
 第5会場  第6会場  企業展示会場
書籍販売

 休憩スペースあり

 第3：2階 206

8:30 8:30 開場

9:00

9:10 オリエンテーション
9:15 開会式
9:20～10:40（80分）

特別企画：シンポジウム
9:30 開場 9:30 開場 9:30 開場 9:30 開場 9:30～13:10

座長：北海道看護協会 会長  髙橋 久美子 9:40～10:15（35分） 9:40～13:10（210分) 9:40～10:40（60分） 9:40～10:15（35分）
≪第1群:3題口演登壇発表≫ スイーツセミナー1 ≪第3群:3題口演登壇発表≫
健康に暮らすことへの支援

10:00

10:35～11:20（45分） （株式会社　明治） 10:35～11:10（35分）
≪第4群:3題口演登壇発表≫

看護管理　
10:50～11:50（60分）

教育講演 10:55～11:55（60分）
11:00 スイーツセミナー2

座長：北海道看護協会 副会長  亀畑 祥子
講師：宮本　芳恵 氏 11:30～12:05（35分）

≪第5群:3題口演登壇発表≫
苦痛と不安の緩和

（ニプロ株式会社）
11:55～12:55（60分）

12:00 学会企画セミナー
12:05～12:25（20分） 12:05 終了
北海道社会貢献賞表彰式 12:10～13:10（60分）

スイーツセミナー3

座長：北海道看護協会
           副会長  深津 恵美

講師：藤野 敬史 氏

12:55 終了
13:00 13:00～14:30（90分）

基調講演（Web講演） （大塚製薬株式会社）
13:10 終了 13:10 終了 13:10 終了

座長：学会委員長  髙橋 順子

14:00

14:30 14:30 閉会

 （基調講演　教育講演　特別企画）
 （学会企画セミナー
口演登壇発表）

 （事前収録発表）  （スイーツセミナー） （口演登壇発表）

令和4年度北海道看護研究学会プログラム

＜学会テーマ＞
 看護の原点を見据え未来を拓く－すべての人に健康と福祉を！看護の力でできること－

 第1会場  第2会場  第3・4会場

 1階 大ホール  1階 中ホール 1階107＋108 2階 204 1階 大ホール横
 第4：2階 207

シンポジスト：
鈴木　あすみ氏、佐藤　真貴子氏
（社会医療法人柏葉会 柏葉脳神経外科
病院　看護主任）
川上　京氏
（社会医療法人孝仁会 訪問看護ステー
ションはまなす　所長）
保坂　明美氏
（株式会社トラントユイット訪問看護ステー
ション　フレンズ  所長）

≪事前収録発表≫
　ケースマネジメント
　　　　　　　・重症化予防テーマ：重症心身障害

医療を通して学ぶ、ご
はんの話～経口摂取か
ら経腸栄養まで～
講師：徳光　亜矢氏
（社会福祉法人北海道
療育園　診療部長）

講師：叶谷　由佳氏
（横浜市立大学医学部看護学科
　　　　教授／看護学科長／副医学部長）

（一般社団法人 アルデ
バラン　代表理事）

テーマ：IT機器を活用した
　　　　　看護業務効率化の取り組み

≪第2群:3題口演登壇発表≫

テーマ：
すべての人の健康と福祉をまもるために
-看護師のウェル・ビーイングを
　　　　　　　　　　　　　確かなものに-

講師：手島　恵氏
（国立大学法人千葉大学大学院看護学研
究院　教授／国際看護師協会(ICN) 理事）

　倫理的判断と
　　　　　　　意思決定支援

テーマ：
看護の原点である現場で
 　　潜在能力を引き出す教育の醸成

テーマ：垣根を越えて
想いをつなぐACP ～看
取りを通して考える～

テーマ：伝わる・身につく教育
研修-対面とオンラインを組み
合わせて教育の効果・効率・
魅力を高める-

テーマ：女性のヘルス
ケアにおける性ホルモ
ンの役割

講師：杉浦　真由美　氏
（北海道大学大学院教育推進
機構オープンエデュケーション
センター　特任准教授）

（医療法人渓仁会 手稲
渓仁会病院 産婦人科
臨床研究・治験・薬務支
援室　 室長）



9:20～10:40

10:50～11:50

北海道社会貢献賞表彰式 12:05～12:25

13:00～14:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演 　題　 数　口演登壇発表16演題　口演事前収録発表27演題（計43演題）

令和4年度北海道看護研究学会プログラム

＜学会テーマ＞

看護の原点を見据え未来を拓く－すべての人に健康と福祉を！看護の力でできること－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場開催、オンデマンド配信（配信期間：令和4年12月5日～令和5年1月6日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場開催日　令和4年11月26日（土）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場 　　　  所　札幌コンベンションセンター

■　基調講演 （Web講演）

第1会場（基調講演　教育講演　特別企画） 1階 大ホール

■　特別企画：シンポジウム

テ   ー   マ　　IT機器を活用した看護業務効率化の取り組み

座        長　　髙橋　久美子   （北海道看護協会　会長）

シンポジスト　 鈴木 あすみ氏 （社会医療法人柏葉会 柏葉脳神経外科病院 看護主任）

　　　　　　　　 川上 京　氏 （社会医療法人孝仁会 訪問看護ステーション　はまなす 所 長）

■　教育講演

テ   ー   マ　 看護の原点である現場で潜在能力を引き出す教育の醸成

座        長　　　  亀畑　祥子　（北海道看護協会　副会長）

講　　　  師        叶谷　由佳  氏  （横浜市立大学医学部看護学科  教授／看護学科長／副医学部長）

　　　　　　　　 保坂 明美 氏 （株式会社トラントユイット　訪問看護ステーション　フレンズ  所 長）

佐藤 真貴子氏 （社会医療法人柏葉会 柏葉脳神経外科病院 看護主任）

テ   ー   マ　 すべての人の健康と福祉をまもるために－看護師のウェル・ビーイングを確かなものに－

講　　    師       手島　恵  氏（国立大学法人千葉大学大学院看護学研究院　教授／国際看護師協会(ICN) 理事）

座        長　　　 髙橋　順子　（北海道看護協会学会委員長　天使大学准教授）



3題 9:40～10:15

座長　北海道医療センター 奈良　明子

1

医療法人交雄会　そうべつ温泉病院 舘崎　ひろ恵

2

北海道立旭川子ども総合療育センター 中村　敦子

3

　JA北海道厚生連帯広厚生病院 髙田　彩加

3題 10:35～11:20

座長　札幌市病院局　市立札幌病院 山谷　禎子

4 身体拘束中の実態調査とスタッフ教育の効果について

社会医療法人　医仁会　中村記念病院 佐藤　悠

5

6
患者の現状把握と今後のイメージに繋げるダイアリー
～コロナ禍における、面会制限に負けない家族との関わり～

　市立室蘭総合病院 阪東　利香

7
セル看護提供方式の充実に向けての取り組み～パートナーシップ・ナーシング・システムを
導入して～

　社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院 矢内　和華子

　 11:55～12:55

特定保健指導を受ける人の健康行動へ向かう動機づけの過程
-減量成功者が行動変容を実現するまでの事例から-

第2会場（学会企画セミナー　口演登壇発表） 1階　中ホール

●　口演登壇発表　　第1群　　健康に暮らすことへの支援

高齢患者の食べる意欲に寄り添う支援の実施～食事介入シートを用いた食支援～

次亜塩素酸水による消臭効果
～6段階臭気強度表示スケールを使用した主観的評価～

●　口演登壇発表　　第2群　　看護管理

演題取下

■　学会企画セミナー

テ   ー   マ　   伝わる・身につく教育研修－対面とオンラインを組み合わせて教育の効果・効率・魅力を高める－

講　　    師     杉浦　真由美　氏（北海道大学大学院教育推進機構オープンエデュケーションセンター　特任准教授）

座        長   　深津　恵美　（北海道看護協会  副会長）



27題 9:40～13:10

8 入院中の幼児がベッド上で出来る遊びの支援

社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院 打越　雪

9 オンライン面会に対する父親の気持ちの把握とニーズ調査

NTT東日本札幌病院 林　義子

10 ハイリスク母子に授乳支援を行う熟練助産師の経験  

北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院 小川　迪子

11 妊娠期における父性意識の実態ー多胎妊娠の妻をもつ夫に焦点をあててー

札幌市病院局　市立札幌病院 髙橋　麻里恵

12 A病院での大腸がん検診の便潜血陽性者における精密検査受診勧奨に関する検討

社会福祉法人　北海道社会事業協会函館病院 澤村　瞳

13 扁平足と加齢、基礎疾患などの併発に関する予備調査

名寄市立総合病院 三浦　優花

14
外来における心不全手帳使用の現状と課題～心不全手帳使用患者82名のデータを通し
て～

市立千歳市民病院 内山　麻美

15
食道癌の診断から短期間でBSCとなった患者との関わり～アグィレラの危機問題解決モデ
ルを用いて振り返る～

市立釧路総合病院 藤森　友斗

16
膵臓癌術後に入院が長期化した患者への看護支援～壮年期男性患者のストレス軽減に向
けた看護援助を振り返って～

市立釧路総合病院 汲田　愛理

17
内視鏡下血種除去術の時間短縮に向けた取り組み～Time is Brain　1秒でも早い患者入
室を目指して～

医療法人社団函館脳神経外科　函館脳神経外科病院 別府　智啓

18
周術期における高齢患者への音楽療法～眠りに良いとされている音楽療法によるせん妄予
防～

旭川赤十字病院 田内　佑希

19 A病棟看護師の退院支援に関する実態調査から見えた課題

社会医療法人　医仁会　中村記念病院 三宅　あすみ

20
化学療法を受けた肺がん患者が実施しているセルフケア行動～患者へのインタビューから
病棟の退院指導を評価する～

JA北海道厚生連　札幌厚生病院 坂松　亜輝子

21 外来化学療法を受けている患者の受診行動が遅れる誘因の調査

苫小牧市立病院 片桐　智美

22 がん治療を受ける女性患者に対するアピアランス支援の実態

JA北海道厚生連　札幌厚生病院 南部　恵理

疾病・障がいとともに暮らすことへの支援

第3会場（事前収録発表） 2階　206

第4会場（事前収録発表） 2階　207

●　口演事前収録発表

健やかに生まれ育つことへの支援

健康に暮らすことへの支援

緊急・重症な状態から回復することへの支援

住み慣れた地域に戻ることへの支援



23
終末期に在宅療養を望む、外来維持透析患者の家族看護
～家族危機に陥らない予防的介入方法の検討～

岩見沢市立総合病院 柴田　千恵

24 夜間勤務を行う医療者の睡眠評価におけるウェアラブルデバイスの有用性: パイロット研究

札幌医科大学 石貫　智裕

25 認知症治療病棟で車椅子上での拘束が長期化する要因

医療法人社団静和会石井病院 三橋　麻美

26 A病院における病棟スタッフの人間関係の現状と特徴

医療法人社団　静和会　石井病院 三間　美由紀

27 職場内のピアサポートに関する研究～患者から暴力を受けた際のサポート～

岩見沢市立総合病院 道下　郁実

28 ＣＯＶＩＤ-19後方支援医療を担って～感染防止に関する意識変化～

医療法人社団圭泉会　旭川圭泉会病院 野宮　彰久

29 パートナーシップ・マインドの向上に必要な看護師の取り組み（第1報）

　　北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院 塚本　香菜子

30
パートナーシップ・マインドの向上に必要な看護師の取り組み～看護師に求められる行動～
（第2報）

北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院 鵜川　久瑠美

31 看護師の業務の主観的許容量を示すキャパシティスケール導入の効果

国立大学法人旭川医科大学病院 前田　桃香

32
訪問看護ステーションにおける新型コロナウィルス感染予防対策-22か所の事業所訪問か
ら見えたこと-

一般社団法人　北海道総合在宅ケア事業団 太田　伸子

33 誤薬を起こす直前の感情に影響する因子

　 医療法人社団静和会石井病院 角所　宏輔

34 外来看護師の防災に対する意識調査

　市立旭川病院 藤本　雪枝

9:40～10:40

重症心身障害医療を通して学ぶ、ごはんの話～経口摂取から経腸栄養まで～

　社会福祉法人北海道療育園 診療部長　徳光亜矢

10:55～11:55

垣根を越えて想いをつなぐACP ～看取りを通して考える～

一般社団法人 アルデバラン 代表理事　宮本　芳恵

12:10～13：10

女性のヘルスケアにおける性ホルモンの役割  

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 産婦人科 臨床研究・治験・薬務支援室 室長  藤野 敬史

穏やかに死を迎えることへの支援

看護管理

看護教育

第5会場（スイーツセミナー） 1階　107＋108

●　スイーツセミナー1　（株式会社　明治）

●　スイーツセミナー2　（ニプロ株式会社）

●　スイーツセミナー3　（大塚製薬株式会社）



3題 9:40～10:15

座長　北海道科学大学 青木　美香

35 児童虐待が疑われる児童に対する院内連携と地域連携の実態

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 葛西　陽子

36 統合失調症患者の入院前と退院時の服薬管理の相違

国立大学法人旭川医科大学病院 今田　華菜子

37 重症心身障がい児における骨折した児童の背景的要因

　 北海道立旭川子ども総合療育センター 神　公康

3題 10:35～11:10

座長　北海道医療大学 川添　恵理子

38 救急外来における代理意思決定支援に関する看護師の意識と看護実践の変化

社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院 東原　智美

39
肺癌化学療法の中断を余儀なくされた患者への意思決定支援に向けた関わり
-ペプロウの看護倫理を用いて振り返る-

札幌市病院局市立札幌病院 斉藤　穏丸

40 DNAR指示に対する看護師の認識と看護実践

独立行政法人労働者健康安全機構　北海道中央労災病院 山川　真由美

3題 11:30～12:05

座長　北海道大学病院 菊地　千夏

41
眼科術後患者の歩行に対する不安因子の実態調査
～転倒・転落事故防止と患者が安心して歩行できる環境整備を目指して～

　旭川赤十字病院 西島　成泉

42 手術を受けるA氏の不安への関わり-A氏の個別性を踏まえた関わりを振り返る-

札幌市病院局　市立札幌病院 内潟　紀保

43
苦痛緩和と穏やかな生活の支援へ向けるナーシングホームの課題
～てんかん性精神病と知的障害を有するがん終末期の１事例を通して～

訪問看護 ルグラン 山鼻 伊藤 由美

●　口演登壇発表　　第4群　倫理的判断と意思決定支援

●　口演登壇発表　　第5群　苦痛と不安の緩和

第6会場（口演登壇発表） 2階　204

●　口演登壇発表　　第3群　ケースマネジメント・重症化予防


