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【６月３０日（木）】

K-1　１４：００～１５：００　維持期リハ　

座長　鈴木龍太　（鶴巻温泉病院・院長・医師）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

K-1-1
できるＡＤＬ(能力)をしているＡＤＬ(病棟生活)に繋げるために　～介護負担
感に着目して～

霞ヶ関南病院 内田志保

K-1-2 維持期リハにおけるＡＤＬの評価についての一考察 坂本病院 浅尾和道

K-1-3 靴をはかなくていいの？　～在宅生活を意識した入院生活の実現～ 八尾はぁとふる病院 永田はるか

K-1-4
療養病棟での自宅退院率向上のための一考察～当院の自宅退院患者の
現状から～

新戸塚病院 藤牧良輔

K-1-5
当院における療養病棟の現状～透析患者を対象とした維持期リハビリ
テーションの充実を目指して～

原病院 千原麻衣子

K-2　１５：００～１６：００　維持期リハ　

座長　中井敏子　（小林記念病院・看護師長・看護師）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

K-2-1 透析を行っている下肢切断患者の在宅復帰の要因 原病院 林奈津美

K-2-2
身体リズム運動を伴う発声練習が、発話意欲を向上させた重症視床失語
症患者の一事例

定山渓病院 印牧志穂

K-2-3 当院におけるリハビリテーションの取り組み 小川南病院 加賀谷祥子

K-2-4 維持期におけるリハビリテーションの報告 三条東病院 高山鉄也

K-2-5
歩行練習に対するコンプライアンスが不良な老年期精神障害者に対する
介入

初富保健病院 佐々木寛法

K-2-6
13単位患者におけるリハ介入
～当院の現状と課題から～

新戸塚病院 池谷聡毅

K-3　１６：１０～１７：１０　維持期リハ/在宅リハ　

座長　木内千世　（鳴門山上病院・リハビリテーション統括副士長・OT）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

K-3-1 頸髄損傷患者に対する夜間リハビリの検討 長谷川病院 森川剛

K-3-2 肺炎患者における不適切な食事形態 聖ヶ丘病院 米内山清貴

K-3-3 高齢者における肺炎の理学療法 聖ヶ丘病院 中原義人

K-3-4 集団感染による病棟閉鎖の経験 聖ヶ丘病院 佐々木聡

K-3-5 当院における訪問リハビリテーションの取り組み 小川南病院 渡邉千里

K-3-6 「外出調査」を実施して 光ヶ丘病院 高畑里美
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K-4　１７：１０～１８：１０　薬剤　

座長　大和薫　（博愛記念病院・薬剤部長・薬剤師）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

K-4-1 薬剤管理改善に向けて　～薬剤師の取り組み～ 聖ヶ丘病院 石橋朋子

K-4-2
持参薬再調剤指示書の評価と更なる情報提供～安全な薬物療法を目指
して～

聖ヶ丘病院 笹谷真夕

K-4-3 お薬手帳を利用した持参薬対応から退院時業務まで 白澤病院 伊藤美香

K-4-4
転倒防止に対する薬剤師の取り組み－睡眠薬・抗不安薬と転倒転落の関
係性についての調査－

鳴門山上病院 大森章子

L-1　１４：００～１５：００　地域連携/医療ソーシャルワーク/ケアプラン　

座長　小澤陽子　（松谷病院・ＭＳＷ室長・ＭＳＷ）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

L-1-1 連携を軸とした入院モデルの試行 小川南病院 田中達也

L-1-2 療養型病院の受入れで苦慮する点について 青梅今井病院 佐藤英夫

L-1-3
入院を計画的に行う為にＭＳＷ（医療ソーシャルワーカーができること）
～自己退院事例を通して～

生駒病院 平野佳子

L-1-4
「身体的苦痛の訴えにひそむ不安」への気づき　　―ＡＬＳ患者様との関わ
りから―

定山渓病院 瀬川公美

L-2　１５：００～１６：００　スキンケア　

座長　名取茂美　（上條記念病院・看護部長・看護師）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

L-2-1 スキンケアへの取り組み～高齢者に米ぬかローションを利用して～
福井リハビリテーション
病院

野村実紀

L-2-2 ～お茶を活用して皮膚のにおいが香りに変化～ 呉記念病院 中石笑子

L-2-3 皮膚トラブルを繰り返す患者のケア～酢の効果を試してみて～ 沖縄メディカル病院 照屋ひとみ

L-2-4 気管切開部周囲の汚染予防具の作製と工夫
重井医学研究所附属病
院

山本裕美

L-2-5 握り棒の改良を試みて 北山病院 岸本江利香
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L-3　１６：１０～１７：１０　嚥下機能/栄養マネジメント/食事サービス　

座長　北野詩歩子　（定山渓病院・主任・管理栄養士）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

L-3-1 当院における胃ろう造設後の経口摂取への取り組み 住吉浜病院 増木初江

L-3-2 特別養護老人ホームにおける急性期治療後の栄養ケアマネジメント
特別養護老人ホームく
やはら

小玉幸佳

L-3-3
とろみ流動食自然落下法及びアセプバッグ使用による作業効率化の有用
性

富家病院 渡會由子

L-3-4 メニュー選択の有無による食事摂取量及び栄養状態の違い 総泉病院 内田悦子

L-3-5 五感を楽しむ食事を目指して（バイキング給食の開催） 生駒病院 柴田みどり

L-4　１７：１０～１８：１０　ターミナルケア/褥瘡対策/感染対策　

座長　今山裕康　（聖ヶ塔病院・理事長代行・医師）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

L-4-1
終末期ケアの実態調査～がん患者と非がん患者遺族アンケートの結果か
ら～

手稲ロイヤル病院 石渡明子

L-4-2 「初めての看取りから」～職員の思いと今後の課題～
介護老人保健施設　雅
秀苑

末次笑子

L-4-3 ターミナルケアにおける音楽療法について 坂本病院 那須貴之

L-4-4 「褥瘡が減った」～６年間のデーター分析～ 橋本病院 福崎絵美

L-4-5
当院における職員に対する標準予防対策（環境・医療機器・廃棄物）に関
する調査について

三条東病院 三国健一

M-1　１４：００～１５：００　癒し・療養環境　

座長　原麻由美　（千里リハビリテーション病院・看護部長・看護師属）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

M-1-1
楽しい入院生活を目指す～自分で目標を持ち、メリハリのある生活を送る
～

長島中央病院 渡辺沙央里

M-1-2 認知症患者へのアロマセラピーの癒しの効果について 安来第一病院 吉川麻衣

M-1-3 高齢者に励みと癒しを　～化粧療養を継続して～ 鳴門山上病院 中川多佳子

M-1-4 高度四肢拘縮患者における病衣改善の試み 南小樽病院 楯身まどか

M-1-5
ソフトマッサージを導入して　－下肢浮腫軽減・精神的安定を目的とした症
例－

香椎原病院 梶原由香

M-1-6 アクティビティケア２０年目を迎えて、今後の課題 初富保健病院 相良かおり
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M-2　１５：００～１６：００　チームアプローチ　

座長　木内美紀子　（鳴門山上病院・病棟師長・看護師）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

M-2-1 「フロアーミニカンファレンスの再検討」　―アンケート調査を用いて―
介護老人保健施設　雅
秀苑

土山泰史

M-2-2
プリセプターシップを試みて～中途採用者のフォローアップで見えてきたこ
と～

沖縄メディカル病院 神山さとみ

M-2-3 療養者とスタッフにやさしい移乗　～新しい用具の導入方法～ 北中城若松病院 平安名絹子

M-2-4 入院透析患者の在宅復帰状況と今後の課題 原病院 馬返英幸

M-2-5 透析病棟における在宅復帰に向けたリハビリとの取り組み 原病院 坂井夕起子

M-3　１６：１０～１７：１０　認知症ケア/身体抑制/排泄ケア　

座長　服部紀美子　（定山渓病院・看護部長・看護師）

演題№ 演題名 所属 発表者 Ｐａｇｅ

M-3-1 介護拒否のある患者　　　　－事例検討ー 公立南砺中央病院 横山美咲

M-3-2
認知症病棟において訴えが多い患者への対応～頻回な尿意と転倒を繰り
返す患者～

ナカムラ病院 田中清美

M-3-3 長期療養目的で入院中の認知症高齢者が外出するための家族支援 札幌西円山病院 森林朋英

M-3-4
抑制廃止に向けた取り組みの評価～５年間の身体抑制の実態を振り返っ
て～

洞爺温泉病院 長谷部美砂代

M-3-5 「あきらめない」排泄の自立に向けて～排泄ケア状況書を活用して～ 橋本病院 柿本隆子


