
一般演題 (ポスター ) プログラム



第 14回日本腎不全看護学会学術学会・総会

46

P-1　バスキュラーアクセス  14：30～15：30
座長：吉村  亜矢　東京女子医科大学  東医療センター

P-1-1 バスキュラーアクセスの自己管理に対する意識向上への取り組み  
－セルフケア能力評価を使用して－
石田　伸幸 市立美唄病院  透析センター

P-1-2 長期留置型カテーテル管理の検討
酒井　真葵 金沢医科大学病院  腎臓内科

P-1-3 VA管理の統一化に向けてのスタッフ指導 
(バスキュラ－アクセス・スコアリングを用いて)
伊勢　康雄 埼玉医科大学  総合医療センター

P-1-4 ペンレスを剥がした直後穿刺と手洗い後穿刺の穿刺部痛の違い
青木　優子 済生会新潟第2病院  人工透析室

P-1-5 当院の穿刺教育
山本　享代 医療法人社団  三遠メディメイツ  豊橋メイツクリニック

P-1-6 在宅血液透析患者への自己穿刺教育  －金属針からテフロン針への変更－
門嶋　洋子 医療法人  新生会  新生会第一病院

P-2　フットケア・その他 14：30～15：30
座長：大谷  晶子　医療法人眞仁会  久里浜クリニック

P-2-1 下肢切断に至った糖尿病性腎症の患者への看護を考える
篠宮　　亨 社会福祉法人恩賜財団静岡済生会総合病院  透析室

P-2-2 ASO患者において足病変の発症から治癒に至る症例を経験して
板谷　優子 川上内科

P-2-3 予防的フットケアに関する文献レビュー  －患者教育の介入効果を探る－
高松　正枝 公立南砺中央病院、富山大学医学薬学教育部  修士課程  看護学専攻  成人看護学

P-2-4 フットケアの取り組みとオリジナルケアプラン表の作成
杉田かおり 医療法人守一会  北美原クリニック  人工透析センター

P-2-5 下肢切断に至った3症例を振り返って
吉岡　陽子 医療法人  良秀会  藤井診療所

P-2-6 透析患者の褥瘡治療について
若林マリア 特定医療法人北楡会  札幌北楡病院  人工臓器治療センター

P-2-7 透析患者の痒み看護マニュアル作成の取り組み
黒田　清美 JAとりで総合医療センター  腎センター
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P-3　患者・家族の理解 14：30～15：30
座長：後藤  浩也　特定医療法人同心会  遠山病院

P-3-1 自殺した透析患者と遭遇した看護師の経験から透析看護を考える
岡山ミサ子 新生会第一病院

P-3-2 高齢透析患者の介護者の介護継続意思に影響を及ぼす要因と支援の検討
谷口　直美 大田市立病院  看護部

P-3-3 透析導入前訪問を開始して
渡辺　幸恵 健和会  大手町病院  透析室

P-3-4 ラポールの形成が腎代替療法の選択に有効であった1例
下野　英子 (医) 偕翔会  豊島中央病院  透析センター

P-3-5 介護が必要な終末期透析患者が在宅療養を継続できた一症例
馬場　悦子 名古屋記念財団  鳴海クリニック  看護部

P-3-6 患者と共に無理のない水分制限を考えて
伊藤　恵子 おのば腎泌尿器科クリニック

P-3-7 腹膜透析導入に至った後期高齢者の自己管理指導
生野　順子 金沢医科大学病院  新館5階東病棟

P-4　看護・その他 1 14：30～15：30
座長：永井  美裕貴　財団法人甲南病院

P-4-1 CKD患者における栄養状態の評価
今井　杏奈 医療法人社団  クロース・トゥ・ユー  EST

P-4-2 無床クリニックにおける介護・医療資源の地域連携
渡邉明日香 おのば腎泌尿器科クリニック

P-4-3 食物繊維含有食品・乳酸菌製剤の摂取による透析患者の排便の満足度
長田　拓子 市立砺波総合病院  透析センター

P-4-4 小規模多機能型居宅介護との連携を通じて学んだこと
大前　和代 医療法人佳信会  クリニックつしま  透析室

P-4-5 独居高齢者である透析患者にとってのPADとLDLアフェレシスの効果
西村　真紀 医療法人  さとに田園クリニック  腎センター

P-4-6 北部地区PD看護セミナーを開催して
福原　真理 市立三次中央病院  人工透析室

P-4-7 患者の望む場所での療養生活のために退院調整を行った一症例
岩矢　和子 あかね会土谷総合病院  看護部  3階南病棟

P-4-8 高齢糖尿病透析患者の在宅自己注射支援への取り組み
－介護サービスを取り入れた2症例－
高柳　由佳 恵仁会  三愛病院
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P-5　セルフケア 13：00～14：00
座長：谷口  千賀子　医療法人財団松圓会  東葛クリニック病院  看護部

P-5-1 CKD外来における患者の行動変容に向けた取り組み
濱田　昌実 名古屋大学  大学院  医学研究科  CKD地域連携システム寄附講座

P-5-2 腎不全保存期教育入院の効果  －退院後の自宅での生活の変化から－
宮崎　有紀 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院  腎臓・代謝内科病棟

P-5-3 患者が満足できる透析ライフへのアプローチ
森　　隆嗣 萬田記念病院

P-5-4 慢性腎臓病 (CKD) の患者にEASEプログラムを活用して  
－EASEプログラムがきっかけで変化した一事例－
村瀬智恵美 新生会第一病院

P-5-5 腎不全教室で伝えたい血圧測定の必要性  ～血圧測定の自己管理継続に焦点を当てて～
石走　美紀 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

P-5-6 慢性腎臓病保存期の患者教育を考える
中里　　靖 医療法人  社団日高会  日高病院

P-5-7 体重管理不良患者と良好患者の特性を探る
飯沼　紀恵 岡谷市民病院

P-5-8 体重管理困難な患者との関わり
中村智恵実 医療法人社団クレド  さとうクリニック

P-6　医療安全 13：00～14：00
座長：山崎  貴子　医療法人眞仁会  逗子桜山クリニック

P-6-1 「透析用カテーテル使用時の看護」～窓付き透析用カテーテルカバーの作製を試みて～
三浦あけみ 中部労災病院  透析室

P-6-2 災害時対策への取り組み
岡　　友美 社会医療法人  里仁会  興生総合病院

P-6-3 転倒リスクの高い患者への転倒防止指導の検討  ～患者向けパンフレットを作成して～
高関　聡子 医療法人  眞仁会  久里浜クリニック

P-6-4 石巻赤十字病院透析室へのボランティア支援の報告
松浦　美樹 岡崎北クリニック

一般演題 (ポスター ) 第2日目　11月20日 (日)　ポスター会場 (301)
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P-6-5 H23年3月11日  東日本大震災 震度6弱  当院震災の記録
大石由紀子 医療法人  庄司クリニック

P-6-6 東日本大震災における当院透析センターの対応  
～災害時透析医療における指揮命令系統の重要性～
櫻井　俊輔 財団法人  筑波麓仁会  筑波学園病院

P-6-7 災害対策の再検討  ～震度5弱の地震を経験して～
佐藤　麻世 医療法人  眞仁会  横須賀クリニック

P-7　看護・その他 2 13：00～14：00
座長：山岸  昌子　聖隷佐倉市民病院

P-7-1 保存期腎不全患者の意思決定支援
田中　順也 市立堺病院  看護部

P-7-2 透析看護領域でよく用いられる看護診断に対する看護治療 (援助) に関する文献調査
神谷　千鶴 関西看護医療大学、日本腎不全看護学会  研究・教育合同委員会

P-7-3 血液透析患者のためのオリジナルラジオ体操の開発と効果  
～看護介入の違いによる運動への取り組み～
柴田久仁子 群馬県済生会前橋病院

P-7-4 慢性腎臓病 (CKD) 患者におけるEASEプログラムの効果  
－セルフマネジメント行動と自己効力感－
上星　浩子 桐生大学医療保健学部看護学科

P-7-5 腎臓病教室の評価  ～受講者アンケート調査より～
千葉亜希子 医療法人社団恵仁会  三愛病院附属矢巾クリニック

P-7-6 腎移植を受けるレシピエントの意思決定を支える看護支援のあり方
林　　未来 山口大学医学部附属病院  看護部  1病棟7階東

P-7-7 人工透析管理手帳の有用性に関する実態調査
鈴木　安代 横浜旭中央総合病院

P-7-8 高齢透析患者を支える家族の生活力量と介護力評価
吉山　　舞 北柏リハビリ総合病院
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P-8　看護体制・システム・管理 13：00～14：00
座長：長谷川  とし子　医療法人眞仁会  横須賀クリニック

P-8-1 慢性腎臓病患者の教育支援に必要な知識の統一と患者教育の標準化を図る
流下ゆかり 市立四日市病院  看護部  7B病棟

P-8-2 教育入院時の透析室ー病棟間の連携について   ～申し送り用紙を作成・活用して～
田原　尚恵 医療法人社団  清流会  双樹クリニック

P-8-3 透析室スタッフをチーム編成してみて
澤村　美海 医療法人  新生会第一病院

P-8-4 保存期慢性腎不全患者への看護師の関わりかた
常松　瑠都 埼玉協同病院  看護部

P-8-5 血液透析導入期チームの取り組み
西山　貞香 衆済会  増子記念病院  第3透析室

P-8-6 看護補助者と共に企画・運営をした研修を試みて  
－看護補助者教育プロジェクトの活動から－
牧野　範子 医療法人新生会  十全クリニック

P-8-7 病棟との連携強化の為の取り組み
門田　恭子 医療法人  防治会  いずみの病院


