
 第5会場

204会議室

8:30 8:30 開場

9:20 オリエンテーション

9:25 開会式

9:30 開場

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≫

総括看護師長
上山　香代子

藤井　美穂

（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

13:20～13:40

13:50～15:20

14:00 展示終了

 

15:20 閉会

演題数　口演23演題　示説30演題（計53演題）予定

平成30年度北海道看護研究学会 プログラム
学会テーマ

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～

開催日　平成30年6月24日（日）

場　所　札幌コンベンションセンター

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

9:40～10:25 9:40～10:25

≪第4群発表（3題）≫
看護教育
（13-15）

≪第7群発表（5題）≫
急性期看護・看護管理

（24-28）

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 開場 9:30 開場 9:30 開場

≪第10群発表（5題）≫
慢性期看護・在宅看護

（39-43）
10:00

10:20～11:05 10:20～11:05

≪第2群発表（4題）≫
看護管理
（5-8）

≪第5群発表（4題）≫
ヘルスプロモーション・
慢性期看護・精神看護

（16-19）

10:25～11:10 10:25～11:10

≪第8群発表（5題）≫
看護管理・慢性期看護・

ヘルスプロモーション
（29-33）

≪第11群発表（5題）≫
慢性期看護
（44-48）

≪第1群発表（4題）≫
看護管理
（1-4）

(9:30～9:40 発表者オリエンテーション)

≪企業展示≫
展示中

(9:30～9:40 発表者オリエンテーション)

9:40～10:15

11:10～11:55

≪第3群発表（4題）≫
急性期看護

（9-12）

≪第6群発表（4題）≫
慢性期看護・在宅看護

（20-23）

≪第9群発表（5題）≫
看護教育・精神看護

（34-38）

≪第12群発表（5題）≫
看護管理・看護教育

（49-53）

カレスサッポロ時計台記念病院　

11:00

11:10～11:55 11:10～11:55 11:10～11:55

掲示中

大牟田市役所保健福祉部健康長
寿支援課

NPO法人日本コンチネンス協会九
州支部副支部長　コンチネンスアド

バイザー
種子田　美穂子

女性総合診療センターセンター長

13:00

（ﾆﾌﾟﾛ株式会社） （大塚製薬株式会社）

北海道社会貢献賞表彰式

≪シンポジウム≫

掲示中

12:00

≪ランチョンセミナー1≫ ≪ランチョンセミナー2≫

「地域の人々に寄り添うコンチネ
ンスケア」

～医療・介護現場を経たコミュ
ニティーナースからの提案～

「PNS導入後の成果」 「働く女性のホルモンケア」

福井大学医学部附属病院看護部 社会医療法人社団

15:00

14:00 地域における看取りの現状と
今後の方向性

元名寄市風連町国保診療所
看護科長

　　　　　　　　　宮部　偉貢子氏

訪問看護ステーション宗谷さわやかポート

所長

　　　　　　　　　竹谷　恵未氏

特別養護老人ホームしゃくなげ荘
主任

　　　　　　　　　加藤　香氏



● 口演 第1群 看護管理 4題 9:30～10:15

JA北海道厚生連旭川厚生病院 舟橋　美智代

1 急性期病院におけるジェネラリストナースの退院支援実践に関する現状

－「病棟看護師の退院支援実践に関する自己評価尺度」を用いて－

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 御家瀬　真由

2 自立支援に向けた情報共有方法がA病棟看護師に与えた影響

医療法人社団　医修会　大川原脳神経外科病院 見上　弘菜

3 地域包括ケア病棟看護師が行う退院支援の課題～患者・家族への満足度調査を通して～

市立旭川病院 鴇　美貴子

4 せん妄患者に対するケアの向上を目指して－チームで取り組むせん妄ケアの重要性－

社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院 佐藤　胡桃

● 口演 第2群 看護管理 4題 10:20～11:05

社会医療法人　製鉄記念室蘭病院 塚田　秀子

5 A病棟看護師のコミュニケーションについての一考察

～アサーティブネス傾向測定ツールを用いての検討～

医療法人健康会　くにもと病院 奈良　昭子

6 A病院の職務満足度の実態と人材育成への課題

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 小林　まりえ

7 看護師の職場コミュニティ感覚調査から見た現状と課題

社会医療法人　北斗　北斗病院 番場　稚加子

8 A病院病棟看護師の看護研究に対する感情の調査

医療法人社団　静和会　石井病院 小田　貴志

● 口演 第3群 急性期看護 4題 11:10～11:55

日本赤十字北海道看護大学 山川　京子

9 診療看護師が施行する末梢留置型中心静脈カテーテル（PICC）の実態調査

医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 増田　陽介

10 術後合併症を発症した患者の回復期における精神面への看護介入

～胸部大動脈瘤手術後脳梗塞を発症した患者の看護をワトソンのケアリング理論を用いて振り返る～

札幌市病院局　市立札幌病院 久保　千尋

11 尿管皮膚廔を造設した患者のセルフケアを支援する看護

～ドロセア・オレムの看護理論を用いてストーマ管理支援の看護を振り返る～

札幌市病院局　市立札幌病院 古舘　あかね

12 大腿骨骨折術後せん妄の早期ケア介入

－日本語版ニーチャム混乱/錯乱スケールを試みて－

旭川赤十字病院 樋口　和央

ランチョンセミナー1 12:10～13:10

「PNS導入後の成果」

福井大学医学部附属病院看護部　　　　　総括看護師長 上山　香代子

ニプロ株式会社

北海道社会貢献賞表彰式 13:20～13:40

シンポジウム　　地域における看取りの現状と今後の方向性 13:50～15:20

元名寄市風連町国保診療所 看護科長 宮部　偉貢子

道北勤医協 訪問看護ステーション宗谷さわやかポート 所長 竹谷　恵未

特別養護老人ホームしゃくなげ荘 主任 加藤　香

北海道医療大学  竹生  礼子

学会委員長（札幌医科大学附属病院  副部長） 梅田  聖子

シンポジスト 

座    長

第１会場  大ホールAB

座長

座長

座長



● 口演 第4群 看護教育 3題 9:40～10:15

渓仁会 札幌西円山病院 中出　貴子

13 効果的なオムツの装着方法による重ねあて減少への取り組み

～装着方法の違いによる汚染状況を比較して～

特定医療法人　富田病院 明上　仁江

14 スキン‐テアの対応についての現状と今後の課題

～スキン‐テア予防に向けての取り組み～

社会医療法人　札幌清田病院 五十嵐　美咲

15 不眠に対するケアの勉強会によるスタッフの知識・行動の変化

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 鷲田　理依

● 口演 第5群 ヘルスプロモーション・慢性期看護・精神看護 4題 10:20～11:05

学校法人鶴岡学園　北海道文教大学 坂東　奈穂美

16 A大学病院内科における禁煙外来の診療実態と禁煙支援

国立大学法人　北海道大学病院 西川　美香

17 ACP導入に向けて患者・医療者の意識や行動変化から見えてきた事

社会福祉法人　北海道社会事業協会　函館病院 砂子　睦

18 A病院の緩和ケア外来におけるケアの質の評価

医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院 上野　範子

19 慢性期の統合失調症患者が通院を継続するのための外来看護師の役割

北海道立緑ヶ丘病院 對馬　磨弥

● 口演 第6群 慢性期看護・在宅看護 4題 11:10～11:55

公立大学法人札幌市立大学 菊地　ひろみ

20 胃切除術を受けた胃がん患者の体重減少についての要因分析〜体重減少率と生活行動を比較〜

ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院 三原　将昭

21 乳がん手術後の高齢者が退院後に抱える困難とセルフケア行動

医療法人　元生会　森山病院 伊藤　香里

22 消極的だった悪性脳腫瘍の患者の家族が、外出・外泊を積極的に進められるようになったわけ

社会医療法人　医仁会　中村記念病院 八重樫　三希

23 在宅で終末期高齢者を介護する家族への支援

－2事例の家族支援を通して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

ランチョンセミナー2 12:10～13:10

「働く女性のホルモンケア」

社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院　 藤井　美穂

女性総合診療センターセンター長 　

大塚製薬　株式会社

第２会場  中ホール

座長

座長

座長



● 示説 第7群 急性期看護・看護管理 5題 9:40～10:25

24 股関節授動術後の座位獲得をめざした看護

～患者のセルフケア行動と看護師の関わり～

医療法人社団　悠仁会　羊ケ丘病院 中嶋　光代

25 手術を受ける認知症高齢者の家族の思い

～大腿骨近位骨折患者の手術に至るまでの意思決定プロセスを明らかにし、手術室における家族看護を考える～

江別市立病院 小室　育代

26 A病院におけるラテックスアレルギーに対する認識調査

～安全な周術期医療を提供していくために～

社会医療法人　医仁会　中村記念病院 渡邉　あずさ

27 A病院看護師の手術室に対する閉鎖的イメージの実態

独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院 高橋　美希

28 A病院の手術室看護師が感じる仕事におけるやりがいと影響要因

医療法人サンプラザ　新札幌循環器病院 桐生　麻衣

● 示説 第8群 看護管理・慢性期看護・ヘルスプロモーション 5題 10:25～11:10

29 外来患者待ち時間の改善への取り組み 患者の苦痛の軽減を目指して  

医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 光野　佳代

30 若手看護師の看取りに対する困難感の検討

社会福祉法人　北海道社会事業協会　余市病院 上野　千里

31 癌告知後、患者・家族が求める社会的支援の検討　

心理的受容過程における適応に至るまでの患者・家族のニードから考察する

市立室蘭総合病院 池田　有衣

32 救命救急センター受診後に帰宅となった高齢患者の日常生活の現状

－患者の不安と看護師の気がかりの分析から－

砂川市立病院 山口　舞

33 妊婦の風疹に関する知識とその背景の分析

町立中標津病院 佐藤　みどり

● 示説 第9群 看護教育・精神看護 5題 11:10～11:55

34 「ここで働きたい」と思った臨地実習での体験

～Ａ病院に入職した看護師のインタビューから～

医療法人　札幌山の上病院 堀田　彩花

35 実習指導者の意識について考える

－指導の方向性の共通理解を目指して－

北海道立江差病院 笠谷　紗耶香

36 新卒看護師4月研修の再考

～入職7ヶ月後の意識調査から～

市立函館病院 新藤　竜也

37 2年目看護師の学習の実態

－学習に影響を与える因子との関係－

独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター 倉本　春佳

38 精神神経科外来受診患者の情報共有のあり方

～ケースカンファレンスを試みて～

社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院 横山　百合香

第３会場　大ホールＣ



● 示説 第10群 慢性期看護・在宅看護 5題 9:40～10:25

39 血液透析患者の運動療法の取り組み

～ラジオ体操を取り入れて～

社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院 崎前　智代

40 脳卒中再発防止のための退院指導を行う看護師の意識を考察する

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 小木　志保

41 認知症高齢者を在宅で支える家族の実態と介護支援への課題

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 澁谷　美香

42 A病院内科外来での在宅療養支援が必要な患者を把握するために

～在宅療養患者「かかわりきっかけシート」を作成して～

北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院 中島　直美

43 利用者の選択に対する訪問看護師のジレンマの原因

～インスリン自己注射が困難な事例を通して～

社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院 多賀　ありさ

● 示説 第11群 慢性期看護 5題 10:25～11:10

44 骨粗鬆症治療継続患者への食事・運動に関する現状調査

－再骨折予防となる生活指導に向けて－

医療法人社団　我汝会えにわ病院 佐藤　伸子

45 洗口液をスプレーして行う口腔ケア

－患者に負担が少なく乾燥予防に焦点をあてた方法－

小樽市立病院 山本　達郎

46 ラクチュロース（オリゴ糖シロップ）摂取による苦痛のない排便コントロール

～下剤に頼らない排便を目指して～

社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院 久保　裕美

47 個別の排尿状況に合わせた適切なオムツ交換への取り組み

社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院 佐々木　加奈子

48 A病院における脳梗塞患者に対しての排泄ニーズ対策の効果・検証

－より質の高い看護ケアを目指して－

医療法人　雄心会　函館新都市病院 金子　美貴

● 示説 第12群 看護管理・看護教育 5題 11:10～11:55

49 A病棟看護師の夜勤業務におけるストレス要因の実態

社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院 斉藤　友紀子

50 NGワード・サンクスカードを用いた仕事に対するモチベーションの向上を目指して

医療法人社団　静和会　石井病院 小嶋  聡史

51 A病棟における転倒・転落者の特徴

～インシデント・アクシデントレポートを調査して～

社会福祉法人　北海道社会事業協会　岩内病院 徳田　恵

52 急変対応シミュレーション教育の効果と課題

医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院 佐藤　渉

53 PNSマインド定着に向けた取り組み

～マインド研修後の看護師の意識変化～

社会福祉法人　北海道社会事業協会　函館病院 永田　詢弥

ランチョンセミナー３ 12:10～13:10

地域の人々に寄り添うコンチネンスケア

～医療・介護現場を経たコミュニティーナースからの提案～

大牟田市役所保健福祉部健康長寿支援課 種子田　美穂子

NPO法人日本コンチネンス協会九州支部副支部長　

コンチネンスアドバイザー ユニ・チャームメンリッケ株式会社

第４会場　107・108会議室

第5会場　204会議室


