
第 15 回看護実践学会学術集会プログラム

会長講演 ９：１０～９：４０
テーマ：見つめなおす看護の本質と変革への挑戦

―知識（HEAD）と技（HAND）に心（HEART）をこめてー

演者：江藤 真由美 （第 15 回看護実践学会学術集会長 石川県立中央病院 看護部長）
座長：川島 和代 （石川県立看護大学 老年看護学 教授）

特別講演 ９：５０～１１：１０ 共催：テルモ（株）

テーマ：妖怪人間ベムは永遠に笑わない
～「死」からはじまる「生きる意味」と間（あわい）～

演者：佐藤 泰子 （京都大学大学院 人間・環境学研究科 研究員）
座長：越野 まゆみ （石川県立総合看護専門学校 副校長）

理事長企画 １１：２０～１２：２０

テーマ：看護学生による COVID-19 での看護職者の体験インタビュー

司会：須釜 淳子 看護実践学会理事長
（藤田医科大学社会実装看護創成研究センター教授 センター長）

発表者：新田 華々「コロナ専門病棟における看護師の体験」（福井県立病院）

太田 茉佑「軽症宿泊者療養施設における看護師の体験」（金沢大学附属病院）

 賀田野 正汰「コロナ専門病棟（重症患者）における看護師の体験」（金沢大学附属病院）

受川 美奈「コロナ禍の感染管理認定看護師の体験」（金沢大学附属病院）

倉坂 菜月「感染症指定医療機関における看護管理者の体験」（石川県立中央病院）

星野   萌「救急外来における看護師の体験」（信州大学医学部附属病院）

A 会場 チャンネル１
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ランチョンセミナーA  １２：３０～１３：３０

テーマ：QOL 向上とフレイル予防としての化粧・整容療法

演者：池山 和幸  （医学博士 介護福祉士 化粧療法リサーチャー 株式会社 資生堂
ダイバーシティ＆インクルージョン戦略推進部マネージャー）

座長：中西 容子 （金沢市立病院 看護部長）

シンポジウム １３：４０～１５：２０

テーマ：多職種の総力を結集して我々が守り抜いたこと
ー経験を力に 次なる一歩へー

司会：西村 民子 （金沢医療センター附属金沢看護学校 副学校長）
藤田 恵子 （金沢医療センター 看護部長）

シンポジスト：阪上  学  （金沢医療センター 院長）
宮崎 陽子 （金沢市保健所地域保健課 担当課長）
鍛治 恭介 （半田内科医院 院長）
寺田 祐里 （やまと＠ホームクリニック 緩和ケア認定看護師）
坂本 幸恵 （地域包括支援センター とびうめ 保健師）

看護交流集会 １５：２５～１６：５５

テーマ：見つめなおす看護実践のカタチ ～新しいケア用具の提案～

講演：小林 宏光 （石川県立看護大学大学院 研究科長 人間科学領域 人間工学教授
   石川県立看護大学大学院 看護デザイン分野 教授）

座長：米田 明子  （金沢赤十字病院 看護師長）
演者：中西 容子  （金沢市立病院 看護部長）

安藤 直樹  （金沢市立病院 看護師）

口演 第 1群 調査研究 4演題 ９：５０～１０：３０

座長：内村 恵里子 （石川県立中央病院 主査 がん看護専門看護師）

O-1 演題取り下げ

O-2 災害時に医療的ケア児の支援に必要な情報の検討
～「災害時あんしんファイル」の調査から～

◯仲髙 知穂 干場 明子 西田 牧子 （金沢大学附属病院）

O-3 日本語版・看護師の自己効力感尺度の作成におけるプレテストの検証
◯竹内 陽子 一ノ山 隆司 （金城大学看護学部）

加藤 真由美 田中 浩二 （金沢大学大学院医薬保健学系）

O-4 外来病棟一元化に取り組む外来・兼務・病棟それぞれの立場の看護師が抱える思い
◯南 真裕美 中藏 明美 林 亜紀 坂井 彩加 竹内 理恵

（国民健康保険小松市民病院）
松井 優子 （公立小松大学保健医療学部）

口演 第 2群 教育・支援 4演題 １０：３０～１１：１０

座長：埴生 由紀恵 （金沢市立病院 副師長 がん性疼痛看護認定看護師）

O-5 A病棟でのシミュレーション学習の評価
～ARCSモデルに基づいて作成された興味度調査票を用いて～
◯粟津 友子 西川 由紀子 西田 美鈴 青木 宏美 中間 夕理子

（公立松任石川中央病院）

O-6 新人教育指導チェックリストの改善による人材育成への影響に関しての一考察
◯向井 直美 義井 玲子

（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター 金沢循環器病院）

O-7 手術室看護師の気道確保困難の評価と対応力向上を目指した教育プログラムの効果
◯坂本 守 塚腰 隆志 折田 緑 （公立能登総合病院）
木森 佳子 （石川県立看護大学）

B会場 チャンネル２
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O-8 配置転換した看護師への支援についての検討
◯西田 真実子 玉田 裕子 牧 奈帆夏 石塚 沙綾 （石川県立中央病院）

口演 第３群 退院支援 4 演題 １１：１０～１１：５０

座長：宮下 みごと （金沢赤十字病院 師長）

O-9  ADL 低下した末期心不全患者の退院支援
～多職種連携を通して～

◯道下 志乃 義井 玲子
（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター 金沢循環器病院）

O-10 A 病院で実施した骨折患者の看護師同席による退院前訪問指導の現状と課題
◯竹本 ゆかり 森久 和香 坪田 玲加 山下 美樹 能登 智重

櫻井 亜希子 （JCHO 金沢病院）

O-11 回復期リハビリ病棟の退院支援に関する課題の明確化
～グループインタビューを通して～

〇江川 いづみ 石崎 有紀 中村 達也 東藤 昌子 （公立つるぎ病院）

O-12 心不全患者への生活指導に関する病棟看護師の実態調査
◯中村 ひかり 浅野 奈美 長﨑 翔 高木 真里 前口 裕子 倉 弘美

（石川県立中央病院）

口演 第１～３群 講評 １１：５０～１２：２０

講評者：寺井 梨恵子 （石川県立看護大学 基礎看護学 准教授）

ランチョンセミナーB １２：２０～１３：３０ 共催：パラマウントベッド（株）ニプロ（株）

ニプロランチョンセミナー
テーマ：スマートフォンを活用した検温表の自動入力システムの導入と運用

～ニプロ HN ラインをつかって～

演者：片田 淑子 （医療法人徳洲会鹿児島徳洲会病院 看護部長）
 座長：藤牧 和恵  （公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 看護部長）

パラマウントベッドランチョンセミナー
テーマ：看護×ICT 活用事例

～睡眠センサーを活用した 睡眠ケア が看護をどう変えるか～

演者：佃 順子 （医療法人晴風園阪神リハビリテーション病院 副院長）
座長：藤牧 和恵 （公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 看護部長）

口演 第 4 群 患者・家族の思い 4 演題 １３：４０～１４：２０

座長：鹿島 しのぶ
（公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 副看護部長 緩和ケア看護認定看護師）

O-13 肝細胞癌患者がアテゾリズマブ+ベバシズマブ初回治療導入時に抱える
思いについて
◯森川 歩美 室谷 貴子 石井 千絵 畠中 達哉 廣田 光帆

（金沢大学附属病院）

O-14 児を亡くした母親の要望に沿ったグリーフケア
◯山口 真理 （金沢医科大学病院）

O-15 緊急入院時に退院支援に関する要望の確認を受けた脳卒中患者の家族の思い
◯沖 朋美 松田 琴美 （金沢医科大学病院）

北村 佳子 （金沢医科大学看護学部）

O-16 心が揺れ続けた高齢がん患者がその人らしく生きようとする想いを支えた
関わり
◯富 満亀子 岡部 明代 （公立羽咋病院）

口演 第５群 COVID-19 の影響 4 演題 １４：２０～１５：００

座長：中村 ひとみ （金沢医療センター附属金沢看護学校 教育主事）

O-17 マスクの着用がコミュニケーションに及ぼす影響に関する文献検討
◯岸 凛太朗 （金沢市立病院）

中嶋 知世 石川 倫子 （石川県立看護大学）
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O-18 コロナ禍における臨地実習で看護学生がとった患者とのコミュニケーションの工夫
◯今井 咲希 （金沢大学附属病院）
石川 倫子 中嶋 知世 （石川県立看護大学）

O-19 コロナ禍における臨地実習で看護学生が患者とのコミュニケーションで感じた困難
◯池田 瑠海 （金沢赤十字病院）
中嶋 知世 石川 倫子 （石川県立看護大学）

O-20 重症 COVID-19 に対応した集中治療室看護師の心理的影響
◯銘形 愛 木村 將太 橋爪 日向子 （石川県立中央病院）

口演 第６群 看護ケア・介入 4演題 １５：００～１５：４０

座長：長田 知春 （KKR北陸病院 看護師長）

O-21 一般病棟における転倒転落予防のための新人看護師、ベテラン看護師の観察視点
の違い

◯島田 真琴 （富山県立中央病院）
浦井 珠恵 （富山県立大学 看護学部）

O-22 身体的拘束 3原則の検討を意識した身体的拘束の解除に向けた取り組み
◯齋藤 翠 （公立能登総合病院）

O-23 脳血管障害患者の食事摂取の自立に向けて
ー車椅子乗車でPOTTプログラムを実施してー

◯橋屋 佑紀 垣内 美香 松平 明美 長曽 佳代子 東 のぞみ
（石川県立中央病院）

O-24 A病院高度集中治療センターにおける看護師による気管挿管患者の口腔アセス
メントとケアの実際

◯与畑 拓哉 板垣 美緒 （石川県立中央病院）

口演 第４～６群 講評 １５：４０～１６：１０

講評者：松本 智里 （石川県立看護大学 成人看護学 准教授）

会 長 講 演

特 別 講 演

理 事 長 企 画

ランチョンセミナー

シ ン ポ ジ ウ ム

看 護 交 流 集 会
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