
平成 29年度 新潟県看護協会看護学会プログラム 

 

日 時  平成 29年 12月 1日（金） 9:00～16:00 

会 場  朱鷺メッセ 

 

テーマ  『地域の暮らしを支える看護の未来』 

 

看護フォーラム 【10:00～11:30】   第 1会場 2階 スノーホール  

 

テーマ 『地域包括ケアを支える人材育成』 

     ～いのち・くらし・尊厳を守り支える看護を展開するために～ 

講師  神戸女子大学 教授・元日本看護協会 常任理事  洪 愛子 

座長  立川綜合病院 認定看護管理者        加藤 栄子 

 

 

 
特別講演  【12:40～14:10】   第 1会場 2階 スノーホール  

 

テーマ 『医療・介護政策としての地域包括ケア』 

     ～活力ある高齢化社会を創造するために～ 

講師  岡山大学 客員教授・元内閣官房社会保障改革担当室長 

宮島 俊彦 

座長  新潟県立看護大学 教授           平澤 則子 

 



演題発表プログラム 

  【口演】第２会場   （２階 スノーホール）                                    

 A群 （15：00～16：00）             座長  須栗 裕子 日本赤十字社 長岡赤十字病院  

 

A－１  がん化学療法を受ける肺がん患者の便秘の援助に関する実態調査 

医療法人立川メディカルセンター 立川綜合病院 加藤 真琴 

 

A－２  意識下で手術を受ける患者へのタッチング効果 

－白内障手術中に「手を握る」行為を実施して－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 三条総合病院 森山 洋子 

 

A－３  手術室看護師と病棟看護師の術中看護記録への意識の相違 

－術後看護ケアの充実に向けたアンケート調査から－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院 中山 結 

 

A－４  内頚動脈ステント留置術施行患者のセルフケアに対する意識・行動の検証 

－SCAQを用いて－ 

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 吉田 哲也 

 

A－５  骨粗鬆症治療薬剤自己注射導入から継続状況の実態調査 

社会医療法人仁愛会 新潟中央病院 河内 麻理子 

 

A－６  RASSスケール導入による鎮静管理の見直し 

－スケールの有効性と患者への効果について－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター 渡邉 結生 

 

 

  【口演】第１会場   （４階 マリンホール）                                     

 B群 （13：10～14：10）       座長  遠藤 あゆみ 医療法人社団真仁会 南部郷厚生病院   

 

B－１  癌ターミナル期の患者に対する A病棟看護師の関わりの実態 

      －全人的苦痛の視点から－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院  瀬川 綾子 

 

B－２  在宅酸素療法患者の日常生活の実態 

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 宮腰 尚子 

  



B－３  血液透析患者の服薬行動に影響を与える要因 

新潟県立新発田病院 馬場 菜生 

 

B－４  がんせん妄に対する看護師への教育的介入前後の変化 

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 佐藤 萌 

 

B－５  エンゼルケアに関する病棟看護師の不安や疑問の現状調査からの手順書の作成 

－手技の情報を提供・共有するために－ 

医療法人社団健進会 新津医療センター病院 佐藤 梨恵 

 

 

 C群 （14:20～15:10） 座長 松岡 長子 社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会新潟第二病院  

 

C－１  Ａ病院の新人看護師のリアリティショックの実態調査 

新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター 小林 洋子 

 

C－２  外来看護師の午後のミーティングに対する意識調査 

新潟県立新発田病院 高橋 晴代 

 

C－３  Ａ施設の看護師を対象とした災害トリアージ学習会の取り組み 

見附市立病院 志田 朝幸 

 

C－４  Ａ病院開院後、救急医療に携わる医療スタッフの抱える問題と今後の課題 

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 高野 久美子 

 

Ｃ－５  病棟における患者・家族の苦情・クレーム対応に関する実態と看護師の認識 

社会医療法人桑名恵風会 桑名病院 五十嵐 美希 

 

 

 D群 （15:20～16:00）                   座長  今井 みゆき 新潟県立十日町病院  

 

D－１  小児・重症心身障害児への訪問開始当初に訪問看護師が抱く不安とその対処 

社会福祉法人長岡福祉協会 長岡療育園 大嶋 さよ子 

 

D－２  幼児期の患児をもつ母親の内服介助に関する意識 

医療法人恒仁会 新潟南病院 岩村 詩織 

 

  



D－３  主介護者への意向に沿った在宅看取りの準備教育と訪問看護師の役割 

      －主介護者へのインタビュー調査から－ 

新潟県立津川病院 剣持 桂子 

 

D－４  倫理的課題解決を目的として介入した在宅要介護者に対する保健師の看護展開の分析 

      －関係者間における価値の対立の発見と倫理的意思決定に向けた支援に焦点をあてて－ 

上越市役所 小林 奈緒子 

 

 

【示説】第３会場    （2階中会議室  201）                                    

 E群 （13:10～13:40）        座長  野村 光江 総合リハビリテーションセンター・みどり病院  

 

E－１  高齢者の便秘 

－ココアの効果－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 瀬波病院 岩村 智子 

 

Ｅ－３  個別性のある看取りに向けた個人シートの活用とデスカンファレンスの効果 

医療法人恒仁会 新潟南病院 登坂 佐智子 

 

Ｅ－４  外来化学療法を受ける患者のスケールを用いた患者把握と看護介入を試みて 

社会医療法人桑名恵風会 桑名病院 田代 章子 

 

Ｅ－５  デスカンファレンス開催前後の看護師と介護職員の意識の比較 

医療法人社団健進会 新津医療センター病院 田中 葉子 

 

 

 F群 （13:45～14:15）               座長  坂井 八十子 医療法人恒仁会 新潟南病院  

 

Ｆ－１  高リン血症の自己管理が困難な患者のナラティブ分析 

新潟医療生活協同組合 木戸病院 小泉 里佳 

 

Ｆ－２  胎脂付着状況と膿痂疹発生の関連性についての実態調査 

医療法人愛仁会 亀田第一病院 大澤 京子 

 

Ｆ－３  乳がん化学療法を受けた患者の有害事象による生活への影響の実際 

新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 本間 梓 

 

Ｆ－４  看護師を対象にしたヒモトレーニング実施による腰痛軽減の効果 

佐渡市立両津病院 松本 綾子 

 



 G群（14:20～14:45）            座長  藤田 美佐子 労働者健康安全機構 燕労災病院  

 

Ｇ－１  外来・手術室兼務看護師に対する模擬手術室を用いた手術室準備ＫＹＴの効果 

      －手術室準備チェック表の分析から－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 あがの市民病院 米山 直美 

 

Ｇ－２  手術室で発生する音に対しての実態調査 

      －腰椎麻酔下で手術を受けた患者が最も不快に感じた音は何か－ 

医療法人愛仁会 亀田第一病院 松浦 康子 

 

Ｇ－３  全身麻酔後の口腔内不快感に対するレモン水噴霧の効果 

      －水での口腔清拭とレモン水噴霧の比較－ 

医療法人愛仁会 亀田第一病院 江花 愛梨 

 

 

 Ｈ群 （14:50～15:40）       座長  山﨑 加代子 (独) 国立病院機構さいがた医療センター  

 

Ｈ－１  クリニカルラダー別退院支援研修理解度の評価 

      －病棟看護チームで退院支援を実践するために－ 

新潟県立坂町病院 露崎 かおり 

 

Ｈ－２  転倒転落アセスメントスコアシートの有効性の検証 

      －転倒転落アセスメントスコアシートを改訂して－ 

新潟県医療生活協同組合 木戸病院 清水 洋絵 

 

Ｈ－３  看護師が退院支援に用いる患者情報シートと問題点のチェックシートに対する評価 

医療法人宮仁会 猫山宮尾病院 西山 浩未 

 

Ｈ－４  患者の急変場面における看護補助者の感情 

新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 高橋 美由紀 

 

Ｈ－５  ＰＮＳ導入効果と課題 

医療法人恒仁会 新潟南病院 渡邉 陽子 

 

Ｈ－６  「看護を語ろう会」の運営方法の評価 

－質問紙調査の結果を分析して－ 

社会医療法人桑名恵風会 桑名病院 吉川 綾子 

 


