
第70回国立病院総合医学会　　ベスト口演賞

番号 セッション名1 セッション名2 演題番号 氏名 所属機関1 演題名

O-01 口演1 筋ジス・神経難病-1 O-01-6 尾崎　太郎 NHO医王病院 HSPB1/HSP27遺伝子変異を伴う遠位型遺伝性運動ニューロパチーの診断後に多系統萎

縮症を発症した一例

O-02 口演2 筋ジス・神経難病-2 O-02-3 立石　貴之 国立精神・神経医療研究センター病院 Duchenne型筋ジストロフィー患者の側彎予防はいつから始めるべきか-階段昇降可能な一

症例を通して-

O-03 口演3 栄養・NST・褥瘡-1 O-03-3 吉川　亮平 NHO北陸病院 認知症外来初回受診者の栄養状態評価と認知機能との関連性

O-04 口演4 栄養・NST・褥瘡-2 O-04-7 森下　麻衣 NHO高松医療センター 献立作成基準・食種展開マップの作成～中国四国グループ内での様式統一を目指して～

O-05 口演5 リハビリテーション-1　　脳血管疾患 O-05-4 内海　恵 NHO仙台医療センター 当院における脳卒中急性期の摂食・嚥下障害とリハビリテーション介入

O-06 口演6 リハビリテーション-2　　神経筋疾患 O-06-4 杉本　幸洋 NHO宮城病院 膝関節振子テストを用いた痙縮と固縮の定量評価に関する検討

O-07 口演7 医療情報システム O-07-3 地藤　真弓 NHO四国こどもとおとなの医療センター 当院のWindows10化への取り組み

O-08 口演8 医療の質-1 O-08-4 園田　美樹 NHO熊本医療センター 医師事務作業補助者の現状評価と医師事務作業補助業務に対する医師の評価と要望

O-09 口演9 患者サービス・ボランティア・接遇 O-09-6 森　合音 NHO四国こどもとおとなの医療センター アートを窓口にしたドネーションの可能性

O-10 口演10 感染対策・ICT-1　　環境整備・手術部位感染 O-10-3 肥後　雅子 NHO熊本医療センター 放射線科における手指衛生遵守率の向上～アルコール手指消毒率向上を目指して～

O-11 口演11 認定看護師活動・人材育成 O-11-5 田平　佳苗 NHO熊本医療センター A病院における口腔ケアの充実に向けた取り組み

O-12 口演12 看護管理・業務・方式・体制-1　　看護方式・職務満足 O-12-4 西山　ひとみ NHO大阪医療センター A病院で勤務する子育て中の看護師が継続勤務できている要因

O-13 口演13 臨床工学－1　　機器管理 O-13-4 成田　龍一 国立がん研究センター中央病院 携帯型精密輸液ポンプが薬剤投与中に異常停止した事例

O-14 口演14 臨床工学－2　　機器管理・取り組み O-14-7 岩熊　秀樹 NHO別府医療センター 修理窓口一元化への取り組み

O-15 口演15 臨床工学－3　　血液浄化・呼吸 O-15-4 池宮　裕太 NHO大阪医療センター 高ミオグロビン血症に対するPMMA膜の可能性

O-16 口演16 内分泌・代謝性疾患-1　　糖尿病（治療） O-16-3 尾畑　千代美 NHO三重中央医療センター 当院における透析予防外来の効果について

O-17 口演17 救急・集中治療-1 O-17-5 菅野　寛子 NHO東京医療センター 当院救命救急センターにおける早期リハビリテーションの現状と課題

O-18 口演18 救急・集中治療-2 O-18-2 梶野　健太郎 NHO大阪医療センター 救急車による転院搬送についての検討（転院搬送おける救急車の適正利用について）

O-19 口演19 災害 O-19-1 河嶌　讓 NHO災害医療センター 東日本大震災時に活動したDMAT隊員の4年後の精神健康に関する縦断調査

O-20 口演20 終末期医療・緩和医療 O-20-1 松尾　敬子 NHO岡山医療センター 　頭頚部がん患者の潰瘍臭に対する口腔管理　　－緩和医療としての取り組みー

O-21 口演21 長寿医療 O-21-2 佐竹　昭介 国立長寿医療研究センター 基本チェックリスト総合点によるフレイル分類の有用性

O-22 口演22 クリティカルパス／在宅医療 O-22-5 井上　美智子 NHO南岡山医療センター 近隣の医療機関と協働した小児在宅医療の取り組み
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番号 セッション名1 セッション名2 演題番号 氏名 所属機関1 演題名

O-23 口演23 ソーシャルワークｰ1 O-23-1 二宮　陽子 NHO災害医療センター 多発性骨髄腫患者会の設立報告～ソーシャルワーカーが患者会に運営に関わる意義～

O-24 口演24 神経疾患一般 O-24-4 亀谷　剛 NHO山形病院 ステロイド抵抗性悪性腫瘍合併皮膚筋炎の治療について

O-25 口演25 医療安全-1　　分析・検討 O-25-6 白神　幸太郎 NHO京都医療センター 院内死亡症例の把握と原因分析－医療事故調査制度への取り組み

O-26 口演26 医療安全-2　　部門別 O-26-6 浅井　美穂子 NHO金沢医療センター 後期高齢者の転倒転落における入院時情報の有用性の検討

O-27 口演27 病院組織、経営・管理-1 O-27-4 増元　光希 NHO都城医療センター 特定保険医療材料の請求漏れ「ゼロ」に向けての取組み

O-28 口演28 病院組織、経営・管理-2 O-28-3 床嶋　剛 NHO都城医療センター 廃棄物処理委託費の縮減　～資源再生業者の活用～

O-29 口演29 医療連携・地域連携-1 O-29-7 長嶋　美里 NHO信州上田医療センター 知的障害で1型糖尿病を発症した患者への地域包括支援により在宅療養を可能にした1例

O-30 口演30 医療連携・地域連携-2 O-30-3 滝川　稚也 NHO高知病院 性暴力被害者へ高知家の対応改善

O-31 口演31 血液・造血器疾患 O-31-4 河野　健太郎 NHO九州医療センター 高齢再生不良性貧血患者に対する免疫抑制療法の位置付け

O-32 口演32 病理診断・細胞診-1 O-32-3 白濱　冴湖 国立がん研究センター中央病院 術中捺印細胞診が有用であった肺クリプトコッカス症の一例

O-33 口演33 呼吸器疾患-1 O-33-7 中村　祐人 NHO相模原病院 相模原病院周辺地域における気管支喘息病診連携

O-34 口演34 呼吸器疾患-2 O-34-1 宮下　優美子 NHO南京都病院 高齢者のNPPV自己管理に向けて

O-35 口演35 免疫・感染症 O-35-3 遠藤　未紗 NHO長崎医療センター 難治性気胸を合併し治療に難渋した抗MDA5抗体陽性の間質性肺炎合併皮膚筋炎の1

例

O-36 口演36 泌尿器疾患 O-36-3 橋根　勝義 NHO四国がんセンター 後腹膜アプローチでのロボット支援前立腺全摘除術の手術成績

O-37 口演37 腎疾患 O-37-3 川口　武彦 NHO千葉東病院 慢性腎臓病患者における塩分味覚障害についての検討

O-38 口演38 看護管理・業務・方式・体制-2　　看護総合 O-38-7 中川　舞香 NHO長崎医療センター 離島からの患者の家族支援の実現に向けて～CNS－FACEスケールによる本土の患者家族

とのニードコーピングの比較～

O-39 口演39 看護総合 O-39-4 小原　夕依 NHO岩国医療センター TOLACを選択した母親の分娩期の不安に対する妊娠中の看護介入の効果―テキストマイニ

ング分析を用いて―

O-40 口演40 看護教育（看護学校・実習指導）　　演習・臨地実習 O-40-3 三重　美香 NHO九州医療センター附属福岡看護助産

学校

安全なケアを提供するための能力の育成（第１報）－看護学生の「報告・連絡・相談」のイ

ンシデント事例分析をとおしての学び－

O-41 口演41 結核-1 O-41-2 金児　安加利 NHO三重中央医療センター 結核患者への病院保険所連携ＤＯＴＳの有効性と問題点の検討


