
事例発表会の様子

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

＜スケジュール＞
09：15　受付開始

9：45　開場　開会式（二階大ホール）

事例発表会　司会
大久野病院 竹原 事務長

開会挨拶

東京都慢性期医療協会 会長　安藤 高夫

9：55　基調講演 （二階大ホール）

　　　「地域包括ケアと療養病床の在り方」
日本慢性期医療協会 理事

東京都慢性期医療協会 副会長　進藤 晃 先生

東京都病院協会からご挨拶

東京都病院協会 副会長　猪口 正孝 先生

特別講演 （二階大ホール）

「28年診療報酬改定の影響について」
医療法人永寿会 陵北病院 事務長

東京都慢性期医療協会 監事　村山 正道

11：35～12：15　ランチョンセミナー　共催 テルモ株式会社・東京都慢性期医療協会

「中心静脈栄養、最近のトピックス」
講師：医療法人財団 縁秀会 田無病院 院長　丸山 道生 先生

東京都慢性期医療協会 理事会 議事
日時：11：35～12：20
場所：東医健保会館 会議室

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
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「次年度に開催する事例発表会の幹事病院選定について」
議事2「賛助会員について」
議事3「総会日程等について」
議事4「退会の病院」
議事5「新しい幹事病院の推薦」
議事6「報告事項」
　　（1）一般社団法人に関する登記事項について
　　（2）施設の受け入れ基準に関する調査事業について
　　　 （MSW 部会からの提案で、慢性期病院における患者受
入票の更新を行う）
議事7「その他」

15：30　終了

15：50　事例発表会優秀賞　結果発表

表彰式

16：00　閉会（二階大ホール）
閉会式挨拶

東京都慢性期医療協会　副会長　桑名斉

第一会場　一位
　　康明会病院　看護師
　　　　　演者　坂田 正広
演題 ： 看護師と介護士の協働について
　　　～職員間のコミュニケーションを良くするために～

第一会場　二位
　ロイヤル病院　看護師
　　　　　演者　伊藤 詩織
演題 ： 療養型病院でのデスカンファレンス
　　　～スタッフの思いから～

第一会場　三位
武蔵野中央病院　准看護師
　　　　　演者　木下 順司
演題 ： 早期経腸栄養開始の有効性を実感した一例
　　　～心肺停止から「自分で食べると美味しいね」
　　　と言えた、奇跡の90日間～

第ニ会場　一位
　ロイヤル病院　介護士　
　　　　　演者　水上 亜希子
演題 ： 新人介護士におけるハンドブック「わかば」
　　　活用による仕事への影響の考察

第ニ会場　二位
　　　愛和病院　言語聴覚士
　　　　　演者　早房 亮
演題 ： 食思がない方への経口摂取移行への取り組み
　　　～笑顔が食欲向上に繋がった事例～

第ニ会場　三位
　　　陵北病院　看護師
　　　　　演者　内田 淳子
演題 ： 離床から学んだケアの本質
　　　～ 一日20分で何かが変わる！ ～

日　時：平成28年2月6日（土曜日）
場　所：東京都医業健保会館

12：30

13：20

13：35

14：25

14：40

事例発表会　第1部

＜　～　休憩　～　＞
（15分）

事例発表会　第2部

＜　～　休憩　～　＞
（15分）

事例発表会　第3部

第一会場（二階大ホール）                              第二会場（三階中ホール） 

第一会場（二階大ホール）                              第二会場（三階中ホール） 

第一会場（二階大ホール）                              第二会場（三階中ホール） 

 

 

P 演 題 座 長 大久野病院 佐々木 友範 

23 医療療養型病院でのレクリエー
ション導入を試みて 回心堂病院 介護士 大城 強 

24 離床から学んだケアの本質～一
日 20分で何かが変わる！～ 陵北病院 看護師 内田 淳子 

25 
ポジショニングによる拘縮予防
への取り組み－拘縮改善と介助
の軽減をめざして－ 

永生病院 介護福祉士 浅見 由美子 

26 
患者とのより良い対話をめざし
て－色カルタをコミュニケーシ
ョン・ツールに用いての試みから
－ 

信愛病院 介護福祉士 木内 恒司 

27 
新人介護士におけるハンドブッ
ク「わかば」活用による仕事への
影響の考察 

ロイヤル病院 介護士 水上 亜希子 

P 演 題 座 長 城山病院 山口 和子 

5 高齢者睡眠障害改善への取り組
み～アロマテラピーを用いて～ 信愛病院 介護福祉士 中田 由紀子 

6 
当介護療養病棟におけるコンチ
ネンスケアの取り組み～尊厳あ
る日常生活の提供を目指して～ 

大久野病院 介護福祉士 川久保 翼 

7 
早期経腸栄養開始の有効性を実
感した一例～心肺停止から「自分
で食べると美味しいね」と言え
た、奇跡の 90日間～ 

武蔵野中央
病院 准看護師 木下 順司 

8 アロマオイルを使った睡眠の改
善 回心堂病院 介護士 山口 信悟 

9 
医療療養病棟における排便コン
トロール－患者様に苦痛の少な
い排便コントロールをめざして
－ 

永生病院 看護師 荒 多美 

P 演 題 座 長 永生病院 金澤 めぐみ 

10 
看護師と介護士の協働について
～職員間のコミュニケーション
を良くするために～ 

康明会病院 看護師 坂田 正広 

11 
介護が導く療養環境～看護補助
者教育から学ぶ老年期のＱＯ
Ｌ・ＱＯＤの在り方と介護～ 

衛生文化協会
城西病院 看護師 早川 弘樹 

12 
2人で行なうケアとスタッフ間の
情報共有とコミュニケーション
－ケアに関する情報共有とコミ
ュニケーションの検証－ 

ロイヤル病院 看護師 小林 亜紀子 

13 
入浴介助時の音楽がスタッフの
疲労・集中力へ及ぼす効果の検証
～ポップス音楽、リラックス音楽
を用いて～ 

小平中央 
リハビリテー
ション病院 

看護師 関 成実 

14 
終末期ケアへの不安緩和の取り
組み～カンファレンスシートの
活用を試みて～ 

回心堂第二
病院 看護師 土田 幸恵 

P 演 題 座 長 小平中央リハビリテーション病院 田原 真悟 

28 
手指拘縮の進行を防ぐ～綿手袋
でつくるハンドクッションに換
えて～ 

武蔵野中央
病院 看護師 細井 洋一 

29 
認知症患者にパーソン・センター
ド・ケアを試みて～作業活動を通
して「携わる」というニーズの充
足～ 

小平中央 
リハビリテー
ション病院 

看護師 徐 飛   

30 
患者の立場に立つ事の重要性～
コミュニケーションが難しい患
者へのアプローチを通しての気
づき～ 

回心堂第二
病院 看護師 山崎 咲穂 

31 
びまん性脳損傷により遷延性意識障
害を呈した青年が、長期療養を経て
自宅退院を達成した症例－在宅復帰
強化加算算定病棟での症例報告－ 

永生病院 理学療法士 永峰 崇浩 

32 自宅復帰とＦＩＭとの関連～セ
ルフケアに着目して～ 信愛病院 作業療法士 渡邊 淳平 

P 演 題 座 長 信愛病院 伊藤 真弓 

15 
左大腿骨転子部骨折後の独居高
齢者に対し、在宅生活～家事動作
の設定に介入した症例 

永生病院 作業療法士 松本 千子 

16 
療養病院におけるエンド・オブ・
ライフケア～家族の思いを見つ
めて～ 

回心堂第二
病院 看護師 折戸 あすか 

17 
介護療養病棟における多職種連
携でのターミナルケア強化への
取り組み～その人らしさの追求
～ 

城山病院 看護師 青柳 敬子 

18 「緘黙、拒食、胃瘻造設からお寿
司を食べるまでのＡ氏の 310日」 

武蔵野中央
病院 准看護師 鈴木 拓也 

19 療養型病院でのデスカンファレ
ンス～スタッフの思いから～ ロイヤル病院 看護師 伊藤 詩織 

P 演 題 座 長 陵北病院 坂口 英夫 

33 ヨーグルト注入で下剤を減らし
自然排便を促す試み 回心堂病院 看護師 宇山 英幸 

34 摂食・嚥下機能訓練から得られた
光 

武蔵野中央
病院 准看護師 五島 裕子 

35 
ソフト食の進化～おいしい笑顔
が生まれるソフト食を目指して
～ 

小平中央 
リハビリテー
ション病院 

管理栄養士 佐藤 真友  

36 
食思がない方への経口摂取移行
への取り組み～笑顔が食欲向上
に繋がった事例～ 

愛和病院 言語聴覚士 早房 亮 

37 
回復期リハビリ病棟における摂
食嚥下リハビリの取り組みにつ
いて 

城山病院 看護師 中村 晴美 

懇親会の挨拶 理事 鳥巣 良一 

賛助会員
歯科医療サポートセンター株式会社 様
（聖和会グループ）

賛助会員
テルモ株式会社 様

会場満席御礼

展示ブース

懇親会の様子


