
プログラム

１日目　10月16日（木）

シンポジウム1　9:00～ 11:00
	 災害医療「災害の時代に人々の命を守るには？　～赤十字はいかに協働すべきか～」　

開会式　8:50～ 9:00

座長：	 井　清司　（熊本赤十字病院　副院長兼救命救急センター長）
	 東　智子　（熊本赤十字病院　看護副部長）

第1会場（市民会館崇城大学ホール　１F大ホール）

一般口演1	 国内救援救護活動Ⅰ	 11:10～ 11:50

座　長：石橋　悟（石巻赤十字病院　副院長兼救命救急センター長兼救急科部長）

基調講演

S1-02

S1-03

S1-04

O1-01 大規模災害を想定した多機関連携訓練を実施して
　石巻赤十字病院　医療社会事業部　高橋　邦治、他

O1-02 日本赤十字社と協働する日赤診療放射線技師会の原子力災害への取り組み
　名古屋第二赤十字病院　医療技術部放射線科　駒井　一洋、他

O1-03 被災地での日赤栄養士の役割～院内・地域での活動について考える～
　石巻赤十字病院　医療技術部　栄養課　佐伯　千春、他

O1-04 赤十字防災ボランティアによる被災地復興支援活動
　日本赤十字社岡山県支部　事業推進課　鈴木　一弘  

O1-05 小学生を対象とした当院の東日本大震災災害救護に関する出張授業の経験
　岐阜赤十字病院　医療社会事業部　高橋　敬明、他

大腸がん化学療法とチーム医療

ランチョンセミナー１　12:00～ 13:00

演　者：西村　元一（金沢赤十字病院　第一外科部長兼副院長）
座　長：釆田　志麻（熊本赤十字病院　血液・腫瘍内科副部長）

共　催：中外製薬株式会社

S1-01

東日本大震災時における災害コーディネーション
　東北大学病院　総合地域医療教育支援部、宮城県災害医療コーディネーター　石井　正

災害医療コーディネーター主導の医療救護時代を迎えて
　―「独立の日赤」から「協働の日赤」に変わるためにやるべきことは何か？―

長岡赤十字病院　救命救急センター長　内藤　万砂文

日本赤十字社の災害医療と協働への道
　伊豆赤十字病院　事務部長　高桑　大介

自衛隊の災害派遣活動
陸上自衛隊第８師団　副師団長　服部　正

災害の時代に人々の命と健康を守るために赤十字にできること
　熊本赤十字病院　看護副部長　東　智子



第2会場（市民会館崇城大学ホール　2F大会議室）

一般口演2	 看護管理Ⅰ	 9:00～ 9:48

座　長：中村　清美（日本赤十字社長崎原爆病院　看護部長）

総　　　会　14：40～ 15：20

50回特別記念講演　14：10～ 14：40

特別講演Ⅰ　15：30～ 16：20

特別講演Ⅱ　16：40～ 17：40

O2-01 ペアリング方式の導入による業務改善
　名古屋第一赤十字病院　小児医療センター　加藤　美也子、他

O2-02 パートナーシップ制導入における記録の実態
　熊本赤十字病院　看護部　中川　里美、他

O2-03 夜間部署間応援体制についての現状と問題点
　熊本赤十字病院　看護部・主任　木下　奈臣、他

O2-04 入院前から退院後の生活を見据えた患者支援～患者支援センターの構築～
　諏訪赤十字病院　看護部　森林　美恵  

O2-05 内科病棟における介護員導入の取り組み
　武蔵野赤十字病院　看護部　加藤　恵  

O2-06 外来看護体制の変革による成果
　熊本赤十字病院　看護部　村田　千福  

一般口演3	 退院調整　退院支援Ⅰ	 9:48～ 10:44

座　長：市丸　留美（唐津赤十字病院　看護師長）

O2-07 病棟における退院調整看護師の役割と課題
　柏原赤十字病院　２病棟　中森　清子、他

O2-08 遠位型ミオパチーにより人工呼吸器装着患者に対する急性期からの退院支援
　前橋赤十字病院　高度救命救急センター病棟　齊藤　悟、他

O2-09 GCU における「入院中のスケジュール表」を用いた退院支援
　姫路赤十字病院　看護部　伊藤　千恵、他

日本赤十字社医学会の50年を紐解く
富田　博樹	（日本赤十字社医学会理事長・日本赤十字社事業局長）

座長：若杉　健三（大分赤十字病院　院長）

大震災の時代に生きる
五百籏頭　真	（熊本県立大学理事長・元東日本大震災復興構想会議議長）

座長：一二三　倫郎（熊本赤十字病院　院長）

地域医療とへき地医療　～がん患者になって思うこと～
鳥越　俊太郎（ニュースの職人　キャスター）
座長：寺坂　禮治（福岡赤十字病院　院長）



一般口演4	 退院調整　退院支援Ⅱ	 10:44～ 11:40

座　長：宮崎　久仁子（今津赤十字病院　看護部長）

2025年に向けた医療変革時代の戦略的病院経営

ランチョンセミナー２　12:00～ 13:00

演　者：アキよしかわ（米国グローバルヘルス財団　理事長）
座　長：渡辺　幸子（株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン代表取締役社長）

共　催：株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン

O2-10 新生児集中治療室で早期より地域保健師と連携をはかった一事例
　大津赤十字病院　看護部　吉多　久美子

O2-11 車上生活するオストメイトへの支援を経験して
　沖縄赤十字病院　看護部　高良　寿賀子、他

O2-12 独居の末期がん患者への在宅支援～事例を通して学んだこと～
　福岡赤十字病院　訪問看護ステーション　小野原　智香子、他

O2-13 退院支援カンファレンスによる看護師の意識向上
　仙台赤十字病院　医療社会事業部　広瀬　和之、他

O2-14 外来看護サマリーの活用における現状と課題
　武蔵野赤十字病院　看護部　君野　繭子、他

O2-15 退院支援マニュアル活用の成果～相談室まかせから、チームで行う退院支援へ～
　横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　乾　尚美、他

O2-16 テンプレート導入による情報共有体制の強化について
　熊本赤十字病院　医療社会事業課　松尾　剛典

O2-17 脳卒中患者の転院に関する MSW の役割効果
　伊勢赤十字病院　医療社会事業課　落合　幸太朗、他

O2-18 中小病院の地域医療連携室における在宅医療推進の取り組み
　嘉麻赤十字病院　医療社会事業部　朝香　淳

O2-19 在宅療養支援のための地域連携の取り組み　～みなとセミナー　Part 2 ～　
　横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　金井　緑、他

O2-20 A 病院における退院支援の報告 -「患者・家族へのアンケート調査」より -
　福井赤十字病院　地域医療連携課　杉本　　和恵、他

一般口演5	 医療安全Ⅰ	 13:10～ 13:58

座　長：高倉　雅子（日本赤十字社長崎原爆病院　看護副部長）

O2-21 本社で行う医療事故検討会から～看護事故を検討して～
　日本赤十字社　事業局医療事業部　医療課　谷　眞澄、他

O2-22 インシデント事例の分析によるシステムカスタマイズの有用性の評価
　広島赤十字・原爆病院　医療情報管理課　島川　龍載、他

O2-23 医療事故のスタッフ側当事者支援
　北見赤十字病院　看護部　高見　淳子、他

O2-24 委託事務職員対象とした「院内急変時の対応研修」の効果に対する考察
　八戸赤十字病院　外来　佐藤　千雪、他

O2-25 Rapid Response System に準じた拡大コードシステム導入の効果
　横浜市立みなと赤十字病院　集中治療部　武居　哲洋、他



赤十字病院における専門看護師の活動 4　－感染防止対策を通じた地域連携－
　北見赤十字病院　医療安全推進室　松澤　由香里  

第3会場（市民会館崇城大学ホール　2F第 5・6会議室）

一般口演6	 看護教育Ⅰ	 9:00～ 9:48

座　長：本田　多美枝（日本赤十字九州国際看護大学　教授）

一般口演7	 看護管理Ⅱ	 9:48～ 10:44

座　長：河添　真理子（熊本赤十字病院　副院長兼看護部長）

O2-26 院内暴言・暴力対策　職員緊急招集システム『コードホワイト』の導入と課題
　長岡赤十字病院　医療安全推進室　浅野　佐恵子、他

O3-01 高度救命救急センター病棟におけるデスカンファレンスの評価と課題
　前橋赤十字病院　看護部　田端　真央、他

O3-02 A 病院 B 病棟におけるデスカンファレンスに関する看護師の思い
　長野赤十字病院　E4 病棟　宮島　桜、他

O3-03 看護師が看護を語る職場作り
　高松赤十字病院　看護部　高村　由香利、他

O3-04 看護観研修におけるリフレクションの取り組み
　前橋赤十字病院　看護部　福田　富江、他

O3-05 A 病院看護師が体験する倫理的問題の分析と効果的研修の考察
　松山赤十字病院　がん診療推進室　得能　裕子、他

O3-06 看護者の倫理的行動の実際～看護倫理委員会の効果～
　富山赤十字病院　看護部倫理委員会　白井　志津世、他

O3-07 中・四国ブロックにおける看護職員人事交流研修の実際と成果（２）
　益田赤十字病院　看護部　田原　宣子  

O3-08 管理者ラダー推進の取り組みと現状の課題
　京都第一赤十字病院　看護部　中野　玲子  

O3-09 赤十字病院における専門看護師の活動 1　－専門看護師の活動の分析－
　京都第一赤十字病院　看護部　田中　結美、他

O3-10

O3-11

赤十字病院における専門看護師の活動 2　－急性・重症患者看護の活動－　
　日本赤十字専門看護師会　さいたま赤十字病院　救命救急センター ICU　古厩　智美  

O3-12

赤十字病院における専門看護師の活動 3　－老人看護専門看護師の実践報告－
　京都第一赤十字病院　看護部　大畑　茂子  

O3-13 赤十字病院における専門看護師の活動 5　－訪問看護ステーションとの協働－
　北見赤十字病院　看護部　部川　玲子  

一般口演8	 看護管理Ⅲ	 10:44～ 11:40

座　長：松永　由紀子（福岡赤十字病院　看護部長）

O3-14 育児期間中のキャリア支援の検討～働き続けられる環境づくり～
　諏訪赤十字病院　看護部　宮坂　佐和子  

O3-15 働きやすい職場環境をめざして～デイリーダーの役割に着目した業務改善～
　大津赤十字志賀病院　看護部　馬場　一二三、他



一般口演9	 管理部門	 13:10～ 14:06

座　長：田頭　由美子（熊本赤十字病院　人事課長）

抗菌薬適正使用と感染対策

ランチョンセミナー３　12:00～ 13:00

演　者：古川　恵一（聖路加国際病院　感染症内科　部長）
座　長：本郷　偉元（武蔵野赤十字病院			感染症内科　副部長）

共　催：大正富山医薬品株式会社

O3-16 新人男性看護師へのピア・サポートグループの実践－定着率向上を目指して－
　名古屋第二赤十字病院　看護部　深谷　基裕、他

O3-17 看護助手による一斉シーツ交換の実施とその効果
　八戸赤十字病院　看護部　杉山　俊子、他

O3-18 看護助手がチームの一員として働き続けられる組織作り ( 第２報）
　前橋赤十字病院　看護部　８号病棟　大館　由美子、他

O3-19 看護助手増員に伴う人材活用の効果についての考察－自主的な学びの促進－
　柏原赤十字病院　看護部　雛倉　恵美、他

O3-20 看護補助者の業務拡大に伴う体制整備
　福岡赤十字病院　看護部　山根　理恵子、他

O3-21 WLB 推進に向けた「魅力ある職場づくりプロジェクト」の取り組み
　松山赤十字病院　看護部　友澤　永子、他

O3-22 院内保育所の充実―子育てをしながら働く職員の支援―
　名古屋第二赤十字病院　総務課　塚越　杏菜、他

O3-23 医師の交替制勤務制導入について
　武蔵野赤十字病院　人事課　大屋　誠一、他

O3-24 3 回の職員満足度調査データの活用と向上に向けた考察
　名古屋第二赤十字病院　管理局業務部経営企画課　服部　育男、他

O3-25 当院における職員のメンタルヘルス状況～産業医相談内容から～
　京都第一赤十字病院　産業医　小森　　友貴  

O3-26 当院のメンタルヘルス対策の取組み
　釧路赤十字病院　事務部　中越　修仁、他

O3-27 メンタルヘルス対策の組織的な取り組み（第二報）
　前橋赤十字病院　人事課　新井　智和  

一般口演10	 栄養　給食部門Ⅰ	 9:00～ 9:56

座　長：寺倉　宏嗣（熊本赤十字病院　小児外科部長）
西山　智恵子（熊本赤十字病院　栄養課長）

第4会場（市民会館崇城大学ホール　2F第 7会議室）

O4-01 大分赤十字病院における NST の現状と課題
　大分赤十字病院　薬剤部　北　英士、他

O4-02 適切な食形態の設定に苦慮した一例
　石巻赤十字病院　栄養課　阿部　薫、他



一般口演11	 放射線　技術部門	 9:56～ 10:44

座　長：中原　修一（福岡赤十字病院　第三放射線技術課長）

O4-03 短腸症候群患者への NST 介入
　山口赤十字病院　栄養課　有村　美枝、他

O4-04 さらなる栄養管理の発展に向けて－ e ラーニングによる全職員への NST 教育－
　名古屋第二赤十字病院　NST　畠山　桂吾、他

O4-05 褥瘡回診における管理栄養士の取り組み
　静岡赤十字病院　栄養課　池田　恵美

O4-06 NST が介入した腎機能低下症例における低カリウム血症の検討
　武蔵野赤十字病院　臨床検査部　陣場　貴之、他

O4-07 在宅静脈栄養を行っている若年者短腸症候群 2 例に起こった合併症
　長岡赤十字病院　医療技術部検査技術課　高野　淳子、他

O4-08 自作ファントムによるハイブリッド装置の精度管理について（第二報）
　福岡赤十字病院　放射線科部　喜々津　智之

O4-09 Cone Beam CT を用いた画像特性の評価
　徳島赤十字病院　放射線科部　多智花　健太、他

O4-10 血管撮影装置搭載 Cone Beam CT を使用した撮影条件の違いによる画像特性の評価
　徳島赤十字病院　放射線科部　赤川　拓也、他

O4-11 当院の心臓血管撮影装置における被写体厚の変化が与える影響について
　長岡赤十字病院　放射線科部　谷口　瑛、他

O4-12 ベトナムを対象とした放射線技術に関する国際協力活動報告 Phase1
　大津赤十字病院　放射線科部　平田　誠、他

O4-13 ベトナムを対象とした放射線技術に関する国際協力活動報告 Phase ２
　長浜赤十字病院　放射線科部　松井　久男、他

一般口演12	 看護教育Ⅱ	 10:44～ 11:32

座　長：下地　知恵子（沖縄赤十字病院　看護副部長）

O4-14 統合実習を指導する上での問題点と指導者としての解決策の検討
　盛岡赤十字病院　看護部　富岡　幸子、他

O4-15 看護学生が自己評価の指標を決定する因子－統合実習後のインタビューの検討－
　富山赤十字病院　富山赤十字看護専門学校　南野　まゆみ、他

O4-16 技術練習ノートを活用して見えたこと
　諏訪赤十字看護専門学校　教務部　石橋　絵美

O4-17 ともそだち教室での看護学生の学び
　諏訪赤十字看護専門学校　教務部　田村　奈々

O4-18 現行の海外研修に対する看護学生・専任教師の意識
　和歌山赤十字看護専門学校　和歌山赤十字看護専門学校　松尾　文美、他

O4-19 海外研修に対する看護学生・専任教師の希望と新企画
　和歌山赤十字看護専門学校　和歌山赤十字看護専門学校　畑下　眞守美、他



アウトブレイクからの学び～リスク低減を目指した院内感染対策

ランチョンセミナー４　12:00～ 13:00

演　者：平岡　康子（旭川赤十字病院　看護副部長　感染管理認定看護師）
座　長：石丸　敏之（福岡赤十字病院　感染症内科部長）

共　催：株式会社エッチ・ケイ・プランニング

一般口演13	 脳神経外科Ⅰ	 13:10～ 14:06

座　長：長谷川　秀（熊本赤十字病院　第二脳神経外科部長）

O4-20 深谷赤十字病院における脳卒中の地域医療連携
　深谷赤十字病院　脳神経外科　和田　裕千代、他

O4-21 大森日赤の脳卒中連携（新病院移転後の変化と区南部の一地域病院の立場から）
　大森赤十字病院　脳神経外科　安江　正治、他

O4-22 長野県における脳卒中医療の現状
　長野赤十字病院　脳神経外科　斎藤　隆史、他

O4-23 大阪赤十字病院での脳卒中医療の現状と今後
　大阪赤十字病院　脳卒中センター　脳神経外科　西村　英祥、他

O4-24 京都第二赤十字病院における脳救急医療
　京都第二赤十字病院　脳神経外科　天神　博志、他

O4-25 青森県南医療圏における脳卒中医療連携
　八戸赤十字病院　脳血管外科　紺野　広、他

O4-26 循環型脳卒中連携の脳卒中入院患者数とパス発行率の推移
　静岡赤十字病院　神経内科　今井　昇、他

第5会場（市民会館崇城大学ホール　2F第 9会議室）

一般口演14	 臨床工学部門Ⅰ		 9:00～ 9:48

座　長：開　正宏（名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課係長）

O5-01 T 波オーバーセンシングによる不適切作動を低周波減衰フィルターで回避した 1 例
　名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課　瀧本　さち、他

O5-02 当院におけるペースメーカ情報管理について
　秋田赤十字病院　医療技術部臨床工学課　松田　光喜、他

O5-03 ペーシング出力が停止した一例
　名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　新居　優貴、他

O5-04 原因の特定が困難であった CRT-D 植え込み患者における失神の１例
　さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　吉田　幸司、他

O5-05 人工心肺における安全装置設置基準勧告に対する取り組み
　名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　西尾　祐司、他

O5-06 ナビゲーションシステムの導入・使用に必要な臨床工学技士のスキル
　福岡赤十字病院　臨床工学課　吉田　尚哉、他



要望演題1	 チーム医療（内視鏡治療）	 10:44～ 11:32

座　長：竹熊　与志（熊本赤十字病院　診療部長兼第一第二消化器内科部長）

一般口演15	 リハビリテーション科	 	 9:48～ 10:44

座　長：有島　善也（鹿児島赤十字病院　リハビリテーション科部長兼第二整形外科部長）

O5-07 脳卒中リハビリプログラムの運用報告－他職種協働リハビリの確立－
　名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション科　三谷　祐史、他

O5-08 急性間質性肺炎、皮膚筋炎、悪液質により嚥下障害を呈した１例
　長岡赤十字病院　リハビリテーション科　伊原　武志、他

O5-09 前頭葉症状を呈した患者への作業療法～できる能力を有効に活かした事例～
　福岡赤十字病院　リハビリテーション課　木村　桂子

O5-10 廃用症候群の血清アルブミン数値変動と基本的動作能力との関係について
　神戸赤十字病院　リハビリテーション科　高橋　研二、他

O5-11 転倒恐怖感の改善により生活機能が向上した一症例
　伊豆赤十字介護老人保健施設グリーンズ修善寺　リハビリテーション課　蜂谷　稔、他

O5-12 フォーム指導と下肢のストレッチ指導で解決した内側型野球肘の一症例
　富山赤十字病院　リハビリテーション科　大場　正則

O5-13 急性期病院における病棟リハビリテーションの取り組み
　熊本赤十字病院　リハビリテーション科　村田　竜一郎、他

Y5-01 当施設における内視鏡検査に伴う偶発症の報告と対策
　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　松本　貴子、他

Y5-02 ＥＳＤチーム医療におけるブリーフィング導入の試み
　日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　第二外来　川合　万里、他

Y5-03 内視鏡治療時の医療スタッフの放射線被曝と防護についての実際と工夫
　京都第一赤十字病院　消化器内科　奥山　祐右、他

Y5-04 当院臨床工学技士による消化器内視鏡業務の現状報告
　釧路赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　倉重　諭史、他

本音で語ろう！戦傷外科

ランチョンセミナー8（要望演題）　12:00～ 13:00

演　者：Dr.	Rawand	Musheer	Haweizy（Emergency	Medical	Centre,	Erbil,	Iraq	外科医）
　　　　Dr.	Dlear	George（Emergency	Medical	Centre,	Erbil,	Iraq	麻酔科医）

座　長：鈴木　隆雄（熊本赤十字病院　国際医療救援部長）
共　催：株式会社ジェイ・シー・ティ

要望演題2	 JRC産婦人科連絡協議会	 13:10～ 13:58

座　長：平野　秀人（秋田赤十字病院　総合周産期母子医療センター長）

Y5-05 RC 産婦人科連絡協議会―アンケート調査から見える産婦人科診療の現状と課題―
　秋田赤十字病院　総合周産期母子医療センター　平野　秀人

Y5-06 産婦人科連絡協議会を通じた人事交流と若手医師のキャリアアップ
　熊本赤十字病院　産婦人科　荒金　太、他

Y5-07 両者のニーズを満たした産婦人科医療支援の経験
　名古屋第一赤十字病院　産婦人科　柵木　善旭、他



一般口演16	 血液事業部	 9:00～ 9:40

座　長：髙橋	孝喜　（日本赤十字社血液事業本部　血液事業経営会議委員）
佐川	公矯（福岡県赤十字血液センター　所長）

第6会場（市民会館崇城大学ホール　2F第 3・4会議室）

一般口演17	 感染症内科	 9:40～ 10:20

座　長：石丸　敏之（福岡赤十字病院　感染症内科部長）

Y5-08 広域医療過疎地域での社会的適応による分娩誘発の現状
　釧路赤十字病院　産婦人科　米原　利栄、他

Y5-09 医師の業務軽減の視点からみた院内助産
　諏訪赤十字病院　産婦人科　高木　靖、他

O6-01 抗 HBs 人免疫グロブリン (HBIG) 製剤の国内自給に向けて
　日本赤十字社　血液事業本部　松崎　浩史、他

O6-02 肝移植現場における抗 HBs 免疫グロブリン（HBIG）製剤への対応と今後の課題
　日本赤十字社　北海道ブロック血液センター　紀野　修一、他

O6-03 諸外国における HBIG 製剤原料血漿の確保
　日本赤十字社　関東甲信越ブロック血液センター　室川　宏之、他

O6-04 HBIG 原料血漿確保のためのワクチン接種の有効性と安全性
　日本赤十字社　血液事業本部　西田　一雄、他

O6-05 抗 HBs 人免疫グロブリン製剤の原料血漿確保に向けた赤十字の取り組み
　日本赤十字社　血液事業本部　籏持　俊洋、他

O6-06 再発防止に低用量ペニシリン内服投与が有効であった再発性下肢蜂窩織炎の症例
　那須赤十字病院　リウマチ科　池野　義彦、他

O6-07 原発性胸骨骨髄炎の一例
　石巻赤十字病院　内科　安齋　豪人、他

O6-08 肺塞栓症で発症した急性 HIV 感染症の 1 例
　芳賀赤十字病院　医局　江原　幸康、他

O6-09 当院における治療薬物モニタリング設定に困難を生じたＶＣＭ注の１例
　庄原赤十字病院　薬剤部　柄松　崇、他

O6-10 ベトナムの病院における麻疹の院内感染対策
　日本赤十字社和歌山医療センター　感染症内科部　大津　聡子、他

一般口演18	 歯科・歯科口腔外科	 10:20～ 11:16

座　長：左坐　春喜（福岡赤十字病院　歯科部長）

O6-11 口腔顎顔面領域における内視鏡手術症例
　日本赤十字社和歌山医療センター　歯科口腔外科　田中　克彦、他

O6-12 難治舌痛症患者に対して、抗真菌薬および口腔乾燥改善薬を用いた治療成績
　足利赤十字病院　口腔外科　山根　　伸夫、他

O6-13 口蓋粘膜に生じた青色母斑の 1 例
　深谷赤十字病院　歯科口腔外科　戸枝　百合子、他



一般口演19	 脳神経外科Ⅱ	 11:16～ 11:56

座　長：松元　淳（熊本赤十字病院　第一脳神経外科副部長）

一般口演20	 外科（消化管）Ⅰ	 13:00～ 14:04

座　長：中﨑　隆行（日本赤十字社長崎原爆病院　消化器外科部長）

O6-14 当院歯科口腔外科における 10 年間の悪性腫瘍の治療成績について
　高山赤十字病院　歯科口腔外科　今井　努、他

O6-15 当院におけるセツキシマブの使用経験と安全性の検討
　足利赤十字病院　口腔外科　丸山　亮、他

O6-16 造血幹細胞移植患者の口腔内評価について
　名古屋第一赤十字病院　歯科　犬飼　桂子、他

O6-17 口腔汚染度からみた周術期口腔衛生管理開始時期の検討
　前橋赤十字病院　歯科部歯科衛生課　難波　侑里、他

O6-18 急性期病院でのリハビリテーションの充実により脳卒中医療を支える取り組み
　松江赤十字病院　リハビリテーション課　足川　和隆、他

O6-19 医療過疎が進む三重県南部での超急性期画像転送システム　OISESAN NET の構築
　伊勢赤十字病院　脳卒中センター　脳血管内治療科　柴田　益成、他

O6-20 当院認知症疾患医療センター初年度の活動報告
　古河赤十字病院　脳神経外科　山田　　武、他

O6-21 大災害後の脳卒中　東日本大震災後 1 年間の石巻地区 population-based study より
　石巻赤十字病院　脳神経外科　沼上　佳寛、他

O6-22 Door-To-Needle-Time の現状報告
　伊勢赤十字病院　救命救急センター　井上　なおみ、他

O6-23 Trousseau 症候群による多発性脳梗塞が契機で診断された胃癌の 1 例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　小林　智輝、他

O6-24 当院における最近 5 年間の胃十二指腸潰瘍穿孔手術例の検討
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　谷本　光希、他

O6-25 メシル酸イマチニブ投与中に硬膜下血腫を来した小腸 GIST の１例
　さいたま赤十字病院　外科　有路　登志紀、他

O6-26 乳糜腹水を伴った絞扼性イレウスの 2 例
　横浜市立みなと赤十字病院　外科　清水　康博、他

O6-27 動静脈奇形を疑われた小腸出血に対し腹腔鏡補助下切除を施行した 1 例
　深谷赤十字病院　外科　釜田　茂幸、他

O6-28 膵頭十二指腸切除術後に発症した Braun 吻合部逆行性腸重積症の１例
　伊勢赤十字病院　初期研修医　中橋　美登、他

O6-29 小腸間膜に発生した腹腔内デスモイド腫瘍の１例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　加藤　哲朗、他

O6-30 成人仙骨前奇形腫の 1 例
　深谷赤十字病院　外科　木村　友沢、他



せん妄対策と睡眠改善薬の使い方

ランチョンセミナー５　12:00～ 13:00

演　者：武井　宣之（熊本赤十字病院　精神腫瘍科）
座　長：吉田　稔（熊本赤十字病院　血液腫瘍内科部長）

共　催：株式会社エーザイ

第7会場（熊本市国際交流会館　6Fホール）

要望演題3	 脳卒中医療の現状	 9:00～ 10:30

座　長：鈴木　一郎（日本赤十字社医療センター　副院長）

一般口演21	 病院運営Ⅰ	 13:10～ 14:06

座　長：河野　龍一（熊本赤十字病院　総務課長）

Y7-01 神奈川県における脳卒中医療の現状と、地域連携パス統一の試み
　横浜市立みなと赤十字病院　脳神経外科　持松　泰彦、他

Y7-02 伊勢赤十字病院の脳卒中連携（回復期と維持期連携の現状、課題、対策）
　伊勢赤十字病院　脳神経外科　宮　史卓、他

Y7-03 急性期脳卒中センターでのチーム医療～京都での地域完結型脳卒中診療～
　京都第一赤十字病院　急性期脳卒中センター　脳神経・脳卒中科　今井　啓輔、他

Y7-04 シームレスな医療を目指す地域連携パス「もも脳ネット」
　岡山赤十字病院　脳卒中科　岩永　健  

Y7-05 脳卒中地域連携医療～熊本型～
　熊本赤十字病院　神経内科　和田　邦泰、他

Y7-06 群馬県における脳卒中地域連携クリニカルパスの運用と課題
　前橋赤十字病院　脳神経外科　朝倉　健、他

O7-01 疾患管理における看護必要度データの有効性の検討
　日本赤十字社和歌山医療センター　小児科兼経営対策室　儘田　光和  

O7-02 完全紹介予約制・時間外選定療養費の導入について
　武蔵野赤十字病院　外来業務課　小柳　克己  

O7-03 戦略としての医療連携「経営指標と労働環境に与える影響の検討」
　福井赤十字病院　腎臓・泌尿器科　小松　和人、他

O7-04 外来における医事業務の効率化と残業時間軽減への試み
　足利赤十字病院　医事課　小川　祐美子、他

O7-05 重症度、医療・看護必要度の適正な評価への取り組み
　旭川赤十字病院　入院業務課　佐藤　明彦、他

O7-06 医薬品ＳＰＤの導入について
　高槻赤十字病院　用度施設課　西尾　拓真、他

O7-07 BSC( バランスト・スコアカード ) の取り組みについて
　成田赤十字病院　事務部　経営管理課　津田　直人  

集え！研修医　総合診療医	ドクターCROSS（研修医症例検討会）　10:50～ 11:50
徳田　安春 (独立行政法人	地域医療機能推進機構 (JCHO) 本部	
　　　　　　　研修センター長・総合診療教育チームリーダー )



一般口演22	 地域医療・へき地医療Ⅰ	 9:00～ 9:56

座　長：古川　賢一（飯山赤十字病院　院長）

第8会場（熊本市国際交流会館　5F大広間A）

一般口演23	 地域医療・へき地医療Ⅱ	 9:56～ 10:36

座　長：松原　隆司（松山赤十字病院　事務副部長兼総務課長）

一般口演24	 臨床工学部門Ⅱ		 10:36～ 11:24

座　長：伊東　正二（日本赤十字社長崎原爆病院　医療機器管理課長）

O8-01 地域愛　ワンランク上の病院　伊勢モデルを目指して－管理栄養士の取り組み－
　伊勢赤十字病院　医療技術部栄養課　太田　真由美  

O8-02 地域愛　ワンランク上の病院　伊勢モデルを目指して
　伊勢赤十字病院　事務部　稲葉　元伸、他

O8-03 地域愛　ワンランク上の病院　伊勢モデルを目指して－診療放射線技師の取り組み－
　伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　大山　泰  

O8-04 地域愛　ワンランク上の病院　伊勢モデルを目指して－薬剤師の取り組み－
　伊勢赤十字病院　薬剤部　永田　裕章、他

O8-05 地域愛　ワンランク上の病院　伊勢モデルを目指して－理学療法士の取り組み－
　伊勢赤十字病院　医療技術部リハビリテーション課　中立　大樹、他

O8-06 地域愛　ワンランク上の病院　伊勢モデルを目指して－医師の取り組み－
　伊勢赤十字病院　糖尿病・代謝内科　村田　和也  

O8-07 地域愛　ワンランク上の病院　伊勢モデルを目指して－看護師の取り組み－
　伊勢赤十字病院　看護部　山村　真紀  

O8-08 ICT を活用した地域医療連携の取り組み
　徳島赤十字病院　事務部医療情報課　藤原　邦彦、他

O8-09 地域医療連携ネットワーク「からっ風ネット」の構築について
　前橋赤十字病院　地域医療支援・連携センター　友野　正章、他

O8-10 スムースな地域連携の構築 －各診療科の工夫について～第３報～－
　横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　医療連携課　北村　聖奈、他

O8-11 高機能急性期病院としての連携室の在り方　―紹介・逆紹介の増加に向けて―
　京都第二赤十字病院　地域医療連携課　佐治　拓哉、他

O8-12 医療連携の安定化をはかる―連携医療機関からの要望応対データー蓄積について
　名古屋第二赤十字病院　地域医療連携センター　小里　恭子、他

O8-13 当院 ME センターの機器清拭クロス評価
　横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　臨床工学課　岡田　直樹、他

O8-14 除細動器の運用改善
　横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　小林　隆寛、他

O8-15 輸液ポンプ点検における取り組み
　横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　臨床工学課　宮島　敏、他

O8-16 コアキシャル型麻酔回路の隔壁リークテスト法の考案
　仙台赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　齋藤　雄亮、他



大腸癌に対する外科手術　～さらに患者に優しい手術を求めて～

ランチョンセミナー６	 　12:00～ 13:00

演　者：福永　正氣（順天堂大学浦安病院　外科教授）
座　長：平田　稔彦（熊本赤十字病院　診療部長県第一外科部長）

共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

一般口演25	 外科（乳腺・内分泌）	 	 13:10～ 14:06

座　長：川添　輝（熊本赤十字病院　乳腺・内分泌外科）

第9会場（熊本市国際交流会館　5F大広間B）

一般口演26	 心臓血管外科	 	 9:00～ 9:56

座　長：鈴木　龍介（熊本赤十字病院　心臓血管外科部長）

O8-17 患者急変時生体情報保存の義務化について
　旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学部門　脇田　邦彦、他

O8-18 管理カードシステムを用いたスマート人工呼吸器管理
　伊勢赤十字病院　臨床工学課　石田　侑希、他

O8-19 胸筋間リンパ節単独再発に対して手術を施行した乳癌の検討
　秋田赤十字病院　乳腺外科　金　暢々子  

O8-20 乳癌に対するラジオ波焼灼術、臨床試験への参加
　沖縄赤十字病院　外科　長嶺　信治、他

O8-21 転移・再発乳癌に対する化学療法の検討
　秋田赤十字病院　乳腺外科　鎌田　収一、他

O8-22 高齢者乳癌に対するハーセプチンを含む化学療法の使用経験
　小川赤十字病院　外科　長岡　弘、他

O8-23 乳房再建に対するチーム医療
　さいたま赤十字病院　乳腺外科　有澤　文夫、他

O8-24 診断に難渋した豊胸術後の腹壁シリコン瘤の 1 例
　前橋赤十字病院　乳腺内分泌外科　池田　文広、他

O8-25 当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検の現状
　横浜市立みなと赤十字病院　乳腺外科　山口　和哉、他

O9-01 術後の胸部瘤に対し二期的に弓部置換、ステントグラフトを行った 2 症例
　さいたま赤十字病院　心臓血管外科　白杉　岳洋、他

O9-02 胸部大動脈瘤食道穿孔の救命再建後、長期予後を得た３例
　神戸赤十字病院　外科　門脇　嘉彦、他

O9-03 IVR（コイル塞栓術）を施行した末梢性肺動脈瘤の 1 例
　足利赤十字病院　放射線診断科　潮田　隆一、他

O9-04 当院における腹部大動脈瘤ステントグラフト治療の現状
　水戸赤十字病院　外科　内田　智夫、他

O9-05 心臓外科手術後の ASV を用いた呼吸リハビリテーションの効果について
　前橋赤十字病院　心臓血管外科　石川　和徳、他



一般口演27	 外科（肝・胆・膵）	 9:56～ 10:52

座　長：福澤　謙吾（大分赤十字病院　第一外科部長）

一般口演28	 外科（消化管）Ⅱ	 10:52～ 11:40

座　長：中房　祐司（福岡赤十字病院　副院長兼消化器外科部長）

O9-06 下肢静脈瘤血流評価への静脈可視化装置の応用
　横浜市立みなと赤十字病院　形成外科　伊藤　理、他

O9-07 急性大動脈解離の治療における地域連携の役割
　横浜市立みなと赤十字病院　心臓血管外科　田渕　典之

O9-08 Two stage hepatectomy により根治切除が可能となった転移性肝癌の一例
　さいたま赤十字病院　外科　青木　優、他

O9-09 胸膜播種を来した肝エキノコックス症の１例
　北見赤十字病院　外科　須永　道明、他

O9-10 急性大動脈解離後に発症した膵十二指腸動脈瘤の一例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　細井　敬泰、他

O9-11 上腸間膜動脈から分枝する脾動脈の起始部に発生した嚢状脾動脈瘤の 1 例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　浅井　悠一、他

O9-12 妊娠 32 週妊婦の症候性胆石に対して胆嚢摘出術を施行した 1 例
　芳賀赤十字病院　消化器外科　松本　健司、他

O9-13 胆嚢結石に伴う胆嚢皮膚ろうの一例
　深谷赤十字病院　外科　野口　絵麻、他

O9-14 感染性膵壊死から後腹膜膿瘍、膿胸を呈した 1 症例
　横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　畠山　淳司、他

O9-15 当院における大腸癌術後補助化学療法の現状
　武蔵野赤十字病院　外科　加藤　俊介、他

O9-16 大腸穿孔を契機に発見された上行結腸 mixed adenoendocrine carcinoma(MANEC) の 1 例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　山下　浩正、他

O9-17 S 状結腸癌膀胱浸潤に対する前方骨盤内臓全摘術の一例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　吉岡　裕一郎、他

O9-18 急速に増大した S 状結腸癌卵巣転移の１例
　浜松赤十字病院　外科　山高　謙、他

O9-19 三期分割手術を施行した中毒性巨大結腸症の１例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　竹内　英司、他

O9-20 S 状結腸間膜窩ヘルニアの一例
　芳賀赤十字病院　外科　林　浩史、他

大腸癌に対する外科手術　～さらに患者に優しい手術を求めて～

ランチョンセミナー６	 　12:00～ 13:00

演　者：福永　正氣（順天堂大学浦安病院外科教授）
座　長：平田　稔彦（熊本赤十字病院診療部長）

共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社



要望演題4	 整形外科をとりまく諸問題	 13:10～ 13:58

座　長：武冨　榮二（鹿児島赤十字病院　副院長）

第10会場（熊本市国際交流会館　4F会議室２）

一般口演29	 医療安全Ⅱ	 9:00～ 9:48

座　長：松山　麻須美（福岡赤十字病院　看護副部長兼専従リスクマネージャー）

一般口演30	 薬剤部門	 9:48～ 10:44

座　長：大竹　弘之（福岡赤十字病院　薬剤部長）

Y9-01 「当院における整形外科の人材育成」
　熊本赤十字病院　整形外科　中島　伸一、他

Y9-02 日赤整形外科部長会の立ち上げから現況
　名古屋第二赤十字病院　整形外科・脊椎脊髄外科　佐藤　公治、他

Y9-03 信頼の医療と紛争防止、二つのメリットがある“医療の不確実性の説明”の勧め
　武蔵野赤十字病院　整形外科　山崎　隆志、他

Y9-04 整形外科、国際医療救援部での後期臨床研修報告 - ニカラグアでの経験を中心に -
　熊本赤十字病院　国際医療救援部整形外科　城下　卓也、他

Y9-05 名古屋第二赤十字病院整形外科の人事交流の現状と成果
　名古屋第二赤十字病院　整形外科　深谷　泰士、他

O10-01 血管外漏出ー事例からのマニュアル作成とその評価ー
　名古屋第二赤十字病院　医療安全推進室　古尾　麻紀、他

O10-02 造影剤腎症の現状と課題
　武蔵野赤十字病院　放射線科　増島　一貴、他

O10-03 ホルモン皮下注射前における貼付用局所麻酔剤の患者指導の取り組み
　仙台赤十字病院　外来　木村　利奈、他

O10-04 薬剤 ( アデノシン ) 負荷心筋血流シンチ施行中に CPA に陥りかけた 1 例
　神戸赤十字病院　放射線科部　岸本　義幸、他

O10-05 配薬準備の効率化への取り組み
　山口赤十字病院　看護部　松岡　早苗、他

O10-06 院内統一した救急カートを維持するための取り組み
　大津赤十字病院　医療安全推進室　平野　千穂美、他

O10-07 糖尿病における自己注射導入後の手技に関する理解度確認調査
　八戸赤十字病院　薬剤部　立花　慧千、他

O10-08 誤嚥性肺炎の発症と予防に関する薬学的考察
　名古屋第一赤十字病院　薬剤部　平井　孝典、他

O10-09 ドセタキセル製剤変更による過敏症発現の比較検討
　秋田赤十字病院　薬剤部　田口　伸、他

O10-10 当院におけるＴＤＭ業務拡大に向けた取り組みと成果
　前橋赤十字病院　薬剤部　中津川　暁子、他

O10-11 薬剤部への電話件数を減らすための対策
　伊勢赤十字病院　薬剤部　荒木　康羽、他



研修医意見交換会	 12:00～ 13:00

一般口演31	 救急部門Ⅰ	 10:44～ 11:40

座　長：髙階　謙一郎（京都第一赤十字病院　医療社会事業部長）

一般口演32	 腎臓内科	 13:10～ 14:06

座　長：満生　浩司（福岡赤十字病院　血液浄化療法内科）

O10-12 総合ビタミン剤がワルファリンカリウムの効果に及ぼす影響
　京都第二赤十字病院　薬剤部　鷲田　水保、他

O10-13 徳島赤十字病院のＴＰＮにおけるＮＰＣ／Ｎの検討
　徳島赤十字病院　薬剤部　山下　あずさ、他

O10-14 和歌山県における１年間の全 CPA 症例の検討ー社会復帰へのキーワードを求めてー
　日本赤十字社和歌山医療センター　救急集中治療部　千代　孝夫、他

O10-15 持久走後の心肺停止から複数医療機関とドクターヘリの連携にて救命し得た１例
　伊勢赤十字病院　救急部　森本　真之助、他

O10-16 ドクターカーの有用性を実感した外傷性心肺停止症例
　諏訪赤十字病院　救命救急センター　津端　隆志、他

O10-17 鈍的外傷による CPA 症例の一救命例
　諏訪赤十字病院　教育研修センター　伊藤　鮎美、他

O10-18 胸腔鏡補助下手術を施行した胸部刺創の 1 例
　京都第二赤十字病院　救急部　石井　亘、他

O10-19 重傷外傷における形成外科の役割
　熊本赤十字病院　形成外科　黒川　正人、他

O10-20 小児の多数傷病者事案に対し、ドクターカーが出動し現場活動を行った一例
　熊本赤十字病院　救急科　岡野　雄一、他

O10-21 高齢者の膜性腎症にステロイド治療を施行した 3 症例
　さいたま赤十字病院　腎臓内科　松山　桃子、他

O10-22 腎生検が困難であった高齢発症ネフローゼ症候群の一寛解例
　高松赤十字病院　腎臓内科　高橋　則尋、他

O10-23 非特異的な腹痛を契機に発見された稀な遺伝子変異を有する Gitelman 症候群の一例
　石巻赤十字病院　内科　小張　祐介、他

O10-24 アンギオテンシン受容体拮抗薬 (ARB) が原因と考えられた低ナトリウム血症の 2 症例
　さいたま赤十字病院　腎臓内科　仲長　奈央子、他

O10-25 当院における保存期教育と療法選択の現状
　熊本赤十字病院　総合内科　川端　知晶、他

O10-26 当院における慢性維持透析患者に対する鉄剤投与の検討
　岐阜赤十字病院　臨床工学技術課　梅染　佳記、他

O10-27 足病変の現状と感染予防への取り組み
　足利赤十字病院　透析センター　都生　惠子、他



第11会場（熊本市国際交流会館　4F会議室３）

一般口演33	 人材育成	 9:00～ 9:56

座　長：牛島　絹子（日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部長）

一般口演34	 国外救援救護活動Ⅰ	 9:56～ 10:52

座　長：村田　美和（熊本赤十字病院　看護師長）

一般口演35	 医療安全Ⅲ	 10:52～ 11:40

座　長：本廣　昭（大分赤十字病院　副院長）

O11-01 自主作成の DVD で教える、全職員 BLS 講習会
　石巻赤十字病院　院内急変対応小委員会　飛内　茜、他

O11-02 キャリア開発ラダーに基づいた退院支援・調整レベル２研修による人材育成
　長浜赤十字病院　看護部　山村　温子、他

O11-03 他施設との人事交流を兼ねた人材育成
　姫路赤十字病院　看護部　柴田　由美子、他

O11-04 チーム医療推進のための組織的人材育成　－中間管理者研修を実施して－
　富山赤十字病院　教育研修推進室　江尻　昌子、他

O11-05 係長研修の取り組みと成果
　京都第一赤十字病院　看護部　岩坪　祥子  

O11-06 看護師による CV ポート取扱いおよび穿刺・抜針施行者院内認定制度の導入
　三原赤十字病院　看護部　木曽　登志江、他

O11-07 褥瘡ケアに関してのリンクナース育成にかかわって
　福島赤十字病院　看護部　佐藤　美絵、他

O11-08 非国際医療救援拠点病院における要員育成への取り組み成果
　武蔵野赤十字病院　看護部　渋谷　美奈子、他

O11-09 非国際医療救援拠点病院における語学研修の取り組み
　武蔵野赤十字病院　事務部　鶴田　茉林、他

O11-10 国際救援を志す諸君のために
　日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部　藪本　充雄  

O11-11 国際医療救援部における新たな研修制度の導入
　名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　伊藤　明子、他

O11-12 国際医療救援部における地域医療研修の学び～ U 病院への派遣を通して～
　名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　高橋　陽子、他

O11-13 国際救援活動をめざす会を立ち上げて
　高山赤十字病院　看護部　竹原　美恵、他

O11-14 連盟ロジスティクス部門～病院事務職員の専門職派遣～
　大阪赤十字病院　医療情報課　河合　謙佑、他

O11-15 腹腔鏡手術の安全性向上のための当院手術室の取り組み　
　前橋赤十字病院　中央手術室　山口　悦子、他

O11-16 術中 MRI システムの導入から現在と今後の課題
　伊勢赤十字病院　看護部・手術室　山本　美菜実、他

O11-17 ＭＲＩ入室前の磁性体除去の現状～チェック表の状況調査と職員教育を通して～
　長岡赤十字病院　安全対策委員会看護部会　反町　宰子、他



座長講話：急性期病院における排泄ケアの重要性　
地域医療支援病院における排泄ケア　　～排泄ケアを支援する看護管理の役割～

ランチョンセミナー７　12:00～ 13:00

演　者：丸山　なみ子（深谷赤十字病院　看護部副部長）
座　長：瀬尾　千春（名古屋大学医学部泌尿器科学教室内　排泄機能指導士）

共　催：ユニ・チャームメンリッケ株式会社

一般口演36	 慢性期看護Ⅰ	 13:10～ 14:06

座　長：梅﨑　淳子（嘉麻赤十字病院　看護部長）

ポスターA会場（熊本市国際交流会館　B2F多目的室）

ポスター1	 看護管理Ⅰ	 11:00～ 11:30

座　長：佐々木　和巳（大分赤十字病院　看護副部長）

O11-18 POCT 機器の中央管理に向けて
　長岡赤十字病院　医療技術部 検査技術課　山田　隆  

O11-19 生体情報モニターの安全管理について
　旭川赤十字病院　臨床工学課　白瀬　　昌宏、他

O11-20 静脈血漿血糖値と病棟用血糖測定値の乖離例に関する検討
　旭川赤十字病院　医療技術部　検査科　柏木　健一、他

O11-21 認知症患者への看護の考察～ユマニチュードを用いた一事例を通して～
　福井赤十字病院　看護部　堀　拓也、他

O11-22 重症心身障害児の腹臥位の効果
　大阪赤十字病院　看護部　大樹　純子、他

O11-23 療養型病棟における高齢者の排便に関する検討
　山梨赤十字病院　看護部　長期療養型病棟　長田　拓也、他

O11-24 オムツ統一後のスタッフ教育への取り組み～オムツ選択基準の定着に向けて～
　武蔵野赤十字病院　看護部　オムツフィットし隊　川尻　聡子、他

O11-25 糖尿病腎症初期と診断された患者の思い
　足利赤十字病院　外来　大澤　祥子、他

O11-26 CAPD 導入患者へ心理的受容過程に沿った看護介入を考える
　福岡赤十字病院　看護部　松原　朋恵、他

O11-27 インスリン自己注射導入パスに関する現状と今後の課題
　前橋赤十字病院　看護部　8 号病棟　高橋　恵、他

PA-001 看護師のワーク・ライフ・バランスに関する調査～残業時間と余暇時間の関係～
　日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　宮原　梓、他

PA-002 変則２交代制勤務（12 時間夜勤）導入に向けての取り組み
　高松赤十字病院　看護部　高橋　人己、他

PA-003 １３時間夜勤導入の効果　～疲労と睡眠への影響・１６時間夜勤と比較して～
　小川赤十字病院　看護部　水野　恵、他

PA-004 労務環境の改善の取り組み～１３時間夜勤導入の満足度調査結果報告～
　小川赤十字病院　看護部　田中　勝枝、他



ポスター2	 看護管理Ⅱ	 13:00～ 13:48

座　長：古家　裕子（福岡赤十字病院　看護副部長）

ポスター3	 看護教育Ⅰ	 11:00～ 11:48

座　長：竹下　美子（熊本赤十字病院　看護師長）

PA-05 初療室における勤務体制変更への取り組み
　名古屋第一赤十字病院　看護部　近森　清美、他

PA-006 看護師長満足度調査からみえてきたもの
　姫路赤十字病院　看護部　松本　由美子、他

PA-007 看護係長の看護管理実践能力向上のための取り組み
　山口赤十字病院　看護部　大林　由美子、他

PA-008 看護係長会へ及ぼした小集団活動の効果－過去 3 年間の自己評価から－
　松山赤十字病院　看護部　泉　恵美子、他

PA-009 認定看護師に対する意識調査
　京都第一赤十字病院　看護部　杉原　純子、他

PA-010 看護ケアにおける医療用粘着テープ使用基準統一の取り組み
　北見赤十字病院　看護部　増田　さおり、他

PA-011 安全な看護を提供するための夜勤帯ショートカンファレンスの取り組み
　さいたま赤十字病院　看護部　小熊　奈津子

PA-012 看護師と看護補助者間でのカンファレンスによる看護補助者への影響
　庄原赤十字病院　看護部　桑野　雅和、他

PA-013 回復期病棟における看護師と介護福祉士のパートナーシップの現状
　飯山赤十字病院　看護部　藤澤　弘美、他

PA-014 「院内看護実践報告会」の功績と課題
　大阪赤十字病院　看護部　松生　恭子、他

PA-015 人工呼吸ケアの統一に向けて体験型学習を取り入れた教育的取り組み
　高知赤十字病院　救命救急センター病棟　小野川　愛

PA-016 CTCAE の適切な評価方法習得に向けて看護師へ学習会を行った有効性の検討
　京都第一赤十字病院　看護部　高木　歩美、他

PA-017 摂食嚥下障害看護リンクナースの養成
　名古屋第一赤十字病院　摂食嚥下障害ケアチーム　坂口　真那美、他

PA-018 病棟における認定看護師を活用した教育制度の導入
　静岡赤十字病院　看護部　3-4 病棟　増田　江美、他

PA-019 二次医療圏看護師を対象とした救急看護短期研修―認定看護師による出前研修―
　高知赤十字病院　看護部　尾谷　智加

PA-020 看護倫理委員会の活動評価　～倫理担当者の自己評価の変化からの考察～
　松山赤十字病院　看護部　長谷部　徳恵、他

PA-021 看護診断ＮＡＮＤＡ－ＩとＮＯＣ，ＮＩＣ導入における教育的課題
　仙台赤十字病院　看護部　８Ｆ病棟　泉田　さとみ、他



ポスター4	 看護教育Ⅱ	 13:00～ 13:24

座　長：坂本　三奈子（唐津赤十字病院　看護師長）

ポスター5	 急性期看護Ⅰ				11:00～ 11:42

座　長：中村　浩子（日本赤十字社長崎原爆諫早病院　看護師長）

ポスター6	 慢性期看護Ⅱ	 13:00～ 13:42

座　長：谷尾　佐知子（日本赤十字社長崎原爆病院　看護副部長）

PA-022 新人看護職員の職場適応に向けた支援－新人看護職員と指導者への関わり－
　姫路赤十字病院　看護部　芦田　真知子、他

PA-023 新人が自己成長を実感できるスライドの作成
　大阪赤十字病院　看護部　小林　敏子

PA-024 新人看護職員のポートフォリオ発表会の効果
　長野赤十字病院　看護部　山口　洋子、他

PA-025 救急外来での異動者・中途採用者へのチューター制度導入による効果と課題
　石巻赤十字病院　救命救急センター　小原　徹、他

PA-026 食道アカラシア症例から振り返る内視鏡看護
　伊達赤十字病院　看護部　小泉　周平

PA-027 人工肛門造設術施行患者の受容プロセス―緊急手術と予定手術の比較―
　さいたま赤十字病院　看護部　寺中　みなみ

PA-028 回腸導管造設患者のパウチ交換の手技確立に向けた看護援助
　福井赤十字病院　腎泌尿器科　出口　友恵

PA-029 脳卒中診療導入時の看護体制の整備～テレストローク・スポーク施設として～
　裾野赤十字病院　看護部　今澤　勝、他

PA-030 看護に活かせるリハビリテーションカンファレンス開催に向けた取り組み
　さいたま赤十字病院　脳神経外科　小林　由紀恵

PA-031 脳卒中患者の経管栄養時のポジショニングにおけるアセスメント
　前橋赤十字病院　看護部　堀越　広子、他

PA-032 救急搬送された患者家族への援助　～看護師の家族看護に対する意識の変化～
　名古屋第一赤十字病院　看護部　古川　香吏、他

PA-033 疼痛アセスメントシートの導入・運用に関する現状報告
　北見赤十字病院　看護部　赤川　舞子、他

PA-034 循環器看護専門外来における慢性心不全患者への看護介入の効果
　長野赤十字病院　循環器病センター　山岸　知恵美、他

PA-035 腎代替療法選択支援の実際と今後の課題
　静岡赤十字病院　看護部　石川　千奈美

PA-036 深部静脈血栓症予防用機器パットによる術中褥瘡発生の防止方法の検討
　福井赤十字病院　看護部　生水　静香、他

PA-037 緊急手術で造設された小腸人工肛門の装具選択についての検討
　さいたま赤十字病院　看護部　圓井　比呂美、他

PA-038 経口摂取困難な患者に対する摂食・嚥下のアプローチ
　伊達赤十字病院　看護部　和泉　麻紀

PA-039 事故により両下肢切断を余儀なくされた患者の精神分析
　名古屋第一赤十字病院　看護部　千賀　栄美、他

PA-089 がん看護に携わる看護師の支援のあり方を考える
　成田赤十字病院　がん化学療法看護認定看護師　宮田　幸子、他



ポスター7	 退院調整　退院支援Ⅰ　						11:00～ 11:30

座　長：村上　誠子（熊本赤十字病院　看護師長）

ポスター8	 ヘルスプロモーションⅠ	 13:00～ 13:30

座　長：簑田　和子（熊本赤十字病院　看護師長）

ポスターB会場（一番館　1Fフロア）

ポスター9	 病院運営Ⅰ	 11:00～ 11:48

座　長：緒方　裕子（熊本赤十字病院　会計課長）

PA-040 訪問看護ステーション研修導入の意義と今後の課題
　さいたま赤十字病院　相談支援課　吉澤　絹子、他

PA-041 高齢患者の内服行為の自立に向けた援助
　福井赤十字病院　看護部　定友　舞、他

PA-042 長期入院患者の在宅支援～在宅へ退院できた事例を振り返って～
　柏原赤十字病院　医療課　前田　彰子、他

PA-043 人工呼吸器装着患者の退院支援　～在宅移行へ向けての家族支援を考える～
　高松赤十字病院　看護部　藤沢　佐加恵、他

PA-044 褥瘡をもったまま退院となった患者・家族への退院支援
　福井赤十字病院　看護部　大濱　有加、他

PA-045 参加型を取り入れたマザークラス 1 期の評価
　大津赤十字病院　産婦人科　野田　彩加、他

PA-046 妊婦の心の変化に見るマタニティヨーガ教室の評価～自己効力感尺度を用いて～
　静岡赤十字病院　産科　正木　育未、他

PA-047 産科病棟における妊婦の口腔衛生に関する現状調査
　盛岡赤十字病院　看護部ＮＳＴリンクナース会　笠原　里香、他

PA-048 切迫早産妊婦の退院後の分娩に向けた体作りへの意識の変化
　葛飾赤十字産院　看護部　金井　早苗、他

PA-049 育児支援外来開設の経緯と今後の課題　
　長野赤十字病院　看護部 産婦人科病棟　唐沢　節子、他

PB-100 新しい機能評価の受審とクオリティマネジメント
　高槻赤十字病院　事務部　経営企画課長　三上　貴政  

PB-101 旭川赤十字病院の「選ばれる病院」へのオンリーワンプロジェクト活動について
　旭川赤十字病院　エクセレント・ホスピタル推進チーム　松島　克典、他

PB-102 幹部職員研修会による経営意識の醸成について
　京都第一赤十字病院　経営企画課　豊田　聡司、他

PB-103 事務部・診療科合同カンファレンス
　京都第二赤十字病院　医事第 1 課　柴崎　美穂、他

PB-104 経営改善への取り組み～原価計算・手術室分析ツールの活用を例に～
　名古屋第二赤十字病院　経営企画課　中島　健太郎、他

PB-105 カイゼン活動の取り組み
　諏訪赤十字病院　カイゼン委員会　宮本　智恵子、他



ポスター10	 人材育成Ⅰ	 13:00～ 13:30

座　長：水垂　瑞枝（鹿児島赤十字病院　看護副部長）

ポスター11	 患者サービスⅠ　	 11:00～ 11:30

座　長：藤島　敦（熊本赤十字病院　外来業務課長）

ポスター12	 医療情報	 13:00～ 13:48

座　長：野口　道子（熊本赤十字病院　企画開発課長）

PB-106 会計課 5S の取り組み
　松山赤十字病院　会計課　酒井　かおり、他

PB-107 赤十字組織における疾病にかかるスティグマ対策に関する一考察
　日本赤十字社本社　医療事業部　小西　慶二

PB-108 初期臨床研修医が望む指導医の関わり
　福井赤十字病院　教育研修推進室　東川　佐枝美、他

PB-109 事務系職員１～３年目研修体制構築への取り組み
　広島赤十字・原爆病院　教育研修推進室　山光　康子、他

PB-110 腹腔鏡手術での直介看護師の意識変化　－アニマル・ラボ参加経験から－
　京都第二赤十字病院　手術室　古味　佳子、他

PB-111 医師事務作業補助者対象の文献検索指導
　伊勢赤十字病院　研修センター　小林　美香子、他

PB-112 個別性を重視した教育指導案の作成を目指して
　さいたま赤十字病院　手術室　檀上　宏美

PB-113 ご意見箱から学ぶ病院サービスの改善点
　前橋赤十字病院　事務部　企画情報管理課　森村　真奈美

PB-114 分散会計実施に向けた取り組みについて
　前橋赤十字病院　事務部医事課　　唐澤　明、他

PB-115 患者サービス改善委員会の取り組み
　松山赤十字病院　医事第二課　北川　悦子、他

PB-116 入院説明コーナーの設置とその後について
　福島赤十字病院　医事課　菊田　基晴、他

PB-117 健康医療専門図書室としての役割発揮を目指して
　高松赤十字病院　医療社会事業部　緒方　理恵、他

PB-118 手術室における顕微鏡及び内視鏡下手術の動画保存の取り組み
　高知赤十字病院　医療情報管理課　四國　久幸、他

PB-119 内視鏡画像管理による情報共有化への取り組み
　伊達赤十字病院　看護部　碁石　久

PB-120 WindowsXP のサポート終了に伴う病院システムの影響について
　安曇野赤十字病院　情報管理課　丸山　力、他

PB-121 院内外に対する情報発信拠点へ～ウェブサイトリニューアルへの取り組み～
　徳島赤十字病院　事務部医療情報課　古高　実希、他

PB-122 電子カルテ端末 仮想化の試験的導入について
　前橋赤十字病院　企画情報管理課　河野　泰雄、他



ポスター13	 チーム医療Ⅰ	 11:00～ 11:48

座　長：松尾　由紀子（日本赤十字社長崎原爆諫早病院　看護師長）

ポスター14	 チーム医療Ⅱ・用具展示	 13:00～ 13:48

座　長：高橋　ほなみ（熊本赤十字病院　看護師長）

PB-123 医療情報システムにおけるＦｉｌｅＭａｋｅｒを利用したツール作成
　京都第一赤十字病院　医療情報課　水谷　一貴

PB-124 手術室管理指標を用いたカイゼンへの取り組み
　石巻赤十字病院　管財課兼総務企画課　松本　裕樹

PB-125 DPC 解析から見た震災後の石巻医療圏の診療実態
　石巻赤十字病院　医事課　永沼　慶介、他

PB-126 褥瘡予防マットの選択による発生率の変化
　名古屋第一赤十字病院　看護部　加藤　留美子、他

PB-127 多職種協働による介入が奏功した重度褥瘡の一例
　沖縄赤十字病院　看護部　久手堅　みゆき、他

PB-128 感染兆候が持続する難治褥瘡患者への関わりの一例
　松山赤十字病院　看護部　小笠原　智美、他

PB-129 多職種介入によるストーマ造設部と近接した離開創管理
　秦野赤十字病院　看護部　鈴木　里佳

PB-130 チームで取り組む乳がん患者の対応
　武蔵野赤十字病院　看護部　西巻　佳子、他

PB-131 知りたい！今！に応える緩和ケアデリバリー勉強会の取り組み
　京都第二赤十字病院　緩和ケアチーム　能勢　真梨子、他

PB-132 当院における緩和ケアチーム活動から見えてきた現状と課題
　秦野赤十字病院　看護部　室川　真由美、他

PB-133 当院における緩和ケアチームの活動の現状と課題
　京都第一赤十字病院　緩和ケアチーム　中満　順子、他

PB-134 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した多職種連携についての考察
　柏原赤十字病院　訪問看護ステーション　山本　恵子、他

PB-135 看護部ミーティングにおける情報の活用　　～チーム医療の推進にむけて～
　静岡赤十字病院　看護部　武田　惠子

PB-136 在宅療養の継続に貢献する短期入院体制運用報告
　飯山赤十字病院　訪問看護ステーション　馬場　万寿子、他

PB-137 児童虐待防止に向けた CPT の設立と現状～ MSW の視点から～
　横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　大湯　宝子、他

PB-138 周産期チーム・権利擁護 ( 虐待対策 ) チーム協働の虐待リスク数値化と予防の試み
　名古屋第二赤十字病院　医療社会事業部　山田　優作、他

PB-139 Ａ病院における医療相談課に対する看護師の認識と医療相談課の役割の再検討
　深谷赤十字病院　医療相談課　小暮　三千代、他

EX-001 救護班研修における用具の工夫【SPDT-Mark １】の作成
　八戸赤十字病院　看護部　山野内　博見、他

EX-002 当院におけるカテーテル・ドレーン固定板の紹介
　岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科　辻　尚志



ポスター15	 国内救援救護活動Ⅰ	 11:00～ 11:42

座　長：稲	田	眞	治（名古屋第二赤十字病院　救急科部長）

ポスター16	 医療安全（感染管理）Ⅰ　　13:00～ 13:30

座　長：西原　三重（唐津赤十字病院　看護師長）

ポスター17	 医療安全Ⅰ	 11:00～ 11:48

座　長：高田　久子（鹿児島赤十字病院　医療安全管理者）

PB-140 伊勢志摩地区の地域貢献活動「放射線安全管理ネットワーク」の試み
　伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　藤原　　綾香、他

PB-141 日赤薬剤師会災害救護特別委員会のアンケート結果
　飯山赤十字病院　薬剤部　滝澤　康志、他

PB-142 日赤薬剤師会災害救護委員会のアンケート結果報告～東日本大震災の対応から～
　災害救護委員会　薬剤部　追木　正人、他

PB-143 病院祭における災害医療啓蒙活動の工夫
　長野赤十字病院　救急業務課　上野　誠、他

PB-144 阪神淡路大震災から 20 年、神戸日赤における新人看護師の災害に対する意識調査
　神戸赤十字病院　リハビリテーション科　戸田　一潔、他

PB-145 第 49 回日赤総会シンポジウム「南海トラフ巨大地震に備えて」アンケート結果
　日本赤十字社和歌山医療センター　医療社会事業部　中　大輔、他

PB-146 災害医療コーディネーターの平時の役割と今後の課題
　長野赤十字病院　健康管理科部　星　研一、他

PB-147 インフルエンザに関する職員の意識調査（第 2 報）
　さいたま赤十字病院　薬剤部　伊賀　正典、他

PB-148 感染性胃腸炎のアウトブレイクを経験して～環境整備の実践～
　岐阜赤十字病院　看護部　宇野　太志、他

PB-149 クロストリジウム・ディフィシル感染症多発事例に対する介入
　高山赤十字病院　ICT　後藤　泰代、他

PB-150 過去 5 年間の血液内科入院患者を対象とした CLABSI サーベイランスの分析
　岐阜赤十字病院　看護部　松田　みどり、他

PB-151 手指衛生推進キャンペーン前後の手術室の手指消毒実施回数の評価
　盛岡赤十字病院　看護部　杉村　明子、他

PB-152 震災を想定した手術室災害訓練を実施して
　高山赤十字病院　手術室　森前　由美、他

PB-153 災害時初期行動アクションカードおよび安静度板作成についての活動報告
　武蔵野赤十字病院　看護部　松岡　英祐、他

PB-154 救急外来における RRS 要請基準の試験的運用による妥当性の検証
　武蔵野赤十字病院　救命救急センター　救急外来　小林　圭子、他

PB-155 急変予期対応向上委員会の活動報告～急変対応ニュースを発行して～
　武蔵野赤十字病院　看護部　内科外来　中村　秀子

PB-156 手術室における緊急時対応に対するパニックカードの作成―作成経緯と有用性―
　岐阜赤十字病院　看護部　兼松　慎吾、他

PB-157 医師のタイムアウトの現状調査
　旭川赤十字病院　医療安全推進室　栗原　篤子、他



ポスター18	 栄養　給食部門Ⅰ	 13:00～ 13:48

座　長：浜野　香奈（大分赤十字病院　栄養課長）

ポスター19	 健診（検診）部門Ⅰ	 11:00～ 11:30

座　長：川口　哲（日本赤十字社熊本健康管理センター　副所長）

ポスター20	 救急部門	 13:00～ 13:36

座　長：宮村　多嘉子（熊本赤十字病院　看護師長）

PB-158 周術期に生じたインシデントの 3 症例
　岐阜赤十字病院　麻酔科　山田　忠則、他

PB-159 表在性膀胱癌に対するＢＣＧ膀胱内注入療法後の排尿処理の検討
　芳賀赤十字病院　泌尿器科・産業医　近藤　義政、他

PB-160 妊娠糖尿病患者の栄養指導の在り方
　長野赤十字病院　栄養課　橋本　典枝、他

PB-161 糖尿病教育入院の食事療法に対する新たな取り組み
　浜松赤十字病院　栄養課　栗田　静華、他

PB-162 1 型糖尿病患者でのカーボカウント指導の取り組み―おやつテストの実施
　さいたま赤十字病院　栄養課　福田　加奈美、他

PB-163 全入院患者の摂取カロリーを表記する取組み～アセスメント向上と絶食率減少～
　柏原赤十字病院　医療技術部　栄養課　今西　瞳、他

PB-164 北見赤十字病院での栄養食事指導の取り組み
　北見赤十字病院　栄養課　村田　智津子、他

PB-165 やる気にさせる栄養指導を目指した実践的な取り組み
　静岡赤十字病院　栄養課　梅木　幹子

PB-166 創傷治癒のための栄養状態改善と便性コントロール～管理栄養士の立場から～
　秦野赤十字病院　医療技術部　栄養課　渡辺　和歌子

PB-167 糖尿病の療養における患者会の役割と今後の課題
　旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　佐々木　智子、他

　旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　佐々木　智子、他

PB-168 当健診センターにおけるがん検診の現状
　横浜市立みなと赤十字病院　健診センター　伊藤　美奈子、他

PB-169 職種別にみた健康診断結果と生活習慣との関連
　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　平崎　飛鳥、他

PB-170 健康診断における効果的な禁煙指導の検討
　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　小原　ひふみ、他

PB-171 特定保健指導の初回面談における現状と問題点
　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護課　林　理恵子、他

PB-172 当院の職員を対象とした CT・MR 健診について
　徳島赤十字病院　放射線科部　長尾　好浩、他

PB-174 血液培養手技における滅菌手袋の必要性についての研究
　伊勢赤十字病院　救急科　中西　信人、他

PB-173 敗血症性 DIC における rTM 製剤と AT 製剤の併用治療についての検討
　長岡赤十字病院　救命救急センター　江部　佑輔、他



ポスターC会場（一番館　2Fフロア）

ポスター21	 外科（腹部）	 13:00～ 13:48

座　長：横溝　博（熊本赤十字病院　第二外科部長）

ポスター22	 外科（胸部）	 11:00～ 11:30

座　長：林　亨治（熊本赤十字病院　第三外科部長）

PB-176 A 病院の院内ナーストリアージにおける問題点の明確化について
　松山赤十字病院　看護部　高田　清美、他

PB-177 院内救急カート内容の妥当性の検討と改定の取り組み
　武蔵野赤十字病院　救命救急センター ICU　東　光子  

PB-178 救急外来における STEMI 患者に対する初期診断までの問題点
　名古屋第一赤十字病院　看護部　杉田　亜紀子、他

PC-259 術前肝腫瘍を疑った肝内脾症の 1 例
　小川赤十字病院　外科　大木　宇希、他

PC-260 保存的治療で改善を認めた下部消化管穿孔の１例
　横浜市立みなと赤十字病院　外科　中嶌　雅之、他

PC-261 早期手術により救命し得た壊死型虚血性腸炎の 1 例
　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　清水　大輔、他

PC-262 早期に切除しえた虫垂粘液嚢腫の 1 例
　静岡赤十字病院　外科　早川　貴光、他

PC-263 回盲部と回腸が陥頓した鼡径ヘルニアの一例
　横浜市立みなと赤十字病院　外科　藤原　大樹、他

PC-264 術後初回ストーマ外来受診の適切な時期の検討
　さいたま赤十字病院　看護部　玉川　結美、他

PC-265 腎原発神経内分泌腫瘍の 2 例
　京都第二赤十字病院　泌尿器科　石田　博万、他

PC-266 当院における上部尿路結石に対する治療成績の検討
　大分赤十字病院　泌尿器科　山中　直行、他

PC-267 右上葉切除後に中葉気管支屈曲による無気肺を生じ、自然に解消した一例
　石巻赤十字病院　呼吸器外科　郷右近　祐介、他

PC-268 呼吸器術手術後の在院死例の検討
　さいたま赤十字病院　呼吸器外科　門山　周文、他

PC-269 複数回の開胸術後遺残死腔に発生した有瘻性アスペルギルス膿胸の 3 例
　松江赤十字病院　呼吸器外科　磯和　理貴、他

PC-270 嫌気性菌による急性膿胸に伴う敗血症性ショックの一救命例
　石巻赤十字病院　呼吸器外科　佐藤　公昭、他

PC-271 乳腺紡錘細胞癌の 2 例
　さいたま赤十字病院　乳腺外科　上田　宏生、他

PB-175 JTAS 導入後の緊急度 2 の患者の診察までの所要時間の比較
　長野赤十字病院　救急外来　宮澤　三恵子、他



ポスター23	 消化器内科・呼吸器内科・腎臓内科	 13:00～ 13:48

座　長：北田　英貴（熊本赤十字病院　総合診療科部長兼内視鏡科部長）

ポスター24	 整形外科Ⅰ	 11:00～ 11:30

座　長：砂原　伸彦（鹿児島赤十字病院　整形外科部長）

ポスター25	 臓器移植	 11:00～ 11:36

座　長：本山　健太郎（福岡赤十字病院　移植外科部長）

PC-272 糖尿病増悪を契機に診断された超高齢者自己免疫性膵炎の 1 例
　伊達赤十字病院　消化器科　平子　匡、他

PC-273 自己免疫性膵炎類似の間質所見を呈した膵体尾部癌の 1 例
　伊達赤十字病院　消化器科　三浦　翔吾、他

PC-274 当院における黄色肉芽腫性胆嚢炎の検討
　伊達赤十字病院　消化器科　小柴　裕、他

PC-275 Gastric outlet obstruction に対する十二指腸ステント留置術後に遅発性穿孔を来した 1 例
　伊達赤十字病院　消化器科　池田　裕貴、他

PC-276 実臨床におけるインダカテロールの使用経験～薬剤師と連携した吸入指導を含む
　名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　小笠原　智彦、他

PC-277 イレッサ初回導入の女性患者へのスキンケア指導
　福井赤十字病院　呼吸器科　増田　真美、他

PC-278 在宅血液透析（Ｈｏｍｅ－ＨＤ：ＨＨＤ）導入の経験
　福岡赤十字病院　臨床工学課　谷口　拓也、他

PC-279 慢性腎不全急性増悪の原因が強皮症による ANCA 関連腎炎と気付かなかった一症例
　さいたま赤十字病院　腎臓内科　佐藤　順一、他

PC-280 頭蓋内硬膜動静脈瘻（Cognard type ∨）による脊髄症の 2 例
　成田赤十字病院　整形外科　板橋　孝、他

PC-281 両膝に高度関節可動域制限をきたした関節リウマチの一例
　大津赤十字病院　整形外科　伊勢　健太郎、他

PC-282 ステム折損を合併した人工股関節術後感染の治療経験
　さいたま赤十字病院　整形外科　鈴木　聡、他

PC-283 橈骨頭骨折に対する人工橈骨頭置換術の治療経験　2 例報告
　横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　品田　春生、他

PC-284 上腕骨近位端骨折に対する髄内釘とロッキングプレートの比較
　伊勢赤十字病院　整形外科　奥野　友孝、他

PC-285 透析療法前の献腎移植登録への取り組みと今後の課題
　福岡赤十字病院　外科　山本　恵美、他

PC-286 良好な腎機能を維持できている移植後 IgA 腎症再発症例についての検討
　神戸赤十字病院　外科　石堂　展宏、他

PC-287 生体腎移植後、尿管狭窄に対して自己尿管移植腎盂吻合を施行した 1 例
　日本赤十字社和歌山医療センター　腎臓内科　前沢　浩司、他

PC-288 腎移植前後の運動機能の変化について
　名古屋第二赤十字病院　移植外科　辻田　誠、他

PC-289 臓器移植においての HLA 抗原 ( タイピング ) 検査の Resolution 検討
　福岡赤十字病院　検査部 移植検査課　金本　人美、他



ポスター26	 血液内科	 11:00～ 11:36

座　長：谷本　一樹（福岡赤十字病院　血液・腫瘍内科部長）

ポスター27	 麻酔科	 11:00～ 11:48

座　長：定永　道明（熊本赤十字病院　第一麻酔科部長）

ポスター28	 臨床工学部門Ⅰ	13:00～ 13:48

座　長：光武　徹（大分赤十字病院　臨床工学技術係長）

PC-290 腎移植診療を通したレジデント教育について
　熊本赤十字病院　外科　山永　成美、他

PC-291 モノソミー 7 を伴い急性転化した慢性好中球性白血病の一例
　石巻赤十字病院　研修医　深水　大天、他

PC-292 当院での骨髄異形成症候群に対する DNA メチル化阻害薬アザシチジンの使用経験
　姫路赤十字病院　臨床研修部　藤原　悠紀、他

PC-293 BCR-ABL1 陰性非定型慢性骨髄性白血病（aCML）の一例
　秋田赤十字病院　血液内科　長谷川　一太、他

PC-294 ベンダムスチンとリツキシマブの併用療法を施行した高齢者 MCL の 5 症例
　諏訪赤十字病院　血液内科　小川　弥穂、他

PC-295 ＭＴＸ関連白質脳症を発症したリンパ芽球性リンパ腫
　松山赤十字病院　内科　坂本　愛子、他

PC-296 形質細胞様樹状細胞腫瘍の一例
　名古屋第一赤十字病院　検査部　有井　由紀子、他

PC-297 当院における、先天性心奇形を有する成人患者の非心臓手術に対する麻酔経験
　小川赤十字病院　麻酔科　村上　康郎、他

PC-298 脊髄くも膜下麻酔にデクスメデトミジンを併用した表友水疱症患者の麻酔経験
　京都第二赤十字病院　麻酔科　中島　昌暢、他

PC-299 急性硬膜下血腫を契機に先天性胆道閉鎖症が疑われた一例
　姫路赤十字病院　麻酔科　出口　美希、他

PC-300 ポリニューロパチー患者の全身麻酔で筋弛緩が遷延した一症例
　岐阜赤十字病院　麻酔科（初期研修医）　日比野　有輝、他

PC-301 上顎神経ブロック後に脳幹部くも膜下麻酔となり、緊急対応を要した症例
　京都第二赤十字病院　麻酔科　堀井　靖彦、他

PC-302 局所麻酔下鼻腫瘍摘出術中に局所麻酔薬中毒が疑われた 1 症例
　岐阜赤十字病院　麻酔科（初期研修医）　許沢　尚弘、他

PC-303 全身麻酔中の超音波下腹横筋膜面ブロックで予期せぬ画像に遭遇した症例
　長野赤十字病院　麻酔科　黒岩　香里、他

PC-304 ERAS の一環としての術前経口補水導入の取り組み
　さいたま赤十字病院　麻酔科　冨岡　俊也、他

手術室介入８年が経過して～新たな業務支援ツールの作成と教育への取り組み～
　釧路赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　齊藤　貴浩、他

PC-305



ポスター29	 薬剤部門Ⅰ	 11:00～ 11:48

座　長：町田　毅（日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部長）

ポスター30	 放射線技術部門Ⅰ	 13:00～ 13:42

座　長：平田　一英（唐津赤十字病院　放射線技術課長）

PC-306 シリンジポンプ点検デバイス SPtester® の有用性
　日本赤十字社和歌山医療センター　医療技術部・臨床工学技術課　山下　繁、他

PC-307 臨床工学技士の医療機器安全への取り組み
　那須赤十字病院　臨床工学技術課　秋元　郁美、他

PC-308 生体情報モニタ更新に伴う安全性向上への取り組み
　大阪赤十字病院　臨床工学技術課　佐上　善昭、他

PC-309 生体監視モニター電極の適正化とコストについて
　横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学課　皆川　宗輝、他

PC-310 ＣＡＰＤカテーテル内のフィブリン除去法の一工夫
　盛岡赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　法領田　浩輔、他

PC-311 ShuntPTA 時に破損した Sheath の強度に対する検討
　盛岡赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　原田　宏、他

PC-312 シャントトラブルスコアリングを用いたバスキュラーアクセス管理表の試み
　さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　岡部　知徳、他

PC-313 医薬情報活動の強化に向けて　－副作用調査ー
　中四国ブロック血液センター　学術情報課　渡邊　雅士、他

PC-314 G-CSF 製剤におけるバイオ後続品の臨床効果
　高槻赤十字病院　薬剤部　濱武　清範、他

PC-315 慢性腎不全血液透析患者における当院の鉄代謝の現状
　安曇野赤十字病院　臨床工学課　山田　吉広、他

PC-316 徳島赤十字病院におけるエドキサバンの使用状況と適正使用への検討
　徳島赤十字病院　薬剤部　岡本　理奈、他

PC-317 ダプトマイシンの使用状況に関する検討
　京都第二赤十字病院　薬剤部　藤田　将輝、他

PC-318 当院における抗 MRSA 薬の使用状況と VCM の TDM の実施状況調査
　浜松赤十字病院　薬剤部　小林　美絵、他

PC-319 小児におけるバンコマイシン注 (VCM) の体内動態に影響する要因の検討
　熊本赤十字病院　薬剤部　浦田　由紀乃、他

PC-320 コンパートメント症候群から創部感染により抗生剤選択に難渋した症例
　那須赤十字病院　薬剤部　海老原　豊、他

PC-321 乳房放射線治療時における病衣等使用に関する施設アンケート調査結果
　熊本赤十字病院　放射線治療科　馬場　祐之、他

PC-322 123I-MIBG 専用 Planar Phantom を用いた H/M 算出における回帰式補正についての検討
　旭川赤十字病院　医療技術部放射線科　荻野　真博、他

PC-323 ダットスキャンの撮像条件の検討
　旭川赤十字病院　医療技術部・放射線科　平野　充、他

PC-324 センチネルリンパ節シンチにおける立位撮影法の有効性について
　横浜市立みなと赤十字病院　放射線科部　猪狩　三朗、他



ポスター31	 リハビリテーション科Ⅰ	 11:00～ 11:48

座　長：河村　誠一（大分赤十字病院　整形外科部長兼リハビリテーション科部長）

ポスター32	 リハビリテーション科Ⅱ	 13:00～ 13:36

座　長：伊藤　康正（福岡赤十字病院　リハビリテーション科部長）

PC-325 全国赤十字における放射線治療品質管理体制に対するアンケート
　長野赤十字病院　放射線科部　小山　登美夫、他

PC-326 当院における Novalis Tx を用いた強度変調放射線治療の初期経験
　武蔵野赤十字病院　放射線科　藤田　寛之、他

PC-327 職人技で終わらせない放射線治療装置の精度管理
　八戸赤十字病院　放射線技術課　古村　茂樹、他

PC-328 重症下肢虚血に対する当院のフットケアチームの連携と循環器内科としての役割
　伊勢赤十字病院　循環器内科　堀口　昌秀、他

PC-329 高齢心臓大血管手術患者の転帰と関連因子の検討
　高松赤十字病院　リハビリテーション科部　酒井　妙子、他

PC-330 視聴覚資材（ビデオ）を使った廃用症候群予防体操の効果
　深谷赤十字病院　医療技術部　リハビリテーション技術科　小野里　陸弥、他

PC-331 糖尿病患者の運動療法に対する意識調査に関する報告
　鳥取赤十字病院　リハビリテーション課　木原　和也、他

PC-332 強い離床不安があった AMI 症例に簡易型エルゴメーターを活用したリハ治療経験
　松江赤十字病院　リハビリテーション課　佐々木　順一、他

PC-333 当院の乳癌術後リンパ浮腫発症例の検討
　石巻赤十字病院　リハビリテーション課　山内　綾子、他

PC-334 当院における８年間の発達障害児に対する作業療法対象児の動向と今後の課題
　飯山赤十字病院　リハビリテーション科　森　央美、他

PC-335 当院での発達障害の作業療法　母親との協働により集団参加が可能となった一例
　岐阜赤十字病院　リハビリテーション科　野口　翔

PC-336 麻痺側左上腕骨骨幹部骨折を呈し、座位・立位バランス不良となった症例
　伊豆赤十字病院　リハビリテーション課　那須　真希子、他

PC-337 先天性股関節脱臼の普及活動の取り組みについて
　岡山赤十字病院　リハビリテーション科　安藤　研介、他

PC-338 屈筋腱移行術後に筋再教育に難渋した症例に対するセラピィの経験
　高槻赤十字病院　リハビリテーション　八木　紀子

PC-339 上肢の手術を受ける患者様へのパンフレット導入による自主練習指導（第一報）
　那須赤十字病院　リハビリテーション科部　荒井　秀彰、他

PC-340 バランスボール使用マニュアルを導入して
　那須赤十字病院　リハビリテーション科部　佐藤　陽一、他

PC-341 国際活動参加にあたり理学療法士は何を準備しておくべきか
　栗山赤十字病院　リハビリテーション課　鈴木　聡子



ポスター33	 検査部門Ⅰ	 11:00～ 11:42

座　長：小森　誠嗣（沖縄赤十字病院　検査技師長）

ポスター34	 検査部門Ⅱ	 13:00～ 13:30

座　長：町　邦彦（鹿児島赤十字病院　検査課長）

ポスター35	 検査部門Ⅲ	 13:00～ 13:30

座　長：富安　和光（福岡赤十字病院　生体検査課長）

PC-342 甲状腺右葉腫大を認めた急性化膿性甲状腺炎の一例
　長岡赤十字病院　医療技術部検査技術課　山崎　明

PC-343 特殊型肝細胞癌の１例
　北見赤十字病院　検査部　杉田　陽美、他

PC-344 経頭蓋電気刺激による運動誘発電位モニタリングの有用性と問題点
　福島赤十字病院　検査部生理検査課　峯　徹次、他

PC-345 当院における睡眠時無呼吸症候群患者の特徴
　浜松赤十字病院　検査課　加藤　仁己、他

PC-346 鼠径部腫瘤に対する超音波検査～４年間の経験と今後の課題～
　名古屋第一赤十字病院　検査部　小島　祐毅、他

PC-347 当院における心臓カテーテル検査業務への生理検査室の取り組み
　庄原赤十字病院　医療技術部　生理検査技術課　浮田　絵美、他

PC-348 手術適応の無い小短絡疾患の肺体血流量比およびその測定誤差の検討
　芳賀赤十字病院　臨床検査課　石川　愛久、他

PC-349 ルーチンの尿沈渣で診断できた再発セミノーマの一例
　八戸赤十字病院　検査技術課　鎌田　佳代子、他

PC-350 柏原赤十字病院における摂取塩分推定量への取り組み
　柏原赤十字病院　検査技術課　八木　優太、他

PC-351 当院における形態検査分野内部精度管理の取り組み
　北見赤十字病院　検査部　小林　淳、他

PC-352 濃厚血小板 HLA を円滑に供給するための対応
　日本赤十字社九州ブロック血液センター　品質部　中村　仁美、他

PC-353 まれな血液型の現状と将来の動向について
　日本赤十字社九州ブロック血液センター　品質部検査一課　岩崎　祐也、他

PC-354 当院における MRSA 分離状況および薬剤感受性について
　釧路赤十字病院　検査部　小林　義朋

PC-355 当院における血液培養の現状と課題
　福井赤十字病院　検査部　米倉　久剛、他

PC-356 Nocardia farcinica による肺ノカルジア症の１例
　釧路赤十字病院　検査部　小林　義朋

PC-357 当院での T-SPOT 導入と結果の検討
　高槻赤十字病院　検査部　奥洞　智太、他

PC-358 ワクチン接種を目的とした百日咳抗体価について
　仙台赤十字病院　医療技術部検査技術課　佐藤　誠、他


