
 

 

日本交通医学会総会日本交通医学会総会日本交通医学会総会日本交通医学会総会    

第７ １第７ １第７ １第７ １ 回総会日程並びにプログラム回総会日程並びにプログラム回総会日程並びにプログラム回総会日程並びにプログラム    
    

 

 

会 期：平成２９年６月１０日（土）－１１日（日） 

 

 

会 長：安藤 利昭 （ＪＲ札幌病院長） 

 

 

会 場：ニューオータニイン札幌 

     〒０６０－０００２ 札幌市中央区北２条西１丁目１－１ 

     ℡：０１１－２２２－１１１１ ＦＡＸ：０１１－２２２－５５５１ 

参加費：６，０００円  懇親会費：６，０００円（当日のみ受け付ます） 

 

 

 

事務局：ＪＲ札幌病院 総務課内        

     〒０６０－００３３ 札幌市中央区北３条東１丁目 

     ℡：０１１－２０８－７１５３ ＦＡＸ：０１１－２０８－７１５６ 

     Ｅ－ｍａｉｌ：jrhospital@jrhokkaido.co.jp 

 

学会ホームページ：http://jatm.umin.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７１回日本交通医学会総会第７１回日本交通医学会総会第７１回日本交通医学会総会第７１回日本交通医学会総会    一般演題一般演題一般演題一般演題発表のご案内発表のご案内発表のご案内発表のご案内    

                                    

１． 口演時間 一般演題 発表６分 討論１分以内 

２． 演者集合 口演開始１０分前に次演者席にお着き下さい。 

３． スライド 

（１） すべてＰＣ発表とし、１面映写とします。 

（２） ＰｏｗｅｒPｏｉｎｔで作成したデータのみとします。 

（３） 会場で用意されるパソコンはＯＳがＷｉｎｄｏｗｓ７でＰｏｗｅｒPｏｉｎｔ2013 が内蔵されています。な

お、音声は再生できません。 

（４） ＰｏｗｅｒPｏｉｎｔデータは、５月 1 日(月)から５月３１日(水)までに下記アドレスへお送り下さい。 

71koutuigaku@gmail.com71koutuigaku@gmail.com71koutuigaku@gmail.com71koutuigaku@gmail.com    

（５） 当日、受付用ＰＣで発表の３０分前までにファイルの内容確認を行って下さい。 

（６） 発表データを事前送信した場合もバックアップデータはご持参下さい。 

（７） その他不明な点は事務局へお問い合わせ下さい。 

※動画を使用される場合は、必ず動画を作成するためのオリジナルデータを添付して下さい。動

作に必要なデータが添付できていない場合やハイスペックＰＣで作成した動画データは動作保障

ができませんのであらかじめご了承下さい。 

４． お問合せ先 

総会事務局   〒060-0033 札幌市中央区北３条東１丁目ＪＲ札幌病院 総務課内 

                              第７１回日本交通医学会総会事務局 

                                              担当  河原 

                              ℡011-208-7153  FAX011-208-7156 

                                         jrhospital@jrhokkaido.co.jp 

※演題発表のためには会員登録が必要（筆頭演者）です。登録がお済みでない方は、お手続きしてい

ただきますようお願いいたします。また、会員登録につきまして、ご不明な点がございましたら次の連絡

先までお問い合わせください。 

【会員登録に関するお問い合わせ】 

               日本交通医学会 事務局  

               〒104-0005 東京都港区新橋 6-7-9 新橋アイランドビル 3F 

                     TEL：03-5405-1816 / FAX：03-5405-1814   E-mail：jatm@iva.jp 

 

 

 

 

 



第 71 回日本交通医学会総会日程表 

◎◎◎◎平成平成平成平成 29292929 年年年年 6666 月月月月 9999 日（金）日（金）日（金）日（金）    

理事会理事会理事会理事会：ＪＲタワーホテル日航札幌 36 階スカイバンケットルーム『つき』 

（16：00～18：00） 

◎◎◎◎平成平成平成平成 29292929 年年年年 6666 月月月月 10101010 日（土）日（土）日（土）日（土）    ニューオータニイン札幌 ２階「鶴の間」（東） 

開会開会開会開会：９：００ 会長挨拶           ＪＲ札幌病院長 安藤 利昭 

9:05～10:50 

１．１．１．１．    シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム  

「ストレスチェック法制化後約 1 年半 実情と課題」 

座長：ＪＲ東日本健康推進センター 所長 湯口 恭利 

 

（１）「ストレスチェック制度の概要とＪＲ北海道における取組」 

ＪＲ札幌病院 保健管理部長 佐藤 広和 

 

（２）「当社の職場環境改善施策～職場の活力向上プロジェクト～実情と課題」 

東海旅客鉄道株式会社 健康管理センター 東京健康管理室 杉藤 素子 

 

（３）「ストレスチェック JR 九州における取組のご紹介」 

九州旅客鉄道株式会社 人事部勤労課 健康管理室 浅海 洋 

10:50～11:20 

２．２．２．２．    宿題報告宿題報告宿題報告宿題報告 

座長：ＪＲ札幌病院 副院長 四十坊 典晴 

「子供から大人までの中耳炎 －その背景から治療まで－」 

ＪＲ札幌病院 副院長 染川 幸裕 

11:30～12:00 

３．３．３．３．    評議員会・総会評議員会・総会評議員会・総会評議員会・総会    

    

12:10～13:00 

４４４４....ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー    

座長：ＪＲ東京総合病院 院長 小菅 智男 

「新たな時代を迎えたがん免疫療法」 

札幌医科大学 第一病理学講座 教授 鳥越 俊彦 



13:00～13:50 

５５５５....特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ 

座長：大阪鉄道病院 院長 上田 祐二 

「最近の高血圧治療：高血圧逆説の克服にむけて」 

日本医療大学 総長 札幌医科大学 名誉教授 島本 和明 

13:50～14:40 

６６６６....特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ    

座長：ＪＲ仙台病院 院長 市来 正隆 

「今後の日本の宇宙開発と北海道」 ～有人活動とスペースポートを中心に～ 

NPO 法人北海道宇宙科学技術創生センター 理事長 上杉 邦憲 

14:40～15:30 

７７７７....特別講演Ⅲ特別講演Ⅲ特別講演Ⅲ特別講演Ⅲ    

座長：ＪＲ広島病院 院長 小野 栄治 

「北海道新幹線の開業と今後の課題について」 

北海道旅客鉄道株式会社 新幹線統括部 部長 島村 昭志 

15:30～16:20 

８８８８....特別講演特別講演特別講演特別講演ⅣⅣⅣⅣ 

座長：名古屋セントラル病院 院長 中尾 昭公 

 「診療ガイドラインの齎した

もたらした

医療の質向上とチーム医療の普及、そしてその将来

―固型がん、重症急性炎症性疾患を中心に―」 

ＪＲ札幌病院 顧問 厚生労働省 研究責任者 平田 公一 

16:20～17:10 

９９９９....特別講演Ⅴ特別講演Ⅴ特別講演Ⅴ特別講演Ⅴ    

座長：ＪＲ九州病院 院長 林田 一洋 

「認知症と自動車運転」 

札幌医科大学神経内科 教授 下濱 俊 

17:45～ 

１０１０１０１０....会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会    

    

◎平成◎平成◎平成◎平成 29292929 年年年年 6666 月月月月 11111111 日日日日((((日日日日))))    ニューオータニイン札幌 ３階「新緑の間」 

8:30～9:00 

平成 29 年度交通医学誌編集会議 



鶴の間（東）

9:00 会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 　　　　　　　  　     ＪＲ札幌病院長　安藤　利昭

9:05 シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 　　　　　　　　　 座長：ＪＲ東日本健康推進センター所長　湯口　恭利

(1)「ストレスチェック制度の概要とＪＲ北海道における取組」(1)「ストレスチェック制度の概要とＪＲ北海道における取組」(1)「ストレスチェック制度の概要とＪＲ北海道における取組」(1)「ストレスチェック制度の概要とＪＲ北海道における取組」

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＲ札幌病院　保健管理部長　佐藤　広和

(2)「当社の職場環境改善施策～職場の活力向上プロジェクト～実情と課題」(2)「当社の職場環境改善施策～職場の活力向上プロジェクト～実情と課題」(2)「当社の職場環境改善施策～職場の活力向上プロジェクト～実情と課題」(2)「当社の職場環境改善施策～職場の活力向上プロジェクト～実情と課題」

東海旅客鉄道株式会社　健康管理センター　東京健康管理室　杉藤　素子

(3)「ストレスチェック　ＪＲ九州における取組のご紹介」(3)「ストレスチェック　ＪＲ九州における取組のご紹介」(3)「ストレスチェック　ＪＲ九州における取組のご紹介」(3)「ストレスチェック　ＪＲ九州における取組のご紹介」

　　　　　　　　　　　　　　　九州旅客鉄道株式会社　人事部勤労課　浅海　洋

10:50 宿題報告宿題報告宿題報告宿題報告 　　　　　　　　　 座長：ＪＲ札幌病院　副院長　四十坊　典晴

「子供から大人までの中耳炎　－その背景から治療まで－」「子供から大人までの中耳炎　－その背景から治療まで－」「子供から大人までの中耳炎　－その背景から治療まで－」「子供から大人までの中耳炎　－その背景から治療まで－」

11:20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＲ札幌病院　副院長　染川　幸裕

11:30

12:00

評議員会・総会評議員会・総会評議員会・総会評議員会・総会

12:10 ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー 座長：ＪＲ東京総合病院　院長　小菅　智男

「新たな時代を迎えたがん免疫療法」「新たな時代を迎えたがん免疫療法」「新たな時代を迎えたがん免疫療法」「新たな時代を迎えたがん免疫療法」

13:00             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　第一病理学講座　教授　鳥越　俊彦

特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ 座長：大阪鉄道病院　院長　上田　祐二

「最近の高血圧治療：高血圧逆説の克服にむけて」「最近の高血圧治療：高血圧逆説の克服にむけて」「最近の高血圧治療：高血圧逆説の克服にむけて」「最近の高血圧治療：高血圧逆説の克服にむけて」

13:50 　　　　　　　日本医療大学　総長　札幌医科大学　名誉教授　島本　和明

特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ 座長：ＪＲ仙台病院　院長　市来　正隆

「今後の日本の宇宙開発と北海道」　～有人活動とスペースポートを中心に～「今後の日本の宇宙開発と北海道」　～有人活動とスペースポートを中心に～「今後の日本の宇宙開発と北海道」　～有人活動とスペースポートを中心に～「今後の日本の宇宙開発と北海道」　～有人活動とスペースポートを中心に～

14:40 　　　　ＮＰＯ法人北海道宇宙科学技術創生センター理事長　上杉　邦憲

特別講演Ⅲ特別講演Ⅲ特別講演Ⅲ特別講演Ⅲ 座長：ＪＲ広島病院　院長　小野　栄治

「北海道新幹線の開業と今後の課題について」「北海道新幹線の開業と今後の課題について」「北海道新幹線の開業と今後の課題について」「北海道新幹線の開業と今後の課題について」

15:30 　　　　　　北海道旅客鉄道株式会社　新幹線統括部　部長　島村　昭志

特別講演Ⅳ特別講演Ⅳ特別講演Ⅳ特別講演Ⅳ 座長：名古屋セントラル病院　院長　中尾　昭公

16:20 　　　　　　　ＪＲ札幌病院　顧問　厚生労働省　研究責任者　平田　公一

特別講演Ⅴ特別講演Ⅴ特別講演Ⅴ特別講演Ⅴ 座長：ＪＲ九州病院　院長　林田　一洋

「認知症と自動車運転」「認知症と自動車運転」「認知症と自動車運転」「認知症と自動車運転」

17:10 　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学　神経内科　教授　下濱　俊

鶴の間（中）

17:45 会員懇親会会員懇親会会員懇親会会員懇親会

日  程　表

第１日目（６月１０日　土曜日）

「ストレスチェック法制化後約1年半　実情と課題」「ストレスチェック法制化後約1年半　実情と課題」「ストレスチェック法制化後約1年半　実情と課題」「ストレスチェック法制化後約1年半　実情と課題」

「診療ガイドラインの齎した医療の質向上とチーム医療の普及、そしてその将来「診療ガイドラインの齎した医療の質向上とチーム医療の普及、そしてその将来「診療ガイドラインの齎した医療の質向上とチーム医療の普及、そしてその将来「診療ガイドラインの齎した医療の質向上とチーム医療の普及、そしてその将来

－固型がん、重症急性炎症性疾患を中心に－」－固型がん、重症急性炎症性疾患を中心に－」－固型がん、重症急性炎症性疾患を中心に－」－固型がん、重症急性炎症性疾患を中心に－」



第１会場　北星 第２会場　北斗 第３会場　双葉 第４会場　鶴西 第５会場　鶴中 第6会場　鶴東

9:00～9:28 9:00～9:28 9:00～9:28 9:00～9:28 9:00～9:28 9:00～9:35

保健管理・産業衛生Ⅰ 看護Ⅰ 薬剤Ⅰ 臨床検査・ＩＣＴⅠ 外科Ⅰ 膠原病・血液

ＪＲ東海健康管理センター 大阪鉄道病院 名古屋セントラル病院 ＪＲ広島病院 ＪＲ東京総合病院 ＪＲ東京総合病院

遠田　和彦 岸本　郁美 寺井　文廣 滝口　友理子 土屋　武弘 氷室　圭一

【１～４】 【２４～２７】 【４６～４９】 【６８～７１】 【８９～９２】 【１０８～１１２】

9:28～10:03 9:28～9:56 9:28～10:10 9:28～9:56 9:28～9:56

保健管理・産業衛生Ⅱ 看護Ⅱ 薬剤Ⅱ 臨床検査・ＩＣＴⅡ 外科Ⅱ 9:35～10:10

ＪＲ札幌病院 ＪＲ九州病院 ＪＲ札幌病院 大阪鉄道病院 ＪＲ九州病院 糖尿病・腎臓Ⅰ

佐藤　広和 山田　由美子 長谷川　功 荻野　史朗 自見　政一郎 ＪＲ東京総合病院

【５～９】 【２８～３１】 【５０～５３】 【７２～７５】 【９３～９６】 深澤　由香

9:56～10:24 【１３１～１３２】 9:56～10:31 9:56～10:24 【１１３～１１７】

10:03～10:38 看護Ⅲ リハビリ 外科Ⅲ

保健管理・産業衛生Ⅲ ＪＲ東京総合病院 10:10～10:38 ＪＲ東京総合病院 ＪＲ仙台病院 10:10～10:45

ＪＲ東日本健康推進センター 村山　輝子 薬剤Ⅲ 田中　清和 菅原　弘光 糖尿病・腎臓Ⅱ

神奈川　芳行 【３２～３５】 ＪＲ東京総合病院 【９７～１００】

【１０～１４】 地域医療　10:24～10:45 加藤　良治 【７６～８０】 10:24～10:52 ＪＲ札幌病院

ＪＲ札幌病院 【５４～５７】 10:31～10:59 消化器Ⅰ 富樫　信彦

10:38～11:13 大村　早代 10:38～11:20 呼吸器・感染症Ⅰ ＪＲ札幌病院 【１１８～１２２】

緩和ケア・災害救急 【３６～３８】 大阪鉄道病院 中山　一郎

ＪＲ札幌病院 10:45～11:13 放射線 藤井　達夫 【１０１～１０４】 10:45～11:13

清水　斎 歯科口腔外科・耳鼻咽喉科 ＪＲ札幌病院 【８１～８４】 消化器Ⅱ10:52～11:13 循環器・先天性疾患Ⅰ

【１５～１９】 ＪＲ札幌病院 岡　時敬 10:59～11:27 ＪＲ札幌病院 ＪＲ広島病院

小林　一三 【５８～６３】 呼吸器・感染症Ⅱ 伊藤　美樹 寺川　宏樹

【３９～４２】 ＪＲ札幌病院 【１０５～１０７】 【１２３～１２６】

11:13～11:41 脳外科・内科　　11:13～11:34 市村　志保 11:13～11:41

整形外科・泌尿器科 名古屋セントラル病院 11:20～11:48 【８５～８８】 循環器・先天性疾患Ⅱ

大阪鉄道病院 竹林　成典 産婦人科 ＪＲ札幌病院

安田　宏之 【４３～４５】 ＪＲ東京総合病院 長谷川　徹

【２０～２３】 北條　智 【１２７～１３０】

【６４～６７】

日  程　表

第２日目（６月１１日　日曜日）



 

一般演題プログラム 

（６月１１（６月１１（６月１１（６月１１日日日日    日曜日）日曜日）日曜日）日曜日）    

第１会場第１会場第１会場第１会場        北北北北    星星星星    

保健管理・産業衛生Ⅰ保健管理・産業衛生Ⅰ保健管理・産業衛生Ⅰ保健管理・産業衛生Ⅰ    （（（（９：００～９：２８９：００～９：２８９：００～９：２８９：００～９：２８））））                            座長座長座長座長    ＪＲ東海健康管理センターＪＲ東海健康管理センターＪＲ東海健康管理センターＪＲ東海健康管理センター    遠田遠田遠田遠田    和彦和彦和彦和彦    

１ 脳卒中及び心筋梗塞に関する症例対照研究（J-ECOH研究）  

ＪＲ東海健康管理センター東京健康管理室 川島 正敏 

２ JR九州病院ドック健診での脂肪肝解析  

ＪＲ九州病院 中央検査室 有吉 大悟 

３ 人間ドック受診者における脂肪肝と腸腰筋量と脂肪化に関する検討 

ＪＲ九州病院 塩谷 正貴 

４ 職域におけるインフルエンザ予防接種の効果について 

東日本旅客鉄道株式会社 高崎鉄道健診センター 高橋 伸太郎 

保健管理・産業衛生Ⅱ（９：２８保健管理・産業衛生Ⅱ（９：２８保健管理・産業衛生Ⅱ（９：２８保健管理・産業衛生Ⅱ（９：２８～～～～10101010：：：：03030303））））                                                                座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院    佐藤佐藤佐藤佐藤    広和広和広和広和    

５ 業務への影響が懸念された新入社員の迷走神経反応に対する介入事例 

東海旅客鉄道株式会社健康管理センター 静岡健康管理室 横川 智子                     

６ 異動により、本人の症状と職場の負担感が軽減した、適応障害の一例 

ＪＲ東日本健康推進センター 柴田 愛                        

７ 「動力車操縦者養成課程における心理状況に関するアンケートについて（第二報）」 

ＪＲ東日本健康推進センター 山本 尚寿                        

８ 職場の新人教育の向上のために、職員の内面にフォーカスしていく試み       

JR札幌病院  保健管理部 前田 整 

９ 健康診断情報を活用した職場環境改善の取組み 

東海旅客鉄道株式会社 健康管理センター 三上 紗織 

保健管理・産業衛生Ⅲ保健管理・産業衛生Ⅲ保健管理・産業衛生Ⅲ保健管理・産業衛生Ⅲ    （１０：０３～１０：３８（１０：０３～１０：３８（１０：０３～１０：３８（１０：０３～１０：３８））））            座長座長座長座長    ＪＲ東日本健康推進センター神奈川ＪＲ東日本健康推進センター神奈川ＪＲ東日本健康推進センター神奈川ＪＲ東日本健康推進センター神奈川    芳行芳行芳行芳行    

10 当院における禁煙外来成績の検討         

 JR広島病院 呼吸器内科 餘家 浩樹 

11 飲食店での昼食による集団食中毒が疑われた事例への産業医の対応  

JR東日本健康推進センター 神奈川 芳行 

12 熱中症予防講話の取り組み及び今後の取り組みについて  

       西日本旅客鉄道株式会社 広島健康増進センター 衛生試験グループ 三好 一成 

13 車両部品の気吹き清掃を行う粉じん作業場の環境改善事例  

ＪＲ札幌病院 衛生試験室 水野  亮                     



14 循環式浴槽水のレジオネラ属菌検査における迅速検査法（遺伝子検出法）の検討              

JR東日本健康推進センター 衛生試験室 干鯛 健介 

緩和ケア緩和ケア緩和ケア緩和ケア・災害救急・災害救急・災害救急・災害救急    （１０：３８～１１：１３（１０：３８～１１：１３（１０：３８～１１：１３（１０：３８～１１：１３））））                                                            座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院        清水清水清水清水    斎斎斎斎 

15 早期からの緩和ケアの提供が、患者の願いを叶える支援につなげられる可能性     -           

JR札幌病院 緩和ケア室 緩和ケア認定看護師 佐藤 奈緒美 

16 外来における苦痛のスクリーニングの現状と課題  

大阪鉄道病院 緩和ケアチーム 山田 千幸                  

17 オピオイドから離脱できた慢性痛の１症例 

JR東京総合病院麻酔科・痛みセンター 有田 英子 

18 日本救急医学会認定ICLSコースの院内開催の経験  

JR札幌病院 麻酔科 清水 斎 

19 災害アクションカード作成の有用性  

JR東京総合病院 放射線科 岡﨑 孝晃 

整形外科・泌尿器科整形外科・泌尿器科整形外科・泌尿器科整形外科・泌尿器科    （１１：１３～１１：４１（１１：１３～１１：４１（１１：１３～１１：４１（１１：１３～１１：４１））））                                                        座長座長座長座長    大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道病院病院病院病院    安田安田安田安田    宏之宏之宏之宏之    

20 日本整形外科学会腰痛疾患質問票（JOABPEQ）を用いた腰椎疾患術後治療効果と患者満足度に関

する前向き研究  

大阪鉄道病院 整形外科 安田 宏之 

21 大腿骨近位部骨折手術後の移動能力調査  

JR広島病院  整形外科 中村 精吾 

22 日本人前立腺ラテント癌の最近の動向 

JR東京総合病院 泌尿器科 稲葉 裕之 

23 コレステリン結晶を含んだ陰嚢水腫の１例  

大阪鉄道病院 泌尿器科 米虫 良允 

第２第２第２第２会場会場会場会場        北北北北    斗斗斗斗    

看護看護看護看護ⅠⅠⅠⅠ    （９：００～９：２（９：００～９：２（９：００～９：２（９：００～９：２８８８８））））                                                                                                座長座長座長座長    大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道病院病院病院病院    岸本岸本岸本岸本    郁美郁美郁美郁美 

24 がん化学療法による抗がん剤曝露対策の見直しへの取り組み  

大阪鉄道病院 看護部 中島 いづみ 

25 外来化学療法における患者問診票・フローシートの統一に向けての取り組み 

～有害事象共通用語基準を活用して～  

大阪鉄道病院 看護部 化学療法委員会 竹下 左江子 

26 外来化学療法室看護師への教育とその評価  

ＪＲ札幌病院 看護部 八重樫 千香 

27 看護師のセルフケアにコラージュ療法を導入する試み  

ＪＲ札幌病院 臨床心理室 前田 整 

看護看護看護看護ⅡⅡⅡⅡ    （９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）                                                                                            座長座長座長座長    ＪＲ九州ＪＲ九州ＪＲ九州ＪＲ九州病院病院病院病院        山田山田山田山田    由美子由美子由美子由美子 



28 看護職員における手荒れに関する実態調査 

JR札幌病院 感染防止対策室 櫻田 玲子 

29 感染対策リンクナースによる医療廃棄物の適正廃棄に向けた取り組み  

大阪鉄道病院 看護部 藤田 歩 

30 統一した血尿の評価を目指して(第3報)～患者の視点からの血尿カラースケールの有用性～  

JR札幌病院 看護部 三浦 珠美 

31 乾癬患者の看護の実際～外来看護記録シートの活用～  

JR札幌病院 看護部 氏家 光都子 

看護Ⅲ看護Ⅲ看護Ⅲ看護Ⅲ    （９：５６～１０：２４）（９：５６～１０：２４）（９：５６～１０：２４）（９：５６～１０：２４）                                                                                    座長座長座長座長    ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院    村山村山村山村山    輝子輝子輝子輝子    

32 関節リウマチ患者にVAS評価表を用いた取り組み  

JR札幌病院 看護部 澤口 雅世 

33 クリプトコッカス髄膜炎の合併症により突如二重障害となりせん妄を起こした患者に対するア

プローチ～コミュニケーション再獲得まで～  

大阪鉄道病院 看護部 高谷 すみれ 

34 口腔粘膜炎症状の強い患者に対して『教える』から『支える』看護への転換  

大阪鉄道病院 画像診断センター 有薗 恵子 

35 医療療養病棟におけるアロマオイルを用いたタッチングの効果～SOAD スコアを用いた不穏状

態の評価～  

JR九州病院 看護部 中原 由季子 

地域医療地域医療地域医療地域医療    （１０：２４～１０：４５）（１０：２４～１０：４５）（１０：２４～１０：４５）（１０：２４～１０：４５）                                                                                        座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院    大村大村大村大村    早代早代早代早代        

36 在宅復帰支援システム構築への取り組みと現状  

JR仙台病院 看護部 菅原 貴恵 

37 地域包括ケア病棟における退院支援の現状と課題 

JR札幌病院 地域医療連携センター 鈴木 智恵 

38 地域包括ケア病棟の運営報告  

JR札幌病院 看護部 中村 清枝 

歯科口腔外科・耳鼻咽喉科歯科口腔外科・耳鼻咽喉科歯科口腔外科・耳鼻咽喉科歯科口腔外科・耳鼻咽喉科    （１０：４５～１１：１３）（１０：４５～１１：１３）（１０：４５～１１：１３）（１０：４５～１１：１３）                                            座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院    小林小林小林小林    一三一三一三一三 

39 閉塞性睡眠時無呼吸の治療における医科歯科医療連携の重要性  

JR東京総合病院 歯科口腔外科 青木 秀啓 

40 当科における閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）患者に対する口腔内装置（OA）を用いた治療  

大阪鉄道病院 歯科口腔外科 三田 和弘 

41 嚥下機能評価における咳テストの有用性について  

JR九州病院 渕上 和浩 

42 当科で扱った外耳道真珠腫症例の検討 

JR札幌病院 耳鼻咽喉科 久保 志保子 

脳外科・内科（脳外科・内科（脳外科・内科（脳外科・内科（１１：１３～１１：３４１１：１３～１１：３４１１：１３～１１：３４１１：１３～１１：３４））））                                                        座長座長座長座長    名古屋セントラル名古屋セントラル名古屋セントラル名古屋セントラル病院病院病院病院    竹林竹林竹林竹林    成典成典成典成典 



43 当科入院患者・手術患者における高齢化についての検討  

JR東京総合病院 脳脊髄神経外科 羽井佐 利彦 

44 若年性認知症、小脳性運動失調、視野障害で発症し、RT-QUIC 法で確定診断となった孤発性ク

ロイツフェルト・ヤコブ病の56歳男性例 

JR東京総合病院 脳神経内科 氷室 圭一 

45 新規治療への取り組み〜ボツリヌス療法とバクロフェン髄腔内投与療法〜 

名古屋セントラル病院 脳神経外科 竹林 成典 

第３会場第３会場第３会場第３会場        双双双双    葉葉葉葉    

薬剤薬剤薬剤薬剤ⅠⅠⅠⅠ    （（（（９：００９：００９：００９：００～９：２８～９：２８～９：２８～９：２８））））                                                                            座長座長座長座長    名古屋セントラル病院名古屋セントラル病院名古屋セントラル病院名古屋セントラル病院    寺井寺井寺井寺井    文廣文廣文廣文廣 

46 疑義照会に対する医師負担軽減への取り組み 

名古屋セントラル病院 薬剤科 上吹越 夕輝 

47 病院薬剤師による疑義照会支援プロトコルの実施 

JR広島病院 薬剤部 八島 菜摘 

48 ポリファーマシーに対する医療従事者連携会議の検討 

大阪鉄道病院 薬剤部 阿登 大次郎 

49 当院外来患者の湿布薬使用の現状調査 

JR九州病院 薬剤科 大畑 奈保子 

薬剤Ⅱ薬剤Ⅱ薬剤Ⅱ薬剤Ⅱ    （（（（９：２８～９：２８～９：２８～９：２８～10101010：：：：10101010））））                                                                                                    座長座長座長座長    ＪＲ札幌ＪＲ札幌ＪＲ札幌ＪＲ札幌病院病院病院病院    長谷川長谷川長谷川長谷川    功功功功 

50 携帯型持続注入器トレフューザtypeTⓇの5-FU注入精度について 

JR広島病院 薬剤部 森中 千恵子 

51 当院外科におけるRegorafenibの使用状況 

JR札幌病院 薬剤科 清水 敦也 

52 当院薬剤師の抗がん剤による職業性曝露への意識調査  

JR東京総合病院 薬剤部 吉田 孝 

53 当院の後発医薬品変更状況  

ＪＲ仙台病院 薬剤部 高日 大介 

131 イブリツモマブ チウキセタン治療における薬剤師の役割について －放射性医薬品の調製を

通して－ 

大阪鉄道病院  薬剤部  小牟田 豊 

132 術後腹膜炎を生じた患者に対するVCM投与の一症例 

大阪鉄道病院 薬剤部 辻本 亜理沙 

薬剤Ⅲ薬剤Ⅲ薬剤Ⅲ薬剤Ⅲ    （（（（10101010：１０～１０：３：１０～１０：３：１０～１０：３：１０～１０：３８８８８））））                                                                                    座長座長座長座長    ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院    加藤加藤加藤加藤    良治良治良治良治 

54 調剤過誤防止に向けた「計数調剤支援システム」の導入  

JR広島病院 薬剤部 西原  誠子 

55 当院における調剤過誤防止対策について 



ＪＲ札幌病院 薬剤科 池畑 和浩 

56 当院採用薬における粉砕調剤実施可否検討ツールの作成  

ＪＲ仙台病院 薬剤部 佐藤 丞 

57 当院における薬剤の転倒・転落への影響について                 

JR東京総合病院 薬剤部 工藤 陽一  

放射線放射線放射線放射線    （（（（１０１０１０１０：３８～１１：２０：３８～１１：２０：３８～１１：２０：３８～１１：２０））））                                                                                                座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院    岡岡岡岡        時敬時敬時敬時敬 

58 64列CTにおける冠動脈TBT（test bolus tracking）法の撮影タイミングのばらつきの改善方

法についての検討  

JR札幌病院 中央放射線室 河野 通晴 

59 GRASE法を用いた息止め３D-MRCP法の検討 

JR札幌病院 中央放射線室 菊田 俊 

60 低管電圧CTにおける撮影線量の検討 

JR仙台病院  放射線科 里村 美奈斗 

61  X線TV装置における術者・介助者の頭部被ばく線量の低減とその推定に関する検討  

JR九州病院 中央放射線室 永井 嘉明 

62 相互運用性を考慮した患者情報連携システムの構築  

JR広島病院 放射線科 戸政 達之 

63 肺気腫６症例にCT肺気腫計測ソフトを使用した使用経験 

JR札幌病院 放射線科 秋林 毅幸 

産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科    （（（（１１：１１：１１：１１：２０～１１：４８２０～１１：４８２０～１１：４８２０～１１：４８））））                                                                                座長座長座長座長    ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院    北條北條北條北條    智智智智     

64 子宮頚部上皮内病変と喫煙  

ＪＲ東京総合病院 産婦人科 北條 智 

65 ウォルフ管腫瘍の一例  

JR東京総合病院 臨床検査科 関 邦彦 

66 擦過細胞診が診断に有用であった一部に嚢胞状変化を伴う卵巣充実性腫瘍の１例  

JR広島病院  臨床検査科 中山 宏文 

67 凍結胚盤胞融解時におけるレーザー・アシステッド・ハッチングによる妊娠率の改善について  

大阪鉄道病院 臨床検査室 藤井 和則 

第４会場第４会場第４会場第４会場        鶴鶴鶴鶴    西西西西    

臨床検査・ＩＣＴⅠ臨床検査・ＩＣＴⅠ臨床検査・ＩＣＴⅠ臨床検査・ＩＣＴⅠ    （（（（９：００～９：２８９：００～９：２８９：００～９：２８９：００～９：２８））））                                                                    座長座長座長座長    ＪＲ広島ＪＲ広島ＪＲ広島ＪＲ広島病院病院病院病院    滝口滝口滝口滝口    友理子友理子友理子友理子 

68 新規線溶系測定試薬の検討―低分子線溶産物への反応性改善に注目して  

JR札幌病院 臨床検査室 白土 泰彦 

69  HbA1c測定機器（HPLC法）での精度管理の問題点の検討  

JR札幌病院 臨床検査室 外山 智貴 

70 胃腸炎症状を呈さず、血液培養からCampylobacter jejuni subsp.jejuniを検出した1症例  



JR札幌病院 臨床検査室 小池  祐史 

71 札幌地区におけるCREサーベイランスと当院の検出状況 

JR札幌病院 臨床検査室 小池  祐史 

臨床検査・ＩＣＴⅡ臨床検査・ＩＣＴⅡ臨床検査・ＩＣＴⅡ臨床検査・ＩＣＴⅡ    （９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）                                                                        座長座長座長座長    大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道病院病院病院病院    荻野荻野荻野荻野    史朗史朗史朗史朗    

72 当院における輸血後感染症検査実施率改善に向けた取り組み  

大阪鉄道病院 輸血管理室 田辺 真実 

73  Helicobacter pylori抗体試薬の基礎的検討  

JR広島病院 臨床検査科 滝口 友理子 

74  Bacillus属菌によるアウトブレイクに対する対策とその効果  

大阪鉄道病院 ICT 坂本 麗花 

75 当院における10年間でのMRSA検出の推移  

大阪鉄道病院 臨床検査室 内田 卓弥 

リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション    （９：５６～１０：３１（９：５６～１０：３１（９：５６～１０：３１（９：５６～１０：３１））））                                                        座長座長座長座長    ＪＲ東京総合ＪＲ東京総合ＪＲ東京総合ＪＲ東京総合病院病院病院病院    田中田中田中田中    清和清和清和清和 

76 ロボットスーツＨＡＬを用いたリハビリテーションの効果 

JR東京総合病院 リハビリテーション科 田中 清和 

77 足趾把持力を測定する「手と足の握力計®」の測定条件の検証 

JR東京総合病院 工藤 裕介 

78 頸部後屈が続く患者への用手微振動を用いた嚥下訓練  

名古屋セントラル病院 福本 里 

79 脳血管性パーキンソン症候群患者に対する方向転換動作改善に向けた理学療法の経験 

JR広島病院 リハビリテーション科 藤井 貴允 

80 当院当科リハビリスタッフ－看護師間における連携についての認識  

JR広島病院 高藤 真一郎 

呼吸器・感染症呼吸器・感染症呼吸器・感染症呼吸器・感染症    ⅠⅠⅠⅠ（１０：３１～１０：（１０：３１～１０：（１０：３１～１０：（１０：３１～１０：５９５９５９５９））））                                                            座長座長座長座長    大阪鉄道病院大阪鉄道病院大阪鉄道病院大阪鉄道病院    藤井藤井藤井藤井    達夫達夫達夫達夫 

81 感染性心内膜炎の関与が示唆されたびまん性肺胞出血の一例  

大阪鉄道病院 呼吸器内科 津田 誉至 

82  Endobronchial Watanabe Spigot(EWS)を用いて改善した有瘻性膿胸の1例 

大阪鉄道病院 呼吸器内科 玉垣 学也 

83 当科で経験したレジオネラ肺炎の2例 

JR広島病院 呼吸器内科 安武 美紀 

84 気管支鏡で診断しえた炎症性筋線維芽細胞性腫瘍(IMT）の１例 

JR広島病院 呼吸器内科 高原 由衣 

呼吸器・呼吸器・呼吸器・呼吸器・感染症感染症感染症感染症    ⅡⅡⅡⅡ（１（１（１（１０：５９０：５９０：５９０：５９～１１：２７～１１：２７～１１：２７～１１：２７））））                                                            座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院        市村市村市村市村    志保志保志保志保 

85 当院における非小細胞肺癌に対するニボルマブの使用状況と有害事象の報告 

JR札幌病院 薬剤科 菅野 慎哉 

86 発熱を欠く多彩な症状を呈し、診断に苦慮した化膿性脊椎炎の1例 



JR仙台病院 内科 村越 秀行 

87  複視で発症したサルコイドーシスの一例 

JR東京総合病院 呼吸器内科 川述 剛士 

88  当院における肺腺癌に対するオシメルチニブ使用経験例の臨床的検討 

JR東京総合病院  呼吸器内科 桑原 聖和 

第５会場第５会場第５会場第５会場        鶴鶴鶴鶴    中中中中    

外科Ⅰ外科Ⅰ外科Ⅰ外科Ⅰ    （９：００～９：２８）（９：００～９：２８）（９：００～９：２８）（９：００～９：２８）                                                                                        座長座長座長座長    ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院    土屋土屋土屋土屋    武弘武弘武弘武弘    

89 乳癌由来のＰＴＴＭが疑われ、肺動脈血細胞診を行った1例  

ＪＲ東京総合病院 臨床検査科 中澤 和久 

90 再発乳癌に対するpaclitaxel + bevacizumab投与の経験 

JR東京総合病院 乳腺外科 平田 勝 

91 広範囲に乳管内に伸展したパジェット病の1例 

JR九州病院 外科 自見 政一郎 

92 血胸を伴う転倒後多発肋骨骨折に対して Super FIXSORB®、Super FIXSORB MX40®による整復を

行った１例 

JR東京総合病院 呼吸器外科 土屋 武弘 

外科外科外科外科ⅡⅡⅡⅡ    （９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）（９：２８～９：５６）                                                                                                座長座長座長座長    ＪＲ九州病院ＪＲ九州病院ＪＲ九州病院ＪＲ九州病院    自見自見自見自見    政政政政一郎一郎一郎一郎    

93 当院での大腸癌Reduced Port Surgery (RPS)の位置付けと現状 

JR札幌病院 外科 鶴間 哲弘 

94  G-CSF産生大細胞肺癌の小腸転移の一例 

大阪鉄道病院 外科 畠山 知也 

95 膵癌術後腎転移の一切除例 

名古屋セントラル病院 消化器外科 大島 健司 

96 当科に於ける腹腔鏡下肝切除術の検討 

ＪＲ仙台病院 外科 菅原 弘光 

外科Ⅲ外科Ⅲ外科Ⅲ外科Ⅲ    （９：５６～１０：２４（９：５６～１０：２４（９：５６～１０：２４（９：５６～１０：２４））））                                                                                                座長座長座長座長    ＪＲ仙台病院ＪＲ仙台病院ＪＲ仙台病院ＪＲ仙台病院    菅原菅原菅原菅原    弘光弘光弘光弘光    

97 難治性腹水に対してデンバーシャント(腹腔-静脈シャント)を二期的に造設した1例 

大阪鉄道病院 放射線科 山下 政矩 

98 仙骨子宮靱帯挙上術 ( MaCall 法 ) を併用した腹腔鏡下直腸後方固定術の有用性  

JR広島病院 外科 吉田 誠 

99 良性腫瘍との鑑別が困難であった肺炎症性筋繊維芽細胞性腫瘍(PIMT)の１例 

JR東京総合病院 呼吸器外科 岩瀬 麻衣子 

100 オランダ・アッペ体験記：外科医が異国で手術をされて考えたこと 

JR九州病院 外科 田村 徹郎 

消化器消化器消化器消化器ⅠⅠⅠⅠ    （１０：２４～１０（１０：２４～１０（１０：２４～１０（１０：２４～１０：：：：５２５２５２５２））））                                                                                        座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院    中山中山中山中山    一郎一郎一郎一郎    



101 胆石胆嚢炎による胆嚢十二指腸瘻の一例 

JR仙台病院 消化器内科 菊地 亮介 

102  背部痛を契機に診断された膵腺房細胞癌の一例 

JR東京総合病院 消化器内科 阿部 創平 

103  外食・中食中心の胆石胆嚢炎患者の栄養指導について   

JR札幌病院 栄養管理室 鈴木 彩香 

104  EUS-FNAにて推定し得た膵神経内分泌腫瘍の１例 

JR東京総合病院 臨床検査科 恩田 雅弘 

消化器Ⅱ消化器Ⅱ消化器Ⅱ消化器Ⅱ    （１０：５２（１０：５２（１０：５２（１０：５２～１１～１１～１１～１１：：：：１３１３１３１３））））                                                                                        座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院    伊藤伊藤伊藤伊藤    美樹美樹美樹美樹 

105 当科での大腸ステント留置における狭窄長の計測法について  

JR九州病院 消化器内科 村石 純一 

106 消化管出血の季節変動について  

JR東京総合病院 消化器内科 岡本 真 

107 体外式超音波検査にて指摘し得た小腸穿孔性腹腔内膿瘍の１例  

JR仙台病院 臨床検査科 赤坂 和紀 

第６会場第６会場第６会場第６会場        鶴鶴鶴鶴    東東東東    

 

膠原病・血液膠原病・血液膠原病・血液膠原病・血液（９：００～９：３５）（９：００～９：３５）（９：００～９：３５）（９：００～９：３５）                                                                                座長座長座長座長    ＪＲ東京総合ＪＲ東京総合ＪＲ東京総合ＪＲ東京総合病院病院病院病院    氷室氷室氷室氷室    圭一圭一圭一圭一    

108  結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対するmTOR阻害剤長期治療成績 

JR東京総合病院 泌尿器科 波多野 孝史 

109  MPO－ANCA陽性の間質性肺炎の一例 

JR東京総合病院  臨床検査科 大友 梨恵 

110 （筋）筋膜性疼痛症候群と診断した慢性難治性疼痛の1症例  

ＪＲ東京総合病院 内科 菊池 猛 

111  乾癬性関節炎に関するMRIの検討 

JR東京総合病院 米永 健徳 

112  広範な紫斑で発症し、診断と治療に難渋した後天性血友病Ａの一例 

JR仙台病院 放射線科 松橋 俊夫 

糖尿病・腎臓Ⅰ糖尿病・腎臓Ⅰ糖尿病・腎臓Ⅰ糖尿病・腎臓Ⅰ    （９：３５～１０：１０）（９：３５～１０：１０）（９：３５～１０：１０）（９：３５～１０：１０）                                                                座長座長座長座長    ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院ＪＲ東京総合病院    深澤深澤深澤深澤    由香由香由香由香    

113  5年前に糖尿病性足壊疽を発症した3症例のその後の転機 

JR東京総合病院 小林 由佳 

114  インスリン自己抗体(IAA)単独陽性で急性発症自己免疫性1型糖尿病の診断に至った1例 

JR東京総合病院  糖尿病・内分泌内科 中川 佳子 

115  当院における「世界糖尿病デーイベント」の活動報告 

JR東京総合病院 薬剤部 葉梨 美和 



116  臨床検査技師の糖尿病療養指導への関わり 

ＪＲ東京総合病院 臨床検査科 大和 秋乃 

117  食品別食後血糖値の変化 

JR仙台病院 臨床検査科 石田 貴子 

糖尿病・腎臓Ⅱ（１０糖尿病・腎臓Ⅱ（１０糖尿病・腎臓Ⅱ（１０糖尿病・腎臓Ⅱ（１０：：：：１０～１０：４５）１０～１０：４５）１０～１０：４５）１０～１０：４５）                                                                            座長座長座長座長    ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院ＪＲ札幌病院    富樫富樫富樫富樫    信彦信彦信彦信彦    

118  当院でのSGLT-2阻害薬の尿蛋白減少効果に関する検討 

JR札幌病院 糖尿病内科 富樫 信彦 

119 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）合併2型糖尿病患者に対して、デュラグルチドが脂肪肝

と血糖コントロールに有効であった１例 

JR札幌病院 薬剤科 安田 祐也 

120礎疾患の経過観察中に指摘された常染色体優性多発性嚢胞腎に対し、新規治療を導入した一例 

JR東日本健康推進センター 金子 知代 

121 SGLT2阻害剤による糖尿病患者における心筋の電気的リモデリング改善の可能性 

JR札幌病院 循環器内科 大沼 義人 

122 梅毒が原因と思われたネフローゼ症候群の一例  

JR札幌病院 腎臓内科 吉田 英昭 

循環器・先天性疾患Ⅰ（１０：４５～１１：１３）循環器・先天性疾患Ⅰ（１０：４５～１１：１３）循環器・先天性疾患Ⅰ（１０：４５～１１：１３）循環器・先天性疾患Ⅰ（１０：４５～１１：１３）                                                        座長座長座長座長    ＪＲ広島ＪＲ広島ＪＲ広島ＪＲ広島病院病院病院病院    寺川寺川寺川寺川    宏樹宏樹宏樹宏樹    

123 胸部症状を労作時にも認める冠攣縮性狭心症患者に特徴があるか？ 

JR広島病院 循環器内科 寺川 宏樹 

124 高用量アセチルコリン負荷では診断がつかず引き続き施行したエルゴノビン負荷にて診断がつ

いた冠攣縮性狭心症の一例 

JR広島病院 教育研修部 松村 未来 

125  慢性心不全患者のデータベースの充実を図り、早期から退院指導を行う 

ＪＲ東京総合病院 髙瀬 綾乃 

126 運動負荷心エコーで診断できた機能的左室流出路狭窄の一例 

JR東京総合病院 臨床検査科 菅原 佑 

循環器・先天性疾患Ⅱ（１１：１３～１１：４１）循環器・先天性疾患Ⅱ（１１：１３～１１：４１）循環器・先天性疾患Ⅱ（１１：１３～１１：４１）循環器・先天性疾患Ⅱ（１１：１３～１１：４１）                                                            座長座長座長座長    ＪＲ札幌ＪＲ札幌ＪＲ札幌ＪＲ札幌病院病院病院病院    長谷川長谷川長谷川長谷川    徹徹徹徹    

127 早期のバルーン拡張および引き続き施行したCatheter-directed thrombolysis (CDT)が著効し

た深部静脈血栓症の一例 

JR広島病院 教育研修部 飯島 綾 

128 直腸腫瘍手術前２D・３D心エコー検査により見つけられた、人工弁置換術後感染性心内膜炎の

１例：その後  

佐野市民病院 臨床検査部 三木 康司 

129 ゴーシェ病の骨病変に対する酵素補充療法の有効性 

名古屋セントラル病院 ライソゾーム病センター 坪井 一哉 

130 若年性脳梗塞を発症し、同時期に聴覚・平衡覚障害を併発したファブリー病の1例 



名古屋セントラル病院 ライソゾーム病センター 山本 浩志 

 




