
ポスターセッション　1日目

会場：レアンジェ

番号 演題名

【座長】今野 里美　松口循環器科・内科医院

1P-1 坂口　隆啓 大阪府富田林医師会 強化型在宅療養支援病院・診療所―富田林市の取り組み

1P-2 木島　庸貴 島根大学医学部　総合医療学講座
高齢化が進んだ地域での在宅患者の臨時往診時に緊急入院となった症例と
その頻度について

1P-3 村島　久美子
医療法人社団プラタナス　桜新町アー
バンクリニック

認知症初期集中支援チームにおける作業療法士の役割

1P-4 郡　隆之 利根中央病院
遠隔医療を併用した訪問診療の安全性と有効性の評価に関する多施設前向
き研究

1P-5 山口　竜司 山口診療所 在宅漢方2　生活を支える漢方

1P-6 今野　里美 松口循環器科・内科医院
癌性リンパ管症を伴う肺癌患者の１５日予後予測モデル新規作成　〜未来に
つながる在宅での終末期医療のために〜

【座長】藤田 拓司　医療法人拓海会　神経内科クリニック

1P-7 藤田　拓司 拓海会　神経内科クリニック 在宅患者の急性期病院への入院阻害因子～在宅医の視点から～

1P-8 境野　晋二朗
すずかけセントラル病院　放射線治療
センター

がん治療における在宅医療と放射線治療の連携

1P-9 小島　香
国立長寿医療研究センター　機能回復
診療部

在宅医療支援における病院内セラピストの関わりに関する考察

1P-10 小田　ゆう子 坂の上在宅医療・介護相談所
新たな社会資源の活用として    家や施設で看取りを行う『多死社会』の時代
を迎えて

1P-11 三村　卓司
社会医療法人  緑壮会　金田病院　外
科

在宅医療の支援で地域中核病院ができること

1P-12 近藤　秀一 東埼玉病院総合診療科
訪問診療中の患者が一時入院となった際に介入されていた内容についての
検討

【座長】木村 洋輔　大和クリニック

1P-13 友松　郁子 あおぞら診療所
居住系施設の介護職を対象とした終末期ケア研修会   ～施設の枠を超えて
地域で共に学び合う～

1P-14 德永　明美
社会福祉法人　山陵会　特別養護老
人ホーム　フラワーホーム

特養における看取りケア　－ ひとつでも多くの願いを叶えて、この世に存在し
た証を －

1P-15 三井　いずみ 甲府共立病院 グループホームへの訪問診療

1P-16 金子　信子 まんだ歯科医院
高齢者施設における服薬によって薬剤性の嚥下障害を引き起こす可能性の
ある薬剤調査

1P-17 生島　雅士 あじさいクリニック 居住系施設における死亡状況に関する検討

1P-18 水津　亜紀子 わたなべクリニック
施設での看取りが円滑に進められなかった一例  －在宅支援診療所における
看取りの現状－

【座長】望月 亮　保原中央クリニック　家庭医療科/在宅診療部，福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座

1P-19 松木　孝道 藤沢本町ファミリークリニック
草の根自然発生的な「顔が見える」多職種連携の試み：最期まで家で生きるプ
ロジェクト in 藤沢　(S.I.I. Project in Fujisawa)

1P-20 市川　裕理 南部町在宅医療連携協議会 高齢者の生活を支える，南部町在宅医療連携協議会の取り組み

1P-21 立石　彰男 宇部協立病院 地域連携・在宅医療科
クラウド型情報共有システム（在宅医療連携システム“ゆい”）は多職種協働を
進めるか？

1P-22 伊東　展宏 ひらまつ在宅療養支援診療所
在宅療養を支えるICTネットワークの構築へ向けて～ほたる在宅ネットのアン
ケート調査より～

1P-23 塚田　恵鯉子 佐久総合病院地域ケア科
事業所間の交流研修を通じた顔の見える関係構築の効果検証～悩むより研
修に行くべし～

1P-24 古谷　篤子 （株）コムファ　なの花薬局南郷店 在宅訪問　こんなに使える薬剤師！

【座長】西澤 由佳　坂の上ファミリークリニック

1P-25 奥村　圭子
医療法人メディライフ　在宅総合セン
ターメディライフ

当事業所が担当する在宅要介護高齢者の主介護者に重度介護負担感があ
る場合、６か月後の在宅介護生活継続に影響を与えるか

1P-26 坂本　修 もりおか往診クリニック
多職種共同を簡単に行える在宅医療連携システム「ゆい」について２ ―　アン
ケート調査で判明した在宅医療連携システムの課題　ケアマネの利用―

1P-27 沼井　拓郎
医療法人ゆうの森はりきゅうマッサー
ジ治療院クローバ

成人脳性麻痺患者への訪問マッサージを通じて得られた効果

1P-28 柏原　修一 一般社団法人 福島県鍼灸師会
福島県内における在宅鍼灸医療の実態と地域包括ケアへの参入についての
考察

1P-29 平瀬　則浩 （公社）日本鍼灸師会 末期癌の疼痛、不定、愁訴に対する鍼灸治療

1P-30 永吉　裕子 医療法人ゆうの森 呼吸器疾患終末期患者へのマッサージと刺さない鍼のケア

施設での在宅医療

連携・多職種協働（1）

発表者

未来につながる在宅
医療の実践・研究

在宅医療の後方支援

連携・多職種協働（2）



【座長】西田 美幸　桜新町アーバンクリニック

1P-31 市野　真由美
医療法人社団プラタナス　松原アーバ
ンクリニック

認知症の独居患者を在宅で看取った一例

1P-32 古屋　聡 山梨市立牧丘病院 小規模病院での訪問看護を中心とした連携の一症例

1P-33 新森　加奈子 東埼玉病院　総合診療科
訪問診療依頼があった癌患者における診療情報提供書の記載内容について
の検討

1P-34 浜　絵里子
医療法人社団壮仁会　三鷹あゆみクリ
ニック

医療拒否のある未受診者への訪問健診プロジェクト

1P-35 遠藤　美紀 仙台往診クリニック　研究部
介護員によるたん吸引等の医療的ケアが制度化されたことにより、在宅医療
を支える人材育成は促進されたのか

1P-36 坂本　秀生
神戸常盤大学保健科学部　医療検査
学科

Mobile Health Check(MHC)の効果と「お元気でっCar」への期待

【座長】田中 茂樹 　蒲田リハビリテーション病院

1P-37 吉田　和紀 ゆみのハートクリニック
多職種心不全クリニックにおける「患者の意思決定支援」を目的とした介護・
福祉と医療の連携

1P-38 山下　いづみ 地域包括支援センター和合
介護支援専門員への情報発信を継続し、多職種連携へと発展した取り組み
～顔の見える関係作りの効果～

1P-39 矢尾　知恵子
社会医療法人　河北医療財団　河北訪問
看護・リハビリステーション阿佐ヶ谷

医薬看連携による円滑に実施できる在宅ＰＣＡ管理の現状報告

1P-40 春本　静子
医療法人ゆうの森　訪問看護ステー
ション　コスモス

精神状態が不安定な妻が、夫の為に最期までやりきった感が持てる自宅での
看取りを、チームでサポートすることが出来た事例

1P-41 元木　薫
独立行政法人国立長寿医療研究セン
ター

在宅医療支援病棟看護師と訪問看護師との在宅医療支援意見交換会の結
果報告―在宅看取りを支援する看護師間の連携課題の検討―

1P-42 日下部　みどり コールメディカルクリニック福岡 がん患者の看取りにおける在宅支援体制の検討

【座長】鈴木 裕介　名古屋大学医学部附属病院

1P-43 都築　晃
藤田保健衛生大学　地域包括ケア中
核センター

在宅医療・介護人材育成を中心とした大学による新しい地域包括ケアシステ
ム支援モデルの試み

1P-44 白石　吉彦 隠岐広域連合立隠岐島前病院 住民参加型の研修医報告会の試み　～医療の在り方を考える～

1P-45 平　洋 群馬家庭医療学センター　通町診療所 在宅医療に関わる研修医の「振り返りシート」から見えてきたもの

1P-46 奥　知久 諏訪中央病院　内科
教育ツールとしてのポートフォリオが臨床現場に与えるもの　～研修者の立場
から～

1P-47 高木宏明 諏訪中央病院
教育ツールとしてのポートフォリオが臨床現場に与えるもの　～指導者の立場
から～

1P-48 胡　暁華
飯塚病院　総合診療科　頴田病院　家
庭医療プログラム

大病院医師への在宅医療意識を高める取り組みの一例

【座長】皆川 頼一　会田記念リハビリテーション病院

1P-49 片山　智栄
医療法人社団プラタナス　桜新町アー
バンクリニック

認知症初期集中支援サービスモデル事業実践中途報告

1P-50 堤　俊太 秋田大学医学部医学科 聞き書き隊、出陣！

1P-51 大原　宏夫 総合南東北病院 在宅医療センター
在宅療養導入時・終末期に際し臨床倫理学的対話の活用による患者・介護者
とのコミュニケーションの改善の検討

1P-52 檜田　佳代
医療法人ゆうの森　たんぽぽクリニック
リハビリテーション課

演じるという視点から見る治療的コミュニケーションの可能性について

1P-53 小松　裕和 佐久総合病院地域ケア科
「ソーシャル・ネットワーク」と「ソーシャル・キャピタル」から考える医療と介護と
の連携

1P-54 前田　圭介
玉名地域保健医療センター 内科，玉名地
域保健医療センター 摂食嚥下栄養療法部

食支援のすそ野を広げる、輪を広げる~医師会病院の社会活動~

【座長】葛谷 雅文　名古屋大学大学院　地域在宅医療学・老年科学

1P-55 佐藤　麻衣 まちのナースステーション　八千代
『胃瘻造設を拒否した利用者の意思決定を地域ケアで支える』～多職種での
チームアプローチの中で、訪問看護ステーションの役割を考察する～

1P-56 吉田　真希 ゆみのハートクリニック 慢性心不全の在宅ケアにおけるアドバンスディレクティブ

1P-57 本多　千鶴
大分県医療生協　けんせいホームケア
クリニック

その人らしく生きられるために　～移り行くそれぞれの想い～

1P-58 礒部　加奈子 聖隷浜松病院
多職種と連携しながら患者の意思と家族の意向を反映した退院調整を振りか
える

1P-59 小野沢　滋
北里大学病院　トータルサポートセン
ター部

大学病院外来における終末期がん患者数の推定

1P-60 梶原　由美
社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア
病院　連携推進部　医療相談

インフォームドコンセントにおける看護師の役割～ホームレス患者の意思決定
支援を通して～

意志決定支援

新しい取り組み（2）

連携・多職種協働（3）

新しい取り組み（1）

連携・多職種協働（4）



【座長】長尾 智子　東京西部保健生活協同組合 上井草診療所

1P-61 戸泉　めぐみ オレンジキッズケアラボ
重度障害を抱える子どもの母親への支援を考えて･･･　〜ママ‘ｓ　エンパワー
メント〜

1P-62 髙橋　真琴
船橋南部在宅療養研究会・板倉訪問
クリニック

船橋南部地域における介護負担調査  Zarit介護負担尺度短縮版J-ZBI_8を用
いて

1P-63 木村　てるみ のざと診療所 在宅死された患者の遺族訪問を実施して

1P-64 尾山　直子
医療法人社団プラタナス　桜新町アー
バンクリニック

延命治療中止を決断した家族への意思決定支援と看護

1P-65 須田　名奈 居宅介護支援事業所コスモス 母の味を覚えたい～末期がんの母と知的障がいを持つ兄妹への関わり～

1P-66 田中　渉
（有）ケアパック石川　リハビリ訪問看
護ステーション

介護負担感の軽減に対する介入を視野に入れた評価スケールの作成に向け
た取り組み（第1報）

会場：桃山

番号 演題名

【座長】岩野 歩　コールメディカルクリニック福岡

1P-67 辻　典子
名古屋大学大学院医学系研究科地域
包括ケアシステム学寄附講座

コメディカルを対象とした在宅医療の当面の課題に関する意識調査（その１）

1P-68 井上　雅博
脳神経センター大田記念病院　地域支
援部　訪問診療課

脳卒中急性期病院における在宅医療の展開と課題

1P-69 高木　暢 多摩ファミリークリニック
訪問診療新規立ち上げから1年を振り返っての当院、地域、患者・家族それぞ
れの課題と方策

1P-70 高木　暢 多摩ファミリークリニック
寝たきり褥瘡形成を契機に地域包括が介入し、多職種連携で褥瘡を治癒でき
たが虐待が表面化し入院となってしまったケースの一例報告

1P-71 長屋　直樹 東京トータルライフクリニック 当院で経験したHIV脳症の在宅ターミナルケアの一例

1P-72 山本　美和 富山協立病院
前傾側臥位による体位管理で無呼吸・唾液誤嚥が改善し、安定した在宅生活
が可能となった、高度アルツハイマー型認知症の１症例

【座長】坂本 仁　医）社団　坂本医院

1P-73 木村　琢磨 北里大学医学部総合診療医学 訪問診療・訪問看護における経鼻胃管の交換に関する実態調査

1P-74 土屋　瑠見子 東京大学高齢社会総合研究機構 訪問診療・訪問看護における気管カニューレの交換に関する実態調査

1P-75 吉江　悟 東京大学高齢社会総合研究機構 訪問診療・訪問看護における尿道カテーテルの交換に関する実態調査

1P-76 吉江　悟 東京大学高齢社会総合研究機構
訪問診療・訪問看護における医療処置に必要な材料の調達に関する実態調
査

1P-77 廣瀬　貴久
名古屋大学大学院医学系研究科地域
包括ケアシステム学寄附講座

在宅要介護高齢者の老年症候群の集積と入院、死亡リスクとの関係

1P-78 洪　英在
国立長寿医療研究センター　在宅連携
医療部

在宅高齢者の生命予後に関する研究～栄養指標は予後予測として有効か～

【座長】大友 宣　湘南国際村クリニック

1P-79 筧　孝太郎 北里大学医学部　総合診療医学
子弟が開業継承をすることを契機に、在宅医療へ新規参入する開業医の実態
に関するパイロット調査

1P-80 レシャード・カレッドレシャード医院 在宅診療における各種処置の管理を左右する因子の検討

1P-81 大友　宣
社会福祉法人　日本医療伝道会　湘
南国際村クリニック

在宅療養支援診療所における在宅認知症患者の横断研究

1P-82 石賀　丈士 いしが在宅ケアクリニック 地方における在宅医療のあり方　～　四日市モデルの提案　～

1P-83 中山　明子 のざと診療所　往診部
地域を意識した訪問スケジュールの再構成の準備・障害と時間短縮効果につ
いて

1P-84 外山　哲也 東埼玉病院　総合診療科 在宅療養環境の類型化の試み　～患者と介護者の居場所をめぐって～

【座長】長田 牧江　どちペインクリニック　玉穂ふれあい診療所

1P-85 松平　泉
聖隷福祉事業団　訪問看護ステーショ
ン細江

ターミナルケアにおける訪問看護の役割　～ターミナルチェック表を用いて～

1P-86 古川　良三
医療法人ゆうの森　訪問看護ステー
ション　コスモス

臨床指導の在り方の一考察　～学生アンケートから見えてきたやりがいを見
出す実習指導～

1P-87 垣野内　恵子
聖隷福祉事業団　訪問看護ステーショ
ン住吉第二

新入職者に伝える訪問看護のOJT

1P-88 澤田　さゆみ 訪問看護ステーション　コスモス 医療依存度の高い婦人科がん療養者の在宅看護を通じての学び

1P-89 石川　奈津江 仙台往診クリニック 在宅療養中の褥瘡ケア

1P-90 畑　吉節未 神戸常盤大学保健科学部看護学科 ポイント・オブ・ケアテスティングが創出する新たな訪問看護師像

家族ケア・グリーフケア

発表者

在宅医療（1）

在宅医療（2）

在宅医療（3）

訪問看護



【座長】奥山 尚　奥山内科クリニック

1P-91 太田　圭祐 名古屋大学脳神経外科
脳塞栓症を繰り返す患者に対してＩＮＲ簡易測定器（INRatio２®）を用いた患者
自己測定によるＩＮＲコントロールの試み

1P-92 椎井　徹 銀座ヒロクリニック 痙縮治療による介護負担の軽減

1P-93 小川　信 サザン・リージョン病院外科
在宅診療を希望した甲状腺未分化癌患者に対して輪状甲状靭帯切開を施行
した1例

1P-94 岡田　拓也 岡田医院在宅医療部 当院における糖尿病患者の実態

1P-95 佐々木　潔子 仙台往診クリニック 人工呼吸器装着した筋萎縮性側索硬化症の急性胆嚢炎の2例

【座長】安達 奈都　新宿ヒロクリニック

1P-96 吉本　明子 新宿ヒロクリニック 在宅診療における癌末期の消化管閉塞症状に対するオクトレオチドの有用性

1P-97 西崎　久純 仙台往診クリニック
意識障害をきたした乳癌末期多発脳転移患者が、5か月後に買い物ができる
ようになるまで

1P-98 小串　哲生 忠和クリニック 高齢者腎不全患者に対する在宅医療

1P-99 井澤　菜緒子
医療法人鳥伝白川会　ドクターゴン診
療所

小脳失調が残存した小脳炎が疑われる1例

1P-100 袴田　智伸
医療法人社団プラタナス　桜新町アー
バンクリニック

膝関節注射にてADL改善が認められた在宅診療症例についての考察

【座長】山本 貴子　Y’s 栄養オフィス

1P-101 塩野﨑　淳子 仙台往診クリニック
在宅ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者の「食べたい」を支援する在宅訪問栄養
指導

1P-102 金子　康彦
独立行政法人国立長寿医療研究セン
ター

嚥下食料理教室の取り組みと継続に向けた今後の課題の検討

1P-103 今泉　良典
独立行政法人国立長寿医療研究セン
ター

在宅栄養管理のサポート体制構築に向けた研究　　―第２報　患者・家族に向
けたアンケート報告―

1P-104 町田　真実 山梨市立牧丘病院　栄養課
病棟から在宅へ　～病院管理栄養士が行う訪問栄養指導の取り組みについ
て～

1P-105 藤田　かほる 東埼玉病院栄養管理室
管理栄養士と医師との連携の意義とは　～在宅訪問栄養食事指導の実践か
らの探索～

1P-106 横田　早知
医療法人社団　守一会　北美原クリ
ニック

小容量・高濃度の濃厚流動食を用いた胃ろう管理の経験

【座長】舩木 良真　三つ葉在宅クリニック

1P-107 平野　和恵
一般社団法人南区医師会　南区医師
会訪問看護ステーション

訪問看護認定看護師によるインターネットを活用した全国縦断勉強会（たねっ
と）の効果と課題

1P-108 井上　祥
湘南いなほクリニック/横浜市立大学
大学院医学研究科

在宅チーム診療におけるクラウド型電子カルテの有用性

1P-109 市川　万邦
南部町医療センター、南部町在宅医療
連携協議会

クラウド型グループウェア、サイボウズlive○Rを用い、家族を含めて病診連携
したグループホーム入所中認知症患者の悪性リンパ腫症例

1P-110 北山　摂
医療法人社団プラタナス　桜新町アー
バンクリニック

ICTによる地域医療連携支援システムを広めるための改善策

1P-111 長谷川　高志
群馬大学医学部附属病院システム統
合センター

厚生労働科学研究による在宅医療へのＩＴ活用の事例調査（遠隔医療、情報
共有システム）

【座長】鳥羽 昭三　坂の上ファミリークリニック

1P-112 藤吉　理夫 医療法人　理秀会　なんば南藤吉医院
患者情報をスムーズに共有するために～サイボウズライブとチームカルテに
ついて～

1P-113 土屋　淳郎 土屋医院 豊島区におけるメディカルケアステーション(MCS)を用いた多職種連携の試み

1P-114 土屋　淳郎 土屋医院
豊島区におけるメディカルケアステーション(MCS)を用いた病診・診診連携の
試み

1P-115 白石　裕子
隠岐広域連合立隠岐島前病院　国民
健康保険西ノ島町立浦郷診療所

まめネット～地域医療ネットワークと病診連携を活用した症例報告　ネットでつ
なげよう、つながろう！

【座長】寺田 尚弘　釜石ファミリークリニック

1P-116 山田　和子 坂の上ファミリークリニック 当院の災害対策の取り組みと課題

1P-117 吉岡　裕太
医療法人　鳥伝白川会　ドクターゴン
診療所

病院、診療所及び介護老人保健施設と訪問看護ステーションからの在宅リハ
ビリテーションの適用保険の違いと今後の展望

1P-118 泰川　恵吾 ドクターゴン診療所 小離島巡回診療所からの在宅医療

1P-119 大西　丈二
三重大学地域包括ケア・老年医学産
学官連携講座

三重県度会郡南伊勢町における在宅医療の現況調査と考察

1P-120 泰川　恵吾 ドクターゴン診療所 小離島における医療費患者負担の現状

僻地在宅医療・災害時
の在宅医療

ITの活用(1)

ITの活用(2)

診断・治療（1）

診断・治療（2）

栄養管理


