
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

P3-01 ポスター 医療連携・地域連携-2 P3-01-1 礒崎　まゆみ NHO茨城東病院 在宅をイメージした退院支援計画書が作成できる看護師の傾向

P3-02 ポスター 医療連携・地域連携-3 P3-02-7 平田　麻希 NHO大分医療センター 入退院を繰り返す患者の在宅支援にむけた連携に取り組んで

P3-03 ポスター 医療連携・地域連携-4 P3-03-1 下里　佳敬 国立療養所宮古南静園 多職種連携への国際機能分類（ICF）導入の試み

P3-04 ポスター 医療連携・地域連携-5 P3-04-4 菊池　慎介 NHO大牟田病院 ありあけ神経筋難病コミュニケーションツール研究会の活動報告と今後の課題

P3-05 ポスター 臨床工学-1　　機器管理・呼吸 P3-05-1 清水　真樹子 NHO京都医療センター 借用医療機器を考える－患者に使って大丈夫？－

P3-06 ポスター 臨床工学-2　　血液浄化・末梢血管・神経 P3-06-5 氏家　亜純 NHO仙台医療センター 高濃度ヒアルロン酸を含む粘性腹水の濾過に難渋した一症例

P3-07 ポスター 臨床工学-3　　不整脈・デバイス P3-07-5 松永　健汰 NHO四国こどもとおとなの医療センター 完全大血管転位症手術後遠隔期に心室細動から蘇生し，ICD植込みを施行した1例

P3-08 ポスター 臨床工学-4　　体外循環 P3-08-2 久原　幸典 NHO四国こどもとおとなの医療センター 小児人工心肺中に人工肺のガス交換能低下を認め人工肺を追加した1例

P3-09 ポスター 臨床研修（初期・後期）-1 P3-09-7 江上　太基 NHO北海道医療センター ステロイドパルス療法が奏功した、傍腫瘍性小脳変性症-Lambert-Eaton症候群(PCD-

LEMS)の1症例

P3-10 ポスター 臨床研修（初期・後期）-2 P3-10-8 万田　存 NHO東京医療センター 東京医療センター初期臨床研修プロジェクト型カリキュラムの導入と成果

P3-11 ポスター 患者サービス・ボランティア・接遇-3　　接遇・レクリエーショ

ン

P3-11-8 金城　英昭 国立療養所沖縄愛楽園 入所者個々のニーズに応じたレクリエーションの取り組み

P3-12 ポスター 患者サービス・ボランティア・接遇-4　　栄養・食事 P3-12-1 櫻井　あかね NHO神奈川病院 神奈川病院でも国循発「かるしお」メニューを！　～うめぇ！かるしおレシピの導入～

P3-13 ポスター 看護教育（看護学校・実習指導）-3　　学生理解 P3-13-6 水野　準也 NHO東名古屋病院附属リハビリテーション学

院

学生のコミュニケーションスキルに対する自己認識の傾向に関する研究（第4報）

P3-14 ポスター 看護教育（看護学校・実習指導）-4　　学生実践報

告とピア・エデュケーション

P3-14-5 前田　明日香 NHO熊本医療センター附属看護学校 看護技術演習におけるピアティーチングの有効性

P3-15 ポスター 看護教育（看護学校・実習指導）-5　演習・臨地実習 P3-15-2 本多　可織 NHO姫路医療センター 母性看護学実習における学内実習・母親学級実習の効果に関する研究

P3-16 ポスター 看護教育（看護学校・実習指導）-6　　臨地実習指

導

P3-16-8 小原　まゆみ NHO南九州病院 看護師長シャドウイング実習において看護師長の管理観を語る～管理統合実習での指導計

画書を用いた実習指導を実施して～

P3-17 ポスター リハビリテーション-12　　循環器-1 P3-17-6 西濱　佑斗 NHO福岡東医療センター 3ヶ月以上の継続した外来心臓リハビリテーションを行うための因子調査～継続群と非継続群

との比較検討～

P3-18 ポスター リハビリテーション-13　　循環器-2 P3-18-3 河場　航 NHO東広島医療センター 連続心拍変動モニタリングシステムを用いた慢性心不全患者のトイレ動作における自律神経

活動評価

P3-19 ポスター 精神疾患-5　　精神疾患 P3-19-6 浪久　悠 国立精神・神経医療研究センター 医療観察法病棟における作業療法士を中心とした集団認知行動療法プログラムの試み

P3-20 ポスター DPC P3-20-3 西村　千絵 NHO呉医療センター・中国がんセンター 診療情報管理室と経営企画室のプロジェクトチームによるパス改訂への取組み

P3-21 ポスター 看護技術・看護記録-4　　看護技術、看護方法-2 P3-21-4 菊池　めぐみ NHO仙台西多賀病院 パーキンソン患者の経口摂取確立への試み

P3-22 ポスター 看護技術・看護記録-5　　看護技術、看護方法-3 P3-22-4 宮國　尚美 国立療養所宮古南静園 継続したフットケアへの取り組み  ～フットケア観察表を見直して～
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P3-23 ポスター 消化器、肝・胆・膵疾患-1 P3-23-6 岡村　国茂 NHO函館病院 破骨細胞様巨細胞型退形成性膵管癌の1例

P3-24 ポスター 消化器、肝・胆・膵疾患-2 P3-24-5 内海　方嗣 NHO岩国医療センター 後腹膜原発粘液性嚢胞腺癌の1例

P3-25 ポスター 消化器、肝・胆・膵疾患-3 P3-25-1 島田　昌明 NHO名古屋医療センター 当院における悪性胃十二指腸狭窄に対するNiti-S胃十二指腸用ステントの使用成績

P3-26 ポスター 消化器、肝・胆・膵疾患-4 P3-26-4 山下　克也 NHO豊橋医療センター 化学療法後に骨盤内臓全摘術を施行した局所進行直腸癌症例の検討

P3-27 ポスター 消化器、肝・胆・膵疾患-5 P3-27-6 宮﨑　紘子 NHO三重中央医療センター ブラウン変法による大腸内視鏡検査前処置の検討

P3-28 ポスター 消化器、肝・胆・膵疾患-6 P3-28-7 西野　麻美 NHO横浜医療センター 帝王切開後に発症した偽膜性腸炎の一例

P3-29 ポスター 呼吸器疾患-1 P3-29-6 松室　昭子 NHO近畿中央胸部疾患センター 自己免疫性肺胞蛋白症における血清中および気管支肺胞洗浄液（BALF）中の抗GM-

CSF自己抗体濃度と各種臨床データとの関係について

P3-30 ポスター 呼吸器疾患-2 P3-30-1 濱田　祐斗 NHO相模原病院 ABPA診断におけるアスペルギルス粗抽出抗原ならびにAsp f 1に対するIgG抗体価測定の

有用性

P3-31 ポスター 呼吸器疾患-3 P3-31-1 原田　直之 NHO高崎総合医療センター 当院におけるEBUS-TBNAの診断的有用性の検討

P3-32 ポスター 呼吸器疾患-4 P3-32-6 水野　茂樹 NHO神奈川病院 結核病棟入院患者の来院時手段の実態調査からの提案

P3-33 ポスター 看護総合-5　　患者家族の認識と受容 P3-33-5 江浜　悠子 NHO長崎病院 外来における参加型看護計画の効果と継続看護

P3-34 ポスター 看護総合-6　　闘病意欲 P3-34-8 尾嶋　由起 NHO石川病院 頸椎損傷により人工呼吸器装着をしている患者のQOL向上への援助－人工呼吸器下での

発語訓練の継続を試みて－

P3-35 ポスター 看護総合-7　　QOL・ケア P3-35-4 奥村　奈美子 NHO南京都病院 COPD・間質性肺炎を併発している患者へQOL向上に向けた関わり

P3-36 ポスター 看護総合-8　　安全・安楽 P3-36-9 大木　裕子 NHO豊橋医療センター 開腹術におけるインセンティブスパイロメトリーによる術後呼吸訓練の効果：ランダム化比較試

験（第2報）

P3-37 ポスター 歯科・口腔・喉頭疾患-1 P3-37-2 大塚　義顕 NHO千葉東病院 当院における大腸癌の周術期口腔機能管理の実態調査

P3-38 ポスター エイズ P3-38-6 加藤　稔 NHO七尾病院 全血対応第四世代HIV（抗原+抗体）簡易迅速法の検討

P3-39 ポスター 歯科・口腔・喉頭疾患-2 P3-39-3 吉田　将律 NHO九州医療センター BMA(Bone Modifying Agents)投与患者における抜歯に関する検討

P3-40 ポスター 糖尿病・内分泌 P3-40-3 庄子　拓良 国立国際医療研究センター国府台病院 2型糖尿病患者に対する運動療法プログラムの導入について

P3-41 ポスター 災害医療-1　　熊本地震-1 P3-41-3 明星　正人 NHO岡山医療センター 岡山医療センターＤＭＡＴとして熊本地震派遣を振り返って－要請から現地の活動－

P3-42 ポスター 災害医療-2　　熊本地震-2 P3-42-2 甲斐　裕樹 NHO熊本医療センター 熊本地震における事務の対応と役割

P3-43 ポスター 重症心身障害-9　　リハビリテーション P3-43-5 清水　謙仁 NHO柳井医療センター 重症心身障害児（者）に対する徒手的肺過膨張手技とＭＩ-eの効果についての検討

P3-44 ポスター 重症心身障害-10　　摂食、口腔ケア P3-44-6 井上　真里 NHO長良医療センター 重症心身障がい者における摂取カロリーと必要カロリーの比較調査
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P3-45 ポスター 重症心身障害-11　　援助の工夫と効果-1 P3-45-8 藤原　健一 NHO兵庫あおの病院 重症心身障がい児（者）のおむつの当て方の工夫による睡眠確保

P3-46 ポスター 重症心身障害-12　　援助の工夫と効果-2 P3-46-4 湯川　智子 NHO和歌山病院 重症心身障害児者におけるタッチケアの有用性の検討

P3-47 ポスター 重症心身障害-13　　通所・地域連携 P3-47-7 金城　安樹 NHO琉球病院 発達障害児（者）在宅支援～行動障害への対応

P3-48 ポスター 重症心身障害-14　　安全 P3-48-2 佐藤　剛 NHOあきた病院 重症心身障害児(者)のカフアシスト導入における患者の選定について

P3-49 ポスター 小児・成育医療-5 P3-49-6 白井　澄 NHO四国こどもとおとなの医療センター A病院における育児支援対策チームの取り組み

P3-50 ポスター 小児・成育医療-6 P3-50-6 中江　咲 NHO四国こどもとおとなの医療センター GCUに直接授乳に訪れる母親の生活環境調査

P3-51 ポスター 循環器疾患-4　　肺塞栓・肺高血圧 P3-51-3 枝松　有記 NHO霞ヶ浦医療センター 当院における造影CTおよび肺血流シンチからみた静脈血栓塞栓症数の推移に関する調査

P3-52 ポスター 循環器疾患-5　　心不全・その他 P3-52-2 橋爪　俊和 NHO南和歌山医療センター 心不全患者における入院時尿中Na/Kの検討

P3-53 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-3　　手術前後の看護 P3-53-5 福井　菜月 NHO静岡医療センター 手術室看護師の災害時看護に関する学習会の成果

P3-54 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-4　　カンファレンス・オリエン

テーション

P3-54-4 伝田　有花里 NHO下総精神医療センター 精神科救急病棟における口頭申し送りの廃止の取り組みと、実践の評価－ウォーキングオブ

ザベーションを導入した取り組み－

P3-55 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-5　　医療安全 P3-55-5 豊田　紗穂 NHO四国こどもとおとなの医療センター 抑制をしている患者の抑制に対する家族の思い～抑制実施時の説明手順作成のための示

唆を得る～

P3-56 ポスター 皮膚疾患-1 P3-56-3 小川　莉英 NHO西札幌病院 水疱性類天疱瘡に対してIVIg療法が有効であった2例

P3-57 ポスター 放射線診断・画像診断-9　　MRI-1 P3-57-3 今西　美嘉 NHO小倉医療センター 新生児頭部MRIにおける受信コイルの検討

P3-58 ポスター 放射線診断・画像診断-10　　MRI-2 P3-58-5 辻原　敏隆 NHO福山医療センター StarVIBEにおける基礎的検討および臨床応用（腹部Dynamicまで）

P3-59 ポスター 放射線診断・画像診断-11　　画像診断 P3-59-7 緒方　翔吾 NHO長崎医療センター 大腿骨上顆軸撮影法の検討

P3-60 ポスター 放射線診断・画像診断-12　　画像処理 P3-60-5 板井　宏孝 NHO九州医療センター 散乱線除去処理における胸部撮影条件の違いが画質に及ぼす影響

P3-61 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-3 P3-61-6 東　崇皓 NHO和歌山病院 和歌山病院におけるオプジーボ使用例の副作用調査

P3-62 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-4 P3-62-7 小倉　千奈 NHO東広島医療センター 進行・再発乳がん患者におけるエリブリンの治療期間が及ぼす影響について

P3-63 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-5 P3-63-6 菅　寛史 NHO静岡てんかん・神経医療センター レベチラセタムドライシロップの組成変更前後における調剤損失率の変化

P3-64 ポスター 肝疾患 P3-64-2 増田　純一 国立国際医療研究センター病院 DAAsの薬物相互作用における海外データベースの有用性の検討

P3-65 ポスター 栄養・NST・褥瘡-5 P3-65-3 岩崎　亮 NHO埼玉病院 管理栄養士病棟配置の取り組み2～スタッフ教育・情報共有の面から～

P3-66 ポスター クリティカルパス作成 P3-66-7 平川　杏奈 NHO千葉東病院 リウマチ教育入院に対するクリティカルパス使用後の効果について
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P3-67 ポスター 栄養・NST・褥瘡-6 P3-67-5 杉村　雄一郎 NHO八戸病院 調理実技を交えた嚥下調整食の栄養指導実施までのサイクル活性化と指導内容の充実を

目指した活動

P4-01 ポスター 医療連携・地域連携-6 P4-01-5 秦　浩信 NHO北海道がんセンター 北海道がんセンターにおけるがん診療医科歯科前連携システム構築の取り組み

P4-02 ポスター 医療連携・地域連携-7 P4-02-2 坂倉　喜代美 NHO金沢医療センター 入院説明コーナーの現状と今後の課題～病棟看護師のアンケート調査結果より～

P4-03 ポスター 医療連携・地域連携-8 P4-03-3 有田　絵理子 NHO村山医療センター 地域包括ケア病棟の安定した運営のために－地域医療連携室としての取り組み－

P4-04 ポスター 医療連携・地域連携-9 P4-04-5 山田　康博 NHO東京医療センター 患者の意思に基づく医療がつながっていくために「ケア意向申し送りシート」を使用した医療連

携の試み

P4-05 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-6 P4-05-8 橋本　崇広 NHO熊本南病院 熊本地震発生当日の薬剤師業務を振り返って

P4-06 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-7 P4-06-6 内野　達宏 NHO静岡医療センター 薬物療法の質の向上を目指したプレアボイドの一元化

P4-07 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-8 P4-07-4 久松　大祐 国立がん研究センター東病院 注射抗がん薬調製時の薬剤廃棄による経済的損失の調査と薬剤費削減の検討

P4-08 ポスター 薬剤・薬理・薬剤管理-9 P4-08-8 高田　悠由 NHO横浜医療センター 医師と薬剤師が連携した吸入指導指示書（依頼書・評価表）の有用性について

P4-09 ポスター 栄養・NST・褥瘡-7 P4-09-2 佐々木　里紗 NHO仙台医療センター 急性期病院NSTにおける管理栄養士の役割　～「全部食べられたよ」を目指して～

P4-10 ポスター リハビリテーション-14　　小児疾患 P4-10-4 前迫　克哉 NHO南岡山医療センター 重症心身障害児，者の胸郭変形が血液ガスに及ぼす影響について

P4-11 ポスター 看護総合-9　　患者指導 P4-11-4 荒井　有紀 国立長寿医療研究センター フレイル予防を目的とした糖尿病教室における充実度調査～ＤＴＳＱとアンケートからの検

討～

P4-12 ポスター 看護総合-10　　退院支援 P4-12-8 池谷　由来 NHO村山医療センター 地域包括ケア病棟における退院調整～退院ワークシートの見直し～

P4-13 ポスター 看護総合-11　　不安軽減 P4-13-2 藤原　圭祐 NHO九州医療センター 腰椎術後患者の神経因性疼痛の実態調査

P4-14 ポスター 看護総合-12　　不安軽減・苦痛緩和 P4-14-4 境　由貴 NHO和歌山病院 肺がん患者の全人的苦痛軽減のための看護ケア～温罨法(足浴)・マッサージを取り入れて～

P4-15 ポスター 看護総合-13　　皮膚トラブル・スキンケア P4-15-3 植野　彩華 NHO熊本医療センター 弾性ストッキング装着患者のセルフケア能力向上への取り組み

P4-16 ポスター 看護総合-14　　看護ケア P4-16-1 徳永　友子 NHO長崎医療センター 当院の口腔ケアの取り組み　-入院前からの口腔ケアシステムの構築-

P4-17 ポスター 看護総合-15　　スタッフ教育と心身のケア P4-17-5 浅見　真友子 NHO西埼玉中央病院 自己評価による医師-看護師間のコミュニケーション改善の取り組み

P4-18 ポスター 看護総合-16　　JNP/認定 P4-18-5 安武　陽子 NHO九州医療センター 離乳（卒乳・断乳）時期を迎える母親に対する支援の検討～離乳後も良好な母子関係を

継続していくために～

P4-19 ポスター 臨床研究-1　　治験・薬剤関連 P4-19-6 長田　祝子 NHO福山医療センター 国立病院機構のネットワークを活かし、国際学会発表を行った当院の取り組み～すべての職

種が参加できる体制を目指して～

P4-20 ポスター 臨床研究-2　　医療技術 P4-20-3 若月　佑介 国立がん研究センター中央病院 タブレット端末を用いた当直CT支援用アプリケーションの開発について

P4-21 ポスター 臨床研究-3　　急性期医療 P4-21-7 山田　玲央 国立国際医療研究センター病院 入院加療が必要となった外国人症例の受け入れ状況について
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P4-22 ポスター 臨床研究-4　　がん難病医療 P4-22-2 高橋　和也 NHO医王病院 性別不一致臍帯血幹細胞移植患者剖検脳のマクロファージ系統細胞の由来についての検

討

P4-23 ポスター 臨床研究-5　　ケア・心理 P4-23-5 林　香織 NHO宇多野病院 スモン患者の抑うつ状態における経年悪化の要因

P4-24 ポスター 臨床研究-6　　看護・ケア P4-24-5 吉田　絢香 NHO東広島医療センター 乳房温存・切除術後の弾性包帯を使用する圧迫方法についての検討皮膚障害の苦痛緩和

への取り組み

P4-25 ポスター 病理診断・細胞診-1 P4-25-8 坂倉　健司 国立長寿医療研究センター リンパ管侵襲・動静脈侵襲を同時・正確に判定する弾性線維染色と新規カクテル抗体の免

疫染色併用による新規染色法

P4-26 ポスター 病理診断・細胞診-2 P4-26-3 茅野　美栄子 NHO中信松本病院 胃型粘液を産生する肺腺癌の細胞像について

P4-27 ポスター 終末期医療・緩和医療-3　　苦痛の理解、緩和 P4-27-9 小山　麻希子 NHO南岡山医療センター 一般病棟に入院している躁うつ病を併発している40代肺癌男性とその妻に対して癌サポート

チームでの介入が有効であった一例

P4-28 ポスター 終末期医療・緩和医療-4　　終末期ケア P4-28-2 小林　加奈 NHO高崎総合医療センター 看取りのパス（やすらぎのパス）の効果的な使用を目指して-看護スタッフの看取りのパスの認

識度調査からの取り組み-

P4-29 ポスター 栄養・NST・褥瘡-8 P4-29-1 崎向　幸江 NHO指宿医療センター NSTと褥瘡チームが同メンバーで活動することの効果－褥瘡患者の栄養管理を通して

P4-30 ポスター 栄養・NST・褥瘡-9 P4-30-3 山口　紗季 NHO埼玉病院 便汚染により褥瘡管理に難渋した仙骨部の褥瘡保有患者に対しストーマ用装具を使用し排

便管理を行った一症例

P4-31 ポスター 看護人材育成、認定・専門看護師-4　　看護職員教

育、教育ニード、学習ニード

P4-31-7 井上　陽子 NHO名古屋医療センター Ａ病院の看護実践能力の目標到達度　－達成状況と集合研修の検討－

P4-32 ポスター 看護人材育成、認定・専門看護師-5　　看護職員教

育、経年別教育

P4-32-3 山野　かずみ NHO南和歌山医療センター 卒後５年目看護師の施設間留学<BR>～平成２７年度　近畿グループ教育担当看護師

長研修の取り組み～

P4-33 ポスター 看護人材育成、認定・専門看護師-6　　看護学生・看

護師心理、ストレス

P4-33-6 今田　龍児 NHO柳井医療センター 混合病棟看護師のストレスと自己効力感との関連～年代別特徴から支援方法を探る～

P4-34 ポスター 看護人材育成、認定・専門看護師-7　　看護職員教

育・研修

P4-34-6 中島　恵子 NHO東名古屋病院 ３つの禁煙開始行動の実施と禁煙成功状況についての検討

P4-35 ポスター 呼吸器疾患-5 P4-35-8 井上　栞 NHO横浜医療センター 下肢遠位部優位の末梢神経障害を合併した縦隔リンパ節結核の1例

P4-36 ポスター 呼吸器疾患-6 P4-36-4 林原　賢治 NHO茨城東病院 胸部疾患・療育医療セ

ンター

気管支上皮内進展を来たしポリープ様に認められた大細胞神経内分泌癌の1例

P4-37 ポスター 救急・集中治療-3　　救急-3 P4-37-1 赤松　翔太 NHO京都医療センター 甲状腺穿刺吸引細胞診後にびまん性甲状腺腫大をきたし挿管呼吸管理が必要となった一

例

P4-38 ポスター 災害医療-3　　災害 P4-38-4 廣瀬　喜代子 NHO奈良医療センター 災害対策マニュアル作成～重症心身障害児（者）・神経難病・結核病棟を抱える病院とし

て～

P4-39 ポスター 泌尿器疾患-1 P4-39-8 小田　祥大 NHO広島西医療センター 18F-FDG-PET-CTで高集積を認めた膀胱癌と前立腺癌の一例

P4-40 ポスター 泌尿器疾患-2 P4-40-1 得居　愛 国立長寿医療研究センター 長期臥床により身体機能や意欲が低下した患者への排泄援助～おむつ内で排尿がある患者

のトイレでの排尿を目指して～

P4-41 ポスター 泌尿器疾患-3 P4-41-4 鍵山　義斗 NHO広島西医療センター 尿管瘤内に発生した尿管結石症の一例

P4-42 ポスター 血液・造血器疾患 P4-42-1 新潟　桃子 NHO呉医療センター・中国がんセンター 初回化学療法から外来治療へ移行する患者の入院中におけるセルフケア支援の効果―わた

しの治療ノートの活用と効果―

P4-43 ポスター ソーシャルワークｰ3 P4-43-3 薬師寺　あかり 国立国際医療研究センター国府台病院 精神科有床総合病院における　一般科ソーシャルワークに関する一考察
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P4-44 ポスター リハビリテーション-15　　呼吸器 P4-44-7 高木　康仁 NHO南京都病院 呼吸器患者に対し高強度の無酸素性運動を実施した二症例の検討

P4-45 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-6　　看護業務-1 P4-45-5 吉村　哲美 国立療養所宮古南静園 ケアの実践が見える介護記録への取り組み

P4-46 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-7　　看護業務-2 P4-46-4 竹内　穂波 NHO九州医療センター 関節リウマチ患者のフットケア、フットトラブルについての実態調査

P4-47 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-8　　勤務体制・働き方 P4-47-5 三浦　恵子 NHO長崎病院 Ａ病院看護師のキャリア志向とその発達における一考察

P4-48 ポスター 看護管理・業務・方式・体制-9　　看護総合 P4-48-5 永田　真麻 NHO長崎病院 プリセプター・相談役の抱える問題と今後の課題

P4-49 ポスター 免疫・感染症 P4-49-3 田中　克尚 NHO呉医療センター・中国がんセンター ステロイド減量中に右上肺野にのみ再燃を認めたIgG4関連疾患の1例

P4-50 ポスター 長寿医療 P4-50-4 宮里　高史 国立療養所沖縄愛楽園 身体的苦痛を訴えるA氏との関わり

P4-51 ポスター リハビリテーション-16　　筋ジス-1 P4-51-3 内田　裕子 NHO東京病院 回復期リハビリテーション病棟を退院した高次脳機能障害者に対する作業療法の継続状況

P4-52 ポスター リハビリテーション-17　　筋ジス-2 P4-52-5 野沢　未央 NHO箱根病院 侵襲的陽圧換気療法(TPPV)症例に対する器械的咳介助(MI-E)が呼吸パラメータに及ぼ

す影響

P4-53 ポスター リハビリテーション-18　　パーキンソン P4-53-8 堀川　拓海 NHO相模原病院 Training Strategy for Parkinson’s Disease Moderateの実施状況

P4-54 ポスター リハビリテーション-19　　筋ジス-3 P4-54-8 勝澤　香織 NHO東埼玉病院 難病コミュニケーション支援の現状－　在宅ケア研究会とNHOにおける地域連携調査報告

－

P4-55 ポスター リハビリテーション-20　　言語障害 P4-55-5 川田　菜美 NHO栃木医療センター 経口摂取が可能となった延髄外側梗塞の一症例～摂食嚥下チームでの介入を通して～

P4-56 ポスター リハビリテーション-21　　教育、その他 P4-56-3 水田　真紀 NHO佐賀病院 がんリハビリテーション開設への取り組みと課題について

P4-57 ポスター 救急・集中治療-4　　ICUケア-1 P4-57-5 好村　梨香 NHO東広島医療センター J-PADガイドラインに沿った看護ケアの標準化に向けた意識統一～当院に即したPADケアバン

ドル導入とチェックリストを活用して～

P4-58 ポスター 救急・集中治療-5　　ICUケア-2 P4-58-2 片桐　綾香 国立国際医療研究センター病院 救命救急センター病棟における嚥下機能評価と誤嚥予防への取り組み

P4-59 ポスター 放射線診断・画像診断-13　　3D処理 P4-59-1 宮島　隆一 NHO九州医療センター ３Dラボの設立と診療支援について

P4-60 ポスター 放射線診断・画像診断-14　　装置・業務管理 P4-60-4 大戸　義久 NHO岡山医療センター 診療用エックス線装置更新時における届け出マニュアル作成への取り組み

P4-61 ポスター 腎疾患-1 P4-61-4 西手　千春 NHO金沢医療センター 血液透析導入を自己決定する背景要因　―Aセンターにおける壮年期・前期高齢期を対象

として―

P4-62 ポスター 腎疾患-2 P4-62-2 中村　友香 NHO大阪南医療センター 原発性胆汁性肝硬変・自己免疫性肝炎のOverlap症候群を呈したSjogren症候群非合

併尿細管間質性腎炎の一例

P4-63 ポスター 臨床検査-9　　管理 P4-63-2 三浦　みちえ 国立長寿医療研究センター 臨床検査技師による鼻腔咽頭からの検体採取業務開始への取り組み

P4-64 ポスター 臨床検査-10　　微生物 P4-64-2 西村　恵子 NHO四国こどもとおとなの医療センター 当院における百日咳34症例の臨床細菌学的検討

P4-65 ポスター 臨床検査-11　　生理-5 P4-65-5 後藤　由紀 国立成育医療センター ホルター心電図検査にてPauseの解析と検査の現状
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P4-66 ポスター 産科・婦人科疾患 P4-66-8 松村　美友紀 NHO横浜医療センター 妊娠生活における目標設定が主体的な妊娠生活に与える影響-セルフケア行動を促す関わり

-

P4-67 ポスター 皮膚疾患-2 P4-67-5 淺井　友美子 NHO名古屋医療センター 乳輪に褐色結節を生じた若年女性のmyeloid sarcomaの1例

P4-68 ポスター クリティカルパスの評価 P4-68-2 梅崎　靖 NHO長崎医療センター 広汎子宮全摘術後の早期経口摂取ための周術期輸液の検討


