プログラム

特別講演
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 21 日（日） 11:10～12:10
座長：大音 清香（西葛西・井上眼科病院）

「気づきと生きる力」
柳田 邦男（ノンフィクション作家）

教育講演
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 11:20～12:00

「ロービジョンケア 求められる看護師の役割とは？」
座長：田淵 昭雄（川崎医療福祉大学感覚矯正学科）
演者：大音 清香（西葛西・井上眼科病院）

「眼科看護の特殊性と専門性」
座長：山嵜

淳（熊本眼科医院）

演者：荒川 和子（井上眼科病院）

シンポジウム 1【就労】
B 会場（2F ホール 500） 9 月 19 日（金） 15:00～16:30
座長：高橋
広（北九州市立総合療育センター眼科）
工藤 正一（N P O 法人タートル）

シンポジウム 2【ロービジョン者の運転免許取得・更新について考える】
B 会場（2F ホール 500） 9 月 20 日（土） 10:00～11:20
座長：佐渡 一成（さど眼科）
◇オーガナイザーの言葉◇
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１

網膜色素変性症と車の運転
～私の体験から～
小林 一男（日本網膜色素変性症協会）

２

視野障害が自動車運転へ及ぼす影響について
平松
類（昭和大学病院眼科）

３

見えにくくなってきて考えたこと
園
順一（京都福祉情報ネットワーク）

４

視野障害が自動車運転へ及ぼす影響について
視野障害と運転パフォーマンス
加茂 純子（甲府共立病院眼科）

シンポジウム 3【眼科医と患者 医師が学んだこと、患者が学んだこと】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 15:10～16:30
座長：若倉 雅登（井上眼科病院）
１

｢眼科医と患者」
－眼科勤務医を続けている理由を考える
安藤 伸朗（済生会新潟第二病院眼科）

２

プライマリ・ケアと専門医療における医師と患者
気賀沢 一輝（杏林大学）

３

『眼科医と患者』医師が学んだこと、患者が学んだこと
仲泊
聡（国立身体障害者リハビリテーションセンター第三機能回復訓練部）

４

緑内障患者と私が緑内障から学んだこと
井上 賢治（井上眼科病院）

シンポジウム 4【ユニバーサルデザイン】
B 会場（2F ホール 500） 9 月 21 日（日） 9:50～11:10
座長：井上 賢治（井上眼科病院）
最所 祐二（松下電工株式会社）
柏瀬 光寿（柏瀬眼科）
神尾 友信（神尾記念病院）
塩川 美菜子（井上眼科病院）
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ランチョンセミナー
ランチョンセミナー１

共催：参天製薬株式会社

A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 12:10～13:00
オーガナイザー：兵頭 涼子（南松山病院）
◇オーガナイザーの言葉◇
プロジェクト Y「使用感の優れた点眼容器を開発せよ!!」
兵頭 涼子（南松山病院）
点眼の自己管理に向けて
―製薬会社が貢献できること―
河嶋 洋一（参天製薬㈱ 医薬事業部）
ランチョンセミナー２

共催：明治製菓株式会社

B 会場（2F ホール 500） 9 月 20 日（土） 12:10～13:00
オーガナイザー：宮永 嘉隆（西葛西・井上眼科病院）
◇オーガナイザーの言葉◇
宮永 嘉隆（西葛西・井上眼科病院）
サプリメントの医療での活用
板倉 弘重（茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 認定臨床栄養指導医）
アイケアについて カシスアントシアニンの効果
勝海
修（西葛西・井上眼科クリニック）
ランチョンセミナー３

共催：日本アルコン株式会社

A 会場（2F ホール 1000） 9 月 21 日（日） 12:10～13:00
オーガナイザー：山嵜
淳（熊本眼科医院）
◇オーガナイザーの言葉◇
山嵜
淳（熊本眼科医院）
医療器材の洗浄、滅菌のポイント
大久保 憲（東京医療保健大学大学院感染制御学）
ランチョンセミナー４ コンタクトレンズ診療 知っておくと得するポイント
B 会場（2F ホール 500） 9 月 21 日（日） 12:10～13:00
オーガナイザー：岩崎 直樹（イワサキ眼科医院）
CL とその周辺知識
―眼科スタッフ用
松久 充子（さくら眼科）
診療時間を短縮できる、診察室前後のポイント
岩崎 直樹（イワサキ眼科医院）
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共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

一般口演１【点眼、内薬の指導】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 9:05～10:05
座長：鈴木 廣子（西葛西・井上眼科病院）
1－1

点眼薬の管理を共用から個人へ変更するために必要な条件
加藤 有香（大阪大学医学部附属病院）

1－2

ピンチ力の弱い患者の自己点眼確立への援助
石島 扶美子（東京医科大学霞ヶ浦病院）

1－3

緑内障患者に対する点眼指導および疾患説明による眼圧下降効果
南條 美智子（三友堂病院看護部）

1－4

点眼エラー要因分析
～インシデントレポートの分析から～
石松 友美（産業医科大学病院）

1－5

日帰り手術における点眼指導と点眼管理の工夫・続報２
浅見 三千代（医療法人社団おきいり会 石川眼科）

1－6

当院における緑内障治療推進活動
藤野 伸司（久保眼科歯科医院）

ポスターセッション【点眼、内薬の指導】
ポスター会場（2F ホワイエ） 9 月 20 日（土） 9:05～9:55
座長：上松 映里（西葛西・井上眼科病院）
P－1

倒れない、転がらない点眼ケースの検討
大塚 裕子（原眼科病院）

P－2

糖尿病治療薬を中心とした持参薬管理に関する取り組み
伊福 陽子（西葛西・井上眼科病院）

P－3

触覚センサーによる点眼剤の「スクイズ力」評価
兵頭 涼子（南松山病院）

P－4

緑内障治療薬の点眼指導
高橋 嘉子（井上眼科病院）

P－5

網膜剥離・硝子体手術の苦痛の訴えに応えられているか？
－患者の発する声からその変化を見る－
桑畠 美奈子（西葛西・井上眼科病院）

13

一般口演２【感染予防対策】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 10:05～10:45
座長：荒井 桂子（西葛西・井上眼科病院）
2－1

術後眼内炎予防の為に
～EBM に基づいた洗眼方法とは～
十川 ますみ（西眼科病院）

2－2

当院手術室における感染管理ベストプラクティスを目指して
吉田 知佳（木村眼科内科病院）

2－3

院内感染予防の対策
―現在の方法を見直して―
戸花 善彦（栗原眼科病院）

2－4

流行性角結膜炎院内感染発生後の感染対策の見直し
松井 亜紀子（久留米大学病院）

一般口演３【腹臥位の看護】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 13:10～14:10
座長：酒井 美智子（西葛西・井上眼科病院）
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3－1

腹臥症患者に対する温罨法マッサージの有効性
網永 靖子（山口大学医学部附属病院）

3－2

硝子体手術患者のうつ伏せ体位による皮膚統合性障害を予防するための用具の検討
及川 利枝子（岩手医科大学附属病院）

3－3

うつ伏せ頭位安静における苦痛への看護援助
～湿布とストレッチを比較して～
村上 舞衣（鳥取大学医学部附属病院）

3－4

フェイスダウン療法患者における早期洗髪の取り組み
小坂 裕子（関西医科大学附属枚方病院）

3－5

プロン体位における物品
―体圧測定による物品検討
佐藤 美鈴（旭川医大病院 8 東ナースステーション）

3－6

体位制限における皮膚損傷
～眼科術後の体位制限に伴う皮膚損傷発生の現状とその対策について～
加藤 まどか（旭川医科大学病院 8 階東病棟）

一般口演４(1)【患者指導／ロービジョンケア】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 14:10～15:10
座長：泉 和代（井上眼科病院）
4(1)－1 待ち時間短縮への取り組み
～日帰り白内障手術オリエンテーション VTR 導入を試みて～
谷岡 裕子（多根記念眼科病院）
4(1)－2 『手術前オリエンテーションの充実』
～パンフレットを作成して～
野崎 裕美（大島眼科病院）
4(1)－3 「めだまんず」をとり入れた糖尿病指導
―セルフケア行動の促進にむけて―
山根 千雅（NTT 西日本大阪病院眼科）
4(1)－4 糖尿病患者に対する『めだまんず』指導の試み
丹下 智香子（高木眼科病院）
4(1)－5 糖尿病を合併している白内障患者へのアプローチ
佐藤 泉（今泉眼科病院）
4(1)－6 濾過手術患者への退院指導の見直し
～濾過手術の模型を利用して～
オカナ 絹子（永田眼科）
4(1)－7 小児斜視手術後の退院後の生活に関する指導強化の必要項目の一報告
～理解度調査から～
矢野 沙織（松山赤十字病院）

一般口演４(2)【患者指導／ロービジョンケア】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 14:10～15:10
座長：荒川 和子（井上眼科病院）
4(2)－1 眼球摘出後義眼を挿入する患者への退院指導の検討
～義眼外来受診患者へのアンケートより～
小笹 美保（鳥取大学医学部附属病院）
4(2)－2 両眼義眼となった患児の看護を通して学んだこと
森 裕美子（熊本大学医学部附属病院）
4(2)－3 急激な視力低下をきたした患者の看護
―オレムのセルフケア理論に基づき振り返る―
山内 真希（熊本大学医学部附属病院）
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一般口演５【リスクマネジメント】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 20 日（土） 16:30～17:10
座長：飯島 幸子（井上眼科病院）
5－1

認知症患者における転倒防止
＜離床センサーの導入とその効果＞
佐々木 文絵（誠心眼科病院）

5－2

高齢者、視覚障害者の行動範囲を理解する試み
～院内の全職種を対象に模擬体験を通して～
栗田 智子（南松山病院）

5－3

転倒転落防止アセスメントツールとしての新眼科シートの有効性の検討
原田 貴子（熊本大学医学部附属病院）

5－4

眼科病棟での転倒・転落・衝突に関するインシデント対策
堀江 美由紀（北里大学病院）

一般口演６【患者満足度】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 21 日（日） 9:00～10:00
座長：兵頭 涼子（南松山病院）
6－1

アバスチン硝子体内注射に対応したシステム改善
緒方 梨沙（宮崎中央眼科病院）

6－2

糖尿病網膜症患者の網膜光凝固継続治療実現のために
末永 順子（出田眼科病院）

6－3

当院における基本健康診査の実態調査
酒井 由美子（おおよど眼科クリニック）

6－4

iPod を利用した白内障術中リラクゼーションの試み
橋場 亜伊（おかやま眼科医院）

6－5

眼科手術後の洗髪について患者様の要望にこたえるための洗髪方法と指導の検討
野田 道代（熊本大学医学部附属病院）

6－6

キリバス共和国にて眼科医療支援活動を行って
今泉 亜矢（小沢眼科内科病院）

一般口演７【システム】
A 会場（2F ホール 1000） 9 月 21 日（日） 10:00～11:10
座長：高橋 篤史（井上眼科病院）
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7－1

眼科病棟におけるユニバーサルデザインを取り入れたトイレの患者満足度調査
中林 裕美（井上眼科病院）

7－2

電子カルテシステム導入にあたっての病棟業務
池田 陽子（杉田病院）

7－3

眼科疾患患者の見やすい配色の検討
―眼科入院患者における効果的な病棟表示を考える―
水野 涼子（香川大学医学部附属病院）

7－4

電子カルテシステム「NAVIS」導入後の問題点とその改善
安河内 恵（さっか眼科医院）

7－5

手術記録のデータベース化による業務の効率化
高島 直美（杉浦眼科）

7－6

硝子体手術クリニカルパスを改訂して
乙部 知子（土浦協同病院）

7－7

全身麻酔手術における手術室看護記録用紙改善への取り組み
三倉 知美（小沢眼科内科病院）
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