
 第5会場  企業展示

ホテル3階　清流の間

（ユニ･チャームメンリッケ株式会社）

平成29年度北海道看護研究学会 プログラム

学会テーマ

口演：19演題　示説：29演題（計48演題）

開催日　平成29年6月18日（日）

ケアが支える北海道の未来～地域の人々に寄り添うためのケアの創造と統合～

9:30 開場 9:30 開場 9:30 開場

16:00

ホテル3階
玉葉の間・ロビー

9:30 開場

≪企業展示≫
展示中

14:00 展示終了
13:50～15:20

14:00 ≪基調講演≫
地域の人々に寄り添うためのケア

の創造と統合
～平成29年介護保険法改正を

ふまえて～

日本ケアマネジメント学会
副理事長　服部　万里子　氏

15:00

15:20 閉会

≪ランチョンセミナー2≫
女性のライフステージとヘルスケア

NTT東日本札幌病院
産婦人科部長
西川　鑑　氏

≪ランチョンセミナー3≫
コンチネンスケアから始める組織活性化
～地域でのよりよいケア実現を目指して～

国保依田窪病院
看護部長　認定看護管理者

両角　直子 氏

12:10～13:10　

≪ランチョンセミナー1≫
ディズニーリゾートの行動指針に学ぶ

サービス提供のあり方
公立大学法人宮城大学
看護学群　看護管理学

教授  原　玲子　氏

≪第8群発表（5題）≫
看護管理2
（25-29）

≪第11群発表（5題）≫
慢性期看護2・在宅看護2

（39-43）

北海道社会貢献賞表彰式

12:10～13:10　 12:10～13:10　

（ニプロ株式会社） （大塚製薬株式会社）
13:10 第2会場終了

13:20～13:40

11:55 開場

13:10 掲示終了 13:10 第5会場終了

12:00

13:00

≪第9群発表（4題）≫
看護教育・精神看護・在宅看護1

（30-33）

掲示中 掲示中

13:10 掲示終了

11:00

11:10～11:55 11:10～11:55 11:10～11:50 11:10～11:55

≪第3群発表（3題）≫
慢性期看護

（8-10）

≪第6群発表（3題）≫
ヘルスプロモーション・精神看護

（17-19）

≪第12群発表（5題）≫
慢性期看護3

（44-48）

≪第4群発表（3題）≫
急性期看護
（11-13）

≪第7群発表（5題）≫
急性期看護・看護管理1

（20-24）

≪第10群発表（5題）≫
慢性期看護1

（34-38）
10:00

10:25～11:10 10:25～11:10 10:25～11:10 10:25～11:10

≪第1群発表（4題）≫
看護管理・慢性期看護

（1-4）

9:40～10:25 9:40～10:25 9:40～10:25

≪第2群発表（3題）≫
慢性期看護・在宅看護

（5-7）

≪第5群発表（3題）≫
急性期看護
（14-16）

8:30 8:30 開場

9:20 オリエンテーション

9:25 開会式

9:30～10:25

 （口演）  （口演）  （示説） （示説）
 ニトリ文化ホール  ホテル3階　瑞雪の間  ホテル3階　蓬莱の間  ホテル3階　黎明の間

 第1会場  第2会場  第3会場  第4会場

場　所　ニトリ文化ホール、ホテルさっぽろ芸文館



　

● 口演 第1群 看護管理・慢性期看護 4題 9:30～10:25

座長 北海道公立大学法人  札幌医科大学附属病院 杉山  ひかる

1 退院支援におけるプライマリー看護師の役割における問題点と今後の課題

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 渡邉　真璃華

2 下肢の手術を受けた患者の生活過程を整える退院支援・指導

医療法人社団悠仁会　羊ケ丘病院 大場　由佳

3 脳外科手術においてボディ・イメージの変容を受けた患者の思いと社会生活の現状

－頭蓋形成術を受けた患者のインタビューから－

社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 北崎　春香

4 骨延長を受けた学童期の患者がリハビリテーションを継続することを困難にする要因

リハビリテーションの遅延により退院が延期となったB氏との関わりからの考察

国立大学法人　旭川医科大学病院 片川　俊太朗

● 口演 第2群 慢性期看護・在宅看護 3題 10:25～11:10

座長 国立大学法人  旭川医科大学 藤井  智子

5 末期心不全・腎不全患者の緩和ケア

患者や家族の意思を尊重し、QOLを維持した関わり

医療法人　王子総合病院 澤田　萌理

6 A訪問看護ステーションと介護支援専門員との連携の現状と課題

旭川赤十字訪問看護ステーション 簗田  亜矢子

7 身寄りのない重度認知症高齢者の終末期を支えた多職種連携

－連携における訪問看護師の役割を考える－

社会福祉法人札幌東勤労者医療福祉協会  勤医協札幌ひがし訪問看護ステーション 小林　昌子

● 口演 第3群 慢性期看護 3題 11:10～11:55

座長 社会医療法人北斗  北斗病院 淺津  眞由美

8 外来におけるテリパラチド自己注射患者の実態

～コンプライアンスの現状と抱える思い～

医療法人元生会　森山病院 渋谷　佑香

9 血液透析における穿刺時疼痛に対するリドカイン・プロピトカイン配合クリームの有効性

社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院 高見　瑞枝

10 白色ワセリンの垢の除去効果の検討

社会福祉法人北海道社会事業協会　函館病院 新山　琴絵

ランチョンセミナー1 12:10～13:10

ディズニーリゾートの行動指針に学ぶサービス提供のあり方

公立大学法人宮城大学　看護学群　看護管理学　　教授    原　玲子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニプロ株式会社

北海道社会貢献賞表彰式　北海道主催 13:20～13:40

第１会場 ニトリ文化ホール



基調講演 13:50～15:20

地域の人々に寄り添うためのケアの創造と統合

～平成29年介護保険法改正をふまえて～

　　 講師    日本ケアマネジメント学会  副理事長 服部　万里子

座長    学会委員長　札幌医科大学附属病院 梅田  聖子

● 口演 第4群 急性期看護 3題 9:40～10:25

座長 学校法人東日本学園  北海道医療大学 唐津  ふさ

11 急性期一般病棟の緩和ケア病床でケアを提供する看護師の困難感

札幌市病院局　市立札幌病院 加藤　加菜

12 脳神経外科急性期における深部静脈血栓症のリスク因子の検討

特定医療法人　柏葉脳神経外科病院 更谷　和樹

13 A病院の心臓血管外科病棟に勤務する看護師が捉えるせん妄発症要因

市立函館病院 佐藤　真輝子

● 口演 第5群 急性期看護 3題 10:25～11:10

座長 伊達赤十字病院 山内  智子

14 せん妄に対するＩＣＵ看護師の認識の変化

～教育的介入とＩＣＤＳＣの活用を通して～

JA北海道厚生連　旭川厚生病院 仲野　瑞穂

15 手術室への車椅子入室導入の検討

－患者、看護師におこなったアンケート調査から－

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 山岸　加奈

16 術前診察室で術前オリエンテーションを受ける患者のニーズ

国立大学法人  旭川医科大学病院 片岡　聖佳

● 口演 第6群 ヘルスプロモーション・精神看護 3題 11:10～11:55

座長 学校法人天使学園  天使大学 澤田　優美

17 高齢初産婦が抱く産後1か月までの育児不安の特徴

札幌市病院局　市立札幌病院 鈴木　七奈

18 セルフマッサージによる不眠改善効果　

患者の主体的取組を目指して

特定医療法人　富田病院 木村　智恵

19 医療者が隔離室入室時に不安・恐怖を感じる要因と対処行動

医療法人社団静和会　石井病院 村上　美智代

ランチョンセミナー2 12:10～13:10

女性のライフステージとヘルスケア

NTT東日本札幌病院    産婦人科部長 西川　鑑

大塚製薬株式会社

第２会場  瑞雪の間



● 示説 第7群 急性期看護・看護管理1 5題 9:40～10:25

20 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術を受けた患者の意思決定過程と看護支援

国立大学法人　旭川医科大学病院 奥山　奈々

21 A病院集中治療室における面会時間に対する家族のニード

－面会者に行ったアンケート調査から－

苫小牧市立病院 菅原　美香

22 肩関節外転装具を装着したままでの肌着着用の工夫

～サットつけれーるを作成して～

医療法人三和会　札幌南整形外科病院 武田　可奈子

23 緊急冠動脈バイパス手術の患者受け入れ準備の優先順位

～シミュレーション結果の分析から～

医療法人サンプラザ　新札幌循環器病院 本庄　育実

24 離床センサー使用患者に対する看護師の意識の変化　

ケアを見直す取り組みをして

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 山川　巳穂

● 示説 第8群 看護管理2 5題 10:25～11:10

25 クリニカルラダーⅢを取得した看護師の役割発揮の現状と今後の課題

JA北海道厚生連　旭川厚生病院 藤森　好美

26 A病院急性期病棟看護師の、経験年数、リーダー経験の有無による「せん妄」に対する

認識の差とケアの実態

独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院 要覚　信吾

27 急変時対応における看護師の不安に対する実態調査とシミュレーションの有効性

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 小田原　紫音

28 身体拘束による苦痛の疑似体験による意識の変化

社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院 浦　幸子

29 手指衛生遵守率向上に向けた取り組みが手指衛生行動に及ぼす影響

～病棟スタッフの手指衛生に対するアンケート調査から～

医療法人三和会　札幌南整形外科病院 近藤　美姫子

● 示説 第9群 看護教育・精神看護・在宅看護1 4題 11:10～11:50

30 社会人基礎力の傾向と研修への活用の検討

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 丹内　絵理

31 「看護を語る研修」を体験した看護師の感じたこと

～記述式アンケートの質的分析結果から～

医療法人健康会　くにもと病院 宇野  真喜子

32 神経内科病棟における患者への先回り看護を実践して

公益社団法人函館市医師会　函館市医師会病院 尾関　美都利

33 通所リハビリテーションでの服薬内容把握不足の原因

－利用者の健康管理に役立てるために－

社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院 黒坂　生美

第３会場 蓬莱の間



● 示説 第10群 慢性期看護1 5題 9:40～10:25

34 外来糖尿病患者に足のセルフケアチェックシートを導入することによる効果

江別市立病院 手塚　真子

35 仙骨部D3褥瘡ならびに褥瘡内段差を併せ持つ寝たきり高齢者の臀部皮膚のたるみに

治癒促進を目的に創固定を取り入れた事例報告

社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院 渡邊　千亜紀

36 慢性維持血液透析患者の痒みに対する保湿剤塗布によるアプローチ

市立芦別病院 三好　清勝

37 ガンマナイフ治療を受ける患者が抱く不安やイメージ

社会医療法人医仁会　中村記念病院 和知　香里

38 気管切開によりコミュニケーションが困難となった患者への看護介入

－思いを表出できるためにスピーチカニューレを導入して－

社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院 対馬　由紀子

● 示説 第11群 慢性期看護2・在宅看護2 5題 10:25～11:10

39 ＮＩＣＵにおける在宅人工呼吸器を装着した児の退院支援

－看護師が体験した母親との協働について振り返る－

市立釧路総合病院 鈴木　直美

40 退院後自宅で生活する心不全患者の思い

～日常生活で感じている不安や負担及び希望や期待について～

社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院 田中　真紀

41 自宅退院を困難にする家族の不安要因

家族へのアンケート調査を通して

岩見沢市立総合病院 佐藤　朋子

42 退院支援における受け持ち看護師の意識の変化

～退院支援アセスメントシートの使用を試みて～

社会福祉法人北海道社会事業協会　岩内病院 葛西　敦子

43 在宅でのポリエチレングリコール＋アスコルビン酸電解質製剤服用に対する前処置の検討

－内視鏡検査を受ける患者と外来看護師の実態調査から－

市立室蘭総合病院 山田　祐樹

● 示説 第12群 慢性期看護3 5題 11:10～11:55

44 長時間ビデオ脳波モニタリング検査で制限された患者のニード

社会医療法人医仁会　中村記念病院 武田　道代

45 認知症のある大腿骨骨折患者の疼痛への対処

～日本語版アビー痛みのスケールを用いた痛みの評価～

小樽市立病院 五十嵐　里江子

46 暴言・暴力や拒否のある認知症患者の現状と対応

医療法人社団静和会　石井病院 天羽　久美子

47 認知機能の低下した高齢者の入院生活パターンの明確化

社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院 虻川　絵理子

48 急性期治療後の認知機能の向上を目指す看護

～排尿誘導の工夫による影響～

医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 齊藤　恵莉

ランチョンセミナー3 12:10～13:10

コンチネンスケアから始める組織活性化

～地域でのよりよいケア実現を目指して～

国保依田窪病院　看護部長　認定看護管理者 両角　直子

ユニ･チャーム メンリッケ株式会社

第４会場 黎明の間

第５会場 清流の間


