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第15回日本腎不全看護学会学術集会・総会

一般演題 ( 口演 )１　セルフケア１ 10:20 〜11:20
座長：相澤　裕　東北大学病院血液浄化療法部　

一般演題 ( 口演 ) 第 1 日目　12 月 1 日 ( 土 )　第 4 会場 ( 第 5･7 会議室）

血液透析患者が看護師の教育活動に対し抱く気持ちを明らかにする
松浦 仁美　　　掛川市立総合病院

O-001

血液透析患者のセルフマネジメントの「自己流」に関連する因子
野間 雅子　　　鳥取県済生会境港総合病院 透析センター

O-002

可視化レーダーグラフを使用した合併症予防の指導効果　
～エンパワメントを併用して～

浜谷 真裕美　　 社会保険横浜中央病院 腎臓病センター

O-003

慢性腎臓病患者の服薬コンプライアンス向上にむけた
外来での介入に関する文献研究

高橋 さつき　　 群馬県立県民健康科学大学 看護学部 看護学科

O-004

慢性腎臓病（CKD）患者における運動教室参加の効果
濱田 昌実　　　名古屋大学 大学院 医学系研究科 ＣＫＤ地域連携システム寄附講座

O-005

ＰＤＳＣＡを活用した看護介入を試みて
小山 千代美　　 腎内科 クリニック 世田谷

O-006



-39-

プログラム・抄録集

一般演題 ( 口演 ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　第 2 会場 ( 真珠の間 A）

一般演題 ( 口演 ) ２ セルフケア２ 9:00 ～10:00
座長：遠藤 ミネ子　（医）恵仁会　三愛病院　

一般演題 ( 口演 ) ５ 看護ケア・フットケア 10:00 ～11:00
座長：土屋 和子　（医）眞仁会 久里浜クリニック　

当クリニックにおける透析掻痒症の実際
小田 典之　　　医療法人 松下クリニック

O-007

腹膜透析患者の嗅覚と透析効率の関連
宇賀神ゆかり　    バクスター（株）

O-008

透析患者へ運動を取り入れるための検討
～患者が運動していない理由を明らかにして～

竹内 千里　　　愛媛県立 中央病院 透析室

O-009

CAPD 患者におけるセルフケア能力に関する検討 － PDSCA を用いて－
今川 浄子　　　さくら記念病院 看護部

O-011

肺水腫うっ血性心不全合併症で入院加療となった血液透析患者の実態調査
数藤 康代　　　医療法人川島会 川島病院 透析室

O-012

O-010 透析導入後９カ月を経過した患者のセルフマネジメント再構築支援
武田 さおり　　 市立福知山市民病院 看護部 外来診療棟

透析中における筋痙攣の改善指標の有効性　～痙攣の強度と頻度～
笠原 博樹　　　博友会 友愛クリニック 看護部

O-024

透析中の苦痛の緩和：上肢へのマッサ－ジの試み
神野 かおり　　 市立御前崎総合病院

O-025

下肢切断させない看護をめざして
谷川 喜久子　　 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院

O-028

フットチェック導入後の患者の意識変化
鈴木 安代　　　IMS グループ 医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院

O-029

O-027 糖尿病透析患者へのセルフケア支援　～フットケアを通して～
稲葉 絢子　　　医療法人　原三信病院、原三信病院附属呉服町腎クリニック

介護施設におけるフットケア　～施設スタッフが足病変を知ろう～
藤井 美幸　　　医療法人佐藤循環器科内科グループ 介護付有料老人ホーム「朝生田の杜」

O-026
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第15回日本腎不全看護学会学術集会・総会

一般演題 ( 口演 ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　第 2 会場 ( 真珠の間 A）

一般演題 ( 口演 )8 看護体制・システム 1 12:45 〜13:45
座長：杉田 和代　聖マリアンナ医科大学病院　

一般演題 ( 口演 )11 看護・その他 1 13:45 〜14:45
座長：牛崎 ルミ子　（医）新生会 新生会第一病院　

反社会的言動を繰りかえす透析患者への対応を考える
林　 郁江　　　医療法人並木会 並木クリニック 透析センター

O-042

外来透析施設における、救急対応シミュレーションの重要性についての一考察
海津 明子　　　医療法人社団 欅会 小平北口クリニック

O-043

当クリニックと外科医院の在宅透析による外来癌化学療法の連携
小湊 範子　　　自由が丘南口クリニック

O-046

透析導入指導の看護師の役割
廣澤 加世美　　 さくら記念病院　看護部

O-047

O-045 医療過疎地域における透析看護体制
谷田 洋子　　　（医）島津会 幡多病院　

透析合併症スクリーニングパスを導入して
直江 留美　　　医療法人中央内科クリニック

O-044

血液透析患者のかゆみ対策　～ガイドライン作成に向けて～
山岸 美波　　　JA 長野厚生連　篠ノ井総合病院　人工腎センター

O-060

かゆみを訴える透析患者への生活指導
貸川 豪介　　　医療法人　原三信病院、原三信病院附属呉服町腎クリニック

O-061

GNRI を用い通院透析患者に栄養スクリーニング評価を経験して
杉村 富美恵　　 医療法人仁栄会　島津病院　透析室看護部

O-064

ｎ PCR 値を活用した低栄養患者への取り組み
山本 友子　　　増子クリニック昴

O-065

O-063 血液透析患者の痒みを考える　　～アンケート調査結果より～
浅海 浩子　　　重信クリニック　透析室　

痒みケア重要性の再考　－透析患者・スタッフの実態調査から－
平山 由美　　　医療法人 佐藤循環器科内科　透析室

O-062
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当院におけるミルセラ使用開始に伴う
PD 患者・家族の心理的変化についての一考察

岩本 基実　　　川崎市立井田病院　透析センター

O-035

一般演題 ( 口演 ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　第 3 会場 ( 第 6 会議室）

一般演題 ( 口演 )3 患者・家族の理解 1 9:00 〜10:00
座長：三村 洋美　昭和大学保健医療学部 看護学科　

一般演題 ( 口演 )6 心理・精神 10:00 〜11:00
座長：田中 順也　市立堺病院 人工透析室　

患者への聞き取り調査からの考察
大里 由美　　　財団法人　筑波麓仁会　筑波学園病院　透析室

O-013

厳格なセルフケアにより 10 年間で 7kg 痩せてしまった
1 型糖尿性腎症患者への関わり ～複合的介入が効果的であった一症例～

内田 広康　　　（医）社団つばさ　つばさクリニック

O-014

通院透析患者とその家族に於ける内服管理に対する意識の比較調査
三好 昌代　　　社会医療法人　名古屋記念財団　東海クリニック

O-017

腹膜透析患者の退院後の生活における困難
三浦 理恵　　　独立行政法人国立病院機構　別府医療センター

O-018

O-016 自覚症状満足度調査（愛 Pod アンケート）の継続使用による効果
木下 光江　　　社会保険滋賀病院 　腎センター看護部　

自己管理困難な患者の看護介入を振り返る
～患者の語りから看護支援を考える～

芳形 智穂　　　医療法人　眞仁会　逗子桜山クリニック

O-015

腎疾患を有する患者の療養生活における心理プロセスの検証
小坂 志保　　　上智大学　総合人間科学部　看護学科

O-034

O-033 ３時間透析経験後５時間６時間透析を選択した患者の思い
守屋 洋子　　　医心会　福岡腎臓内科クリニック

東日本大震災後に終末期を迎えた高齢透析患者の思いと家族の思い
本宮 浩子　　　気仙沼市立病院

O-032

腰部脊柱管狭窄症がある患者の痛みを和らげる方法
（アロママッサージとヒーリングを使用して）

飯島 由紀子　　 東葛クリニック病院　新松戸

O-030

大動脈弁置換術を受けた患者の心理について
～透析患者の術前・術後のストレスコーピングについて先行研究と比較する～

笠井 可奈子　　 総合病院国保旭中央病院　透析センター

O-031
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第15回日本腎不全看護学会学術集会・総会

一般演題 ( 口演 ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　第 3 会場 ( 第 6 会議室）

一般演題 ( 口演 )9 バスキュラーアクセス 12:45 〜13:45
座長：永尾 洋子　名古屋記念財団 東海クリニック　

一般演題 ( 口演 )12 看護・その他 3 13:45 〜14:45
座長：鳥居 芳行　（医）光寿会 光寿会春日井病院　

穿刺教育の早期開始を検討する
吉川 修一　　　豊川メイツクリニック　第 1 透析室

O-055

血流感染リスク因子への新たなる取り組み
前川 麻美　　　兵庫医科大学病院　看護部

O-058

短期型留置カテーテル管理表作成～現状分析から作成へ向けて～
工藤 幸子　　   仙台社会保険病院　透析室

O-059

熊本県透析療法指導看護師会の活動報告 ～穿刺トレーニング研修の評価～
赤崎 美保　　　仁誠会クリニック黒髪

O-056

喫煙と心血管病との関係
大野 身知子　　 H・N・メディックさっぽろ東　看護部

O-072

地域で取り組む透析看護症例検討会の成果と課題
沢田 理恵　　　成田赤十字病院

O-073

カルニチン使用経験　～ EPO 抵抗性貧血改善の効果～
永田 恭代　　　医療法人　至誠会　至誠会病院　看護部

O-076

O-075 災害から学ぶ地域医療連携のあり方　～退院調整看護師の視点から～
我妻 裕子　　　仙台社会保険病院

穿刺は透析室スタッフにとってストレスか？
- シャント穿刺におけるプレッシャーと自信の関連 -

米田 千恵子　　長崎腎病院

O-054

シャント穿刺失敗率減少への取り組み　
－血管エコー検査への看護師の同席と情報共有が穿刺失敗率を減少させる－

吉田 良美　　  公立　甲賀病院

O-057

血液透析患者の口腔乾燥症状に対する看護師の役割
～口腔乾燥症状に影響する重要因子の抽出を試みて～

篠原 謙太　　　広島市医師会運営・安芸市民病院

O-074

睡眠時無呼吸症候群 (SAS) と診断された血液透析患者の
呼吸療法導入に携わって

近藤 　瞳　　　医療法人　仁栄会　島津病院　透析室看護部

O-077
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血液透析導入後次から次へと障害が起こり
不安を訴える７年間の患者への援助を振り返る

東　 雅代　　   一般財団法人　甲南会　六甲アイランド甲南病院

O-019

一般演題 ( 口演 ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　第 4 会場 ( 第 5･7 会議室）

一般演題 ( 口演 )4 患者 ･ 家族の理解 2 9:00 ～10:00
座長：山口 則子　NTT 東日本札幌病院　

一般演題 ( 口演 )7 高齢 ･ 社会資源 10:00 ～11:00
座長：阿部 利恵　日本赤十字看護大学 大学院博士後期課程　

末期腎不全患者との関わり ～療法選択の指導を行って～ 
白石 花子　　　医療法人　原三信病院、原三信病院附属呉服町腎クリニック

O-020

CKD サポート外来における患者への関わり
谷口 喜美江　　 桃仁会　桃仁会病院　看護部

O-023

両下肢切断、寝たきり患者の在宅生活に向けた取り組み　　　
～「夫を家に連れて帰りたい」妻の思いを聞いて～

松井 佳乃　　　仁誠会クリニックながみね

O-021

医療安全風土尺度を用いた安全への意識調査　第 3 報　
～ナースエイドの安全への意識変化～

中島 朋美　　　医療法人眞仁会　久里浜クリニック

O-022

高齢者透析患者に実施した口腔ケアマニュアルの効果
建部 瑞世　　　医療法人　緑栄会　三愛記念病院

O-036

夫婦ともに認知症のある後期高齢者の透析患者との関わりを振り返って
森澤 千絵　　　一般財団法人甲南会　六甲アイランド甲南病院　血液浄化センター

O-037

透析科病棟における退院支援の実態　退院支援推進にむけた課題の検討
大野 貴子　　　総合病院　国保旭中央病院

O-040

通院透析をしている高齢者と支援者 ( 家族 ) の実態調査
牛崎 ルミ子　　 医）新生会第一病院

O-041

不定愁訴を訴える独居高齢透析患者の生きがい感を支える関わり
～ソーシャルサポートを試みて～

吉田 佳代　　　名古屋記念財団　金山クリニック

O-038

高齢者のセルフマネジメントへの看護援助
～行動変容した一症例を振り返って～

今田 まさよ　　 財団法人神戸市地域医療振興財団　西神戸医療センター

O-039
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第15回日本腎不全看護学会学術集会・総会

一般演題 ( 口演 ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　第 4 会場 ( 第 5･7 会議室）

一般演題 ( 口演 )10 看護体制 ･ システム 2 12:45 〜13:45
座長：石井 俊行　四国大学看護学部 看護学科　

一般演題 ( 口演 )13 看護 ･ その他 2 13:45 〜14:45
座長：柏木 英里子　尽心会 亀井病院 看護部　

重症度・看護必要度を用いて病棟と透析室での相違の分析
上杉 康司　　　社会医療法人　信愛会　新生病院

O-048

当院透析患者の看護必要量の測定を実施して
清水 紀子　　　光寿会　リハビリテーション病院　透析センター

O-049

認知症をもつ高齢透析患者への支援 ～その人らしく生きるために～
新屋 智珠子　　 医療法人　博文会　児玉病院

O-052

ホスピタリティーを取り入れた接遇導入後の患者満足度とスタッフの認識調査
佐藤 華香　　　回生会　宝塚病院　透析センター

O-053

O-051 通院透析施設における新人教育体制の再構築
長峰 久美　　　医療法人　眞仁会　横須賀クリニック　

Dialysis-Full Assist System （以下 D-FAS) 導入に向けてのスタッフ教育
宮田 江利子　　 社会医療法人　名古屋記念財団　東海クリニック

O-050

腹膜透析患者指導の評価～腹膜炎発生件数の減少をめざして～
佐藤 有希　　　医療法人社団恵仁会　三愛病院

O-066

高齢患者の腹膜透析導入への意思決定を支えた一事例
矢田 光子　　　岡山大学病院　血液浄化療法部

O-067

改訂版 CAPD クリニカルパスの評価－看護師の認識に焦点を当てて－
井上 由衣　　　昭和大学大学院保健医療学研究科

O-068

CKD 外来看護相談における「レジリエンス理論」を基礎とした
対象理解と看護介入

大賀 由花　　　赤磐医師会病院

O-069

看護師による慢性腎臓病（CKD）外来の有用性に関する検討と今後の課題
種村 直美　　　関西医科大学　附属　枚方病院　看護部

O-070

CKD 外来との連携からみた入院病棟の現状と課題　　　　
～病棟、CKD 外来兼任看護師の役割～

町田 裕美　　　福岡赤十字病院　看護部

O-071




