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一般演題 

 

OA-1：多職種・チーム医療 

9:05-10:01  （56 分） スタジオ A 会場 

座長：茨城西南医療センター病院 院長  野村 明広 

相模原協同病院 看護部長     阿部 德子 

 

OA-1-1 当院回復期リハビリテーション病棟の強みと課題の調査  

～多職種連携の更なる強化を目指して～ 

伊勢原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室  田邉 秀明 

OA-1-2 整形外科病棟に入院する高血圧食患者に対して、行動変容ステージを用いた栄養指導の検討 

伊勢原協同病院 医療技術部 栄養室  森村 優子 

OA-1-3 輪番制配置運用のコロナ感染症病棟での TeamSTEPPS のブリーフィング活用効果 

相模原協同病院 看護部 堀川 久美子 

OA-1-4 地域との連携を目指した当院の周産期メンタルヘルススクリーニングシステムの取組みに 

ついて 

伊勢原協同病院 患者総合サポートセンター  勝俣 智美 

OA-1-5 看護師特定行為の実践と多種職協働が早期人工呼吸器離脱に繋がった症例報告 

上都賀総合病院 看護部 杉田 冨美子 

OA-1-6 チーム活動によるＫＴバランスチャートを用いた摂食機能療法の実績 

伊勢原協同病院 摂食機能療法室  小山 珠美 

OA-1-7 COVID-19 感染症に対する気管切開術後における KT バランスチャートの有用性 

佐野厚生総合病院 耳鼻咽喉科 大久保 啓介 

 

OA-2：入退院支援 

13:35～14:31  （56 分） スタジオ A 会場 

座長：伊勢原協同病院 患者総合サポートセンター 患者支援室長  橋本 澄春 

 

OA-2-1 急性期病院の看護師が退院支援に対し困難に感じること  

―患者が困難に感じていることの比較－ 

水戸協同病院 看護部 小笠原 恵子 

OA-2-2 緩和ケア病棟における退院支援の現状と課題 

―看護師と患者のアンケートを実施して― 

伊勢原協同病院 看護部  岡部 宗将 
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OA-2-3 退院後に医療処置が必要な患者の退院支援を振り返って 

―理論に基づいたセルフケア支援の必要性とその効果― 

伊勢原協同病院 看護部 小牟禮 明子 

OA-2-4 右変形性股関節症術後転院予定であるも自宅退院を実現した症例 

～歩行の安定性や速度改善を目指して～ 

伊勢原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室  宮原 勇太 

OA-2-5 当院における大腿骨近位部骨折術後早期自宅退院者の特性 

佐野厚生総合病院 リハビリテーション科  髙野 智央 

OA-2-6 入院前面談における薬剤師のかかわりとその実績と課題 

相模原協同病院 医療技術部 薬局  行縄 文彦 

OA-2-7 A 病院における PFM システム構築の現状と課題 

相模原協同病院 患者総合支援センター 宮原 重良子 

 

OB-1：運動器 

8:50-9:30  （40 分） スタジオ B 会場 

座長：伊勢原協同病院 整形外科副部長  望月 竜太 

 

OB-1-1  アキレス腱部分断裂を合併した踵骨剥離骨折の１例 

伊勢原協同病院 整形外科  李  知娟 

OB-1-2  人工膝関節置換術後の PCA ポンプでの疼痛管理に対する看護師の意識調査 

水戸協同病院 看護部  梶山 春佳 

OB-1-3  後縦靭帯骨化症の術後症例 ～復職・骨化進展予防に向けた取り組み～ 

伊勢原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室  谷野 礼奈 

OB-1-4  重度の股関節高位脱臼で全身的機能障害を生じ，膝痛により歩行獲得に難渋した症例 

伊勢原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室  斎藤 桃佳 

OB-1-5  下垂足に対する簡便な装具の検討 ～恐怖感の軽減と患者満足度の向上にむけて～ 

茨城西南医療センター病院 リハビリテーション部  四辻 英樹 

 

 

OB-2：COVID-19・感染 

9:50-10:30  （40 分） スタジオ B 会場 

座長：伊勢原協同病院 救急科副部長  吉岡 研之 

 

OB-2-1  地域連携病院と共に対応した、新型コロナウイルス感染症 

相模原協同病院 感染対策室  神野 祐子 
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OB-2-2 個人防護具の正しい着脱方法の理解と安全な手技確立への取り組み 

JA とりで総合医療センター 看護部  岸  晶子 

OB-2-3 新型コロナウィルス対策を踏まえた接遇研修の取り組み 

土浦協同病院 看護部  飯塚 規子 

OB-2-4 COVID-19 時代の当院での簡易遠隔モニタリングによる特殊血液浄化療法の新しい管理 

佐野厚生総合病院 ME センター  下山  巧 

OB-2-5  当院における COVID-19 検査陽性者及び入院患者の臨床的検討 

伊勢原協同病院 臨床研修医  田川 雄斗 

 

 

OB-3：検査、医師 

13:40～14:44  （64 分） スタジオ B 会場 

座長：OB-3-1～OB-3-4（検査） 伊勢原協同病院 外科医長    若林 大雅 

OB-3-5～OB-3-8（医師） 伊勢原協同病院 総合内科部長  小野 弘二 

 

OB-3-1 耳下腺に発生したリンパ上皮癌の１例 

佐野厚生総合病院 検査科  江田 尚輝 

OB-3-2  穿刺吸引細胞診において診断が困難であった石灰化上皮腫の一例 

伊勢原協同病院 医療技術部 臨床検査室  石橋 麻美 

OB-3-3  術中迅速組織標本作製時における固定液の検討 

相模原協同病院 医療技術部 臨床検査室  舩井 遼子 

OB-3-4  生理検査室内での患者急変時対応における取り組み 

伊勢原協同病院 医療技術部 臨床検査室 小清水 綾花 

OB-3-5  遺残胆嚢管腫瘍に対して EUS-FNA で神経鞘腫と診断した一例 

伊勢原協同病院 臨床研修医  丸茂 正展 

OB-3-6  68 歳で発見された右室二腔症の一例 

水戸協同病院 内科 宇治田 彩花 

OB-3-7  当院における膵石症に対する体外衝撃波結石破砕療法(ESWL)の有用性の検討 

伊勢原協同病院 消化器内科  横倉 航一 

OB-3-8  当院における先天性胆道拡張症に対する腹腔鏡下肝外胆管切除術 

伊勢原協同病院 外科  栄永 直樹 
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OC-1：医療機器 

8:50-9:30  （40 分） スタジオ C 会場 

座長：伊勢原協同病院 医療技術部 臨床工学室長  茅野 敬典 

 

OC-1-1 泌尿器科レーザーファイバー点検器具の試作と性能評価 

伊勢原協同病院 医療技術部 臨床工学室  井上 郁未 

OC-1-2 新規医療機器採用に伴うトラブル事例 

相模原協同病院 医療技術部 臨床工学室  篠崎 陽大 

OC-1-3 ペースメーカー遠隔モニタリングシステムの有用性について 

伊勢原協同病院 医療技術部 臨床工学室  原田 知美 

OC-1-4 感染症対策におけるベビーモニターの有用性についての検討 

伊勢原協同病院 医療技術部 臨床工学室  中山 友紀 

OC-1-5 当院の手術支援ロボット da Vinci Xi 導入に伴う手術室での CE の役割 

佐野厚生総合病院 ME センター  奥野 加奈 

 

 

OC-2：放射線 

9:50-10:30  （40 分） スタジオ C 会場 

座長：伊勢原協同病院 医療技術部 放射線室長  中島 正俊 

 

OC-2-1 診断用Ｘ線装置の性能評価 

相模原協同病院 医療技術部 放射線室  石井 拓実 

OC-2-2 歯科用 CT における MAR の機構検証 

相模原協同病院 医療技術部 放射線室  村松 七海 

OC-2-3 当院における安全に造影 CT 検査を行うための取り組み 

水戸協同病院 放射線部 浅間 みずき 

OC-2-4 当院における冠動脈 CT 検査のための至適造影条件の検討 

相模原協同病院 医療技術部 放射線室 小野澤 亜美 

OC-2-5 当院における被ばく線量（TACE、IVR-CT）と診断参考レベル(DRLs2020)との比較検討 

佐野厚生総合病院 放射線科  石川 英彬 
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OC-3：看護・ケア 

13:40～14:52  （72 分） スタジオ C 会場 

座長：伊勢原協同病院 看護師長  矢後 さとみ 

伊勢原協同病院 看護師長 三百苅 かづ恵 

 

OC-3-1 MMASA 導入による誤嚥防止を目指して 

JA とりで総合医療センター 看護部  岡﨑 裕子 

OC-3-2 後期高齢者が大腸内視鏡検査を安全に受けるための看護介入 

―検査中に感じている不安を調査して― 

伊勢原協同病院 看護部  管野 孝子 

OC-3-3 言語ツールを活用した外国人とのコミュニケーション  

―信頼関係の構築と学習効果への影響― 

伊勢原協同病院 看護部  嘉指  忍 

OC-3-4 産後疲労の要因とケアの視点 

県北医療センター高萩協同病院 看護部  髙浜 千遥 

OC-3-5 化学療法を受ける患者への入院時からはじめる口腔ケアの取り組み 

伊勢原協同病院 看護部  露木 友美 

OC-3-6 安全なケアの提供に向けたベッドサイドでの情報共有 

―ADL 表導入による効果― 

茨城西南医療センター病院 看護部  金子 千尋 

OC-3-7 終末期にあるがん患者を持つ家族への看護  

―がん患者を支える家族への看護援助の重要性について― 

伊勢原協同病院 看護部  飯塚 璃子 

OC-3-8 ステロイド薬内服中の患児への感染予防指導 

相模原協同病院 看護部  伊藤 美和 

OC-3-9 フィンクの危機モデルを活用した看護介入の検証 

－ネマリンミオパチー患児・家族の退院支援を通して－ 

佐野厚生総合病院 看護部  佐藤 律子 
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OD-1：事務 

8:50-9:30  （40 分） スタジオ D 会場 

座長：茨城西南医療センター病院 事務部長  玉田 千秋 

伊勢原協同病院 事務部長       吉川 敦子 

 

OD-1-1 心不全患者の適切なコーディングについて 

相模原協同病院 事務部 医事課  岩崎 彰宏 

OD-1-2 効率性係数の向上に向けた取り組み ～白内障手術の在院日数の検討～ 

相模原協同病院 事務部 医事課  石井 未来 

OD-1-3 経営改善委員会を通じた医事課の質向上の取り組みについて  

～適正な DPC コーディングを目指して～ 

相模原協同病院 事務部 医事課  小泉 明洋 

OD-1-4 費用削減への取り組み ～相模原協同病院の挑戦～ 

神奈川県厚生農業協同組合連合会 本所  櫻井 鉄大 

OD-1-5 医事課実務者の人材育成の取り組み ～Q＆A 形式のチェックリストの作成を通じて～ 

相模原協同病院 事務部 医事課  櫻井 沙織 

 

OD-2：接遇・薬剤・栄養 

9:50-10:30  （40 分） スタジオ D 会場 

座長：伊勢原協同病院 看護師長  西森 佳代 

 

OD-2-1 救急外来のトリアージ場面における接遇の現状調査 

土浦協同病院 看護部  勝山 剛志 

OD-2-2 接遇に関する病棟看護師の現状と課題 ～接遇チェックシートを用いて～ 

JA とりで総合医療センター 看護部  飯田 英子 

OD-2-3 疑義照会内容の調査と「プロトコルに基づいた問い合わせ不要の取り決め」への期待 

佐野厚生総合病院 薬剤部  篠﨑  愛 

OD-2-4 エドキサバンを拒薬した患者の服薬アドヒアランス向上に貢献した一例 

伊勢原協同病院 医療技術部 薬局 酒井 あさひ 

OD-2-5 塩分濃度計を用いた調理マニュアルの試み 

伊勢原協同病院 医療技術部 栄養室  亀井  聡 
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OD-3：脳疾患リハビリ、糖尿病・透析 

13:40～14:44  （64 分） スタジオ D 会場 

座長：OD-3-1～OD-3-4（脳疾患リハビリ） 大橋 恭彦（伊勢原協同病院 医療技術部副部長兼リハビリテーション室長）  

   OD-3-5～OD-3-8（糖尿病・透析） 佐藤 作喜子（伊勢原協同病院 医療技術部 栄養室長） 

                

OD-3-1 急性期からバクロフェン髄注療法を導入した症例に対するリハビリテーションの役割と課題 

茨城西南医療センター病院 リハビリテーション部  根本 祐司 

OD-3-2 体幹機能に着目し立位姿勢の改善を目指した症例 

伊勢原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室  百瀬 つかさ 

OD-3-3 全失語によってコミュニケーション障害を有した症例 ～家族支援の重要性～ 

伊勢原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室  高橋 航平 

OD-3-4 急性期よりリハビリテーション介入し、意識障害および ADL の改善を認めた重症頭部外傷患

者の一症例 

相模原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室  小野田 大基 

OD-3-5 当院外来血液透析患者の栄養状態の実態 ―Geriatric Nutritional Risk Index を用いてー 

伊勢原協同病院 看護部  柄本 美芽 

OD-3-6 血液透析患者への生活支援を導き出すためのフローチャートの作成 

JA とりで総合医療センター 看護部  吉田 真理 

OD-3-7 カーボカウント導入により、血糖コントロールし得た高齢者 1 型糖尿病患者の報告 

相模原協同病院 医療技術部 栄養室  菊池 美優 

OD-3-8 FreeStyle リブレ Link を使用して良好な血糖コントロールを得た劇症 1 型糖尿病の一例 

伊勢原協同病院 内分泌・糖尿病内科  山脇 孝 


