
2日目　10月 17日（金）

シンポジウムⅡ　9:00～ 11:00
	 医療の質・臨床指標「臨床指標を用いた医療の質改善への取り組み～最良の医療を目指して～」

閉会式　12:20～ 12:30

座長：林　亨治（熊本赤十字病院　第三外科部長）

第1会場（市民会館崇城大学ホール　１F大ホール）

要望演題5	 ロボット支援手術	 11:20～ 12:16

座　長：錦見　俊徳（名古屋第二赤十字病院　第二泌尿器科副部長）

S2-03   臨床指標作製の過程と課題
石巻赤十字病院　副院長兼救命救急センター長　石橋　悟

  前橋赤十字病院における医療安全及び医療の質向上への取り組み
  　  　  　  　日本赤十字社　医療事業部付参事　関根　晃

S2-04

S2-01   当院における臨床実績・臨床指標評価の取り組みと外科での実際
福井赤十字病院　外科部長　藤井　秀則

S2-02   感染症診療の質からみた、指標選択と活用
熊本赤十字病院　総合内科副部長兼総合診療科副部長　加島　雅之

S2-05   医療の質改善につなげるために
千葉大学医学部附属病院　地域医療連携部特任准教授　小林　美亜

Y1-01 当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術の初期経験
　姫路赤十字病院　泌尿器科　松原　重治、他

Y1-02 当院でのロボット支援下前立腺全摘除術の初期経験
　日本赤十字社和歌山医療センター　泌尿器科　玉置　雅弘、他

Y1-03 チームを編成し導入したロボット支援下腹腔鏡下前立腺全摘除術の 75 例の検討
　名古屋第二赤十字病院　泌尿器科　山内　裕士、他

Y1-04 ロボット支援下腹腔鏡下前立腺摘出術における体位固定の工夫
　名古屋第二赤十字病院　手術部　杉山　由起、他

Y1-05 当院 da Vinci 手術施行中のトラブル発生時の対応について
　高松赤十字病院　医療機器管理課　森長　慎治、他

Y1-06 ダヴィンチ手術導入への看護師の取り組み
　高松赤十字病院　看護部　薮田　真紀子、他

Y1-07 当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の経験
　高松赤十字病院　泌尿器科　泉　和良、他

基調講演 測れないものは改善できない
　日本赤十字社本社　事業局技監　矢野　真



第2会場（市民会館崇城大学ホール　2F大会議室）

要望演題6	 鏡視下手術の現状と展望	 9:00～ 10:04

座　長：田中　栄治（熊本赤十字病院　第二外科副部長）

一般口演37	 チーム医療	 10:04～ 11:08

座　長：水田　厚子（沖縄赤十字病院　看護部長）

Y2-01 肺癌における低侵襲手術（VATS）のメリットおよび教育について
　秋田赤十字病院　呼吸器外科　河合　秀樹、他

Y2-02 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除導入の取り組みと課題
　大分赤十字病院　外科　福澤　謙吾、他

Y2-03 単孔式完全胸腔鏡下肺葉切除の検討
　前橋赤十字病院　呼吸器外科　上吉原　光宏、他

Y2-04 当院における腹腔鏡下肝切除術の現況
　横浜市立みなと赤十字病院　外科　杉田　光隆、他

Y2-05 当院呼吸器外科の開胸手術から鏡視下手術への移行．
　名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科　上野　陽史、他

Y2-06 当科のおける単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の工夫
　富山赤十字病院　外科　芝原　一繁、他

Y2-07 腹腔鏡手術のさらなる低侵襲化に対する当院の取り組み
　前橋赤十字病院　外科　富澤　直樹、他

Y2-08 アニマル・ラボでチーム研修を行うと腹腔鏡手術がうまくいく！
　京都第二赤十字病院　外科　田中　善啓、他

O2-27 当院検査部における糖尿病支援の現状と課題
　前橋赤十字病院　臨床検査科部　阿部　奈規、他

O2-28 エイズ拠点病院としての当院診療体制の変遷と現状
　芳賀赤十字病院　看護部　矢島　悟子、他

O2-29 チーム医療としての術前管理－手術・検査支援センターの取り組み
　名古屋第二赤十字病院　手術・検査支援センター　松平　淳子、他

O2-30 術後リンパ浮腫に対する当院の取り組み～院内研究会の立ち上げ～
　静岡赤十字病院　外科病棟　長島　千里、他

O2-31 包括的心臓リハビリテーションチームによる心臓病教室の開設と効果
　福岡赤十字病院　北入院棟三階　上久保　恵理子  

O2-32 総合病院精神科病棟における集団精神療法への PSW の関わり～現状と課題～
　横浜市立みなと赤十字病院　医療社会事業課　瀧川　晴菜、他

O2-33 臨床工学技士との協働で取り組む安全管理－チーム医療の質向上をめざして
　伊勢赤十字病院　看護部　松嵜　美紀、他

O2-34 ＮＳＴ活動に対する看護師からの評価
　旭川赤十字病院　看護部　金田　有里子、他



一般口演38	 病院運営Ⅱ	 11:08～ 11:56

座　長：江田　正志（福岡赤十字病院　会計課長）

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39	 地域医療・へき地医療Ⅲ	 9:00～ 10:04

座　長：本廣　昭（大分赤十字病院　副院長）

一般口演40	 国外救援救護活動Ⅱ	 10:04～ 11:00

座　長：岡村　直樹（熊本赤十字病院　国際医療救援副部長）

O2-35 診療録の量的監査におけるデータ活用
　広島赤十字・原爆病院　医療情報管理課　石本　友里恵、他

O2-36 退院後 2 週間以内サマリ記載率 90％以上の取り組み
　武蔵野赤十字病院　入院業務課　入院病歴係　鈴木　民子、他

O2-37 退院時サマリー作成率向上への取り組み
　広島赤十字・原爆病院　事務部・診療記録管理課　寺戸　比登美、他

O2-38 診療記録のスキャンによる電子化と運用課題
　広島赤十字・原爆病院　事務部・診療記録管理課　安部　未央、他

O2-39 在宅酸素療法指示書の電子カルテ化について
　石巻赤十字病院　事務部・管財課　高橋　和幹  

O2-40 医療情報システム更新で発生した統計業務の再構築事例
　岡山赤十字病院　情報システム課　吉富　亜香里、他

O3-28 医療圏における地域医療連携ネットワークシステムの運用と課題
　長浜赤十字病院　医療社会事業部地域医療連携課　大橋　直美、他

O3-29 染症対策推進，市民の生活を守るための備北庄原地域における取り組み
　庄原赤十字病院　感染制御室　山根　啓幸、他

O3-30 乳がん地域連携パス導入により得たもの
　日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科　芳林　浩史、他

O3-31 地域へつなげる吸入指導　第一報　連携システム構築へむけた活動と成果
　前橋赤十字病院　呼吸器内科　堀江　健夫、他

O3-32 消化器外科治療における地域中核病院の役割
　金沢赤十字病院　外科　西村　元一、他

O3-33 医師不足により重症患者が増加する？　―北網地域の泌尿器科医不足を憂う―
　北見赤十字病院　麻酔科　荒川　穣二、他

O3-34 医師派遣拠点病院が医師不足病院に医師派遣することで得られるもの
　名古屋第二赤十字病院　総合内科　横江　正道、他

O3-35 乳癌診療の現場からみた東日本大震災後の石巻医療圏の状況
　石巻赤十字病院　乳腺外科　古田　昭彦  

O3-36 病理医による国際交流～教育・医療・医学の発展を目指して～
　高知赤十字病院　病理診断科部　黒田　直人  

O3-37 フィリピン赤十字社から学ぶ災害時の心理社会的支援
　日本赤十字秋田看護大学　看護学部　齋藤　和樹、他

O3-38 フィリピン中部台風緊急救援事業における ERU の撤収に関する考察
　清水赤十字病院　消化器内科　藤城　貴教  



一般口演41	 国内救援救護活動Ⅱ	 11:00～ 12:04

座　長：中出　雅治（大阪赤十字病院　呼吸器外科部長）

第4会場（市民会館崇城大学ホール　2F第 7会議室）

一般口演42	 検査部門	 9:00～ 9:56

座　長：伊東　正二（日本赤十字社長崎原爆病院　第一検査課長）

O3-39 フィリピン中部台風緊急救援事業の BHC － ERU 派遣報告～最終班の技術要員の活動～
　大阪赤十字病院　臨床工学技術課　石原　健志、他

O3-40 ウガンダ北部医療支援事業～初めての薬剤師派遣者としての活動～
　武蔵野赤十字病院　薬剤部　原田　真理、他

O3-41 カロンゴとわたし―ウガンダ北部地区病院支援事業　2 度目の挑戦―
　足利赤十字病院　外科　松田　圭央  

O3-42 リベリアでのエボラ出血熱アウトブレイク対応の経験
　日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部　古宮　伸洋、他

O3-43 支部が帯動する救護班活動の有用性
　京都第一赤十字病院　医療社会事業部　高階　謙一郎、他

O3-44 災害対応マニュアルの改訂における取り組みについて
　名古屋第二赤十字病院　救援・救護センター　国内災害対策室　松尾　匠、他

O3-45 2 つの基幹災害拠点病院の災害時合同対応マニュアル　～開院 10 年目での改訂～
　神戸赤十字病院　医療社会事業部　岡本　貴大、他

O3-46 松山赤十字病院における救護員院内認定制度の構築－第１報－
　松山赤十字病院　救護員院内認定研修プログラム作成ワーキンググループ　酒井　富美、他

O3-47 松山赤十字病院における救護員院内認定制度の構築―第２報―
　松山赤十字病院　救護員院内認定研修プログラム作成ワーキンググループ　小池　智美、他

O3-48 東日本大震災振り返りプロジェクト活動報告
　名古屋第二赤十字病院　災害対策員会　小泉　照代、他

O3-49 東日本大震災における石巻赤十字病院長期事務派遣の有用性と課題について
　京都第一赤十字病院　医事１課　柿本　雅彦、他

O3-50 伊豆大島での土砂災害救護活動からみる災害コーディネーターの重要性の考察
　武蔵野赤十字病院　救命救急センター　多治見　允信、他

O4-27 新開発された高感度トロポニン I 測定試薬の試薬性能及び臨床有用性の検討
　高知赤十字病院　検査部　片岡　直樹、他

O4-28 巨大血小板性血小板減少症 ( ＭＹＨ９異常症 ) の一症例
　釧路赤十字病院　検査部　柳谷　智恵美、他

O4-29 汎血球減少を呈したデング熱の１症例
　北見赤十字病院　検査部　畑中　宗博、他

O4-30 PURE-LAMP 法を用いた結核菌群核酸同定検査迅速報告の取り組み
　広島赤十字・原爆病院　検査部　高岡　俊介、他

O4-31 MALDI バイオタイパーの使用経験
　足利赤十字病院　臨床検査部　川島　千恵子、他

O4-32 診断に苦慮した血液培養陰性感染性心内膜炎の 1 例
　日本赤十字社和歌山医療センター　検査部　森下　真由美、他



一般口演43	 ヘルスプロモーション	 9:56～ 10:52

座　長：坂本　清美（日本赤十字社熊本県支部　参事）

一般口演44	 栄養　給食部門Ⅱ	 10:52～ 11:48

座　長：冨工　由貴（日本赤十字社長崎原爆諫早病院　管理栄養士）

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45	 医療安全（感染管理）Ⅰ　	 9:00～ 10:04

座　長：平岡　康子（旭川赤十字病院　看護副部長）

O4-33 PTGBD を施行した急性胆嚢炎において、胆汁培養陽性症例の超音波所見の検討
　大森赤十字病院　検査部　平野　梨紗、他

O4-34 健康生活支援講習の受講者・指導員よる評価
　日本赤十字社　事業局　救護・福祉部　清田　敏恵  

O4-35 地域で子どもの命と健康を守る赤十字幼児安全法講習の取り組み

O4-36 幼児安全法普及への取り組み　ファミリーサポートセンターとの共催について
　日本赤十字社滋賀県支部　事業推進課　岩永　止美子  

O4-37 当院における禁煙外来の現状
　さいたま赤十字病院　呼吸器内科　松島　秀和、他

O4-38 バースセンターの取り組みと今後の課題
　那須赤十字病院　看護部　山田　陽子、他

O4-39 産科病棟での新たな取り組み～出産後のウィメンズヘルスの向上～
　岡山赤十字病院　リハビリテーション科　安藤　研介、他

O4-40 新生児ドライテクニック導入後の検証
　熊本赤十字病院　看護部　小田原　由香里、他

O4-41 はじめてのこころみ出張栄養指導　第 2 報
　伊勢赤十字病院　医療技術部栄養課　太田　真由美、他

O4-42 当院における産科祝い膳満足度の検討―和食と洋食の比較―
　武蔵野赤十字病院　栄養課　中野　寛子、他

O4-43 栄養部門によるがんサロンへのティータイムサービスの取り組みとその効果
　松江赤十字病院　医療技術部栄養課調理係　三島　豊史、他

O4-44 嚥下調整食改定に伴う取組みの経過と今後の課題について
　旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　雨塚　萌、他

O4-45 嚥下調整食の調理技術の統一化へ　～調理師の取り組み～
　徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　岡田　克枝、他

O4-46 食物アレルギーの食物経口負荷試験に関する取り組み
　芳賀赤十字病院　医療技術部栄養課　塩野　量子、他

O5-14 感染防止対策加算連携の報告と今後の課題
　盛岡赤十字病院　医療安全推進室　高橋　智恵子、他

　日本赤十字社　事業局　救護・福祉部　清田　敏恵  



一般口演46	 医療安全（感染管理）Ⅱ　	 10:04～ 11:00

座　長：田嶋　信子（福岡赤十字病院　医療安全推進室専従任感染管理認定看護師）

一般口演47	 医療安全Ⅳ	 11:00～ 11:56

座　長：平田　稔彦（熊本赤十字病院　診療部長兼第一外科部長）

O5-15 地域で取り組む感染予防・教育機関との連携
　高槻赤十字病院　看護部　松下　めぐみ、他

O5-16 感染管理認定看護師が実施した地域連携の取り組み
　京都第一赤十字病院　看護部　森　麻已

O5-17 高齢者施設で使用可能な「感染制御チェックリストの開発」
　日本赤十字社総合福祉センター　健康医療事業部　岡本　薫、他

O5-18 全職員が感染対策ソフトを駆使して行う当院の感染制御について
　京都第二赤十字病院　感染制御部　下間　正隆、他

O5-19 院内感染対策研修会の参加率向上をめざした取り組み
　古河赤十字病院　看護部　小林　裕紀子、他

O5-20 院内感染対策としてのワクチン接種の取り組み
　足利赤十字病院　感染対策室　小林　由美江、他

O5-21 当院における在宅自己注射患者の医療廃棄物処理方法の現状と課題
　岐阜赤十字病院　看護部　牧野　弦、他

O5-22 当院内科病棟でのＣＤＩ患者多発時の対応と今後の課題
　富山赤十字病院　感染防止対策室　亀山　礼子、他

O5-23 ＮＩＣＵにおけるセレウス菌検出と感染予防の取り組み
　北見赤十字病院　医療安全推進室　浅尾　淑子、他

O5-24 創部 SSI 減少に向けての当院手術室の取り組み
　前橋赤十字病院　中央手術室　阿部　二葉、他

O5-25 人工呼吸器関連肺炎予防への取り組み
　高知赤十字病院　救命救急センター病棟　小川　さやか、他

O5-26 当院でのポータブル撮影時の感染対策
　京都第二赤十字病院　放射線科　岡本　繁、他

O5-27 感染リンクナースが行う他部署ラウンドの効果と課題
　山口赤十字病院　看護部　吉岡　和代、他

O5-28 全職員を対象とした手洗い研修の成果と課題
　武蔵野赤十字病院　ＩＣＴ　渡邊　麻美、他

O5-29 多職種・多診療科が関わる部署の医療安全管理
　高山赤十字病院　医療安全推進室　上野　博子、他

O5-30 当院における医療安全文化の醸成の取り組みについて
　京都第二赤十字病院　医療安全課　田淵　宏政、他

O5-31 チーム医療の向上を目指した取り組み～手術安全チェックリストを導入して
　富山赤十字病院　手術室　源通　文恵、他

O5-32 患者アセスメント能力とコミュニケーション能力の向上を目指した取り組み
　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

O5-33 コミュニケーション・エラー：業種別分析
　京都第二赤十字病院　麻酔科　横野　諭、他



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48	 国内救援救護活動Ⅲ	 9:00～ 9:56

座　長：岡本　貴大（神戸赤十字病院　医療社会事業部長兼外科副部長）

一般口演49	 神経内科	 9:56～ 11:00

座　長：尾前　豪（今津赤十字病院　副院長兼神経内科部長）

O5-34 当院における患者誤認防止の歩み
　武蔵野赤十字病院　医療安全推進室　黒川　美知代、他

O5-35 疑義照会記録の新たな活用方法の考察
　名古屋第一赤十字病院　薬剤部　永田　圭耶、他

O6-31 ホスピタル dERU
　大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治、他

O6-32 局地災害対応におけるデジタルネットワークを用いた院内情報連携について
　神戸赤十字病院　放射線科部　小川　宗久、他

O6-33 災害救援通信セットの整備～災害現場での確実な通信環境を目指して～
　熊本赤十字病院　救急部・救急業務課　松本　大平、他

O6-34 災害に強い避難所による相互支援～スマートデザインシェルター構想～（２）
　熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕、他

O6-35 東日本大震災後 3 年間の深部静脈血栓症の推移
　石巻赤十字病院　検査部生理検査課　遠藤　杏菜、他

O6-36 震災後二次健康被害の長期的予防の必要性ー岩手・宮城の DVT 検診より
　石巻赤十字病院　呼吸器外科　植田　信策、他

O6-37 Ａ病院の師長会における「整体」の研修報告
　旭川赤十字病院　看護部　吉岡　瑞子、他

O6-38 まれな原因で一過性脳梁膨大部病変を起こした 2 症例
　日本赤十字社長崎原爆病院　神経内科　木下　郁夫、他

O6-39 道順障害を呈し、脳梁病変を認めた一例
　秋田赤十字病院　神経内科　山中　有美子、他

O6-40 高マグネシウム血症が多彩な神経症状の原因であった 3 例
　松江赤十字病院　神経内科　福田　弘毅、他

O6-41 当院神経内科での細菌性髄膜炎の治療成績
　福井赤十字病院　神経内科　高野　誠一郎、他

O6-42 神経症状に IVIg 療法が著効した Churg-Strauss 症候群の 1 例
　長岡赤十字病院　神経内科　光田　友美、他

O6-43 脳梗塞を繰り返した大動脈解離の一例
　長岡赤十字病院　神経内科　張　高正、他

O6-44 ギラン・バレー症候群との鑑別を要したドクササコ中毒の１例
　長岡赤十字病院　神経内科　遠藤　由香、他

O6-45 疼痛で発症し、閉じ込め症候群に至った劇症のギラン・バレー症候群の一例
　長浜赤十字病院　神経内科　辻本　健児、他



一般口演50	 小児科	 	 11:00～ 11:56

座　長：辻　功介（唐津赤十字病院　小児科部長）

第7会場（熊本市国際交流会館　6Fホール）

要望演題7	 日赤の総合診療		 9:00～ 9:48

座　長：加島　雅之（熊本赤十字病院　総合診療科副部長兼総合内科副部長）

一般口演51	 病院運営Ⅲ	 9:48～ 10:52

座　長：田中　文代（熊本赤十字病院　入院業務課長）

O6-46 徳島赤十字病院における小児救急医療体制の現状
　徳島赤十字病院　小児科　中津　忠則、他

O6-47 熊本赤十字病院における小児救急医療体制の構築
　熊本赤十字病院　小児科　平井　克樹、他

O6-48 学校検尿判定基準の改訂と周知への取り組み
　足利赤十字病院　小児科　小林　靖明、他

O6-49 急性疾患で短期入院した乳幼児の保護者が抱える退院後の疑問点や気がかり
　徳島赤十字病院　小児科　清井　恵子、他

O6-50 小児科外来支援を通しての人材育成　―限られた経験者の有効活用―
　古河赤十字病院　整形外科・小児科病棟　生井　明美、他

O6-51 母子分離された母親の思いと心理的支援―質問紙調査と面談の分析から―
　盛岡赤十字病院　産科病棟　山口　恵、他

O6-52 家族のニーズを考慮した保育日誌の見直し
　成田赤十字病院　NICU　飯田　恵美、他

Y7-07 当地域における庄原赤十字病院内科初診外来の現状とその役割について
　庄原赤十字病院　内科　鎌田　耕治、他

Y7-08 成り行き総合内科！～ホスピタリストを目指して！～
　釧路赤十字病院　内科　古川　真、他

Y7-09 総合内科 / 総合診療科のつくり方
　名古屋第二赤十字病院　総合内科　野口　善令、他

Y7-10 総合診療の要は救急医療である
　徳島赤十字病院　救急部　福田　靖、他

Y7-11 災害医療の慢性期において全科診療可能な総合診療医が非常に重要である
　武蔵野赤十字病院　臨床検査部　羽田　俊彦、他

Y7-12 時代が求める総合診療専門医－兵庫赤十字総合医プログラムから考える－
　柏原赤十字病院　総合診療科　片山　覚  

O7-08 赤十字病院初ソフト無償のレセコン導入～導入・運用のコスト削減を目指して～
　置戸赤十字病院　医事課（コンピュータ委員会）　曽川　裕也  

O7-09 医学管理料算定システム導入後の成果と今後の課題
　京都第二赤十字病院　医事第 2 課　内藤　高史、他

O7-10 固定資産管理の取り組み
　松江赤十字病院　用度課　細貝　弘人、他

O7-11 糖尿病透析予防指導管理料算定に向けての取り組み
　高松赤十字病院　事務部医事課　能願　晶子  



一般口演52	 急性期看護	 10:52～ 11:56

座　長：田辺　美智子（大分赤十字病院　看護部長）

第8会場（熊本市国際交流会館　5F大広間A）

一般口演53	 整形外科	 9:00～ 10:04

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）

O7-12 クリニカルパスの普及推進と業務効率化に向けた取組み
　京都第二赤十字病院　医事第 1 課　佐藤　香、他

O7-13 ＤＰＣ分析ツールを利用した診療科別検討会の開催
　石巻赤十字病院　医事課　成澤　千代、他

O7-14 病床管理室の設置と取り組み　－病床利用率の向上と意識改革－
　大阪赤十字病院　医療社会事業部　入退院支援課　中出　智子  

O7-15 未収金回収業務における弁護士委託の効果について
　京都第二赤十字病院　医事第 1 課　藤岡　直大  

O7-16 瞳孔アセスメントの標準化に向けて～瞳孔記録計 NPi-100 を用いて～
　京都第二赤十字病院　看護部　和泉　伸隆、他

O7-17 鼻手術後の処置における疼痛軽減を目指してー冷罨法の効果を検討ー
　徳島赤十字病院　看護部　楠本　真実、他

O7-18 気管内挿管患者における口腔ケアの効果
　福島赤十字病院　看護部　秋葉　裕子、他

O7-19 弾性ストッキング装着について～看護師の知識向上とケアの統一を目指して～
　成田赤十字病院　救急センター　井窪　晃平、他

O7-20 機能性尿失禁患者の失禁改善に向けた介入の一例
　福岡赤十字病院　看護部　中江　詩織  

O7-21 セルフケア困難と思われた認知症、統合失調症事例への指導の経験
　沖縄赤十字病院　看護部　嶺井　はるか、他

O7-22 ICDSC を導入した、高度治療室における「せん妄」リスクの評価
　沖縄赤十字病院　集中治療室　岡本　愛美、他

O7-23 救命から看取りの急激な変化の過程における家族への援助のあり方とは
　静岡赤十字病院　看護部　太田　亜希子、他

O8-26 前脛骨筋腱が徒手整復を阻害したリスフラン関節脱臼の１例
　石巻赤十字病院　整形外科　今村　格  

O8-27 膝関節脱臼の治療
　岡山赤十字病院　整形外科　伊達　宏和、他

O8-28 高齢者の上腕骨頸部骨折に対する髄内釘治療
　横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　能瀬　宏行、他

O8-29 当院における下肢長管骨開放骨折の治療成績について
　横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　浅野　浩司、他

O8-30 超高齢者に対し施行した腰椎後方固定術の成績
　高松赤十字病院　整形外科　小坂　浩史、他

O8-31 当院における Direct Anterior Approach を用いた THA の治療成績
　京都第二赤十字病院　整形外科　福井　康人、他



一般口演54	 消化器内科	 10:04～ 11:00

座　長：石田　哲也（大分赤十字病院　消化器内科部長）

一般口演55	 リウマチ　膠原病内科　アレルギー	 11:00～ 12:04

座　長：大坪　秀雄（鹿児島赤十字病院　リウマチ科部長兼検査部長）

O8-32 整形外科手術症例における下大静脈フィルター留置症例の検討
　京都第二赤十字病院　整形外科　木戸　健介、他

O8-33 大腿骨近位部における骨強度の検討～ Hip structure analysis(HSA) による解析～
　庄原赤十字病院　整形外科　水野　俊行、他

O8-34 胃全摘後の吻合部狭窄に対するバルーン拡張術中に食道裂創を生じた一例
　石巻赤十字病院　消化器内科　松浦　真樹、他

O8-35 当院における内視鏡的乳頭ラージバルーン拡張術（EPLBD) の成績
　深谷赤十字病院　外科　新田　宙、他

O8-36 大腸カプセル内視鏡の使用経験
　高知赤十字病院　内科　岩村　伸一、他

O8-37 潰瘍性大腸炎の治療中に発症した DIHS の１例
　大分赤十字病院　消化器内科　石田　哲也、他

O8-38 肝内胆管癌発見の契機となった悪性黒色表皮腫の 1 例
　日本赤十字社長崎原爆病院　皮膚科　鳥山　史、他

O8-39 ソラフェニブが著効した肝細胞癌の一例
　釧路赤十字病院　内科　中島　由里絵、他

O8-40 抗ウイルス薬の自己中断後に急速に肝不全を来した B 型肝炎の一例
　伊勢赤十字病院　肝臓内科　今高　加奈子、他

O8-41 感染症、血管炎再燃との鑑別に苦慮したリウマチ性多発筋痛症の一例
　石巻赤十字病院　初期臨床研修医　須永　悟、他

O8-42 リツキシマブが著効した難治性多発筋炎、強皮症の重複症候群の 1 例
　足利赤十字病院　内科　齋藤　洸平、他

O8-43 ステロイド抵抗性の SLE に血栓性微小血管障害症（TMA）を伴った１例
　釧路赤十字病院　内科　石井　大輔、他

O8-44 皮膚筋炎に合併する間質性肺炎に対し早期のタクロリムス投与が奏功した一例
　足利赤十字病院　内科　鈴木　健、他

O8-45 Ｒｉｎｇ　ｇａｕｇｅを用いた我々の手指腫脹の評価方法
　那須赤十字病院　整形外科　吉田　祐文、他

O8-46 アナフィラキシーと呼気一酸化窒素
　横浜市立みなと赤十字病院　アレルギーセンター　中村　陽一、他

O8-47 当院で経験した比較的まれな吸入抗原による過敏性肺臓炎の 2 例
　相模原赤十字病院　内科　黒鳥　美智子、他

O8-48 重症ニューモシスチス肺炎に対して、ネーザルハイフローが有用であった一例
　福井赤十字病院　呼吸器科　松山　佳矢、他



第9会場（熊本市国際交流会館　5F大広間B）

一般口演56	 内分泌・代謝内科	 9:00～ 9:40

座　長：中川　瑞穂（福岡赤十字病院　内分泌内科糖尿病代謝内科）

一般口演57	 産婦人科	 9:40～ 10:36

座　長：三好　潤也（熊本赤十字病院　第一産婦人科副部長）

一般口演58	 形成外科・皮膚科	 10:36～ 11:24

座　長：黒川　正人（熊本赤十字病院　形成外科部長）

O9-21 非定型抗精神病薬内服中に発症した劇症１型糖尿病の一例　
　福島赤十字病院　糖尿病代謝内科　村上　芙美、他

O9-22 原発事故による避難生活中に引きこもりとなり DKA を発症した 2 型糖尿病の 1 例
　福島赤十字病院　糖尿病代謝科　岡　佑香、他

O9-23 腎不全患者に対するリラグルチドの可能性 -CGM を用いて -
　山口赤十字病院　内科　別府　浩毅、他

O9-24 糖尿病性腎症予防外来～釧路赤十字病院の取り組み～
　釧路赤十字病院　内科　続木　惇、他

O9-25 GA から 8 年後の HbA1c を予測できるか　　　　　　　　　　　　　　　　
　前橋赤十字病院　健診部　中村　　保子、他

O9-26 胎児 3DCT による骨格の描出が診断に有用であった 2 症例
　釧路赤十字病院　臨床研修医　藤井　タケル、他

O9-27 妊娠 37 週で生児を得た異所性妊娠の一例
　熊本赤十字病院　産婦人科　黒田　くみ子、他

O9-28 広範囲のエコーフリースペースを認めたが保存的に経過観察した子宮穿孔の１例
　名古屋第一赤十字病院　産婦人科　猪飼　恵、他

O9-29 当科での腹腔鏡下卵巣皮様嚢腫摘出術　－臍部からの回収における工夫－
　日本赤十字社和歌山医療センター　第一、第二産婦人科　吉田　隆昭、他

O9-30 AFP 産生卵巣セルトリ・ライディッヒ細胞腫の一例
　秋田赤十字病院　婦人腫瘍科　平川　威夫、他

O9-31 術前に卵巣癌腹膜播種が疑われた、腹腔内多発腫瘍の 1 例
　京都第二赤十字病院　産婦人科　南川　麻里、他

O9-32 当院ウロギネ外来における無料電話相談の実際
　岐阜赤十字病院　泌尿器科　守山　洋司、他

O9-33 熊本赤十字病院における眼窩底線状骨折の検討
　熊本赤十字病院　形成外科　中馬　隆広、他

O9-34 二分陰茎の治療経験
　名古屋第一赤十字病院　形成外科　林　祐司、他

O9-35 リン酸クリンダマイシンとプロピレングリコールによる接触皮膚炎症候群の一例
　富山赤十字病院　皮膚科　東　晃、他

O9-36 当院における V.A.C. システムの利用法
　横浜市立みなと赤十字病院　外科　田　鍾寛、他

O9-37 地域連携病院からの精神科疾患を有する形成外科紹介患者の傾向と対策
　横浜市立みなと赤十字病院　形成外科　石井　義剛、他



一般口演59	 小児外科	 11:24～ 12:12

座　長：畠山　元（盛岡赤十字病院　小児外科部長）

第10会場（熊本市国際交流会館　4F会議室２）

一般口演60	 臓器移植	 9:00～ 10:04

座　長：渡井　至彦（名古屋第二赤十字病院　第一移植外科部長）

一般口演61	 救急部門Ⅱ	 10:04～ 11:00

座　長：千代　孝夫（日本赤十字社和歌山医療センター　高度救命救急センター長）

O9-38 メディカルメイク患者からの今後の要望
　前橋赤十字病院　医局診療秘書室　平井　佳子、他

O9-39 当科において末梢挿入中心静脈カテーテル（PICC) を使用した 5 例の経験
　長岡赤十字病院　小児外科　金田　聡、他

O9-40 小児外科における日帰り手術とその問題点
　長野赤十字病院　小児外科　北原　修一郎、他

O9-41 「日常の小児外科疾患」を扱う小児外科
　大阪赤十字病院　小児外科　松川　泰廣、他

O9-42 一人小児外科医がするべきことは？ -- 小児外科標榜 13 年の振り返り --
　盛岡赤十字病院　小児外科　畠山　元、他

O9-43 当院の小児外傷診療体制の変遷について
　熊本赤十字病院　小児外科　関　千寿花、他

O9-44 地域医療における姫路赤十字病院小児外科の役割
　姫路赤十字病院　小児外科　畠山　理、他

O10-28 病院間人事交流による移植医研修実績―日赤移植チーム確立を目指してー
　名古屋第二赤十字病院　移植外科　渡井　至彦、他

O10-29 当科における膵（腎）移植とチーム医療
　名古屋第二赤十字病院　移植外科　鳴海　俊治、他

O10-30 福岡赤十字病院における免疫学的ハイリスク患者の腎移植に向けて
　福岡赤十字病院　外科　寺坂　壮史、他

O10-31 赤十字病院間での移植検査の共有化に向けての提案
　福岡赤十字病院　検査部　移植検査課　橋口　裕樹、他

O10-32 脳死下臓器提供のための院内体制整備　～多職種チームによるシミュレーション～
　名古屋第二赤十字病院　総務課　浅井　知典、他

O10-33 地方における移植施設の役割
　福井赤十字病院　腎臓・泌尿器科　高田　昌幸、他

O10-34 臓器提供に対する職員意識調査結果～そこから見えた今後の課題～
　名古屋第二赤十字病院　看護部　江上　菊代、他

O10-35 生体腎移植ドナーの腎提供前後における日常生活の変化　
　名古屋第二赤十字病院　腎臓病総合医療センター　長尾　愛美、他

O10-36 左胸腔への大量血胸にて死亡した von Recklinghausen 病の一剖検例
　石巻赤十字病院　臨床研修医　竹澤　芳樹、他



一般口演62	 国内救援救護活動Ⅳ	 11:00～ 12:04

座　長：東　智子（熊本赤十字病院　看護副部長）

第11会場（熊本市国際交流会館　4F会議室３）

一般口演63	 診療支援	 9:00～ 9:40

座　長：美甘　由美子（岡山赤十字病院　医事事務支援係長兼クラーク室長）

O10-37

O10-38

岡山赤十字病院救急外来における泌尿器科疾患の検討
　岡山赤十字病院　泌尿器科　富永　悠介、他

O10-39

全身性多発膿瘍を呈した Klebsiella pneumoniae 敗血症の 1 例
　静岡赤十字病院　救急救命センター・救急科　梶　兼太郎、他

O10-40

吐血により発見された胃 GIST の 1 例
　京都第二赤十字病院　救急部　大岩　祐介、他

O10-41 ドクターカー開始から 9 ヶ月間を振り返る～同乗看護師の立場から～
　石巻赤十字病院　救急　小野寺　義幸、他

O10-42 周産期救急ドクターカー導入について（第 2 報）
　北見赤十字病院　周産期母子センター　鹿又　亜由紀、他

O10-43 伊豆大島災害派遣から見えてきた高齢者福祉施設としての課題
　日本赤十字社総合福祉センター　福祉事業部・生活支援課　坂尻　あつみ、他

O10-44 伊豆大島災害医療アセスメント活動報告―心理社会的支援の視点からの一考察
　武蔵野赤十字病院　精神科　池田　美樹、他

O10-45 日赤こころのケアに於けるソーシャルワーカーの位置付けと役割期待
　福島赤十字病院　医療社会事業部・医療社会事業課　菅野　直樹、他

O10-46 こころのケア活動からー来るべき災害に向けて日赤が構築すべき支援体制
　室蘭工業大学　環境科学・防災研究センター　前田　潤、他

O10-47 東日本大震災での心理社会的支援活動 - こころのケア活動の実態　第 2 報
　文化学園大学　応用健康心理学科　青柳　宏、他

O10-48 復興支援事業「にこにこ健康教室」開催にあたって
　日本赤十字社福島県支部　事業推進課　武田　玲子  

O10-49 福島県における復興支援事業「赤十字にこにこ健康教室」を通して
　福島赤十字病院　看護部　渡邉　知子、他

O10-50 災害救護訓練における災害死亡者家族支援活動 DMORT を取り入れたこころのケア
　日本赤十字北海道看護大学　看護学部　尾山　とし子、他

O11-28 医局診療秘書室６年の歩みと今後の課題
　前橋赤十字病院　医局診療秘書室　山上　陽子、他

O11-29 医師事務作業補助者のチーム活動
　石巻赤十字病院　診療支援事務課　杉山　文、他

O11-30 チーム医療を支える一員として医師事務作業補助者の役割を担う
　熊本赤十字病院　事務部・診療支援課　津山　府子、他

O11-31 地域へつなげる吸入指導　第二報　連携システムに携わる診療秘書の役割
　前橋赤十字病院　医局診療秘書室　羽鳥　友子、他

救急隊による病院前心電図判断は急性心筋梗塞への対応時間を短縮するか
　伊勢赤十字病院　救急科　　中西　信人、他



一般口演64	 がん診療	 9:40～ 10:28

座　長：谷口　英樹（日本赤十字社長崎原爆病院　副院長）

一般口演65	 看護教育Ⅲ	 10:28～ 11:24

座　長：山根　理恵子（福岡赤十字病院　看護副部長）

一般口演66	 慢性期看護Ⅱ	 11:24～ 12:20

座　長：福田　妙子（日本赤十字社長崎原爆諫早病院　看護部長）

O11-32 赤十字ネットワークを活用した多施設学術支援体制の構築について
　京都第一赤十字病院　会計課　中島　雅也、他

O11-33 東日本大震災が被災地の癌治療におよぼしている影響
　石巻赤十字病院　呼吸器外科　鈴木　聡、他

O11-34 免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドラインの認知度
　松江赤十字病院　消化器内科　内田　靖、他

O11-35 徳島県がん診療連携拠点病院の院内がん登録データからみた当院の特性
　徳島赤十字病院　事務部医療情報課　太田　由美、他

O11-36 がん地域連携パスの運用評価－機能整備の効果検証と満足度調査を実施して－
　名古屋第二赤十字病院　地域医療連携センター　林　裕子、他

O11-37 当院における周術期口腔ケアに関する体制構築について
　日本赤十字社長崎原爆病院　外科・歯科口腔外科　谷口　英樹、他

O11-38 当院におけるがんリハビリテーションの現状
　熊本赤十字病院　国際医療救援部（整形外科）　細川　　浩、他

O11-39 「パートナーシップ・ナーシング・システムを導入した新人教育の取り組み」
　日本赤十字社和歌山医療センター　本館８階 A 病棟　慈幸　奈美

O11-40 新人看護職員のメンタルサポートに向けた取り組み
　盛岡赤十字病院　看護部　及川　千香子、他

O11-41 新人看護職員のオープン支援室で語られる内容と支援の現状
　京都第一赤十字病院　看護部　蘆田　美栄

O11-42 外来での新人看護師研修とその副次効果
　熊本赤十字病院　看護部　原田　美里、他

O11-43 組織の帰属意識を高め、「横」のつながりを作る新人研修
　伊勢赤十字病院　研修センター　石谷　操、他

O11-44 新卒入職者の良いチーム医療を目指した宿泊研修の成果
　横浜市立みなと赤十字病院　看護部　間瀬　照美、他

O11-45 インタビューガイドによるプリセプター経験の振り返り
　日本赤十字社長崎原爆病院　婦人科　花岡　ふみ、他

O11-46 放射線治療室看護師の思いと看護ケアの現状
　熊本赤十字病院　画像診断治療センター　桑原　珠世、他

O11-47 当院健康祭りで抗がん剤の副作用による外見変化へのケアの重要性を伝える試み
　石巻赤十字病院　看護部　玉置　一栄、他

O11-48 ターミナル患者を支える家族のニーズに対する看護介入
　福岡赤十字病院　消化器・肝臓内科　田上　奈緒美



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36	 看護管理Ⅲ	 10:00～ 10:24

座　長：藤岡　聡子（熊本赤十字病院　看護師長）

ポスター37	 看護管理Ⅳ	 11:00～ 11:48

座　長：湯浅　由美子（日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護課長）

O11-49 信頼関係の構築を目指した家族参加型看護の一事例
　栗山赤十字病院　看護部　河合　真希  

O11-50 終末期における家族参加型看護計画の効果
　栗山赤十字病院　看護部　稲垣　友美、他

O11-51 がん患者が経験する社会的役割の変化～自己決定に至るまでのプロセスから～
　盛岡赤十字病院　医療社会事業部　阿部　邦子  

O11-52 がん患者交流会における臨床心理士の可能性
　伊勢赤十字病院　医療技術部臨床心理チーム　伊藤　翔、他

PA-050 固定チーム・デイパートナー方式の推進と定着への課題 - 実地研修を試みて -
　福井赤十字病院　看護部　齋藤　みどり、他

PA-051 電子カルテシステム更新作業における留意点について
　大津赤十字病院　看護部　橋添　礼子、他

PA-052 パスの「運用」から「改訂」への支援　～兼任看護師の取り組み～
　前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　近藤　理香、他

PA-053 電子パスバージョンアップにおける兼任看護師の取り組み
　前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　齊藤　絹子、他

PA-054 救命救急センターでの看護管理にプロジェクトチーム制を導入して
　大阪赤十字病院　救命救急センター　竹本　さと子  

PA-055 ICU 看護を可視化するーポジティブマネージメントの手法からー
　富山赤十字病院　ICU　大橋　達子  

PA-056 急性期病院に勤務する看護職員の疲労蓄積調査の現状と課題
　長野赤十字病院　看護部　滝澤　典子、他

PA-057 ＭＳＱ（モチベーションリーダーシップ）を活用した外来看護師への関わり
　秋田赤十字病院　看護部　高橋　郁子  

PA-058 看護の質評価への取り組み
　松江赤十字病院　看護部　奥田　益美、他

PA-059 転棟前訪問導入による病棟看護師の思い
　熊本赤十字病院　看護部　古堅　真紀、他

PA060 「身だしなみ標語」月めくりカレンダーの作成
　前橋赤十字病院　看護部　９号病棟　神尾　聡子、他

PA-061 ＥＰＡに基づく「外国人看護師・介護福祉士候補者受入れ事業」に協力して
　姫路赤十字病院　看護部　三木　幸代、他



ポスター38	 看護教育Ⅲ	 10:00～ 10:30

座　長：松田　英子（大分赤十字病院　看護師長）

ポスター39	 看護教育Ⅳ	 11:00～ 11:48

座　長：上原　容子（沖縄赤十字病院　看護師長）

ポスター40	 急性期看護Ⅱ	 10:00～ 10:48

座　長：平野　美和子（熊本赤十字病院　看護師長）

PA-062 学校への理解を深めるために授業参観を実施して
　姫路赤十字看護専門学校　看護学校　松井　里美、他

PA-063 臨地実習指導における指導分担の実態調査
　石巻赤十字病院　石巻赤十字看護専門学校　佐々木　浩子、他

PA-064 看護基礎教育におけるキャリア教育の構築 ‐ 領域別実習後の学びの共有 ‐
　松山赤十字病院　看護学校　喜多村　定子、他

PA-065 新人看護師の早期離職防止への取り組み
　芳賀赤十字病院　新人教育担当　小幡　実佐子、他

PA-066 新人看護職員のメンタルヘルス支援の一考察
　那須赤十字病院　看護部　菊池　範江、他

PA-067 2 年目の教育体制を整える～主体性を育てるために～
　さいたま赤十字病院　内科　須永　夏代

PA-068 部署における２年目看護師教育支援の実践と評価
　旭川赤十字病院　５階きた病棟　　石村　祥子、他

PA-069 2 年目看護師ローテーション研修の成果
　飯山赤十字病院　看護部　鈴木　きみえ、他

PA-070 卒後 2 ～ 3 年目看護師への教育支援の取り組み
　高松赤十字病院　看護部　岡部　満寿子、他

PA-071 リフレクションを活用した教育への取り組み
　岡山赤十字病院　看護部　玄馬　康子

PA-072 病棟でのリフレクション活動　- リフレクションシートを活用して -
　静岡赤十字病院　看護部　野田　美由紀、他

PA-073 院内留学を用いたリーダーシップ研修の効果と今後の課題
　広島赤十字・原爆病院　看護部　籠島　政江

PA-074 院内人事交流に関する意識調査
　三原赤十字病院　看護部　岩元　直子、他

PA-075 術前訪問で正確な情報収集・アセスメントを行うために～リスク評価表の効果～
　足利赤十字病院　看護部　手術室　宮本　彩、他

PA-076 肩関節手術に対する安全、安楽な体位ービーチチェアポジションの工夫ー
　沖縄赤十字病院　手術室　宮城　しのぶ、他

PA-077 整形外科予定手術患者における術前経口補水療法　- 術前点滴との比較検討 -
　静岡赤十字病院　看護部　木内　麻里、他

PA-078 手術を受けた超高齢者への看護ケアで回復がみられた一事例
　高槻赤十字病院　看護部　尾崎　真理子、他



ポスター41	 慢性期看護Ⅰ	 11:00～ 11:48

座　長：皆川　悦子（嘉麻赤十字病院　看護師長）

ポスター42	 退院調整　退院支援Ⅱ	 10:00～ 10:30

座　長：八田　明美（鹿児島赤十字病院　病棟看護師長）

ポスター43	 ヘルスプロモーションⅡ	 11:00～ 11:24

座　長：古賀　由美子（熊本赤十字病院　看護師長）

PA-080 救急病棟における在院日数短縮に向けた 2 日目カンファレンスの定着
　高知赤十字病院　看護部　野村　かおり

PA-081 ICLS トレーニングによる質の高い CPR によって自力歩行で退院できた一事例
　姫路赤十字病院　看護部　西岡　　真美、他

PA-079 ICU における早期リハビリテーションを阻害する因子の検討
　福岡赤十字病院　ＩＣＵ / ＣＣＵ　阿部　将之

PA-083 入院で化学療法をうける大腸がん患者のニーズの実態調査
　山口赤十字病院　看護部　江本　悦子、他

PA-084 肺がん化学療法の副作用指導において看護師が抱える困難や不安
　高槻赤十字病院　看護部　加藤　幸枝、他

PA-085 急性期病院におけるがん看護の現状
　成田赤十字病院　緩和ケア認定看護師　山下　順子、他

PA-086 一般外科病棟におけるがん患者に対する看護師の意識調査
　盛岡赤十字病院　看護部　菅原　香、他

PA-087 がん終末期にある認知症患者の看護
　小川赤十字病院　看護部　大石　留美子、他

PA-088 多発肝・骨転移を認める乳がん患者との関わり～夫との関わりを通して～
　足利赤十字病院　看護部　加藤　美春、他

PA-090 「就労支援ご当地カフェ in いしのまき」開催報告
　石巻赤十字病院　地域医療連携課　佐藤　京子、他

PA-091 Ａ病棟における退院支援の実態と課題
　熊本赤十字病院　看護部　上村　幸子

PA-092 退院支援第 1 報　病棟看護師の退院支援に関する意識調査
　福井赤十字病院　看護部　勝木　美奈子、他

PA-093 退院支援第 2 報　退院支援の質向上のための在宅部門実習の効果
　福井赤十字病院　訪問看護ステーション　山崎　雪代、他

PA-094 退院支援第 3 報　院内認定看護師「退院支援」コース研修の評価
　福井赤十字病院　地域医療連携課　堀口　朋美、他

PA-095 退院調整看護師と病棟看護師が行う退院支援・調整の役割に関する文献検討
　伊達赤十字病院　看護部　森　香、他

PA-096 呼吸管理向上のための取り組み～安全な腹臥位管理を目指して～
　秋田赤十字病院　看護部新生児病棟　渡部　貴子、他

PA-082 急変・急変予期情報収集シート導入についての活動報告
　武蔵野赤十字病院　クローバー 6 階病棟　大槻　真里、他



ポスター44	 病院運営Ⅱ	 10:00～ 10:42

座　長：下戸　稔（大分赤十字病院　医療情報管理係長）

ポスターB会場（一番館　1Fフロア）

ポスター45	 管理部門Ⅱ	 11:00～ 11:48

座　長：村田　誠（日本赤十字社長崎原爆病院　人事係長）

PA-097 小児内科疾患におけるクリニカルパスへの取り組み
　秋田赤十字病院　小児科　加藤　光子、他

PA-098 定期療育に参加の発達障害児で就学後に特別支援学級を利用しなかった児の特徴
　飯山赤十字病院　精神科部　吉川　裕子、他

PA-099 がん教育の試み～市民公開講座から教育現場へ～
　高山赤十字病院　緩和ケアチーム　吉坂　陽子、他

PB-179 地域医療情報ネットワークシステムの導入
　松江赤十字病院　医療情報管理課　河井　桂輔  

PB-180 救命救急センターからの早期転院システムの効果と課題
　京都第一赤十字病院　地域医療連携課　上門　充、他

PB-181 救命救急センターにおける医師事務作業補助者の取組み、チーム医療への貢献
　諏訪赤十字病院　事務部・医療支援課　福澤　彩香、他

PB-182 口頭指示書を活用した代行入力手順の改善
　石巻赤十字病院　診療支援事務課　狩野　幹子、他

PB-183 診療情報の利用・活用方法の再考査～診療情報管理士としての関わり～
　高槻赤十字病院　事務部・診療情報管理課　澤田　真実、他

PB-184 全国赤十字病院診療情報管理の現状（全国赤十字病院診療情報管理研究会）
　飯山赤十字病院　医事課　診療情報管理室　小林　紀子、他

PB-185 適切なコーディングへの取り組み
　松江赤十字病院　医事課　扇子　典子、他

PB-186 麻酔科勤務体制の整備による 1 人当りの時間外勤務時間の短縮
　武蔵野赤十字病院　麻酔科　大畑　めぐみ  

PB-187 警察 OB による「保安業務 2 交替 24 時間体制」の 1 年
　石巻赤十字病院　総務企画課　小山　祐一  

PB-188 教育体制 ( 研修機会）の確保と経費等支出節減の両立を目指して
　広島赤十字・原爆病院　人事課　胤森　かえで、他

PB-189 職員満足度調査の結果と活用
　諏訪赤十字病院　事務部　総務人事課　原　和弘、他

PB-190 記録的大雪に対する初期対応の実態と今後の課題
　原町赤十字病院　看護部　冨沢　陽子、他

PB-191 雪害時の透析医療を振り返る
　山梨赤十字病院　看護部　渡辺　久子、他

PB-192 病弱児に対する院内通級指導教室の意義と今後の課題について
　徳島赤十字病院　医療社会事業部（医療・がん相談支援センター）　島村　敏文  

PB-193 働く女性のためのよりよいサポート施設を目指して―託児所の 43 年のあゆみ―
　那須赤十字病院　看護部　志村　恵美、他



ポスター46	 人材育成Ⅲ	 10:00～ 10:36

座　長：渡部禎純（松山赤十字病院　事務部長）

ポスター47	 人材育成Ⅱ	 11:00～ 11:36

座　長：上木原　宗一（熊本赤十字病院　診療部長兼総合内科部長）

ポスター48	 患者サービスⅡ		 10:00～ 10:30

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）

PB-194 医師事務作業補助者指導者養成のための研修会を開催して
　伊勢赤十字病院　診療支援課　山本　優子、他

PB-195 医師事務作業補助者の教育カリキュラム構築ーチェックリストによる指導効果ー
　福井赤十字病院　医療支援課　田中　延枝、他

PB-196 診療情報管理士合格率向上への取り組み　～コーディング勉強会を開催して～
　足利赤十字病院　事務部医療情報課　小野寺　式世、他

PB-197 最高の病院を目指し、全病院的なコーチングを導入した２年間の取り組みと成果
　名古屋第二赤十字病院　最高の病院になるためのプロジェクト　渡邊　勝、他

PB-198 病院事務職員のキャリアラダー創設の試み
　福井赤十字病院　教育研修推進室　山本　菜未、他

PB-199 広島赤十字・原爆病院における事務系職員研修の評価報告
　広島赤十字・原爆病院　事務部　西田　節子、他

PB-200 職員みんなで学ぶプライマリケア　第２報
　芳賀赤十字病院　教育研修推進室　関　智子、他

PB-201 臨床研修施設としてより多くの医師を育てるための取り組み
　旭川赤十字病院　研修管理委員会　大森　友子、他

PB-202 当院における初期臨床研修：東日本大震災後の状況と取り組み
　福島赤十字病院　臨床研修プログラム委員会　鈴木　恭一、他

PB-203 当院における臨床研修の取り組み
　静岡赤十字病院　臨床研修管理委員会　中田　託郎、他

PB-204 中央滅菌室で研修を行うことの意義　新人看護師研修に関わって
　熊本赤十字病院　器材管理課　山本　直彦、他

PB-205 院内移植コーディネーター委員会の取り組み
　高松赤十字病院　医事課　豊島　慶子

PB-206 患者に関わるグリーフケアチームの取り組み
　岡山赤十字病院　医療社会事業部　石井　史子、他

PB-207 「DNAR を考える会」の活動報告と今後の課題
　熊本赤十字病院　看護部　救急救命センター　赤池　尋恵、他

PB-208 職員のあいさつの向上を目指した組織的な取組みの成果
　旭川赤十字病院　看護部　杉山　早苗、他

PB-209 外来に於ける接遇の活動報告　～コーチング手法を取り入れて～
　名古屋第二赤十字病院　看護部　五藤　康子、他

PB-210 当院の接遇活動～モチベーション維持のために～
　広島赤十字・原爆病院　接遇研修実行部会　椿　里加、他



ポスター49	 がん診療	 11:00～ 11:30

座　長：釆田　志麻（熊本赤十字病院　血液腫瘍内科副部長）

ポスター50	 チーム医療Ⅲ	 10:00～ 10:30

座　長：白木　潤子（今津赤十字病院　看護師長）

ポスター51	 国内救援救護活動Ⅲ	 11:00～ 11:30

座　長：西村　佳奈美（熊本赤十字病院　看護師長）

ポスター52	 国内救援救護活動Ⅱ	 10:00～ 10:42

座　長：花木　芳洋（名古屋第一赤十字病院　救命救急センター長兼救急部長）

PB-211 鼠蹊部悪性腫瘍の 2 切除例ー鼠蹊部腫瘤性病変の鑑別―
　深谷赤十字病院　外科　尾本　秀之、他

PB-212 血液透析中にがん性疼痛が増強した慢性腎不全合併の腎癌の 1 例
　横浜市立みなと赤十字病院　緩和ケアチーム　小尾　芳郎、他

PB-213 当院における固形癌へ全身化学療法を行った HBV キャリア患者の現況
　福島赤十字病院　薬剤部　渡部　寿康、他

PB-214 外来化学療法を受けている患者の現状分析
　飯山赤十字病院　看護部（外来化学療法室）　重倉　美恵子、他

PB-215 多職種が関わるがん患者サロンー設立から 3 年間の取り組みと今後の課題
　名古屋第二赤十字病院　がん患者サロン運営チーム　大槻　貴子、他

PB-216 オーラルサポートチームの発足への取り組み
　長浜赤十字病院　オーラルサポートチーム　西脇　直美、他

PB-217 当院における周術期口腔ケアチームの活動
　足利赤十字病院　歯科口腔外科　堀越　悦代、他

PB-218 呼吸サポートチーム（RST）の取り組みと今後の課題
　石巻赤十字病院　臨床工学技術課　熊谷　一治、他

PB-219 当院 RST 活動の現状と実態調査
　大分赤十字病院　ICU　片岡　未来、他

PB-220 当院 RCT の活動の実際と今後の課題
　武蔵野赤十字病院　看護部　石田　恵充佳、他

PB-221 災害看護委員会活動報告－災害救護シリーズ研修を行っての評価－
　日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　真辺　悟、他

PB-222 がん化学療法における災害対応ガイドライン作成の検討～第 1 報～
　成田赤十字病院　外来　宮田　幸子、他

PB-223 地域災害支援ナース育成への取り組み
　高知赤十字病院　救急外来　寺尾　浩

PB-224 集中治療室における病棟災害委員の取り組みと効果について
　日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　熊野　耕、他

PB-225 時間外の看護管理当直者対応火災発生時のアクションカード作成の評価
　松山赤十字病院　看護部　今村　明美、他

PB-226 救護班研修　SPDT(Small Packaged Disaster Training)
　八戸赤十字病院　看護部　渡辺　孝子、他



ポスター53	 医療安全（感染管理）Ⅱ　	 11:00～ 11:42

座　長：鎌田　善子（大分赤十字病院　滅菌感染管理室看護係長）

ポスター54	 医療安全Ⅱ	 10:00～ 10:48

座　長：杉町　美代子（唐津赤十字病院　看護師長）

PB-227 多職種参加の災害救護訓練～目的をしぼってじっくり学ぶ～
　福島赤十字病院　社会課　野地　啓子、他

PB-228 長野赤十字病院が独自に行った救護班技能訓練の評価報告
　長野赤十字病院　救急外来　小出　由紀、他

PB-229 日本赤十字社第一ブロック支部合同災害救護訓練の実施における現状と課題
　その他　看護学部　尾山　とし子、他

PB-230 東日本大震災から３年　“メディア活用”という文化の醸成を目指して
　石巻赤十字病院　事務部　総務企画課　阿部　円美、他

PB-231 日本赤十字社近畿ブロックにおける赤十字無線の有効性の検証
　京都第一赤十字病院　地域医療連携課　上門　充、他

PB-232 救護班主事・DMAT ロジの取り組み～ドクターカー業務～
　那須赤十字病院　人事課　横山　理一、他

PB-233 全職員を対象としたワクチンプログラムのデーターベース化
　成田赤十字病院　院内感染防止対策チーム　牛山　大規、他

PB-234 当院職員における流行性ウィルス感染症に対する抗体価保有状況について
　安曇野赤十字病院　ICT　赤羽　貴行、他

PB-235 当院における感染リンクナースの 1 年間の活動報告
　北見赤十字病院　看護部　渡辺　裕美、他

PB-236 感染防止対策加算での相互チェックを活用した病院機能評価への取り組み
　成田赤十字病院　院内感染防止対策チーム　中村　明世、他

PB-237 医療廃棄物の廃棄方法変更の取り組み～ ICT と管財課の連携～
　芳賀赤十字病院　ICT　金澤　靖子、他

PB-238 N95 マスク着用の実態職員のマスク着用に関する知識と漏れ率調査の結果から
　松山赤十字病院　看護部　松本　厚子、他

PB-239 回診車の清潔不潔のゾーニングへの取り組み
　浜松赤十字病院　医療安全推進室　鈴木　こなみ、他

PB-240 5S 活動ワーキンググループの設立と活動について
　釧路赤十字病院　5S 活動ワーキンググループ　倉重　諭史、他

PB-241 ベッドサイドに掲示するカード表示改善への取り組み
　熊本赤十字病院　看護部　島崎　知恵子、他

PB-242 病床周囲の整備に関する看護師の意識と行動の調査
　熊本赤十字病院　看護部　橋田　香、他

PB-243 第３報　多職種で行なう転倒・転落防止対策フローチャートの活用　　
　長浜赤十字病院　リハビリテーション科部　堀口　幸二、他

PB-244 入院患者における転倒事故防止を目的とした睡眠剤変更に関する取り組み
　熊本赤十字病院　薬剤部　岩田　一史、他

PB-245 視覚的情報カードを用いた高次脳機能障害患者に対する転倒・転落予防対策
　高山赤十字病院　看護部　片岡　宏美、他



ポスター55	 栄養　給食部門部門Ⅱ	 11:00～ 11:36

座　長：溝添　弘美（日本赤十字社長崎原爆病院　栄養課長）

ポスター56	 健診（検診）部門Ⅱ	 10:00～ 10:30

座　長：野波　善郎（日本赤十字社熊本健康管理センター　健康増進部長）

ポスターC会場（一番館　2Fフロア）

ポスター57	 産婦人科	 11:00～ 11:24

座　長：荒金　太（熊本赤十字病院　第二産婦人科部長）

PB-246 他職種協働による医療安全ー臨床工学技士の人工呼吸器点検ラウンドによる効果
　伊勢赤十字病院　医療安全推進室　青木　悦子、他

PB-247 持参薬指示票の形式変更
　大森赤十字病院　薬剤部  医療安全推進室　高田　あゆみ、他

PB-248 調理師、栄養士との多職種連携による病院食としてのスープ食導入の経験
　京都第二赤十字病院　緩和ケアチーム　柿原　直樹、他

PB-249 安全な食事提供を目指して　ソフト食をリニューアル　第２報
　静岡赤十字病院　栄養課　菊地　しおり  

PB-250 特別食加算の算定率向上への取り組みと活動報告
　伊達赤十字病院　事務部医事課　加藤　千里、他

PB-251 食中毒発生時を想定した緊急対策訓練代替食の提供を実施して
　広島赤十字・原爆病院　医療技術部　栄養課　上瀬　達也、他

PB-252 栄養課調理部門におけるインシデント・アクシデント対策について
　徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　多田　睦美、他

PB-253 栄養課における業務改善活動について
　熊本赤十字病院　事務部栄養課　田上　志穂美、他

PB-254 当施設での膵悪性腫瘍に関する腹部超音波検診の現況
　日本赤十字社熊本健康管理センター　診療部　川口　哲、他

PB-255 当施設での胃 X 線検査によるバリウム誤嚥の検討と対策
　日本赤十字社熊本健康管理センター　健診部放射線課　江藤　清隆、他

PB-256 人間ドックにおける看護記録の効率化に向けた取り組み
　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部保健看護課　石本　裕美、他

PB-257 婦人科業務の効率化
　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護課　本田　昌子、他

PB-258 健診部の過去・現在・未来
　高槻赤十字病院　健診部　健診課　迫田　博史、他

PC-359 バースセンターにおける分娩の現状
　名古屋第一赤十字病院　看護部　真野　真紀子、他

PC-360 妊娠継続中の劇症 1 型糖尿病の１症例
　北見赤十字病院　産婦人科　水沼　正弘、他

PC-361 内膜細胞診異常をきたさず、診断に時間を要した若年子宮内膜癌の一例
　姫路赤十字病院　産婦人科　松本　典子、他



ポスター58	 脳神経外科	 10:00～ 10:48

座　長：長谷川　秀（熊本赤十字病院　第二脳神経外科部長）

ポスター59	 整形外科Ⅱ	 11:00～ 11:30

座　長：泊　真二（福岡赤十字病院　整形外科部長）

ポスター60	 神経内科	 10:00～ 10:48

座　長：今井　啓輔（京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科部長）

PC-362 子宮体部悪性腫瘍治療後の腟断端細胞診に関する検討
　伊勢赤十字病院　産婦人科　山脇　孝晴、他

PC-363 小脳橋角部 epidermoid の手術―体位とモニタリングの工夫―
　広島赤十字・原爆病院　脳神経外科　隅田　昌之、他

PC-364 開頭術後感染症例に対する頭蓋形成術～チタンメッシュの有用性について～
　北見赤十字病院　脳神経外科　鈴木　望、他

PC-365 半側空間無視がある患者の食事の自力摂取を促す援助
　福井赤十字病院　看護部　森永　麻紀、他

PC-366 脳出血により筋緊張を呈した患者に対する看護介入の文献的一考察
　さいたま赤十字病院　看護部　佐藤　香織、他

PC-367 経口挿管患者の安全な口角移動を目指した取り組み
　武蔵野赤十字病院　看護部　三井　美智子、他

PC-368 当院における頸動脈ステント留置術の現状
　武蔵野赤十字病院　脳神経外科　佐藤　洋平、他

PC-369 整流効果を目的に、複数の頭蓋内ステントを併用し瘤内塞栓術を行った一例
　松山赤十字病院　脳神経外科　渡邊　陽祐、他

PC-370 簡便な蛍光脳血管撮影のためのフィルター作製と臨床使用
　福島赤十字病院　脳神経外科　滝口　薫、他

PC-371 橈骨遠位端骨折受傷後１年経過して長母指伸筋腱断裂を発症した１例
　岡山赤十字病院　SR ２５（研修医 2 年目）　戸田　聡一郎、他

PC-372 反復性遠位橈尺関節掌側脱臼の 1 例
　さいたま赤十字病院　整形外科　伊藤　　悠祐、他

PC-373 成長期に生じた前十字靱帯脛骨付着部剥離骨折
　大阪赤十字病院　整形外科　富　友宏ステファン、他

PC-374 アキレス腱断裂を合併した踵骨裂離骨折の１例
　福岡赤十字病院　整形外科　瀬尾　健一、他

PC-375 大腿骨転子部骨折術後に骨頭下骨折を来した 2 例
　武蔵野赤十字病院　整形外科　豊永　真人、他

PC-376 MRSA による感染性心内膜炎に脳膿瘍・脳出血を合併した 1 症例
　足利赤十字病院　薬剤部　久保田　克紀

PC-377 小脳性運動失調の悪化と軽快を繰り返した低力価抗 GAD 抗体陽性小脳失調症の一例
　長岡赤十字病院　神経内科　横川　かおり、他

PC-378 多様な抗体が検出された抗グリシン受容体抗体陽性 PERM の一例
　長岡赤十字病院　神経内科　諏訪部　達也、他



ポスター61	 病理部門	 11:00～ 11:30

座　長：境　一（熊本赤十字病院　臨床検査技師）

ポスター62	 循環器内科	 10:00～ 10:36

座　長：渕上　俊一郎（熊本赤十字病院　第二循環器内科副部長）

ポスター63	 地域医療・へき地医療	 11:00～ 11:42

座　長：永井　慎昌（鹿児島赤十字病院　内科部長・医療社会事業部長兼総合診療科長）

PC-379 糖尿病性筋萎縮症と考えられた 2 例
　長岡赤十字病院　神経内科　丸山　由起子、他

PC-380 慢性硬膜下血腫との鑑別に苦慮した硬膜下膿瘍の 1 例
　長岡赤十字病院　神経内科　山田　慧、他

PC-381 脳・脊髄 MRI にて中枢サルコイドーシスが疑われた１症例
　八戸赤十字病院　神経内科　大西　庸介、他

PC-382 頭痛を主訴に来院したフィッシャー症候群の一例
　相模原赤十字病院　内科　黒鳥　偉作、他

PC-383 塩酸ロメリジンにより 5 年間脳卒中の再発を認めない CADASIL の一例
　長岡赤十字病院　神経内科　今野　卓哉、他

PC-384 乳腺穿刺吸引細胞診で診断に苦慮した肉腫様細胞を伴う腎細胞癌転移の 1 症例
　旭川赤十字病院　病理課　長尾　一弥、他

PC-385 セルブロック作製が有効であった消化管間質腫瘍 (GIST) の一例
　小川赤十字病院　検査部　病理　下方　直美、他

PC-386 左頬部に発生した巨大有茎性皮膚混合腫瘍の１例
　静岡赤十字病院　病理診断科部　大塚　証一、他

PC-387 穿刺吸引細胞診にて良悪の鑑別が困難であった授乳期乳癌の一例
　釧路赤十字病院　病理診断科部　三上　和也、他

PC-388 ＥＵＳ - ＦＮＡが有用であった胃ＧＩＳＴの２症例
　伊達赤十字病院　中央検査部　病理　梅崎　博嗣、他

PC-389 離島島民の連携により自宅内発症 VF 患者を救命しえた一例
　伊勢赤十字病院　循環器内科　神山　崇、他

PC-390 起始走行異常を認める右冠動脈の閉塞で発症した急性下壁心筋梗塞の 2 例
　長岡赤十字病院　循環器内科　藤田　　俊夫、他

PC-391 ET 経過中に発症した CTEPH に対してボセンタンが著効した一例
　深谷赤十字病院　循環器内科　清水　寿和、他

PC-392 傍膜様部心室中隔欠損における心室中隔瘤の検討　３D エコーを用いて
　芳賀赤十字病院　小児科　菊池　豊

PC-393 突発性腎動脈解離の 1 例
　秋田赤十字病院　循環器内科　須藤　佑太、他

PC-394 繰り返す鎖骨下静脈狭窄に対して DES を留置し、再狭窄をまぬがれた一例
　大阪赤十字病院　循環器内科　福地　浩平、他

PC-395 石巻・気仙沼医療圏の地域医療情報連携システム構築に向けての取り組み
　石巻赤十字病院　脳神経外科　鈴木　一郎、他



ポスター64	 薬剤部門Ⅱ	 10:00～ 10:42

座　長：朝倉　俊治（大分赤十字病院　薬剤部長）

ポスター65	 薬剤部門Ⅲ	 11:00～ 11:48

座　長：平田　敏男（日本赤十字社長崎原爆諫早病院　薬剤部長）

PC-396 盛岡地域の脳卒中連携診療
　盛岡赤十字病院　脳神経外科　久保　直彦、他

PC-397 脳卒中地域連携パス委員会（ＳＲＰＣ）の活動報告
　高知赤十字病院　看護部　谷本　早苗、他

PC-398 「患者相談室」看護師の役割と課題
　松江赤十字病院　地域医療連携課　内部　孝子、他

PC-399 外来における終末期がん患者の医療連携からみえる課題
　松山赤十字病院　がん診療推進室　三好　真由子、他

PC-400 訪問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　下橋　千賀子、他

PC-401 近隣の高齢者施設でノロウイルス対策出前講座を開催して
　多可赤十字病院　看護部　植田　多恵子、他

PC-402 日赤薬剤師会「薬剤部の活動状況調査」薬剤師の推移と夜間及び休診日の体制
　福島赤十字病院　薬剤部　八巻　俊雄、他

PC-403 平成２５年度全国赤十字病院薬剤部の活動状況調査２（その他の業務）
　京都第一赤十字病院　薬剤部　津田　正博、他

PC-404 病床数 359 床・薬剤師 13 名で病棟薬剤業務実施加算は取得可能か？
　福島赤十字病院　薬剤部　齋藤　可奈子、他

PC-405 医師の負担軽減における病棟常駐薬剤師による処方代行入力について
　深谷赤十字病院　薬剤部　島田　雅弘、他

PC-406 疑義照会への取り組みについて
　岐阜赤十字病院　薬剤部　牧野　弦、他

PC-407 病棟薬剤業務におけるプレアボイド事例報告の現状と今後の展開
　高松赤十字病院　薬剤部　野村　容子、他

PC-408 入院患者の転倒・転落アクシデントに与える薬剤の影響について
　成田赤十字病院　薬剤部　金子　雄紀、他

PC-409 外来患者の薬剤管理指導と周術期サポート
　岐阜赤十字病院　薬剤部　間宮　直也、他

PC-410 長野市禁煙支援ネットワークの新たな展開に向けて
　長野赤十字病院　薬剤部　関口　光子、他

PC-411 院外薬局との情報共有に向けての取り組み
　姫路赤十字病院　薬剤部　島田　健、他

PC-412 地域へつなげる吸入指導　第三報　連携システムに携わる保険薬局薬剤師の変化
　前橋赤十字病院　薬剤部　小野里　譲司、他

PC-413 薬剤師の授乳期の薬剤投与に関する評価統一に向けた取り組み
　名古屋第二赤十字病院　薬剤部　木村　純子、他

PC-414 NICU 病棟における薬剤業務と今後の展望
　大阪赤十字病院　薬剤部　大庭　真美、他



ポスター66	 臨床工学部門Ⅱ		 10:00～ 10:36

座　長：皆川　宗輝（横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学課長）

ポスター67	 臨床工学部門Ⅲ		 11:00～ 11:36

座　長：濱坂　佳慶（熊本赤十字病院　臨床工学技士）

ポスター68	 放射線技術部門Ⅱ	 11:00～ 11:30

座　長：近藤　文宏（日本赤十字社長崎原爆病院　放射線科課長）

PC-415 緩和ケアチームにおける薬剤師のかかわりについて
　旭川赤十字病院　薬剤部　簑島　弓未子、他

PC-416 簡易懸濁法普及に向けての薬剤部の取り組み－判定ツール作成とスタッフ教育－
　名古屋第二赤十字病院　薬剤部　水谷　麻希子、他

PC-417 ネーザルハイフローの使用経験～臨床工学技士の視点から～
　高槻赤十字病院　臨床工学技術課　吉岡　健太郎、他

PC-418 Dr カーにおいて臨床工学技士が有用と思われた症例の報告
　石巻赤十字病院　臨床工学技術課　魚住　拓也、他

PC-419 在宅用人工呼吸器の主設定、副設定の使い途の一検討
　北見赤十字病院　臨床工学課　好井　透、他

PC-420 非侵襲的陽圧換気療法のマスク装着による皮膚障害予防への取り組み
　鳥取赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　大山　勝士、他

PC-421 院内ポータル FileMakerTM を利用した NICU における人工呼吸器の管理
　名古屋第一赤十字病院　医療技術部・臨床工学技術課　落合　友彌、他

PC-422 人工呼吸器回路 EVAQUA2 の有用性について
　大分赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　丸野　祐輔、他

PC-423 洞不全症候群に対するペースメーカ植込み後の房室ブロックの出現頻度の検討
　松山赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　永見　一幸、他

PC-424 当院における PM・ICD 植込み患者指導について
　石巻赤十字病院　臨床工学技術課　佐久田　敬、他

PC-425 ドライタイプの生理食塩水保温庫の有用性
　姫路赤十字病院　臨床工学技術課　三井　友成、他

PC-426 松山赤十字病院における臨床工学技士の手術室業務の現状と課題
　松山赤十字病院　医療技術部　　臨床工学課　大林　輝也、他

PC-427 本センターにおける手術支援ロボット da Vinci Si と臨床工学技士の関わり
　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　森脇　　敏成、他

PC-428 超音波乳化吸引装置内への異物混入の経験
　福岡赤十字病院　臨床工学課　津崎　恵里、他

PC-429 DIC-CT における胆嚢・胆管の造影効果に関係する因子についての検討
　石巻赤十字病院　放射線技術課　高橋　和也、他

PC-430 頭部撮像における 3D VRFA ‐ TSE T1 強調画像（Cube T1WI）の基本特性について
　長岡赤十字病院　放射線科部　飯浜　忠俊、他

PC-431 X 線 CT を用いた大腿骨前捻角計測方法の標準化について
　伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　山中　敬之、他



ポスター69	 放射線技術部門Ⅲ	 10:00～ 10:24

座　長：西小野　昭人（熊本赤十字病院　超音波係長）

ポスター70	 放射線技術部門Ⅳ	 11:00～ 11:42

座　長：戸口　豊宏（大分赤十字病院　放射線科部技師長）

ポスター71	 リハビリテーション科Ⅲ	 10:00～ 10:48

座　長：和田　邦泰（熊本赤十字病院　神経内科副部長）

PC-432 診療放射線技師が大きく関与したチーム医療の実践
　深谷赤十字病院　放射線科部　中山　進、他

PC-433 腎癌多発骨転移との鑑別に苦慮した多発性形質細胞腫の画像診断
　古河赤十字病院　放射線技術課　江畑　里美、他

PC-434 乳腺造影超音波検査における良悪性の鑑別と有用性
　釧路赤十字病院　放射線　山岸　寿義

PC-435 ステレオガイド下吸引式組織生検システム使用経験について
　水戸赤十字病院　放射線技術課　菊池　美弥

PC-436 MRI による脛動脈プラークの描出
　高槻赤十字病院　放射線科　大嶋　浩嗣、他

PC-437 損傷部位から見る外傷全身 CT の有用性
　那須赤十字病院　放射線科　磯　裕樹、他

PC-438 当院における造影 CT 検査の急性副作用出現率と緊急時対応のシステム構築
　高山赤十字病院　放射線科部　今井　丈晴、他

PC-439 フィルムレスへの取組と経営効果
　北見赤十字病院　放射線科部　長島　正直、他

PC-440 診療放射線技師による講習普及事業への参加
　伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　中野　和彦、他

PC-441 個人被ばく線量を利用した放射線診療従事者の被ばく管理
　浜松赤十字病院　医療技術部　特殊放射線技術課　佐藤　幸夫

PC-442 放射線科とコーチングとチーム医療
　名古屋第二赤十字病院　医療技術部　放射線科　水野　昌太、他

PC-443 放射線科部接遇アンケート調査の実施について
　北見赤十字病院　放射線科部　相澤　幹也、他

PC-444 血液センターのγ線血液照射装置の安全規制に基づく撤去・搬出状況
　日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター　製剤一課　菊地　豪、他

PC-445 急変時対応能力向上にむけての取り組み　～救急看護認定看護師との協働～
　名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション科　山口　順子、他

PC-446 神経センター病棟でのブラッシング指導－歯科衛生士との取り組み
　名古屋第二赤十字病院　医療技術部・リハビリテーション科　寺島　有希子、他

PC-447 病棟デイルームにおける食事介入　－介入により変化のあった 2 症例－
　名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション科　黒田　真梨、他

PC-448 病棟デイルームにおける食事介入 - 看護師と協働での取り組みをはじめて -
　名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション科　足立　亜維子、他



ポスター72	 検査部門Ⅴ	 11:00～ 11:24

座　長：首藤　章弘（大分赤十字病院　臨床検査係長）

ポスター73	 検査部門Ⅳ	 10:00～ 10:24

座　長：木下　政憲（唐津赤十字病院　検査技術課長）

PC-449 2 種類の治療的電気刺激における感覚運動野への効果の相違
　浜松赤十字病院　リハビリテーション科　小川　真司、他

PC-450 日本語より英語での喚語が容易であった補足運動野失語の一例
　八戸赤十字病院　脳卒中リハビリテーション科　畑中　美穂、他

PC-451 レビー小体病患者様に対する当院の取り組み
　伊達赤十字病院　リハビリテーション科　桑島　　健吾、他

PC-452 QC 手法を活用したリハビリテーション総合計画評価料算定率向上への取り組み
　岐阜赤十字病院　リハビリテーション科　松田　久史、他

PC-453 質量分析装置 MALDI バイオタイパーの日常検査導入へ向けた取り組み
　広島赤十字・原爆病院　検査部　荒木　裕美、他

PC-454 Aspergillus fumigatus による真菌性眼内炎の 1 症例
　大阪赤十字病院　臨床検査科部　市村　佳彦、他

PC-455 血液培養より分離された Leptotrichia　trevisanii の 1 例
　岐阜赤十字病院　検査部　森田　恵理、他

PC-456 血液培養陽性液のグラム染色によるブドウ球菌属の形態学的鑑別
　石巻赤十字病院　臨床検査課　尾池　泰典、他

PC-457 クリオプレシピテートによる新鮮凍結血漿使用削減効果について
　徳島赤十字病院　検査部　立川　敏治、他

PC-458 当院における日当直帯の輸血検査業務専任化による変化
　名古屋第一赤十字病院　輸血部　中野　好美、他

PC-459 九州ブロックにおける献血者の ALT 値分布について
　日本赤十字社九州ブロック血液センター　品質部検査三課　中村　洋平、他

PC-460 実現した遺伝子検査室の開設
　広島赤十字・原爆病院　検査部　橋本　義昭、他


