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優秀演題発表1
7月 14日（日）9：00～10：00 第 2会場（京王プラザホテル 新宿 5F コンコードA）

座長 福田 能啓 医療法人協和会第二協立病院

座長 山岸 暁美 慶應義塾大学医学部公衆衛生学

1 歯科主導型医科歯科併設診療所の待合室に設置されたキッチンスペースにおいて定期的に実施している「まち
カフェ」としての健康料理教室やセミナー ……………………………………………………………………………315
猪原 健 医療法人社団敬崇会猪原歯科・リハビリテーション科

2 災害公営住宅在住者の栄養課題の把握と解決のための食の支援方法の検討 ………………………………………315
奥村 圭子 認定栄養ケア・ステーション杉浦医院/地域ケアステーションはらぺこスパイス

3 ナースカー運用による地域医療貢献への試み …………………………………………………………………………315
蒲池 正顕 姫野病院

4 「認知症対応型グループホームにおける看取り：介護福祉士と看護師の連携」常勤看護師が不在の認知症対応型
グループホームにおけるより良い看取りの検討 ………………………………………………………………………315
糸川 綾乃 医療法人社団創福会訪問看護ステーションふくろう等々力

5 有床診療所における在宅移行を目的とした食支援 ……………………………………………………………………316
田中 志昂 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック

6 当院におけるグリーフケア実施報告～7つの指標の見直しと今後の課題について～ ……………………………316
奥田 瑠里 つばさクリニック

優秀演題発表2
7月 14日（日）10：00～11：00 第 2会場（京王プラザホテル 新宿 5F コンコードA）

座長 日下部明彦 横浜市立大学総合診療医学

座長 荒金 英樹 愛生会山科病院外科

7 高齢者の原家族を視野に入れた在宅ケアについて～ジェノグラムワーク面接の施行 ……………………………317
堀越由紀子 東海大学

8 外来リハに通う発達障がい児の特有の困難さとGISを用いた福祉避難所に必要な配慮の検討…………………317
中井 寿雄 金沢医科大学看護学部

9 在宅における気管切開の管理法についての全国調査 …………………………………………………………………317
南條 浩輝 医療法人輝優会かがやきクリニック

10 鎌倉地域における在宅療養患者処方薬剤の実地調査と必要度評価～大規模災害に備えて～ ……………………317
長谷川太郎 湘南おおふなクリニック

11 ALS患者に対する訪問リハビリテーションでのレジスタンス exと全乳摂取の併用効果について：ランダム化
比較試験 ……………………………………………………………………………………………………………………318
武藤 友和 医療法人社団明世会成城内科

12 地域内の多職種協働に参加する訪問看護ステーション管理者の属性 ………………………………………………318
木全 真理 東京大学高齢社会総合研究機構
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最優秀演題候補発表
7月 14日（日）11：00～12：00 第 2会場（京王プラザホテル 新宿 5F コンコードA）

座長 望月 弘彦 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科

座長 茅根 義和 東京共済病院緩和ケア内科

1 大阪市浪速区における医療介護連携システム：Aケアカードについて～医師会が種を蒔き多職種で育てている
連携システムの現状と今後～ ……………………………………………………………………………………………319
藤吉 理夫 医療法人理秀会なんば南藤吉医院/大阪府浪速区医師会

2 筋萎縮性側策硬化症の在宅療養者の人工呼吸器装着に関する意思決定の際に望む情報～看取った家族への質問紙
調査から～ …………………………………………………………………………………………………………………319
白子 千春 東京都立神経病院地域療養支援室

3 在宅療養者と主介護者の主観的幸福感の実態とその要因～在宅療養生活「しあわせ」アンケートの結果からの
考察～ ………………………………………………………………………………………………………………………319
古谷 靖子 高島市役所

4 特定単一有料老人ホームにおけるポリファーマシーの検討 …………………………………………………………319
安彦 智博 コンフォガーデンクリニック/曙ユーカリが丘クリニック

5 在宅医療と急性期病院の連携促進のための地域ルール構築に向けた取り組み～当事者双方に聴き取りし課題を
抽出→論点化→公開シンポジウムで地域ルールを生み出す手法～ …………………………………………………320
星野 大和 松戸市在宅医療・介護連携支援センター

6 在宅医療における医療の質の評価指標に関する意識調査～医師・看護師は、何を重視して在宅療養を支援している
のか～ ………………………………………………………………………………………………………………………320
荒井 康之 医療法人アスムス生きいき診療所・ゆうき
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ポスターセッション1 摂食嚥下障害患者の食支援1

7月14日（日）9：30～10：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 飯島 正平 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

P1-1 在宅療養支援有床診療所における食支援の新しい形～終末期の点滴の悪循環から最期まで食べる食支援へ～ 321
永井 康徳 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック

P1-2 地域一体型NSTの構築に向けての多職種連携と在宅NST事例について ………………………………………321
田口 充 鶴岡協立リハビリテーション病院

P1-3 在宅移行は摂食嚥下障害患者の療養生活を支えるか …………………………………………………………………321
矢島 悠里 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック/日本歯科大学附属病院口腔リハビリテー

ション科

P1-4 在宅患者に対する摂食支援の実態と予後に関与する因子の検討 ……………………………………………………321
古屋 裕康 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック/日本歯科大学附属病院口腔リハビリテー

ション科

P1-5 急性期基幹病院と連携した「嚥下ショート」の取り組み ……………………………………………………………322
佐藤 芳 セントシェアハウス株式会社みんなのまち岩城

ポスターセッション2 摂食嚥下障害患者の食支援2

7月14日（日）10：30～11：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 川島由起子 長野県立大学食健康学科

P2-1 高齢化社会における多職種連携による食支援―嚥下内視鏡検査の活用― …………………………………………323
滝内 宏樹 つばさクリニック

P2-2 「おいしくお酒を飲みたい」を家族と共に叶えることができた一例 ………………………………………………323
金沢 一恵 かがやきクリニック

P2-3 サルコペニアの嚥下障害に対し、在宅での自主トレーニングと定期的評価が重要と考えられた一例 …………323
柳澤 優希 富山医療生活協同組合富山協立病院

P2-4 四分割表を用いた多職種倫理カンファレンスの結果、患家で嚥下食による食事会を開催する事になった神経難病
患者の一例 …………………………………………………………………………………………………………………323
今川 敏希 クリオ訪問看護リハビリステーション

P2-5 病院から在宅への継続的な食支援を目指して～つばさクリニック在宅栄養サポートチーム 言語聴覚士の役割と
課題～ ………………………………………………………………………………………………………………………324
赤澤 薫 医療法人つばさつばさクリニック

P2-6 医科歯科連携で病院と地域をつなぐ食支援を行った被殻出血による摂食嚥下障害の症例 ………………………324
田實 仁 医療法人仁慈会太田歯科医院歯科訪問診療センター

ポスターセッション3 在宅医療の質を評価する指標1

7月14日（日）14：00～14：50 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 清水 政克 医療法人社団清水メディカルクリニック

P3-1 ミックス型訪問診療所同行看護師の立場から支えるELC……………………………………………………………325
日谷 美樹 太田医院

P3-2 在宅医療患者の診療・介護上の主問題についての考察 ………………………………………………………………325
盛田 真樹 医療法人社団仁明会齋藤病院

P3-3 当院における往診の実態調査報告 ………………………………………………………………………………………325
遠周 孝子 ゆみのハートクリニック

P3-4 47都道府県の第7次医療計画在宅医療分野における評価指標の設定状況 ………………………………………325
松本 佳子 埼玉県立大学研究開発センター/東京大学高齢社会総合研究機構
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P3-5 往診判断基準に Fever Triage score for Home care を用いた取り組み ………………………………………326
小林 由佳 ゆみのハートクリニック

ポスターセッション4 在宅医療の質を評価する指標2

7月14日（日）14：50～15：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 井上 善文 大阪大学国際医工情報センター栄養ディバイス未来医工学共同研究部門

P4-1 クリニックと施設の連絡体制～なぜ「ファーストコール＝主治医」が良いといわれるのか～ …………………327
出羽 孝枝 松原アーバンクリニック施設在宅医療部

P4-2 機能強化型在宅療養支援診療所における救急搬送症例の検討 ………………………………………………………327
井上 淑恵 医療法人社団悠翔会在宅クリニック品川

P4-3 医師、患者、主介護者間の信頼関係構築のためのソーシャルスタイル理論の有効性の検証 ……………………327
岩﨑 有美 医療法人双樹会よしき往診クリニック

P4-4 訪問看護ステーション（ST）の現状と課題についての考察 ………………………………………………………327
辻 典子 名古屋大学医学部附属病院地域連携・患者相談センター

P4-5 在宅診療におけるホルター心電図導入の検討 …………………………………………………………………………328
石川 昌弘 さくらライフ市川クリニック

ポスターセッション5 地域連携室の活動

7月14日（日）9：30～10：10 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 中井 滋 藤田医科大学医療科学部臨床工学科

P5-1 医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 …………………………………………329
三原 一郎 三原皮膚科/山形県鶴岡地区医師会地域医療連携室ほたる

P5-2 A病院における退院支援介入患者の長期入院に関連する要因―ICD-10における循環器系疾患に焦点をあてて―
………………………………………………………………………………………………………………………………329
深井 彩 富山大学附属病院医療福祉サポートセンター

P5-3 在宅デスカンファレンスからの学び ……………………………………………………………………………………329
石岡加代子 社会医療法人社団健友会中野共立病院

P5-4 地域住民と専門職をつなぐ事務職の役割～多職種連携を構築する事務職の活動について～ ……………………329
小林 恵実 医療法人社団CMCコールメディカルクリニック広島

ポスターセッション6 病院と在宅医療が連動/連携する活動1

7月14日（日）10：20～11：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 山本 憲康 丹波篠山市国民健康保険今田診療所

P6-1 地域包括ケアシステムを活用した在宅腎不全医療 full-assisted PD system …………………………………330
松岡 初美 望星会木更津クリニック在宅医療部

P6-2 がん患者における病診連携の課題 ………………………………………………………………………………………330
瀧本しおり みさとホームケア診療所

P6-3 介護施設を利用した高齢腹膜透析患者に対するAssisted PDの有用性と問題点 ………………………………330
岡田 慶子 医療法人偕行会名古屋共立病院腎臓内科

P6-4 地域にひろがる在宅医療のネットワーク・3年間の「在宅ホスピスフェスタ」を振り返り、市民参加の在宅医療
啓発活動を考える …………………………………………………………………………………………………………330
杉本みぎわ 北九州緩和ケアネットワーク/福岡県立大学

P6-5 「二人主治医制」の推進 …………………………………………………………………………………………………331
佐々木穣史 松戸市在宅医療・介護連携支援センター

P6-6 訪問歯科医が在宅支援病院と連携すると？～訪問診療、地域包括ケア病棟での訪問歯科の連携～ ……………331
清水麻理子 医療法人社団厚誠会歯科



プ
ロ
グ
ラ
ム

○公…公募シンポジウム
－ 61－

ポスターセッション7 病院と在宅医療が連動/連携する活動2

7月14日（日）14：00～15：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 岡田 晋吾 北美原クリニック

P7-1 K市における診療所看護職の他機関との連携に関する実態調査 ……………………………………………………332
板東 由美 神戸市立西神戸医療センター

P7-2 在宅医療と救急医療のより良い連携のためにできること～大学病院の救急医が在宅診療を経験して～ ………332
宮本 雄気 京都府立医科大学救急医療学教室/京都府立医科大学総合医療・医学教育学教室/医療法人双樹会

よしき往診クリニック/東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

P7-3 地域医療連携により当院に紹介された褥瘡患者の分析 ………………………………………………………………332
水原 章浩 三和会東鷲宮病院循環器・血管外科褥瘡・創傷ケアセンター

P7-4 柏市における心不全に対する病診連携の試み …………………………………………………………………………332
石橋 正樹 東洋眼科・胃腸内科・外科

P7-5 特養入所者の医療情報を医師と共有する ………………………………………………………………………………333
尾身麻衣子 特別養護老人ホームあすなろ

P7-6 病院と在宅医療の連携～10年後への投資 医学生教育～ …………………………………………………………333
日下部明彦 横浜市立大学医学部医学科総合診療医学

ポスターセッション8 病院と在宅医療が連動/連携する活動3

7月14日（日）15：00～16：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 廣橋 猛 永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター

P8-1 多施設多職種への在宅医療問題解決カンファレンスの構築～神奈川臨床倫理カンファレンス～ ………………334
金城謙太郎 亀田森の里病院総合診療科/亀田総合病院

P8-2 訪問介護士が急変を発見した際の行動パターンに関する質的研究 …………………………………………………334
笠 芳紀 雲南市立病院

P8-3 ケアマネジャー版入退院支援フローを用いた医療介護連携の効果 …………………………………………………334
大竹まり子 山形大学大学院医学系研究科看護学専攻

P8-4 在宅臨時往診に見る当法人「24時間365日連携」の取り組み調査 ……………………………………………334
山田 智 社会医療法人社団健友会中野共立病院

P8-5 静岡市清水区独自に作成した「入院時情報提供書」の活用状況調査 ………………………………………………335
横田 佳苗 訪問看護ステーションれん

P8-6 地域医療支援病院管理栄養士による地域連携への新たな取り組み …………………………………………………335
大島真理子 （公財）東京都保健医療公社多摩北部医療センター

ポスターセッション9 地方行政/地区医師会と在宅医療が連動/連携する活動1

7月14日（日）9：30～10：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 土橋 正彦 土橋医院

P9-1 大崎市における在宅医療・介護連携推進事業 …………………………………………………………………………336
冨樫 孝 大崎市医師会

P9-2 清水区の在宅医療多職種の連携の会 InterProfessional Café の運営と維持継続性の検討……………………336
宗 幹之 宗内科医院

P9-3 岡山市における在宅医療提供体制の構築に向けた新たな取り組み …………………………………………………336
高木 由里 岡山市医療政策推進課地域ケア総合推進センター

P9-4 地域にとびだすリハビリ職の食支援～施設、地域NSTに向けて～ ………………………………………………336
吉田 学 医療法人社団清幸会行田中央総合病院

P9-5 まちなか診療所における社会福祉士の役割～他関係機関と行政の連携～ …………………………………………337
草野 佳奈 富山市まちなか診療所
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ポスターセッション10 地方行政/地区医師会と在宅医療が連動/連携する活動2

7月14日（日）10：20～11：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 中村 幸伸 つばさクリニック

P10-1 地域一体で支える豊田市の在宅療養 ……………………………………………………………………………………338
鈴木 重良 豊田地域医療センター

P10-2 行政と民間病院の連携による在宅事業部設立に向けて ………………………………………………………………338
岡 貴之 社会医療法人同仁会周南記念病院事務部

P10-3 地域在住高齢者を対象とした在宅歯科訪問事業の取組と課題 ………………………………………………………338
鳥井 寛子 豊前築上歯科医師会地域歯科医療連携室

P10-4 「小平で安心して いきて いく」ために～小平市在宅医療介護連携推進協議会の取り組み …………………338
鈴木 道明 小平すずきクリニック/一般社団法人小平市医師会

P10-5 「安心して死ねるまちづくりへの提言」～到来する多死時代に向けて～ …………………………………………339
野村 良彦 野村内科クリニック

P10-6 災害時に在宅医療機関は何ができるのか～真備豪雨災害におけるつばさクリニックの活動報告～ ……………339
中村 幸伸 つばさクリニック

ポスターセッション11 神経難病の在宅医療1

7月14日（日）14：00～15：10 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 小島 香 杉浦医院

P11-1 在宅生活を送る筋萎縮性側索硬化症患者のコミュニケーション支援 ………………………………………………340
小島 香 杉浦医院/こじまデンタルクリニック

P11-2 在宅人工呼吸器使用ALS患者の災害時対応訓練 ……………………………………………………………………340
黒崎 史果 那須塩原クリニック・健康増進センター

P11-3 長期人工呼吸装着装用に療養する筋萎縮性側索硬化症における終末像と難治性肺合併症の検討 ………………340
森島 亮 東京都立神経病院脳神経内科

P11-4 神経難病である神経線維腫症1型（NF1）の医療と在宅医療の相関を探る ……………………………………340
國仲 慎治 たんぽぽクリニック

P11-5 病診連携によるCJD患者の在宅医療 …………………………………………………………………………………341
白 成栽 たいようさんさん在宅クリニック

P11-6 在宅療養中、抗痙攣薬長期服用後に急性膵炎を併発した福山型先天性筋ジストロフィーの23歳男性剖検例 341
融 衆太 新渡戸記念中野総合病院神経内科

P11-7 気管切開チューブ交換後に呼吸困難を訴え緊急入院となったALS患者の一例 …………………………………341
勢納 八郎 偕行会城西病院

ポスターセッション12 神経難病の在宅医療2

7月14日（日）15：10～16：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 藤田 篤史 手稲家庭医療クリニック

P12-1 2症例の経験から見えた在宅療養中の筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の便秘に対するネオスティグミンの有用性
と注意点 ……………………………………………………………………………………………………………………342
藤田 篤史 手稲家庭医療クリニック

P12-2 多系統萎縮症で呼吸・嚥下機能低下をきたし退院困難な状況から多職種連携により再び在宅復帰できた症例 342
原田 優太 いばらき診療所みと訪問看護ステーション

P12-3 在宅における ICT機器導入について考える……………………………………………………………………………342
山田亜紀子 医療法人社団CMCコールメディカルクリニック広島

P12-4 超音波式加湿器によって発生した人工呼吸器トラブルの一例 ………………………………………………………342
馬木 良文 医療法人あおぞら内科
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P12-5 Pete とトラックボールマウスを組み合わせ意思疎通が上手に行えたALS患者の1例 ………………………343
茨木 利彦 寺田・茨木ホームクリニック

P12-6 在宅における長期膀胱留置カテーテル管理の検討～バルーン損傷により膀胱結石が発覚したALS1症例からの
考察～ ………………………………………………………………………………………………………………………343
稲田 陽 医療法人いなだ訪問クリニック

P12-7 『長期在宅患者の口腔内トラブルについて』―ALS患者の口腔内変化と対応― …………………………………343
中村ますみ 中村・北條クリニック

ポスターセッション13 リハビリと介護予防1

7月14日（日）9：30～10：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 廣田 洋一 コールメディカルクリニック広島

P13-1 在宅療養支援診療所の介護予防に対する活動～言語聴覚士の視点から～ …………………………………………344
妹尾 郷史 つばさクリニック岡山

P13-2 在宅診療における転倒危険因子の後方視的解析 ………………………………………………………………………344
市川 訓基 さくらライフ錦糸クリニック

P13-3 8年間にわたる施設骨折事例の検討 ……………………………………………………………………………………344
伊藤 博之 ホームケアクリニック横浜港南

P13-4 外出支援の意義に関する調査～屋外で車椅子を利用する在宅療養者を対象に～ …………………………………344
廣田 洋一 コールメディカルクリニック広島

P13-5 在宅終末期にもっとリハビリが関わるためには～人生の最終段階に我々セラピストができること。その可能性と
今後の展望を探る。～ ……………………………………………………………………………………………………345
吉岡 裕太 医療法人鳥伝白川会訪問看護ステーションドクターゴン

P13-6 家族の介護負担感に関連する要因と対応の検討 ………………………………………………………………………345
寺田 友明 医療法人社団明世会成城内科

ポスターセッション14 リハビリと介護予防2

7月14日（日）10：30～11：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 秋山 紀子 つばさ在宅クリニック西船橋

P14-1 脳卒中に起因する痙縮患者に対する在宅でのA型ボツリヌス治療について………………………………………346
秋山 紀子 つばさ在宅クリニック西船橋

P14-2 家族の不安軽減により閉じこもりから外出活動に繋がった症例～在宅高齢者への訪問作業療法士の関わり～ 346
奥村 美里 桜新町アーバンクリニックナースケア・ステーション

P14-3 在宅療養をしている終末期がん患者に対するリハビリテーション介入方法の検討と課題 ………………………346
佐藤 美希 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院

P14-4 アロマオイルを用いることで訪問リハビリテーションが進められるようになった一症例 ………………………346
本藤三智世 亀田森の里病院

P14-5 大腿骨近位部骨折高齢者に対する“在宅回復期リハビリテーション”の経験 ……………………………………347
川田 尚吾 筑波大学医学医療系地域総合診療医学講座

ポスターセッション15 リハビリと介護予防3

7月14日（日）14：00～15：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 武藤 友和 医療法人社団明世会成城内科在宅医療訪問リハビリテーション部

P15-1 急性増悪時の頻回な訪問リハビリテーションの実施状況から考えた癌末期訪問リハの考察 ……………………348
宮本 桃世 社会医療法人財団大和会東大和ホームケアクリニック



プ
ロ
グ
ラ
ム

○公…公募シンポジウム
－ 64－

P15-2 摂食嚥下リハビリの効果について～サーモグラフィを用いた検討～ ………………………………………………348
藤岡 誠二 フリーランス/新大阪病院リハビリテーション部/リハビリ訪問看護ステーションスマイリー/篠原

長寿歯科

P15-3 理学療法士による在宅医療の質向上支援 ………………………………………………………………………………348
中村 亮太 松戸市在宅医療・介護連携支援センター

P15-4 介護付き有料老人ホームにおける尿道カテーテル離脱への取り組み ………………………………………………348
菅沼 道世 プレザンメゾン横浜羽沢町

P15-5 訪問リハビリを通して、外出・活動意欲が向上した一例 ……………………………………………………………349
橋本 奈々 富山医療生活協同組合富山協立病院

P15-6 活動量を基に作成したヒートマップを用いて提案した自主練習は定着できたのか ………………………………349
長崎 正義 社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院

ポスターセッション16 グリーフケア

7月14日（日）15：00～16：10 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 中島 孝 独立行政法人国立病院機構新潟病院

P16-1 ケアマネージャー研修を通して見えたグリーフケアに関するアナ～グリーフケア講義後のアンケート結果から～
………………………………………………………………………………………………………………………………350
中島 徳志 渓仁会手稲家庭医療クリニック

P16-2 男性遺族の声～こかげカフェレポート～ ………………………………………………………………………………350
五島 早苗 医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック在宅医療部ナースケア・ステーション

P16-3 患者・家族・ご遺族会と地域ケアカフェの交流活動について（おつきさまの会＆おぎちゃんカフェ） ………350
山口 優美 医療法人社団康明会康明会荻窪クリニック

P16-4 地域で「いのちのケア」に取り組む臨床宗教師～カフェデモンクでの活動を通して～ …………………………350
田中 至道 沼口医院

P16-5 長期闘病を経て在宅緩和ケアを希望した頭頸部腺房細胞癌のみとり症例 …………………………………………351
伊賀 勝康 勤医協苫小牧病院内科在宅診療部

P16-6 在宅緩和医療での音楽療法の導入の可能性―米国在宅ホスピスでの臨床経験から学ぶ― ………………………351
三道ひかり 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院緩和ケア科/東京大学大学院医学系研究科国際地域保健

学教室

P16-7 在宅診療を行う家庭医とチャプレンによる「遺族ケア外来」の開設の報告 ………………………………………351
久保田 希 亀田ファミリークリニック館山家庭医診療科

ポスターセッション17 在宅におけるがん治療1

7月14日（日）9：30～10：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 杉本 由佳 すぎもと在宅医療クリニック

P17-1 悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する在宅でのゾレドロン酸投与に関する検討 ……………………………352
高橋 秀和 やまと診療所

P17-2 HPN患者の脂肪乳剤投与方法の家族への指導 ………………………………………………………………………352
松浦 明海 名東区訪問看護ステーション

P17-3 在宅看取りを行ったがん患者に対する鎮静の報告と課題 ……………………………………………………………352
浅井 健佑 おひさまクリニック西宮

P17-4 食道癌術後早期在宅栄養管理に対する栄養指導の在り方について …………………………………………………352
松岡 美緒 大阪国際がんセンター栄養管理室

P17-5 在宅療養するがん終末期患者に対する栄養サポートの取り組みと課題 ……………………………………………353
古川 智恵 山陽学園大学看護学部
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ポスターセッション18 在宅におけるがん治療2

7月14日（日）10：20～11：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 大石 英人 独立行政法人国立病院機構村山医療センター

P18-1 本院にて在宅輸血を施行したがん疾患非がん疾患の治療検討 ………………………………………………………354
辻川 昭仁 辻川ホームクリニック

P18-2 在宅緩和ケアの過程で自然退縮した多量腹水を伴う肝細胞癌の一例 ………………………………………………354
有田 圭介 小田内科クリニック/埼玉協同病院

P18-3 終末期患者の症状緩和に対する輸血の考え方 …………………………………………………………………………354
竹下みちよ 訪問看護ステーションここな

P18-4 病院外来化学療法中の患者に対する在宅医の役割 ……………………………………………………………………354
杉本 由佳 すぎもと在宅医療クリニック

ポスターセッション19 がんの看取り（非固形がんを含む）1

7月14日（日）14：00～15：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 瀬下 明良 東京医科大学消化器・小児外科

P19-1 終末期のがん患者や家族が最期に過ごす場所として自宅よりも緩和ケア病床を選ぶ理由 ………………………355
山﨑 敦子 社会医療法人財団大和会武蔵村山病院

P19-2 病院医師が行う在宅緩和医療の評価 ……………………………………………………………………………………355
河村 健雄 愛知国際病院

P19-3 在宅で持続的鎮静剤を使用する可能性を評価するシートの作成 ……………………………………………………355
田中 裕子 医療法人双樹会よしき往診クリニック

P19-4 在宅医療を受け原癌死した女性患者74名の解析 ……………………………………………………………………355
望月 一生 頴田病院

P19-5 在宅緩和ケアにおけるがん患者への鎮静の後方視的検討 ……………………………………………………………356
池邉 太一 悠翔会在宅クリニック越谷

P19-6 固形癌と同様に造血器腫瘍も在宅療養や在宅看取りが可能である～患者背景と疾病の軌道に沿って現れる苦痛や
合併症への対応についての考察～ ………………………………………………………………………………………356
山田ありさ あおぞら診療所/虎の門病院

ポスターセッション20 がんの看取り（非固形がんを含む）2

7月14日（日）15：00～16：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 三村 卓司 社会医療法人緑壮会金田病院

P20-1 抗がん剤最終投与から緩和ケア病棟入院までの期間と入院期間に関する後ろ向き検討 …………………………357
寺林 徹 日本バプテスト病院

P20-2 膀胱がん血尿患者の最終末期ケア ………………………………………………………………………………………357
井坂 茂夫 黒砂台診療所

P20-3 若年のがん終末期における肝性脳症の治療について …………………………………………………………………357
中村三智子 日本調剤株式会社

P20-4 患者の想いを叶えた在宅療養移行支援の検討～病院と在宅医療との連携について ………………………………357
山中 香織 要町ホームケアクリニック

P20-5 終末期血液がん患者のACP～診察同行看護師の役割を考える～ …………………………………………………358
長谷川信子 ながお在宅クリニック

P20-6 がん終末期におけるリハビリテーションの必要性 ……………………………………………………………………358
吉留 千恵 医療法人浜友会きいれ浜田クリニック
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ポスターセッション21 在宅医療介護連携支援センター・地域包括ケアシステム/まちづくり1

7月14日（日）9：30～10：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 磯崎 哲男 医療法人社団小磯診療所

P21-1 地域の専門職との交流～ケアカフェによる顔が見える関係作りを目指して～ ……………………………………359
吉田 和史 社会福祉法人清幸会本部

P21-2 基幹型と11ケ所のサテライト型連携ステーションが展開する、在宅医療・介護連携推進事業の現状と課題 359
細道奈穂子 一般社団法人新潟市医師会

P21-3 浜松市在宅医療・介護連携相談センター（在宅連携センターつむぎ）より実践報告～相談事例から地域包括ケア
病棟の意見交換会開催へ繋げた取り組み～ ……………………………………………………………………………359
水﨑 和子 浜松市在宅医療・介護連携相談センター（在宅連携センターつむぎ）

P21-4 演題取り下げ

P21-5 盛岡市における在宅医療介護連携推進事業（地方都市型モデル）～医療と介護の理想的なつながりを目指して～
………………………………………………………………………………………………………………………………360
板垣 園子 医療法人葵会チームもりおか

P21-6 「診療所主導型在宅医療学習会の実施結果と効果に関する考察」～診療所が主導して開催する在宅医療の知識技術
の向上と関係職種の連携強化を目指した学習会の評価～ ……………………………………………………………360
磯崎 哲男 横須賀市医師会在宅医療連携推進拠点かもめ広場

ポスターセッション22 在宅医療介護連携支援センター・地域包括ケアシステム/まちづくり2

7月14日（日）10：30～11：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 吉江 悟 一般社団法人Neighborhood Care

P22-1 通所型サービスA「ひだまり」開始1年後に見えてきた課題………………………………………………………361
望月 菜摘 南部町在宅医療連携協議会/南部町地域包括支援センター

P22-2 松戸市在宅医療・介護連携支援センターが取り組む在宅医療スタートアップ支援 ………………………………361
松澤 亮 松戸市在宅医療・介護連携支援センター

P22-3 地域包括ケアシステムにおける居宅療養者の食事・栄養支援について ……………………………………………361
東本 恭幸 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科

P22-4 在宅療養支援診療所（在支診）が運営する「カフェ」～まちづくり推進の軌跡と行方～ ………………………361
千場 純 社会福祉法人心の会三輪医院

P22-5 地区医師会が小中学校において健康啓発授業を効果的に継続実施するために事務局が果たすべき機能とその意義
………………………………………………………………………………………………………………………………362
近藤 唯宇 松戸市在宅医療・介護連携支援センター

P22-6 東京都豊島区における訪問看護ステーションを対象とした摂食嚥下研修会アンケート結果について …………362
高田 靖 公益社団法人東京都豊島区歯科医師会

ポスターセッション23 在宅医療介護連携支援センター・地域包括ケアシステム/まちづくり3

7月14日（日）14：00～15：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 片見 明美 公益社団法人栃木県看護協会とちぎ訪問看護ステーションみぶ

P23-1 他機関・多職種で取り組んだ福島市・全地域包括支援センター訪問ヒアリングにおける認知症支援課題の整理
②―ソーシャルワーカーの立場から― …………………………………………………………………………………363
菅野 直樹 福島赤十字病院

P23-2 岡山市地域ケア総合推進センター総合相談機能の強化について
～複合的な課題を抱えた患者への退院支援を通して～ ………………………………………………………………363
石原 千嘉 岡山市医療政策推進課地域ケア総合推進センター

P23-3 横浜発！ケアマネジャーのための入院時・退院時情報共有ツール～円滑な医療・介護連携を目指して～ ……363
柏村 恵 横浜市医療局疾病対策部がん・疾病対策課
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P23-4 他機関・多職種で取り組んだ福島市・全地域包括支援センター訪問ヒアリングにおける認知症支援課題の整理
①―サポート医の立場から― ……………………………………………………………………………………………363
渡邉多佳子 むつみ脳神経・耳鼻科クリニック（福島市オレンジプラン進行管理委員）

P23-5 アンケート調査に見る地域ケアマネジャーの終末期在宅療養へのスタンスとACPへの関わり ………………364
出水 明 岸和田市在宅医療介護連携拠点会議/一般社団法人岸和田市医師会/医療法人出水クリニック

P23-6 「認知症カフェハンドブック」の作成と工夫 …………………………………………………………………………364
井手 美子 医療法人プラタナス桜新町アーバンクリニック認知症在宅生活サポート室

ポスターセッション24 認知症と在宅医療

7月14日（日）15：00～16：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 満岡 聰 医療法人満岡内科クリニック

P24-1 軽度認知機能低下（MCI）早期発見のためのチェックリスト作成の試み―国際生活機能分類（ICF）を活用して―
………………………………………………………………………………………………………………………………365
中俣 恵美 関西福祉科学大学

P24-2 薬剤師による患者へのケア：ユマニチュード技法の導入 ……………………………………………………………365
内田衣里子 東京薬科大学薬学部医療薬物薬学科

P24-3 日本語版DEMQOL、DEMQOL-PROXYの作成と信頼性・妥当性の検討 ………………………………………365
新川 祐利 桜新町アーバンクリニック在宅医療部/東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研

究チーム

P24-4 中程度から重度認知症患者に対する抗認知症薬の減薬・中止に関する研究 ………………………………………365
柳町 知宏 鹿神会大野診療所

P24-5 「あなたは、今後どんな生活をしたいですか？」「あなたはもし認知症と診断されたら、今後どんな生活をしたい
ですか？」 …………………………………………………………………………………………………………………366
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

P24-6 HIV関連神経認知障害患者を在宅医療にて受け入れた試み…………………………………………………………366
一木 昭人 東京医科大学病院臨床検査医学科/医療法人仁真会辻川ホームクリニック

ポスターセッション25 教育と人材育成1

7月14日（日）9：30～10：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 田中 渉 小松ソフィア病院

P25-1 演題取り下げ

P25-2 シンガポール国立大学学生が日本の介護現場から学んだこと ………………………………………………………367
大北 葉子 順天堂大学

P25-3 聴覚障害を持つ患者と薬局薬剤師のコミュニケーションの実態：インタビュー・アンケート調査の考察 ……367
木原 瑠奈 東京薬科大学薬学部医療薬物薬学科

P25-4 当院リハビリテーション科における面接技術の標準化に向けた取り組み～人生の最終段階における意思決定の
支援～ ………………………………………………………………………………………………………………………367
田中 渉 小松ソフィア病院

P25-5 NPPVマスクの日常使用に潜む危険性の検証…………………………………………………………………………368
野口 恭平 済生会横浜市東部病院臨床工学部

P25-6 在宅医療クリニックと海外医学生交流団体MSBとの協働企画による、タイ・日本間の在宅医療の医学生相互学習
プログラムの実施報告と考察について …………………………………………………………………………………368
新野 一眞 医療法人双樹会よしき往診クリニック/京都大学医学部医学科/海外医学生交流団体MSB（Medi-

cal Students without Borders）

P25-7 各勤務医間の訪問診療スタイルの乖離と診療標準化について ………………………………………………………368
船山 高明 医療法人顕樹会本田歯科クリニック
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ポスターセッション26 教育と人材育成2

7月14日（日）10：40～11：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 畑 吉節未 神戸常盤大学保健科学部看護学科

P26-1 三重県プライマリ・ケアエキスパートナース研修会の成果と課題 …………………………………………………369
西田 智珠 三重県プライマリ・ケアセンター

P26-2 訪問看護ステーションの災害への備えを強化する教育プログラムの開発―インストラクショナル・デザインを
適用した学習目標の抽出― ………………………………………………………………………………………………369
畑 吉節未 神戸常盤大学保健科学部看護学科

P26-3 在宅医療実習が医学生にもたらす影響～振り返りシートとアンケート結果の分析から～ ………………………369
桐ケ谷大淳 宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座

P26-4 ケアの統合（integration）ができる人材育成～在宅医療インテグレーター養成講座から～ …………………369
上田まゆら 医療法人社団青い鳥会上田クリニック在宅総合相談室

P26-5 訪問看護ステーションにおけるキャリアラダーの開発～ケアプロ訪問看護ステーション東京の取り組みから～
………………………………………………………………………………………………………………………………370
岡田 理沙 ケアプロ訪問看護ステーション東京

P26-6 当院で訪問診療を行っている介護事業所へ学習会を初めて開催して～現状と課題～ ……………………………370
後藤麻由美 青森保健生活協同組合安方クリニック

ポスターセッション27 非がんの看取り

7月14日（日）14：00～14：50 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 後藤 幸子 やまおか在宅クリニック

P27-1 終末期心不全の在宅看取りは可能か ……………………………………………………………………………………371
清洲 早紀 公益社団法人京都保健会吉祥院病院

P27-2 高齢者の終末期を予測することは可能か―看取り依頼症例からの考察 ……………………………………………371
後藤 幸子 やまおか在宅クリニック

P27-3 終末期筋萎縮性側索硬化症（ALS）に対し、少量のフェノバルビタール坐薬にて呼吸困難感の緩和を行なった在宅
緩和ケアの一例 ……………………………………………………………………………………………………………371
今井 洋史 めぐみ在宅クリニック

P27-4 慢性呼吸不全利用者への訪問看護～意向に沿った在宅看取りに取り組んだ1事例～……………………………371
大久保幸代 社会医療法人雪の聖母会聖マリア訪問看護ステーション

P27-5 透析非導入患者の末期腎不全終末期医療の場としての在宅の可能性 ………………………………………………372
今井 祐子 医療法人社団すまいるやまだホームケアクリニック

ポスターセッション28 ACP1

7月 14日（日）9：30～10：20 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 伊藤 博明 国立病院機構宮城病院

P28-1 介護・医療連携を深めるために～ACPの普及とデスカンファレンスを通して～ ………………………………373
中澤 恵理 きよさと診療所

P28-2 在宅医療受療患者における生存率への影響度ならびに看取り場所との関係について ……………………………373
岡本 敬久 日本経済大学大学院ファーマシーマネジメント研究所

P28-3 診療初期の自己統制力とうつ評価に基づく在宅療養患者に対する「人生会議（Advanced Care Planning；
ACP）」の在り方の検討 …………………………………………………………………………………………………373
枝久保安正 社会福祉法人心の会三輪医院

P28-4 セルフネグレクトにおける医療介入の必要性の検討 …………………………………………………………………373
石黒 裕美 富山医療生活協同組合富山協立病院
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P28-5 進行の早い球麻痺型ALS患者のACPに関する一考察―他職種間のデスケースカンファレンスから― ……374
山口 久子 大阪医科大学訪問看護ステーション

ポスターセッション29 ACP2

7月 14日（日）10：20～11：10 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 菊池麻衣子 一般財団法人岩手済生医会中津川病院地域医療連携室

P29-1 地域包括ケア病棟と在宅医療をつなぐもの～地域医療連携室の立場からの一考察～ ……………………………375
菊池麻衣子 一般財団法人岩手済生医会中津川病院

P29-2 天草謹製のメッセージノート「わたしのノート」の取り組み～作成から啓発までの戦略とその活動～ ………375
倉本 剛史 在宅とつながるクリニック天草/天草郡市医師会/わたしのノート作成啓発いいんかい！？

P29-3 多職種によるACPにより抗癌剤治療中止の選択と残りの人生を生き切られた一症例 …………………………375
小山 聖子 医療法人徳養会沼口訪問看護ステーションアミターユス

P29-4 ACP導入の意義～聞き取り調査から見えてきたもの～ ……………………………………………………………375
三宅 幸恵 岡山済生会総合病院

P29-5 在宅での嚥下障害に対する食支援と看取り～経験した4症例から“人生会議”の必要性を考える～…………376
玉元 良一 医療法人社団日翔会日翔会病院

ポスターセッション30 意思決定支援1

7月14日（日）14：00～15：00 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 北澤 彰浩 JA長野厚生連佐久総合病院

P30-1 「連絡ノート」活用への取り組み～地域医療介護連携と意思決定支援～ …………………………………………377
三原 元子 横浜市保土ケ谷区医師会保土ケ谷区在宅医療相談室

P30-2 在宅緩和ケアにおける療養の場の意思決定支援―入院希望から自宅看取りへ― …………………………………377
林 瞳 医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック在宅医療部

P30-3 アドバンスケアプランニングカードⒸを用いた話し合いの効果について …………………………………………377
濱田 努 医療法人浜友会きいれ浜田クリニック

P30-4 在宅診療でのリヴィングウィルの回収とその実際 ……………………………………………………………………377
鈴木 貴子 医療法人社団さくらライフさくらライフ市川クリニック

P30-5 筋萎縮性側索硬化症の呼吸不全対応における意思決定支援の困難さについて考える ……………………………378
星野 将隆 船橋総合病院内科・脳神経内科

P30-6 お母さんと一緒にいたい～子供たちの思いをうけた意思決定支援～ ………………………………………………378
笹原 綾子 道南勤労者医療協会函館稜北病院

ポスターセッション31 意思決定支援2

7月14日（日）15：00～16：00 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 鈴木 聡 鶴岡市立荘内病院外科

P31-1 意思決定支援と看取り～延命を希望しない患者の見取りについて多職種連携の視点から支援できた症例～ …379
荻原美代子 二子薬局はなえケアステーション

P31-2 初診時にStageIV 乳がん患者への退院支援～自宅退院を目指してチームで支えた1事例～ …………………379
大宮 好恵 山形大学医学部附属病院看護部

P31-3 18トリソミー児への訪問看護～両親の思いに寄り添い看取りが行えた1事例～ ………………………………379
村田ゆかり 聖マリア訪問看護ステーション

P31-4 代理意志決定を担う家族への関わりを通して見えてきたこと「住み慣れた地域へ帰したい」を支える連携のあり方
………………………………………………………………………………………………………………………………379
大城 和枝 地方独立行政法人那覇市立病院/入退院支援センター/退院調整看護師
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P31-5 航空機搬送事例の標準的支援構築に向けた取り組み～地域包括ケアシステムのインターフェースを考える～ 380
松﨑 暁 地方独立行政法人那覇市立病院総合相談センター

P31-6 死を予期して「家に帰りたい」と意思を伝え、在宅見取りがかなえられた一症例 ………………………………380
城戸麻衣子 一般社団法人ライフナビゲート在宅看護センター佐賀ほっこり

ポスターセッション32 ひとりくらし・独居高齢者1

7月14日（日）9：30～10：20 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 小嶋 一 手稲家庭医療クリニック

P32-1 本人が思う生活を支援した症例 …………………………………………………………………………………………381
清水 忠行 医療法人真正会居宅介護支援事業所しんしあ

P32-2 過疎地在宅にて薬剤師主体で糖尿病治療を支援した一例 ……………………………………………………………381
瀧 千尋 一志調剤薬局新町店

P32-3 医療介護専用SNSを活用し独居ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者の在宅療養・看取りを支援した一例……381
高橋 弘樹 神栖済生会病院内科

P32-4 かかりつけ診療所におけるリハビリテーション専門職が骨折術後高齢者の人生会議に深く関わった一例 ……381
山西 伴幸 オレンジホームケアクリニック/つながるクリニック/地域看護ステーションみかんの木

P32-5 一人暮らしの全盲の患者様の生活感に寄り添う訪問リハビリ ………………………………………………………382
堀口 希美 東大和ホームケアクリニック

ポスターセッション33 ひとりくらし・独居高齢者2

7月14日（日）10：20～11：10 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 田中 誠 医療法人理智会たなか往診クリニック

P33-1 在宅療養支援診療所で関わった独居無縁高齢者の支援の考察～医療ソーシャルワーカーの役割～ ……………383
矢野 大樹 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック

P33-2 A看護小規模多機能型居宅介護における「利用者基準」の作成～地域で効果的に看多機を活用するための取り
組み～ ………………………………………………………………………………………………………………………383
吉田 靖子 医療法人社団雄飛会あさがお看護小規模多機能型居宅介護

P33-3 独居での終末期を実現させる要素の検討 ………………………………………………………………………………383
清水 夕貴 あおぞら診療所

P33-4 無床診療所スタッフが地域に関わることで生まれる可能性 …………………………………………………………383
濵田志麻子 医療法人社団なつみ会まえだクリニック

P33-5 在宅歯科診療における継続性に関する検討 ……………………………………………………………………………384
福井 智子 杉並区歯科保健医療センター

ポスターセッション34 ひとりくらし・独居高齢者3

7月14日（日）14：00～14：50 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 徳田 英弘 医療法人ネリヤ ファミリークリニックネリヤ

P34-1 熊本地震で活かされた、地域における多職種連携の取り組み ………………………………………………………385
前田 淳子 医療法人社団なつみ会まえだクリニック/在宅支援研究会てとてとココロ

P34-2 在宅環境下PCAにおける外部温度を加味した携帯型ディスポーザブル注入ポンプの比較検討 ………………385
平賀 愛 医療法人双樹会よしき往診クリニック

P34-3 京都市における自宅での検案の実態 ……………………………………………………………………………………385
伊藤 照明 イトウ診療所

P34-4 在宅医療を取り巻く内部環境と外部環境―SWOT分析による戦略立案― ………………………………………385
森川 梢 秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座
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P34-5 かなざわオレンジサポートチームの活動と当診療所の訪問診療の応用力 …………………………………………386
金井 緑 樹診療所

ポスターセッション35 ひとりくらし・独居高齢者4

7月14日（日）14：50～15：40 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 都築 晃 藤田医科大学地域包括ケア中核センター

P35-1 高齢者向け宅配食サービスが起点となる地域包括ケア ………………………………………………………………387
吉田 悟司 ニコニコキッチン練馬中央店

P35-2 豊明団地独居高齢者の生活と悉皆調査から見える課題に対する多様な取り組み …………………………………387
都築 晃 藤田医科大学地域包括ケア中核センター

P35-3 互助機能が衰退しつつある離島での独居高齢者の在宅看取りにおける多職種・地域住民連携での教訓の報告
および関係者間の倫理的衝突から職業倫理の再構築を促された事例 ………………………………………………387
山本真由美 香川県土庄町役場健康増進課

P35-4 患者の「意向」を尊重し、最期まで民宿の管理者として利用者たちに看取られることとなった在宅看取りの一例
………………………………………………………………………………………………………………………………387
柳谷 玲央 黒松内町国保くろまつないブナの森診療所

P35-5 一人暮らしの末期癌の患者さんを支える多職種連携について―ケアマネージャーの立場から― ………………388
古本 佳子 ケアステーション地球人

ポスターセッション36 そのほか1

7月14日（日）9：30～10：30 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 水間 美宏 東神戸病院 内科・訪問診療

P36-1 在宅ケアでの困難事例の検討～介護支援専門員アンケートより～ …………………………………………………389
望月ひとみ 南部町在宅医療連携協議会/南部町在宅ケア勉強会

P36-2 ポケットエコーを用いた心臓POCUSの精度 ………………………………………………………………………389
水間 美宏 東神戸病院訪問診療

P36-3 千葉県四街道市はじめての在宅言語聴覚士介入について～法人内・地域のケアの質の向上のために～ ………389
宮阪 美穂 医療法人社団まごころまごころ訪問看護ステーション/四街道まごころクリニック

P36-4 在宅用人工呼吸器の換気量モニタ表示は正確か？ ……………………………………………………………………389
木村 政義 兵庫医科大学病院臨床工学部

P36-5 医療法人に居宅介護支援事業所を開設した経験から …………………………………………………………………390
太田 容子 医療法人社団永研会ケアプランちとせ

P36-6 よりよいエンド・オブ・ライフ・ケアのために大切なこと …………………………………………………………390
松尾 千代 医療法人社団永研会ちとせクリニック

ポスターセッション37 そのほか2

7月14日（日）10：30～11：30 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 清水 一郎 おひさまクリニックセンター北

P37-1 施設介護現場におけるセクハラでない愛情的関連行動の現状アンケート調査 ……………………………………391
清水 一郎 おひさまクリニックセンター北

P37-2 看護師が行う超音波検査―尿閉、乏尿に対して侵襲が少ないアプローチ方法― …………………………………391
西頭 敬一 ドクターゴン診療所

P37-3 在宅医療受療患者における医療資源消費と看取り場所、要介護度、併存疾患との関係について ………………391
入内島麗子 日本経済大学大学院ファーマシーマネジメント研究所
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P37-4 隣接市・区との連携を進める取り組み～医師との顔の見える、相談できる関係の構築を目指した研修会を開催
して～ ………………………………………………………………………………………………………………………391
内田志緒利 神戸市西区医療介護サポートセンター

P37-5 事務職員による訪問診療同行の試みとその効果 ………………………………………………………………………392
宮本 恵実 医療法人博愛会頴田病院

P37-6 東日本大震災被災地域で行った「災害・停電発生後の緊急行動計画訓練」～在宅トリアージと机上・路上訓練を
行って ………………………………………………………………………………………………………………………392
郷古 洋子 公益財団法人宮城厚生協会坂総合クリニック

ポスターセッション38 地域緩和ケア

7月15日（月・祝）9：30～10：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 三浦 邦久 社会医療法人社団順江会江東病院

P38-1 地域で展開する緩和ケアと人繋がりとしてのがんカフェの意義 ……………………………………………………393
三村 卓司 社会医療法人緑壮会金田病院

P38-2 がん終末期の対応～介護支援専門員アンケートより～ ………………………………………………………………393
永谷 計 南部町国民健康保険万沢診療所/南部町在宅ケア勉強会

P38-3 訪問看護版 痛日誌の作成 ………………………………………………………………………………………………393
加藤 夏希 医療法人社団東山会東山訪問看護ステーション

P38-4 PCAポンプの貸し出しを行うことにより在宅緩和ケア症例に保険薬局薬剤師が介入した症例の報告 ………393
田邉 一尊 ダイドー薬品（株）山本保健薬局𠮷見店

P38-5 患者・家族が希望する在宅看取りにおける意思決定支援の一例 ……………………………………………………394
渡辺 陽子 尾道市立市民病院

P38-6 在宅療養支援診療所薬剤師による薬局との地域連携～オピオイド注導入編～ ……………………………………394
有田 諭 オレンジホームケアクリニック

P38-7 ケタミン使用中の終末期がん患者が病院から在宅へ移行できた2症例……………………………………………394
渡邉 淳子 わたクリニック

ポスターセッション39 病院と在宅医療が連動/連携する活動4

7月15日（月・祝）10：40～11：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 吉田 千文 聖路加国際大学大学院

P39-1 大都市圏（新宿区）における高齢心不全医療介護連携体制構築の試み ……………………………………………395
迫村 泰成 さこむら内科

P39-2 施設職員に対する急変時対応の講義が与える効果の検討 ……………………………………………………………395
吉井 肇 医療社団法人交鐘会あおぞら在宅診療所城南/聖マリアンナ医科大学救急医学

P39-3 病院と在宅のシームレスな連携にむけた柏市訪問看護ステーション連絡会の取り組み …………………………395
片岡 幸恵 柏市訪問看護ステーション連絡会/ハーブランド訪問看護ステーション

P39-4 在宅支援診療所におけるMSWの役割と課題…………………………………………………………………………395
扇野 真 医療法人社団めぐみ会田村クリニック

P39-5 安心して在宅移行するために社会福祉士ができること―多職種での退院前カンファレンス参加がもたらす
メリット― …………………………………………………………………………………………………………………396
染野 良子 医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック

P39-6 「情報共有シート」の作成と活用によるケアマネジャーとの連携促進の取り組み ………………………………396
伊丹 晴可 鶴巻温泉病院
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ポスターセッション40 病院と在宅医療が連動/連携する活動5

7月15日（月・祝）13：40～14：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 竹内 和彦 浜松赤十字病院内科・地域ケア科

P40-1 透析専門医との連携により在宅医が行う腹膜透析管理の可能性 ……………………………………………………397
大塚 貴博 医療法人麻葉会明戸大塚医院

P40-2 300床以上急性期病院における地域包括ケア病棟と地域ケア科による在宅医療支援への取り組み …………397
竹内 和彦 浜松赤十字病院内科・地域ケア科

P40-3 在宅医療と療養病床の親和性 ……………………………………………………………………………………………397
月永 洋介 医療法人賛永会さつきホームクリニック

P40-4 訪問心臓リハビリテーションにおける超高齢心不全に対するセルフマネジメントを経験して …………………397
二井 俊行 海南病院

P40-5 在宅人工呼吸患者への臨床工学技士としての関わり …………………………………………………………………398
石高 拓也 社会医療法人財団大和会東大和病院臨床工学科

ポスターセッション41 病院と在宅医療が連動/連携する活動6

7月15日（月・祝）14：30～15：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 齊藤 洋司 島根大学医学部麻酔科学講座

P41-1 身体介護が必要な腹膜透析患者の自宅退院が可能になった1症例…………………………………………………399
萩原由里子 医療法人社団厚済会横浜じんせい病院

P41-2 新宿区医療連携システム「新宿きんと雲」を用いた、地域医療連携への取り組み ………………………………399
笠井 昭吾 JCHO東京山手メディカルセンター

P41-3 急性期病院における訪問診療の取り組み ………………………………………………………………………………399
田澤絵里子 医療法人財団荻窪病院

P41-4 在宅療養診療所、開業歯科医院ならびに歯科大学付属病院の三者連携によるハイリスク患者への訪問歯科医療の
提供 …………………………………………………………………………………………………………………………399
田中 陽子 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P41-5 在宅医療を導入することで頻回の救急受診が皆無となった一例 ……………………………………………………400
岩﨑 真理 訪問看護ステーションおおえ

P41-6 創傷治療への新しい挑戦 急性期病院と完全連動した在宅創傷管理とは …………………………………………400
木下 幹雄 TOWN訪問診療所

ポスターセッション42 EOL1

7月 15日（月・祝）9：30～10：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 今永 光彦 国立病院機構東埼玉病院総合診療科

P42-1 超音波の活用による排尿プライマリケア ………………………………………………………………………………401
千葉 裕 北アルプス医療センターあづみ病院

P42-2 “広域・多職種を対象に広め・深める”エンドオブライフ・ケア研修活動 ………………………………………401
立石 彰男 宇部協立病院

P42-3 在宅医が、老衰と判断するために臨床経過の中で確認していることは？～全国在宅療養支援診療所連絡会会員への
老衰の診断に関する郵送式質問紙調査より～ …………………………………………………………………………401
今永 光彦 国立病院機構東埼玉病院

P42-4 家族背景等が「人生の最終段階の療養場所」の選択に及ぼす影響の検討 …………………………………………401
笠原亜希子 医療法人社団久遠会福澤クリニック

P42-5 「思い」を守る、意思決定支援で大切なこと～在宅療養支援診療所のMSWの視点から～ ……………………402
高橋 幸子 医療法人社団宝池会吉川内科医院
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ポスターセッション43 EOL2

7月 15日（月・祝）10：20～11：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 清水 亨 せせらぎ在宅クリニック

P43-1 最期の療養の場を規定するものは何か …………………………………………………………………………………403
遠藤 広章 長町病院

P43-2 エンド・オブ・ライフケアの質と医療・介護費との関連調査 ………………………………………………………403
山岸 暁美 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室

P43-3 地域包括ケア病棟における意思決定支援 ………………………………………………………………………………403
中嶋 順子 医療法人秀麗会山尾病院

P43-4 人生の最終段階で神経難病に苦しむ中、穏やかさを取り戻した瞬間～多死社会におけるグループホームの役割～
………………………………………………………………………………………………………………………………403
清水 亨 せせらぎ在宅クリニック/ELC東京

ポスターセッション44 EOL3

7月 15日（月・祝）13：40～14：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 太田 緑 一般社団法人緑の杜みどりの風訪問看護ステーション

P44-1 「最期まで家で。好きなお酒が飲めればいいね。」自分らしく生きることを支える ………………………………404
山内 和枝 医療法人社団互酬会水道橋東口クリニック

P44-2 心不全末期状態で認知症を持つ療養者が病状の進行に伴う、せん妄に対応しきれず在宅看取りの覚悟が揺らいだ
家族への支援 ………………………………………………………………………………………………………………404
稲葉 一代 JA静岡厚生連訪問看護ステーションいはら

P44-3 エンド オブ ライフケア～全人的 痛に対するリハビリでのアプローチ～ ……………………………………404
松本 早紀 医療法人博愛会頴田病院

P44-4 早期からアドバンス・ケア・プランニングを重ねていたために在宅看取りが円滑に実現した症例 ……………404
田中 啓太 みえ医療福祉生活協同組合津生協病院

P44-5 人生の最終段階にある人への援助を言葉にする～エンドオブライフケア援助者養成基礎講座から地域学習会への
継続学習を通して～ ………………………………………………………………………………………………………405
松宮 泉 ELC東京

ポスターセッション45 医療保険・介護保険・制度とシステム

7月15日（月・祝）14：30～15：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 長谷川 寛 日本調剤株式会社在宅医療部

P45-1 柏市地域活性化総合特別区域計画により開設された訪問リハビリステーションの現在の取り組みと今後の活動
………………………………………………………………………………………………………………………………406
金井 貴之 柏訪問リハビリステーション/柏市在宅リハビリテーション連絡会

P45-2 診療所看護師の役割について～ショートステイ受け入れ状況調査から考える～ …………………………………406
足立 文 医療法人大垣在宅クリニック

P45-3 わがまちの「病床機能報告」：「支える医療」へ急展開 ………………………………………………………………406
水橋 佑介 荒川コミュニティカレッジ地域活動団体植木鉢の会

P45-4 震災時における在宅患者の療養の問題点と意識変化の調査 …………………………………………………………406
田中 祥子 勤医協苫小牧病院

P45-5 47都道府県の在宅死亡数の将来推計に関する研究 …………………………………………………………………407
板谷 智也 金沢大学医薬保健研究域

P45-6 無料低額診療事業を利用することで実現した在宅緩和ケアの一症例 ………………………………………………407
高橋 順子 公益財団法人宮城厚生協会坂総合クリニック
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P45-7 医療対応住宅（ケアホスピス）と薬局の関わり ………………………………………………………………………407
松本亜由美 丈夫屋メディカル薬局

ポスターセッション46 ICT と在宅医療1

7月15日（月・祝）9：30～10：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 髙野 秀雄 医療法人雄愛会高野クリニック

P46-1 GISを用いた訪問診療提供体制の検討…………………………………………………………………………………408
堀池 諒 高知県健康政策部医療政策課

P46-2 在宅医療における“あじさいネット”の利用価値 ……………………………………………………………………408
奥平 定之 （医）奥平外科医院/長﨑在宅Dr ネット
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池田 哲也 池田薬局たで沼店
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吉永 治彦 医療法人社団永仁会吉永医院
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中田 隆文 マリオス小林内科クリニック
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日下生玄一 医療法人財団新生会百人町診療所

ポスターセッション47 ICT と在宅医療2

7月15日（月・祝）10：30～11：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 前島 啓二 たんぽぽクリニック

P47-1 複数事業所間における情報共有システムの導入事例 …………………………………………………………………410
堀之内将馬 有限会社OAS

P47-2 自主開発の ICT活用による地域との連携強化と安定的な集患への取り組み～サイボウズ社 kintone を用いて～
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前島 啓二 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック
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ポスターセッション48 小児在宅医療1

7月15日（月・祝）13：40～14：50 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 市橋 亮一 医療法人かがやき総合在宅医療クリニック

P48-1 訪問診療におけるお誕生日のお祝い―ご家族の思いを中心とした質問紙調査から― ……………………………412
糸井 幸江 大阪発達総合療育センター訪問診療科

P48-2 地域で暮らす医療的ケアの子どもたちと家族を支える看護職の看々連携構築に向けた研修会の有用性 ………412
阪上 由美 武庫川女子大学看護学部
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P48-3 小児脳悪性腫瘍患者の在宅看取りを経験して～訪問看護師の語りから外来看護師の役割を考える～ …………412
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P48-5 小児在宅医療における在宅療養支援診療所の医療ソーシャルワーカーが担う役割 ………………………………413
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中村 知夫 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

ポスターセッション49 小児在宅医療2

7月15日（月・祝）14：50～16：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 木実谷貴久 さいわいこどもクリニック/慶應義塾大学小児科学教室

P49-1 小児在宅患者にかかわる医療・福祉・教育・保健の連携推進事業～CLASS（医療的ケア児を地域で支える多職種
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松野 頌平 医療法人メディエフ寺嶋歯科医院/歯と口の機能支援センターみのお
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P49-4 小児在宅呼吸管理における経皮CO2モニターの有用性………………………………………………………………414
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P49-5 理学療法士夫婦です。息子は医療的ケア児です。お家で一緒に暮らすにはいろんなことがありました ………415
宮平 宗勝 社会医療法人仁愛会浦添総合病院

P49-6 在宅でオーダーメイドの経静脈栄養を実施している小児の1例……………………………………………………415
田中 有希 日本調剤株式会社在宅医療部
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宮武 寛知 オレンジホームケアクリニック

ポスターセッション50 訪問栄養士の活躍1

7月15日（月・祝）9：30～10：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 林 靜子 （医）長谷川会湘南ホスピタル栄養科

P50-1 ターミナル期にあるがん患者への訪問栄養指導～背景の異なる3例を通じて～…………………………………416
長畑 雄大 つばさクリニック岡山
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P50-5 「地域と医療・福祉を結ぶ架け橋」を目指して～当院で取り組む訪問栄養指導と飲み込みサポートセンターについ
て～ …………………………………………………………………………………………………………………………417
重下 結花 東苗穂病院栄養管理科
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ポスターセッション51 訪問栄養士の活躍2

7月15日（月・祝）10：20～11：10 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 山川 美雪 社会医療法人河北医療財団あいクリニック

P51-1 生ききるをともに～フレイル予防と地域一体型食支援～ ……………………………………………………………418
小川 豊美 株式会社とよみ

P51-2 在宅患者における摂取エネルギー量の適正化に向けた取り組み：管理栄養士が言語聴覚士および医師と連携して
訪問する地域NST ………………………………………………………………………………………………………418
武原佳恵子 ウエルシア薬局株式会社

P51-3 嚥下機能が低下している在宅医療者に対する訪問栄養指導と地域の多職種連携について ………………………418
山川 美雪 社会医療法人河北医療財団あいクリニック

P51-4 調理作業でBPSDの緩和、介護負担軽減は図れるか？～訪問栄養指導での挑戦～ ……………………………418
藤村 真依 医療法人悠明会在宅支援いむらクリニック

P51-5 歯科医院、訪問看護ステーション、児童デイサービスの連携による小児在宅訪問管理栄養士の養成プログラム 419
辻本 若菜 医療法人メディエフ寺嶋歯科医院

ポスターセッション52 在宅医療をサポートする人人（ボランティア含む）1

7月15日（月・祝）13：40～14：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 山田 寿美 医療法人双樹会よしき往診クリニック

P52-1 ケアカフェおおさき開催から考える連携体制構築について …………………………………………………………420
市ノ渡真史 ケアカフェおおさき事務局

P52-2 医師の診療の質をあげるメディカルコーディネータという職種の活躍 ……………………………………………420
山田 寿美 医療法人双樹会よしき往診クリニック

P52-3 食事療法を継続するための電話栄養相談によるサポート方法の検討～配食事業者の取り組み～ ………………420
蒲 祥子 株式会社ヘルシーネットワーク/認定栄養ケア・ステーションヘルシーネットワークつながる

P52-4 「がん哲学外来メディカル・カフェ」、特に「教会カフェ」と地域医療・在宅医療との協力による「まちづくりと
地域貢献」の可能性の考察 ………………………………………………………………………………………………420
棚瀬 裕文 がん哲学外来お茶の水メディカル・カフェ in OCC/一般社団法人がん哲学外来在宅部会/順天堂

大学医学部人体病理病態学講座/東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科人間科学専攻死生学分
野/東京神学校

P52-5 地域の在宅医療・介護に関わる、特に協働の頻度の少ない他職種に対する理解の現状と課題点の検討 ………421
加藤 聡之 刈谷豊田総合病院患者サポートセンター

P52-6 訪問診療にアシスタントとして同行する介護士の訪問診療同行活動報告 …………………………………………421
岩﨑 泰士 ひきのクリニック

ポスターセッション53 在宅医療をサポートする人人（ボランティア含む）2

7月15日（月・祝）14：40～15：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 矢津 剛 医療法人矢津内科消化器科クリニック

P53-1 在宅看護介護及び有料老人ホームでの腹膜透析患者の受け入れと多職種連携に於ける当グループの取り組み 422
小松 利香 訪問看護ステーションあおぞら

P53-2 在宅における個別音楽療法の実践報告～QOLの視点から評価した一例～ ………………………………………422
柴原あゆみ ホームケアクリニック横浜港南

P53-3 診療の質をあげるために事務がマネジメントできること～たんぽぽクリニックの業務サポート室が行う業務内容～
………………………………………………………………………………………………………………………………422
江篭平紀子 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック

P53-4 東大和病院臨床工学科と在宅酸素療法の関わり ………………………………………………………………………422
佐藤 広隆 社会医療法人財団大和会東大和病院臨床工学科
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P53-5 フットケアからみた看護と介護のつながり～療養者の在宅生活を支援するために～ ……………………………423
池永 恵子 訪問看護ステーション夢歩

P53-6 在宅医療を受けている患者への音楽療法―音楽療法士の関わりを通して家族とともに人生を振り返るひととき―
………………………………………………………………………………………………………………………………423
櫻井 唯乃 ホームケアクリニック横浜港南

ポスターセッション54 地域での看取り（施設、居宅等）1

7月15日（月・祝）9：30～10：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 佐伯 修二 ホームケアクリニック横浜港南

P54-1 当クリニックの在宅看取りの現状 ………………………………………………………………………………………424
佐伯 修二 ホームケアクリニック横浜港南

P54-2 施設でのみとりの素晴らしさを伝えるには ……………………………………………………………………………424
石澤 和馬 特別養護老人ホーム緑風苑

P54-3 患者と家族が希望する終末期の療養希望場所と実際の看取り場所について ………………………………………424
野々垣 禅 愛知厚生連海南病院老年内科

P54-4 被災僻地の在宅医療 ………………………………………………………………………………………………………424
平泉 宣 岩手県済生会岩泉病院地域ケア部

P54-5 在宅診療部と介護スタッフとの関わり～介護施設での看取りについて～ …………………………………………425
田中美代子 医療法人福寿会赤羽岩渕病院在宅診療部

P54-6 最期の瞬間に見たい景色～訪問同行看護師が考える終末期医療～自分らしいを叶える最期のために …………425
今村 高暢 愛媛生協病院

ポスターセッション55 地域での看取り（施設、居宅等）2

7月15日（月・祝）10：30～11：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 菅原 信行 医療法人双樹会よしき往診クリニック

P55-1 透析患者の在宅医療について ……………………………………………………………………………………………426
吉川 尚男 吉川内科医院

P55-2 当院における在宅患者看取り時刻と大潮と満潮と干潮についての関係 ……………………………………………426
菅原 信行 医療法人双樹会よしき往診クリニック

P55-3 在宅での看取りの地域啓発に朗読劇を使う効果について ……………………………………………………………426
大友 路子 つながるクリニック

P55-4 グループホームで看取ることを支援する―医療と介護の連携・情報共有・役割分担― …………………………426
小原 章央 医療法人社団都会渡辺西賀茂診療所在宅診療部門

P55-5 医療法人まなみ会佐久長土呂クリニックにおける Lynn の 3分類ごとの訪問診療管理期間と在宅看取り率について
………………………………………………………………………………………………………………………………427
吉澤 寿英 医療法人まなみ会佐久長土呂クリニック

P55-6 在宅看取りにおいて看取りパンフレットを渡すことの影響～在宅看取り率の変化に着目して～ ………………427
上田 馨 豊田地域医療センター

ポスターセッション56 地域での看取り（施設、居宅等）3

7月15日（月・祝）13：40～14：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 小野原智美 社会医療法人財団大和会東大和訪問看護ステーション

P56-1 「できるだけ自宅ですごしたい」を支えるために～当院併設のサービス付き高齢者住宅におけるチャレンジ～ 428
中村 明澄 医療法人社団澄乃会向日葵クリニック

P56-2 在宅での看取りに対する地域住民の思いについて～看取り劇を通じて～ …………………………………………428
田巻 憲史 十勝連携の会（社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院）
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P56-3 演題取り下げ

P56-4 高齢透析患者が最良の終末期を迎えるために、透析施設が果たす役割～「その人らしい最期を迎える事」在宅診療
との併診～ …………………………………………………………………………………………………………………428
土屋真奈美 医療法人宝池会吉川内科医院

P56-5 がんばる！医師会と看取る医療を支える ………………………………………………………………………………429
小野原智美 社会医療法人財団大和会東大和訪問看護ステーション

P56-6 ホームホスピスを利用し、日常生活に近い形でその地域での療養が可能となった1例…………………………429
松本弥一郎 飯塚病院緩和ケア科/医療法人楽生会松口循環器科・内科医院

ポスターセッション57 地域での看取り（施設、居宅等）4

7月15日（月・祝）14：40～15：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 井戸田 舞 銀座在宅醫院

P57-1 看取り経験のないグループホームに急性期病院と在宅療養支援診療所が連携することで、施設での看取りに
繋がった症例 ………………………………………………………………………………………………………………430
椎井 徹 銀座在宅醫院

P57-2 多種多様な価値観を大切にした看取りにおける在宅診療の役割 ……………………………………………………430
岩元 智子 社会福祉法人山陵会フラワーホーム診療所

P57-3 多職種連携による看取りケアの1症例…………………………………………………………………………………430
久保 幸枝 太田医院

P57-4 多職種連携の中で薬剤師は看取りにどうかかわるのか ………………………………………………………………430
俵 千枝 新百合ヶ丘たわら薬局

P57-5 ACPが困難であった外国人担癌患者さんの看取り経験 ……………………………………………………………431
多鹿 昌幸 読谷村診療所

ポスターセッション58 薬剤師の活躍1

7月15日（月・祝）9：30～10：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 金田一成子 青森保健生活協同組合あおもり協立病院

P58-1 急性期病院退院当日に訪問薬剤指導として訪問することで得た知見 ………………………………………………432
木村 健太 池田薬局中央店

P58-2 過疎地域における訪問薬剤管理指導に関する薬薬連携～保険薬局との研修会を開催して～ ……………………432
上田加奈子 三重県立一志病院

P58-3 調剤薬局事務職の在宅医療関連業務に対する意識調査～事務職は何に困難さを感じているか？円滑な業務体制の
構築を目指して～ …………………………………………………………………………………………………………432
清水 里恵 株式会社サンテひまわり調剤薬局

P58-4 在宅医療における薬剤師が行う患者状態に応じたサービス提供の適正化 …………………………………………432
浅利 孝行 株式会社千葉薬品

P58-5 在宅高齢者の薬物療法の現状分析―高齢者に対して特に慎重な投与を必要とする薬物と関連する因子の検討―
………………………………………………………………………………………………………………………………433
鈴木 裕介 名古屋大学医学部附属病院地域連携・患者相談センター

P58-6 薬剤師の医行為などの介入で在宅医療の効率を上げる可能性についての研究 ……………………………………433
小林 篤史 岐阜薬科大学在宅チーム医療薬学講座/ゆうホールディングス
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ポスターセッション59 薬剤師の活躍2

7月15日（月・祝）10：30～11：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 長谷川祐一 有限会社タロサ薬局タローファーマシー

P59-1 健康サポート薬局の栄養サポートにより食生活が改善した精神科通院在宅患者の一例 …………………………434
高橋 泰樹 株式会社大和調剤センター中央薬局

P59-2 処方介入により低カリウム血症が改善した1例………………………………………………………………………434
山口 大輔 一般社団法人ミライ在宅委員会/ライフエンタープライズ株式会社ハーブランド薬局柏3丁目店

P59-3 薬剤師がかかわった小児への在宅訪問業務の報告と感じた課題 ……………………………………………………434
市川 順子 株式会社ヒューメディカしんまち薬局

P59-4 介護施設におけるコンプライアンスの実態把握と薬局の果たす役割 ………………………………………………434
出山 仁 株式会社千葉薬品

P59-5 院内在宅ケアチームとかかりつけ診療所の連携により看取りに繋がった一例 ……………………………………435
川見 里奈 市立福知山市民病院薬剤部在宅ケアチーム

ポスターセッション60 薬剤師の活躍3

7月15日（月・祝）13：40～14：40 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 佐野 雅昭 豊島区薬剤師会さの薬局

P60-1 医薬品の供給から薬物治療の適正化に向けて～薬剤師の責任と行動～ ……………………………………………436
串田 一樹 昭和薬科大学

P60-2 豊島区における薬剤師と訪問看護師の服薬支援に関する調査 ………………………………………………………436
佐野 雅昭 豊島区薬剤師会

P60-3 在宅褥瘡チームでの薬剤師の役割～古田メソッドの実践～ …………………………………………………………436
舛甚 路子 （一社）あおもり健康企画大野あけぼの薬局・あけぼの薬局八戸店

P60-4 保険薬局薬剤師のポリファーマシー対策～積極的な訪問薬剤管理指導がポリファーマシー是正につながる～ 436
庄籠 綾子 株式会社大和調剤センター中央薬局

P60-5 良いコミュニケーションは薬剤師業務を充実させる …………………………………………………………………437
西井 清徳 社会医療法人緑壮会金田病院

P60-6 訪問看護と連携し、フレイル予防を行っただけでなく、インスリン使用脱却につながった訪問薬剤指導による
1症例 ………………………………………………………………………………………………………………………437
八鍬 紘治 日本調剤本荘薬局

ポスターセッション61 在宅医療の運営1

7月15日（月・祝）9：30～10：20 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 上畑 大 つばさクリニック

P61-1 在宅専門診療所における医療勤務環境改善マネジメントシステム～当院での過去5年間を振り返って～……438
中川 誠二 ホームケアクリニック横浜港南

P61-2 組織の発展を目指した取り組み …………………………………………………………………………………………438
上畑 大 つばさクリニック

P61-3 当院の在宅診療における往診の分析と検討 ……………………………………………………………………………438
森 広樹 医療法人社団福寿会赤羽岩渕病院

P61-4 抜かりのないレセプト業務へ向けての取り組み ………………………………………………………………………438
川渕奈三栄 医療法人社団ナラティブホームものがたり診療所

P61-5 災害対策の意識調査からみえた在宅療養支援診療所の今後の課題 …………………………………………………439
赤崎 真理 医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック
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ポスターセッション62 在宅医療の運営2

7月15日（月・祝）10：20～11：00 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 白山 宏人 （医）拓海会大阪北ホームケアクリニック

P62-1 全スタッフ参加の1日研修「アップデートミーティング」がスタッフ・組織に与えた影響について…………440
村上 典由 医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック

P62-2 「マインドマップ」と「臨床倫理の4分割法」を組み合わせた多職種参加型在宅医療カンファレンス ………440
菊地 修司 茨城保健生活協同組合城南病院

P62-3 在宅コンフォートセット運用の試み～要町ホームケアクリニックVer.の作成～…………………………………440
菅野みどり 要町ホームケアクリニック

P62-4 赤羽岩渕病院 訪問診療満足度調査について …………………………………………………………………………440
内藤 健介 赤羽岩渕病院

ポスターセッション63 在宅医療の運営3

7月15日（月・祝）13：40～14：30 ポスター会場1（京王プラザホテル 新宿 4F 花）

座長 和田 幹生 市立福知山市民病院大江分院地域医療研修センター

P63-1 地方都市の地域基幹病院とその分院が行う訪問診療の比較と検討 …………………………………………………441
和田 幹生 市立福知山市民病院大江分院地域医療研修センター

P63-2 在宅医療において複数部門の連携強化を可能にする院内中心化機能 ………………………………………………441
渡邊 一功 医療法人社団守成会広瀬病院

P63-3 訪問診療医同行看護師の役割～訪問診療に看護師は必要か？～ ……………………………………………………441
稲田 えみ 医療法人社団すまいるやまだホームケアクリニック

P63-4 口の中だけではなく、患者様全身、ご家族を診るための情報共有：訪問歯科における診療記録（アナログ）、SNS
（デジタル）の活用。総合職・事務からのアプローチ ………………………………………………………………441
原田 俊夫 医療法人社団絆渡会

P63-5 在宅フィジシャンアシスタントの視点より考察する当院における在宅医療多職種連携の取り組みと課題 ……442
宮井 智輝 医療法人社団弓削メディカルクリニック滋賀家庭医療学センター

ポスターセッション64 家族ケア1

7月15日（月・祝）9：30～10：20 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 堂園 晴彦 堂園メディカルハウス

P64-1 看取りパンフレットの渡す時期について ………………………………………………………………………………443
冨澤 直紘 訪問看護ステーションルピナス川口

P64-2 在宅療養中のがんターミナル期患者の家族のQOL …………………………………………………………………443
東 幸恵 九州大学大学院医学研究院医療経営学分野

P64-3 認知症の母と暮らす息子の介護を通して変化していく生活意識～母の介護と息子の生活とのバランスに対する
意識変化の過程～ …………………………………………………………………………………………………………443
白子 英治 社会医療法人河北医療財団多摩事業部あい訪問看護ステーションリハビリテーション係

P64-4 最期の時を支える家族の心情変化を追って～『看る』から『看取る』へ繋げる為に訪問看護師ができること～ …443
山口早都子 社会医療法人財団東大和訪問看護ステーション武蔵村山サテライト

P64-5 複雑な親子関係の在宅看取りを支える～最期まで親子として向き合うこと～ ……………………………………444
高木 理江 桜新町アーバンクリニックナースケア・ステーション
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ポスターセッション65 家族ケア2

7月15日（月・祝）10：20～11：10 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 岡崎 賀美 社会医療法人財団大和会東大和病院がん相談支援センター

P65-1 「この子は生きています。どんな状態でも生きていて欲しいのです！」～もう意識の戻ることがない子とその家族の
紡ぐ軌跡～ …………………………………………………………………………………………………………………445
山内由佳理 医療法人社団都会訪問看護ステーションにしがも

P65-2 がんの親をもつ子供への関わり方～末期胃がんと診断された成人期の父親を持つ幼児期後期の子供をチームで
支える～ ……………………………………………………………………………………………………………………445
清水 栄子 医療法人博愛会頴田病院

P65-3 在宅チームが一丸となり患者家族全体に対して援助が出来た事例 …………………………………………………445
八重樫 綾 宮城厚生協会長町病院

P65-4 在宅嚥下障害患者に笑いでQOLを高めよう！ ………………………………………………………………………445
安藤麻里子 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野

P65-5 AYA世代がんにおける両親と夫の確執の有った事例を通して～本人夫婦・両親の思いの狭間の中で～ ……446
鈴木 悦子 要訪問看護ステーション

ポスターセッション66 在宅医療介護連携支援センター・地域包括ケアシステム/まちづくり4

7月15日（月・祝）13：40～14：40 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 川名理恵子 公益財団法人横須賀市生涯学習財団/元横須賀市健康部地域医療推進課

P66-1 市民参画・多職種協働をコンセプトとした小規模市民啓発の実践報告 ……………………………………………447
長友まゆみ 神戸市東灘区医療介護サポートセンター

P66-2 埼玉県在宅医療連携拠点コーディネーターの本音あるある50音集 ………………………………………………447
野上めぐみ 越谷市医師会（越谷市医療と介護の連携窓口）

P66-3 バーチャルリアリティーを利用して認知症に対する理解を深める～顔の見える多職種連携研修会から～ ……447
新舟 千絵 行田市在宅医療支援センター

P66-4 介護保険分野における医療介護福祉を総合するアプローチと在宅医療・介護連携支援センターという拠点機能を
障害者や生活困窮者の支援に活かし、地域共生社会実現を目指す …………………………………………………447
桑田 良子 松戸市在宅医療・介護連携支援センター

P66-5 医療と介護の連携における療養相談室の役割について ………………………………………………………………448
榎本 浩典 板橋区医師会在宅医療センター療養相談室

P66-6 医療・介護・福祉をつなげる「いけよんプロジェクト」の取り組み ………………………………………………448
土屋 淳郎 医療法人社団創成会土屋医院

ポスターセッション67 在宅医療介護連携支援センター・地域包括ケアシステム/まちづくり5

7月15日（月・祝）14：40～15：30 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 井岡 幸子 一般社団法人田園調布医師会

P67-1 大田区在宅医療相談窓口の取り組み～行政と共に取り組む地域の医療と介護の顔の見える関係づくり～ ……449
井岡 幸子 一般社団法人田園調布医師会

P67-2 社協・行政・医師会が運営する在宅医療・介護連携支援センター …………………………………………………449
上野 善則 医療法人虹のかけはし昭和クリニック

P67-3 東京都台東区における地域リハビリテーションの普及推進に向けた取り組み ……………………………………449
鈴木 誠一 医療法人社団輝生会在宅総合ケアセンター元浅草

P67-4 誰もが自分らしく暮らせるまちづくり～医療と介護の地域ケアMapすぎなみ～ ………………………………449
相田 里香 介護サービス青い鳥

P67-5 「在宅支援研究所てとてとココロ」仲間づくりはまちづくり ………………………………………………………450
清藤 千景 医療法人清藤クリニック
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ポスターセッション68 ひとりくらし・独居高齢者5

7月15日（月・祝）9：30～10：20 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 八森 淳 つながるクリニック

P68-1 アドバンス・ケア・プラニング（ACP）に沿った一人暮らし高齢者の看取りを地域で支えた一事例『正速美安楽の
教え』 ………………………………………………………………………………………………………………………451
白鳥 忍 きよさと診療所

P68-2 身寄りのない独居高齢者が急に判断能力がなくなった場合の医療同意と意思決定支援 …………………………451
八森 淳 つながるクリニック

P68-3 服薬支援装置を活用したアドヒアランス改善効果と介護負担軽減について ………………………………………451
松島夕美子 株式会社大和調剤センター中央南薬局

P68-4 介入困難事例から見る看護小規模多機能型居宅介護施設利用での関わり（事例検討） …………………………451
山崎 佳子 （株）やさしい手看護小規模多機能型居宅介護事業所かえりえ河原塚

P68-5 在宅酸素を使用する独居高齢男性たちの暮らしから在宅栄養サポートを考える …………………………………452
武富 梨紗 湘南おおふなクリニック

ポスターセッション69 ひとりくらし・独居高齢者6

7月15日（月・祝）10：20～11：10 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 矢野 大樹 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック

P69-1 独居の終末期消化器がん患者の自宅退院に影響を与えた要因 ………………………………………………………453
桂 美奈子 岩見沢市立総合病院

P69-2 多職種でつくる認知症カフェ ……………………………………………………………………………………………453
澤田 真紀 偕行会城西病院

P69-3 訪問診療終了例の検討 ……………………………………………………………………………………………………453
上林 孝豊 京都民医連第2中央病院往診センター

P69-4 地域密着型病院を目指して～多職種連携の会・出張講座を通して～ ………………………………………………453
坂本 貴政 社会医療法人仙養会北摂総合病院

P69-5 「実は、相談するところが欲しかった！」～ひとりじゃないよ お互いさまの心～ ……………………………454
高野 洋子 偕行会城西病院

ポスターセッション70 精神疾患の在宅医療

7月15日（月・祝）13：40～14：30 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 伊藤順一郎 メンタルヘルス診療所しっぽふぁーれ

P70-1 在宅医療における精神保健福祉士が行なう精神科訪問看護の意義～家族関係が改善した症例を通して～ ……455
堀 鉄也 医療法人社団ときわ会常盤平中央病院

P70-2 持続性抗精神病薬と精神科作業療法の併用療法が奏功した措置入院後統合失調症の症例 ………………………455
近藤 健治 さくらライフ市川クリニック

P70-3 認知症の母と統合失調症の子～“9060”家庭の在宅支援～ ………………………………………………………455
小俣 裕子 医療法人社団リカバリーこころのホームクリニック世田谷ナースステーション

P70-4 「学校に行きたい」17歳 軽度知的障害の自己意思決定を訪問看護で支援する…………………………………455
中村紀美代 ねむの花訪問ナースステーション

P70-5 精神状態の悪化とうっ血性心不全の急性増悪を繰り返す統合失調症患者に対する複数在宅医療機関による包括的
支援の実践 …………………………………………………………………………………………………………………456
高野 洋輔 医療法人社団リカバリーこころのホームクリニック世田谷
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ポスターセッション71 そのほか3

7月15日（月・祝）9：30～10：30 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 山本 健 川口ホームケアクリニック

P71-1 胃瘻交換・嚥下内視鏡に使う細径のポータブル内視鏡を用いて在宅での経鼻胃管の挿入・交換を安全に行える
ようにした取り組みについて ……………………………………………………………………………………………457
磯島 寿人 協立クリニック/あおもり協立病院/中部クリニック

P71-2 地域におけるEarly Response Teamの活動報告 …………………………………………………………………457
石井 征輝 ふくろうクリニック等々力

P71-3 がん専門病院A病棟における退院支援カンファレンスの実態………………………………………………………457
河嶌 夏來 研究開発法人国立がん研究センター東病院

P71-4 在宅における気管内吸引カテーテルの再使用方法に関する細菌学的検討 …………………………………………457
白井 文恵 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

P71-5 当院におけるホルター心電図検査の実態について ……………………………………………………………………458
山本 健 川口ホームケアクリニック/東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター

P71-6 日本語によるコミュニケーションが困難な患者・家族へのストーマ指導の一例―他部門・他職種による術前から
の準備と連携― ……………………………………………………………………………………………………………458
布施理恵子 山形大学医学部附属病院看護部

ポスターセッション72 そのほか4

7月15日（月・祝）10：30～11：30 ポスター会場2（京王プラザホテル 新宿 4F 扇）

座長 藤田 真奈 梶原診療所

P72-1 地域連携型認知症疾患医療センターとしての多職種連携について …………………………………………………459
吉沢 奈美 社会医療法人財団東大和病院地域連携型認知症疾患医療センター

P72-2 糖尿病患者への持続血糖モニタリング装置・デュラグルチド製剤導入の有効性～在宅療養生活の不負担軽減に
つながった症例～ …………………………………………………………………………………………………………459
西頭 美幸 医療法人鳥伝白川会訪問看護ステーションドクターゴン

P72-3 地域で支える心不全～高齢心不全患者の一例にみる有床診療所を軸とした在宅医療の可能性～ ………………459
藤田 真奈 梶原診療所

P72-4 目標応援プロジェクトの取り組み～在宅療養患者の「命の質、生活の質」の向上を目指して～ ………………459
加藤万祐子 医療法人正翔会ながお在宅クリニック可児

P72-5 在宅での褥瘡治療～過去の症例から学ぶ在宅褥瘡処置の要～ ………………………………………………………460
小野寺志眞 医療法人社団焔やまと診療所
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