
平成２７年度　東京都慢性期医療研究会　理事会
基調講演・特別講演会・事例発表会の様子

日　時：平成２７年１月３１日（土曜日）
場　所：東京都医業健保会館

〈スケジュール〉
０９：１５　受付開始

１０：００　開場　開会式（二階大ホール）

                            事例発表会　幹事　陵北病院 院長 田中 裕之　
　　　　　　　　　　　　　        
　 開会挨拶

                                               東京都慢性期医療研究会 会長   　安藤 高夫

１０：１５　基調講演　（二階大ホール）

「慢性期医療における微量元素とアミノ酸の重要性」
                医療法人 社団 京浜会 京浜病院 副院長    志越 顕 先生

１１：１５　特別講演　（二階大ホール）

「平成 27年介護報酬の改定について（慢性期分野を中心に）」
                                                     医療法人 永寿会 陵北病院 事務長 
　                                                       東京都慢性期医療研究会 監事 　村山 正道

〈　～　休憩　～　〉
東京都慢性期医療研究会   理事会

１１：３０～１２：３０

〈　～　休憩　～　〉

１２：３０　　　　　　事例発表会　第１部

１３：２０　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈　～　休憩　～　〉

　　　　　　　　　　　　　　　　（１５分）

１３：３５　　　　　　事例発表会　第２部

１４：２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈　～　休憩　～　〉

　　　　　　　　　　　　　　　　（１５分）

１４：４０　　　　　　事例発表会　第３部

１５：３０　終　了

１５：５０　結果発表

　　　　    　表彰式

第一会場　一位　　　　　　　　　　第二会場　一位
　　　城山病院　看護師　　　　　　　　　陵北病院　管理栄養士　
　　　　　演者　三沢 忍　　　　　　　　　　    演者　村野 久実子

第一会場　二位　　　　　　　　　　  第二会場　二位
回心堂第二病院　看護師　　　　　　             永生病院　作業療法士　
　　　　　演者　土田 幸恵　　　　　　　　　   演者　高尾 千賀子

第一会場　三位　　　　　　　　　　  第二会場　三位
　　回心堂病院　看護師　　　　　　回心堂第二病院　看護師　
　　　　　演者　西 麻美　　　　　　　　　　    演者　野村 容子

１６：００　閉　会（二階大ホール）

閉会式挨拶　

　　　　　　東京都慢性期医療研究会 副会長　桑名 斉

　　　　　　　　　　　事例発表会の様子

　　　　　　　　　　　　　会場満席御礼

  懇親会の挨拶

　　　 理 事  鳥巣 良一                                                 　      会長と幹事のスナップ

　　　第一会場（二階大ホール）

座　　長　 城山病院　山口 和子

演　　者       
武蔵野中央病院    看護師　 篠崎 有果
演　　題    　
重曹・米ぬかを使って潤いのある肌へ

演　　者      
回心堂第二病院　看護師　志田 二美世
演　　題
ヒヤリハット感性を高める為の取り組み

演　　者       
セントラル病院　介護福祉士　 建部 美幸
演　　題   　
高齢者における自然排便を目指して

演　　者       
小平中央リハビリテーション病院  介護福祉士  佐藤 和美
演　　題    　
臨床美術を遊びりテーションに導入

演　　者       
回心堂病院　介護士　氏原 将
演　　題    　
下肢に乾燥が見られる高齢者のハーフビネガーに
よる保湿効果～

　　　第二会場（三階中ホール）

座　　長　  陵北病院　阪口 英夫

演　　者       
セントラル病院　介護士　根岸 浩美
演　　題    　
舌苔除去に対するオキシドールの効果について

演　　者      
回心堂病院　看護師　附田 綾子
演　　題　    
スプレーを使用した高齢者の口腔ケアを試みて

演　　者       
青梅三慶病院　調理師　小林 道朗
演　　題   　
食事形態の連携

演　　者       
陵北病院　管理栄養士　村野 久実子
演　　題    　
「やわらか食」導入への取り組み

演　　者       
永生病院　介護福祉士　木内 保子
演　　題    　
感染症を蔓延させない対処法

　　　第一会場（二階大ホール）

座　　長　 康明会病院　竹内 美智子

演　　者       
大久野病院    薬剤師　長瀬 富美
演　　題    　
退院は在宅のはじまり

演　　者      
城山病院　看護師　三沢 忍
演　　題
転倒・転落の発生傾向と対応策

演　　者       
小平中央リハビリテーション病院　看護師　太田 幾世子
演　　題   　
インシデントアクシデント予防についての意識に
関する研究

演　　者       
回心堂第二病院    介護士　新屋 葉留奈
演　　題    　
センサー使用・身体抑制に対しての病棟スタッフの
意識調査

演　　者       
信愛病院 　介護士 　田村 純子
演　　題    　
高齢者との関わりを多くする取り組み

　　　第一会場（二階大ホール）

座　　長　 大久野病院　伊藤 正一

演　　者       
小平中央リハビリテーション病院  作業療法士   浅見 芽紅
演　　題    　
当院における集団作業療法「季節の作品」の分析

演　　者      
愛和病院　相談員　白田 博子
演　　題
面接技術の向上への取り組み

演　　者       
新京浜病院　介護士　佐藤 智樹
演　　題   　
原因不明の骨折を２例経験して

演　　者       
回心堂病院    看護師　西 麻美
演　　題    　
高齢者にはちみつを使用した口腔ケアの実施

演　　者       
回心堂第二病院　看護師 　土田 幸恵
演　　題    　
終末期患者の看取りに対する不安の分析

理事会  出席理事・監事
代表理事  安藤  高夫
副会長　  桑名  斉　　副会長　  進藤  晃
副会長　  竹川  勝治
理　事　  鳥巣  良一　理　事　  熊谷  賴佳
監　事　  村山  正道
理事会議題
議事 1「同日開催の事例発表会について」
議事 2「平成 26 年度事業の進捗状況」
議事 3「新入会者の承認について」
議事 4「日本慢性期医療協会都道府県支部についての続報」
議事 5「ホームページの活用について」
その他

　　　第二会場（三階中ホール）

座　　長　小平中央リハビリテーション病院 田原 真悟

演　　者       
信愛病院    看護師　吉田 佐枝子
演　　題    　
ＦＩＭ評価の見直し

演　　者      
新京浜病院　介護福祉士　伊藤 武史
演　　題
『レビー小体型認知症の BPSD を軽減させる介護の仕方』

演　　者       
愛和病院　理学療法士　高山 麻奈美
演　　題   　
腰椎圧迫骨折を呈し転倒への恐怖心が強い患者様に
対してのアプローチ

演　　者       
大久野病院    作業療法士　木住野 善章
演　　題    　
転倒リスクを伴う症例の独居生活に向けた関わりを
通して

演　　者       
永生病院 　作業療法士 　高尾 千香子
演　　題    　
人形介在介入によって役割を獲得し、ＢＰＳＤが減少
した事例

　　　第二会場（三階中ホール）

座　　長　 城山病院　市川 富啓

演　　者       
信愛病院　作業療法士　関山 文
演　　題    　
上肢の拘縮悪化予防への取り組み

演　　者      
回心堂第二病院　看護師　野村 容子
演　　題
ポジショニングによる拘縮改善の取り組み

演　　者       
陵北病院　作業療法士　宮城 真理子
演　　題   　
当院における拘縮予防の現状と課題

演　　者       
愛和病院　准看護師　小川 幸子
演　　題    　
褥瘡治癒困難な患者様との関わり

演　　者       
京浜病院　介護士 　小山 恭平
演　　題    　
～多発褥瘡患者の褥瘡改善への取り組み～


