
第 10回 看護実践学会学術集会 日程表 
2016 年 9月 4日（日）8:15～17:00 

場所 

時間 

A会場 B会場（ライブ中継） C会場 D会場 

E51講義室 E41講義室 6F大会議室 CSC 

8:15～ 開場・受付 示説準備 

  

9:00～9:05 オリエンテーション 

  

9:10～9:20 理事長挨拶 

9:25～9:45 

会長講演：心に残った患者さんの一言 
演者：才田悦子（金沢医科大学病院 看護部長） 

座長：青木きみ代（国立病院機構金沢医療センター看護部長） 

  休憩 

9:50～11:50 

9:50～10:40 

口演 第 1群（5）療養支援・

退院支援 
座長：不動政代（金沢医科大学病院 

看護師長） 

 

9:50～10:40 

口演 第 3群（5）育成・環境調

整 

座長：村井美智子（公立羽咋病院 看

護師長） 

  

９:50～10:55 

示説 第 1群（９） 
座長：義井玲子（金沢循環

器病院 看護師長） 

  

  

10:40～11:30 

口演 第 2群（5）がん・慢

性疾患看護 
座長：中市智恵（浅ノ川総合病院 

看護師長） 

 

10:40～10:50 

第 3群講評 
講評者：木森佳子（石川県立看護大学

基礎看護学准教授） 

 

11:30～11:50 

第 1～2群講評 
講評者：村角直子（金沢医科大学看

護学部成人看護学准教授） 

11:00～11:50 

交流集会：看護と聞き書き 
榊原千秋（コミュニティスペース            

ややの家 代表） 

10:55～11:50 

示説 第 2群（８） 
座長：山本昭子（公立能登

総合病院 看護師長） 

11:00～11:50 

交流集会：ハンドケア

のデザイン 手のケア

をつむぐ 
川島和代・中田弘子（石川

県立看護大学） 

  休憩 

  

12:00～12:30 看護実践学会総会   

示説展示 
12:40～13:30 

ランチョンセミナー 

テーマ：なんでやねん力 
演者：Wmcommons 

座長：浦美奈子（石川県済生会金沢病院 看護部長） 

共催：（株）ニプロ 

13:40～15:10 

シンポジウム（90分） 

テーマ：語りからつむぐ実践 
コーディネーター：平松知子（金沢医科大学看護学部 老年看護学教授） 

         直井千津子（金沢医科大学病院 看護副部長） 

シンポジスト 5名 

1）高橋利津子（医王病院 副看護師長） 

2）栗原早苗（金沢大学附属病院 急性・重症患者看護専門看護師） 

3）榊原千秋（コミュニティスペース ややの家 代表） 

4）田中浩二（金沢医科大学看護学部 精神看護学講師） 

5）小保光男（患者さんの立場） 

コメンテーター：佐藤伸彦 

  

15:20～16:50 

特別講演（90 分） 

テーマ：臨床とものがたりの力 
講演者：佐藤伸彦（ものがたり診療所 所長） 

座長：長谷川雅美（金沢医科大学看護学部 学部長） 17:00までに撤収 

17:00 閉会挨拶 

 

 

 

 

 

 

 



第 10回 看護実践学会学術集会プログラム 

 

メインテーマ ：患者さんの語りからつむぐ看護 

会 期：2016年 9月 4日（日） 

会 場：金沢医科大学病院 医学教育棟 4，5，6階 

 

A会場  E51講義室 （B会場 E41講義室でライブ中継） 

会長講演  ９：２５～９：４５ 

「心に残った患者さんの一言」 

演者 ： 才田 悦子 （金沢医科大学病院 看護部長） 

座長 ： 青木きみ代 （国立病院機構金沢医療センター 看護部長） 

シンポジウム  １３：４０～１５：１０ 

「語りからつむぐ実践」 

コーディネーター ： 平松 知子 （金沢医科大学看護学部 老年看護学教授） 

直井 千津子 （金沢医科大学病院 看護副部長） 

コメンテーター ： 佐藤 伸彦 （ものがたり診療所 所長） 

シンポジスト ： １）高橋利津子 医王病院 副看護師長 

         ２）栗原 早苗 金沢大学附属病院 急性・重症患者看護専門看護師 

         ３）榊原 千秋 コミュニティスペース ややの家 代表 

         ４）田中 浩二 金沢医科大学看護学部 精神看護学講師 

          ５）小保 光男 患者さんの立場 

特別講演  １５：２０～１６：５０ 

「臨床とものがたりの力」 

講演 ： 佐藤 伸彦  （ものがたり診療所 所長） 

座長 ： 長谷川雅美  （金沢医科大学看護学部 学部長） 

ランチョンセミナー  １２：４０～１３：３０ 

「なんでやねん力」 

演者 ： ＷＭcommons  

座長 ： 浦 美奈子（石川県済生会金沢病院 看護部長） 

共催 ： 株式会社  ニプロ 

 

Ｂ会場  E41 講義室 

交流集会Ⅰ  １１：００～１１：５０ 

 テーマ ： 「看護と聞き書き」 

 主 催 ： 榊原 千秋（地域 コミュニティスペース ややの家 代表） 

 

Ｄ会場  ＣＳＣ 

交流集会Ⅱ  １１：００～１１：５０ 

 テーマ ： 「ハンドケアのデザイン 手のケアをつむぐ」 

 主 催 ： 川島 和代・中田 弘子（石川県立看護大学） 

 

一般演題発表 

 

Ａ会場  E51講義室 

 
口演 第１群  療養支援・退院支援に関するもの  ５題  ９：50～10：40 

座長 ： 不動 政代（金沢医科大学病院 看護師長）  

 

O－１ 独居高齢者への退院支援 
    ○池田美穂 （公立つるぎ病院） 

 

O－２ 患者・家族の意向に沿った退院支援 

    ○油田睦美 寺田千世子 松永茉莉翔 藤田香由里 番作仁美 出村ちさ （公立松任石川中央病院） 

 

O－３ 思春期における発達障害のある患者への退院支援 



～他職種と情報共有し退院までのステップをプログラム化した取り組み～ 

    ○山本 愛 （公立能登総合病院） 

 

O－４ 他疾患で入院した糖尿病患者の情報収集 

～看護師の実践経験から KJ法を通してみえてきたこと～ 

    ○濱野仁美 山田直美 藤瀬政寛 （珠洲市総合病院） 

 

O－５ 長期療養患者の家族の思いを知るため面談方式を取り入れて 

    ○橋爪千亜紀 北尾圭子 端公代 （公立つるぎ病院） 

 

口演 第２群 がん・慢性疾患看護に関するもの  ５題   10：40～11：30 

座長 ： 中市 智恵 （浅ノ川総合病院 看護師長） 

 

O－６ 化学療法併用放射線治療を受けた頭頸部がん患者への食事介入の実態調査 

    ○中村なぎさ 染澤直美 能戸由香 茶浦崇史 木下恵 西本梢恵 北村幸子 （金沢大学附属病院） 

 

O－７ 初回化学療法を行う患者の思い 

    ○西崎いづみ （公立能登総合病院）  

 

O－８ 前立腺癌密封小線源療法を受ける患者の術中のニーズ 

    ○山内 渚 金子稚香 塩崎佳菜 喜多亜希子 千代恵子（金沢大学附属病院） 

 

O－９ がん診療連携拠点病院における子育て中のがん患者とその子どもへの支援 

～看護師の気がかりと受けた相談内容からの考察～   

○内村恵理子 （石川県立中央病院） 我妻孝則 道渕路子 （金沢医科大学病院） 

 

O－10 壮年期を早期関節リウマチと共に生きる患者の思い 

    ○照田直美 北村清美 富永涼子 （加賀市医療センター） 

 

第１・２群  講評      11：30～11：50 

  村角 直子（金沢医科大学看護学部 成人看護学 准教授） 

 

Ｂ会場  E41講義室 

 
口演 第３群 育成・環境調整に関するもの  ５題  9：50～10：40 

座長 ： 村井 美智子 （公立羽咋病院 看護師長） 

 

O－11 事例研究指導を行う中堅看護師に対する研修の効果と課題 

    ○石坂祐子 下野広美 （金沢医科大学病院）  

     紺家千津子 (金沢医科大学 看護学部) 

 

O－12 実習指導場面の記載から見出された効果的な指導の特徴 

    ○木村尚美 山口美由紀 中村真寿美 （金沢医科大学病院）   

     坂井恵子 (金沢医科大学 看護学部) 

 

O－13 外来グループリーダーの育成による外来運営の活性化 

    ○長井絹子  （氷見市民病院）  

 

O－14 LED調光調色照明が術後回復期患者の睡眠に及ぼす影響(第一報) 

～アクチクラブによる睡眠評価に着目して～     

    ○前橋真由美 加藤千夏 瀧上沙代 北秀子 谷口真由美 （やわたメディカルセンター） 

 

O－15  LED調光調色照明が術後回復期患者の睡眠に及ぼす影響(第二報) 

～看護師へのアンケート調査と聞き取り調査より～     

○瀧上沙代 加藤千夏 前橋真由美 谷口真由美 （やわたメディカルセンター） 

 

第３群 講評      10：40～10：50 

 木森 佳子（石川県立看護大学 基礎看護学 准教授） 



Ｃ会場  6階大会議室 

 

示説 第１群  ９題   9：50～10：55 

座長 ： 義井 玲子 (金沢循環器病院 看護師長) 

 

P－１ 患者家族の介護力向上を目指した関わり 

    ○木村美紀  （KKR北陸訪問看護ステーション） 

 

P－２ 「療養病棟における転倒・転落防止対策」 

～フローチャートで経時的評価した日常生活動作の異なる 2事例～   

○塩井美枝子 濱下美智子 徳永由貴美 （珠洲市総合病院） 

 

P－３ 身体抑制を行っていた患者への看護のあり方に関する研究 

    ～看護師の支援過程を通して～ 

    ○田中里奈 山上和美 宮北由美子 宮西紗矢香 （金沢大学附属病院）  

 

P－４ 身体合併症が発症した認知症患者の看護について 

    ～3事例を振り返って～ 

    ○櫻井陽子 竹澤翔 畠真理子 （石川県立高松病院） 

 

P－５ 化学療法を受けている糖尿病合併患者の心臓留置ステント留置後の副作用と 

患者指導の振り返りについて 

    ○喜多貴子（公立羽咋病院） 

 

P－６ ライフイベントを乗り越え社会復帰意欲が向上した２型糖尿病患者と家族への支援 

    ○白藤友紀 舩本昌枝 下川雪江 （金沢医科大学病院） 

 

P－７ 膠原病肺による間質性肺炎のある患者の思いと療養の現状 

    ～「安心して暮らしたい」と言われた背景を考える～ 

    ○中林直子 本田千春 横川紗枝子 寺嶋菊 （石川勤労者医療協会 城北病院） 

 

P－８ 脊髄損傷患者への多職種連携による支援 

    ○本紋子 虎本三佳恵 山口美由紀 （金沢医科大学病院） 

 

P－９ 看護倫理に基づく意思決定のための支援 

    ～血液透析を拒む患者の看護～ 

    ○大嶋純子 長内千恵 中村美津子 竹腰真琴 （石川勤労者医療協会 城北病院） 

 

示説 第２群  ８題   10：55～11：50 

座長 ： 山本 昭子 （公立能登総合病院 看護師長）  

 

P－10 大腸内視鏡検査を受ける患者の身体的・精神的苦痛の実態調査 

  ○水野衣里 水田絵美 越後友子 蔭田優 紺島万知 山本真里子 （金沢大学附属病院） 

 

P－11 大腸癌術後患者の退院後の食生活に関する取り組み 

    ～食生活に対する関心や不安の把握～ 

    ○高森菜月 谷村悟 古濱明子 寺井翔一 （石川県立中央病院） 

 

P－12 高齢慢性心不全患者の再入院に関する実態調査 

    ○武田陽子 原元子 浅見美千江 藤田三恵 （金城大学 看護学部） 

 

P－13 院内デイケア開催の効果 

    看護師へアンケート調査を行って 

  ○宮前朋世 松田美紀 （石川県済生会金沢病院） 

 

P－14 ユマニチュード「見る」を学んでの職員の意識・行動の変化 

    ○武田瞳 高橋桐代 中島和子 （津幡町国民健康保険直営河北中央病院） 

 



P－15 新人看護師研修における多重課題対応シミュレーション研修の教育効果と今後の課題 

○虎本三佳恵 山下ひとみ （金沢医科大学病院） 

 

P－16 超音波診断装置を用いた安全な採血のための血管アセスメント教育技法 

    ○松井希代子 須釜淳子 臺美佐子 正源寺美穂  

北島友香 島田啓子 前馬宏子 （金沢大学医薬保健研究域保健学系） 

 

P－17 看護学生に対する二次元レジリエンス要因促進教育プログラムの効果 

    ○深田あきみ 新橋澄子 橋本智美 横山美枝 笠松まち子 相川みづ江（金沢医療技術専門学校） 

     中田直美 北谷美之 井田尚美（七尾看護専門学校） 

赤島あけみ （石川県立田鶴浜高等学校衛生看護科） 正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系） 

 

 
 


