第31回 ハンセン病コ・メディカル学術集会
10月18日（金）
10：00～

1日目 ＜口演＞
（口演発表７分 質疑応答３分）
開会の挨拶： 国立療養所宮古南静園 園長 知念一
教育講演：「高齢者施設における薬剤耐性菌対策 」
沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科副部長 高山 義浩

10：15～11：15
時間

プログラム

セッション

座長演題番号

テーマ

A園版機能評価の取り組み（第1報）

1 看護・介護の質の向上を目指して

施設

発表者

菊池恵風園 松田 理恵

介護員の一日一発見

駿河
療養所

看護・介
11：20～
護の質の
12：10
向上 井上智子

2 ー行動の実践によるケアに必要な観察力の向上ー 菊池恵風園 高鷹 芳広
3 退室支援に対する看護師の意識調査
A棟における摂食・嚥下ケアの現状と課題への取り

4 組み

「語り聞くノート」の構築と活用

5 ー語りと言葉の記録システムー
60分

邑久
光明園
倉満
みどり

沖縄愛楽園 屋比久エミ子
松丘保養園 工藤まゆみ

昼休憩 12：10～13：10

6 Aセンター介護員の看取りに対する意識の実態
エンドオ
13：10～ ブライフ
14：00 ケアと看
取り

多磨全生園 内田 裕美

終末期入所者における「アドバンス・ケア・プランニン

7 グ」の実態調査

エンド・オブ・ライフケアの充実を目指して

菊池恵風園 江藤 剛史
栗生楽泉園 白戸 麻美

8 ー初めてのデスカンファレンスを行ってー

東北新生園 梁川 直美

9 センターで終末期を迎えたA氏の看護を振り返る

多磨全生園 白石 綾子

終末期に居室での看取りに意思が変化した事例に

10 ついて

松丘保養園 上野 恵美

一般舎入所者におけるレクリエーション活動の取り

11 組みーレクリエーションに映画上映会を取り入れ

奄美和光園 中山 照美

てー
大島

14：00～ 生活の質 青松園
14：40 の向上

香川秀子

センタースタッフの「入所者のこれからの人生」に対

12 する意志決定支援の現状

菊池恵風園 浦 優子

13 ヨガ体験会の開催

長島愛生園 三善 菜々

ハンセン病療養所不自由者棟における生活満足度

14 調査Ⅱ

東北新生園 三浦 千尋

休憩 １０ 分

認知症・ 星塚
14：50～
敬愛園
高齢者支
15：40
援
小野洋子

おしゃれや居室外への外出による刺激の効果
菊池恵風園 宮本香代子
15 ー認知症高齢者の周辺症状の変化に着目してー
『思い出の味と食環境』の支援が笑顔に繋がった一
栗生楽泉園 栗田 真衣
16 症例
職員の捉えた認知症入所者の想い
沖縄愛楽園 立津 一
17 ーケアを受ける立場になって考えるー
不自由者棟でのフレイルサイクルを考慮した取り組

18 みー超高齢者への集団レクリエーション実践報告ー 星塚敬愛園 久保憲太郎
認知症を発症したA氏を支えた看護介護支援体制で

19 見えてきた支援ーチームケアと他職種連携の取り組 宮古南静園 宮國 尚美
みの重要性についてー
薬剤科における調剤過誤防止に向けた取り組み
20 ーPCS（ピッキングチェックシステム）の導入ー

15：40～
16：20

薬剤

宮古
南静園
阪元孝志

宮古南静園における適正な抗菌薬使用の推進に関

21 する評価

残薬調整の取り組みについて

22 ーポリファーマシー対策ー

薬剤に関するインシデントへの取り組み

東北新生園 森田 睦子
宮古南静園 下地 厚子
菊池恵風園 小園 亜希

23 ー看護師の与薬業務に関する意識調査を行ってー 邑久光明園 澤田 弘子

成年後見人制度を取り入れて

24 ー事例と今後の課題ー

宮古南静園 荷川取頼人

低強度の運動療法によりバランス機能向上に繋がっ

16：20～ 療養生活
17：00 の支援

10月18日（金）

沖縄
愛楽園
長嶺早苗

25 た一例 ー筋量とバランス機能の関連性についてー 星塚敬愛園 安藤 大輔
看護・介護体制変更により見えてきた入所者の思い

26 ーO氏の思い出の回想を兼ねた合同レクリエーショ

1日目＜ポスター＞

ポスター発表5分、質疑応答３分

室内環境チェックシートの見直し

1 ー転倒転落予防に対するスタッフの意識の変化ー
13：30～
医療安全
14：02

長島
愛生園
内田千秋

宮古南静園 上原智恵美

ンを実施してー
不安の強い全盲入所者の効果的な生活様式の再構
27 築ー圧迫骨折後ADL低下した入所者の排泄を通し 邑久光明園 高橋 訓枝
てー

ハンセン病固有の後遺症をもつ入所者に生じた転

2 倒・転落インシデント・事故報告の原因分析

星塚敬愛園 河野 恵子
大島青松園 松下 愛子

高齢者体験を通して入所者へ安全安楽な介助の必

3 要性を考えるー重複障害を理解する事で見えた入

栗生楽泉園 小竹 芳春

所者への介助の大切さー
A病棟看護師の転倒転落に対しての調査

4 ー半構成インタビューを通して明らかになったことー 邑久光明園 岩木 洋二
ハンセン病療養所で長期療養生活する入所者の今

5 を支えているもの

奄美和光園 光村 真弓

昼夜逆転傾向にある入所者の睡眠時間の改善を目

6 指してー公文式学習方法を用いたコミュニケーション 菊池恵風園 花田美紀子
の効果ー

14：02～ 療養生活
14：50 の支援

栗生
楽泉園
蛯名久子

地域包括ケアシステムから学ぶA園一般舎入所者の

7 在宅支援充実への課題

悲嘆反応が長引いた入所者に対してのタッチングを

8 含むケアの効果

介入が難しい入所者へのアプローチ

9 ー入浴介助を通してー

不自由度の高い超高齢入所者が終の棲家へ転舎す

10 ると意思決定した要因

長島愛生園 津下裕美子
沖縄愛楽園 城間 峰和
邑久光明園 高本 睦子
星塚敬愛園 巻木はるみ

A園のインフルエンザフェーズ別感染対策の効果と

14：50～
感染対策
15：14

東北
新生園
佐藤
美栄子

11 課題ーフェーズ別感染対策導入前後の比較からー 菊池恵風園 男澤千佳子
宮古南静園における麻疹、風疹、水痘、ムンプスの

12 予防対策ー現状の把握とワクチン接種の啓蒙活
動ー
当園におけるケア・バンドルを用いたおむつ交換の
13 現状と介入の報告

14 経口摂取の改善に関与した要因の分析
15：14～ 食への支
15：46
援

奄美
和光園
本田
千鶴子

当園入所者における摂食嚥下障害と低栄養の関連

宮古南静園 植山 雅彦
宮古南静園 下地 育子
駿河療養所

山下 せつ
子

15 性についてー経口摂取者を中心にー

宮古南静園 久野 隆道

16 看取り期の栄養支援に関する看護師の想い

星塚敬愛園 繁昌久美子

高齢化に伴う食事の対応につて

17 ー食の楽しみにつなげるためにー

宮古南静園 松本 瞳

糖尿病治療を受けている入所者への支援の実際

18 ー入所者が望む学習会（ゆんたく会）を通しての効果 沖縄愛楽園 西野 直彦
閉ざされたハンセン病回復者の心に近づき隠された

19 本心を探るー日常生活の中で生きがいを見出す試

大島青松園 西本 梨絵

行錯誤（実践報告）－

15：46～ 生活の質
16：34
の向上

菊池
恵楓園
髙森
モト子

入所者一人一人に寄り添い共に作るレクリエーショ

20 ンの効果ー余暇の過ごし方の検討ー

「やりたいこと」調査と事例から生きがい支援につい

21 ての在り方に関する一考察

ハンセン病療養所におけるデスカンファレンスの在り

22 方

病棟介護員として患者に寄り添ったケア

23 -患者と関わる時間を持つ工夫ー

沖縄愛楽園 諸喜田訓夫
宮古南静園 南風原麻衣
星塚敬愛園 中村さやか
星塚敬愛園 福満ゆかり

10月19日（土） ２日目＜口演＞
28 ハンセン病療養所で初めて働く職員の戸惑いと発見 大島青松園 上村 理砂

9：00～
環境と教
9：50
育

松丘
保養園
上野恵美

29 遠隔画像診断システム現状報告

宮古南静園 大城 善英

30 非常食について

邑久光明園 川上 佳子

当園リハビリ部門における介護員研修への取り組み

31 ーボディメカニクス研修の講義を経験してー

自ら考える避難訓練ーリアルなシミュレーションを

32 行ってー
10：00～11：00

長島愛生園 宮口 昭一
邑久光明園 稲葉 美鈴

特別講演：「いま、回復者のためにすべきこと-退所者実態調査からー
ふれあい福祉協会理事長 元ハンセン病問題に関する検証会議検証委員 三木賢治
大島青松園の写真を題材とした回復者による歴史

多磨

11：05～ ハンセン 全生園
11：45 病の歴史

松岡宣代

33 の探究ー第一報：写真の選別と分類ー

大島青松園 高橋 邦子

34 施設見学受け入れ体制の充実

邑久光明園 園部 宏明

特別病室（重監房）の運用に関する新たな証拠の発 重監房資料

35 見ー重監房に関する伝承と実際ー

松丘保養園の映画鑑賞の歴史-音声ガイド付き映画

36 鑑賞会を通してー
11：45～12：00
講演演題数： ３６
ポスター数： ２３

閉会式
題
題

館

北原 誠

松丘保養園 横濱 明美

