
 

令和 2年 8月 12日 

（病院名） 

  （発表者名） 様 

 

第 38回大分県病院学会  演題番号通知 

 

ご登録いただいた演題はポスター発表に決定いたしました。 演題番号 ： A***—*   

 

新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み、密にならないよう十分なソーシャルディスタンスを取るた

めに、今年度のポスターセッションにつきましては、従来のようなセッション毎の座長進行によるポスタ

ーパネル前での発表はいたしません。 

発表者の方は、指定された時間帯に各自パネルの前にて待機していただき、参加者からの質疑に応答す

る形式とさせて頂きます。何卒ご理解とご協力の程お願い申し上げます。 

 

＊演題番号先頭のアルファベットは発表会場、２番目の数字は群、３・４番目の数字は掲示順、最後のロー

マ数字は待機時間帯の順を示します。 

 ■待機時間帯  グループⅠ 13:10～13:50、 グループⅡ 14:00～14:40、 

グループⅢ 14:50～15:30、 グループⅣ 15:40～16:20 

＊演題番号通知書類一式の到着確認も兼ねておりますので、同封の連絡票をＦＡＸにて 9月 1日(火)まで

にご返信下さい。またメールでのご提出も可能ですので、その場合は連絡票の下部をご参照下さい。 

 

１．発表までの準備について 

⑴ 登録内容の確認 

最終頁のプログラム（案）と同封の会場レイアウト図にて発表会場と待機時間帯、記載内容をご確

認下さい。プログラム（案）に記載ミスや変更等がありましたら、連絡票の「その他連絡事項等」欄に

ご記入下さい。 

⑵ 発表準備 

ポスターは次頁の規定（→３．）に沿って作成して下さい。 

⑶ 事前参加登録の申込 

発表者も参加登録が必要です。会員病院を通じて事前参加登録をして下さい。事前参加登録をお申

込みいただかないと、抄録は届きません。 

病院付属施設（クリニック等）に所属の方は、貴院のご担当様へご確認をお願いいたします。 

 ⑷ 参加証・抄録集受取 

学会開催１か月前に会員病院様へまとめて抄録集を送ります。抄録集を受け取られましたら、ご自

分の掲載事項や待機時間帯などの確認をお願いします。また、今後の予定は抄録集の「学会参加の皆

様へ」の頁でもご確認下さい。 



 

２．ポスター発表当日について 

⑴ 受付 

8時から 11時までの間にエントランス「発表者受付」にて自分の演題番号をお申し出下さい。名簿

の記載事項の確認をし、「記章」受け取って下さい。 

受付時間に間に合わない場合は、11時までに大会本部までご連絡下さい。 

◎大会本部 ℡ 097-540-5526（ショートメッセージサービスも可） 

⑵ ポスター掲示 

9 時から 12 時までにコンベンションホール会場内のご自分の演題

番号※が貼付された該当パネルにポスターを掲示して下さい。セロテ

ープ若しくは押しピンは各自でご用意下さい。準備してポスターの掲

示内容について写真撮影を希望する参加者のために、演題番号下の

「写真撮影 可・否」の可否のどちらかに○印をして下さい。 

⑶ 発表形式 

・座長による進行はありません。 

・待機時間は 40分間とします。演者は開始時刻 10分前に各自ポスター前で準備して下さい。 

・指定された待機時間帯は、必ず自パネル前に待機し参加者からの質疑等に対応して下さい。 

・待機時間終了後は、パネル前からの移動をお願いいたします。 

・待機後も閲覧される方のためにできるだけ最後まで掲示をお願いいたします。 

⑷ ポスター撤去 

撤去は 16 時 20 分から 10 分間の予定です。掲示のためにポスター本部より借用した押しピンは返

却して下さい。なお、撤去時間を過ぎたポスターは業者が撤去作業を行います。 

⑸ 記章の返却 

受付時にお渡しした「記章」は、お帰りの際

にエントランスホール内の総合受付までご返却

願います。 

 

３．ポスターの掲示等について 

○掲示パネルサイズ：横 90㎝×縦 180㎝。 

○演題番号：実行委員会にて準備。 

○演題名・発表者氏名・所属掲示：各自で準備し、

上方 70㎝×20㎝以内に掲示を。 

○掲示スペース：横 90㎝×縦 160㎝。 

                                      

以上 

演題番号 
演題名(各自でご用意下さい) 

氏名・所属 

 

  

 

 

掲示スペース 

横 90(cm)×縦 160(cm) 

 

70cm 20cm 

20cm 

160cm 

※
見
本 



 

 

 

《ポスター発表について》（Ａ会場：コンベンションホール） 

 

《ポスター発表について》  

 ポスターセッションには、次のような特徴があります。まず一つ目は、発表者と聞き手の間の距離が

近いという点です。二つ目が、聞き手が質問しやすいという点です。三つ目は、時間の制約が緩やか

で、議論が発展しやすいという点です。これらをふまえて以下の 3つの点をご参考にして下さい。 

 

１．進め方 

 発表者はポスター前に待機し、質疑応答や意見交換等を行って下さい。 

 

２．ポスター資料の作成（文字フォント・図表のサイズ） 

見やすい掲示のためにも、２ｍの距離からも読める大きさで文字サイズは演題４cm 以上、本文２cm

以上。図表等は 20㎝角以上の大きさにする。また、色に統一感を出し表現はわかりやすく簡潔にまと

めて下さい。 

 

３．発表する際の留意点 

参加者から質問等があれば対応して下さい。その際は形式的にならないよう対応すると自由な討議

に発展します。情報を整理し、わかりやすく、伝える内容が多すぎないようするとスムーズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先》 一般社団法人大分県病院協会 事務局 

〒870-0100 大分市大字駄原 2892-1 

大分県医師会館５F 

TEL:097-540-5526 

FAX:097-540-5597 

E-MAIL: oha2@oitahospitals.jp（学会） 

  



 

 

 

第38回大分県病院学会

一般演題プログラム

【 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

【カテゴリ】 演題 発表者 （職種）

　項目 　副演題

開会式　　　　 　　13:05～13:10

グループⅠ　　　　13:10～13:50

【安全管理】 磁性体持ち込み“０”で安全なＭＲＩ検査を目指して 川野　浩明 （診療放射線技師）

　医療安全管理 ～イラスト付きチェックシートの導入～

【安全管理】 感染管理環境ラウンド結果と今後の課題 森内　祐子 （看護師）

　感染対策  

【研究・調査】 健康診断におけるPSA値の検討 安部　理恵 （臨床検査技師）

　検査  

休　憩　　　　　　　13:50～14:00

グループⅡ　　　　14:00～14:40

【安全管理】 当院における転倒転落リスク因子の検討 村浦　広樹 （理学療法士）

　医療安全管理  

【安全管理】 手指衛生の徹底に向けた委員会活動の取り組み 高村　莉奈 （看護師）

　感染対策  

【研究・調査】 回復期リハビリテーション病棟における就労支援 中原　　忍 （作業療法士）

　調査 ～追跡アンケート結果から見えてきたこと～

休　憩　　　　　　　14:40～14:50

グループⅢ　　　　14:50～15:30

【指定カテゴリ】 コスタ・アトランチカ号に対するDMAT派遣報告 伊藤　剛平 （診療放射線技師）

　新型コロナウィルス感染

への予防･対処等
 

【指定カテゴリ】 新型コロナウイルス感染対策 富田　文乃 （看護師）

　新型コロナウィルス感染

への予防･対処等
～当院における発熱外来の取り組みについて～

【安全管理】 老健施設における新型コロナ感染症対策の実際 高木かおり （看護師）

　感染対策  

【研究・調査】 マニュアル作成・活用による業務改善の取り組み 髙田　桂治 （介護福祉士）

　その他 ～病室清掃業務～

休　憩　　　　　　　15:30～15:40

グループⅣ　　　　15:40～16:20

【研究・調査】 糖尿病透析予防診療チームによるカンファレンスの導入 吉田美由紀 （看護師）

　看護研究  

【研究・調査】 緩和ケアに従事する看護師の精神的負担について 法華津清子 （看護師）

　調査 ～質問紙調査から見えてきたもの～

【研究・調査】 癌性疼痛を呈する腎機能障害患者に対する緩和ケア 澁谷　由姫 （看護師）

　看護研究 ～PCA法を用いた疼痛管理

演題

番号

登録

番号 　会員病院名

A101 20

黒木記念病院

A102 7

佐伯中央病院

A107 99

大久保病院

A103 64

大分リハビリテーション病院

A108 30

別府湾腎泌尿器病院

A106 122

大分記念病院

A111 135

川嶌整形外科病院

A109 120

別府リハビリテーションセンター

A104 54

佐賀関病院

A110 141

佐伯中央病院

A112 126

大分記念病院

A113 33

高田病院

A105 105

大分中村病院



 第38回大分県病院学会

一般演題プログラム

【 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

【カテゴリ】 演題 発表者 （職種）

　項目 　副演題

開会式　　　　 　　13:05～13:10

グループⅠ　　　　13:10～13:50

【教育研修】 新人・現任看護補助者の教育の実践と経過 日高　智徳 （介護福祉士）

　人材育成･職員教育 ～１人１人の自律を目指して～

【教育研修】 循環器専門病院の看護キャリア開発ラダー再構築 吉野久美子 （看護師）

　人材育成･職員教育 ～JNAラダーの活用～

【教育研修】 患者疑似体験の効果 大嶋　佳子 （介護福祉士・看護助手）

　その他 ～高齢患者様の理解を深めるために～

休　憩　　　　　　　13:50～14:00

グループⅡ　　　　14:00～14:40

【教育研修】 レッツ！　カンフォータブル 渡邊　敬樹 （看護師）

　人材育成･職員教育 ～快の刺激に着目したケア～

【教育研修】 効果的な吸入療法に向けて、患者指導への取り組み 山﨑　恵子 （看護師）

　患者教育  

【教育研修】 リハビリの安全管理と教育の取り組み 横山　直美 （看護師）

　その他  

休　憩　　　　　　　14:40～14:50

グループⅢ　　　　14:50～15:30

【教育研修】 がん薬物療法強化チームの3年間の活動の評価と課題 安東　拓也 （看護師）

　人材育成･職員教育  

【教育研修】 内視鏡検査時の記録の取り組み 嶋　千恵美 （看護師）

　人材育成･職員教育 ～麻酔回復スコア～

【5疾病5事業】 １型糖尿病患者のFGM使用についての振り返り 島崎　晴美 （看護師）

　糖尿病  

休　憩　　　　　　　15:30～15:40

グループⅣ　　　　15:40～16:20

【教育研修】 「ちょっと待って！」と言わない 森松優一郎 （看護師）

　人材育成･職員教育 ～アンケート結果からの接遇改善に向けて～

【教育研修】 療養病棟における倫理的課題とその取り組み 宮崎こずえ （看護師）

　人材育成･職員教育 ～倫理カンファレンスからみえた意識の変化～

【教育研修】 看護学生を受け入れて 今井　真志 （看護師）

　その他 ～実習前後でのスタッフの心情変化の実際～

【5疾病5事業】 糖尿病イベントしようじゃないか委員会1年目の取組み 鹿島裕里子 （健康運動指導士）

　糖尿病  

A203 55

大分循環器病院

A209 83

中村病院

演題

番号

登録

番号 　会員病院名

A201 62

村上記念病院

A210 18

村上記念病院

A205 61

大分中村病院

A202 31

向井病院

A208 32

大分三愛メディカルセンター

A204 56

向井病院

A206 94

大久保病院

A207 132

高田中央病院

A212 46

野口病院

A211 74

石垣病院

A213 57

畑病院



 

） 

  

第38回大分県病院学会

一般演題プログラム

【 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

【カテゴリ】 演題 発表者 （職種）

　項目 　副演題

開会式　　　　 　　13:05～13:10

グループⅠ　　　　13:10～13:50

【病院管理運営】 介護職員の人材確保について 橋本　洋人 （事務員）

　経営･施設管理 ～春日会における雇用対策～

【病院管理運営】 病棟看護師の離職防止への取り組み 都　　信子 （看護師）

　勤務環境･職員満足度  

【病院管理運営】 中材一本化によるムダ・ムリ・ムラ削減の取組 中川　大助 （臨床工学技士）

　その他  

【地域連携】 入退院支援システムにおける退院後訪問指導について 奈須　智香 （医療ソーシャルワーカー）

　入退院支援  

休　憩　　　　　　　13:50～14:00

グループⅡ　　　　14:00～14:40

【病院管理運営】 情報収集のための前残業を廃止する 有吉　利公 （看護師）

　勤務環境･職員満足度 ～看護師の働き方改革～

【病院管理運営】 当病棟における看護業務内容の見直し 菅　　京介 （看護師）

　医療の質向上 ～より良い看護をめざして～

【地域連携】 病床運営について主体性を持つ事の大切さ 西村　　俊 （医療ソーシャルワーカー）

　入退院支援 ～事前訪問・事前面談に取り組んで～

休　憩　　　　　　　14:40～14:50

グループⅢ　　　　14:50～15:30

【病院管理運営】 働き方の意識改革による療法士取得単位数の変化 吉田　雄太 （理学療法士）

　勤務環境･職員満足度  

【病院管理運営】 電子カルテ導入までの流れと導入後の変化 中原かおる （事務）

　情報システム  

【地域連携】 地域包括ケア病棟看護師の意識づけへの取り組み 甲斐　月乃 （看護師）

　入退院支援  

休　憩　　　　　　　15:30～15:40

グループⅣ　　　　15:40～16:20

【病院管理運営】 当院でのエンゼルレポートの取り組みと活動報告 山末　勇人 （理学療法士）

　勤務環境･職員満足度  

【地域連携】 外来-病棟間の連携の見直し 松田マリモ （看護師）

　入退院支援 ～看護師の情報共有に対する意識改革を目指して～

【地域連携】 病棟看護師の退院支援について 下山　直美 （看護師）

　入退院支援 ～訪問看護研修を行って～

演題

番号

登録

番号 　会員病院名

A301 39

黒木記念病院

A310 142

大分三愛メディカルセンター

A302 58

佐藤第一病院

A303 101

大分循環器病院

A308 123

中津第一病院

A304 49

和田病院

A306 25

和田病院

A307 15

曽根病院

A309 131

天心堂へつぎ病院

A311 41

黒木記念病院

A313 129

和田病院

A312 98

大分三愛メディカルセンター

A305 90

高田中央病院



 

  

第38回大分県病院学会

一般演題プログラム

【 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

【カテゴリ】 演題 発表者 （職種）

　項目 　副演題

開会式　　　　 　　13:05～13:10

グループⅠ　　　　13:10～13:50

【地域連携】 医療型特定短期入所きらりん 本田智恵美 （理学療法士）

　在宅サービス ～理学療法士としての関わり～

【地域連携】 健康増進のための地域資源活用への当院の取り組み 江藤　佳則 （理学療法士）

　地域包括ケアシステム  

【治療･リハビリテーション】 排泄ケアチームの取り組みとアンケートから見えた課題 岩下　　崇 （作業療法士）

　その他  

休　憩　　　　　　　13:50～14:00

グループⅡ　　　　14:00～14:40

【地域連携】 外来リハビリにおける認知症患者の生活支援 長野由起子 （作業療法士）

　地域包括ケアシステム ～作業療法士が中心となって取り組んだ一事例～

【治療･リハビリテーション】 当院における認知症予防教室の取り組み 川達早和子 （作業療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 排泄自立に向けた取り組み 小川真奈美 （准看護師）

　その他 ～ベッド上からトイレ排泄へ移行～

休　憩　　　　　　　14:40～14:50

グループⅢ　　　　14:50～15:30

【治療･リハビリテーション】 介護医療院における看取りへの取り組み 須賀　崇代 （看護師）

　緩和ケア  

【治療･リハビリテーション】 嚥下障害患者に対する完全側臥位法の有用性 幸　　敬洋 （言語聴覚士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 脳卒中片麻痺患者の走行練習について 中原佑太郎 （理学療法士）

　その他  

休　憩　　　　　　　15:30～15:40

グループⅣ　　　　15:40～16:20

【地域連携】 疾患別リハビリテーション卒業への取り組み 後藤　祐樹 （理学療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 車イスをあきらめない 山本　　愛 （看護師）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 がんリハビリテーション実施患者への定量的評価の導入 岩田　成喜 （理学療法士）

　その他  

【治療･リハビリテーション】 リハビリテーション室におけるハリーコール訓練の効果 松林　亮太 （理学療法士）

　その他  

A403 36

黒木記念病院

A409 86

大分記念病院

演題

番号

登録

番号 　会員病院名

A401 92

坂ノ市病院

A410 124

中村病院

A405 22

村橋病院

A402 51

和田病院

A408 27

佐伯中央病院

A404 75

大久保病院

A406 66

明和記念病院

A407 110

大分記念病院

A412 78

別府リハビリテーションセンター

A411 63

大分記念病院

A413 97

竹田医師会病院



 

  

第38回大分県病院学会

一般演題プログラム

【 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

【カテゴリ】 演題 発表者 （職種）

　項目 　副演題

開会式　　　　 　　13:05～13:10

グループⅠ　　　　13:10～13:50

【治療･リハビリテーション】 在宅復帰へ向けた排便コントロールケア 首藤　莉菜 （看護師）

　回復期 ～排便チェック表の導入の取り組み～

【治療･リハビリテーション】 スタッフファシリテーター導入の効果と課題 汐月真由美 （看護師）

　回復期  

【治療･リハビリテーション】 TKA後に腓骨神経麻痺を呈した症例への理学療法経験 中村　謙太 （理学療法士）

　回復期 ～短下肢装具を用いた歩行改善～

休　憩　　　　　　　13:50～14:00

グループⅡ　　　　14:00～14:40

【治療･リハビリテーション】 ＦＩＭを用いた視点で看護目標を立案した試み 田北　悠佳 （看護師）

　回復期 ～排泄動作に焦点を当てて～

【治療･リハビリテーション】 認知症患者の身体拘束解除の現状と課題 廣津美由紀 （看護師）

　回復期  

【治療･リハビリテーション】 当法人における自動車運転再開に向けた支援について 野村　　心 （作業療法士）

　回復期 ～実車評価を複数回実施した症例の後方視的検討～

【治療･リハビリテーション】 回復期リハビリ病棟配属セラピスト夜間帯介入へ挑戦 佐藤　亮太 （理学療法士）

　回復期  

休　憩　　　　　　　14:40～14:50

グループⅢ　　　　14:50～15:30

【治療･リハビリテーション】 右脳梗塞を呈した症例の独歩再獲得に向けて 小間　鈴花 （理学療法士）

　回復期 ～一歩目に着目して～

【治療･リハビリテーション】 回復期リハ病棟でのスケジュール業務改善 竹内　英喜 （理学療法士）

　回復期 ～ExcelにてEマグネット作成・運用して～

【治療･リハビリテーション】 訪問リハビリにおける新型コロナウイルスの影響と対策 成田　大智 （作業療法士）

　訪問リハビリテーション  

休　憩　　　　　　　15:30～15:40

グループⅣ　　　　15:40～16:20

【治療･リハビリテーション】 回復期リハ病棟における起立・着席運動の取り組み 生野　　旭 （理学療法士）

　回復期  

【治療･リハビリテーション】 回復期リハビリ病棟での他職種連携への取り組み 斉藤　直人 （理学療法士）

　回復期 ～常時閲覧可能な共有ツールの作成～

【治療･リハビリテーション】 骨転移を呈した癌患骨に対する訪問リハビリテーション 三重野諒太 （理学療法士）

　訪問リハビリテーション  

演題

番号

登録

番号 　会員病院名

A509 79

中津第一病院

A502 45

黒木記念病院

A501 43

黒木記念病院

A503 117

大分リハビリテーション病院

A510 139

天心堂へつぎ病院

A505 71

佐伯中央病院

A504 130

別府リハビリテーションセンター

A508 24

別府リハビリテーションセンター

A506 26

黒木記念病院

A511 140

川嶌整形外科病院

A507 34

黒木記念病院

A512 116

桂林病院

A513 91

だいかく病院



 

 

第38回大分県病院学会

一般演題プログラム

【 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

【カテゴリ】 演題 発表者 （職種）

　項目 　副演題

開会式　　　　 　　13:05～13:10

グループⅠ　　　　13:10～13:50

【治療･リハビリテーション】 周術期看護の質の向上を目指した手術室看護師の関わり 城山　　靖 （看護師）

　急性期 ～麻酔別説明用紙の作成と術後訪問の定着～

【治療･リハビリテーション】 画像所見より嚥下機能が保たれている胃瘻造設前の症例 甲斐　優孝 （言語聴覚士）

　維持期･生活期  

【治療･リハビリテーション】 失語症と難聴を伴う症例に対する補聴器装用への介入 衛藤　皇星 （言語聴覚士）

　維持期･生活期  

休　憩　　　　　　　13:50～14:00

グループⅡ　　　　14:00～14:40

【治療･リハビリテーション】 リンパ漏患者からの学び 西山　朱音 （看護師）

　急性期 ～膵術後の留置ドレーンの重要性と合併症発症時の看護～

【治療･リハビリテーション】 高次脳機能障害に対する障害者支援施設の生活訓練 福澤　　至 （作業療法士）

　維持期･生活期  

【治療･リハビリテーション】 若年脳卒中者の障害者雇用の取り組み 笹原　紀子 （作業療法士）

　維持期･生活期  

休　憩　　　　　　　14:40～14:50

グループⅢ　　　　14:50～15:30

【治療･リハビリテーション】 コラーゲンペプチド投与により改善した多発褥瘡の一例 岩根くるみ （管理栄養士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 栄養評価の取り組みを始めて 鳥居　香菜 （理学療法士）

　栄養  

【治療･リハビリテーション】 当院における大腸癌患者の現状と課題 吉良　明代 （管理栄養士）

　栄養 ～体重評価による栄養介入の検討～

【治療･リハビリテーション】 病院調理師の取り組み・今後の課題 平原　真美 （調理師）

　栄養 ～満足度100％の病院食を目指して～

休　憩　　　　　　　15:30～15:40

グループⅣ　　　　15:40～16:20

【治療･リハビリテーション】 入浴介助にノーリフティングケアを導入して 後藤　大輔 （介護福祉士）

　維持期･生活期 ～介護医療院の介助者の負担軽減への取り組み～

【治療･リハビリテーション】 当院における肺炎患者の在院日数に関与する因子の検討 森　　千春 （理学療法士）

　急性期  

【治療･リハビリテーション】 自己効力感を高めるための排泄支援 山下みゆき （看護師）

　維持期･生活期 ～その人らしさを支援するために～

演題

番号

登録

番号 　会員病院名

A601 5

川嶌整形外科病院

A602 100

大分三愛メディカルセンター

A607 10

別府リハビリテーションセンター

A603 52

中津第一病院

A608 9

別府リハビリテーションセンター

A606 70

津久見中央病院

A610 96

大分岡病院

A609 11

別府リハビリテーションセンター

A604 118

大分三愛メディカルセンター

A611 73

石垣病院

A613 133

高田中央病院

A612 28

大分記念病院

A605 35

黒木記念病院


