第 12 回
Ａ会場
会長講演

看護実践学会学術集会プログラム

大ホール（１Ｆ）
９：０５～９：２５

「看護の原点をみつめて」
演者 ： 冨澤 ゆかり（金沢赤十字病院 看護部長）
座長 ： 藤牧 和恵 （城北病院 看護部長）

シンポジウム

１３：４０～１５：１０

「在宅療養生活をデザインする」
コーディネーター ： 丸岡 直子 （石川県立看護大学看護学部 教授）
シンポジスト ： １）木村 慎吾 （石川県健康福祉部地域医療推進室 室次長）
２）中

恵美

（金沢市地域包括支援センターとびうめ センター長）

３）手塚 波子 （小川医院 栄養ケアセンター センター長）
４）金田 裕子 （国立病院機構金沢医療センター 入退院支援看護師）
５）髙道 香織 （国立病院機構医王病院 老人看護専門看護師）

特別講演

１５：２０～１６：５０

「変革の中でしなやかにある看護実践の倫理」
講演 ： 勝原 裕美子 （オフィス KATSUHARA 代表）
座長 ： 長 真美恵

ランチョンセミナー

（石川県立中央病院 看護部長）

１２：３０～１３：３０

「看護イノベーション」
演者 ： 松村 啓史（テルモ株式会社顧問・昭和女子大客員教授・事業構想大学院客員教授）
座長 ： 川島 和代（石川県立看護大学看護学部 教授）
共催 ： テルモ株式会社

Ｂ会場
交流集会Ⅰ

大ホール（交流集会会場）
１１：００～１１：５０

テーマ ： 「参加型研修で『出前保健室』を体験しよう」
主

催 ： 上野谷 優子（公立能登総合病院）

Ｅ会場
交流集会Ⅱ

第 2 研修室（２Ｆ）
１１：００～１１：５０

テーマ ： 「排泄で語りましょう」
主

催 ： 太田 裕子（国民健康保険小松市民病院）
正源寺 美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

一般演題発表
Ａ会場
口演

大ホール（１Ｆ）
4題

第１群 看護総合①

座長 ：中田 智美

9：35～10：15

（石川県立総合看護専門学校 教務専門員）

O－１ 病棟看護師と排尿ケアチームが連携した排尿自立支援
～脊椎・脊髄疾患患者の排尿自立に至る過程とその効果～
○北橋鮎美 小川百華 二木豊美 湯野智香子（国民健康保険小松市民病院）
正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
O－２ 無歯顎高齢者の口腔ケアにおける洗口液の有効な活用の検証
○早戸千穂子（金沢赤十字病院） 松島妙子（あおい病院）張間誠和 高橋 望（金沢赤十字病院）
O－３ TVM 手術を受ける患者の砕石位に伴う疼痛（腰痛、臀部痛、股関節痛、大腿部痛）に対する
ストレッチの効果の検討
○浅井真樹 松田幸代 塩崎佳菜 喜多亜希子 松田はるな 宝達千里（金沢大学附属病院）
O－４ 急性期病棟でのせん妄患者の看護
～ニーチャム混乱・錯乱状態スケール使用し振り返る～
○布旗研太（芳珠記念病院）

口演

第２群 退院支援・意思決定支援

座長 ：坂本 和美

５題

10：20～11：10

（金沢市立病院 副看護部長）

O－５ 急性期心不全治療中に自宅介護を希望した家族への早期介入
～病院と地域の多職種連携の重要性～
○義井玲子 木間美津子（心臓血管センター金沢循環器病院）
O－６ ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術の術後合併症に対する困難と対処
―退院指導の質の向上にむけて―
○備後真央 坂井奈保子 田中真澄（石川県立中央病院）
O－７ 強迫症状と日常生活全般にこだわりのある長期入院患者の自宅外出に向けた関わり
―認知行動療法を取り入れてみて―
○硲 寿枝 山本

愛 中村正恵（公立能登総合病院）

O－８ 認知症を伴う終末期患者の意思決定支援
―肝硬変末期患者の外出支援を行った事例を通して―
○岸田美幸 牧 美晴 櫻井紀子（心臓血管センター金沢循環器病院）

O－９ 外出支援が生きる力に繋がったがん終末期患者への関わり
○大島仁美（城北病院）
第１・２群

11：10～11：50

講評

河村 一海（金沢大学医薬保健研究域保健学系

Ｄ会場
口演

准教授）

第 1 研修室（２Ｆ）
4題

第３群 医療安全・感染管理①

座長 ：重野 かおる

9：35～10：15

（国立病院機構金沢医療センター 副看護部長）

O－10 肝動注ポート感染に関連する生活行動とポート管理における実態調査
○土田若菜 山上和美 北野真知子 折戸久美子（金沢大学附属病院）
O－11 危険予知訓練（ＫＹＴ）実施の前後比較によるＫＹＴ有効性の検証
○川上浩一 小柳礼恵 （東京大学医学部附属病院）
O－12 看護師の業務中断に着目した患者確認行動の分析
○折原永恵 小畠りり 本多みち江 菊地早苗

小柳礼恵

相馬光代（東京大学医学部附属病院）

O－13 夜間排泄時フットライトを用いた転倒・転落予防への取り組み
○中佐由夏 嵐 彩香 （国民健康保険小松市民病院）

口演

第4群

看護師教育・役割①

座長 ：前田 順子

6題

10：20～11：20

（ＫＫＲ北陸病院 看護部長）

O－14 コミュニケーションスキルトレーニング後における看護師の自信の変化
～ＮＵＲＳＥ－ＣＳＴを用いて～（第 2 報）
○油 美奈（能美市立病院） 安田有子（浅ノ川総合病院）
寺田祐里（やまと＠ホームクリニック） 太田華重子（石川県済生会金沢病院）
O－15 フィジカルアセスメント能力の向上を目的としたシミュレーション研修の評価
○菊地早苗 小柳礼恵 下左近寿美（東京大学医学部附属病院）
O－16 回復期リハビリテーション病棟における入院時訪問に看護師が同行することの効果
○村井まやみ 山田 歩 掛野登美子（金沢赤十字病院）
O－17 地域包括ケア病棟における家族の立場から考える看護師の役割
○松本加菜（公立能登総合病院）
O－18 早期緩和ケアを目指す外来看護支援の検討
○丸谷晃子 佐伯千尋 越田美晴 中出裕美 羽場庸子 田向恵美 土本千春（金沢大学附属病院）

O－19 病院を辞めたくなった看護師・続けたくなった看護師：その理由に関する研究
○北岡和代(公立小松大学保健医療学部) 増田真也（慶應義塾大学）
佐々木 恵（北陸先端科学技術大学院大学）片山美穂（こまつ看護学校）
第３・４群

講評

11：20～12：00

米田 昌代（石川県立看護大学看護学部 准教授）

Ｃ会場
示説

第 7 研修室（１Ｆ）

第１群 看護師教育・役割②

座長 ：松田 敏恵

５題

9：35～10：25

(石川県立中央病院 看護副部長)

P－１ がん診療連携拠点病院における「がん看護研修」を受講後の看護実践につながる看護師の内面の
変化
○辻野麻里子（金沢医科大学病院） 松井優子（公立小松大学保健医療学部）
坂井恵子（金沢医科大学看護学部）下野広美 高柳真美（金沢医科大学病院）
P－２ 「死について語る」ことの教育面の充実に向けて
～経験の少ない看護師のインタビューから考える～
○西田芳将 桑山さつき 島 ひなた 浅沼亜紀子（国立病院機構金沢医療センター）
P－３ 介護老人福祉施設における医療用麻薬を使用するがん患者の受け入れの現状と急性期病院が担うべ
き役割の考察
○埴生由紀恵（金沢市立病院）
P－４ 急性期病院看護師が抱く認知症ケアに対する意識と対応からみえてきたもの
○黛 陽子 鍛冶 愛 高田麻美 白山由真（公立松任石川中央病院）
P－５ プリセプター経験看護師からみたプリセプター2 人制の効果と課題
○石原名津子 池端悦子 川尻幸子（公立穴水総合病院）

示説

第2群

医療安全・感染管理②

座長 ：鈴木 千尋

５題

9：35～10：25

（城北病院 副看護部長)

P－６ 外来の擦式アルコール手指消毒剤使用量の増加を目的とした取り組み
○北原孝子 上島雅子 江波麻貴（浅ノ川総合病院）
P－７ 尿道留置カテーテル関連尿路感染低減の取り組み
○中嶋桂子

米多弘子 西本由美 新木京子 小町茉亜莉（国民健康保険小松市民病院）

P－８ より安全な服薬の自己管理に向けての取り組み 第一報
～服薬支援アセスメントシートを作成して～
○小林良美 架間ゆき子 若山麻紀（金沢市立病院）
P－９ 患者にとって負担の少ないテープセンサの探求 －看護師の意識を通して―
○山下智子 宮下悦子 木間美津子（心臓血管センター 金沢循環器病院）
加藤真由美 正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
P－10 皮下埋め込み型中心静脈ポートの自己抜針を繰り返す患者のミトンからの解放を試みたアプローチ
○西田真琴 松村伴子 南端玲子 （公立つるぎ病院）

示説

第3群

看護総合②

座長 ：高野 さとみ

6題

10：25～11：25

(金沢赤十字病院 看護師長)

P－11 総合病院における入院患者同士の交流の実態
○宮崎史帆（信州大学医学部附属病院） 稲垣美智子 多崎恵子 堀口智美（金沢大学医薬保健研

究域保健学系） 青森萌香（市立輪島病院）鈴木健太（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
P－12 臨地実習を受け入れた人工呼吸器装着患者の実習に対する思い
○田中裕子 柳 美知代 中瀬美恵子（浅ノ川総合病院）
P－13 脳血管疾患で入院した父に付き添う娘との関わり
～渡辺式家族アセスメント/支援モデルを用いて見えてきたこと～
○堀田千代美 堂端光枝 石川優佳 （珠洲市総合病院）
P－14 高齢患者の意思決定支援における看護師の役割
経口摂取不十分な高齢患者とその家族との関わり
○一瀬円嘉 （公立能登総合病院）
P－15 Ａ病院における多職種によるせん妄初期対応プログラム（ＤＥＬＴＡプログラム）研修が
看護師のせん妄ケアへの自信に及ぼす効果
○高柳真美 齋藤利英 小利池澄子 北山未央 萬谷聖子 小松さゆり 上埜千春 日向千恵子
森垣こずえ 中井有里（金沢医科大学病院）
P－16 多職種によるせん妄初期対応プログラム（ＤＥＬＴＡプログラム）の導入プロセスの考察
―Ａ病院の 10 病棟への導入事例より―
○中井有里 高柳真美 齋藤利英 小利池澄子 北山未央 萬谷聖子 小松さゆり 上埜千春
日向千恵子 森垣こずえ（金沢医科大学病院）

