
プログラム

第1会場（3階 KFC Hall）

9：40～9：50 開会式

9：50～10：20 学会長基調講演
座長：飯野 京子 (国立看護大学校 教授)

今、何を大切にし、何を目指し、どう実践する？ 27

演者：亀尾 慶子 (横浜医療センター 看護部長)

10：30～11：50 特別講演
座長：亀尾 慶子 (横浜医療センター 看護部長)

「全力を出す勇気」～チームのために個々のエネルギーを出し尽くす方法～ 28

演者：森本 稀哲 (元プロ野球選手、講演家、野球解説者)

12：10～12：55 総会

13：00～14：00 一般演題口演①「看護管理」
座長：水江 麻紀子 (高崎総合医療センター 看護部長)

O-01 精神科A病院における看護師のリフレクションの実態
～リフレクション実践内容を受けて管理者はどのような支援が必要であるか～ 41

益田 和利 (肥前精神医療センター看護部)

O-02 標準看護助手業務の導入による効果と課題 41

小園 祥子 (国立成育医療研究センター看護部)

O-03 退院前自宅訪問に同行した看護師の退院支援の現状と課題 42

吉岡 渚 (南九州病院看護部)

O-04 A病院に勤務する看護師長のコンピテンシー事例検討会前後での効果 42

白石 早苗 (九州医療センター看護部長室)

O-05 副看護師長が昇任時期に感じる困難感と乗り越えるために必要な支援 43

田中 淳 (肥前精神医療センター女性慢性期閉鎖)

O-06 治療検査センターの看護体制とスタッフのモチベーションへの影響
－応援体制を経験した看護師の意識調査より－ 43

蔦野 佳奈子 (長崎医療センター看護部 治療検査センター)
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14：00～15：00 一般演題口演②「現任教育」
座長：齊藤 末利子 (高崎総合医療センター附属看護学校 副学校長)

O-07 Problem-based Learning を活用した手指衛生の教育効果 44

藤井 昌子 (山口宇部医療センター看護部)

O-08 外来会議の活性化を図る取り組み ～ファシリテーター型リーダーシップの有効性～ 44

羽太 千春 (横浜医療センター看護部)

O-09 卒後2年目看護師の自己効力感を高める要因 45

赤堀 梨香 (東京医療センター看護部)

O-10 看護師が求める理想の看護師像
～入院・面会経験のある看護師へのアンケートを通して～ 45

坂之上 久美 (南九州病院看護科)

O-11 キャリアラダーレベル別にみたA病院看護師の看護問題対応行動の現状
～看護問題対応行動自己評価尺度を用いて～ 46

大谷 恵 (水戸医療センター看護部)

O-12 ACT yナースVer.2 看護職員能力開発プログラム導入における当院での取り組みについて
～看護継続教育の実際～ 46

井上 真巳 (福岡病院看護部 看護師長研究会)

15：10～16：40 シンポジウム
テーマ：明日へ繋ぐ看護の心・看護の力

座長：橋口 広子 (千葉医療センター附属千葉看護学校 副学校長)

座長：立石 久留美 (相模原病院 看護部長)

S-1 IT の活用による看護の可能性
－AI, VRの技術革新がもたらす看護サービスへのインパクト－ 31

金井 Pak 雅子 (関東学院大学看護学研究科・看護学部)

S-2 特定行為研修を終了した認定看護師の立場から 32

石井 光子 (国立国際医療研究センター病院)

S-3 訪問看護師の立場から病院との連携を考える 33

片山 智栄 (ナースケア・リビング世田谷中町)

S-4 実践と教育をつなぐ方法を考える －看護基礎教育の立場から－ 34

奥 裕美 (聖路加国際大学大学院看護学研究科)

16：40～16：50 閉会式
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第2会場（2階 KFC Hall 2nd）

9：50～10：30 一般演題口演③「精神看護・その他」
座長：小柳 みな子 (久里浜医療センター看護部長)

O-13 啼泣と自傷行為を繰り返す重症心身障がい児への関わり
～効果的なコミュニケーションツールの獲得に向けて～ 47

依田 久美子 (小諸高原病院重症心身障がい児者病棟)

O-14 重症心身障がい者病棟におけるデスカンファレンスの現状と課題 47

舘岡 千絵子 (あきた病院看護部)

O-15 精神科における急性期患者の自宅退院に向けての家族と看護師の視点の相違 48

寺本 弥峰 (鳥取医療センター看護部)

O-16 精神科長期入院患者が退院後に地域生活を継続するうえで支えとなるもの 48

小林 久美枝 (久里浜医療センター看護部)

13：00～14：00 一般演題口演④「基礎教育」
座長：小笠原 幸 (水戸医療センター附属桜の郷看護学校 副学校長)

O-17 カンファレンスのテーマ決定に向けた指導の一例 49

宮原 恵子 (高崎総合医療センター附属高崎看護学校)

O-18 継続的な実習経験が看護学生のリスク感性に与える影響 49

副島 理沙 (純真学園大学保健医療学部看護学科)

O-19 基礎看護学実習前に看護過程演習で個別指導を受けることの教育効果 50

藤澤 秀樹 (岡山医療センター附属岡山看護助産学校看護学科)

O-20 看護過程演習の個別学習と実習担当教員による
個別指導が基礎看護学実習に及ぼす効果 50

近藤 真美 (岡山看護助産学校看護学科)

O-21 統合実習前後での看護学生のリスク感性の変化 第2報
～看護学生のリスク感性測定尺度を用いて～ 51

中村 千夏子 (九州医療センター看護部 6階東病棟)

O-22 学生の臨床判断における学びの検討 51

中小路 恵美子 (横浜医療センター附属横浜看護学校)
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14：00～15：00 一般演題口演⑤「看護技術・母性看護・小児看護・医療安全」
座長：福田 優子 (横浜医療センター附属横浜看護学校 副学校長)

O-23 男性患者の羞恥心を伴うケアに対するベテラン女性看護師の配慮の仕方 52

門田 理紗 (四国がんセンター看護部)

O-24 死産時の母親および家族へのよりよい支援体制の構築 52

紺野 美香 (仙台医療センター附属仙台看護助産学校看護学科)

O-25 小児科病棟における採血時の家族同席に向けた課題
～看護師・医師・家族への質問紙調査を通して～ 53

熊谷 知尋 (高崎総合医療センター看護部)

O-26 精神科病棟における落薬防止に向けた取り組み 53

大久保 佳緒里 (国立国際医療研究国府台病院看護部)

O-27 院内感染発生時の病院支援に向けた東海北陸グループの取り組み 54

網谷 千穂 (東海北陸グループ医療担当)

第3会場（10 階 101～103）

12：00～12：45 看護研究 交流セッション

【第1部】研究迷宮！×リアル脱出セミナー
抜くか抜かないか、見えない使徒からの脱出 37

坂木 晴世 (独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院、国立病院看護研究学会誌編集委員)

窪田 志穂 (国立国際医療研究センター病院、国立病院看護研究学会誌編集委員)

友滝 愛 (国立看護大学校、国立病院看護研究学会誌編集委員)

13：00～14：00 一般演題口演⑥「急性期看護」
座長：土淵 真紀子 (西埼玉中央病院 看護部長)

O-28 手術室看護師による術後訪問率増加を目指した術後デブリーフィングの導入 55

坂口 佳織 (横浜医療センター看護部手術室)

O-29 免疫チェックポイント阻害剤を使用しているがん患者の気がかりの傾向
～外来化学療法室で治療を受ける患者の気がかり調査から～ 55

平塚 久惠 (東近江総合医療センター看護部)

O-30 ウイッグ試着後に行動変容が見られた事例からの学び 56

堀田 恵美子 (横浜医療センター看護部)

O-31 看護ケアに活かすHCU入室前オリエンテーション実施への取り組み 56

小関 恵 (国立国際医療研究センター病院看護部)
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O-32 開心術を受けた患者がCCU入室中に感じるストレスと
その要因と抑うつ・不安関する研究 57

篠田 冬美 (嬉野医療センター看護部)

O-33 ICUにおけるハイフローセラピーの使用の現状と課題 57

今辻 徹 (大阪医療センター看護部 ICU)

14：00～15：00 一般演題口演⑦「急性期看護」
座長：青井 久江 (千葉東病院 看護部長)

O-34 術後高齢患者へのパーソン･センタード・ケアの実践による
抑制使用減少と看護師の意識変化 58

山本 まりこ (関門医療センター6C病棟)

O-35 中堅看護師を対象とした転倒転落予防に向けた看護観察のための研究 58

田岡 奈緒 (四国こどもとおとなの医療センター看護部)

O-36 日常生活自立度の高い患者に発生する褥瘡発生要因とその対策について 59

牧野 麻希子 (横浜医療センター看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師)

O-37 前立腺密封小線源永久治療を受ける患者における
膀胱留置カテーテルサイズダウンによる症状変化 59

小柴 桃子 (東京医療センター看護部)

O-38 家族立ち会いのもとで法的脳死判定を行うまで、
院内コーディネーターとして取り組んだこと 60

後藤 知江 (横浜医療センター救命救急センター)

O-39 心臓血管外科術後患者を対象に ICUダイアリーを用いて
記憶のゆがみを修正した後の患者の心理状態 60

多田 由香里 (東京医療センター看護部)

15：00～16：00 看護研究 交流セッション

【第2部】研究迷宮！×リアル脱出セミナー
真のケアを見出せ、慣習の壁を突破せよ 37

坂木 晴世 (独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院、国立病院看護研究学会誌編集委員)

窪田 志穂 (国立国際医療研究センター病院、国立病院看護研究学会誌編集委員)

友滝 愛 (国立看護大学校、国立病院看護研究学会誌編集委員)
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ポスター展示会場（3階 アネックス）

13：00～14：00 ポスター①「基礎教育」
座長：森 由美子 (高崎総合医療センター 副看護部長)

P-01 母性看護学実習におけるリプロダクティブヘルス/ライツの学びの内容 63

住田 尚子 (京都医療センター附属京都看護助産学校看護学科)

P-02 高齢者の健康維持に関する学生の学び 63

白砂 恭子 (名古屋学芸大学看護学科)

P-03 看護専門学校における入学前課題についての実態調査
～入学後8か月経過した学生の認識～ 64

服部 さゆり (高崎総合医療センタ－附属高崎看護学校看護学校 教員)

P-04 精神科病棟における統合実習に焦点をあてた統合演習教材の作成 64

松浦 佳代 (国立看護大学校看護学部)

P-05 社会人基礎力自己評価の推移 －看護専修学校3学年の比較－ 65

新屋 君香 (三重中央医療センター附属三重中央看護学校)

P-06 認知症ドキュメンタリー映画を鑑賞しての看護学生の学び 65

三浦 慶子 (舞鶴医療センター附属看護学校看護学科)

14：00～15：00 ポスター②「基礎教育」
座長：渡邉 久美子 (埼玉病院 看護師長)

P-07 看護基礎教育における看護学生の危険予知に関する文献検討 66

後藤 千枝 (高崎総合医療センター附属高崎看護学校看護学校教員)

P-08 看護学生の臨地実習体験における学びと職業的アイデンティティとの関連
－1年次に着目して－ 66

田巻 乃里子 (旭川医療センター呼吸器内科病棟)

P-09 総合実習におけるルーブリック作成
－能力別思考・判断の抽出から学生の学びのプロセスを考える－ 67

松本 晶愛 (金沢医療センター附属金沢看護学校看護学科)

P-10 意思疎通の困難な方を受け持つことで得られる看護学生のコミュニケーションスキル獲得
のプロセス ～教育的意義の検証～ 67

永重 英子 (栃木医療センター附属看護学校)

P-11 学生の思考力・判断力・表現力を育む環境調整の授業の取り組み
－学習指針となるルーブリックの導入－ 68

笠村 幸代 (金沢医療センター附属金沢看護学校)
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13：00～14：00 ポスター③「基礎教育・現任教育」
座長：桜井 かおり (埼玉病院 看護師長)

P-12 国立病院機構A看護学校卒業看護師の専門的自律性の実態 69

水野 智美 (北海道医療センター附属札幌看護学校)

P-13 プロセスレコードカンファレンスにおける熟達指導者の指導方法 69

平田 博章 (岩国医療センター附属岩国看護学校看護科)

P-14 救急外来における看護学実習の学びの特徴からの一考察 70

石井 美香子 (熊本医療センター附属看護学校看護学科)

P-15 看護学生の共感性に関する研究の動向と課題 70

加藤 浩子 (栃木医療センター附属看護学校)

P-16 助産師学生による中学生の健康教室企画運営の学習効果 71

新井 香奈子 (仙台医療センター附属仙台看護助産学校助産学科)

P-17 助産師・看護師実習指導者講習会の学びの分析
～受講前後のレポートとアンケートを用いて～ 71

柳 紫野 (東海北陸グループ医療担当)

14：00～15：00 ポスター④「現任教育」
座長：内山 由美子 (国立国際医療研究センター病院 副看護部長)

P-18 当院における臨床看護師の学習ニード分析 72

前田 愛子 (国立国際医療研究センター病院看護部)

P-19 夜勤に従事する新人看護師に対する院内教育の現状
－政策医療を担う医療機関に焦点をあてて 72

岩波 浩美 (国立看護大学校研究課程部後期課程)

P-20 政策医療を担う医療機関に就業する看護師の夜勤時看護実践における困難の実態
－経験年数別の比較－ 73

剱物 祐子 (国立看護大学校研修部)

P-21 集中治療室での業務リーダー育成のプロセスを明確にするための取り組みについて 73

大河内 由香里 (国立がん研究センター中央病院看護部)

P-22 臨床経験2年目以上看護師の夜勤時看護実践に対する自己評価
－政策医療機関に就業する看護師の調査－ 74

長岡 波子 (国立看護大学校成人看護学)
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P-23 急性期病院に入院する認知機能が低下した高齢患者への看護実践
－看護師の認識調査からの分析－ 74

橋本 真紀 (水戸医療センター看護部)

13：00～14：00 ポスター⑤「現任教育・看護管理・急性期看護」
座長：浅川 利恵 (水戸医療センター 副看護部長)

P-24 看護師キャリア能力開発と看護実践能力評価の関連性 75

溝江 裕子 (盛岡医療センター看護部教育担当)

P-25 政策医療を担う医療機関における専門看護師の活動の実際と課題 75

飯野 京子 (国立看護大学校研究課程部)

P-26 東海北陸グループ復職支援センター「おかえりナースⓇ」創設についての報告 76

酒井 陽子 (東海北陸グループ医療担当)

P-27 A病棟に勤務する看護師のストレスの実態調査 76

中村 ちひろ (神戸医療センター5階南病棟)

P-28 国立高度専門医療機関における高度実践看護職の活用に関する展望と課題
－看護管理者へのフォーカス・グループ・インタビュー－ 77

来生 奈巳子 (国立看護大学校看護学部)

P-29 夜勤帯の急変を想定したシミュレーション教育の効果 77

浜田 拓人 (東広島医療センター)

14：00～15：00 ポスター⑥「急性期看護」
座長：打矢 千彩子 (水戸医療センター 看護師長)

P-30 チューブ包帯を使用したアームカバーによる点滴自己抜針を予防した効果 78

田村 節子 (横浜医療センター消化器外科)

P-31 胸部大動脈置換術患者の術後ADLに影響を与える術前・術中因子の調査 78

廣岩 直希 (国立循環器病研究センター看護部)

P-32 開胸術後の胸骨固定バンド改良の試み
－患者自身が装着でき、退院後も継続できるように－ 79

梅本 千愛 (岩国医療センター看護部)

P-33 A病院救急病棟における高齢患者のせん妄と睡眠環境の因果関係について 79

武田 杏子 (横浜医療センター救命救急センター救急病棟)

P-34 人工心肺使用患者の体温変化と全身状態への影響－看護師管理の視点から－ 80

吉岡 尚子 (岩国医療センター看護部 ICU)
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P-35 救急病棟における身体抑制をしない看護の実践を目指すため
～身体抑制率と自己抜去件率との相関関係の検討～ 80

若森 大 (横浜医療センター救命救急センター 救急病棟)

13：00～14：00 ポスター⑦「慢性期看護・終末期看護」
座長：木曽 一代 (埼玉病院 看護師長)

P-36 外来がん化学療法を受ける患者の支援に携わる看護師間の連携を目指して
～外来看護師へのインタビュー調査で明らかになったこと～ 81

齋藤 秀美 (浜田医療センター看護部)

P-37 A施設の外来がん患者が抱える苦痛 81

上田 佳奈 (岩国医療センター地域医療連携係)

P-38 活動性結核で入院隔離された患者の想い 82

小森 由美 (茨城東病院呼吸器内科・結核病棟)

P-39 看護カンファレンスにファシリテーションスキルを用いた効果 82

羽鳥 裕美子 (高崎総合医療センター看護部)

P-40 急性期病院で旅行を強く希望した若年終末期がん患者の支援 83

佐土原 みゆき (横浜医療センター看護部)

P-41 全人的苦痛を抱える患者との関わりを通して見えたこと 83

廣田 尚美 (横浜医療センター看護部)

14：00～15：00 ポスター⑧「母性看護・小児看護・その他」
座長：田川 光代 (神奈川病院 看護師長)

P-42 重症心身障がい者病棟看護師が感じる困難と今後の課題 84

谷川 真唯 (青森病院看護部)

P-43 成長期にある重症心身障害児者の栄養管理
～成長曲線に基づいたアセスメントを行って～ 84

山﨑 香菜子 (松江医療センター小児科)

P-44 母児分離状態における母乳分泌維持に向けた取り組み 85

江藤 真由美 (横浜医療センター小児科)

P-45 シーネ固定による不快臭の軽減にむけた取り組み
－ミョウバン水による清拭の効果、アルコール綿清拭と比較して－ 85

山口 舞 (岩国医療センター6階西病棟)

P-46 成育病棟看護師のリリーフ先での看護ケアに対する思い 86

岩戸 翠 (四国こどもとおとなの医療センター看護部)
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P-47 ハンセン病療養所に勤務する看護師の倫理的感受性の実態 86

石田 正子 (国立療養所多磨全生園看護部)

13：00～14：00 ポスター⑨「看護技術・在宅・地域連携・その他」
座長：堀内 利枝 (東埼玉病院 副看護部長)

P-48 OAGを用いた口腔ケアプロトコールの作成と口腔内環境の改善について 87

海鉾 優弘 (帯広病院看護師)

P-49 自己受容・決定への支援に難渋した肺癌終末期患者への退院支援の1例 87

内 倫子 (茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター地域医療連携室)

P-50 回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者の家族が、
患者の退院の方向性を決定する要因について 88

新美 千佳 (国立長寿医療研究センター地域包括ケア病棟)

P-51 生活環境から対象理解するための訪問看護実習前研修の導入の効果 88

太田 恵子 (京都医療センター附属京都看護助産学校看護学科)

P-52 訪問看護師との連携強化のための研修会を実施して
～アンケート調査から研修会の効果を再考する～ 89

澤田 舞 (神奈川病院看護部内科病棟)

P-53 A病棟における統一した口腔ケア定着を困難にしている要因を明らかにする 89

二階堂 富満乃 (岡山医療センター看護部)

14：00～15：00 ポスター⑩「医療安全」
座長：鈴木 美和 (成育医療研究センター 副看護部長)

P-54 内服薬投薬におけるインシデントの改善に向けて
－プロセスフローチャート(PFC)を用いた取り組みについて－ 90

金児 幸正 (国立国際医療研究センター病院救命救急センター)

P-55 転倒がない病棟を目指して
～勤務開始時の情報共有および転倒発生時のウォーキングカンファレンスの取り組み～ 90

森 麗子 (国立がん研究センター中央病院 14A病棟)

P-56 MDRPU予防目的におけるフォームライト使用判断の実態調査 91

郡司 敏幸 (横浜医療センター看護部)

P-57 確認不足によるインシデントを繰り返す看護職と失敗傾向の関連 91

吉元 充江 (岩国医療センター看護部)
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P-58 重症心身障害児(者)病棟の患者安全における看護師の実践評価
－患者安全のための看護実践自己評価尺度を用いての分析－ 92

伊藤 亜紀 (南岡山医療センター看護部)

14：00～15：10 ポスター⑪「慢性期看護・その他」
座長：宮崎 志穂 (成育医療研究センター 副看護部長)

P-59 ハンセン病療養所A園外来の宿直看護の見える化 93

青井 淑恵 (国立療養所長島愛生園外来)

P-60 A急性期病院における認知症ケアチームの活動と今後の課題 93

落合 恵 (京都医療センター認知症ケアチーム)

P-61 一般病棟から ICUに配置転換となった看護師の職務遂行上の困難因子 94

桧川 美咲 (東広島医療センター ICU)

P-62 BSI サーベイランスの電子カルテ入力への働きかけと入力維持のための検討 94

清水 敦子 (横浜医療センター感染管理専従)

P-63 臨床看護師の認知症・せん妄患者に対する対応困難理由の明確化 95

眞鍋 百里恵 (東広島医療センター看護部)

P-64 腹臥位腰椎手術時の温風式加温装置を用いた体温変化の観察 95

及川 郁美 (横浜医療センター看護部)

P-65 紙おむつのケア標準化への取り組み
～副看護師長との協働による皮膚排泄ケア認定看護師としての関わり～ 96

濱部 恵里子 (神奈川病院看護部)
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