
平成 30年度 新潟県看護協会看護学会プログラム 

 

日 時 平成 30年 11月 30日（金） 9:00～16:00 

会 場 朱鷺メッセ 

 

テーマ 『看護がつなぐ暮らしのかたち』 

 
看護フォーラム 【9：50～11：20】   第 1会場 2階 スノーホール  

 

テーマ 『生きるを共に』 

～これからの看護に求められるもの～ 

講 師 日本看護協会  会長 福井 トシ子 

座 長 新潟県看護協会 会長 奥村 麗子 

 

 

 
シンポジウム 【13：15～15：15】   第 1会場 2階 スノーホール  

 

テーマ 『看護がつなぐ暮らしのかたち』 

シンポジスト 

東久留米白十字訪問看護ステーション 在宅看護 CNS   中島朋子 

東邦大学看護学部 教授                 横井郁子 

こぶし訪問看護ステーション 管理者           樋口昌美 

座長 新潟医療福祉大学看護学部 教授           宇田優子 

  



演題発表プログラム 

                            【口演】                                

 

A－１  救命センター看護師の臨床経験の差による環境整備の意識調査から気づきをケアに 

つなげる検討 

新潟大学医歯学総合病院 平田 淳子 

 

A－２  外来看護におけるタブレット端末を用いた手術前説明の視覚効果 

－笑顔のある生活を目指して－ 

医療法人宮仁会 猫山宮尾病院 松原 綾子 

 

A－３  ツーステージ法とウォーターレス法の皮膚への影響の比較 

新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター 徳原 伸子 

 

A－４  術後患者の離床意欲を引き出すために 

－離床計画用紙と運用方法の見直し－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 池野 里紗 

 

 

B－１  A 病院における早期授乳回数、人工乳補足の退院時母乳率の比較からみた母乳育児支援

の検討 

医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 滝沢 朋子 

 

B－２  産前里帰り先の実母の生活実態と娘に対する支援への思い 

新潟医療生活協同組合 木戸病院 池亀 有美 

 

B－３  総合病院一般科看護師が感じる精神障がい者の対応困難要因 

－アンケートからみる一般科看護師の思い－ 

新潟県立新発田病院 阿部 直樹 

 

B－４  隔離室患者の開放観察の開始に伴う看護師のアセスメントに関する研究 

新潟大学医歯学総合病院 黒川 正興 

 

B－５  精神科慢性期閉鎖病棟における行動制限緩和に向けた意識調査 

－隔離中の患者の状態評価と看護判断の視点から－ 

新潟県立精神医療センター 高橋 秀和  

 A群 （11：30～12：20） 第 1会場（スノーホール） 

座長 高岡 勝利（新潟県立がんセンター新潟病院） 

 B群 （11：25～12：25） 第 2会場（マリンホール） 

座長 吉森 容子（新潟県済生会三条病院） 



 

C－１  スムーズな退院支援についての一考察 

－自宅退院できた介護の必要な症例より－ 

新潟県立新発田病院 板垣 幸 

 

C－２  リフレクションが新人看護師のレジリエンスに及ぼす影響 

新潟市民病院 佐藤 加奈 

 

C－３  外来看護師の診察室業務の指導プログラムの評価 

社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 池端 香奈 

 

 

D－１  看護師の退院支援行動に対する意識向上を目指して 

－退院支援システム化への取り組み－ 

医療法人恒仁会 新潟南病院 二平 涼太朗 

 

D－２  足病変の発生予防を目指して 

－危険度分類表を用いたフットチェックを実施して－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 木村 由美子 

 

D－３  運動強度を取り入れたウォーキングの効果と今後の課題 

新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 内山 芳美 

 

D－４  教育入院後に再入院した糖尿病患者の自己管理困難に至った要因 

新潟医療生活協同組合 木戸病院 小野 静代 

 

D－５  透析患者への深い理解と支持的支援を目指した患者指導 

－患者インタビューから見えてきたもの－ 

新潟県立吉田病院 白倉 真由美 

 

D－６  カペシタビン内服に伴う手足症候群の予防的セルフケア行動と影響要因 

－外来治療継続患者との関わりを通して－ 

新潟県立燕労災病院 本田 真由子 

 C群 （15：20～15：50） 第 1会場（スノーホール） 

座長 板垣 広美（新潟大学医歯学総合病院） 

 D群 （15：00～16：00） 第 2会場（マリンホール） 

座長 中濱 美也子（医療法人泰庸会 新潟脳外科病院） 



                             【示説】                              

 

E－１  対応困難な認知症患者への看護師・介護士の心理・行動の変化 

－認知症認定看護師の勉強会・認知症カンファレンスを実施して－ 

医療法人恒仁会 新潟南病院 栗原 幸子 

 

Ｅ－２  認知症高齢者の内服自己管理に向けた援助  

－内服ステップシートを作成して－ 

医療法人愛仁会 亀田第一病院 矢野 綾 

 

Ｅ－３  ミトン装着患者の臭気に対する清拭の効果  

－緑茶とアロマオイルを使用して－ 

医療法人愛仁会 亀田第一病院 松尾 みどり 

 

Ｅ－４  コントロール良好な高齢慢性心不全患者の病気の自覚と療養生活の実態 

新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院 加藤 知子 

 

 

Ｆ－１  A病棟におけるスキンテア減少への取り組み 

新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター 鈴木 祐子 

 

Ｆ－２  退院に消極的な家族の要因 

－円滑な退院支援を行うための退院に向けた不安内容の調査からの一考察－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 あがの市民病院 阿部 遥奈 

 

Ｆ－３  笑顔で安心・退院支援！！ 

－地域包括ケア病床の患者が安心して退院できる看護をめざして－ 

新潟県立吉田病院 島田 美鈴 

  

 E群 （11：40～12：20） 2階中会議室 201 

座長 上村 雅樹（医療法人崇徳会 田宮病院） 

 F群 （14：00～14：30） 2階中会議室 201 

座長 中島 祐子（南魚沼市民病院） 



 

Ｇ－１  外来看護師の語りから見出した看護実践能力 

新潟県立吉田病院 片桐 未歩 

 

Ｇ－２  看護職のワーク・ライフ・バランスの取り組み 

－対策の実施と評価－ 

佐渡市立両津病院 石井 貴美子 

 

Ｇ－３  看護師主任のマネジメントラダーの一考察 

－ナラティブ記述とコンピテンシーを用いた面談評価実施後の調査結果－ 

社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 関根 隆子 

 

 

Ｈ－１  患者の急変場面における看護補助者の感情 第 2報 

－危機状態から前向きな感情へ転換する要因とは－ 

新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 寺澤 尚起 

 

Ｈ－２  病院における看護記録の実態調査 

－時間外勤務の理由及び看護記録の問題、課題、工夫について－ 

新潟県看護協会 看護師職能Ⅰ委員会 田中 京子 

 

Ｈ－３  成長を促す新人保健師へのアプローチ －ホワイトボード・ミーティング®の効果－ 

佐渡市役所両津支所 伊藤 雅子 

 

Ｈ－４  在宅看取りを希望する訪問看護利用者の最期に関する実態調査について 

－訪問看護利用者が検死とならないために－ 

公益社団法人新潟県看護協会 訪問看護ステーションみつけ 清水 民枝 

 

Ｈ－５  外来看護の質を上げるために －外来看護師の意識調査・アクションリサーチを実施して－ 

医療法人恒仁会 新潟南病院 宇津野 美由紀 

 

  

  G群（14：35～15：05） 2階中会議室 201 

座長 五十嵐 幸栄（医療法人健周会 東新潟病院） 

 Ｈ群 （15：10～16：00） 2階中会議室 201 

座長 高橋 一美（新潟県厚生農業協同組合連合会 あがの市民病院） 



 ランチョンセミナー 【12:00～12:30】   第２会場 4階 マリンホール  

 

テーマ『質の高い看護は良質な睡眠から』 

共催：東洋羽毛 

定員：200名 


