
第 25回日本保健学会学術集会プログラム 

 

13:00 － 13:10 大視聴覚室 

(186 室) 

開会式 

大会長 安部 真治 

（首都大学東京 放射線学科） 

 

13:10 － 14:40 大視聴覚室 

(186 室) 

シンポジウム 

テーマ「医療における安全管理」 

「医療安全に対する日本助産師会の取り組み」 

葛西 圭子 先生 

日本助産師会 専務理事 

「ヒューマンエラーと安全管理‐急性期理学療法の視点から‐」 

内 昌之 先生 

東邦大学 医療センター 

「作業療法部門のリスクマネジメント」 

會田 玉美 先生 

目白大学保健医療学部作業療法学科 

「診断用Ｘ線装置の安全管理」 

安部 真治 先生 

首都大学東京健康福祉学部放射線学科 

 

14:50 － 15:20 大視聴覚室 

(186 室) 

日本保健科学学会 優秀賞奨励賞受賞講演 

 

 

15:30 － 16:30 大視聴覚室 

(186 室) 

一般演題 口述発表 1 

16:30 － 17:30 大視聴覚室 

(186 室) 

一般演題 口述発表 2 

15:30 － 16:30 講義室 1 

(182 室) 

一般演題 口述発表 3 

15:30 － 16:30 講義室 2 

(183 室) 

一般演題 口述発表 4 

15:30 － 16:30 講義室 2 

(183 室) 

一般演題 口述発表 5 

15:30 － 17:35 情報処理室 2 

 

一般演題 電子ポスター発表 1, 2, 3, 4 

 



一般演題プログラム 

大視聴覚室（186室） 

口述発表 1 15:30 － 16:30  座長 沼野 智一（首都大学東京） 

O-01 過去 34年間の診断用Ｘ線装置アンケートから見た装置と撮影条件の動向 

 宮崎 茂 小田原循環器病病院 

   

O-02 汎用MR Elastographyシステムの開発と生体応用 

 沼野智一 首都大学東京大学院 

   

O-03 肩部MR Elastographyの技術開発 

 伊東大輝 首都大学東京 

   

O-04 大腰筋MRE の再現性を高めるパラメータおよび固定技術の検証 

 大西孝明 首都大学東京大学院 

   

O-05 乳房用 X線装置の不変性試験における平均乳腺線量簡易測定法の検討 

 小林 剛 首都大学東京大学院人間健康科学研究科放射線学域 

   

O-06 ディジタルマンモグラフィの平均乳腺線量に関する基礎的検討 

 根岸 徹 群馬県立県民健康科学大学大学院 

   

大視聴覚室（186室） 

口述発表 2 16:30 － 17:30  座長 福士 政広（首都大学東京） 

O-07 診断用 X 線装置の Web アプリケーションを用いた品質管理プログラムの開発 

 齋藤祐樹 首都大学東京大学院人間健康科学研究科放射線学域 

   

O-08 CT画像の Iterative reconstruction法による低コントラスト検出能の評価 

 徳安真一 首都大学東京 

   

O-09 格子ボルツマン方程式の数値解析法による光子輸送の精度検証 

 千葉 貴仁 首都大学東京大学院 



   

O-10 ONCORにおけるMVCBCTの画質改善 

 阿部直也 首都大学東京 

   

O-11 杉花粉中に含まれる放射性セシウムの推移 

 福士政広 首都大学東京 

   

O-12 PET/CT画像の位置ズレによる定量性への影響 

 福士政広 首都大学東京 

   

講義室 1（182室） 

口述発表 3 15:30 － 16:30  座長 福井 里美（首都大学東京） 

O-13 在宅療養中の胃瘻造設患者における経口摂取再開のケースの特徴と関連要因 

 金子綾香 板橋区役所前診療所 

   

O-14 広汎子宮全摘出手術・準広汎子宮全摘出手術後の排尿訓練において排尿の回復の希望を支えるもの 

 和久紀子 首都大学東京 

   

O-15 潜在看護師に対するキャリア支援プログラムの試行 

 石川陽子 首都大学東京 

   

O-16 がん闘病 10年以上のサバイバーのがん患者支援団体とのかかわりの実態 

 福井里美 首都大学東京 

   

O-17 看護師の倫理調整に関する国内文献の動向 

 藤田厚美 首都大学東京大学院 人間健康科学研究科 看護科学域 

   

O-18 中国帰国高齢者が医療・介護サービスを受ける上で抱えている困難と不安 

 永田恭子 東京都健康長寿医療センター 

   

 

 



講義室 2（183室） 

口述発表 4 15:30 － 16:20  座長 古川 順光（首都大学東京） 

O-19 持続的な外腹斜筋等尺性収縮時の筋疲労解析 -表面筋電図による平均周波数とMRIT2 強調像による T2値からの検討- 

 櫻井瑞紀 医療法人社団健育会 竹川病院 リハビリテーション部 

   

O-20 長腓骨筋の筋疲労が片脚垂直跳び動作の筋活動と下肢関節角度におよぼす影響 

 杉本佳奈美 大森赤十字病院 

   

O-21 腹部引き込み動作の運動介入と口頭指示の有無が立位バランスに与える影響 

 野口真実 東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション科 

   

O-22 健常者への直流前庭電気刺激(Galvanic Vestibular Stimulation :GVS)が立位バランスに与える影響～Micro Current装置を用いた検討～ 

 馬場保人 東京湾岸リハビリテーション病院 

   

O-23 軽度発達障害児の 6ヶ月の運動介入による立位姿勢制御の変化 

 松田雅弘 植草学園大学 

   

講義室 2（183室） 

口述発表 5 16:20 － 17:10  座長 伊藤 祐子（首都大学東京） 

O-24 痙直型両麻痺児における PD操作の入力量に関与する上肢機能の検討 

 小畑順一 心身障害児総合医療療育センター 

   

O-25 手の器用さに関する評価法開発に向けたパイロットスタディー 

 伊藤祐子 首都大学東京 

   

O-26 反復運動課題による手指の筋力強化がトラックボール操作の入力量に及ぼす効果 

 小畑順一 心身障害児総合医療療育センター 

   

O-27 Development of a Resilience in Daily Activities Scale (RDAS) of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder 

 Tri Budi Santoso Tokyo Metropolitan University 

   

O-28 わが国における医療系学生の学習動機に対する文献レビュー 

 鎌田小百合 首都大学東京大学院 多摩リハビリテーション学院 

   



情報処理室 2 

電子ポスター発表 1 15:30 － 15:45  座長 島田 恵（首都大学東京） 

P-01 文献検討－理論から方法を導くためのサブストラクションの手法を用いて－ 

 園田芳美 訪問看護ステーションしずおか 

   

P-02 演劇ワークショップを取り入れた成人看護学演習の評価の視点 ― 教育効果評価尺度の作成 ― 

 新井 清美 首都大学東京 

   

P-03 一般病棟看護師が考えるHIV/AIDS外来看護 

 島田 恵 首都大学東京 

   

P-04 悲しみに伴い生じた流涙によるストレス値の反応 

 大庭貴子 首都大学東京人間健康福祉研究科看護科学域 

   

P-05 救命救急看護師が希死念慮を聴取することに関する文献検討 

 田中郁弥 首都大学東京 人間健康科学研究科 看護科学域 

   

討論時間  15:45 － 15:55 

 

電子ポスター発表 2 15:55 － 16:19  座長 新田 収（首都大学東京） 

P-06 ロジスティック回帰分析を用いた脳卒中重度片麻痺患者の ADL 能力に及ぼす因子の検討 

 皆川知也 飯能靖和病院 

   

P-07 脳卒中片麻痺患者に対するシリコン製 claw toe 予防インソールの効果について 

 大森麻那実 飯能靖和病院 

   

P-08 脳血管障害患者による宿泊旅行の経験 

 西尾大祐 飯能靖和病院 

   

P-09 回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中重度片麻痺患者の年齢が臨床経過に及ぼす影響 

 平野恵健 首都大学東京大学院 

   



P-10 臨床現場における寝返り動作の定量的計測方法の開発に向けたパイロットスタディ 

 三木啓嗣 東京都済生会中央病院リハビリテーション科 

   

P-11 片側股関節屈曲制限と座位時の骨盤側方傾斜の関係 

 廣島拓也 埼玉県総合リハビリテーションセンター 

   

 

P-12 実習課題レポート評価における Rublic使用の試み 

 楠本泰士 東京工科大学 

   

P-13 発達障害をもつ青年に対する、就労支援事業におけるレジリエンス評価の有用性について 

 助川文子 日本リハビリテーション専門学校 

   

討論時間  16:19 － 16:30 

 

電子ポスター発表 3 16:30 － 16:42  座長 井上 薫（首都大学東京） 

P-14 作業療法士のロボットに関する研究動向 

 井上 薫 首都大学東京 健康福祉学部 作業療法学科 

   

P-15 介護保険制度における福祉用具の使用状況に関する文献研究 

 矢箟原 隆史 首都大学東京大学院 人間健康科学研究科 作業療法科学域 博士前期課程 

   

P-16 回復期リハビリテーション病棟における作業療法士の介入の視点に関する文献レビュー 

 兒玉夏実 医療法人社団 真療会 野田病院 

   

P-17 日本作業療法学会演題の事例報告レビューからみた介護保険下通所リハビリテーションにおける作業療法の内容 

 長尾宗典 首都大学東京大学院人間健康科学研究科作業療法科学域博士前期課程 

   

討論時間  16:42 － 16:55 

 

 

 



電子ポスター発表 4 16:55 － 17:25  座長 関根 紀夫（首都大学東京） 

P-18 Al2O3 セラミックス TL スラブを用いた PDD 測定におけるスラブ傾斜角度の最適化 

 栁澤伸 首都大学東京 

   

P-19 ディジタル画像処理搭載形直接撮影用 X線装置の自動露出制御不変性試験の基礎的検

討 

 土田拓治 首都大学東京大学院人間健康科学研究科放射線科学域 

   

P-20 放射光 X線を用いた位相コントラスト法による肝動脈の描写 

 関根 紀夫 首都大学東京 

   

P-21 自作線量計と PCとの接続 

 飯村 浩 首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

   

P-22 A correction method for absorbed dose estimation in therapeutic carbon beam 

 Weishan Chang Tokyo Metropolitan University 

   

P-23 PET待機室で受ける被ばく線量の推定 

 細川 翔太 首都大学東京 

   

P-24 東京電力福島第一原子力事故後の伊豆大島の環境放射線の推移 

 前寺郁彦 首都大学東京 

   

P-25 フルボ酸を用いた汚染土壌を除染する基礎的研究 

 堀川大輔 首都大学東京大学院 

   

P-26 Processingを用いた数値ファントムと画像再構成プログラムの作成 

 菅山沙紀 首都大学東京健康福祉学部放射線学科 

   

P-27 適応放射線治療の実現に向けた平面検出器の特性に関する研究 

 横浜 亘 首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

   



 

 

 

  



 


