
 

 
 
1．開会行事（フィルハーモニアホール）              ………  8:40～ 9:05 

 

2．特別講演Ⅰ（フィルハーモニアホール）           ………   9:20～10:30 

演 題 (仮) 「働き方改革と地域医療」 

講 師 河原 和夫 先生 

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科  

医歯学系専攻 環境社会医歯学講座 政策科学 教授 

 

3. 特別講演Ⅱ（フィルハーモニアホール）          ……… 10:40～11:50  

演 題「 最近の災害医療と病院の BCP 」 

講 師 猪口 正孝 先生 

公益社団法人全日本病院協会 常務理事  

医療法人社団直和会・社会医療法人社団正志会 理事長 

 

4．ランチョンセミナー (5 会場)           ……… 12:05～12:50 

 

5．分 科 会                      ……… 13:05～16:20           

A 会場：コンベンションホール   ： ポスターセッション  

B 会場：フィルハーモニアホール  ： 口演  

C 会場：中会議室         ： 口演 

D 会場：レセプションホール      ： 口演 

E 会場：国際会議室         ： 口演 

 

6. 企業展示･販売（コンベンションホール ）        ………  9:00～16:10 

 

※これは 2019 年 8 月 27 日現在のプログラムです。当日の発表時間等は、抄録集にてご確認下

さい。 

 

 一般社団法人大分県病院協会 

第 37 回大分県病院学会プログラム 
学会テーマ 「 忠恕(ちゅうじょ)を以て之を貫く 

～全ての人に想いやりと誠意をもって～ 」 
 

開催日時：令和元年 11月 17 日(日) 8:00 受付開始 

開催場所：ビーコンプラザ（別府市山の手町 12-1） 



第37回大分県病院学会　病院別発表者一覧
（五十音別）

病院名 登録 演題 発表者 病院名 登録 演題 発表者 病院名 登録 演題 発表者

あ 明野中央 お 大分中村 113 A516 阿部　美香 さ 佐藤第一 11 A607 佐藤　峰子

43 A409 有吉さおり 164 A510 黒田　　厚 17 C03 井村　　良

159 A414 古川　　茜 167 A208 大西　直斗 125 A118 新森　　愛

い 一ノ宮脳神経外科 57 E04 諌山　敬一 97 D01 泊　　一美 151 A117 吉田　志保

井野辺 62 A312 木許　初音 98 D05 後藤　麻美 69 A109 河野　　愛

106 A403 塩足　隆也 99 A114 後藤　陽介 86 A305 堀井　　悟

174 A407 由川　美咲 102 A211 篠原　明子 す 鈴木 134 A204 黒木　治樹

175 A317 平川　寛子 大久保 56 A506 阿南　真之 137 A205 近藤　純一

う 宇佐胃腸 58 A601 中野　眼一 105 B13 佐藤　将希 諏訪の杜 117 A116 長尾　貴幸

23 E09 濱田　　歩 119 E10 岩﨑　真依 170 E16 吉野　可奈

103 A215 長尾　和哉 161 A214 恵濃　彩花 そ 曽根 27 A608 大賀　弘美

臼杵 133 C16 植木　　蓮 か 加藤 85 D06 恵藤　　聡 30 A417 佐藤安祐子

152 C04 麻生　孝暁 95 C14 岩屋　将貴 た 高田 49 A609 太田由紀美

78 A314 進来　美恵 136 B08 衞藤　経彦 高田中央 3 C13 宮部　謙太

92 A104 河野　昌博 44 D12 大森　美佳 7 A606 熊埜御堂章

内田 145 C05 古賀雄一郎 51 D04 宝珠山理絵 8 A618 熊埜御堂真知子

146 B01 後藤明日香 79 A614 合津　卓朗 9 A605 土谷　久士

147 A613 高橋　秀行 118 E02 川端　賢治 13 B02 野田　香織

148 B03 糸永美智子 153 A509 清水　啓司 74 A603 後藤　聡美

149 A615 土谷　雄世 157 D11 植田　裕貴 竹田医師会 116 A107 松林　亮太

え えとう内科 96 D17 田口　夏実 158 A213 山口　　喬 つ 津久見中央 38 A502 平野　祥子

衛藤 131 A612 加嶋　昌子 165 D08 石井  　瑛 171 A212 農蘇由紀江

お 大分丘の上 83 B17 橋本　遼一 172 A406 永津　義竜 て 天心堂へつぎ 108 A303 宮野　啓太

124 B10 濵砂　友輝 173 A412 斉藤　直人 な 永冨脳神経外科 4 D13 山﨑早弥香

大分岡 10 C01 村田　顕至 176 B09 野島　里香 中村 121 D14 三原　将矢

26 A313 安部　優樹 き 帰巖会みえ 14 A410 飯田　幸織 154 A210 松井ひとみ

33 A203 栗林亜希子 93 A411 羽田野　剛 160 A515 高橋麻人香

50 D15 竹尾　鈴夏 127 A504 河野　良造 の 野口 22 A209 本田　智美

88 D10 皆田　渉平 く 黒木記念 37 A316 金澤亜由美 36 A602 菅田　瑠美

100 A416 東　　義庸 39 E14 山口　嘉乃 40 B04 原田　浩子

112 A318 後藤　和也 41 A113 小寺　晋平 60 A217 工藤　宏美

129 A503 吉村　有示 46 A306 樫崎　　愛 87 C06 村上　智紀

138 A418 西川　悦子 47 A302 塩竈かおり 111 D02 井上陽南子

143 E01 佐藤　　明 52 A514 山本　瑶愛 114 D03 井元　大介

166 E06 石渡　由夏 53 A518 松山　　央 へ 別府中央 48 B11 本山　文那

169 E07 東　　楓歌 54 A517 櫻井　崇愉 別府発達医療センター 61 B07 亀井　真之

大分記念 16 A207 依田　真実 55 D09 佐藤　貴洋 5 E13 渡邉いずみ

45 A611 福田　照美 63 A508 矢野　公平 15 A404 梶山　　哲

59 A413 仲摩　智恵 64 A512 平田　敦己 34 A617 加藤　織江

132 A108 三浦　英洋 65 A112 成水　真利 35 A616 福澤　　至

大分健生 101 C15 百田　由衣 66 B12 丸尾　由夏 73 E12 角舘しのぶ

150 E08 岡崎　未央 67 A415 真砂　昇平 94 D07 髙倉　沙樹

135 C11 半澤　浩太 68 A101 工藤　佳代 122 A309 野村　　心

141 E17 山﨑　賢一 80 E15 二宮　早希 123 A402 岡本　和也

155 A507 森永　将正 81 A301 大石　博幸 130 A405 首藤　広樹

156 A408 廣沢　妃華 82 A110 是永　彩夏 168 A308 中原佑太郎
大分市医師会立アルメイダ 25 E11 廣瀬　明子 け 桂林 84 A304 丹野　翔太 む 向井 162 C10 蓑　　千穂

大分下郡 31 C17 後藤満由見 こ 児玉 32 A206 寺村　　康 163 C09 小野　香里

76 D16 仲摩　恵一 120 A105 薬師寺友美 村上記念 71 A102 松本　由香

144 A604 桑野　善行 さ 坂ノ市 1 C07 佐藤　湧真 72 A315 伊藤　理恵

大分循環器 75 C12 吉田祐希子 2 C08 福岡あかね 村橋 24 A513 糸永　　崇

139 A111 甲斐　久美 6 A311 帆足　将直 め 明和記念 21 E05 矢野　豊久

大分整形外科 90 A218 古長　美里 12 B05 原口　和之 126 B15 平野　政治

大分中村 19 C02 藤岡　浩二 77 A310 西田　知弘 り リバーサイド 42 B14 出口　蒼也

29 A202 山中　祐子 128 A505 釘宮　　明 わ 和田 18 A501 財津わかな

91 A103 西田由希代 佐賀関 70 E03 嶋村　由香 28 A115 河野真由美

107 A511 坂本恵瑠菜 115 A610 原口　真登 89 A216 相良　理恵

109 A401 羽田野こはる 140 A201 萱島　涼子 104 A307 平林　克得

110 A106 幡　　美紀 142 B06 松島　文子

大分三愛メ
ディカルセン
ター

大分リハビリ
テーション サンライズ酒

井

宇佐高田医師
会

臼杵市医師会
立コスモス 川嶌整形外

科

別府リハビリ
テーションセ
ンター



一般演題 プログラム案

【 ポスターセッション１群　A会場：コンベンションホール 】

分科会開会式 13時05分　1題持ち時間10分（発表7分・質疑3分）

1座 13:10～14:10

【教育研修】 PCAGIP法を用いた事例検討会の試み 工藤　佳代 （介護福祉士）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 役職者集合研修の導入 松本　由香 （看護師）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 病棟新人教育の取組 西田由希代 （看護師）

　人材育成･職員教育 ～指導者への支援を通して～

【教育研修】 外来看護師への内視鏡教育体制つくり 河野　昌博 （看護師）

　人材育成･職員教育 ～実践計画から指導の統一まで～

【教育研修】 安全な配薬を目指して 薬師寺友美 （看護師）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 リーダーシップ発揮に向けた業務の可視化 幡　　美紀 （看護師）

　人材育成･職員教育  

2座 14:10～15:10

【教育研修】 クリニカル・クラークシップ移行期の工夫点と効果 松林　亮太 （理学療法士）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 造影剤副作用発生時の対応訓練について 三浦　英洋 （診療放射線技師）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 バリデーション技法を用いた支援 河野　　愛 （介護士）

　その他  

【教育研修】 急性期病棟における接遇に対する取り組み 是永　彩夏 （看護師）

　その他  

【教育研修】 実習指導体制改善への取り組み 甲斐　久美 （看護師）

　その他  

【教育研修】 当院におけるME機器院内教育研修の取り組み 成水　真利 （臨床工学技士）

　その他  

3座 15:10～16:10

【病院管理運営】 電気料金削減の取り組み 小寺　晋平 （事務員）

　経営･施設管理  

【病院管理運営】 見える化による業務効率改善 後藤　陽介 （総務）

　経営･施設管理  

【病院管理運営】 フィッシュ哲学導入による効果 河野真由美 （看護師）

　勤務環境･職員満足度 ～モチベーションチェックリストを用いての前後比較～

【病院管理運営】 職員の運動習慣に対する取り組み 長尾　貴幸 （理学療法士）

　健康経営  

【病院管理運営】 地域に必要とされる訪問リハビリへ 吉田　志保 （作業療法士）

　広報活動  

【病院管理運営】 回復期リハビリ病棟でのオレンジチームでの取り組み 新森　　愛 （看護師）

　医療の質向上 ～その人らしく穏やかな日常生活を取り戻すために～
A118 125

佐藤第一病院

A116 117
諏訪の杜病院

A117 151
佐藤第一病院

A114 99
大分リハビリテーション病院

A115 28
和田病院

A112 65
黒木記念病院

A113 41
黒木記念病院

A110 82
黒木記念病院

A111 139
大分循環器病院

A108 132
大分記念病院

A109 69
サンライズ酒井病院

A106 110
大分中村病院

A107 116
竹田医師会病院

A104 92
臼杵市医師会立コスモス病院

A105 120
児玉病院

A102 71
村上記念病院

A103 91
大分中村病院

A101 68
黒木記念病院



一般演題 プログラム案

【 ポスターセッション２群　A会場：コンベンションホール 】

分科会開会式 13時05分　1題持ち時間10分（発表7分・質疑3分）

1座 13:10～14:00

【病院管理運営】 介護保険施設における不在者投票 萱島　涼子 （支援相談員）

　その他 ～指定施設における自己決定支援の在り方を考える～

【病院管理運営】 障がい者の積極的な雇用促進について 山中　祐子 （総務）

　その他 ～「共生社会」の実現に向けて～

【病院管理運営】 当院のDiNQL登録への取り組み 栗林亜希子 （診療情報管理士）

　その他  

【安全管理】 アルツハイマー型認知症利用者の徘徊への対応 黒木　治樹 （介護士）

　その他 ～事例を通じて～

【安全管理】 その方の思いに寄り添って 近藤　純一 （介護士）

　その他 ～アルツハイマー型認知症の事例を通じて～

2座 14:00～15:10

【安全管理】 事務・診療技術部における医療安全管理活動 寺村　　康 （理学療法士）

　医療安全管理  

【安全管理】 安全な医療の提供にむけた取り組み 依田　真実 （理学療法士）

　その他 ～限られた資源～

【安全管理】 リハビリ中のリスク軽減にKYTが奏功した取り組み 大西　直斗 （理学療法士）

　その他  

【安全管理】 嘔吐物処理セットの手順統一とスタッフ教育 本田　智美 （看護師）

　感染対策  

【安全管理】 義歯洗浄の手順統一に向けた取り組み 松井ひとみ （介護福祉士）

　感染対策  

【研究・調査】 よりよい大腸前処置に向けて 篠原　明子 （看護師）

　その他  

【研究・調査】 透析患者の変化に応じた業務改善とその成果 農蘇由紀江 （看護師）

　その他  

3座 15:10～16:10

【研究・調査】 当院における急性減圧症に対する再圧療法の状況 山口　　喬 （臨床工学技士）

　その他  

【研究・調査】 健康増進室における満足度調査の結果と今後の課題 恵濃　彩花 （健康運動実践指導者）

　その他  

【研究・調査】 術後訪問・術後カンファレンスの充実を目指して 長尾　和哉 （看護）

　その他  

【研究・調査】 デスカンファレンスのあり方の検討 相良　理恵 （看護師）

　その他 ～療養病棟でのデスカンファレンスのあり方～

【研究・調査】 家族性腫瘍患者に向けた遺伝質問紙の作成 工藤　宏美 （看護師）

　その他  

【研究・調査】 病室訪問に基づいた温かみある食事作り 古長　美里 （管理栄養士）

　その他  
A218 90

大分整形外科病院

A216 89
和田病院

A217 60
野口病院

A214 161
大久保病院

A215 103
宇佐高田医師会病院

A212 171
津久見中央病院

A213 158
川嶌整形外科病院

A210 154
中村病院

A211 102
大分リハビリテーション病院

A208 167
大分中村病院

A209 22
野口病院

A206 32
児玉病院

A207 16
大分記念病院

A204 134
鈴木病院

A205 137
鈴木病院

A202 29
大分中村病院

A203 33
大分岡病院

A201 140
佐賀関病院



一般演題 プログラム案

【 ポスターセッション３群　A会場：コンベンションホール 】

分科会開会式 13時05分　1題持ち時間10分（発表7分・質疑3分）

1座 13:10～14:10

【地域連携】 住みやすい在宅生活にむけて 大石　博幸 （介護福祉士）

　在宅サービス  

【地域連携】 看護小規模多機能型居宅介護における在宅支援の在り方 塩竈かおり （介護福祉士）

　在宅サービス ～サ－ビスの特徴を活かした取り組み事例から考察する～

【地域連携】 まちづくりのオレンジカフェを目指して 宮野　啓太 （作業療法士）

　その他 ～開設一年の振り返り～

【地域連携】 地域高齢者に対する健康増進への取り組み 丹野　翔太 （理学療法士）

　その他  

【地域連携】 ショートステイにおけるターミナルケア 堀井　　悟 （准看護師）

　その他 ～家族の思いと現実の狭間で施設職員にできること～

【地域連携】 病院が運営する有料老人ホームの役割について 樫崎　　愛 （介護福祉士）

　その他 ～終活に励む入居者様をどう支えるか考える～

2座 14:10～15:10

【地域連携】 第２報　動画情報を用いて情報共有の取り組み 平林　克得 （理学療法士）

　その他 ～退院前カンファレンスでの活用～

【治療･リハビリテーション】 外来理学療法から考察する外来リハビリの役割について 中原佑太郎 （理学療法士）

　維持期・生活期  

【治療･リハビリテーション】 慢性脳卒中患者の上肢FMAの変化とDTIによる検討 野村　　心 （作業療法士）

　維持期・生活期 ～中脳大脳脚のFA値との関係性～

【治療･リハビリテーション】 回復期病院を経ずに通所リハの利用を開始した事例 西田　知弘 （理学療法士）

　維持期・生活期 ～これからの通所リハの役割について～

【治療･リハビリテーション】 病棟に留まらない多種多様なリハビリテーション 帆足　将直 （理学療法士）

　維持期・生活期 ～病棟職員こそ在宅へ～

【治療･リハビリテーション】 神経難病を呈した症例の退院後の聞き取り調査について 木許　初音 （理学療法士）

　維持期・生活期 ～家屋調査や情報提供の必要性～

3座 15:10～16:10

【地域連携】 心臓血管外科手術施行患者に対する入院前説明の効果 安部　優樹 （理学療法士）

　入退院支援  

【地域連携】 入院中から行う訪問看護との連携 進来　美恵 （看護師）

　入退院支援 ～頸椎骨折術後の患者への退院支援とその後～

【地域連携】 患者・家族の思いを汲み取った退院支援 伊藤　理恵 （看護師）

　入退院支援  

【地域連携】 ADL全介助患者の自宅退院へ向けた家族支援 金澤亜由美 （看護師）

　入退院支援 ～妻の希望に寄り添う退院支援～

【地域連携】 多系統萎縮症患者の退院支援について 平川　寛子 （看護師）

　入退院支援 ～自宅退院に向けた他職種との連携～

【地域連携】 急性期整形外科患者の在院日数短縮に向けて 後藤　和也 （理学療法士）

　入退院支援  
A318 112

大分岡病院

A316 37
黒木記念病院

A317 175
井野辺病院

A314 78
臼杵市医師会立コスモス病院

A315 72
村上記念病院

A312 62
井野辺病院

A313 26
大分岡病院

A310 77
坂ノ市病院

A311 6
坂ノ市病院

A308 168
別府リハビリテーションセンター

A309 122
別府リハビリテーションセンター

A306 46
黒木記念病院

A307 104
和田病院

A304 84
桂林病院

A305 86
サンライズ酒井病院

A302 47
黒木記念病院

A303 108
天心堂へつぎ病院

A301 81
黒木記念病院



一般演題 プログラム案

【 ポスターセッション４群　A会場：コンベンションホール 】

分科会開会式 13時05分　1題持ち時間10分（発表7分・質疑3分）

1座 13:10～14:10

【治療･リハビリテーション】 地域包括ケア病棟から自宅復帰できなかった患者の特徴 羽田野こはる （作業療法士）

　回復期  

【治療･リハビリテーション】 USNの詳細な分析で治療選択の手がかりを得た1症例 岡本　和也 （作業療法士）

　回復期 ～サブタイプ・病巣による分類表を活用して～

【治療･リハビリテーション】 意識障害患者への歩行訓練と正中神経刺激療法の併用 塩足　隆也 （理学療法士）

　回復期 ～脳梗塞患者1症例についての検討～

【治療･リハビリテーション】 サルコイドニューロパチー症例に対する介入経験 梶山　　哲 （理学療法士）

　回復期 －ADL全介助から著明な改善を認めた一症例－

【治療･リハビリテーション】 ６ヶ月経過後に体幹機能改善を認めた脳幹出血症例 首藤　広樹 （作業療法士）

　回復期 ～ReoGo-Jの自主訓練での活用について～

【治療･リハビリテーション】 TKA術後の膝ROM制限に対する理学療法アプローチ 永津　義竜 （理学療法士）

　回復期  

2座 14:10～15:10

【治療･リハビリテーション】 認知症患者のADL向上に向けた取り組み 由川　美咲 （看護師）

　回復期  

【治療･リハビリテーション】 FIM評価の標準化を目指して 廣沢　妃華 （看護師）

　回復期 ～FIMの具体例作成の取り組み～

【治療･リハビリテーション】 ICFをもとにしたカンファレンスシート作成の試み 有吉さおり （看護師）

　回復期 ～カンファレンスの充実を目指して～

【治療･リハビリテーション】 神経因性膀胱と診断を受けた脳梗塞患者の排泄自立支援 飯田　幸織 （看護師）

　回復期  

【治療･リハビリテーション】 回復期リハビリテーション病棟看護師の役割意識変化 羽田野　剛 （看護師）

　回復期 ～排泄レベル段階表を用いた試み～

【治療･リハビリテーション】 当院での目標設定等支援・管理指導実施への取り組み 斉藤　直人 （理学療法士）

　急性期  

3座 15:10～16:10

【治療･リハビリテーション】 酸素療法の適正化 仲摩　智恵 （看護師）

　急性期 ～病棟内での酸素投与の統一化に向けての取り組み～

【治療･リハビリテーション】 患者用クリティカルパス使用の見直しとその対策 古川　　茜 （看護師）

　急性期  

【治療･リハビリテーション】 環境設定評価表を用いた転倒予防の取り組み 真砂　昇平 （看護師）

　急性期  

【治療･リハビリテーション】 当院心臓外科術後における術後せん妄発症因子の検討 東　　義庸 （理学療法士）

　急性期  

【治療･リハビリテーション】 痛風発作にて入院中に脳梗塞を発症した症例の考察 佐藤安祐子 （理学療法士）

　急性期  

【治療･リハビリテーション】 高齢者への自己間欠導尿（CIC）指導 西川　悦子 （看護師）

　急性期 ～退院支援を通して～
A418 138

大分岡病院

A416 100
大分岡病院

A417 30
曽根病院

A414 159
明野中央病院

A415 67
黒木記念病院

A412 173
川嶌整形外科病院

A413 59
大分記念病院

A410 14
帰巖会みえ病院

A411 93
帰巖会みえ病院

A408 156
大分三愛メディカルセンター

A409 43
明野中央病院

A406 172
川嶌整形外科病院

A407 174
井野辺病院

A404 15
別府リハビリテーションセンター

A405 130
別府リハビリテーションセンター

A402 123
別府リハビリテーションセンター

A403 106
井野辺病院

A401 109
大分中村病院



一般演題 プログラム案

【 ポスターセッション５群　A会場：コンベンションホール 】

分科会開会式 13時05分　1題持ち時間10分（発表7分・質疑3分）

1座 13:10～14:10

【治療･リハビリテーション】 回復期病棟での低栄養改善の取り組みについて 財津わかな （管理栄養士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 過去3年間の嗜好調査結果評価と今後の課題 平野　祥子 （管理栄養士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 総合リハビリテーション課における栄養チーム立ち上げ 吉村　有示 （理学療法士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 経管栄養を用いながら経口食へ復帰した高齢女性の１例 河野　良造 （管理栄養士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 坂ノ市メディカルフィットネスジムアビエスを開設して 釘宮　　明 （健康運動指導士）

　その他 ～これまでの活動・事例・今後の可能性～

【治療･リハビリテーション】 院内市民公開講座で腰痛に対する講演を行った経験とアンケート調査 阿南　真之 （理学療法士）

　その他  

2座 14:10～15:10

【治療･リハビリテーション】 COPD患者における酸素摂取量動態解析の有用性 森永　将正 （理学療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 ADOCによる目標共有を行い、意欲向上を認めた症例 矢野　公平 （作業療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 当院で使用している膝ストレス撮影台について 清水　啓司 （診療放射線技師）

　診療の補助となる技術･技能  

【治療･リハビリテーション】 3MSTは心疾患患者に対する評価法として有用 黒田　　厚 （理学療法士）

　診療の補助となる技術･技能  

【治療･リハビリテーション】 地域包括ケア病棟の生活機能改善率に関する調査 坂本恵瑠菜 （理学療法士）

　その他 ～運動器疾患患者に着目して～

【治療･リハビリテーション】 右片麻痺を呈し、起き上がり動作の定着に難渋した症例 平田　敦己 （理学療法士）

　その他 ～身体体節の連結による起き上がり動作の獲得を目指して～

3座 15:10～16:10

【治療･リハビリテーション】 排泄ケアチームの取り組み 糸永　　崇 （介護福祉士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 他職種連携によりトイレでの排泄が実現した症例 山本　瑶愛 （作業療法士）

　その他 ～コミュニケーションツールの導入～

【治療･リハビリテーション】 膀胱瘻カテーテル抜去時の現状と課題 高橋麻人香 （看護師）

　その他 ～再挿入指導～

【治療･リハビリテーション】 女性下部尿路症状に対する骨盤底筋体操教室の導入 阿部　美香 （理学療法士）

　その他 ～当院における取り組みについて～

【治療･リハビリテーション】 廃用症候群に加え多様な症状を有する症例 櫻井　崇愉 （理学療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 重度失語症患者のコミュニケーション手段の獲得 松山　　央 （言語聴覚士）

　その他  

A517 54
黒木記念病院

A518 53
黒木記念病院

A515 160
中村病院

A516 113
大分中村病院

A513 24
村橋病院

A514 52
黒木記念病院

A511 107
大分中村病院

A512 64
黒木記念病院

A509 153
川嶌整形外科病院

A510 164
大分中村病院

A507 155
大分三愛メディカルセンター

A508 63
黒木記念病院

A505 128
坂ノ市病院

A506 56
大久保病院

A503 129
大分岡病院

A504 127
帰巖会みえ病院

A501 18
和田病院

A502 38
津久見中央病院



一般演題 プログラム案

【 ポスターセッション６群　A会場：コンベンションホール 】

分科会開会式 13時05分　1題持ち時間10分（発表7分・質疑3分）

1座 13:10～14:10

【研究・調査】 当院の禁煙外来における禁煙効果について 中野　眼一 （医師）

　調査  

【研究・調査】 側頚部郭清術後の肩周囲関節運動の効果 菅田　瑠美 （看護師）

　看護研究  

【研究・調査】 認知症看護認定看護師が行う 後藤　聡美 （看護師）

　看護研究 　“ものわすれ相談室”での相談支援の現状と課題

【研究・調査】 与薬関連インシデント発生後のストレス調査について 桑野　善行 （看護師）

　看護研究  

【5疾病5事業】 2型糖尿病患者の骨密度に関する検討 土谷　久士 （診療放射線技師）

　糖尿病  

【5疾病5事業】 糖尿病合併透析患者では、PCSK9濃度が高値である 熊埜御堂章 （臨床検査技師）

　糖尿病  

2座 14:10～15:10

【研究・調査】 口から食べることをサポートする 佐藤　峰子 （看護師）

　看護研究 ～正しいポジショニングとNsの意識向上を目指して～

【研究・調査】 退院支援における内服自己管理の対応 大賀　弘美 （看護師）

　看護研究 ～内服管理における看護師の取り組み～

【研究・調査】 手指衛生の意識向上・習慣化に向けた取り組み 太田由紀美 （看護師）

　看護研究  

【研究・調査】 注射技術改善へ向けての病棟での取り組み 原口　真登 （看護師）

　看護研究 ～注射技術の統一化を目指して～

【5疾病5事業】 糖尿病患者教育の取り組み 福田　照美 （看護師）

　糖尿病 ～糖尿病教室を通して～

【5疾病5事業】 精神科病院に入院している患者の家族が抱える思い 加嶋　昌子 （看護師）

　精神疾患 －認知症とその他の精神疾患の患者家族の思いの違い-

3座 15:10～16:10

【研究・調査】 SEMAR使用対象の検討 高橋　秀行 （診療放射線技師）

　調査  

【研究・調査】 転倒歴を有する高齢者の身体的,心理的特性 合津　卓朗 （理学療法士）

　調査  

【研究・調査】 入院患者の介護保険保有率の調査 土谷　雄世 （理学療法士）

　調査  

【5疾病5事業】 社会的行動障害に対する「卓球バレー」導入の成果 福澤　　至 （作業療法士）

　脳卒中  

【5疾病5事業】 障害者支援施設における若年脳卒中者の復職支援 加藤　織江 （理学療法士）

　脳卒中  

【5疾病5事業】 DM透析患者の骨密度は非DM透析患者より低値である 熊埜御堂真知子 （看護師）

　糖尿病  
A618 8

高田中央病院

A616 35
別府リハビリテーションセンター

A617 34
別府リハビリテーションセンター

A614 79
川嶌整形外科病院

A615 149
内田病院

A612 131
衛藤病院

A613 147
内田病院

A610 115
佐賀関病院

A611 45
大分記念病院

A608 27
曽根病院

A609 49
高田病院

A606 7
高田中央病院

A607 11
佐藤第一病院

A604 144
大分下郡病院

A605 9
高田中央病院

A602 36
野口病院

A603 74
高田中央病院

A601 58
宇佐胃腸病院



一般演題 プログラム案

【 口演　B会場：フィルハーモニアホール 】

分科会開会式 13時10分　1題持ち時間10分（発表8分・質疑2分）

1座 13:20～14:20

【教育研修】 一般病棟における看護助手の業務改善への取り組み 後藤明日香 （看護助手）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 透析患者の転倒転落リスクに対するスタッフの意識変化 野田　香織 （看護師）

　人材育成･職員教育 ～転倒転落アセスメントシートを導入して～

【教育研修】 1人1人にオーダーメイドの医療・介護の実践 糸永美智子 （看護助手）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 レベルアップ基準を設定した採血研修の評価 原田　浩子 （臨床検査技師）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 社会医療法人関愛会の職員教育体系 原口　和之 （社会福祉士）

　人材育成･職員教育 ～これまでとこれから・関愛会IPEのストラクチャー～

【5疾病5事業】 介護老人保健施設における血糖コントロール 松島　文子 （医師）

　糖尿病  

（休憩5分）

2座 14:25～15:25

【教育研修】 施設内での尿漏れ防止の取り組み 亀井　真之 （介護福祉士）

　その他  

【教育研修】 おむつの当て方研修会」後の取り組み 衞藤　経彦 （看護師）

　その他 ～ケア及び発注数の変化～

【教育研修】 重症度、医療・看護必要度の評価、監査体制の再構築 野島　里香 （看護師）

　その他 ～OJT主体の教育体制への変換～

【5疾病5事業】 治療抵抗性統合失調症患者の症状の改善と家族の戸惑い 濵砂　友輝 （看護師）

　精神疾患 ～治療抵抗性統合失調症治療薬クロザピンの効果～

【治療･リハビリテーション】 認知症が進行してもその人らしい生活を送るために 本山　文那 （看護師）

　維持期・生活期 ～経口摂取に焦点を当てた看護ケア～

【治療･リハビリテーション】 介護医療院における離床に向けての取り組み 丸尾　由夏 （看護師）

　維持期・生活期  

（休憩5分）

3座 15:30～16:10

【治療･リハビリテーション】 英語を訓練導入し効果があった慢性期重度失語症の一例 佐藤　将希 （言語聴覚士）

　維持期・生活期  

【治療･リハビリテーション】 認知症患者にグループバリデーションを実施して 出口　蒼也 （作業療法士）

　維持期・生活期  

【治療･リハビリテーション】 「寝かせきりにしない」取組み 平野　政治 （作業療法士）

　維持期・生活期 ～ファミリーコンサートの紹介～

 

【治療･リハビリテーション】 IMRによりデイケアメンバーが得た変化 橋本　遼一 （精神保健福祉士）

　維持期・生活期 ～なりたい自分に向けて～
B17 83

大分丘の上病院

B15 126
明和記念病院

B16

B13 105
大久保病院

B14 42
リバーサイド病院

B11 48
別府中央病院

B12 66
黒木記念病院

B09 176
川嶌整形外科病院

B10 124
大分丘の上病院

B07 61
別府発達医療センター

B08 136
加藤病院

B05 12
坂ノ市病院

B06 142
佐賀関病院

B03 148
内田病院

B04 40
野口病院

B01 146
内田病院

B02 13
高田中央病院

取り下げ



一般演題 プログラム案

【 口演　C会場：中会議室 】

分科会開会式 13時10分　1題持ち時間10分（発表8分・質疑2分）

1座 13:20～14:20

【病院管理運営】 医師の働き方改革支援・院外での画像閲覧環境構築報告 村田　顕至 （SE）

　情報システム  

【病院管理運営】 施設基準管理委員会を設置して 藤岡　浩二 （事務）

　施設基準管理  

【病院管理運営】 電子カルテ活用による持参薬運用の効率化を目指して 井村　　良 （薬剤師）

　医療の質向上  

【病院管理運営】 多職種協働 麻生　孝暁 （臨床工学技士）

　勤務環境･職員満足度 ～腎臓リハビリテーションチームの設立～

【病院管理運営】 わたしたちの働き方改革 古賀雄一郎 （介護福祉士）

　勤務環境･職員満足度  

【病院管理運営】 トイレ詰まり発生防止のためのペーパータオルの検討 村上　智紀 （診療放射線技師）

　経営･施設管理  

（休憩5分）

2座 14:25～15:25

【地域連携】 データでみる坂ノ市病院 佐藤　湧真 （社会福祉士）

　地域包括ケアシステム ～地域包括ケアのスキーム『坂ノ市モデル』を解析する～

【地域連携】 坂ノ市病院地域包括ケア病棟　他職種連携の現状報告 福岡あかね （看護師）

　地域包括ケアシステム 　

【地域連携】 「自分が分かったに至る過程」 小野　香里 （公認心理師）

　入退院支援 ～Aさんの退院までの道のり～

【地域連携】 「入院してきていいんだよ」の言葉から学んだこと 蓑　　千穂 （看護師）

　入退院支援 ～はまなすくらぶから受け継いだAさんのその後～

【地域連携】 多職種・多事業所の連携による支援の重要性 半澤　浩太 （MSW）

　入退院支援 ～最後まで安心して暮らせるために～

【地域連携】 入退院支援に関する当院の現状と課題 吉田祐希子 （看護師）

　入退院支援  

（休憩5分）

3座 15:30～16:20

【地域連携】 当院の地域包括ケア病棟における退院時状況と在宅復帰 宮部　謙太 （理学療法士）

　地域包括ケアシステム  

【地域連携】 「ここで働いてみたいです」 岩屋　将貴 （作業療法士）

　地域包括ケアシステム ～包括的な支援から作業所利用に繋がった事例～

【地域連携】 ささえあいシートを活用して 百田　由衣 （看護師）

　その他 ～気になる患者訪問で分かった外来看護師の役割～

【地域連携】 障害者支援施設における生活支援員とリハ専門職の協力 植木　　蓮 （理学療法士）

　その他 ～利用者の入所生活の変化と職員の意識の変化について～

【地域連携】 顔の見える関係作りから見えてきた当院への期待と課題 後藤満由見 （精神保健福祉士）

　その他 ～共感と連携がもたらすもの～

C16 133
臼杵病院

C17 31
大分下郡病院

C14 95
加藤病院

C15 101
大分健生病院

C12 75
大分循環器病院

C13 3
高田中央病院

C10 162
向井病院

C11 135
大分三愛メディカルセンター

C08 2
坂ノ市病院

C09 163
向井病院

C06 87
野口病院

C07 1
坂ノ市病院

C04 152
臼杵病院

C05 145
内田病院

C02 19
大分中村病院

C03 17
佐藤第一病院

C01 10
大分岡病院



一般演題 プログラム案

【 口演　D会場：レセプションホール 】

分科会開会式 13時10分　1題持ち時間10分（発表8分・質疑2分）

1座 13:20～14:20

【研究・調査】 40歳代乳がん検診における超音波検査の有用性 泊　　一美 （診療放射線技師）

　その他  

【研究・調査】 甲状腺核医学検査における衣類の影響 井上陽南子 （診療放射線技師）

　その他 ～ヨウ素摂取率測定とシンチグラム撮像について～

【研究・調査】 X線撮影室およびCT撮影室における空間線量測定 井元　大介 （診療放射線技師）

　その他  

【研究・調査】 外国人骨髄炎患者の看護を通して 　　　　　　　　　 宝珠山理絵 （看護師）

　その他 ～医療倫理の一考察～

【研究・調査】 当センターでの子宮頸がん検診再開への取り組み 後藤　麻美 （看護師）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 認知症患者への役割の提供 恵藤　　聡 （作業療法士）

　その他  

（休憩5分）

2座 14:25～15:25

【治療･リハビリテーション】 硫化水素中毒後一次運動の皮質層状壊死をきたした一例 髙倉　沙樹 （作業療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 橈骨遠位端骨折患者に対するOLSと今後の課題 石井　　瑛 （作業療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 右大腿骨頸部骨折後、廃用症候群になった症例 佐藤　貴洋 （理学療法士）

　その他 ～右立脚期に起こる重心の右外方移動に着目して～

【治療･リハビリテーション】 当院透析室における理学療法士介入の効果 皆田　渉平 （理学療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 骨髄炎による長期臥床患者に対する理学療法の一考察 植田　裕貴 （理学療法士）

　その他 ～自己効力感の改善に着目して～

【研究・調査】 腓骨神経麻痺予防用具の作成と実践 大森　美佳 （看護師）

　看護研究  

（休憩5分）

3座 15:30～16:20

【研究・調査】 フェイススケールを用いた問診の有用性について 山﨑早弥香 （看護師）

　看護研究  

【研究・調査】 C病棟における足白癬に対する軟膏塗布の現状と課題 三原　将矢 （看護師）

　看護研究 ～スタッフへの意識調査から見えてきたこと～

【研究・調査】 術前訪問用ファイル改訂 竹尾　鈴夏 （看護師）

　看護研究 ～説明内容の統一を目指して～

【研究・調査】 トークンエコノミー法を用いた病棟トラブルの減少 仲摩　恵一 （看護師）

　看護研究  

【研究・調査】 当院における転倒・転落の要因から見えた今後の課題 田口　夏実 （看護師）

　看護研究  

D16 76
大分下郡病院

D17 96
えとう内科病院

D14 121
中村病院

D15 50
大分岡病院

D12 44
川嶌整形外科病院

D13 4
永冨脳神経外科病院

D10 88
大分岡病院

D11 157
川嶌整形外科病院

D08 165
川嶌整形外科病院

D09 55
黒木記念病院

D06 85
加藤病院

D07 94
別府リハビリテーションセンター

D04 51
川嶌整形外科病院

D05 98
大分リハビリテーション病院

D02 111
野口病院

D03 114
野口病院

D01 97
大分リハビリテーション病院



一般演題 プログラム案

【 口演　E会場：国際会議室 】

分科会開会式 13時10分　1題持ち時間10分（発表8分・質疑2分）

1座 13:20～14:10

【治療･リハビリテーション】 循環器病棟における連携セラピストの取り組み 佐藤　　明 （理学療法士）

　急性期  

【治療･リハビリテーション】 橈骨遠位端骨折後FPL断裂を呈した一症例 川端　賢治 （作業療法士）

　急性期 ～職場復帰を見据え母指の動きに着目して～

【治療･リハビリテーション】 問題点を見つけやすい評価ツールの検討 嶋村　由香 （看護師）

　回復期 ～経管栄養から経口摂取自立を目標に～

【治療･リハビリテーション】 当院回復期病棟における開設後２年間の年次比較 諌山　敬一 （作業療法士）

　回復期 ～FIMを項目別に分析しての検討～

【治療･リハビリテーション】 地域ケア会議の助言から歩行獲得に向けた取組み 矢野　豊久 （作業療法士）

　訪問リハビリテーション  

（休憩5分）

2座 14:15～15:15

【治療･リハビリテーション】 患者のニーズに沿った栄養指導を目指して 石渡　由夏 （管理栄養士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 心臓血管外科手術における新たな取り組み 東　　楓歌 （管理栄養士）

　栄養 ～管理栄養士による術前介入を開始して～

【治療･リハビリテーション】 入院１食目より患者に適した食事を提供する為の取組 岡崎　未央 （管理栄養士）

　栄養 ～地域連携で食事の情報をつなぐ～

【治療･リハビリテーション】 栄養サマリーについてのアンケート調査の取り組み 濱田　　歩 （管理栄養士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 拒食から３食経口摂取に移行するまで 岩﨑　真依 （管理栄養士）

　栄養 ～多職種と支援した一例～

【治療･リハビリテーション】 急性期病院での訪問栄養食事指導における体制づくり 廣瀬　明子 （管理栄養士）

　栄養  

（休憩5分）

3座 15:20～16:20

【治療･リハビリテーション】 高次脳機能障害患者へ自主性を引き出すための取り組み 角舘しのぶ （介護福祉士）

　回復期 ～「その人らしさ」を引き出すために～

【治療･リハビリテーション】 環境の変化に戸惑う認知症患者への関わり 渡邉いずみ （介護福祉士）

　回復期 ～「帰りたい」から「さあ行こう」へ～

【治療･リハビリテーション】 認知症高齢者の思いを知る為に！ 山口　嘉乃 （介護福祉士）

　回復期 ～支援シート導入への取り組み～

【治療･リハビリテーション】 急性期病棟での認知症ケアチームの立ち上げ 二宮　早希 （看護師）

　急性期  

【治療･リハビリテーション】 患者の思いに寄り添う 吉野　可奈 （看護師）

　回復期  

【治療･リハビリテーション】 がん患者・家族への緩和ケアの取り組み 山﨑　賢一 （看護師）

　緩和ケア ～STAS-J導入を試みて～

E16 170
諏訪の杜病院

E17 141
大分三愛メディカルセンター

E14 39
黒木記念病院

E15 80
黒木記念病院

E12 73
別府リハビリテーションセンター

E13 5
別府リハビリテーションセンター

E10 119
大久保病院

E11 25
大分市医師会立アルメイダ病院

E08 150
大分健生病院

E09 23
宇佐高田医師会病院

E06 166
大分岡病院

E07 169
大分岡病院

E04 57
一ノ宮脳神経外科病院

E05 21
明和記念病院

E02 118
川嶌整形外科病院

E03 70
佐賀関病院

E01 143
大分岡病院


