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CAPD 交流会参加による塩分管理の意識変化
～３つの視点（試食会・医療者、患者との交流会）の介入より～

福島 千佐子　　 国民健康保険　小松市民病院　透析療法室

P-004

水分管理不良患者に EASE プログラムを活用した事例　　　　　
－関わりから学んだ事ー

百瀬 美由紀　　 安曇野赤十字病院　透析室

P-002

一般演題 ( ポスター ) 第 1 日目　12 月 1 日 ( 土 )　ポスター会場（真珠の間 B）

一般演題 ( ポスター ) セルフケア 14:10 〜15:20
座長：山口 洋子　本村内科医院　　　　　　　

浅海 浩子　（医）社団　重信クリニック  　

血液透析を受けている体重管理が困難な壮年期の患者への介入
～健康信念モデルを用いて患者の認識の変化を促す～

宮川 理栄　　　一般財団法人　甲南会　甲南病院 血液浄化腎センター

P-001

塩分制限を中心とした食事指導法の検討　　患者の食事習慣を踏まえて
古川 加生里　　 彦根市立病院　血液浄化センター

P-005

血液透析患者の退院後のセルフケア行動の実態調査
佐藤 梨紗　　　大分赤十字病院　西４病棟

P-006

看護師の認識の変化から患者の体重管理に良い変化を起こした一事例
寒川 美和　　　社会医療法人　名古屋記念財団　鳴海クリニック

P-003

感覚性失語となった患者への透析導入再教育を経験して
小瀬水 悦子　　 医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病院　透析センター

P-007

一般演題 ( ポスター ) 心理 ･ 精神 ･ ターミナル ･ 看護ケア
座長：宮本 友子　（医）如水会 嶋田病院　

　　　　　　　　城平 佳子　（医）道後一万クリニック

14:10 〜15:20

透析導入をしないことを選択した患者とその家族への支援
田中 順也　　　地方独立行政法人　堺市立病院機構　市立堺病院

P-009

仕事を継続している血液透析患者にとっての仕事の意味
西山 マスミ　　 高知大学　医学部　看護学科

P-010

血圧低下が著しい透析困難症患者に対する ASV( オートセット CS) の効果を認めた１症例
相原 由里　　 　小田ひ尿器科

P-013

透析室での患者の服装を考える　～安全性とその人らしさを尊重して～
中島 育美　　　医療法人　いきいき．クリニック

P-014

P-012 透析終末期の夫を持つ妻への予期的悲観を支える関わり
高松 正枝　　　公立南砺中央病院　

腎生検に伴う患者の主観的な苦痛の内容～腎生検後に行ったインタビューから～
杉藤 加世子　　 名古屋第二赤十字病院　腎臓病総合医療センター

P-011

転入前面談を振り返って・・・。　～面談の重要性と今後の課題～
井島 順子　　　医療法人 社団 三宝会　志都呂クリニック

P-015

慢性血液透析患者が困難に感じている日常生活動作の要因分析
後藤　淳　　　  愛媛大学大学院　医学系研究科　看護学専攻

P-017

透析中の音環境に関する調査　～患者が不快に感じる音は～
勝田 有美　　　松山赤十字病院　腎センター

P-016

腹膜透析導入期患者へのセルフマネジメント獲得のための支援
落合 郁香　　　社会福祉法人恩賜財団　済生会滋賀県病院　看護部　9 階東病棟

P-008
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当院におけるフットケアの現状
神野 瑞紀　　　（医）社団　海部医院

P-018

一般演題 ( ポスター ) 第 1 日目　12 月 1 日 ( 土 )　ポスター会場（真珠の間 B）

座長：小幡 了子　（医）社団誠仁会みはま成田クリニック　
三木 真澄　ＪＡ徳島厚生連　麻植協同病院 　　　

一般演題 ( ポスター ) フットケア 14:10 ～15:20

重症虚血肢早期発見のためのポールテストの取り組み
古堅 勝晃　　　増子クリニック昴

P-022

フットケアの効果 ～足切断 0 を目指して～
永田 恭代　　　医療法人　至誠会　至誠会病院　看護部

P-023

フットケアにおける照明の追加
島崎 まき子　　 医療法人並木会　並木病院　透析室

P-020

透析患者の下肢切断調査からフットケアを考える
三原 明美　　　医療法人　佐藤循環器科内科

P-024

座長：不動寺美紀　福岡赤十字病院　腎センター　
塩崎　博子　松山赤十字病院　腎センター　

一般演題 ( ポスター ) 高齢者 ･ 長期 ･ 社会資源 ･ 支援体制 14:10 ～15:20

一人暮らしを希望する超高齢透析患者への支援
沓名 久恵　　　医療法人　新生会　十全クリニック

P-026

要介護・入院透析患者の退院調整への取り組み
篠原 千香子　　 医療法人　秀佑会　東海病院　３階病棟

P-027

内シャント造設患者の血液透析導入に向けての心の構造
高橋 永子　　　高知大学　教育研究部医療学系　看護学部門

P-031

P-029 当院透析患者のリビング ウィル使用状況の報告
前田 圭子　　　医療法人社団　H・N・メディック　

聴覚障害をもった透析患者との関わり方 ～安全な治療の提供を目指して～
金子 淳平　　　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

P-032

家族介入により糖尿病治療の効果を得た高齢透析患者の一例
松崎 政子　　　桃仁会病院　看護部

P-034

足潰瘍が完治した症例
嶋貫 久美子　　 （医）社団城南会　西條クリニック鷹番

P-019

アロマテラピー・フットケアを導入して
岡 真由美　　　医療法人　晴寿会　海岸通りクリニック

P-021

就労している一人暮らしの高齢透析患者のＱＯＬ －生きがい要因からの考察－
石井 俊行　　　四国大学　看護学部　看護学科

P-025

導入高齢化に伴い早期退院調整を行うことへの必要性
～チーム医療によって在宅療養へ移行できた一例～

若槻 裕子　　　宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション　淀川キリスト教病院　看護部　8B 病棟

P-028

在宅介護が困難になった高齢透析患者のエンドオブライフ・ケア
～長期療養施設での看とり～

戸原 美保　　　医療法人みなみ　粕屋南病院

P-030

認知症を有する糖尿病透析患者における DPP-4 阻害薬の有効性 
―皮下連続式グルコース測定 (CGM) による評価―

山中 真樹子　　 長崎腎病院

P-033
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一般演題 ( ポスター ) 第 1 日目　12 月 1 日 ( 土 )　ポスター会場（真珠の間 B）

座長：内田 佐喜子　名古屋記念財団 東海クリニック　
池田 富士子　愛媛県立中央病院　透析室　  　

一般演題 ( ポスター ) 看護体制・システム 14:10 〜15:20

腎代替療法の選択支援時の情報共有を目指して　－個別シートの使用事例を通じて－
杉若 良江　　　協和会　協立病院

P-039

エポエチン ベータ ペゴル（ミルセラ）への切り替えを経験して
菊地 祐子　　　小田ひ尿器科

P-040

当院の看護必要量調査を実施して
西原 美枝　　　医療法人　社団　仁友会　尾道クリニック

P-037

継続看護のための患者サマリーシートの作成
朝倉 美智子　　 医療法人　葵　葵セントラル病院

P-041

実地指導者対象の学習会を行ってみて
牧野 範子　　　医療法人　新生会　十全クリニック

P-042

看護師の透析に対する苦手意識の有無と要因
森本 ゆかり　　 公立羽咋病院　血液浄化センター

P-035

適正な人員配置の検討　～看護必要度から分析して～
渡辺 幸恵　　　健和会　大手町病院　透析室

P-036

開院からのスタッフの取り組み
小田 典之　　　医療法人　松下クリニック

P-038
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慢性腎臓病サポート外来の取り組みと評価
与那嶺 寿芽子　  独立行政法人　那覇市立病院

P-056

穿刺に対する不信・不安解消へのアプローチ　～ボタンホール自己穿刺挑戦までの過程～
佐藤 正一　　　特定医療法人　頌徳会　日野クリニック　血液浄化室

P-049

効果的で統一性のあるアクセス指導方法への取り組み
小山 貴也　　　公益社団法人　鹿児島共済会　南風病院透析室（ＤＣＵ）

P-043

一般演題 ( ポスター ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　ポスター会場（真珠の間 B）

座長：伊原 律子　（医）天成会 小林内科診療所　
柴田 奈緒　（医）佐藤循環器科内科　　 　

一般演題 ( ポスター ) バスキュラーアクセス 12:45 〜13:55

自己抜針してしまう認知症患者との関わり
大竹 早苗　　　博友会　友愛クリニック

P-047

シャント肢の痛みに対する自作安楽枕の効果
大田 一美　　　加賀市民病院

P-048

当院におけるバスキュラーアクセス管理への意識調査
石山 沙織　　　大館市立総合病院

P-045

穿刺教育　～穿刺角度編～
太田 勝仁　　　豊橋メイツクリニック　入院医療課

P-051

市民公開メディカルセミナー in 魚沼 2011 天地腎 ふたたび！！  を開催して
佐藤 正幸　　　新潟県立　小出病院　透析センター

P-057

P-055 CKD( 慢性腎疾患 ) 患者の疾患に対する意識調査
篠永 理沙　　　医療法人　住友別子病院

A 病院における腎臓病教室の現状と課題
倉持 綾子　　　佐賀大学　医学部付属病院　腎臓内科

P-058

高齢 PD 患者の治療変更時の看護
中農 かおり　　 一般財団法人　甲南会　甲南病院　血液浄化・腎センター

P-059

当院におけるバスキュラーアクセス管理
高橋 寿美　　　医療法人　衣山クリニック

P-044

ＶＡに関する透析室スタッフの意識変化の実態
今成 千晶　　　医療法人社団　東桑会　札幌北クリニック

P-046

シャント穿刺とストレスに関する意識調査
岩永 敦子　　　長崎腎病院

P-050

腹膜透析から血液透析へ移行する患者および家族との関わり　～一症例を通して～
山吹 純代　　　創和会　しげい病院　血液浄化療法センター

P-060

座長：新田 千恵美　（医）社団一陽会　原田病院　
松前 美幸　  （医）島津会　幡多病院 　　　

一般演題 ( ポスター ) 腹膜透析・CKD 12:45 〜13:55

末期腎不全期における療法説明時の看護師の役割を探る　　　　
末期腎不全期患者への質問紙調査から

下川 津久美　　 健康保険　八代総合病院

P-052

保存期指導が及ぼす療法選択への影響　ーＰＤ選択群と非ＰＤ選択群の違いを分析してー
三谷 育子　　　聖隷富士病院　人工透析センター　看護部

P-053

ＣＫＤ外来における継続看護の取り組み ～保存期の看護介入を通して～
園部 百代　　　群馬県済生会前橋病院　外来診療室

P-054
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座長：帯金 里美　掛川市立総合病院　
秦　 和子　松江市立病院 　  　

当院スタッフのバーンアウト要因に関する調査
- 職業性ストレス簡易調査票・ストレス対策調査の結果から -

米田 千恵子　　 長崎腎病院

P-077

清潔管理に ATP（アデノシン三リン酸）ふき取り検査を応用して　
～反省と今後の指針～

山本 純子　　　医療法人　仁栄会　島津病院　透析室看護部

P-065

透析開始前後のダブルチェック体制導入による事故防止への取り組み ( 第２報 )
－ダブルチェック導入４年を経過した現状の課題－

村中 義人　　　旭川赤十字病院　透析室

P-062

透析室におけるインシデント予防の取り組み　
～インシデント発生表・インシデントツリーで視覚に訴える～

田代 真二　　　一宮市立　木曽川市民病院

P-061

一般演題 ( ポスター ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　ポスター会場（真珠の間 B）

一般演題 ( ポスター ) 看護・その他 1 12:45 〜13:55

透析室における手指衛生の実態調査と、遵守率向上の為の取り組み
藤田 幸子　　　大阪市立大学　医学部附属病院

P-066

透析看護師のリスク感性と性格特性に関する実態調査
中尾 幸子　　　社会医療法人　名古屋記念財団　東海知多クリニック

P-063

血友病血液透析患者の看護　～安定した維持透析の実現に向けて～
野間 一栄　　　綾部市立病院　看護部　

P-067

座長：永井 美裕貴　（医）甲南病院　　　　
近松 春枝 　 武智ひ尿器科・内科　

一般演題 ( ポスター ) 看護・その他 2 12:45 〜13:55

口腔ケアが高齢者透析患者の摂食嚥下機能向上に関与した事例
亀井 美由紀　　 医療法人　緑栄会　三愛記念病院

P-069

透析時間の延長は栄養状態を改善し、リンの管理を容易にする
山本 裕美　　　しもかどクリニック

P-070

透析看護師の透析患者との関わりについての実践知
藤野 陽子　　　公立丹南病院　看護部　透析室

P-073

透析療法指導看護師が行う学習ニードへの取り組み
筒井 夏子　　　高知高須病院　看護部

P-074

スタッフの継続教育への取り組み
内藤 麻耶　　　メディカルサテライト岩倉

P-076

腎内科病棟における転倒転落発生の要因分析
渡部 麻衣子　　 仙台社会保険病院　腎内科病棟

P-064

A 病院維持透析患者の動向
篠原 宏美　　　社会医療法人財団大樹会総合病院　回生病院　透析センター

P-068

塩分摂取に対する意識調査と計算式を用いた塩分指導
小田 典之　　　医療法人　松下クリニック

P-071

食事調査から見えてきたカリウム制限の適応と程度　
～看護師と栄養士の取り組みから～

田村 伸子　　　医療法人社団　誠仁会　みはま香取クリニック

P-072

ＮＡＮＤＡ－Ｉ　看護診断に向けてのスタッフ教育
加藤 雅子　　　社会医療法人財団　石心会　川崎クリニック

P-075
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高齢透析患者に病みの軌跡を用いて
細川 利香　　　道後一万クリニック

P-086

腎不全看護チームの連携強化 ～腎移植を含めた包括的腎不全医療を目指した
神奈川レシピエント移植コーディネーター連絡会の活動～

野口 文乃　　　北里大学病院　看護部

P-082

透析室の災害対策と意識向上をめざして
大東 美佐子　　 独立行政法人　労働者健康福祉機構　香川労災病院　透析室

P-079

透析患者における災害発生時の患者指導と認識の変化
大井 亜希子　　 かみいち総合病院　透析センター

P-078

一般演題 ( ポスター ) 第 2 日目　12 月 2 日 ( 日 )　ポスター会場（真珠の間 B）

三重県透析看護勉強会の活動報告 ～看護師の交流・連携の重要性～
後藤 浩也　　　特定医療法人　同心会　遠山病院

P-083

P-081 東日本大震災での週２回透析を経験して
大関 光恵　　　（医）晶晴会　入澤泌尿器科内科クリニック

事例検討会を通して “ いのち ” の育みについて考える
西谷 佐智子　　 医）新生会第一病院

P-084

緊急透析導入の転機を辿った患者の振り返り調査
―医療過程ライフストーリーとの関連より―

光宗 仁美　　　高松赤十字病院

P-085

座長：佐藤 幸子　　（医）石川記念会 日比谷石川クリニック　
 宮本 久美子　 尾崎病院　　     　　　　　　　　　　

一般演題 ( ポスター ) 看護・その他 3 12:45 〜13:55

患者と取り組む災害対策　～透析カードの作成～
浦野 恵理子　　 群馬県済生会前橋病院　透析センター

P-080




