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筋ジストロフィー診療における医療の質の

日

程

●平成23年12月15日（木）国立病院機構本部講堂
13：00〜13：10

開会挨拶

13：10〜14：00
14：00〜14：40
午
後

研究代表者：松尾秀徳

栄養、摂食・蟻下

座長：松村隆介（奈良医療センター）

座長：吉岡 勝（西多賀病院）

呼吸ケアⅠ

14：40・・■14：50

〜休

14：50〜15：40

呼吸ケアⅡ

15：40〜16：20

16：20〜16：55

憩〜

座長：福田清貴く広島西医療センター）

データベース、IT

座長：夢田羅勝義（徳島文理大学）

インシデント、高侵襲時の診療

座長：島崎里恵（西別府病院）

●平成23年12月16日（金）国立病院機構本部講堂

9：50〜10：30
QOL
座長：駒井清暗く医王病院）
午 前
9：00■−9：50
災害時
座長：斉田和子（宮崎東病院）

10：30〜11：10

評価、マニュアル

11：10〜12：00

病棟診療

13：00−14：00

14：00〜14：40
午 後

12：00〜13：00

14：40一一15：00

療養環境、心理

座長：荒畑創（大牟田病院）

座長：和田千鶴（あきた病院）

座長：吉岡恭一（松江医療センター）

外出、余暇、就労支援

座長：丸田恭子（南九州病院）

〜昼食（分担研究者会議）〜

〜休

憩〜

15：00−15：50

療養支援Ⅰ

座長：藤村晴俊（刀根山病院）

15：50〜16：30

療養支援Ⅱ

座長：斉藤利雄（刀根山病院）

16：30〜

研究代表者：松尾秀徳

閉会挨拶

発表時間は6分、質疑応答は2分です。

時間厳守をお廉いします。
発表の30分前までには受付をお済ませください。

筋ジストロフィー診療における医療の賞の向上のための多職種協働研究班班会護
●平成23年12月15日（未）

開会挨拶 松尾秀癒
t飲用一 乗義、擾食・嶋下

1委託給食導入と筋ジス食について 一第2報−

石野久司

国立病院機構宇多野病院

2 筋ジストロフィー患者の食事改善と栄養管理に向けた取り組み（第1報）

表

国立病院機構奈良医療センター

3

筋ジストロフィー患者に対する褐瘡・NSTチーム介入による栄養支援の効果

阿部真世

国立病院機構西別府病院

4

在宅筋ジストロフィー患者の食事内容調査からみえた問題点

青木緩美

国立病院機構東埼玉病院

5

人工呼吸開始後のデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の栄養管理について

坂上藍子

国立病院機構南九州病院

6

人工呼吸器を装着した患者の哺下タイミングに関する研究〜嗟下音を用いた検討〜

植田友貴

国立病院機構長崎川棚医療センター

14朝一
7

順子

慶長：青嶋 靡（西多責貞義）￣￣￣

岬敵ケアl

筋強直性ジストロフィー患者の口腔内状況と口腔ケアマニュアルの効果

浅田道幸

国立病院機構旭川医療センター

8 筋ジストロフィー患者の口腔機能訓練（機能的口腔ケア）の取り組み

声高佳代

国立病院機構熊本再春荘病院

9霊冥冨買戻器量鮎諾署諾悪詣詳言禦加湿掛ら人工鼻への変更〜

元木健介

国立病院機構青森病院

10NIPPVにおける鼻プラグ導入の援助〜3事例を振り返って〜

三上和幸

国立病院機構広島西医療センター

11禦監禁誤誓讐淵甜筋ジストロフイ￣患者に対し肺内

花岡匡子

国立病院機構広島西医療センター

川：40− 休憩
14：5〇・一 呼吸ケアⅡ

塵轟：鶴田講義（広島西匿轟センター）

12慢性病棟の人工呼吸器回路交換業務への臨床工学技士参入について

石蔵

13人工呼吸器の機種変更にともなう換気量調整について

田中 誠

国立病院機柵南九州病院

14当院での筋ジストロフィーの呼吸管理の現状と問題点

大矢 寧

国立精神・神経医療研究センター病院

政昭

国立病院機構広島西医療センター

15芸競‡蒜器筋ジストロフイ￣患者における陰圧（呼気介助）を利用した舌咽頭呼吸の 北出雅也

国立病院機構 あきた病院

16芸才エンヌ型筋ジストロフイ￣に対する呼吸リハビリテ￣シヨンのクリティ加レリくスの有 白石 弘樹

国立病院機構鈴鹿病院

17墓誌撃で支える呼吸リハビリテ￣シヨン￣看脚の呼吸リハビリ院内鮎制度の績 大橋昌子

国立病院機構西多賀病院

塵轟：夢田竃■義（徽轟文理大攣）

15：40・｝ データベース、IT

18長期人工呼吸用器機トラブル対応ネットワークシステムー神野班解散後の経過一

斉藤利拉

国立病院機構刀根山病院

20買漂鴇芋急学究等蒜患者のデ￣タベ￣スの服に向けて：とくに施設入所の成足立克仁

国立病院榊徳島病臥四国神経偏センター

21汀を利用した療養支援の現状と今後の課題

国立病院機構長良医療センター

1l：20■−

藤田家次

インシデント、轟優襲時の鯵轟

塵轟：島嶋里轟く西別府痍鏡）

22人工呼吸器落下アクシデントの要因分析

村田

武

国立病院機構鈴鹿病院

23雲量忌蒜蒜欝㌘人工呼吸器管理の実態〜過去のヒヤリハット事例よ。トラブル紳孝弘

国立病院機構 酉別府病院

24呼吸器集中治療室（和CU）での筋萎縮症患者に対する理学療法の関わりについて

国立病院機構刀根山病院

山本洋史

25訟蓋．翳霜詣謹告宗野プレパレションプログラム〜意識下で胃鵬設術市原幸恵

国立病院機構新潟病院

●平成23年12月t6日（金）

塵轟：斉田和子（青嶋真鯛験）

9：0〇・一 災書時

26窪雪雲言誤蒜譲吉豊富嘉禁舶掛人工呼吸臥在宅酸素療養）の電源確相沢祐一
27災害時における介助負の役割の明確化

小林忍

国立病院機構西多賀病院
国立病院機構箱根病院

28東日本大震災後の在宅人工呼吸療法筋ジストロフィー患者の状況

中山可奈

国立病院機構東埼玉病院

29東日本大震災発生時・計画停電時の看護ケアの状況と今後の殊遇

東口奈美

国立病院機構東埼玉病院

30筋ジストロフィー病棟災害時マニュアル作成〜呼吸器装着患者対応中心に〜

姫野めぐみ

31盆三豊警告警詔監欝の向上のための教育に附る研究戎間停電時の対桝ひろみ
l：＄0−

QOL

国立病院機構兵庫中央病院

国立病院機構宮崎東病院

塵最：鴨井漬嶋（医王痍眈）

32体位変換の促しにS【IQoL−DWによる00し評価を応用した1例

川口智美

33個人の生活の質評価法（SEIQoL−DW）を取り入れた長期的な看護ケアの評価

篠崎佳薫

国立病院機構医王病院
国立病院機構新潟病院

34慧芸譜聖二おけるQOL向上への取。組み〜療養介針￣ビス提供実施記録の閥江藤嘉展

国立病院機構 西別府病院

35讐介助銅人による患者のQOLの変化と今後の悶〜患者への純度配を乱輔佐智

国立病院機構西別府病院

−1−

10：朝一

辞儀、マニュアル

塵轟：荒鯖1耶大串由粛嶺）

36筋ジスポートサービス実施要綱の改訂〜非専門病棟での円滑な実践を目指して

堤真弓

37空豊髭忘毘扶㌍宣言寵㌶諾警を用いた評価の検討⊥スヌ￣ズレ竹村賊

国立病院機柵大牟田病院

国立病院機構鈴鹿細

38筋ジストロフィーにおける栄養評価の検討

北川冬草

国立病院機構刀根山病院

39トイレ移乗の適切な指標作りを目指して（第2報）

杉本洋一

国立病院機構東埼玉病院

40詔雷雲悪霊豊富至芸詣野方法の僻化に向けて〜カファシスト実施専任幸田裕哉

国立病院鮒広島西医療センター

塵轟：和田千鶴（あきた痍鏡）
41筋ジストロフィー病棟で勤務するスタッフのストレス調査と分析

佐々木絵理

国立病院機檎あきた病院

42讐警務の取。扱いに対するスタッフの意識調査〜SpO2モニタ￣落下防止の掛を通半田紗弥佳

国立病院機構医王病院

43SpO2測定器落下防止のための国定台の評価

国立病院機構医王病院

岡野安太朗

叫MACの物品管理における試み一第1報一

波遺達矢

国立病院機構医王病院

45スタンダードプリコーションをより浸透するための試み

出場利恵

国立病院機構沖縄病院

46新任者が馴染みやすい病棟を目指して一離職の要因分析に基づいて一

浦底光江

国立病院機構 沖縄病院

47新病棟設立による筋ジストロフィー患者の期待と不安

藤田麻沙子

国立病院機構新潟病院

48当院神経筋疾患療養介護病棟における環境設定支援の現状と取組み

早川竜生

国立病院機構新潟病院

49嘉￣スコ￣ル対応を待つ筋強直性ジストロフイ￣患者の思い：VTRを用いた行動の分 田辺純一

国立病院機構箱根病院

50当病棟におけるナースコール実態調査〜静かな環境を目指して〜

柏原史弥

国立病院機構長崎川棚医療センター

51青年期にある神経筋難病患者の思いの分析

加納はづき

国立病院機構宇多野病院

52筋ジストロフィー患者の発達障害傾向に関する検討

柴田早紀

大阪大学大学院人間科学研究科
国立病院機構松江医療センター

12：00〜 昼食（分担研究者会旛）

53デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の認知能力に関する検討（第2報）

有吉

14：00− 外出、余暇、獣労支攫

塵轟：丸田蓼子（粛九州銅鏡）

54音楽活動を通して筋ジストロフィー患者さんの主体性を支える取り組み

向本早苗

55ジストニア患者に対する余暇活動を通した、00し回復への取り組み

当真嗣也

国立病院機構沖縄病院

伊波恵理子

国立病院機構沖縄病院

博史

国立病院機構医王病院

57監ストロフイ￣患者の外出泊における・人工呼吸凱対する患者 家族の知識の実態

古川章子

国立病院機構長良医療センター

58筋ジストロフィー患者の地域との関わりを生かした在院就労

市河裕智

国立病院機構松江医療センター

1年40〜休憩

慶長：集村嶋儀（刀橿山轟鹸）
59学会雷完㌘フイ￣患者への生活サボ小を見据えたブラジルでの筋ジストロフイ→ シルビア・純子・仲宗椙

国立病院機構八雲病院

60筋ジストロフィー患者の在宅医療に対する課題アンケート

矢澤 健司

社団法人日本筋ジストロフィー協会

61筋ジストロフィー患者におけるコミュニケーション手段に関する研究

圃仲真理子

国立病院機構沖縄病院

62ボランティア参加形態の違いと筋ジス患者の満足度について

上田幸彦

国立病院機構沖縄病院

河野宏典

匡立病院機積∴熊本再春荘病院

64認諾謡至全な使用にむけての取り組み（第4報）−これまでの取。組みのまとめ 見波亮
柑：50− 撫養支攫Ⅱ

国立病院機構 下志津病院

塵轟：責轟利雄（刀根山蠣鹸）

65筋ジストロフィー患者における味覚・嗅覚に関する調査報告

国立病院機構刀根山病院

66筋ジストロフィー患者に対する有効な体位ドレナージの検討

国立病院機構

67療養介護病棟における生涯発達に関わる日中活動支援の現状と課題

国立病院機構新潟病院

68霊芝ストロフイ￣患者の爪病変の減少を日乱て〜実態距加レテ作成による現状把丸小野まゆみ

国立病院機構

約諾㌍豊崇㍊謀露語諸蒜詔訂の作業療法を乱た三井触

国立病院機構松江医療センター

1l：30〜

閉会挨拶

松尾素懐

ー2−

刀根山病院

西別府病院

