
第 13 回 看護実践学会学術集会プログラム 

 

 

 Ａ会場  北辰講堂  

 

学術集会長講演  ９：０５～９：２５ 

「思いを紡ぎ、『今』と向き合う」 

演 者 ： 野村 仁美 （ＪＣＨＯ金沢病院 看護部長） 

座 長 ： 浦 美奈子 （福久ケアセンター 看護部長） 

 

特別講演  ９：３０～１１：００ 

「患者の幸福を実現する三つの力～立ち止まり物語る臨床倫理のススメ～」 

講演者 ： 金城 隆展  （琉球大学医学部附属病院 臨床倫理士） 

座 長 ： 野村 仁美  （ＪＣＨＯ金沢病院 看護部長） 

 

シンポジウム  １５：２０～１６：５０ 

「病みの軌跡に応じた意思決定支援」 

コーディネーター ： 平松 知子  金沢医科大学看護学部 老年看護学教授 

シンポジスト ： １）長田 千香  公立松任石川中央病院 緩和ケア認定看護師 

         ２）牧  美晴  心臓血管センター金沢循環器病院 慢性心不全看護認定看護師 

         ３）森垣 こずえ 金沢医科大学病院 看護師長 老人看護専門看護師 

         ４）柳原 清子  金沢大学保健学系看護科学 准教授 

 

 

 

 Ｂ会場  E51 講義室  

 

ランチョンセミナー ①  １２：３０～１３：３０ 

「業務量測定を活用した業務変革と実践～電子カルテ連携を含めて～」 

演 者 ： 清水 由美（地方独立法人 山口県病院機構 山口県立総合医療センター 看護部長） 

座 長 ： 中村 真寿美（金沢医科大学病院 看護部長） 

共 催 ： テルモ株式会社  

  



 

 

 

 Ｄ会場  E41 講義室  

 

看護交流集会Ⅰ  １１：００～１２：００ 

テーマ ： 「高齢者医療最前線フレイル」 

 コーディネーター ： 本庄 幸代（石川県医療在宅ケア事業団） 

 シンポジスト：森本 茂人（金沢医科大学病院 認知症センター長） 

        酒井 有紀（やわたメディカルセンター 理学療法士） 

        横山 美奈子（公立能登総合病院 副看護部長） 

 

ランチョンセミナー ②  １２：３０～１３：３０ 

「石川県における地域医療構想・地域包括ケアシステムの現状と ICT 連携」 

演 者 ： 佐原 博之（石川県医師会 理事） 

座 長 ： 仙本 禎恵（公立能登総合病院 看護師長） 

共 催 ： 武田薬品工業株式会社 

 

看護交流集会Ⅱ  １３：４０～１４：４０ 

 テーマ ： 「拡がる在宅療養移行支援における外来看護師の役割」 

 主 催 ： 丸岡 直子（石川県立看護大学 特任教授） 

       石川 倫子（石川県立看護大学 准教授） 

       田淵 知世（石川県立看護大学 助教） 

       太田 裕子（小松市民病院 看護部長） 

       湯野 智香子（小松市民病院 看護副部長） 

       中野 陽子（小松市民病院 看護副師長） 

       本田 紀子（小松市民病院 看護副師長） 

       出口 まり子（元石川県立看護大学附属看護キャリア支援センター） 

 

  



一 般 演 題 発 表 

 

 Ａ会場  北辰講堂  

 

口演 第１群 在宅療養支援・退院支援①  4 題  11：10 ～ 12：00 

座長 ：  鍛治 佳美 （ＪＣＨＯ金沢病院 看護師長） 

 

O-1  患者と他職種及び認定看護師をつなげる外来看護師の関わり－外来看護師にアンケート調査を行って－ 

    ○越後貴子 武田小百合 瀬村唯貴（浅ノ川総合病院） 

 

O-2  退院支援看護師が行う患者・家族の意向の不一致に対する支援 

     ○小原美帆子（金沢大学附属病院） 石川倫子（石川県立看護大学） 

 

O-3  当院における入退院支援体制の構築と評価 

     ○山崎里美 高地弥里 武田愛美 横井早智江 河内昌子（石川県済生会金沢病院） 

 

O-4  口から食べて帰りたい患者を支える長男への関わり 

     ○大久保遥（公立松任石川中央病院） 

 

口演 第２群 看護教育・看護管理①  5 題  13：40 ～ 14：30 

座長 ： 浦嶋 ひとみ （石川県済生会金沢病院 看護師長） 

 

O-5  ロールレタリングを活用した学生支援の実践報告 

   ○前田朱美 津田裕子 津山玲奈 片山美穂 久司留理子 大井千都世 矢口和美 鈴木由依子 

飛田敦子（こまつ看護学校） 

 

O-6  看護師養成所における異学年交流活動を通しての教育効果 

    ○矢口和美 久司留理子 大井千都世 前田朱美 片山美穂 津田裕子 津山玲奈 鈴木由依子 

飛田敦子（こまつ看護学校） 

 

O-7  糖尿病カンバセーション・マップが看護師の教育ツールとして有効であるかの検討 

    ○嶋村洋子 荒井香映 平澤直子 鍛冶佳美（ＪＣＨＯ金沢病院） 

 

O-8  福島県内病院における看護業務「療養上の世話」「診療の補助」の看護補助者・他職者への委譲 

－その１委譲状況の実態 

    ○山﨑久美子 丸山育子（福島県立医科大学附属病院） 

 

O-9  福島県内病院における看護業務「療養上の世話」「診療の補助」の看護補助者・他職者への委譲 

－その２委譲との関連因子 

    ○丸山育子（福島県立医科大学看護学部） 山﨑久美子（福島県立医科大学附属病院） 

 

 

第１・２群 講評  14：30 ～ 15：10  村角 直子（金沢医科大学 准教授） 



 

 

 Ｂ会場  E51 講義室  

 

口演 第３群 看護総合①  4 題  11：10 ～ 12：00 

座長 ： 高松 朝男（浅ノ川総合病院 看護師長） 

 

O-10 腹膜透析導入患児の母親が抱くアンビバレントに対するナラティブケア 

○池田つかさ（金沢医科大学病院） 

 

O-11 造血幹細胞移植治療中に精神症状が悪化した躁病エピソードのある患者を支えた看護 

～トラベルビーの人間対人間の関係モデルでの分析～ 

   ○小中朋子 尾﨑瑞穂 中川万里 埋橋和加奈 河内芳水 森野啓 西山恵美子（金沢大学附属病院） 

 

O-12 初めてクリーン病室で過ごす患者の精神的看護支援を実践して 

    ○佐藤夏希 堂田千晴 嶋田浩代（市立砺波総合病院） 

 

O-13 コミュニケーションスキル NURSE を用いた終末期がん患者家族との関わり 

    ○水口雅代（浅ノ川総合病院） 

 

 

口演 第４群 看護総合②  5 題  13：40 ～ 14：30 

座長 ： 蛸島 智子（金沢医科大学病院 看護師長） 

 

O-14 乳がん術前術後化学療法に用いられるドセタキセルによる浮腫の出現と飲水量との関連性 

○清水典江 越田美晴 村田紋子 清水真佐子（金沢大学附属病院） 

 

O-15 血液疾患患者への終末期における看護実践の実態 

    ○國枝沙紀 津田直子 細田裕香 浅井梨奈（石川県立中央病院） 

 

O-16 乳がん手術後患者のホルモン療法での副作用とその対処行動 －内服 3 ヵ月後に焦点を当てて－ 

    ○出口亜沙美 森澤優恵（石川県立中央病院） 

 

O-17 初回入院の DCM 患者・家族に対する ACP 介入のタイミングの重要性を振り返る 

    ○前田恭子 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-18 がん終末期患者の妻の思いの変化 ～在宅療養を実現できた事例を通して～ 

    ○山口星香（公立能登総合病院） 

 

 

第３・４群 講評  14：30 ～ 15：10  長山 豊（金沢医科大学 准教授） 

  



 

 

 Ｃ会場  大会議室（4 階 北辰講堂横） 

 

示説 第１群 看護教育・看護管理②  5 題  11：10 ～ 12：00 

座長 ： 森本 ゆかり（公立羽咋病院 看護師長） 

 

P-1  ジグソー学習法による基礎看護技術「バイタルサイン測定―体温測定、脈拍測定、呼吸測定」教育の    

実践報告 

     ○松井希代子 宮永葵子 坂井恵子 杉森千代子 岡山未来（金沢医科大学） 

 

P-2  基礎看護技術（洗髪）でブレンディッドラーニングを用いた学修過程と効果 －学生の記録内容から－ 

     ○杉森千代子 坂井恵子 宮永葵子 松井希代子 岡山未来（金沢医科大学） 

 

P-3  チームリーダー育成研修における問題解決能力の向上への取り組み 

     －「問題解決プラン作成シート」を活用して－ 

     ○杉部有希 大河正美 不動政代（金沢医科大学病院） 

 

P-4  急性期病棟での全体論に導かれる看護の基盤作りの試みに映し出されていた自己のありようの探求   

～M．Newman 理論に基づく内省を通して～ 

     ○濱田麻里子（川崎市立井田病院） 

 

P-5  新しい職場環境へ適応するための対処行動 

     ○去田知子 市村有里 高崎彩乃 高田真歩 西田真実子（石川県立中央病院）  

 

示説 第２群 看護総合③  5 題  11：10 ～ 12：00 

座長 ：  廣瀬 真理子（ＪＣＨＯ金沢病院 看護師長） 

 

P-6  診療トリアージにおける外来看護師の役割 ～多職種へのアンケート調査から連携につなげる～ 

     ○磯見英美（公立羽咋病院） 

 

P-7  呼吸器疾患小児への効果的な酸素投与法の工夫 

     ○広川奈穂 徳村友里恵（国立病院機構金沢医療センター） 

 

P-8  器械管理の見直しがもたらした手術患者の安全 

     ○脊戸香織 上岸広 野村るり美（ＪＣＨＯ金沢病院） 

 

P-9  より安全な服薬の自己管理に向けての取り組み 第二報 ～服薬支援アセスメントシートを導入して～ 

     ○小林良美 架間ゆき子 若山麻紀（金沢市立病院） 

 

P-10 排尿ケアチーム活動の現状と今後の課題 

○谷良子 中村明美 小林良美 泉恵（金沢市立病院） 

  



 

 

 Ｃ会場  大会議室（4 階 北辰講堂横） 

 

示説 第３群 在宅療養支援・退院支援②  5 題  13：40 ～ 14：30 

座長 ：  松田 久美子（石川県立高松病院 看護副部長） 

 

P-11 在宅 ALS 療養者が意思疎通を図り続けるためにとった訪問看護師の支援の実態 

     ○瀬戸清華 丸岡直子（石川県立看護大学） 

 

P-12 帰宅願望が強い A 氏の退院支援に向けた家族との関わりを振り返る 

     ○古畑楓（公立つるぎ病院） 

 

P-13 地域連携手帳の効果と外来看護師の役割 －手帳を利用して通院している患者の事例を通して－ 

     ○鶴見薫 竹中眞佐枝 村本悦子（石川県立高松病院） 川村みどり（石川県立看護大学） 

 

P-14 当院における TAVI 患者の退院を妨げる要因の分析 

     ○矢伝淳香 野志明子 牧美晴 木間美津子（心臓血管センター金沢循環器病院） 

 

P-15 ２型糖尿病で血糖コントロール不良患者への外来看護師の関わり 

     ○小西美香 古道貴子 中田美香（国民健康保険 能美市立病院） 

 

示説 第４群 看護総合④  5 題  13：40 ～ 14：30 

座長 ：  櫻井 紀子（心臓血管センター金沢循環器病院 看護師長） 

 

P-16 医療用弾性ストッキングのポジションマーカーが長時間装着後のストッキングの状態、着用感、皮膚に  

及ぼす影響 

○須釜淳子（金沢大学新学術創成研究機構） 河村一海（金沢大学医薬保健研究域保健学系） 

臺美佐子（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス） 

木下幸子（金沢医科大学看護学部） 

 

P-17 認知症患者の周辺症状軽減に対するツボ指圧の試み 

     ○中村真紀 森郁美 岡本智恵（公立つるぎ病院） 

 

P-18 ダーメンコルセット装着におけるズレ軽減に対する取り組み 

     ○上野真澄美 巻野弥邑（珠洲市総合病院） 

 

P-19 サルコペニア改善に向けた介入ツールの有用性 ～地域包括ケア病棟での試み～ 

     ○瀧川和恵 石井博子 遠島優美子 遠田美紀（金沢赤十字病院） 

 

P-20 経口困難患者への「食べたい」思いを取り入れた看護実践 －臨床倫理検討シートを用いて－ 

     ○長谷川めぐみ（浅ノ川総合病院） 

 


