ご 案 内

2018年 医療・介護：学術集会

交通・会場周辺案内
①
中央改札口を出てすぐに右折。
そのまま北口へお進みください。

②

③

④

北出口に向かい左折。
( 新大阪阪急ビルに入る )

エスカレーターから
２階へ下ってください。

地下鉄新大阪駅への
連絡通路をお進み下さい。

（※下の写真は改札に向かって撮影しております）

※ここは３階です。

※ここは３階です。

※ここは２階です。

⑤
地下鉄の 4 番出口を目指します。
４番出口を出て右折、
エスカレーターを上がります。

※ここは２階です。

⑥

⑦

⑧

エスカレーターを上がり歩道橋を
約 50M 直進し、左折し約 50M 直進し
右手の階段を下りてください。

歩道橋の階段を下ります。
階段を下りられ、左手前方に
約 100M 進まれましたら
ホテルメルパルク大阪がございます。

ホテル メルパルク大阪

・地図内の ①～⑧ は上案内図に
対応しています。
・メルパルクホテルの入口が1階
にありますが、必ず階段を使
用し、2階ホール出入口を使
用してください。

新大阪
トラスト
タワービル

EV

EV

新大阪阪急ビル
北口

在来線コンコース

中央口

①
南口
東改札口
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2018年 医療・介護：学術集会

会場案内図
ホール１階

入口

②

１階ホール座席部分

地上からの階段

① ：受付
②

② ：ホール２階への階段

：ホール出入り口

①

ＷＣ

ホール２階

ポスター会場

ポスター会場

ホールより

ＷＣ

ポスター会場

ポスター会場
２階ホール座席

ロビー
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2018年 医療・介護：学術集会

一般参加者へのご案内
1．受付
当日、施設毎の受付と、演者、座長、審査委員用の特別受付を設けます。一般参加者は、混雑緩和のため
受付を済ませたのち、1 階会場ホール内へ移動をお願いします。
2．クローク
クロークの設置はしていません。荷物は各自で責任を持って管理してください。
3．会場内の座席について
会場内の次演者席、関係者席等の席ビラが貼付してある座席を除き、座席の指定はございません。満席が
予想されますので、前の席からお掛け下さいますようお願い申し上げます。
4．ポスター発表ついて
・ポスター貼り出しは、9：00〜9：25です。
・ポスター掲示は、9：25〜15：05 です。
・ポスタービュータイムは、①11：35〜12：10、②14：30〜15：05の時間帯で設定しています。ポスター
ビュータイム中は発表者がポスターの前に立ち、参加者と質疑応答等を行う自由討論形式となります。
発表者が質疑応答を行う時間帯は下記のとおりです。
11：35〜12：10 ポスター番号奇数の発表者
14：30〜15：05 ポスター番号偶数の発表者
・ポスター撤去は、15：05〜15：10の間にお願いいたします。
5．ランチョンセミナーについて
事前の参加申し込みで弁当を希望された方には、当日の受付時に引換券をお渡しします。お弁当配布時間
は、11：40〜12：25です。ホール入り口にて引換券と交換に弁当を受け取り、ホール内で食事をしてくだ
さい。食事後は、指定の場所へ廃棄し、ごみ等を出さないようにしてください。
6．学術集会運営本部
学術集会運営本部は、ホール地下 1 階 第 1 楽屋に設置しております。
7．お願い
・会場内では携帯電話は、マナーモードに設定するか、電源をお切りください。
・ランチョンセミナーを除く、会場内での食事は禁止されております。
・飲み物はマナーを守り、ごみ等を出さないようにしてください。
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2018年 医療・介護：学術集会

タイムスケジュール
ホール
9:00

ポスター会場（2F ボヌールの間）

9：00〜 受付開始（場所ホール前）
・ポスター貼り出し
（ポスター会場）
9：25〜 開会挨拶
9：30〜10：15

10:00

9：25〜11：35 ポスター展示

口演Ⅰ

（O‐1〜O‐4)

10:00

座長：佐久良 肇 ・ 長橋 かよ子
10：15〜11：00

9:00

口演Ⅱ

（O‐5〜O‐8)
座長：田邉 秀幸 ・ 若泰 孝次郎

11:00

休憩

11:00

5分

11：05〜11：35

基調講演

座長：早川 徹・演者：谷 幸治

12:00

13:00

11：35〜12：15 がん免疫療法の紹介動画
がん化学療法の紹介動画
１回目

11：35〜12：10 ポスタービュータイム①

12：15〜12：45 ランチョンセミナー

12：10〜14：30 ポスター展示

座長：岩片 重樹

演者：谷 淑子

12：55〜13：40

口演Ⅲ

ポスター番号奇数

12:00

13:00

（O‐9〜O‐12)
座長：中越 知里 ・ 植木 清子
休憩

14:00

5分

13：45〜14：30

口演Ⅳ

14:00

（O‐13〜O‐16)
座長：森田 龍平 ・ 鈴木 さやか

15:00

14：30〜15：10 がん免疫療法の紹介動画
がん化学療法の紹介動画
2回目
15：10〜16：10

14：30〜15：05 ポスタービュータイム②
ポスター番号偶数

15:00

特別講演

座長：友清 尚子
講師：柿原 まゆみ 先生
（株式会社HAYASHIDA-CS総研
代表取締役）

16:00
休憩

17:00

16:00

10分

16：20〜16：40

学術集会：閉会式

16：40〜17：00

年次大会：表彰・顕彰式典

17:00
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2018年 医療・介護：学術集会

プログラム
9：25〜9：30

開会挨拶

開会挨拶

9：30〜10：15

2018年 医療・介護：学術集会 大会長 松本 勝美

口演Ⅰ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）

座長：佐久良 肇（摂津医誠会病院 院長）
長橋 かよ子（医誠会病院 薬剤部 部長）
O-1

ストーマサイトマーキング部を利用した単孔式腹腔鏡下人工肛門増設術の1例

O-2

活動期が疑われる潰瘍性大腸炎における簡易的な大腸内視鏡検査の有用性

O-3

データベースソフトを利用した後発医薬品数量シェア率増加の取り組み

O-4

薬剤耐性対策アクションプランを踏まえて

医誠会病院 診療部

新保 高志郎

医誠会病院 臨床検査部

10：15〜11：00

原田 愛子

神崎中央病院 薬剤科

松本 武輝

ホロニクスグループ薬剤部（科）感染・ＴＤＭ部会

安部 沙織

口演Ⅱ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）
座長：田邉 秀幸（児島中央病院 院長）
若泰 孝次郎（医誠会病院 臨床工学部 統括技士長）

O-5

低左心機能患者の心臓血管外科術後リハビリテーション進行と運動耐容能の検討

O-6

脾門部脾動脈瘤に対して腹腔鏡下に切除した一例

O-7

外来透析患者の透析待ち時間を利用したオンデマンド教育の効果

O-8

BMI30以上の統合失調症患者に対する間食セルフモニタリングによる体重管理について

医誠会病院 リハビリテーション部 渡部 勇樹

医誠会病院 診療部 消化器外科 渡部 彰一郎
摂津医誠会病院 看護部

小阪 真由美

東春病院 栄養管理科
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伊藤 麻貴

2018年 医療・介護：学術集会

プログラム
基調講演

11：05〜 11：35

座長：早川

徹（ホロニクスグループ 最高顧問）

基調講演
「管理医療・組織医療の時代、医療人はどうあるべきか？」
（聞く耳を持つ者よ 聞きなさい）

11：35〜12：10

谷 幸治

ホロニクスグループ 代表

ポスタービュータイム①

奇数番号

P-1

老健施設におけるレクリエーションの可能性 〜在宅復帰へのアプローチ〜

P-3

感染リンクナースの活動が影響する、擦式アルコール手指消毒遵守率

P-5

左室右房交通症を認めた症例

P-7

栄養評価ツールMNA-SFとSGAの評価差分析と改良提案

P-9

膝関節軸位方向撮影における膝関節保持に有用な補助具を試作した

P-11

多職種協働でよりよい看護を支えるＷＬＢ

P-13

長年寡黙的状態の患者へのコミュニケーションをとる為の方策
〜生活状況アセスメント表を用いて〜
東舞鶴医誠会病院 看護部 森山 みゆき

P-15

QM活動推進及び簡易的環境改善

P-17

院内救急救命士による新しい取り組みとしての病院・施設間の患者搬送

エスペラル東舞鶴 介護部

佐藤 敦子

医誠会病院 看護部 感染対策室 高鷲 智美

医誠会病院 臨床検査部 日野 美貴

児島中央病院 栄養管理科

麻原 礼圭

城東中央病院 放射線科

12：15〜12：45

城東中央病院 看護部

須々木 礼子

城東中央病院 事務課

医誠会病院

井上 圭

梶谷 瑞恵

医療連携センター救急対応搬送室 西村 昌秀

ランチョンセミナー
座長：岩片

重樹（医療法人医誠会 医療経営企画部 部長補佐）

「マレーシア・ボルネオ島植林活動研修報告 〜持続可能な社会貢献とは〜」
特定非営利活動法人 未来プロセス 副理事長
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谷 淑子

2018年 医療・介護：学術集会

プログラム
12：55〜13：40

口演Ⅲ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）
座長：中越 知里（橿原リハビリテーション病院 看護部長）
植木 清子（エスペラル近江八幡 看護部長代行）

O - 9 「尿漏れを防ぐための取組み」〜不快感のない排泄ケア〜

エスペラル井高野 介護部

岸田 恵美

O-10

当施設における食事支援の取り組み 〜申し送りの強化を図った一例〜

O-11

老健におけるスピーチロックの実態調査から見えた身体拘束廃止委員会の取り組み

O-12

糖尿病外来患者のフットセルフケアに対するテレナーシングの効果

エスペラル摂津 リハビリテーション科
エスペラル東淀川 介護部

宮崎 裕也
長尾 直樹

摂津医誠会病院 看護部 外来 石田 加代

13：45〜14：40

口演Ⅳ（各演題：発表 7 分+質疑応答 3 分）
座長：森田 龍平（医誠会病院 副院長）
鈴木 さやか（城東中央病院 リハビリテーション部 係長）

O-13

ICUでの早期離床・経口摂取の複合ケアによる入院期間短縮の可能性

O-14

放射線治療装置更新の報告 〜高精度放射線治療の開始〜

O-15

中途入職看護師が就業継続するために受けていた同僚からのサポート

O-16

穿刺システム構築に向けての取り組み

医誠会病院 看護部 ICU 鹿島 秀明

14：30〜15：05
P-2

医誠会病院 放射線部

鳥居 幸祐

茨木医誠会病院 看護部

宮岡 裕香

神崎中央病院 臨床工学科

高尾 香織

ポスタービュータイム②

偶数番号

注意機能へのアプローチが言語機能の改善に繋がった一症例

医誠会病院 リハビリテーション部 磯部 知里

P - 4 生活習慣の改善が必要である患者に対しての脳卒中再発予防に繋がる生活指導

医誠会病院 看護部 3B病棟 道山 未夢

P-6

手指衛生遵守率向上のための取り組み
〜Hand Hygiene Challengeプログラムに参加した経過と成果〜 神崎中央病院 看護部 山下 広恵
東春病院 看護部

金山 真由美

P - 8 当院においてバンコマイシン投与設計には推算GFRが有用である

児島中央病院 薬剤科

P-10

透析室の安全チェックシート改訂で環境整備が向上

P-12

嚥下障害対策チームの活動報告と今後の取り組み

P-14

当院透析患者における体重増加率と死亡率の関連性について

P-16

再撮影減少への取り組み

P-18

自動胸骨圧迫装置を含む心肺蘇生で心破裂を合併した一症例

土谷 大樹

城東中央病院 看護部 透析室 水口 奈奈子

医療法人医誠会 本部 感染・褥瘡・嚥下障害対策室 北原 智子
児島中央病院 臨床工学科

西田 千夏

神崎中央病院 診療放射線科

小寺 隆太

医誠会病院 診療部 臨床研修医 新保 高志郎
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プログラム
15：10〜16：10

特別講演
座長：友清

尚子（摂津医誠会病院 看護部長）

特別講演
「チーム医療の真髄 〜患者さん、利用者さん、仲間を
大切に想う気持ちをカタチにしよう〜」
講師：柿原

16：20〜16：40

まゆみ 先生（株式会社HAYASHIDA-CS総研 代表取締役）

閉会式

優秀演題発表

吉峰 俊樹（医療法人医誠会 特別顧問 / 2018年医療・介護：学術集会 審査委員長）

総評

丸川 征四郎（医療法人医誠会 専務理事 / 医誠会病院 名誉院長）

閉会挨拶

2018年 医療法人医誠会 学術集会 大会長

松本 勝美

HOLONICS HEALTHCARE 2018

2018 年 ホロニクスグループ 年次大会
16：40〜17：00

年次大会：表彰・顕彰式典

表彰・顕彰 授与

授与者：ホロニクスグループ 代表
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谷 幸治

