－第１１回聖光会学会プログラム－

口述セッション

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

1

１４：１５～１５：００
会場 櫻ホール（３階）
座長：西部総合病院 検査科 高野あき子

減塩に関する調査
春日部厚生病院 栄養科
秋元麻衣子 ······· 13
高齢者の食事 リスクと改善への歩み
南部厚生病院
栄養科
千本晃生 ········· 14
当院における骨密度検査装置の検討 ～DXA 法と QUS 法のデータを比較して～
春日部厚生病院 放射線科
杉木利行 ········· 15
MRI の入れ換えを経験して
西部総合病院
放射線科
江利山明 ········· 16
超音波診断装置を用いた動脈硬化検査 e-TRACKING 機能（β 値）での測定
及び M-IMT 値と CAVI 値での比較検討
春日部厚生病院 検査科
小林美恵子 ······· 17

口述セッション

２

１５：００～１５：４５

会場

櫻ホール（３階）

座長：南部厚生病院
2-1
2-2

2-3
2-4
2-5

看護部

村山友香

閉鎖式蓄尿バックカバーを作成して
西部総合病院
看護部 ２階東病棟
堀越巖 ··········· 18
膀胱内留置カテーテル使用患者の安全な排尿管理について
調査に基づいた折れの原因と対策
春日部厚生病院 看護部 ３階東病棟
藤崎陽子 ········· 19
腋窩皮膚トラブル患者へのケア ～継続できるケアを目指して～
西部総合病院
看護部 ２階西病棟
重田稔子 ········· 20
自主制作した自助具を用いた日常生活動作への変化の検討
春日部厚生病院 リハビリテーション部
綿貫瞳 ··········· 21
当院外来患者の外出の困難さと FIM との関連性について
春日部厚生病院

リハビリテーション部

堀江千賀子 ······· 22

口述セッション

３

１５：４５～１６：３０ 会場 櫻ホール（３階）
座長：第六地域包括支援センター 長谷部朋子

3-1

自宅退院できない患者・家族の想い ～家族への聞き取り調査を通して～
春日部厚生病院 看護部 ３階西病棟
金子裕美 ········· 23

3-2

外来患者の待ち時間に対するストレスの緩和に向けて
～ビデオ上映の効果について～
春日部厚生病院 看護部 外来
林伸浩 ··········· 24
在宅医療推進に向けての取り組み
春日部厚生病院 連携福祉室 地域医療連携課
有岡里子 ········· 25
訪問看護とグリーフケア

3-3
3-4
3-5

訪問看護ステーションひまわり
矢野裕美 ········· 26
西部在宅ケアセンターにおける他職種連携
西部在宅ケアセンター 在宅介護支援センター大久保 齊藤多喜子 ··· 27

口述セッション

４

１４：３０～１５：２５

会場

欅の間（４階）

座長：聖光会グループ本部
4-1
4-2
4-3

4-4
4-5
4-6

理事長室

患者を奪い合う病院
春日部厚生病院 連携福祉室 医療社会福祉課
安心した医療の提供を目指して ～処方箋入力の取り組み～
春日部厚生病院 医事課

奥脇

隆

石塚貴之 ········· 28
山元歩美 ········· 29

安全かつ安楽な体位変換を目指して
～職員の意識調査及びボディメカニクスの再考～
西部総合病院
看護部 ２階西病棟
中野春香 ········· 30
当院における看護師のストレス度調査
春日部厚生病院 看護部 ３階東病棟
佐藤直美 ········· 31
脊椎手術時の体温管理方法についての検討
西部総合病院
手術室
「危機管理」への取り組み ～災害は忘れた頃にやってくる～
春日部厚生病院 総務課

田崎麻理子 ······· 32
結城啓嗣 ········· 33

口述セッション

5-1

5-2

5-3
5-4
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５

１５：２５～１６：１０ 会場 欅の間（４階）
座長：西部総合病院 看護部 寺岡亜由美

身体拘束解除に対する主観にとらわれない統一した看護の提供
～身体拘束判断マニュアルを作成して～
西部総合病院
看護部 ３階西病棟
加瀬美幸 ········· 34
転倒・転落と服用薬剤の関連性についての検証－第２報－
～患者に寄り添う病棟活動に向けて～
春日部厚生病院 薬剤科
中村里衣 ········· 35
認知症高齢者の昼夜逆転改善へのこころみ
西部総合病院
看護部 ２階東病棟
敦賀メアリ ······· 36
ステップ動作における重心動揺の変化について
～バランス Wii ボードを用いて～
春日部厚生病院 リハビリテーション部
薮田直幸 ········· 37
簡易懸濁法の導入
―経管投与患者様への適正な薬物療法を目指して パート２―
西部総合病院
薬剤科
原田規子 ········· 38

ポスターセッション

6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7

６

１４：３０～１５：１５ 会場 レインボーホール（５階）
座長：春日部厚生クリニック 医事課 加藤 泉

未収金について（入院）
南部厚生病院

医事課

披田野綾子 ······· 39

感情失禁が多くみられる患者との関わり
春日部厚生病院 看護部 ３階西病棟
学習療法の継続・意義について
春日部厚生クリニック 通所リハビリテーション
退院に向けての自立支援～口腔ケアの取り組み～
春日部厚生病院 看護部 ２階西病棟

７

１５：１５～１６：００

会場

座長：春日部厚生病院

7-2

7-3
7-4
7-5
7-6
7-7

加藤貴裕 ········· 41
重田ゆみ子 ······· 42

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの可能性
居宅介護支援事業所ひまわり
間中宏明 ········· 43
回復期リハビリ病棟による在宅支援 ～排泄支援を試みて～
春日部厚生病院 看護部 ２階西病棟
宇田川恵 ········· 44
居宅訪問指導施行後の変化について ～リハビリスタッフの視点から～
春日部厚生クリニック 通所リハビリテーション 大島香苗 ········· 45

ポスターセッション

7-1

本間純子 ········· 40

レインボーホール（５階）
看護部

藤倉みち子

褥瘡改善に向けての取り組み ～ポジショニング・処置の見直しを通して～
南部厚生病院
看護部 ３階病棟
木下勝美 ········· 46
車椅子乗車時の臀部への体圧分散・褥瘡予防への取り組み
～クッションの作成を試みて～
春日部厚生病院 看護部 ２階東病棟
開口不良の患者の口腔ケアに蜂蜜を使用してみての効果
南部厚生病院
看護部 ２階病棟
四肢の清潔ケア－ ～装具の作成を試みて～
春日部厚生病院 看護部 ２階東病棟
車椅子トイレのトレーニングを試みて ～患者の変化～

並木幸子 ········· 47

南部厚生病院
看護部 ２階病棟
情報共有のためのベッドサイドボード変更について
西部総合病院
リハビリテーション部
抑制時間短縮への取り組み
南部厚生病院
看護部 ３階病棟

齊藤敦子 ········· 50

高坂潤 ··········· 48
福永久美子 ······· 49

槻悠夏 ··········· 51
吉沢愛 ··········· 52

－特別講演－

厚生労働省保険局総務課課長補佐

山

下

護

氏

「将来の望ましい医療制度を構築するために考えるべきこと」
座長

聖光会グループ理事長

会場

３階

西村

直久

櫻ホール（１６：４５～１７：４５ ）

ご略歴
平成 ９年
平成 ９年
平成１６年
平成２０年
平成２３年
平成２４年

３月
４月
４月
７月
８月
９月

東京大学教育学部卒業
厚生省入省
厚生労働省医政局指導課課長補佐
在タイ日本国大使館一等書記官（保健分野担当）
全国健康保険協会企画部企画グループ長
厚生労働省保険局総務課課長補佐
現在に至る

