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一般演題プログラム 2022年11月11日（金）

ポスター（1-E-01〜 1-E-06） 9:45〜 10:27 E会場（長良川国際会議場 5F 国際会議室）
座長：本山 健太郎（福岡赤十字病院）

効率化・業務改善 1

1-E-01 PFM推進に向けた医師事務作業補助者の代行操作について
岩手県立磐井病院 千葉 美穂

1-E-02 アウトカムセットを付属した新規パス申請書作成の取り組み
さいたま赤十字病院 野村 侑生

1-E-03 パス事務局業務の細分化による効率性と質改善に向けた取り組み
国立国際医療研究センター病院 齊藤 大介

1-E-04 新規パス作成へのスタッフの心理的負担を軽減するための取り組み
高知大学附属病院 秋田 眞希

1-E-05 外来複合セット（入院前検査）の作成
大阪警察病院 本田勢津子

1-E-06 データ活用によるパス業務効率化を目指した環境整備
春日井市民病院 山北 喜久

ポスター（1-E-07〜 1-E-13） 10:51〜 11:40 E会場（長良川国際会議場 5F 国際会議室）
座長：石橋 悟（石巻赤十字病院）

効率化・業務改善 2

1-E-07 クリニカルパスを用いた術後要安静患者への褥瘡対策の試み
一宮西病院 丸山 英未

1-E-08 汎発性腹膜炎の緊急手術に対するクリニカルパスの導入後の効果
高崎総合医療センター 竹内 苑美

1-E-09 眼科クリニカルパスのバリアンス要因の分類名統一化
岐阜赤十字病院 木全 如香

1-E-10 看護ケアの充実・効率化を目指したクリニカルパスの作成
大阪警察病院 奥中 雅子

1-E-11 消化器内科緊急入院パス導入による効果
磐田市立総合病院 稲垣 陽子

1-E-12 『薬剤管理ツール』改良による採用薬剤変更時の業務の効率化
原町赤十字病院 小池 慈子

1-E-13 救急病床における看護パスの新規作成と運用
福岡赤十字病院 井上 祐子

ポスター（1-E-14〜 1-E-20） 13:45〜 14:27 E会場（長良川国際会議場 5F 国際会議室）
座長：石井 政次（済生会山形済生病院）

導入・効果 1

1-E-14 二次性骨折予防を目的とした大腿骨近位部骨折パスの改訂
武蔵野赤十字病院 小久保吉恭

1-E-15 パス集計・分析で気づいたピットフォール
西条病院 烏谷 力
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1-E-16 人工膝関節置換術後の深部静脈血栓症の発生予防と入院日数の変化
日本医科大学 西野 拓也

1-E-17 認知機能障害患者の骨粗鬆症治療継続率向上のための取り組み
八戸市立市民病院 風穴 愛貴

1-E-18 大腿骨骨折パス作成から現在の運用
JCHO群馬中央病院 永井真梨奈

1-E-19 当院循環器内科クリニカルパス電子化への取り組み
筑波メディカルセンター病院 清水 友佳

1-E-20 （演題取り下げ）

ポスター（1-E-21〜 1-E-26） 14:44〜 15:26 E会場（長良川国際会議場 5F 国際会議室）
座長：小田切 範晃（相澤病院外科センター）

導入・効果 2

1-E-21 患者セルフケア向上を目的とした心不全クリニカルパスの有用性
長崎大学病院 黒部 昌也

1-E-22 心不全クリニカルパスの導入による予後への影響に関して
高崎総合医療センター 高橋 伸弥

1-E-23 タスクシェアを意識した誤嚥性肺炎パスの取り組み
高岡市民病院 小川 剛史

1-E-24 ERCPパス導入の効果
岡山済生会総合病院 本間 仁

1-E-25 医療関連機器圧迫損傷（MDRPU）発生経過観察パスの活用
松波総合病院 迫田かおり

1-E-26 開心術後の嚥下機能テストと誤嚥性肺炎発症の相関
聖路加国際病院 早坂 美祐

ポスター（1-E-27〜 1-E-32） 15:43〜 16:25 E会場（長良川国際会議場 5F 国際会議室）
座長：井内 郁代（社会福祉法人 嘉誠会）

導入・効果 3

1-E-27 退院時のバリアンス分析
北九州総合病院 河村 弥奈

1-E-28 合併症の早期発見を目的に導入した気管切開術クリニカルパスの評価
大手町病院 古賀 明洋

1-E-29 疼痛緩和パス導入によるオピオイド導入後の嘔気嘔吐の変化
福岡赤十字病院 山崎 章生

1-E-30 入退院支援センターにおける指示書運用とパス説明拡大の取り組み
日本海総合病院 小南 麻美

1-E-31 医療の質向上を目指した徳洲会グループ共通パスの試み
湘南藤沢徳洲会病院 田畑 梨紗

1-E-32 多職種による糖尿病自己注射導入患者の外来継続パスの作成
市立岸和田市民病院 山田 初美
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ポスター（1-F-01〜 1-F-08） 9:45〜 10:41 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：久保田 聰美（高知県立大学）

医療安全・感染対策、患者用パス・インフォームドコンセント

1-F-01 パス内にある「言わなくてもわかっているよね」ルールへの対応
総合病院国保旭中央病院 小林 康祐

1-F-02 転倒転落減少を目指したクリニカルパスの不眠時指示統一化
黒部市民病院 月岡 雄治

1-F-03 高難度新規医療の導入におけるクリニカルパスの役割
横浜市立大学附属市民総合医療センター 三原 忍

1-F-04 多職種で部署を超えて取り組むERAS導入パスの作成と運用
NTT東日本関東病院 木内 章恵

1-F-05 患者指導を重要視した患者用パスの作成
第二大阪警察病院 村田 智子

1-F-06 入院前からチームで支える手術前患者用パスの作成
東京医科大学病院 田中 僚

1-F-07 胃食道ESD患者用パンフレットの患者意見を反映した改訂の試み
神戸大学医学部附属病院 大久保彩恵

1-F-08 患者サポートセンターと外来と病棟の協働による患者用パス標準化
NTT東日本関東病院 山田 由美

ポスター（1-F-09〜 1-F-13） 10:51〜 11:26 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：旭 朝弘（那覇市立病院）

コロナ 1

1-F-09 COVID-19パスの作成と運用
茨城県立中央病院 山岡 正治

1-F-10 COVID-19診療におけるクリニカルパス作成と運用について
伊那中央病院 村上 綾

1-F-11 COVID-19パスの作成と薬剤師の関わり
済生会神奈川県病院 荒井 里歌

1-F-12 当院におけるCOVID-19クリニカルパスの作成と運用について
福島県立医科大学附属会津医療センター 小林 諒汰

1-F-13 コロナウイルス感染症の移り変わりに対応したパス改変について
磐田市立総合病院 水谷 直樹

ポスター（1-F-14〜 1-F-18） 13:45〜 14:20 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：高岡 裕（富山大学附属病院）

病院マネジメント

1-F-14 パス運用体制改善に向けたパス専任事務員の取り組み
東京医科歯科大学病院 中谷 潤

1-F-15 医療の質保証と病院運営を意識したパス改訂推進に向けた取り組み
秋田大学医学部附属病院 門間 文

1-F-16 内科引受け当番制からフレイル状態患者専門の総合内科の開設
日本海総合病院 飯塚 真樹
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1-F-17 総合内科のフレイル・肺炎パスを使用しての多職種での取り組み
日本海総合病院 小山 牧子

1-F-18 クリニカルパスの管理と経営意識改革
八戸市立市民病院 藤本 卓也

ポスター（1-F-19〜 1-F-24） 14:44〜 15:26 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：山本 学（JCHO徳山中央病院）

アウトカム・データ活用

1-F-19 院内クリニカルパスにおける終了評価の分析
宮崎大学医学部附属病院 黒木 美南

1-F-20 整形外科病棟におけるアウトカム項目の充実への取り組み
宮崎大学医学部附属病院 富永 眞由

1-F-21 注射実施データの分析によるパス指示見直しの可能性の検討
東京大学医学部附属病院 毛利 王海

1-F-22 アウトカム未評価・バリアンス重複登録の改善に向けた取り組み
岐阜赤十字病院 福永 祥子

1-F-23 アウトカムバリアンス評価記録への取り組み
高知県あき総合病院 印藤 果歩

1-F-24 脳梗塞クリニカルパスの退院支援導入に向けたデータ分析
東邦大学医療センター大橋病院 大久保智彦

ポスター（1-F-25〜 1-F-32） 15:43〜 16:39 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：笹原 啓子（前橋赤十字病院）

地域連携・在宅医療・退院調整

1-F-25 医療と福祉の連携を構築する患者参加型パスの試行
広島大学 藤田 利恵

1-F-26 包括的口腔ケアの地域連携〜摂食機能訓練パスを活用して〜
JCHO群馬中央病院 根岸 晴美

1-F-27 地域連携パス使用数増加を目指して
岩手県立磐井病院 福島 拓哉

1-F-28 当院入退院調整室のクリニカルパス運用と認定士としての取り組み
横浜南共済病院 鈴木 毅

1-F-29 院内の連携強化で推進するがん連携パス
NTT東日本関東病院 本間 雅代

1-F-30 病棟看護師による入院前オリエンテーションの現状と今後の課題
聖隷三方原病院 谷川江莉子

1-F-31 終末期がん患者の療養支援チェックパス作成
松波総合病院 小園 典子

1-F-32 クリニカルパスから振り返る生活指導後の再入院の変化
羽島市民病院 冨田 幸来
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ポスター（1-G-01〜 1-G-07） 9:45〜 10:34 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：高金 明典（函館五稜郭病院）

バリアンス分析・パス改訂 1

1-G-01 婦人科開腹手術クリニカルパスの検証
獨協医科大学埼玉医療センター 濱田 佳伸

1-G-02 産婦人科拡大手術パスの適用状況とバリアンス分析
横浜市立大学附属病院 川宮 麗子

1-G-03 準広汎子宮全摘出術クリニカルパス改訂
松波総合病院 中山 久美

1-G-04 バリアンス分析の今昔物語
高知大学医学部附属病院 橘 克美

1-G-05 乳癌手術パスのバリアンス分析と改訂
岩手県立中部病院 高橋 奈美

1-G-06 バリアンス数と入院期間に焦点をあてたバリアンス分析
横浜市立大学附属病院 米元 栄樹

1-G-07 ベンチマークを利用したパスの入院期間の短縮を目指して
羽島市民病院 山田紗代子

ポスター（1-G-08〜 1-G-14） 10:51〜 11:40 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：勝尾 信一（つくし野病院）

バリアンス分析・パス改訂 2

1-G-08 人工股関節全置換術パスのバリアンス分析
横浜市立大学附属市民総合医療センター 小嶋 倫可

1-G-09 早期離床を目指した大腿骨近位部骨折パス改訂の効果
青森市民病院 葛西 希望

1-G-10 バリアンス分析結果から改訂した大腿骨近位部骨折パスの成果
福岡赤十字病院 外薗 佳代

1-G-11 人工膝関節全置換術後のクリニカルパスの改訂
兵庫県立尼崎総合医療センター 石原 薫

1-G-12 上肢肩甲帯パスのバリアンス分析とリハビリ実施状況の調査
北摂総合病院 遠近 太郎

1-G-13 人工股関節置換術パスのバリアンス分析
中国電力（株）中電病院 大本 雛代

1-G-14 腰椎後方固定術・腰椎椎弓切除術パスの改定に向けた検討
八戸市立市民病院 石村 慶太

ポスター（1-G-15〜 1-G-21） 13:45〜 14:34 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：竹中 恵子（呉医療センター・中国がんセンター）

バリアンス分析・パス改訂 3

1-G-15 AMIパスの患者指導におけるバリアンス分析
岡山市立市民病院 中曽 道子

1-G-16 心不全パスのバリアンス分析
岩手県立胆沢病院 神田 彩花
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1-G-17 循環器病棟におけるクリニカルパス改定前の臨床指標・医療者評価
広島大学病院 藤下 祐依

1-G-18 ACSパスにおける目標稼働件数を達成するための方法検討
相模原協同病院 鈴木 啓介

1-G-19 在院期間に焦点をあてた上部ESDクリニカルパスのバリアンス分析
横浜市立大学附属病院 福田 真奈

1-G-20 PEG造設クリニカルパスのバリアンス分析
羽島市民病院 大橋 陽美

1-G-21 当院における「分岐型adhoc PCIパス」の作成、導入について
相模原協同病院 齋藤 大介

ポスター（1-G-22〜 1-G-27） 14:44〜 15:26 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：菅野 由貴子（東京医療保健大学）

バリアンス分析・パス改訂 4

1-G-22 大腿骨近位部骨折術後早期のBI損失量に影響を与える因子の分析
三原皮膚科 三原 一郎

1-G-23 生体腎移植クリニカルパスのバリアンス分析
大阪公立大学医学部附属病院 池上 優生

1-G-24 脳梗塞クリニカルパスのバリアンス分析による誤嚥性肺炎予防
済生会熊本病院 森藤久美子

1-G-25 多職種連携による急性期大動脈解離パス改訂の取り組み
岩手県立中央病院 山本めぐみ

1-G-26 ペースメーカ植込み術パスにおける抗菌薬単回投与への短縮の影響
岡山市立市民病院 岡田 佳奈

1-G-27 アテローム梗塞（48時間超発症）パスの改訂
南砺市民病院 岡本真紀乃

ポスター（1-G-28〜 1-G-33） 15:43〜 16:25 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：菅原 重生（日本海総合病院）

バリアンス分析・パス改訂 5

1-G-28 標準クリニカルパス「ePath」を用いた、バリアンス要因の分析
九州大学病院 中井 真也

1-G-29 人工股関節全置換術クリニカルパスのバリアンス分析
済生会山形済生病院 植木健太郎

1-G-30 当院ERCPパスの判定基準の見直し
獨協医科大学埼玉医療センター 鈴木 優仁

1-G-31 アルコール依存症治療パスの見直し
東京都立松沢病院 中島真由美

1-G-32 口蓋扁桃摘出術パスのバリアンス分析
相模原協同病院 小島美加子

1-G-33 フリーコメントを活用したバリアンス登録改善に関する取り組み
国立循環器研究病センター 帖佐 晴美
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ポスター（1-H-01〜 1-H-07） 9:45〜 10:34 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：坂元 一郎（高崎総合医療センター）

EBM・医療の質・標準化、DPC

1-H-01 脳卒中患者に対する摂食嚥下プロトコールを用いたパスへの応用
手稲渓仁会病院 五十嵐美沙

1-H-02 CVポートパスへの統一に向けての取り組み
羽島市民病院 中山智香子

1-H-03 ERCP関連処置パスの理解度向上を目指したアクションリサーチ
若草第一病院 堀田絵理香

1-H-04 DPC期間を意識したパス運用をめざした上肢パスの取り組み
神戸赤十字病院 戸田 一潔

1-H-05 パス適用・DPCコードが分かる！入院患者DBの作成について
前橋赤十字病院 阿部 奈那

1-H-06 特定病院群維持に係るパス適正化の取組み
加古川中央市民病院 井本 憲佑

1-H-07 DPCデータ分析に基づく診療情報管理士によるパス作成支援
東京大学医学部附属病院 溝口 紗智

ポスター（1-H-08〜 1-H-14） 10:51〜 11:40 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：河村 進（笠岡第一病院）

パス活動・大会 1

1-H-08 クリティカルパス電子化導入の活動報告
イムス東京葛飾総合病院 金澤 亮子

1-H-09 クリニカルパス作成への支援とパス作成のリソースにおける課題
東京都立病院機構駒込病院 古川 宗明

1-H-10 クリニカルパスを活用した2年目看護師の学習を通して
静岡県立総合病院 井ノ川真理子

1-H-11 クリッピングパス新規導入・活用について
松波総合病院 嘉陽 里沙

1-H-12 医事課職員による整形外科クリニカルパスへの関わり
松波総合病院 加納早弥香

1-H-13 パス監査表を活用したパス修正件数増加への取り組み
東京北医療センター 七尾 宏美

1-H-14 患者用パスのフォーマット統一による標準化
福岡赤十字病院 原賀 啓文

ポスター（1-H-15〜 1-H-21） 13:45〜 14:34 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：中尾 浩一（済生会熊本病院）

パス活動・大会 2

1-H-15 パス専従/専任看護師「CP Nurse Web-Meeting」開催による課題
兵庫県立尼崎総合医療センター 宮平（進藤）亜紀子

1-H-16 パス委員会で取り組む在院日数短縮に向けたパス期間の検討
松戸市立総合医療センター 川西 紀子
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1-H-17 クリニカルパス活動におけるタスク・シフト/シェア
前橋赤十字病院 渡辺 悦子

1-H-18 パスを広める糸口を求めて－通信型10分講座の可能性－
神戸赤十字病院 鋳方 千尋

1-H-19 クリニカルパス担当看護師導入によりもたらされた効果
宮崎県立日南病院 木佐貫 篤

1-H-20 看護部委員会活動の現状と課題〜グループワークを通して〜
岐阜市民病院 入山 佳子

1-H-21 「ビダーザ＋輸血ありパス」の見直し後の報告
岐阜市民病院 吉岡 梢

ポスター（1-H-22〜 1-H-28） 14:44〜 15:33 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：大内 邦枝（さいたま赤十字病院）

パス活動・大会 3

1-H-22 パス大会へ多職種参加を目指して パスへ関心を持ってもらうため
市立三次中央病院 金藤 裕美

1-H-23 ポスター形式でのパス全体発表会企画
大阪警察病院 小野 律子

1-H-24 Webを用いたパス情報交換会の開催－パス大会再開への布石－
一宮市立市民病院 阪井 満

1-H-25 コロナ禍におけるクリニカルパス大会開催方式の検討
東京都立病院機構駒込病院 和久田郁也

1-H-26 クリニカルパス大会の運営と対応
山口労災病院 関 耕三郎

1-H-27 コロナ禍でのパス大会：オンラインでワークショップをやってみた
船橋市立医療センター 沖野 晋一

1-H-28 循環器内科パス作成の取り組み－第一報－
鶴岡市立荘内病院 大瀧 志保

ポスター（1-H-29〜 1-H-34） 15:43〜 16:25 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：小林 康祐（総合病院国保旭中央病院）

パス活動・大会 4

1-H-29 クリニカルパス運営の継続的な取り組みを目指して
松戸市立総合医療センター 勝本 礼子

1-H-30 看護部クリニカルパス検討会での認定士の活動
松波総合病院 今尾 裕子

1-H-31 クリニカルパス運用推進に向けた活動
高知大学医学部附属病院 小松 明夫

1-H-32 パスナースとしての2年間の活動と今後の課題
伊勢崎市民病院 伊津 瞳

1-H-33 クリニカルパス委員会事務局の活動紹介〜若手担当者の奮闘記〜
前橋赤十字病院 田村 佳輝

1-H-34 パスノート導入の取り組み
岩手県立磐井病院 佐々木聖子
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一般演題プログラム 2022年11月12日（土）

口演（2-D-01〜 2-D-08） 10:30〜 12:00 D会場（都ホテル 2F ボールルームC）
座長/審査員長：松波 和寿（松波総合病院）

座長/審査員：山中 英治（若草第一病院）
審査員：石井 政次（山形済生病院）
審査員：岡本 泰岳（トヨタ記念病院）
審査員：今尾 裕子（松波総合病院）

学術集会賞候補演題セッション

2-D-01 Patient Flow Management（PFM）とクリニカルパス活用の課題
北里大学大学院 下村裕見子

2-D-02 BIツールを使用した多角的パス分析
横浜市立大学附属病院 田橋 啓順

2-D-03 患者状態適応型パスシステム（PCAPS）を活用した新生児パスの作成
公立陶生病院 甲斐 由美

2-D-04 大腿骨近位部骨折クリニカルパスに対する栄養ケア導入の効果
小牧市民病院 大平 圭祐

2-D-05 消化器がん手術部位と身体活動量に関する回復過程の検討
高崎総合医療センター 佐藤 優

2-D-06 PFM（Patient Follow Management）での患者用クリニカルパスの活用
NTT東日本関東病院 芹田 照子

2-D-07 急性大動脈解離内科治療パスにおける長期入院要因の検討
聖路加国際病院 山田 晴香

2-D-08 脳卒中地域連携パスからみたコロナ禍の影響
熊本赤十字病院 寺崎 修司

ポスター（2-F-01〜 2-F-07） 9:05〜 9:54 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：船崎 俊一（埼玉県済生会川口総合病院）

教育

2-F-01 デメリットも学ぼう。当院におけるクリニカルパス教育の見直し
済生会西条病院 烏谷 力

2-F-02 リハビリ臨床実習パス作成の試み－第1報 作成準備－
岩手県立江刺病院 関谷 淳一

2-F-03 院内パス教育活動の体制化とその取り組み
長崎大学病院 一橋 了介

2-F-04 看護師のクリニカルパス教育にe-ラーニングを導入した効果
福岡赤十字病院 大坪奈央子

2-F-05 パス教育において「パス運用監査」の有用性を考える
日本海総合病院 阿部 里香

2-F-06 全職種へのミニパス勉強会の効果
大阪南医療センター 松本由紀子

2-F-07 親しみやすいパス教育〜寸劇から楽しく学ぼう〜
NTT東日本関東病院 大泉永久子
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ポスター（2-F-08〜 2-F-13） 10:04〜 10:46 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：小西 敏郎（東京医療保健大学）

内科系疾患、栄養管理・NST・褥瘡対策

2-F-08 糖尿病看護認定看護師を中心にクリニカルパス作成から現在の経過
横須賀共済病院 福住 幸子

2-F-09 多職種で取り組む誤嚥性肺炎パス
富山県立中央病院 佐伯 桃花

2-F-10 心不全におけるリハビリテーションパスの導入と評価
練馬総合病院 大澤 竜太

2-F-11 クリニカルパスによる周術期栄養管理の標準化にむけて
弘前総合医療センター 櫻庭 弘康

2-F-12 栄養指導のクリニカルパスへの組み込みとその効果
岩手県立磐井病院 盾石 有

2-F-13 パスへの褥瘡対策とせん妄対策の組み込みにおける工夫と意義
獨協医科大学埼玉医療センター 井上 真子

ポスター（2-F-14〜 2-F-18） 11:03〜 11:38 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：瀬戸山 博（ベリタス病院）

コロナ 2

2-F-14 COVID-19パス作成からの運用と成果
高崎総合医療センター 篠澤 彩季

2-F-15 抗体カクテル療法クリニカルパスの有用性
岩手県立高田病院 小菅 秀子

2-F-16 COVID-19軽症パス改訂と小児用COVID-19パス導入
松波総合病院 野口 美帆

2-F-17 COVID-19パスを導入して〜約5か月間のまとめ〜
川崎市立川崎病院 清水 麻紀

2-F-18 COVID-19感染症パス（軽症・中等症）改訂と運用の2年間
若草第一病院 加藤真由美

ポスター（2-F-19〜 2-F-26） 14:00〜 14:56 F会場（長良川国際会議場 4F 大会議室A）
座長：山崎 友義（東京工業大学情報理工学院）

電子化・BOM・IT

2-F-19 患者用クリニカルパス電子化へのシステム構築
日本大学病院 大島 順子

2-F-20 クリニカルパスの管理、適応率の向上への取り組み
JCHO徳山中央病院 井生 知宏

2-F-21 当院の電子パスにBOM3.0は導入できるか
長野中央病院 成田 淳

2-F-22 電子カルテ更新に伴うBOMのバージョンアップへの取り組み
弘前総合医療センター 小笠原麗子

2-F-23 電子カルテ更新におけるパス移行作業上の問題点
済生会山形済生病院 遠藤 武秀
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2-F-24 電子カルテリプレイスに伴うアウトカムマスタ標準化の取り組み
さいたま赤十字病院 内桶 彩

2-F-25 PHSをiPhoneに切り替えるとどうなるか？革新の光と闇
松波総合病院 深澤 真吾

2-F-26 新パスシステム導入における多角的視点と介入の重要性
相澤病院 内山 弓枝

ポスター（2-G-01〜 2-G-07） 9:05〜 9:54 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：池田 俊也（国際医療福祉大学）

がん治療・化学療法、薬剤・検査

2-G-01 保険薬局におけるがん患者応対クリニカルパスの改訂について
総合メディカル株式会社 本田 雅志

2-G-02 ハイパーサーミア（温熱療法）パスの作成にあたって
松波総合病院 野々垣智子

2-G-03 女性診療科がん患者のライフワークを支えるパスの導入と課題
大阪公立大学医学部附属病院 稲盛 遥

2-G-04 保険薬局においてパス活用により適切なFN対応を行った1例
総合メディカル株式会社 原田 素子

2-G-05 全人工膝関節置換術（TKA）術後パスに対するPBPM構築後の調査
JCHO徳山中央病院 瀬上 直輝

2-G-06 尿路結石破砕術後超音波検査の合併症早期発見・予防への取り組み
松阪市民病院 中島佳那子

2-G-07 後発品薬剤等の修正作業代行および病棟パスラウンドの現況
獨協医科大学埼玉医療センター 井上 真子

ポスター（2-G-08〜 2-G-11） 10:04〜 10:32 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：関本 員裕（日本鋼管福山病院）

精神科・認知症

2-G-08 修正版 食道がん術後せん妄ハイリスクパスの評価に関する研究
関東学院大学 谷島 和美

2-G-09 精神科急性期パスのバリアンス分析
福岡県立精神医療センター太宰府病院 川藤友里栄

2-G-10 当院で作成したせん妄パスの効果と課題
高山赤十字病院 政井 恵

2-G-11 外来認知症ケアパスを導入して明らかになったこと
山形県立中央病院 板垣 和人

ポスター（2-G-12〜 2-G-17） 11:03〜 11:45 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：関本 員裕（日本鋼管福山病院）

外科系疾患、小児・周産期

2-G-12 脆弱性骨折リエゾンサービスを含めた脊椎椎体骨折パスの運用
八戸市立市民病院 沼沢 拓也
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2-G-13 当院における胸腰椎圧迫骨折に対する保存治療パスの使用状況
畷生会脳神経外科病院 村上耕一郎

2-G-14 生体腎移植クリニカルパス作成と活用状況について
岩手県立中央病院 千葉 幸

2-G-15 新生児呼吸障害パス作成に向けての検討
高知赤十字病院 向井 直美

2-G-16 心臓カテーテル検査後の嘔吐に対する取り組み
福岡市立こども病院 仲原 沙耶

2-G-17 周産期小児専門医療機関で在院日数の短縮への取り組みは可能か
長野県立こども病院 黒板 了正

ポスター（2-G-18〜 2-G-24） 14:00〜 14:49 G会場（長良川国際会議場 4F 大会議室B）
座長：米田 良平（平内中央病院）

リハビリテーション・回復期

2-G-18 腰椎後方椎体間固定術施行後のクリニカルパスに基づいた理学療法
東京品川病院 山口 彩香

2-G-19 大腿骨近位部骨折患者の術式によるリハビリテーション経過の比較
厚生中央病院 秋山 茂雄

2-G-20 回復期リハビリテーション病棟におけるオンライン面談用パス
松波総合病院 古嶋 涼子

2-G-21 開心術後のシームレスな外来心臓リハビリテーションをめざして
富山県立中央病院 村中 結樹

2-G-22 受傷前BI45点以上認知症自立度I以下の症例の歩行自立の要因分析
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 佐藤 恵太

2-G-23 がん患者に対する運動・栄養・薬物療法複合パス作成チャレンジ
佐賀県医療センター好生館 柏田 知美

2-G-24 当院における心不全リハビリパスの現状と課題
羽島市民病院 児島 良典

ポスター（2-H-01〜 2-H-07） 9:05〜 9:54 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：今本 治彦（市立貝塚病院）

パス活動・大会 5

2-H-01 電子パス運用監査の実際
八戸赤十字病院 岩城 直美

2-H-02 バリアンス分析とパス改訂活動
高崎総合医療センター 坂元 一郎

2-H-03 アウトカム達成状況登録促進への取り組み
高知大学医学部附属病院 弘末 正美

2-H-04 当院におけるクリニカルパスの改定支援活動
大阪市立総合医療センター 大江 千春

2-H-05 新入職者への操作研修会：パスの文化を絶やさないために
兵庫県立尼崎総合医療センター 中橋 達

2-H-06 クリニカルパス導入20年後から開催する「これからのパス大会」
NTT東日本関東病院 山田 由美
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2-H-07 参加型学習会の効果 〜多職種で作り上げるクリニカルパス大会〜
山形県立中央病院 長塚真紀子

ポスター（2-H-08〜 2-H-14） 10:04〜 10:53 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：村上 廣野（水戸医療センター）

パス活動・大会 6

2-H-08 クリニカルパス活用促進に向けた提案づくり
兵庫県庁 松本 道雄

2-H-09 委員会活動規模の縮小とコア化の現状と課題
済生会西条病院 烏谷 力

2-H-10 多職種でのパス分析による医療の質改善の試み （第一報）
東京女子医科大学附属八千代医療センター 大橋 高志

2-H-11 アウトカム志向を目指したクリニカルパス改版活動について
東京医療センター 目黒 康平

2-H-12 クリニカルパス啓発活動のためのアンケート調査の取り組み
小倉記念病院 白石 絹枝

2-H-13 パス認定士としての院内パスへの関わり
弘前総合医療センター 阿部 智世

2-H-14 クリニカルパス推進チームの活動報告
東京大学医学部附属病院 毛利 王海

ポスター（2-H-15〜 2-H-21） 11:03〜 11:52 H会場（長良川国際会議場 4F 大会議室C）
座長：加藤 裕子（つながる訪問看護ステーション）

パス活動・大会 7

2-H-15 当院のクリニカルパス監査ミーティングについて
高知大学医学部附属病院 田岡 里彩

2-H-16 多職種協働でクリニカルパスの医療資源の最適化を図った活動成果
市立貝塚病院 向井日佐子

2-H-17 多職種によるパス強化チームの取り組みと今後の展望
東北大学病院 大沼奈緒美

2-H-18 パス改訂を行うための環境作り
岩手県立中央病院 菅原ひより

2-H-19 中規模急性期病院における看護部パス委員会活動報告
練馬総合病院 渡邊 輝子

2-H-20 当院における診療情報管理士によるパス活動支援
大阪公立大学医学部附属病院 下山 留奈

2-H-21 パスラウンド導入とその効果
済生会千里病院 井上 千代
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クリニカルパス展示

CP-01 クロザリルパスの現状と気づき
阪南病院 大村 悦子

CP-02 体重別漏斗胸クリニカルパス
長野県立こども病院 関谷 真輝

CP-03 軽症/中等症COVID-19パス
練馬総合病院 伊藤 美紀

CP-04 抗体療法（ソトロビマブ）
岡山済生会総合病院 原 一樹

CP-05 肝性脳症クリニカルパスの作成と実用
白十字病院 家村 理咲


