
第70回国⽴病院総合医学会　ベストポスター賞

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

P1-01 ポスター 医療安全-1　　分析 P1-01-7 大場　友紀子 NHO福岡東医療センター ImSAFERを⽤いた事例分析の⼀報告

P1-02 ポスター 医療安全-2　　災害・放射線 P1-02-4 木村　悌二 NHO⻘森病院 災害対策の強化と改善　　　〜東⽇本大震災から学んだ私達の思い〜

P1-03 ポスター 医療安全-3　　医療安全・その他 P1-03-1 ⽯⿊　明美 NHO富山病院 アクシデント発⽣後のラウンドから⾒えたもの

P1-04 ポスター 医療安全-4　　多職種・教育 P1-04-9 赤沼　かおり NHO埼玉病院 医療事故防⽌を目的とした教育活動

P1-05 ポスター 医療の質-1 P1-05-6 丸山　こずえ NHO都城医療センター 医療の質向上に向けた診療記録の質的監査への試み

P1-06 ポスター 医療の質-2 P1-06-5 吉田　和史 NHO⻑崎医療センター 急性期病院における作業療法の関わり〜チーム医療と介⼊対象者の⾒直しを
実施して〜

P1-07 ポスター 医療情報システム-1 P1-07-4 菅谷　揚子 NHO南岡山医療センター 物品管理システム再構築への取り組み〜物品請求、Hosp財務会計管理システ
ムと電子カルテ、医事システムとの連携〜

P1-08 ポスター 医療情報システム-2 P1-08-5 武井　真寿代 NHO東京医療センター 病理診断報告レポートの未確認防⽌の取り組みについて

P1-09 ポスター 栄養・NST・褥瘡-1 P1-09-6 渡邉　⼀礼 NHO釜⽯病院 重症慢性期患者の栄養評価への体組成測定における皮下脂肪厚法とインピー
ダンス法の比較

P1-10 ポスター 栄養・NST・褥瘡-2 P1-10-8 清水　三花 NHO南京都病院 NSTと連携した難治性褥瘡の治癒促進への取り組み－オルニチン含有食品を摂
取した事例についての報告－

P1-11 ポスター 栄養・NST・褥瘡-3 P1-11-3 中本　潔那 NHO岩国医療センター 小児食物アレルギー教室の現状について

P1-12 ポスター 栄養・NST・褥瘡-4 P1-12-7 水本　誠 NHO北陸病院 嚥下食の物性安定化を目指した調理⼿順の検討(調理師の⽴場から)

P1-13 ポスター 感染対策・ICT-1　　環境整備・⼿洗い-1 P1-13-5 寺倉　智子 NHO南京都病院 臭いなんて⾔わせません。こんなにきれいになりました。〜感染管理の視点から汚
物室の環境を考える〜

P1-14 ポスター 感染対策・ICT-2　　環境整備・⼿洗い-2 P1-14-5 山根　裕美 国⽴がんセンター中央病院・研究所 ⼿指衛⽣の遵守・向上に向けた取り組み〜直接観察法を⽤いて〜

P1-15 ポスター 感染対策・ICT-3　　抗菌薬 P1-15-4 小田原　真希 NHO別府医療センター Vancomycinの⾎中濃度におよぼす尿pHの影響

P1-16 ポスター 感染対策・ICT-4　　耐性菌 P1-16-5 永野　真久 NHO沖縄病院 院内伝播が疑われた同⼀病棟で発⽣したダプトマイシン耐性MRSA感染の3症
例

P1-17 ポスター 患者サービス・ボランティア・接遇-1　　接遇・
ボランティア P1-17-3 舘小路　昌之 NHO村山医療センター 回復期リハビリテーション病棟における倫理的ジレンマに対する取り組み〜倫理的

事例検討会の活⽤〜

P1-18 ポスター 患者サービス・ボランティア・接遇-2　　接遇・
環境 P1-18-2 川崎　眞 NHO近畿中央胸部疾患センター 最寄り駅から１キロ以上離れている当院敷地内への路線バス延伸の誘致につい

て

P1-19 ポスター リハビリテーション-1　　脳⾎管-1 P1-19-7 花村　芽衣 NHO東京病院 体性感覚⼊⼒が有効なパーキンソン病患者対する視覚的CUE及び体性感覚の
同時⼊⼒による歩⾏練習の効果

P1-20 ポスター リハビリテーション-2　　脳⾎管-2 P1-20-4 水沼　奈津子 NHO東京病院 ⾃⼰免疫性脳炎後の⾼次脳機能障害に対する作業療法の関わり

P1-21 ポスター 看護技術・看護記録-1　　看護師育成 P1-21-3 橋本　優紀 NHO⻄埼玉中央病院 ⾼度⼼肺蘇⽣（ACLS）訓練に対する看護師の反応と教育活動の評価
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P1-22 ポスター 看護技術・看護記録-2　　看護技術、看
護方法-1 P1-22-3 多賀谷　睦 NHO⾼崎総合医療センター 事故抜去予防に向けたドレーン管理の取り組みの効果

P1-23 ポスター 看護人材育成、認定・専門看護師-1
新人教育 P1-23-5 前田　果歩⾥ NHO熊本医療センター 精神科新人看護師の希死念慮患者への対応⼒向上を意図した教育的介⼊

P1-24 ポスター 看護技術・看護記録-3　　看護技術、患
者指導 P1-24-7 伊藤　理織 国⽴循環器病研究センター 在宅エポプロステノール持続静注療法実施における⾼齢患者に対する退院⽀援

P1-25 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-1　　看護方
式 P1-25-5 齊藤　みどり NHO新潟病院 もう１人で受け持つのは不安です！〜常に２人の看護師でケアを⾏う〜

P1-26 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-2　　看護管
理 P1-26-2 大岩　麻紀 NHO⾦沢医療センター 効果的な病床管理を目指して〜30床減少での看護師⻑の取り組み〜

P1-27 ポスター 精神疾患-1　　⼼理療法 P1-27-7 福岡　透 NHO久⾥浜医療センター T.Tabakの”精神病圏患者に対するマインドフル認知強化トレーニング”の有効性
について（その1）-プログラムの特徴

P1-28 ポスター 精神疾患-2　　医療観察法 P1-28-8 壁屋　康洋 NHO榊原病院 共通評価項目の信頼性と妥当性に関する研究（41）〜対象⾏為による比較

P1-29 ポスター 循環器疾患-1　　虚⾎性⼼疾患 P1-29-1 藤田　央 NHO仙台医療センター 抗リン脂質抗体症候群を合併した急性⼼筋梗塞症例の特徴

P1-30 ポスター 循環器疾患-2　　不整脈 P1-30-4 松本　学 国⽴循環器病研究センター ⼼臓突然死の臨床的・病理学的検討（剖検症例を通じて）

P1-31 ポスター 看護総合-1　　看護師の意識 P1-31-2 ⾦重　達典 NHO賀茂精神医療センター 精神科閉鎖病棟から⾼齢者認知症病棟への過渡期における看護師の感情

P1-32 ポスター 看護総合-2　　スタッフ教育 P1-32-2 山本　敬子 NHO別府医療センター 1年目看護師の⾃律性に影響を与える要因〜受持ち患者への看護経験を通し
て〜

P1-33 ポスター 看護総合-3　　⾼齢者・認知症看護 P1-33-5 有賀　裕美子 NHO松本病院 ⾼齢者、嚥下障害者の胃瘻造設後のケアについて〜人間らしく⽣きるために〜

P1-34 ポスター 看護総合-4　　終末期看護 P1-34-5 吉村　哲美 国⽴療養所宮古南静園 リビング・ウィル(⽣前意思表明)⽀援に向けた取り組み

P1-35 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-1　　神経
難病のよりよい療養-1 P1-35-8 ⾼橋　美恵 NHO舞鶴医療センター SCU⼊院患者の夜間せん妄に対するラメルテオン、スボレキサント併⽤療法―他

剤服薬療法との比較検討―

P1-36 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-2　　神経
難病のよりよい療養-2 P1-36-4 伊藤　加代子 NHO南九州病院 意思を読み取ることが難しい患者の意向を反映したケア　〜伝えたいことは何です

か〜

P1-37 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-3　　ALS
など P1-37-1 駒井　清暢 NHO医王病院 低量持続⾃動吸引システムを導⼊した筋萎縮性側索硬化症の3例

P1-38 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-4　　神経
難病のよりよい療養-3 P1-38-4 村山　尚 NHO箱根病院 筋萎縮性側索硬化症患者の快適なレスパイト⽣活の為に⼊院時に収集すべき

⽇常⽣活情報とは

P1-39 ポスター リハビリテーション-3　　運動器-1 P1-39-3 松田　智志 NHO三重中央医療センター Total Knee Arthroplasty 術後150⽇を経過した膝関節拘縮に対し
Continuous Passive Motionを実施した⼀症例

P1-40 ポスター リハビリテーション-4　　運動器-2 P1-40-7 境　寛人 NHO村山医療センター 脊髄損傷不全麻痺患者に対し下肢装着型補助ロボット（HAL-HN01）、
（ROPOX ALL IN ONE）を使⽤し歩⾏動作獲得にアプローチした⼀症例

P1-41 ポスター リハビリテーション-5　　運動器-3 P1-41-3 楫野　允也 NHO関門医療センター 消化器外科患者における短期的身体機能変化に及ぼす因子の検討

P1-42 ポスター リハビリテーション-6　　がん P1-42-6 梅澤　達也 NHO埼玉病院 「家で過ごせて良かった、ありがとう」〜緩和ケアにおける理学療法⼠の役割〜
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P1-43 ポスター 重症⼼身障害-1　　教育・指導 P1-43-7 岡田　恵 NHO東佐賀病院 重症⼼身障害児（者）病棟看護師の身体抑制に対する学習会の効果〜勉
強会前後のアンケートを通して〜

P1-44 ポスター 重症⼼身障害-2　　⾏動障害のアプローチ P1-44-8 ⾼橋　恵 NHO兵庫あおの病院 重⼼障害児（者）病棟における気管カニューレ挿⼊患者の吸引方法の統⼀〜
３DCTを載せた可視化シートを作成して〜

P1-45 ポスター 重症⼼身障害-3　　チームワーク P1-45-3 田中　愛美 NHO下志津病院 人工呼吸器装着患児の登校⽀援

P1-46 ポスター 重症⼼身障害-4　　重症⼼身障害 P1-46-5 渡邊　美佳 NHO愛媛医療センター 呼吸状態が不安定な重症⼼身障害者が⾞椅子座位の時間を確保することで
QOL拡大に繋がった取り組み

P1-47 ポスター 在宅医療-1　　訪問看護 P1-47-3 ⾼森　モト子 NHO大牟田病院 「Omuta-Cocolo-Link」登録訪問看護師制によるオープンシステムの取り組み
〜顔の⾒える連携を目指して〜

P1-48 ポスター 在宅医療-2　　在宅⽀援 P1-48-6 ⻄端　めぐみ NHO南和歌山医療センター 急性期病院が取り組む在宅医療⽀援センター活動状況の報告と課題

P1-49 ポスター 終末期医療・緩和医療-1　　患者、家族
⽀援 P1-49-4 宮本　由美子 NHO浜田医療センター 「遺族への⼿紙」の取り組みからみえる緩和ケア病棟看護師の思い

P1-50 ポスター 終末期医療・緩和医療-2　　⽣活の質
（QOL) P1-50-6 佐藤　健 NHO豊橋医療センター 緩和ケア病棟運営の経過と増床後1年間の成果と総括

P1-51 ポスター ソーシャルワークｰ1 P1-51-5 井上　理子 NHO九州医療センター 身体疾患のため救急搬送された統合失調症を有する患者への⽀援

P1-52 ポスター ソーシャルワークｰ2 P1-52-5 小澤　徹也 NHO大阪南医療センター 当院における患者サロンの取り組み

P1-53 ポスター 病院組織、経営・管理-1 P1-53-4 田尾　大樹 NHO呉医療センター・中国がんセンター PC内の最適なファイル管理へのアプローチ〜業務効率の向上とストレスフリーな
PC内環境を目指して〜

P1-54 ポスター 病院組織、経営・管理-2 P1-54-6 平良　栄治 NHO関門医療センター 地域⽀援病棟への転棟基準運⽤のための⽀援について

P1-55 ポスター 病院組織、経営・管理-3 P1-55-2 角谷　雄大 NHO敦賀医療センター 経営改善に向けたSPD契約の⾒直しについて

P1-56 ポスター 病院組織、経営・管理-4 P1-56-5 ⾼取　稔 NHO大牟田病院 病床過剰地域(全国平均３倍)における⼊院基本料上位取得での増収へ挑戦

P1-57 ポスター 放射線治療-1 P1-57-2 中島　聖 国⽴がんセンター中央病院・研究所 乳房術後放射線治療患者に提供する治療時及び治療期間中に着⽤する衣服
の開発と有⽤性の評価

P1-58 ポスター 放射線治療-2 P1-58-6 菊川　絢子 NHO和歌山病院 放射線治療患者に対する栄養指導－放射線技師の役割と運⽤－

P1-59 ポスター 放射線診断・画像診断-1　　CT-1 P1-59-4 市井　佑樹 NHO名古屋医療センター 320列MDCTにおける、シングルスキャンでの空間分解能評価

P1-60 ポスター 放射線診断・画像診断-2　　CT-2 P1-60-7 山本　修司 NHO南和歌山医療センター ⾃家発電環境下におけるX線CT節電モードプロトコルの検証〜第1報〜

P1-61 ポスター 臨床検査-1　　⽣理-1 P1-61-4 ⾼永　恵 NHO⿅児島医療センター 急激な経過をたどった左房内⾎管⾁腫の１例

P1-62 ポスター 臨床検査-2　　⽣理-2 P1-62-6 小杉　晴香 NHO浜田医療センター 頸動脈エコー検査が診断の契機となったBow hunter症候群の⼀症例

P1-63 ポスター 臨床検査-3　　⽣理-3 P1-63-2 山根　千夏世 NHO水⼾医療センター 当院における乳腺solid papillary carcinomaの3症例
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P1-64 ポスター 臨床検査-4　　⽣理-4 P1-64-6 池田　和典 NHO千葉医療センター 当院の超⾳波検査の機器管理と検査運⽤について

P1-65 ポスター 臨床検査-5　　⾎液 P1-65-5 迫田　真明 NHO九州がんセンター 当院における<I>CBFB-MYH11</I>融合遺伝子を有するAML

P1-66 ポスター 臨床検査-6　　⼀般・⽣化学・免疫 P1-66-8 ⽯井　裕子 NHO⾦沢医療センター ステイシア MEBLux<SUP>TM</SUP>テスト BCA225と従来法Kアッセイ
<SUB>&reg;</SUB>IIBCA225の相関性の検討

P1-67 ポスター PDCAプロジェクト P1-67-8 藤田　香織 NHO沖縄病院 PDCAプロジェクト-8　臨床評価指標改善の取組　バンコマイシン⾎中濃度測定
率

P1-68 ポスター ⽿⿐咽喉科疾患 P1-68-3 小川　恵美 NHO岩国医療センター 頸部放射線・セツキシマブ治療を実施する患者への適切なスキンケア教育の確
⽴

P2-01 ポスター 医療安全-5　　転倒転落-1 P2-01-6 ⻄　治世 NHO三重中央医療センター 当院における転倒転落インシデント分析　　　― 転倒転落発⽣率と看護必要度
との関連性について ―

P2-02 ポスター 医療安全-6　　転倒転落-2 P2-02-1 浜田　裕理 NHO⾼知病院 化学療法をうけた患者の転倒状況の分析

P2-03 ポスター 医療安全-7　　システム・機器 P2-03-4 山田　都 NHO広島⻄医療センター コンピューターナースコールの分析から⾒えるコール件数と危険度・看護必要度の
相関関係

P2-04 ポスター 医療安全-8　　合併症・⼿術 P2-04-5 佐々木　ちはる NHO函館病院 Ａ病院の⼿術室における針刺し事故０件を目指して―ニュートラルゾーンの導⼊
―

P2-05 ポスター 医療安全-9　　薬剤関係 P2-05-8 本多　麿璃子 NHO仙台医療センター 調剤室におけるインシデント対策とその有効性の調査ｌ

P2-06 ポスター 医療安全-10　　栄養・注射薬 P2-06-2 ⾼城　沙也香 NHO⿅児島医療センター ニカルジピン注射液による静脈炎発症の危険因子の解析と対応

P2-07 ポスター 医療の質-3 P2-07-5 本間　みどり NHO敦賀医療センター ⼿術室⼊室時の申し送りの現状〜情報共有の視点から改善点を探る

P2-08 ポスター 医療の質-4 P2-08-6 松井　⼀樹 NHO静岡医療センター ⽇本輸⾎・細胞治療学会I&A認定施設の認証を経験して

P2-09 ポスター 医療の質-5 P2-09-5 三瓶　純子 NHO相模原病院 DVT/PEリスク評価票を導⼊し、予防マニュアルを活⽤したとりくみ

P2-10 ポスター 医療の質-6 P2-10-4 杉田　瑞枝 NHO埼玉病院 システムとチーム連携作業によるスムーズな⽂書管理の構築

P2-11 ポスター 感染対策・ICT-5　　環境整備・⼿洗い-
3、その他 P2-11-3 梶原　由紀 NHO⻑崎医療センター 当薬剤部における⼿指衛⽣の現状把握とその対策

P2-12 ポスター 医療情報システム-3 P2-12-2 飯塚　⼀則 NHOまつもと医療センター 松本病院 放射線部門における情報システム標準化への試み　〜JJ1017コード実装と今
後の課題〜

P2-13 ポスター 感染対策・ICT-6　　⼿術部位感染 P2-13-6 竹田　美智枝 NHO福岡東医療センター 当院外科病棟における⼿術部位感染（SSI）発⽣とリスク因子の検討

P2-14 ポスター 感染対策・ICT-7　　アウトブレイク・ワクチン P2-14-7 川崎　希 NHO東尾張病院 精神科病院での感染防⽌地域連携カンファレンスの取り組み〜評価と今後の課
題〜

P2-15 ポスター リハビリテーション-7　　医療の質、その他 P2-15-4 豊島　義哉 NHO東名古屋病院 リハビリテーション部と看護部のコラボレーション研修の試み　ーより良い連携とチー
ム医療を目指してー

P2-16 ポスター リハビリテーション-8　　病院組織、経営・管
理、医療安全 P2-16-3 柿本　真喜 NHO松江医療センター NPPV装着下での運動療法マニュアル導⼊と今後の課題
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P2-17 ポスター 看護人材育成、認定・専門看護師-2
認定・専門看護師活動 P2-17-1 福井　智子 国⽴循環器病研究センター 国⽴循環器病研究センター専門看護師認定取得を阻害する要因の現状調査

P2-18 ポスター 看護人材育成、認定・専門看護師-3
キャリア⽀援、診療看護師 P2-18-4 ⻘木　きみ代 NHO⾦沢医療センター ⾏政及び看護協会との連携による助産師出向研修⽀援事業への参画　－助

産師のキャリア⽀援に繋ぐ－

P2-19 ポスター 重症⼼身障害-5　　療育-1、⽀援体制 P2-19-3 榎本　拓哉 NHO⻄新潟中央病院 重症⼼身障害者における親族後⾒人の実態及び課題

P2-20 ポスター 重症⼼身障害-6　　療育-2 P2-20-3 加藤　智美 NHO四国こどもとおとなの医療センター プロジェクションマッピングを取り⼊れた療育活動を実施して　第2報

P2-21 ポスター 重症⼼身障害-7　　療育-3 P2-21-3 ⾼橋　輝 NHO静岡てんかん・神経医療センター 重度精神運動発達遅滞を⽰す乳幼児の⾃発的な⼿の動きを促すための道具の
工夫とその活⽤

P2-22 ポスター 重症⼼身障害-8　　療育-4、虐待防⽌ P2-22-4 中嶋　沙知 NHO富山病院 ⽇本摂食嚥下リハビリテーション学会　嚥下調整食分類2013に基づいた重⼼食
の改定

P2-23 ポスター 精神疾患-3　　慢性期統合失調症 P2-23-2 ⿊川　拓也 NHO舞鶴医療センター Clozapine内服患者のmECT後に薬剤性けいれん発作が疑われた1症例

P2-24 ポスター 精神疾患-4　　精神看護と管理 P2-24-4 梶田　佳伯 NHO東尾張病院 疎通困難かつ重症の精神科⻑期⼊院患者に対する便秘への介⼊の工夫

P2-25 ポスター 看護教育（看護学校・実習指導）-1
教育方法の工夫 P2-25-1 ⽯川　志保 NHO⿅児島医療センター附属⿅児島看護学校 学校で⾏う看護研究発表会での教育的効果の考察―各学年の学習目標に

沿った学習発表会の企画・運営を通して―

P2-26 ポスター 看護教育（看護学校・実習指導）-2
看護継続教育 P2-26-2 中村　美保 NHO大阪医療センター附属看護学校 授業研究による教育実践能⼒向上への効果

P2-27 ポスター リハビリテーション-9　　地域包括ケア P2-27-1 米永　悠佑 NHO九州医療センター 病院のセラピストから地域のセラピストへ〜地域におけるリハビリテーション連携推
進を目指して〜

P2-28 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-5　　⾎管
障害など P2-28-1 真邊　泰宏 NHO岡山医療センター 急性期脳梗塞患者においてrt-PA療法の予後に影響を与える因子の検討

P2-29 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-6　　炎症
性疾患など P2-29-7 中澤　謙介 NHO横浜医療センター 脳波でPLEDsを呈したてんかん重積後脳症

P2-30 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-7　　パーキ
ンソニズム P2-30-7 冨田　聡 NHO宇多野病院 パーキンソン病における誤嚥性肺炎発症は咳感受性低下と関連している

P2-31 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-8　　筋ジ
ス・神経難病-1 P2-31-7 和久田　伶 NHO鈴⿅病院 発達障害を呈するデュシェンヌ型筋ジストロフィー児(DMD)に対するソーシャルス

キルトレーニングの実践

P2-32 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-9　　筋ジ
ス・神経難病-2 P2-32-4 川合　有美 NHO鈴⿅病院 NIPPV(フェイスマスク)装着患者の口腔乾燥に対しゴマ油保湿の有効性の検討

P2-33 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-10　　筋ジ
ス・リハビリ-1 P2-33-3 本郷　拓 NHO北陸病院 嗅覚刺激を介した神経難病患者への誤嚥予防の取り組み

P2-34 ポスター 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-11　　筋ジ
ス・リハビリ-2 P2-34-3 堤　恵志郎 NHO鈴⿅病院 神経・筋難病におけるロボットスーツHAL(Hybrid Assistive Limb&reg;)の使

⽤経験

P2-35 ポスター 骨・運動器・リウマチ-1　　上肢等 P2-35-5 秋元　博之 NHO弘前病院 交通事故による外傷性頚部症候群の検討

P2-36 ポスター 骨・運動器・リウマチ-2　　下肢等 P2-36-8 窪田　秀次郎 NHO村山医療センター ACL再建術におけるターニケットトラブルの1例

P2-37 ポスター 骨・運動器・リウマチ-3　　リウマチ P2-37-5 野木　真⼀ NHO相模原病院 悪性関節リウマチによる難治性下腿潰瘍にIVIG療法が著効した⼀例
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P2-38 ポスター 骨・運動器・リウマチ-4　　リハ・看護等 P2-38-2 信谷　邦宏 NHO刀根山病院 骨折リスクのある⼊院患者の実態調査

P2-39 ポスター 小児・成育医療-1 P2-39-5 安田　邦彦 NHO⻑良医療センター 当院における全肝脱出巨大臍帯ヘルニアに対する治療戦略

P2-40 ポスター 小児・成育医療-2 P2-40-7 山崎　真紀 NHO四国こどもとおとなの医療センター 学童期に適した術前看護の検討〜⼿術室⾒学ツアー導⼊の効果〜

P2-41 ポスター 小児・成育医療-3 P2-41-2 猪谷　元浩 NHO福山医療センター 頭頂骨⽋損を呈した鎖骨頭蓋異形成症の新⽣児の１例

P2-42 ポスター 小児・成育医療-4 P2-42-6 ⾦沢　英恵 国⽴成育医療センター 小児がん経験者の⻭科領域における晩期合併症調査

P2-43 ポスター 救急・集中治療-1　　救急-1 P2-43-1 霧⽣　信明 NHO災害医療センター 重症外傷患者に対する包括的外傷診療システムの確⽴およびその有効性の検
討

P2-44 ポスター 救急・集中治療-2　　救急-2 P2-44-2 萩原　隆 NHO⾼崎総合医療センター ドクターカーの運⽤開始から2年間を収⽀⾯から考える

P2-45 ポスター 循環器疾患-3　　外科的治療 P2-45-3 品田　祐希 NHO災害医療センター ⽣理検査技師が経胸壁⼼エコー図で適切に異常を指摘したことで、臨床経過が
急展開した症例

P2-46 ポスター 病院組織、経営・管理-5 P2-46-2 杉浦　和弥 NHO関門医療センター 診療情報管理体制加算1の取得に向けた、更なる退院サマリー記載率向上への
取り組み

P2-47 ポスター 治験-1 P2-47-1 上原　宏美 NHO福山医療センター 小児アレルギー臨床研究において患者指導及びプレパレーション導⼊の取組

P2-48 ポスター 治験-2 P2-48-3 北川　智子 NHO災害医療センター 災害医療センター治験管理室における治験推進への取り組み

P2-49 ポスター 治験-3 P2-49-6 田邊　⾥砂 NHO福山医療センター 中等症から重症アトピー性皮膚炎患者の皮膚症状改善が⽣活の質（QOL：
Quality of life）に与える効果

P2-50 ポスター 医療連携・地域連携-1 P2-50-4 野上　智絵 NHO東京病院 ハイフローセラピーシステムを使⽤し、⾃宅で最期を迎えた事例紹介

P2-51 ポスター リハビリテーション-10　　作業療法-1 P2-51-7 森口　真 NHO新潟病院 作業療法部門における3D printerの有⽤性についてのアンケート調査

P2-52 ポスター リハビリテーション-11　　作業療法-2 P2-52-3 吉崎　祥吾 NHOいわき病院 MSCを呈したALS患者に対するコミュニケーション⽀援〜透明⽂字盤使⽤方法
の工夫により、意思表出が可能となった⼀例〜

P2-53 ポスター 病院組織、経営・管理-6 P2-53-4 田中　貴大 NHO南岡山医療センター 安全安⼼に配慮した”光熱費、年間３千万円削減”の取り組み

P2-54 ポスター 病院組織、経営・管理-7 P2-54-2 重政　⻯太 NHO東広島医療センター 医療材料検討委員会による診療材料費削減の取り組みについて

P2-55 ポスター 病院組織、経営・管理-8 P2-55-7 ⻑野　智樹 NHO神奈川病院 経営改善に向けたポイント制度の導⼊について〜ポイント貯めて職場も改善〜

P2-56 ポスター 病院組織、経営・管理-9 P2-56-1 丸尾　彰平 NHO東京医療センター 【NTMC版】事務職員新人教育プログラムの実施について

P2-57 ポスター 放射線診断・画像診断-3　　核医学-1 P2-57-4 田丸　武志 国⽴精神神経センター武蔵病院・神経研究所 ドパミントランスポーターシンチグラフィ定量解析(2)SUV解析ソフトへの使⽤検討

P2-58 ポスター 放射線診断・画像診断-4　　核医学-2 P2-58-4 横峰　圭 NHO四国こどもとおとなの医療センター ＮＥＭＡ ＩＥＣ　ボディファントムを⽤いた画像分解能の評価と検討



第70回国⽴病院総合医学会　ベストポスター賞

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

P2-59 ポスター 放射線診断・画像診断-5　　IVR P2-59-3 堺　幸正 NHO大阪南医療センター 屈曲ネックを有する腹部大動脈治療時のENDURANTメインボディーシース挿⼊
経路の検討

P2-60 ポスター 放射線診断・画像診断-6　　IVR被ばく管
理 P2-60-6 ⾼橋　大樹 NHO仙台医療センター 頭部IVRチーム内の診療放射線技師による⾼線量被ばく患者への対応について

P2-61 ポスター 放射線診断・画像診断-7　　被ばく管理 P2-61-3 村⽯　泰伸 NHO⾼崎総合医療センター 核医学における患者被ばく線量管理〜DRLが採⽤されたことを受けて〜

P2-62 ポスター 放射線診断・画像診断-8　　MMG P2-62-5 藤澤　正江 国⽴がん研究センター中央病院・研究所 乳腺トモシンセシス画像の3社間による比較

P2-63 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-1 P2-63-4 山田　友也 NHO相模原病院 病棟薬剤業務における処方⽀援・薬学的介⼊事例の集計と分析

P2-64 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-2 P2-64-4 鈴木　森香 NHO仙台医療センター 仙台医療センター総合診療科におけるポリファーマシーの現状と内服薬の検討

P2-65 ポスター 臨床検査-7　　輸⾎ P2-65-5 燈明　奈緒 NHO⻑良医療センター 不規則抗体検査における酵素法省略の検討

P2-66 ポスター 臨床検査-8　　輸⾎・管理 P2-66-5 奈良　友香⾥ NHO⻑崎医療センター 不規則抗体検査の依頼適正化による試薬コスト削減の試み

P2-67 ポスター 結核-1 P2-67-8 河野　智寛 NHO宮崎東病院 看護師と保健師の結核患者に対する内服⽀援の特徴

P2-68 ポスター 結核-2 P2-68-5 佐々木　信 NHO姫路医療センター 結核病床を持たない地域の総合病院での結核排菌患者の治療の実態

WP-1 ポスター 若⼿医師ポスター1 WP-1-1 益岡　壮太 四国こどもとおとなの医療センター A case of lupus anticoagulant hypoprothrombinemia syndrome
with epistaxis as an initial symptom

WP-2 ポスター 若⼿医師ポスター2 WP-2-6 友田　昌徳 九州医療センター The measurement of prothrombin fragment 1+2 (PF1+2) for
evaluation of excessive suppression of the anticoagulant activity

WP-3 ポスター 若⼿医師ポスター3 WP-3-6 浮田　明⾒ 岡山医療センター A case of urethral stricture after transurethral resection of the
prostate


