
平成２５年度 北海道看護研究学会 プログラム 

     

学会テーマ 「看護職の戦略的仕事術 

           －命を守る労働を考える－」 

                      学 会 長 平山 妙子 

                                学会委員長 荒木 美弥子 

期 日 平成２５年５月２６日（日） 

場 所 札幌コンベンションセンター 

     大ホール      （第１会場） 

     中ホール      （第２会場） 

     107・108会議室（第３会場） 

 
 
 
                
 

【口演】第１群 地域連携・継続看護  ４題            ９：３０～１０：２０  

【口演】第２群 がん看護１   ４題                  １０：２０～１１：１０  

【口演】第３群 教育・質評価  ４題                １１：１０～１２：００  

【北海道社会貢献賞表彰式（北海道主催）】             １２：０５～１２：２５   

【ランチョンセミナー１】                     １２：３５～１３：３５ 

【基調講演】                                １３：４５～１５：１５ 

 

 

 

【口演】第４群 看護の工夫  ４題                       ９：３０～１０：２０ 

【口演】第５群 意識調査   ４題                     １０：２０～１１：１０  

【口演】第６群 がん看護２  ４題                    １１：１０～１２：００ 

【ランチョンセミナー２】                       １２：３５～１３：３５  

 

                  
 

【示説】第７群 看護の工夫１  ４題                   １０：２０～１１：１０  

【示説】第８群 看護の質向上  ５題                    １０：２０～１１：１０ 

【示説】第９群 看護の工夫２  ５題                   １１：１０～１２：００ 

【示説】第１０群 患者・家族の心理 ３題、継続看護 ２題  １１：１０～１２：００ 

 

 

 

第１会場（大ホール） 

 

第２会場（中ホール） 

 

第３会場（１０７・１０８会議室） 



平成２５年度 北海道看護研究学会 
 
                
 

 

【口演】第１群 地域連携・継続看護  ４題            ９：３０～１０：２０  

      座長 国立大学法人 北海道大学大学院保健科学研究院基礎看護学分野 鷲見 尚己     

1．Post-ICU長期人工呼吸施設における患者の外出に向けた関わり 

  患者と看護師間の目標共有の重要性とチーム医療の在り方について 

 特定医療法人平成会 平成会病院 杉村 友美 

2．地域ケア連携における情報提供書の実態調査 

今後の情報提供書の活用を考える 

 北海道立江差病院 若林 登喜子 

3．糖尿病患者の災害時に備えた支援の検討 

  －療養指導前後の調査結果から－ 

 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 平賀 麻衣 

4．病棟・外来・地域と繋げていくＡ病院における退院調整の取り組み 

～２事例の実践からみえてきたこと～ 

 社会医療法人 社団 カレス サッポロ 北光記念病院 山溝 静子  

 

【口演】第２群 がん看護１  ４題                   １０：２０～１１：１０  

                               座長 医療法人 東札幌病院 遠藤 佳子  

5．化学療法患者の排便コントロールに向けたセルフケア支援 

～排便日誌・フローシートを使用して～ 

 市立釧路総合病院 澤田 麗那 

6．乳がん術後に放射線治療を受けた患者の治療完遂への看護介入 

～アギュララの危機問題解決モデルを用いて～ 

 医療法人 王子総合病院 服部 里美 

7．緩和ケア病院に転院した癌患者の意思決定を支援する患者看護師関係 

－インタビューを通しペプロウの人間関係の看護論を用いて振り返る－ 

 札幌市病院局 市立札幌病院 細山 亜希 

8．終末期における患者家族の意思決定支援 

－患者・家族の目標が一致するまでのプロセスに焦点をあてて－ 

 国立大学法人 北海道大学病院 石部 沙季 

 

【口演】第３群 教育・質評価  ４題                １１：１０～１２：００  

 座長 公立大学法人 札幌市立大学看護学部看護学科 樋之津 淳子 

9．ＲＡＳＳ導入による鎮静評価の統一に向けて 

～前回の研究結果と比較して～ 

 社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院 安崎美恵子 

10．糖尿病患者が抱える負担感の要因と軽減に向けた介入の検討 

 国立大学法人 旭川医科大学病院 鹿又 弘恵 

11．臨地実習における学生の不安およびモチベーションに影響する病院内指導者の関わり 

 江別市立病院 田村 直之 

12．チームサポートシステムがチームに与える効果 

  チームサポートに対する意識調査から 

 社会医療法人 社団 カレス サッポロ 北光記念病院 岡山 深雪 

第１会場（大ホール） 

 



 

【北海道社会貢献賞表彰式（北海道主催）】             １２：０５～１２：２５  

  

【ランチョンセミナー１】                     １２：３５～１３：３５ 

 

 「魅力ある職場環境創り －フィッシュ！哲学の導入－」 
   医療法人社団 和光会 人材管理・育成室 室長 

大水 美名子  

ニプロ株式会社 

 

【基調講演】                                １３:４５～１５：１５  

 

「看護職のビジュアル ムダとり時間術」 

厚生労働省 政策評価に関する有識者会議委員 

（東レ経営研究所 ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長） 

 渥美 由喜                                                               

司 会 

 学会委員長   札幌市病院局 市立札幌病院 荒木 美弥子 

 

 

 

 

【口演】第４群 看護の工夫  ４題                       ９：３０～１０：２０ 

 座長 社団法人全国社会保険協会連合会 北海道社会保険病院 堀 由美 

13．褥瘡予防に向けたシーティングを試みて 

体圧分散による比較と検討 

 医療法人 富田病院 高本 亜矢子 

14．認知症患者の鎖骨下中心静脈栄養自己抜去防止への試み 

－自己抜去防止着の検討－ 

 社会医療法人康和会 札幌しらかば台南病院 小熊 由美子 

15．関節可動域訓練におけるバランスボールの効果について 

  －人工膝関節全置換術術後患者のリハビリに取り入れて－ 

 総合病院伊達赤十字病院 田中 悦子 

16．患児にとって苦痛の少ない採尿方法の検討 

～ガーゼを用いた採尿方法～ 

 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 岩瀬 ひとみ 

 

【口演】第５群 意識調査  ４題                      １０：２０～１１：１０  

 座長 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 長谷川 博亮 

17．内服自己管理へ向けての試み 

～アセスメントシートを導入して～ 

 函館赤十字病院 中川 亜里 

18．レスパイト入院に対する介護者の心情と看護支援に関する検討 

 社会医療法人医仁会 中村記念病院 藪田 由美 

19．放射線治療に対する認識の現状と教育の重要性 

 市立旭川病院 山本 康子 

第２会場（中ホール） 

 



20．整形外科外来患者の湿布貼付に関する意識・実態調査 

 市立千歳市民病院 市川 可奈子 

 

 

【口演】第６群 がん看護２  ４題                    １１：１０～１２：００ 

 座長 ＫＫＲ札幌医療センター 斗南病院 井野 明子 

21．抗がん剤治療を受ける患者の倦怠感軽減を目的とした運動プログラム実施の効果 

－悪性リンパ腫患者に焦点をあてて－ 

 独立行政法人 国立病院機構北海道がんセンター 髙橋 明日美 

22．抗がん剤治療による脱毛が社会生活に及ぼす影響 

－乳がん患者の職業の有無に焦点をあてて－ 

 独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災病院 多井作 幸子 

23．終末期がん看護において若年看護師が抱える思いの実態 

 医療法人 東札幌病院 伊藤 みなみ 

24．開腹子宮全摘出術後の患者の排便調整自立に向けての支援 

  下剤パンフレットとお腹日誌の導入 

 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 十河 友紀 

 

【ランチョンセミナー２】                       １２：３５～１３：３５  

 

「乳がん治療時の副作用マネージメントからみる看護の質向上 
～ジェネラリストがスペシャリストを活用するには～」 

   北里大学病院 看護部 乳がん看護認定看護師  

加藤 牧子 

大鵬薬品工業株式会社 

 

                  
 

 

【示説】第７群 看護の工夫１  ４題                   １０：２０～１１：１０  
25．脳疾患患者の口腔内環境の改善 

口腔内保湿による口腔内乾燥・口臭・舌苔の軽減に向けて 

 医療法人 雄心会 函館新都市病院 内山 紗希 

26．小児脳神経外科外来における「脳波検査説明用パンフレット」と「できたよシール」の導入 

－はじめて検査を体験する患児と家族を巻き込んだプレパレーションの実践－ 

 医療法人社団医修会 大川原脳神経外科病院 新田 はゆき 

27．経腸栄養カテーテルの閉塞防止に関する実験研究 

～酢水と重曹水を比較して～ 

 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 山影 友美 

28．療養病棟における消臭効果の比較検討  

～オムツ交換時の排泄臭を軽減するために～ 

 市立稚内こまどり病院 佐々木 美穂 

 

【示説】第８群 看護の質向上  ５題                    １０：２０～１１：１０ 

29．医中誌 Webから見る心筋梗塞患者への食事療法の研究動向と今後の課題 

 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 作田 麻由美 

 

第３会場（１０７・１０８会議室） 



30．卒後臨床研修の取り組みと今後の課題 

 医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 安田 都 

 

31．ナースコールの実態調査から見える看護ケア 

 市立釧路総合病院 山口 華織 

32．受け持ち看護師としての役割を遂行出来ている人と出来ていない人の違い 

～病棟看護師の意識調査を通して～ 

 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 白﨑 佑佳 

33．低栄養患者への多職種と連携した関わり 

～開心術後に食欲低下を呈した一事例～ 

 社会医療法人 社団 カレス サッポロ 北光記念病院 青池 聡子 

 

【示説】第９群 看護の工夫２  ５題                   １１：１０～１２：００ 

34．血液疾患患者を対象とした化学療法後の口内炎発症遅延のための援助 

 市立釧路総合病院 奥平 紗千 

35．統合失調症患者に対する服薬指導とその効果の検証 

 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 中村 圭佐 

36．活動意欲の低下した高齢者への遊びリテーションの効果 

～集団活動評価表を用いて～ 

 医療法人 札幌山の上病院 澤田 峰子 

37．気管切開患児の介護者を対象にした、呼吸器管理における医療材料使用方法の実態調査 

 社会医療法人 母恋 天使病院 髙橋 幸枝 

38．側彎症のある重症心身障害者への呼吸器感染予防の効果 

～経鼻咽頭エアウェイ挿入患者の呼吸器感染予防～ 

 独立行政法人 国立病院機構帯広病院 吉田 尚美 

 

【示説】第１０群 患者・家族の心理 ３題、継続看護 ２題  １１：１０～１２：００ 

39．急性冠症候群患者における搬入時から退院時までの心理変化 

－日本語版ＰＯＭＳ短縮版を用いた３時点の調査結果から－ 

                 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院  河野 みなみ  

40．急性心筋梗塞患者の体験と思い 

～急性期リハビリテーション患者の語りから～ 

 江別市立病院 橋本 由香 

41．入院した乳幼児に付き添う父親の思い 

 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 青江 由希 

42．精神一般病棟における退院を視野に入れたケアプランを考える 

－患者のアセスメントにＮＡＮＤＡの看護診断と退院困難尺度を使用して－ 

 市立函館病院 水元 和加奈 

43．慢性心不全患者の継続支援におけるシートの有用性 

～慢性心不全自己管理シートを用いて～ 

 社会医療法人 社団 カレス サッポロ 北光記念病院 平野 由衣 

 


