
主要講演プログラム
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会長講演 9：10～9：55

座長：髙橋　妙子　佐藤循環器科内科

『腎不全看護の専門性を見えるかたちに』

萩原千鶴子 医療法人眞仁会 横須賀クリニック

特別講演 10：00～11：30

座長：萩原千鶴子　医療法人眞仁会 横須賀クリニック

『「病いとともに生きる」を援助する －クロニックイルネスの視点から－

黒江ゆり子 岐阜県立看護大学・大学院

教育講演 1 14：30～15：45

座長：杉田　和代　聖マリアンナ医科大学病院

『看護ケアの質評価への取り組み』

鄭　　佳紅 青森県立保健大学 健康科学部看護学科

主要講演 第1日目　11月19日 (土)　第1会場 (メインホール)
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教育講演 2 9：00～10：00

座長：佐藤　久光　特定医療法人衆済会 増子記念病院

『あらためて、医療安全を考える ～医療事故の経験から伝えたいこと～』

高山　詩穂 架け橋～患者・家族との信頼関係をつなぐ対話研究会

教育講演 3 10：00～11：00

座長：下山　節子　NPO特定非営利活動法人 日本看護キャリア開発センター

『看護現場学・「経験の概念化」による看護の可視化』

陣田　泰子 済生会横浜市南部病院 院長補佐

教育講演 4 13：30～15：00

座長：山本ひろ子　佐藤循環器科内科

『ナースが行う安全フットケア』

山口　晴美 HANA NURSING THERAPY

主要講演 第2日目　11月20日 (日)　第1会場 (メインホール)

主要講演 第2日目　11月20日 (日)　第3会場 (304)
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シンポジウム 13：00～15：00

「腎不全看護の実践力 ー現場からの発信ー」
座長：中山　重雅　日本腎不全看護学会 理事

江崎アサ子　岡崎北クリニック　　 ★

『「このクリニックで透析を続けたい」患者の願いを叶えるための在宅支援を考える』

井島　順子 医療法人社団三宝会 志都呂クリニック 看護師長

『腹膜透析患者との導入から在宅における連携の実際』

三上　裕子 岡山済生会総合病院 腎臓病センター

『保存期教育入院における関わりの中で私が思うこと』

井本　千秋 近江八幡市立総合医療センター 腎臓センター

『地域での腎不全看護の実践』

赤津サトミ 諏訪赤十字病院

『『その人らしさ』に則った生活調整支援』

上田　聰美 医療法人社団手稲ネフロクリニック

主要講演 第2日目　11月20日 (日)　第1会場 (メインホール)



東日本震災特別プログラム
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東日本震災特別プログラム 1 10：00～11：30

『東日本大震災に際し、「透析療法ボランティア派遣活動」を経験して』

佐藤　久光 医療法人衆済会 増子記念病院

東日本震災特別プログラム 2 14：20～15：50

『東日本大震災時での透析看護を語る「その時!! 現場では……」』

小手田紀子 医療法人緑栄会 三愛記念病院

東日本震災特別プログラム 3 9：30～11：00

『聴こう、語ろう、私の災害体験 災害看護 (こころのケア)を学ぶ
その時私は・・・、そして今私は・・・・』

赤津サトミ 諏訪赤十字病院

東日本震災特別プログラム
 第1日目　11月19日 (土)　第6会場 (315)

東日本震災特別プログラム
第2日目　11月20日 (日)　第6会場 (315)



交流集会プログラム
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交流集会 1 14：20～15：20

『熊本県における透析導入期指導パス運用の評価 第2報』

宮本　友子 医療法人如水会 嶋田病院

交流集会 2 15：20～16：20

『「覗いてみよう隣の透析施設」～透析学習の機会の違いを知って、繋がろう～』

山本　美和

交流集会 第1日目　11月19日 (土)　第4会場 (311 + 312)
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交流集会 3 9：00～10：00

『維持透析患者の体重コントロール ～塩分制限指導を試みて～』

甲斐　道子 県立奈良病院 人工透析室

交流集会 4 10：00～11：00

『診療報酬申請を目指す人のための介入研究の基礎
－透析看護のエビデンスを示すために』

岡　美智代 群馬大学大学院 保健学研究科

交流集会 5 13：00～14：00

『ナーシングバイオメカニクスに基づいた生活行動回復看護技術の効果』

宮本　友子 医療法人如水会 嶋田病院

交流集会 6 14：00～15：00

『誰がモンスターペイシェントなの？』

二之湯勝則 市立四日市病院 人工透析室

交流集会 第2日目　11月20日 (日)　第4会場 (311 + 312)





ランチョンセミナーのご案内
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ランチョンセミナー 1 第1会場 (メインホール)

『腎性貧血治療』（仮称）

講師　渡邊　有三 春日井市民病院 院長

座長　水附　裕子 日本腎不全看護学会 理事長
特定医療法人沖縄徳洲会 葉山ハートセンター 看護部長

共催　中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 2 第2会場 (303)

『HYBRID D-FAS機能導入により透析看護現場はどう変わったか！？』

講師　三木小百合 医療法人財団博仁会 キナシ大林病院 看護部 主任

座長　小澤　　潔 医療法人眞仁会 横須賀クリニック 院長

共催　日機装株式会社

ランチョンセミナー 3 第3会場 (304)

『スタッフと共に考える適切なアクセス評価と看護について』

講師　平　ひとみ あかね会 中島土谷クリニック 臨床工学技士
講師　星井　英里 東京女子医科大学病院 看護部

座長　中山　重雅 日本腎不全看護学会 理事

共催　日本コヴィディエン株式会社
　　　※2011年10月29日に日本シャーウッド株式会社より社名変更致しました。

ランチョンセミナー 第1日目　11月19日 (土)　11：45～12：45
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ランチョンセミナー 4 第4会場 (311 + 312)

『ナースのためのインシデント対策講座』

講師　篠田　俊雄 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 透析センター長

座長　富樫たつ子 医療法人眞仁会 三浦シーサイドクリニック 看護科長

共催　富士フイルム株式会社

ランチョンセミナー 5 第6会場 (315)

『透析における感染対策』（仮称）

講師　長尾　尋智 医療法人知邑舎 岩倉病院 看護部長・透析室長

座長　満田　年宏 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 感染制御部・部長 准教授

共催　株式会社ジェイ・エム・エス

ランチョンセミナー 6 第1会場 (メインホール)

『思い込み「～のはず」に潜む安全対策の落とし穴』

講師　田中　健次 電気通信大学 大学院 情報システム学研究科 社会知能情報学専攻 教授

座長　髙橋　妙子 佐藤循環器科内科 看護部長

共催　協和発酵キリン株式会社

ランチョンセミナー 第2日目　11月20日 (日)　11：45～12：45
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ランチョンセミナー 7 第2会場 (303)

『リンとどうつき合うか？』

講師　深川　雅史 東海大学医学部内科学系 腎内分泌代謝内科 教授

座長　大坪みはる 特定医療法人沖縄徳洲会 葉山ハートセンター 副看護部長
日本腎不全看護学会 理事

共催　バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー 8 第3会場 (304)

『知って納得！日常診療で取り組む透析患者さんの合併症対策』

講師　江崎アサ子 岡崎北クリニック 看護師長
講師　赤津サトミ 諏訪赤十字病院 長野県腎不全看護連絡会 代表
講師　平田　純生 熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター長・臨床薬理学分野 教授

座長　江川　隆子 関西看護医療大学 学長

共催　鳥居薬品株式会社

Over  view　江川 隆子

『透析患者さんと医療者のかゆみに対する意識のギャップ』　江崎アサ子

『透析患者さんの便秘の現状と問題点～アンケート結果からわかること～』　赤津サトミ

『どうしよう？かゆみ対策、便秘対策
～かゆみ治療薬、イオン交換樹脂の上手な使い方～』　平田 純生

ランチョンセミナー 第2日目　11月20日 (日)　11：30～12：30




