静岡県 きせがわ病院 田村みどり 介護 排泄ケア 排泄ケアの見直し　～おむつカードをきっかけに変わったこと～ ポスター

静岡県 磐田すずかけ病院 西村英利 介護 レクリエーション さあ　秋祭りへ　Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ！ ポスター

静岡県 富士小山病院 勝又玉枝 介護 療養環境 居室内の加湿への取り組み　冬期の快適湿度を目指して ポスター

愛知県 名南ふれあい病院 高橋あや子 看護 ターミナルケア 療養病床におけるターミナルケアについて（アンケートのまとめから） ポスター

愛知県 尾洲病院 小木有紀子 看護 栄養 「経管栄養剤の固形化を試みて」　～成功した点と残された課題～ ポスター

愛知県 刈谷豊田総合病院東分院 小田純子 看護 口腔･摂食 口腔ケアにおける使用液の検討 ポスター

愛知県 刈谷豊田総合病院東分院 深川淳子 介護 入浴･清潔
高齢者のスキントラブルゼロをめざした取り組み　～スタッフの意識改
革～

ポスター

愛知県 豊田地域医療センター 富永孝枝 リハビリテーション リハビリテーション 「車椅子に乗りたい！」を叶えたい　－起立性低血圧の症例－ ポスター

三重県 長島中央病院 会田昌美 介護 チームアプローチ 知的障害のある患者さまの自立を目指して ポスター

三重県 長島中央病院 田中理恵 看護 入浴･清潔 個室管理と個浴に関する意識調査 ポスター

三重県 長島中央病院 石崎さち 介護 排泄ケア 小さな工夫で大きな効果へ ポスター

三重県 花の丘病院 岩崎千尋 リハビリテーション リハビリテーション 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～ スライド

滋賀県 青葉病院 坂田健一 介護 嚥下 失語症患者に対してのアプローチ方法 スライド

滋賀県 青葉病院 松下雄一 介護 認知症ケア 認知症患者の心理 スライド

京都府 大原記念病院 若林宣之 リハビリテーション リハビリテーション 利用者に優しい装具　～普通の装具を見直して～（第１報） スライド

京都府 大原記念病院 西村美世子 介護 入浴･清潔 どうしてこんなに足の皮膚トラブルが多いのか ポスター

京都府 大原記念病院 谷口俊規 介護 排泄ケア
業務改善に向けての取り組み　～オムツの使用方法の見直しを通し
て～

ポスター

京都府 大原記念病院 松崎里美 看護 療養環境 オルゴールが手術を受ける患者様の心理状況に与える影響 ポスター
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京都府 亀岡病院 小畠慶子 介護 抑制 顔のかき傷の予防　～手袋の工夫を試みて～ スライド

京都府 嵯峨野病院 西村美智 看護 チームアプローチ 外出実現の為の自宅訪問を試みて スライド

京都府 嵯峨野病院 松林まゆみ 介護 認知症ケア 問題行動のある高齢者の方へのベストケア スライド

京都府 嵯峨野病院 疋田久美子 栄養関係 栄養 介護療養病床における栄養ケアマネジメントの効果 ポスター

京都府 嵯峨野病院 志賀由美 医師/歯科医師/事務/他 口腔･摂食 療養病床における歯科衛生士のかかわり ポスター

京都府 嵯峨野病院 能登原寛子 看護 チームアプローチ 要介護度５の患者と家族へのかかわり　～連絡カードを使用して～ ポスター

京都府 嵯峨野病院 金井泰子 リハビリテーション チームアプローチ 長期入院患者のＱＯＬ向上に向けた外出援助 ポスター

京都府 嵯峨野病院 山岸ゆかり 薬剤/検査/放射線関係 薬剤 院内における点眼薬の使用状況 ポスター

京都府 京都南西病院 中﨑繁明 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 病院５S導入の試み スライド

京都府 京都南西病院 能田寛子 リハビリテーション リハビリテーション 車椅子座位姿勢の工夫による改善 スライド

京都府 京都南西病院 井上夫佐子 介護 口腔･摂食 もう一度食べる楽しさを求めて　～患者様の表情が変った～ ポスター

京都府 京都南西病院 足立京子 医療ソーシャルワーカー 在宅ケア･コミュニティケア 地域住民を対象とした健康祭りをとおしてのコミュニティケアについて ポスター

京都府 京都南西病院 青木ヨシ子 介護 在宅ケア･コミュニティケア 教えて下さった自立支援 ポスター

京都府 京都南西病院 西村理志 医師/歯科医師/事務/他 デイケア 通所リハビリテーションにおける口腔ケアの取り組み ポスター

京都府 京都南西病院 辻　香菜子 リハビリテーション リハビリテーション 当院における言語聴覚士の役割 ポスター

京都府 なごみの里病院 笹川諭子 栄養関係 栄養 当院における栄養ケアマネジメント ポスター

京都府 久野病院 濱口浩輝 介護 排泄ケア
尿失禁をなくす　～スタッフの取り組みにより見えてきた結果と今後の
課題～

スライド

京都府 久野病院 木村貴子 看護 排泄ケア 自然排便を目指して　～代替療法を試みて～ ポスター

京都府 京都きづ川病院 山本富美代 看護 チームアプローチ 退院調整におけるチームアプローチ　～医療から介護へ～ スライド

京都府 北山病院 藤澤豊 介護 抑制
いずみ病棟における身体拘束廃止（車椅子ベルト）についての取り組
み　～車椅子からのズレ落ちが激しい患者様へのケアおよび対策～

ポスター

京都府 北山病院 五島朋也 看護 療養環境 意識改革からの消臭対策 ポスター

京都府 第二久野病院 小谷悦子 介護 栄養 体重測定の意味と測定方法の統一を試みて ポスター

京都府 第二久野病院 吉田佳奈子 看護 入浴･清潔 薬に頼らないスキンケア　～果実酢による皮膚トラブルへの効果～ ポスター
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

京都府 第二久野病院 平井浩二 看護 認知症ケア
脳内トレーニングと簡易知能評価スケールの関連性　－脳力をトレー
ニングする事により簡易痴能評価スケールがどのように変化するかを
試みる－

ポスター

京都府 第二久野病院 船床暢子 介護 排泄ケア おむつはずしの第一歩　～ポータブルトイレで排便をこころみる～ ポスター

京都府 長岡病院 青戸享子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 認知症療養病棟の現状と課題　～ＰＳＷの視点から～ スライド

京都府 長岡病院 丹上幸子 看護 リハビリテーション
思い出話しがもたらす効果　～グループ回想法で利用者の変化から
見えたもの～

スライド

京都府 長岡病院 萬谷拓也 リハビリテーション リハビリテーション 高齢者に対する音楽グループ報告 ポスター

大阪府 日野病院 田中典子 看護 機能評価
病院機能評価受審に向けての記録の改善　～ＰＯＳ及び看護診断に
基づく標準看護計画の導入と監査システムの構築～

ポスター

大阪府 わかくさ竜間リハビリテーション病院 伊藤美季子 医師/歯科医師/事務/他 口腔･摂食
わかくさ竜間リハビリテーション病院における摂食･咀嚼･嚥下障害の
改善を目的とした口腔機能療法について　第１報　脳血管障害におけ
る機能的口腔機能障害への口腔機能療法について

ポスター

大阪府 わかくさ竜間リハビリテーション病院 兼田佳苗 医師/歯科医師/事務/他 口腔･摂食
わかくさ竜間リハビリテーション病院における摂食･咀嚼･嚥下障害の
改善を目的とした口腔機能療法について　第２報　舌癌術後における
器質的口腔機能障害への口腔機能療法について

ポスター

大阪府 帝塚山病院 川本敏江 看護 ターミナルケア ターミナルケアへの取り組み ポスター

大阪府 新仁会病院 川添福美 介護 認知症ケア 認知症患者様の排泄　＝援助を通して人権と尊厳を考える＝ スライド

大阪府 新仁会病院 山中美子 看護 リハビリテーション 残存機能を生かしＱＯＬの向上を目指す スライド

大阪府 松谷病院 松谷之義 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 健康増進施設（医療第42条施設）メディカルフィットネスジムを開設して スライド

大阪府 松谷病院 川北友之 リハビリテーション リハビリテーション 訪問リハビリテーションにおける問題点のとらえ方 スライド

大阪府 松谷病院 山崎好美 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 長期入院患者へのアプローチ ポスター

大阪府 松谷病院 白倉由貴子 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 未収金回収への取り組み ポスター

大阪府 松谷病院 水野雅代 看護 口腔･摂食 ”食べること”を継続させるために見つめ直したこと ポスター

大阪府 みと中央病院 米満　寛 リハビリテーション リハビリテーション 慢性期病院における病棟ＡＤＬ訓練の試み スライド

大阪府 みと中央病院 山田容子 医師/歯科医師/事務/他 療養環境 患者満足度調査による病院づくり スライド

大阪府 みと中央病院 佐々木佳奈 リハビリテーション 口腔･摂食
口腔ケアに用いる洗浄剤の種類と食事量　－おいしく食べるための口
腔ケア－

ポスター

大阪府 泉佐野優人会病院 中島真樹 看護 運営･管理
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－

スライド

大阪府 泉佐野優人会病院 二杉美穂 リハビリテーション 口腔･摂食 経口摂取移行へのタイミングについての検討 スライド
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

大阪府 豊中平成病院 谷　雅代 薬剤/検査/放射線関係 医療 パスマニュアルについて スライド

大阪府 豊中平成病院 田中基之 介護 デイケア デイケアにおける運動器リハビリと体重軽減の試み スライド

大阪府 豊中平成病院 山口友喜 栄養関係 栄養 栄養管理におけるＰＥＧペースト食の有効性 ポスター

兵庫県 尼崎中央病院 酒井京子 看護 運営･管理
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

スライド

兵庫県 南淡路病院 藤江宏子 看護 口腔･摂食 酢水による口腔清拭の効果 スライド

兵庫県 南淡路病院 長井秀和 医療ソーシャルワーカー 認知症ケア 学習療法による認知症アプローチ スライド

兵庫県 東浦平成病院 濱部典子 リハビリテーション 安全対策
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～

スライド

兵庫県 東浦平成病院 横山直人 介護 食事サービス
デイ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～

スライド

兵庫県 東浦平成病院 森　良子 薬剤/検査/放射線関係 栄養 胃瘻造設への取り組みとその評価　－入院患者統計の視点から－ ポスター

兵庫県 東浦平成病院 下土居俊樹 リハビリテーション 在宅ケア･コミュニティケア
在宅に向けたアプローチシート　～経験年数によるセラピストの志向
の変化～

ポスター

兵庫県 平成病院 土屋雅雄 看護 安全対策
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
～

スライド

兵庫県 平成病院 寺谷明正 リハビリテーション リハビリテーション 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～ スライド

兵庫県 淡路かおりの丘病院 河上明世 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 小病院のＭＳＷ活動について　－立ち上げから活動までの軌跡－ スライド

兵庫県 淡路かおりの丘病院 地白昌史 看護 機能評価 小病院の病院機能評価受審　－体験談を中心に－ スライド

兵庫県 宮地病院 高橋小津恵 看護 チームアプローチ 離床働きかけ時間を増やす　～日中の床上時間を減らす～ スライド

奈良県 秋津鴻池病院 金山　剛 リハビリテーション リハビリテーション
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

スライド

奈良県 秋津鴻池病院 柴田　環 栄養関係 嚥下 当院における嚥下訓練食、嚥下食への取り組み ポスター

奈良県 秋津鴻池病院 日髙美穂 看護 ターミナルケア デスカンファレンスを振り返って　～高齢者のターミナルケアの課題～ ポスター

奈良県 秋津鴻池病院 久保裕子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 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～ スライド

奈良県 秋津鴻池病院 川西隆行 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク ワーカーのお仕事２　～診療報酬改定を迎えて～ ポスター

奈良県 奈良東病院 川口尚良 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク ふれあいの里総合相談窓口の歩みと今後の課題 ポスター

奈良県 奈良東病院 松野治朗 介護 チームアプローチ
長期臥床患者のコミュニケーションの改善を試みて　－心と身体のふ
れあい－

ポスター

奈良県 奈良厚生会病院 納　美由紀 看護 口腔･摂食 長期臥床患者の唾液分泌量の実態　－ドライマウスを防げ－ スライド
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

奈良県 奈良厚生会病院 田中千重子 介護 療養環境 心の拘束と生活リズム　～やっぱり日本人は畳だね～ スライド

奈良県 奈良春日病院 山出哲史 医師/歯科医師/事務/他 機能評価 やってよかった！！病院機能評価 ポスター

奈良県 奈良春日病院 下谷喜代美 看護 予防 安全･安楽なポジショニングクッションの作成 ポスター

奈良県 平成記念病院 竹川泰子 看護 安全対策
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

スライド

鳥取県 広江病院 谷田和美 看護 褥瘡 低栄養患者への褥瘡ケア ポスター

鳥取県 広江病院 清水美里 介護 療養環境 快適な匂い空間を目指して ポスター

島根県 松江生協リハビリテーション病院 松崎美奈子 介護 排泄ケア 排便サポートに取り組んで スライド

島根県 松江生協リハビリテーション病院 坂本圭子 看護 運営･管理 利用者の声を伺う「お茶会」を通じた職員教育の試み ポスター

島根県 鹿島病院 角橋　康 薬剤/検査/放射線関係 薬剤 簡易懸濁法の導入と活用 ポスター

島根県 鹿島病院 野田以登子 薬剤/検査/放射線関係 栄養
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

スライド

島根県 鹿島病院 戸田美加 看護 栄養
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

スライド

島根県 鹿島病院 中橋陽子 栄養関係 栄養
寒天３部作、その１）当院の寒天による固形化栄養剤（寒天食）の調理
法及びその物性は適切か

ポスター

島根県 安来第一病院 南波加代子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク
認知症疾患型介護療養病棟におけるソーシャルワーカーの役割　～
病棟所属ワーカーだからできること～

ポスター

島根県 安来第一病院 新　美穂 介護 口腔･摂食
口腔保清から摂食･嚥下機能の向上を目指したケアの取り組みの報
告

ポスター

島根県 安来第一病院 岡　直美 リハビリテーション リハビリテーション 食事動作向上への取り組み　～自力摂取を目指して～ スライド

島根県 安来第一病院 種田恵子 リハビリテーション リハビリテーション できる活動を、している活動へ！！　～病棟ＰＴとして、できること～ ポスター

岡山県 柴田病院 尾塚敬子 看護 栄養 経腸栄養剤の半固形化を試み改善した症例報告 スライド

岡山県 柴田病院 端場浩己 介護 口腔･摂食 色付き茶碗を試み高齢者の食への変化を探る スライド

岡山県 柴田病院 清水梨絵 医療ソーシャルワーカー レクリエーション 病院行事への参加と生きがい感の変化について ポスター

岡山県 玉島病院 桑本礼子 看護 褥瘡 難治性の褥瘡に対する陰圧療法の効果 ポスター

広島県 ナカムラ病院 鍋岡未央 医師/歯科医師/事務/他 運営･管理 当院の患者未収金回収システムについて スライド

広島県 ナカムラ病院 木本悠香 医療ソーシャルワーカー 療養環境 より良い療養生活を送るために　～満足度調査を通して～ スライド

広島県 ナカムラ病院 野田勝美 介護 口腔･摂食 患者様にとっての食事介助とは？体験学習を通して。 ポスター
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

広島県 ナカムラ病院 木村賢司 介護 レクリエーション ～まあ　どったんね～　動物との関わりを通して ポスター

広島県 三次病院 横山　恵 看護 口腔･摂食 経口摂取を維持するために　－口腔ケアの充実から－ ポスター

広島県 三次病院 中田美佐子 介護 予防 高齢者の下肢浮腫の軽減を試みて ポスター

広島県 住吉浜病院 松﨑昌代 看護 褥瘡 褥瘡対策への取り組み　スタッフの褥瘡に対する意識の変化 ポスター

広島県 呉記念病院 奥本智子 リハビリテーション リハビリテーション 病棟内歩行に向けてのチームアプローチ　転倒事故をきっかけに ポスター

山口県 光風園病院 飴野一行 看護 褥瘡 褥瘡撲滅委員会７年間の取り組み スライド

山口県 光風園病院 西田ゆか 看護 ターミナルケア
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～

スライド

山口県 光風園病院 岡本　朱 リハビリテーション リハビリテーション
地域向けリハビリテーション教室を開催して　～地域の方々の反応と、
私達が学んだ事～

ポスター

山口県 武久病院 元谷悦子 看護 嚥下 半固形化栄養の導入を試みての症例報告 スライド

山口県 湯野温泉病院 篠原　萌 リハビリテーション 口腔･摂食 摂食･嚥下リハビリテーションにおけるチームアプローチの効果 スライド

山口県 山口平成病院 品川和子 看護 口腔･摂食 「摂食拒否へのアプローチ」生きる喜びを見い出して･･･ スライド

山口県 山口平成病院 深石裕紀 リハビリテーション 療養環境 利用者によりよく関わるために　－身体領域の考え方－ スライド

山口県 山口平成病院 渡辺智子 リハビリテーション 口腔･摂食 口腔乾燥の改善を試みて ポスター

徳島県 博愛記念病院 宮崎彰子 薬剤/検査/放射線関係 医療 ＰＥＧ造設前投薬パス変更による術部位感染の抑制効果 スライド

徳島県 博愛記念病院 山本美代子 看護 医療 電子カルテを用いた医療度分類評価システムの構築 スライド

徳島県 博愛記念病院 今富裕之 リハビリテーション リハビリテーション 在宅ケアにおける地域連携の重要性とＡＤＬ能力の相関 ポスター

徳島県 鳴門山上病院 岸　雅代 栄養関係 嚥下
経口摂取向上への取り組み　～経管から経口摂取への栄養士の関わ
り～

ポスター

徳島県 鳴門山上病院 高井美佐 看護 褥瘡 褥瘡ゼロをめざして　－職員の意識も変えたラップ療法－ ポスター

徳島県 鳴門山上病院 上田久美 介護 褥瘡 効果的な体位変換をめざしたクッションの工夫 ポスター

徳島県 鳴門山上病院 時本伸江 リハビリテーション 褥瘡
患者様の立場からみたポジショニング　～職員によるシュミレーション
結果を通して～

ポスター

徳島県 鳴門山上病院 鍋島美由紀 看護 排泄ケア
排泄　自立への取り組み　－回復期リハビリ病棟から維持期への継続
を目指して－

ポスター

徳島県 鳴門山上病院 敷島弥生 薬剤/検査/放射線関係 薬剤
いかにして薬を服用していただくか　ｐａｒｔ２　－頸部聴診法による服薬
補助剤の評価－

ポスター

香川県 橋本病院 佐々木直美 リハビリテーション デイケア
デイケアセンターからリハビリテーションセンターへ　～当センターの取
り組み～

スライド
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都道府県名 所属 発表者氏名 発表者職種 発表内容 タイトル 発表方法

香川県 橋本病院 濱脇大祐 リハビリテーション リハビリテーション 当院回復期リハビリテーション病棟におけるＡＤＬ訓練の実際 スライド

香川県 橋本病院 前田洋子 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 家族参加型カンファレンスの現状 ポスター

香川県 橋本病院 鈴木由香 看護 チームアプローチ 一般病棟で認知症患者に対するチームアプローチ ポスター

香川県 橋本病院 花畑小百合 介護 認知症ケア デイユニットでの試み ポスター

香川県 橋本病院 山下敬子 介護 療養環境 居酒屋「再起」オープンしました ポスター

愛媛県 西条愛寿会病院 奥平愛子 医師/歯科医師/事務/他 口腔･摂食 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～ スライド

愛媛県 西条愛寿会病院 渡辺千穂 看護 排泄ケア アセスメント法を用いたおむつはずしの取り組み スライド

愛媛県 西条愛寿会病院 真鍋　学 介護 レクリエーション 楽しみを目的としたレクリエーション ポスター

愛媛県 福角病院 寺尾文恵 介護 排泄ケア 下剤の辛さを訴えられない利用者の排便ケアへの挑戦 ポスター

愛媛県 松山リハビリテーション病院 池内民江 看護 医療 腹臥位療法導入の試み スライド

高知県 上町病院 石村康晋 看護 入浴･清潔 フットケアに取り組んで ポスター

高知県 筒井病院 小野川則明 看護 嚥下 経管栄養から経口移行への取り組み ポスター

福岡県 水城病院 安村　妙 リハビリテーション リハビリテーション
療養病床のリハビリテーションに患者様やご家族が望まれること　～
当院におけるアンケート結果から

スライド

福岡県 水城病院 甲斐宣子 薬剤/検査/放射線関係 安全対策 栄養点滴セット交換頻度の検討 ポスター

福岡県 水城病院 秋光留美 介護 認知症ケア グループケアを取り入れて ポスター

福岡県 原土井病院 中島砂恵子 看護 レクリエーション
スタッフのレクレーションへのモチベーション向上を目指して　～プレイ
ケアを試みて～

ポスター

福岡県 北九州湯川病院 佐藤ひとみ 看護 安全対策
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～

スライド

福岡県 北九州古賀病院 宇佐崎美由紀 介護 リハビリテーション 病棟でしている下肢筋力トレーニングの効果について ポスター

福岡県 北九州八幡東病院 前川英子 介護 レクリエーション 余暇活動歴を用いたレクリエーション援助の試み スライド

福岡県 北九州八幡東病院 中原真奈美 看護 リハビリテーション ポジショニング徹底への取り組み ポスター

福岡県 香椎原病院 藤田秀美 看護 安全対策 ハリーコール体制を取り入れて　－ダミーコールを行って得たこと－ ポスター

福岡県 高良台病院 西田亮子 看護 安全対策 注射業務のなかに潜むリスクの分析 ポスター

福岡県 高良台病院 梅野由紀子 看護 在宅ケア･コミュニティケア 訪問看護における服薬ケアの実際と今後の課題 ポスター
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福岡県 北九州安部山公園病院 平山一成 看護 褥瘡 褥瘡「ゼロ」を目指して　～チーム医療の挑戦～ スライド

福岡県 北九州津屋崎病院 久保田明美 介護 チームアプローチ
「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～」

スライド

福岡県 京町病院 森脇由香 介護 排泄ケア ＴＨＥ排泄 スライド

福岡県 京町病院 中川大輔 介護 予防 表皮剥離予防に向けての取り組み スライド

佐賀県 宇都宮病院 渕上留美子 看護 チームアプローチ ケアプランに沿った記録への取り組み ポスター

佐賀県 宇都宮病院 袈裟丸美幸 リハビリテーション リハビリテーション ユニットケアと病棟リハをはじめて ポスター

長崎県 中澤病院 久保賢吾 看護 褥瘡 褥瘡を治したいっ！　～ラップ療法を通して～ スライド

長崎県 中澤病院 宮崎邦子 介護 入浴･清潔 手掌のスキントラブル改善を試みて スライド

長崎県 長崎みどり病院 出口妙子 看護 栄養
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～

スライド

長崎県 長崎みどり病院 杉尾真弓 介護 排泄ケア 当院における尿汚染防止への取り組み　～尿汚染ゼロを目指して～ スライド

長崎県 燿光病院 池田　薫 リハビリテーション チームアプローチ
当院における患者擬似体験の取り組み　～経鼻経胃管栄養を体験し
て～

ポスター

長崎県 燿光病院 田中久美子 看護 予防 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～ スライド

長崎県 燿光病院 川内貴美子 介護 レクリエーション 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～ スライド

熊本県 阿蘇温泉病院 松平直明 看護 運営･管理 電子カルテ導入に伴うオーダリングについて スライド

熊本県 阿蘇温泉病院 熊谷直美 看護 口腔･摂食 経管栄養へのアプローチ ビデオ

熊本県 青磁野リハビリテーション病院 北里秀徳 介護 排泄ケア 薬剤に頼らない排便コントロール ポスター

熊本県 くまもと温石病院 圓越広嗣 リハビリテーション リハビリテーション 『何でも食べたい』　～食べる楽しみ･誤嚥のリスク～ ビデオ

鹿児島県 博悠会温泉病院 名越さとみ 看護 口腔･摂食 口腔ケアへのアプローチ ポスター

鹿児島県 博悠会温泉病院 外西正博 リハビリテーション 予防 当院での地域予防教室への取り組みについて ポスター

鹿児島県 市比野記念病院 羽有春彦 医療ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーク 療養病床の再編成における地域連携相談室の役割 スライド

鹿児島県 立神リハビリテーション温泉病院 廻　茂樹 看護 チームアプローチ 摂食･嚥下委員会設立後の取り組み スライド

鹿児島県 高田病院 米盛貴文 介護 入浴･清潔 週三回入浴への取りくみについて スライド

沖縄県 北中城若松病院 山城朋子 介護 栄養
栄養補助ゼリーを主食に取り入れて　－体重増加･食事介助時の負担
軽減－

ポスター
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沖縄県 北中城若松病院 西村知子 リハビリテーション チームアプローチ 早期離床のその先は？　～亜急性期病棟での取り組み～ ポスター

沖縄県 北中城若松病院 読谷山清美 介護 チームアプローチ
特殊疾患療養病棟士（内科）における日常リハビリの取りくみ　－可動
域訓練を導入して－

ポスター

沖縄県 沖縄メディカル病院 國吉晃弘 介護 レクリエーション 音楽を取り入れたレクレーションを試みて スライド

沖縄県 沖縄メディカル病院 上原一志 リハビリテーション チームアプローチ 坐位姿勢についてのアンケート調査 ポスター

沖縄県 勝山病院 湧川　悟 介護 チームアプローチ 急性期患者様の在宅復帰へのチームアプローチ ポスター

沖縄県 勝山病院 山城太誉 リハビリテーション チームアプローチ 『落ちつく』場所へ　～ある１症例を通して～ ポスター

沖縄県 ちゅうざん病院 城間直樹 看護 療養環境
リハビリテーション専門病院における療養病床看護の役割　サブテー
マ：アンケート意識調査結果より

ポスター

沖縄県 大浜第二病院 宮城久美子 看護 チームアプローチ 退院指導の取り組み ポスター
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