
 第5会場  第6会場

206会議室 207会議室

8:30 8:30 開場

9:20 オリエンテーション 9:15～ 準備 9:15～ 準備

9:25 開会式 9:25～ 開場 9:25～ 開場

9:30 開場 9:30～11:00 9:30～11:00

≪交流セッション1≫ ≪交流セッション2≫

岩見　喜久子 長田　千穂

11:00～ 片付け 11:00～ 片付け

11:30～13:00

≪企業展示≫

展示中

11:55 開場

12:10～13:10　 12:10～13:10　 12:10～13:10　

≪ランチョンセミナー3≫

13:00～ 片付け
（ユニ･チャームメンリッケ株式会社）

13:10 第2会場終了 13:10 掲示終了 13:10 掲示終了 13:10 第5会場終了

13:15 第6会場終了

13:20～13:40

13:40～15:20

14:00

展示終了

 

15:20 閉会

ウイメンズヘルスと
女性ホルモン

−エクオールの可能性−

12:00

≪ランチョンセミナー1≫ ≪ランチョンセミナー2≫

15:00

東京医療保健大学
副学長　坂本　すが　氏

14:00

明日へつなぐ看護の力
～人生100年時代を

生きる・支える～

13:00

(テルモ株式会社) (大塚製薬株式会社)

北海道社会貢献賞表彰

≪基調講演≫

(9:30～9:40 発表者オリエンテーション) (9:30～9:40 発表者オリエンテーション)

9:40～10:25 9:40～10:25

≪第9群発表（5題）≫
急性期看護・慢性期看護

（35-39）

≪第12群発表（4題）≫
慢性期看護
（50-53）

10:25～11:10

≪第8群発表（5題）≫
急性期看護
（30-34）

≪第11群発表（5題）≫
看護管理
（45-49）

11:10～11:55 11:10～11:55

10:00

10:20～11:05 10:20～11:05

≪第2群発表（4題）≫
慢性期看護

（5-8）

≪第5群発表（4題）≫
在宅看護
（17-20）

≪第1群発表（4題）≫
慢性期看護

（1-4）

≪第4群発表（4題）≫
急性期看護
（13-16）

11:00

11:10～11:55 11:10～11:55

≪第3群発表（4題）≫
看護管理
（9-12）

≪第6群発表（4題）≫
看護教育・精神看護

（21-24）

大ホールAB  中ホール 大ホールC 107・108会議室

9:30～10:15 9:30～10:15 9:30 開場 9:30 開場

 第1会場  第2会場  第3会場  第4会場
 （口演）  （口演）  （示説） （示説）

演題数　口演24演題　示説29演題（計53演題）予定

2019(平成31)年度北海道看護研究学会 プログラム
学会テーマ

明日へつなぐ看護の力 －人生100年時代を生きる･支える看護職－

開催日　2019(平成31)年4月27日（土）

場　所　札幌コンベンションセンター

看護連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：
患者の生活を支える
ｼｰﾑﾚｽな看護提供

をめざして

札幌市病院局
市立札幌病院

東京医科大学
医学部看護学科

成人看護学
教授 平井 和恵

≪第7群発表（5題）≫
看護教育・精神看護

（25-29）

≪第10群発表（5題）≫
看護管理
（40-44）

10:25～11:10

シミュレーション教育と
現場の看護実践

～学びを循環させるために～

社会医療法人社団
ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛ

ｸﾘﾆｶﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

≪交流セッション3≫

地域でつながる、めざせ
「医療的ケア児支援」の

途切れない
看護職ﾈｯﾄﾜｰｸ作り！

社会福祉法人北翔会
医療福祉ｾﾝﾀｰ
札幌あゆみの園

小六　真千子

掲示中 掲示中

11:15～ 準備

にしかわウイメンズヘルス
クリニック

院長　西川　鑑

明日へつなぐ患者の生活を
支えるコンチネンスケア
～コンチネンスケアに
取り組んだことによる

組織の変化～
下伊那赤十字病院

皮膚・排泄ｹｱ認定看護師
NPO法人ｺﾝﾁﾈﾝｽ協会

ｺﾝﾁﾈﾝｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
小澤　恵美

がん薬物療法における
職業性曝露対策

ガイドラインについて



● 口演 第1群 慢性期看護 4題 9:30～10:15

小樽市立病院 萩原 正子

1 患者と家族の希望に添った退院調整の一事例を振り返る ～できることに着目できた要因の分析～

医療法人彰和会 北海道消化器科病院 早川　超英美

2 プロプラノロールシロップの退院後における長期間内服の実態 ～母親へのインタビューから～

国家公務員共済組合連合会 斗南病院 石田　好

3 ADL評価の共通認識へ向けての取り組み-チーム医療、職種をこえて-

社会医療法人 慈恵会 聖ヶ丘病院 橋本　千帆里

4 慢性心不全終末期患者における意思決定支援についての考察-アドバンスケアプラニングの視点から振り返る-

市立釧路総合病院 山野　美穂

● 口演 第2群 慢性期看護 4題 10:20～11:05

市立釧路総合病院 藤原 智恵美

5 医療型障害児入所施設における入所児童のADL評価

～特別支援学校教諭と看護師のJASPERのADL評価による相違について～

北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター 神　公康

6 呼吸器疾患を持つ高齢患者の離床ケア～離床プログラムを導入して～

市立室蘭総合病院 佐藤　知子

7 患者・看護師が考える外来の対応-互いの認識を明らかにする-

社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院 山脇　佳織

8 脳卒中患者の再発予防に向けた内服管理に関する介入方法の検討

医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 寺田　友香

● 口演 第3群 看護管理 4題 11:10～11:55

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 川渕 ゆかり

9 北海道過疎地域における、看護師不足解消に向けた取り組みの検討

町立別海病院 山崎　陽弘

10 看護師が患者から受けた暴力・暴言・セクシャルハラスメントに対する実態調査

～卒後3年以内の看護師に焦点を当てた調査～

社会医療法人 医仁会 中村記念病院 佐藤　敦子

11 外来職員の手指衛生に関する実態調査-感染防止に対する意識向上を目指して-
社会福祉法人北海道社会事業協会 洞爺病院 平野 千晶

12 身体拘束を体験した看護師のケアについての意識調査～最小限にするために必要なことは～

医療法人健康会 くにもと病院 橋本　照美

ランチョンセミナー1 12:10～13:10

がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドラインについて

東京医科大学医学部看護学科　成人看護学　教授　 平井　和恵

北海道社会貢献賞表彰式 13:20～13:40

■ 基調講演 13:40～15:20

明日へつなぐ看護の力～人生100年時代を生きる・支える～
東京医療保健大学　　副学長 坂本　すが

学会委員長（札幌医科大学附属病院 ） 梅田  聖子

座長

講　　師

座    長

第１会場  大ホールAB

座長

座長

＜ﾃﾙﾓ株式会社共催＞

2019年度　北海道看護研究学会　プログラム



● 口演 第4群 急性期看護 4題 9:30～10:15

北海道大学大学院保健科学研究院 平山 憲吾

13 危機的状況にある悪性リンパ腫の終末期患者の家族への看護

～アギュララの危機問題解決モデルを用いて振り返る～

札幌市病院局市立札幌病院 小林　麗奈

14 待機的開心術を受ける患者へのエンパワメントアプローチ

小樽市立病院 伊藤　大輝

15 平日夜間・休日の超緊急帝王切開術の対応手順改訂とDVD教材作成の効果

社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院 小林　彩季

16 肺がん術後患者が感じる呼吸困難の改善を目的とした運動療法の実践と評価

北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院 山本　愛

● 口演 第5群 在宅看護 4題 10:20～11:05

旭川大学 栗原 律子

17 統合失調症患者における夢への取り組みを支える精神科訪問看護の実際

ストレングスモデルへの転換がもたらした変化

医療法人 耕仁会 訪問看護ステーション やまのて 谷藤　伸恵

18 緩和ケアへの移行に苦悩したがん末期患者の訪問看護-戸惑い揺れ動く患者へのかかわり-

一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団 当別訪問看護ステーション 前川　貴絵

19 在宅で終末期高齢者を看取る家族への支援-長期にわたるかかわりから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 菊池　みのり

20 在宅での看取りに対する地域住民の思いについて～看取り劇を通じて～

幕別町役場 鈴木　逸斗

● 口演 第6群 看護教育・精神看護 4題 11:10～11:55

札幌保健医療大学 澤田 優美

21 産科混合病棟における看護師に対する教育の実際と課題

岩見沢市立総合病院 芳村　美幸

22 脳血管造影検査における新人看護師の統一した指導の効果

医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 杉本　麻里菜

23 双極性障害で躁状態を呈した患者の終末期への介入～トラベルビーの看護理論を用いた考察～

札幌市病院局市立札幌病院 中田　琢也

24 他患者に対する暴力ゼロを目指した暴力予防カンファレンス

社会医療法人 函館博栄会 函館渡辺病院 野口　雅博

12:10～13:10

ウイメンズヘルスと女性ホルモン エクオールの可能性

にしかわウイメンズヘルスクリニック　院長 西川　鑑

● 示説 第7群 看護教育・精神看護 5題 9:40～10:25

25 デスカンファレンスに参加した看護師の体験

岩見沢市立総合病院 北岡　康平

26 脳神経急性期病院に勤務する新人看護師のローテーション研修の評価
医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 河合 玲奈

27 「NICU・GCU長期入院児への看護の問題と課題」～看護師へのアンケート調査からみえるもの～

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 奈良　礼佳

28 経管栄養中の認知症高齢者への身体拘束に対するジレンマ～A病院看護師の意識調査を通して～

医療法人社団 静和会石井病院 松田　泰徳

29 精神科看護師のやりがいに関するアンケート調査　やりがいの向上に向けた対策の検討

医療法人社団 静和会 石井病院 小田　仁美

第２会場  中ホール

第３会場　大ホールＣ

座長

座長

座長

ランチョンセミナー　2

＜大塚製薬株式会社共催＞



● 示説 第8群 急性期看護 5題 10:25～11:10

30 ICU入室患者に対するせん妄予防のための援助～J-PADガイドラインを用いて～

市立釧路総合病院 田村　綾香

31 SCU看護師への教育プログラムと判断能力の評価

社会医療法人 医仁会 中村記念病院 岡崎　さや香

32 集中治療領域における人工呼吸器回路に対する理解と安全性

医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 小向　洸平

33 手術室で初めてプリセプターを経験した看護師の思いと求める支援

江別市立病院 森　邦子

34 救急外来における電話での情報収集の取り組み-電話情報用紙を導入して-

社会福祉法人 北海道社会事業協会 岩内病院 文珠四郎 和美

● 示説 第9群 急性期看護・慢性期看護 5題 11:10～11:55

35 非がん疾患患者の家族に対する危機的状況への介入-アギュララの問題解決理論を用いた振り返り-

岩見沢市立総合病院 谷岡　亜美

36 急性期病院において認知症高齢者のケアに携わる多職種が認識している困難

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 田屋　香

37 化学放射線同時併用療法を選択した頭頸部がん患者の意思決定に影響を与えた要因

北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院 山村　亜里沙

38 心電図モニター電極交換時のスキンケアの検証～2種類の皮膚保湿・清浄クリームの比較～

公益社団法人函館市医師会 函館市医師会病院 佐藤　愛子

39 鎮静下内視鏡検査を受けた患者の安全な帰宅に向けての取り組み-新規覚醒評価スコアを用いて-

市立旭川病院 山野　祐里

● 示説 第10群 看護管理 5題 9:40～10:25

40 進行状況掲示板を用いた外来待ち時間の心理的苦痛緩和への取り組み

医療法人 菊郷会 札幌センチュリー病院 川治　基子

41 リフレッシュ休暇に対する意識調査～実際の取得率と取得していない要因～

医療法人社団 静和会石井病院 橋本　優樹

42 入退院支援センターにおける業務分析から課題と解決に向けた取り組み

砂川市立病院 北川　裕子

43 薬剤インシデント・事故報告書に関する背景要因を明らかにする

～VA-RCA手法とレヴィンの行動モデルを用いた事故報告分析～ 

北海道中央労災病院 中上　紀子

44 B病棟における転倒・転落アセスメントスコアシートの分析

医療法人 王子総合病院 藤江　陸磨

● 示説 第11群 看護管理 5題 10:25～11:10

45 副看護師長会による「医療、重症度・看護必要度」評価精度向上の取り組み

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 八谷　有香

46 パートナーシップの導入に伴う今後の課題

医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 武都　健太郎

47 緊急心臓手術の患者受け入れ準備の実践的な手順書の作成

～行動の可視化と時間管理のマトリックスを応用して～

医療法人サンプラザ新札幌循環器病院 澤田　麻美

48 業務改善が離職減少に及ぼした影響と現在潜む離職要因とその課題

社会医療法人アルデバラン さっぽろ二十四軒病院 齊藤　香梨

49 疑義照会にかかる業務改善への取り組み

医療法人社団 医修会 大川原脳神経外科病院 中田　由希子

第４会場　107・108会議室



● 示説 第12群 慢性期看護 4題 11:10～11:55

50 デスカンファレンス導入による終末期ケアの振り返りと今後の課題

医療法人社団 翔仁会 輪厚三愛病院 石橋　裕佳

51 末期心不全患者に対する看護介入の振り返りと課題

岩見沢市立総合病院 寺本　楓

52 退院支援事例報告会の効果～副看護師長会による退院支援推進活動を通して～

独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 上井　美保

53 身体拘束と褥瘡患者数との関連性

社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院 守田　明美

● 交流セッション1 9:30～11:00

シミュレーション教育と現場の看護実践～学びを循環させるために～

社会医療法人社団カレスサッポロ　ｸﾘﾆｶﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 岩見　喜久子

ランチョンセミナー3 12:10～13:10

明日へつなぐ患者の生活を支えるコンチネンスケア

～コンチネンスケアに取り組んだことによる組織の変化～ 下伊那赤十字病院

皮膚・排泄ケア認定看護師

NPO法人コンチネンス協会コンチネンスアドバイザー 小澤　恵美

● 交流セッション2 9:30～11:00

看護連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：患者の生活を支えるｼｰﾑﾚｽな看護提供をめざして

札幌市病院局市立札幌病院 長田　千穂

● 交流セッション3 11:30～13:00

地域でつながる、めざせ「医療的ケア児支援」の途切れない看護職ﾈｯﾄﾜｰｸ作り！

社会福祉法人北翔会医療福祉ｾﾝﾀｰ札幌あゆみの園 小六　真千子

＜ユニ･チャームメンリッケ株式会社共催＞

第6会場　207会議室

第5会場　206会議室


