
一般演題 (口演) プログラム
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O-1　看護・その他 1 14：20～15：20
座長：小江  奈美子　国家公務員共済組合連合会  浜の町病院

O-1-1 腎代替療法選択時の説明の現状と開始時の不安について
森　　陽紀 呉共済病院  腎泌尿器病棟

O-1-2 血液透析導入の傾向についての一考察
西堀　好恵 近江八幡市立総合医療センター  腎臓センター

O-1-3 PD Rescueセミナー  質問紙調査から
宇賀神ゆかり バクスター (株)

O-1-4 CKD (慢性腎臓病) への腎不全教育の取り組み  
―腎不全教育プログラムを実施し、効果的な腎教育を行えているかを検証する―
岩下　和子 半田市立半田病院  6B病棟

O-1-5 Ａ病院における透析療法選択外来受診者の報告
井出加奈子 富士市立中央病院  6B病棟

O-1-6 外来通院患者の実態調査から腎疾患患者の看護を考える
奥野　優恵 地方独立行政法人 大阪府立病院機構  大阪府立急性期・総合医療センター

O-3　看護・その他 2 15：20～16：20
座長：松岡  由美子　医療法人社団恵章会  御徒町腎クリニック

O-3-1 管理栄養食と常食の比較・検討
山本　和枝 翡翠会  ツルマじんクリニック

O-3-2 血液透析患者におけるPTEG (経皮経食道胃管挿入術) の管理
松前　美幸 (医) 島津会  幡多病院

O-3-3 透析患者の運動とその効果
小塚　加代 特定医療法人  衆済会  増子クリニック昴

O-3-4 透析者における血液透析施行中の運動療法について
渡邉真由実 社会保険滋賀病院  腎センター

O-3-5 糖尿病性腎症から透析導入となった患者の透析前の食事体験
石井　俊行 四国大学  看護学部  看護学科

O-3-6 栄養評価シート使用スタッフの多面的観察能力向上方法についての検討
野島奈穂美 増子記念病院  看護部

一般演題 (口演) 第1日目　11月19日 (土)　第2会場 (303)
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O-2　患者・家族の理解 1 14：20～15：20
座長：田中  順也　市立堺病院  人工透析室

O-2-1 保存期患者の透析に対する思い
岡田　恵子 埼玉社会保険病院  腎センター

O-2-2 CAPD+HD併用療法を開始した一例
田中　恵美 武蔵野赤十字病院

O-2-3 高齢者の慢性腎不全治療選択時の看護師の役割
國仲　初美 医療法人  八重瀬会  同仁病院  看護部

O-2-4 血液透析導入患者への関わり  ～病棟出張指導を行って～
石川　愛菜 医療法人  原三信病院、医療法人  原三信病院  呉服町腎クリニック

O-2-5 何度も緊急搬送されても、透析導入を拒否し続けた壮年期患者に対する看護介入  
～当院で初めてPDを導入して～
片岡今日子 城南福祉医療協会  大田病院

O-2-6 保存期糖尿病性腎症患者のセルフマネジメント能力向上を目指した
学習援助型プログラムの効果の検討
加澤　佳奈 医療法人一陽会  原田病院

O-4　看護体制・システム・管理 1 15：20～16：20
座長：榊  みのり　筑波大学附属病院  外来

O-4-1 当院の透析療法指導看護師の現状と今後の課題
浜崎　智美 蒼龍会  井上病院  6階病棟

O-4-2 とやまCKD地域連携パス運用における看護師の取り組み
中田美智代 富山市立  富山市民病院  腎不全看護エキスパートナース

O-4-3 透析エキスパートナースに期待されるもの  －実践指導者養成研修のレポートから－
中原　宣子 (医)トキワクリニック

O-4-4 石川県における透析療法従事看護師の業務実態
町　貴代江 金沢赤十字病院

O-4-5 透析導入患者の指導統一を目指したクリティカルパスの検討
廣澤加世美 さくら記念病院  2F病棟

一般演題 (口演) 第1日目　11月19日 (土)　第3会場 (304)
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O-5　フットケア 9：00～10：00
座長：島崎  玲子　医療法人社団慶寿会  さいたまつきの森クリニック  看護部

O-5-1 外来透析でのフットケアにおける、ABI・SPP測定の有用性について
海津　明子 医療法人社団  欅会  小平北口クリニック

O-5-2 透析室でのフットケアの取り組み  －大切な10本の足趾のために今できること－
南　　和美 石川県立中央病院  透析療法室

O-5-3 下肢病変の発生リスクにあった介入頻度を考える  
～algorithm表を活用したフットケアの取り組み～
櫻井あかり 公立藤岡総合病院  透析室

O-5-4 チーム医療で救肢できた1症例  ～看護師・医師・理学療法士の連携～
綱　あけみ (社)八日会  藤元早鈴病院  透析室

O-5-5 透析室でのフットケアを拒否し重症足病変から下腿切断に至った一症例  
～看護・関わりを継続させるチームのあり方～
松本ゆかり 医療法人社団  長谷川病院  透析医療センター

O-5-6 維持透析患者のASO (閉塞性動脈硬化症) 治療症例から  看護介入を考える  
～意図的看護介入で透析患者にフットケアを伝えたい～
森下　裕美 慶應義塾大学病院

O-8　看護・その他 3 10：00～11：00
座長：飯田  明美　独立行政法人労働者健康福祉機構  新潟労災病院

O-8-1 コメディカルスタッフへのコミュニケーションスキル向上への取り組み  
～ストローク理論を実施して～
原　　典子 眞仁会  逗子桜山クリニック

O-8-2 透析療法指導看護師 (DLN) の活動実態
江藤真由美 石川県立中央病院

O-8-3 一般病棟への継続看護の取り組み  ～連携した勉強会を実施して～
中間美沙子 独立行政法人  国立病院機構  呉医療センター  救命救急センター

O-8-4 研修制度設立からの4年間を振り返って  ～新人看護師の離職率改善要因を考える～
喜瀬はるみ 松圓会  東葛クリニック病院

O-8-5 透析チームで「看護を語る」  ～心ひとつ～の取り組み
馬渕　理嘉 仁誠会クリニック  光の森

O-8-6 スタッフ増員は介護ケアの充実につながったか  －病棟における取り組みー
登口　貴子 医療法人  佐藤循環器科内科  病棟

一般演題 (口演) 第2日目　11月20日 (日)　第2会場 (303)
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O-11　災害  13：00～14：00
座長：近藤  美幸　医療法人社団 邦腎会  大井町駅前クリニック

O-11-1 不穏状態が強い認知症透析患者の看護
水野　清美 医療法人偕行会  偕行会リハビリテーション病院

O-11-2 災害時の適切な行動の定着を目指す防災訓練  
～災害インフォメーションタイムを取り入れて～
津村　美佳 眞仁会  三浦シーサイドクリニック

O-11-3 災害対策の再検討  ～東日本大震災後の調査から～
佐藤　　彩 仙台社会保険病院  血液透析部

O-11-4 転院時の高齢患者への関わり  ～不満や不安のある患者へのアプローチ～
平良　　梓 医療法人  新生会  十全クリニック

O-11-5 未曾有の震災における患者との関わりを通して
佐藤美枝子 多賀城腎・泌尿器クリニック  透析室

O-11-6 東日本大震災を経験して  ～小規模病院で出来たこと～
坂本　和子 医療法人  永仁会  永仁会病院  腎センター  看護部

O-13　看護体制・システム・管理 2 14：00～15：00
座長：今井  恵美子　医療法人沖縄徳洲会  葉山ハートセンター

O-13-1 保存期慢性腎臓病教育入院の有用性の検討  
－慢性腎臓病教育入院前後の塩分・蛋白質推定摂取量及びアンケート調査を通して－
宮下真寿美 石川県立中央病院

O-13-2 透析支援システムDr. Hemodyにケアーボードを連携して
薗田　桂子 医療法人 荒川クリニック

O-13-3 当院透析患者の看護必要度
畠山　広実 佐藤循環器科内科

O-13-4 透析室人事考課における客観性・整合性を高める試みをして
上野　岳洋 医療法人  衆済会  増子記念病院  看護部  透析室

O-13-5 スタッフへのストレスマネージメントの試み  －ストレス実態調査から－
依田　典子 立正佼成会付属佼成病院  腎センター
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O-6　患者・家族の理解 2 9：00～10：00
座長：山口  洋子　本村内科医院

O-6-1 CKD保存期の継続的な外来患者支援を目指して
小山千代美 腎内科クリニック世田谷

O-6-2 110Kgの減量に成功した患者の継続支援  ～透析導入からの関わり～
米村　朋代 財団法人甲南病院  六甲アイランド病院  血液浄化センター

O-6-3 腹膜透析患者の出口部ケア管理状況の実態と出口部ケアに対する感じ方  
―オープンケアを阻む要因の検討―
高田　　舞 医療法人渓仁会  手稲渓仁会病院  人工透析室

O-6-4 家族の全面的な支援が必要な高齢者への腹膜透析導入  ～家族ケアを中心に振り返る～
薄井　　園 公立学校共済組合  東海中央病院

O-6-5 服薬管理の背景からの一考察  ～透析患者にとって高リン血症薬とは～
吉開　聡子 山口大学  医学部  附属病院

O-6-6 患者にとって自己管理は何かを理解する
安倍奈美子 医療法人あさお会  あさおクリニック

O-9　患者・家族の理解 3  10：00～11：00
座長：山口  則子　NTT東日本札幌病院

O-9-1 『透析はしたくない！』『お父ちゃん頑張って！』  
～本人と家族、スタッフの交錯する思い～
森下美代子 社会医療法人  同仁会  耳原総合病院

O-9-2 透析患者における看護師との会話のしやすさと話しかけるプロセス
宮越由紀美 公立丹南病院  看護部  透析室

O-9-3 認知症を合併する後期高齢透析患者の安定した血液透析療法の継続を目指して
佐藤　恵子 医療法人社団聖仁会  我孫子聖仁会病院

O-9-4 長時間透析をする患者に病みの軌跡理論を用いて関わった事例の1考察
木村ひとみ 特定医療法人財団健和会  みさと健和クリニック

O-9-5 癌を発症した長期透析患者の意思を尊重した関わり
坊坂　桂子 湘南鎌倉総合病院

O-9-6 「病みの軌跡」理論を基に考える長期透析患者の合併症症状軽減への看護
谷　　明子 新潟県立  六日町病院  人工透析室

一般演題 (口演) 第2日目　11月20日 (日)　第3会場 (304)
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O-7　バスキュラーアクセス 9：00～10：00
座長：髙橋  京子　医療法人眞仁会  三浦シーサイドクリニック

O-7-1 ボタンホール穿刺患者の心理的変化を考察した1例  
～PDに戻る予定だったHD患者とのインタビューから～
佐藤　正一 特定・特別医療法人頌徳会  日野クリニック  血液浄化室

O-7-2 導入期における血液透析患者のバスキュラーアクセス管理への支援
永田　裕香 埼玉医科大学総合医療センター  人工腎臓部

O-7-3 バスキュラーアクセス血流感染リスク因子分析
金本　智代 兵庫医科大学病院  看護部

O-7-4 短期型バスキュラーカテーテル管理方法の標準化に向けて  
－現状分析による気付きと展望－
郷右近朋美 仙台社会保険病院  腎センター  3病棟4階

O-7-5 穿刺トラブルにより透析拒否を示す患者へのナラティブアプローチ
内村由美子 仁誠会クリニック  黒髪

O-10　医療安全 10：00～11：00
座長：佐藤  幸子　医療法人社団石川記念会  日比谷石川クリニック

O-10-1 透析装置操作ミス防止への取り組み  
～穿刺時患者から離れる前にプライミング不備や条件設定ミスのチェックをして～
佐藤　陽子 JA北海道厚生連  旭川厚生病院

O-10-2 血液透析患者への安全な輸血方法の検討  
～佐賀県内透析施設におけるアンケート調査から～
松本　貴子 済生会唐津病院、佐賀県腎不全看護研究会

O-10-3 血液透析療法の事故防止にダブルチェックを実施しての効果
谷　　好美 医療法人  康仁会  西の京病院

O-10-4 持続型赤血球造血刺激因子製剤へ変更後のインシデントへの影響
平山　由美 佐藤循環器科内科

O-10-5 高齢透析患者の抜針事故防止策
佐藤　華香 回生会  宝塚病院

一般演題 (口演) 第2日目　11月20日 (日)　第5会場 (313+314)
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O-14　心理・精神 14：00～15：00
座長：茶木  祐子　小山市民病院  看護部  人工透析センター

O-14-1 末期腎癌患者を経験して
大竹　直江 医療法人偕行会  偕行会リハビリテーション病院

O-14-2 患者の意思決定を尊重した退院調整困難患者の在宅へ向けての退院支援について
縄田　麻衣 福岡赤十字病院  西5階病棟

O-14-3 心臓外科手術を受ける透析患者の心理について考える  
～患者アンケート調査及び面接から～
小林　裕子 総合病院  国保旭中央病院

O-14-4 膀胱癌で終末期を迎えた血液透析患者の看護を考える  
－その人らしく生ききることを支えたチームケア－
上田　泰枝 福岡赤十字病院  看護部

O-14-5 当院看護師のユーモアの志向性と笑いについての実態調査
藤澤　京子 社会医療法人名古屋記念財団金山クリニック

O-14-6 腹膜透析患者の出口部感染と患者ストレスとの関連
佐伯　美記 熊本赤十字病院  看護部  腎センター
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O-12　看護・その他 4 13：00～14：00
座長：柏木  英里子　医療法人尽心会  亀井病院

O-12-1 維持透析患者の腎移植への関心と現状  ～外来透析施設での看護師の役割～
折居　朱里 医療法人  眞仁会  横須賀クリニック

O-12-2 当クリニックにおける透析後の起立性低血圧の発生状況  
～調査結果の分析と予防についての一考～
星野　有紀 医療法人社団  石川記念会  川越駅前クリニック

O-12-3 壮年期男性の家族の希望で早期に透析導入した事例
佐藤　明美 磐田市立総合病院

O-12-4 難治性透析関連頭痛に対するアロマテラピーの効果
高木志緒理 医療法人  衆和会  長崎腎クリニック

O-12-5 透析医療に携わる看護師の献腎移植登録患者に対する在り方
日野佐智子 衆済会  増子記念病院  看護部

O-15　セルフケア 14：00～15：00
座長：薄井  園　公立学校共済組合東海中央病院  血液浄化センター

O-15-1 CKD (慢性腎臓病) 保存期看護が患者に及ぼす影響
武田　晶子 医療法人  回生会  宝塚病院

O-15-2 透析患者の便秘解消への取り組み  ～生活習慣の改善に対するセルフケア向上の支援～
外間　千春 医療法人  沖縄徳洲会  中部徳洲会病院  透析センター

O-15-3 通院透析患者の内服に対する実態調査
湊川あゆみ 名古屋記念財団  東海クリニック

O-15-4 腹膜透析から血液透析へ移行した患者への水分管理への取り組み  
～合併症予防を目指して～
高比良真央 医療法人  原三信病院、医療法人  原三信病院附属呉服町腎クリニック

O-15-5 家族介入により血糖コントロールが改善した受診中断の一例  
～変化ステージ理論に基づいてのアプローチ～
松崎　政子 桃仁会病院  看護部

O-15-6 リンコントロール不良の原因に対する看護介入の効果
宮木早百合 福井赤十字病院  腎臓・泌尿器・透析センター

一般演題 (口演) 第2日目　11月20日 (日)　第6会場 (315)


