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一般演題（ポスター） 終末期 11月8日（土）13：40～14：22 D＋Eポスター会場

座長：日本赤十字社 福岡赤十字病院 不動寺美紀

P-001 透析患者の終末期の関わりを考える
恵仁会 三愛病院 看護部 病棟 佐々木えり子

P-002 短期間に複数の合併症が出現した終末期透析患者・家族への援助
～病棟看護師として 6ヶ月の関わり～

社会医療法人千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 3階中央病棟 藤川美智江

P-003 終末期維持透析患者の透析中止の希望についての関わり
輪島病院 柴垣都志子

P-004 事前指示書導入に向けて～患者・看護師の思いから事前指示書の在り方を考える～
医療法人社団誠仁会 みはま病院 新岡 千晶

P-005 当クリニックにおけるデスカンファレンスの実践
社会医療法人名古屋記念財団 鳴海クリニック 関川 美知

P-006 認知機能が低下した後期高齢者の透析治療見合わせ
～代理意思決定をした 1事例の家族の思い～

医療法人新生会高の原中央病院 透析センター 山本 恭子

一般演題（ポスター） 高齢者 11月8日（土）14：22～15：04 D＋Eポスター会場

座長：社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 植木 博子

P-007 患者の意思決定を尊重した退院調整
独立行政法人労働者健康福祉機構 中部ろうさい病院 透析室 三浦あけみ

P-008 高齢透析患者における認知症と透析歴の関係～MMSEによる評価～
医療法人衆和会 長崎腎病院 熊 博和

P-009 長期透析患者の認知症をきたした一例～ピアサポートの実際～
特定医療法人桃仁会病院付属診療所 杉本 信子

P-010 患者・家族を含めた援助、支援の充実
～社会資源を活用し患者のQOLを低下させない取り組み～

医療法人 高橋内科クリニック 越智 洋行

P-011 当院の高齢者における現状調査と今後を考える
医療法人真鶴会 小倉第一病院 桑原由紀恵

P-012 患者および患者家族の在宅支援を考える～高齢転入患者の事例を通して
医療法人社団三宝会 志都呂クリニック 井島 順子

一般演題（ポスター） 患者・家族支援 11月8日（土）15：04～15：53 D＋Eポスター会場

座長：医療法人社団小羊会 船橋本町クリニック 阪田 珠美

P-013 通院高齢透析者の家族支援～第二回家族交流会を試みて～
新生会第一病院 血液浄化センター 井上 昭希
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P-014 本人、家族共に聴覚障害をもった患者とのかかわり
～手話の活用・手話通訳ボランティアと協力して～

医療法人親和会 天神クリニック 透析室 佐久間輝久

P-015 威圧的な患者への看護師の認識・かかわりの変化～事例検討会の学びを活かして～
新生会第一病院 在宅透析教育センター 村瀬智恵美

P-016 家族看護・支援プロジェクトの 3年間の活動を振り返る
社会医療法人名古屋記念財団 東海クリニック 永尾 洋子

P-017 認知症のある維持期超高齢血液透析患者を介護する家族の支援について考える
～家族へのインタビュー結果から～

医療法人社団仁誠会 クリニック光の森 本田 浩美

P-018 血液透析中の精神発達遅延患児を持つ親の苦悩
岩手県立 千厩病院 三浦真奈美

P-019 外来維持透析患者の在宅支援をするための課題検討
社会医療法人明陽会 明陽クリニック 柴田喜美江

一般演題（ポスター） セルフケア① 11月8日（土）15：53～16：28 D＋Eポスター会場

座長：医療法人社団中郷会 新柏クリニック おおたかの森 小笠原 香

P-020 セルフケア構築を目的とした患者指導
～透析室便りの情報が患者指導になっているか～

医療法人島津会 幡多病院 透析室 酒井 優美

P-021 インストラクショナルデザインに基づく慢性腎臓病患者用 eラーニング教材の開発
群馬県立県民健康科学大学 看護学部 看護学科 高橋さつき

P-022 看護師教育の場づくりの効果～実践に活かせるセルフケア支援の研修～
名古屋記念財団 ホスピーグループ腎透析事業部看護部 岡山ミサ子

P-023 セルフマネジメント困難な患者へ自己効力感を高めるアプローチを試みて
～指導の方法を検討した一例～

白根徳洲会病院 大島 早苗

P-024 血液透析患者の服薬アドヒアランス向上を目標としたプライマリーナースによる
服薬指導の取り組み

医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 土居 千草

一般演題（ポスター） セルフケア② 11月8日（土）16：28～16：56 D＋Eポスター会場

座長：医療法人社団石川記念会 日比谷石川クリニック 佐藤 幸子

P-025 残薬回収の実施を試みた結果の報告
医療法人社団清流会 田原 尚恵

P-026 看護師の関わりを変えたことで体重管理が良好になった事例を振り返って
駒込共立クリニック 矢野 晶子
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P-027 高齢透析患者の体重管理支援
～メッセージ付き体重管理カードを使用した 2事例からの検討～

群馬県済生会前橋病院 長壁としみ

P-028 患者の行動変容に繋がる支援のあり方
～知的障害のある患者への血糖コントロール支援を振り返って～

三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 五階西病棟 田中 亜季

一般演題（ポスター） フットケア 11月8日（土）13：40～14：15 D＋Eポスター会場

座長：総合病院 国保旭中央病院 大川あさ子

P-029 秋田県における透析患者のフットケアの現状～秋田腎不全看護セミナーの取組～
おのば腎泌尿器科クリニック 佐藤 輝子

P-030 クリニック透析室での糖尿病性腎症患者の下肢救済への介入
谷山生協クリニック 森 純子

P-031 当院腎センターにおけるフットケア外来の取り組み～経緯と今後の課題～
松山赤十字病院 白石 多恵

P-032 透析前の人工炭酸足浴が足部血流量および自覚症状に及ぼす影響
医療法人ふれあい会 半田東クリニック 鈴村 一帆

P-033 セルフケア困難で下肢病変のある患者に対して行った施設との連携
医療法人社団クレド さとうクリニック 細谷由香里

一般演題（ポスター） 心理・精神 11月8日（土）14：15～15：04 D＋Eポスター会場

座長：総合病院 国保旭中央病院 髙尾 美香

P-034 自己管理困難となった一型糖尿病患者の透析治療決断までの想いと
治療継続に繋がった看護支援～病みの軌跡モデルを用いて～

飯田市立病院 腎センター 仲田 里美

P-035 外来血液透析患者の精神健康度の実態と自己管理行動への影響
国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科 山本佳代子

P-036 肥満者のパーソナリティー分析の有用性の検討
医療法人社団誠仁会 みはま病院 看護部 伊丹谷祐子

P-037 深夜透析から在宅血液透析に移行する患者の心理変化
茨城県立中央病院 透析センター 米倉 英子

P-038 クリニックでの対応に難渋した透析患者とのかかわりを経験して
医療法人晴仁会 立川北口駅前クリニック 望月 博美

P-039 PD患者の自己管理意欲を高める事ができた看護師の関わり
～アルバート・バンデューラの自己効力感を用いて～

佐賀大学医学部附属病院 腎臓内科 伊東菜美子
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P-040 多重障害を持った若年透析患者のセルフマネージメント獲得に向けた看護介入
～症例検討会の導入を患者側面から考える～

みはま成田クリニック 伊藤 孝子

一般演題（ポスター） 災害① 11月8日（土）15：04～15：39 D＋Eポスター会場

座長：医療法人如水会 嶋田病院 宮本 友子

P-041 定期的な防災指導による患者・医療者の変化～透析室における防災指導の検討～
群馬県済生会前橋病院 柴田久仁子

P-042 患者参加型防災訓練を経験して得られた今後の課題
医療法人聖比留会 厚南セントヒル病院 人工透析センター 天野 美紀

P-043 有床診療所における火災訓練 当院の取り組み
医療法人 力武医院 円城寺由加里

P-044 血液浄化療法センターにおける救急対応訓練救急シミュレーション教育の取り組み
医療法人創和会 しげい病院 中村 薫

P-045 透析室勤務者のシミュレーション実施による緊急時対応のスキルアップを目指して
大阪市立総合医療センター 透析室 原 幸子

一般演題（ポスター） 災害② 11月8日（土）15：39～16：07 D＋Eポスター会場

座長：埼玉医療生活協同組合 皆野病院 大滝 徹

P-046 透析室の災害対策と意識向上について
公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院 看護部 鹿島 美冬

P-047 DVDを用いた透析クリニックにおける災害時対策指導についての経験
医療法人好輝会 梶本クリニック 三村 律子

P-048 人工透析センターでのアクションカードを使用した災害発生時の対応について
大和高田市立病院 人工透析センター 井上 絵奈

P-049 多職種で行った大規模災害対応に向けた 3年間の取り組み
川崎市立多摩病院 腎センター 上遠野郁恵

一般演題（ポスター） 医療安全① 11月8日（土）16：07～16：42 D＋Eポスター会場

座長：医療法人緑栄会 三愛記念そが病院 藤田恵利子

P-050 血液透析の穿刺・回収時における感染予防対策の徹底を目指した取り組み
旭川赤十字病院 横堀 仁美

P-051 透析室での標準予防策の取り組み
医療法人 行橋クリニック 看護部 告下 真琴

P-052 透析通信システム Future Net Web＋を導入して
～Future Net Web＋導入後に出現したインシデントへの取り組み～

済生会泉尾病院 東 倫子
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P-053 ナースエイドへのKYT導入の試み
眞仁会 久里浜クリニック 中島 朋美

P-054 スタッフ個々のインシデントの傾向を調査する
生寿会 岡崎北クリニック 望月 明美

一般演題（ポスター） 医療安全② 11月8日（土）16：42～17：10 D＋Eポスター会場

座長：医療法人緑栄会 三愛記念そが病院 透析室 須賀田和美

P-055 抜針事故に対する漏血感知シートの使用経験
医療法人 力武医院 円城寺由加里

P-056 脳機能検査と認知症血液透析患者の自己抜針対策との関連性について
医療法人光寿会 光寿会春日井病院 鳥居 芳行

P-057 高齢・認知症患者の安全対策への取り組み
医療法人社団秀佑会 東海病院 病棟 篠原千香子

P-058 透析中に継続した運動療法への取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 木下 光江

一般演題（ポスター） スタッフ教育 11月8日（土）13：40～14：22 D＋Eポスター会場

座長：天使大学 看護栄養学部 看護学科 新谷 惠子

P-059 当院におけるスタッフ向け院内勉強会の取り組み
医療法人社団三樹会 吉野三宅ステーションクリニック 大西 敦子

P-060 患者が安心して治療を受けられる人的環境を整える
～接遇改善に取り組んだ 1年間の評価～

総合病院 国保旭中央病院 透析センター 浪川 通子

P-061 透析室看護師の学習会の有効性についての調査報告
医療法人尚腎会 高知高須病院 柳本 周美

P-062 病棟看護師を対象とした勉強会の効果
金沢医療センター 透析室 山本 公美

P-063 “長時間透析患者に対する看護を語る”交流集会開催の試みと評価
～アンケート結果より～

医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニック 荒木 環

P-064 退院前訪問指導を開始して～看護師の意識調査から見えたこと～
岡山済生会総合病院 柏野美保子
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一般演題（ポスター） 看護体制・システム管理① 11月8日（土）14：22～14：57 D＋Eポスター会場

座長：特定医療法人桃仁会 烏丸透析クリニック 若林 和久

P-065 申し送り表活用による業務改善と申し送り内容充実への取り組み
～安全安楽な透析に対する透析室・病棟間連携強化に向けて～

国民健康保険 小松市民病院 山下 綾

P-066 各種委員会・専門業務を活性化する取り組み
医療法人真鶴会 小倉第一病院 菖蒲 明子

P-067 透析導入期指導に関する県内共通サマリーの検討
～千葉県内施設へのアンケート調査から～

東葛クリニック病院 高橋奈緒美

P-068 当院における心疾患発症の現状その対応
健和会 大手町病院 渡辺 幸恵

P-069 国内での Inter Professional Work の定義についての文献的検討
埼玉医療生活協同組合 皆野病院 大滝 徹

一般演題（ポスター） 看護体制・システム管理② 11月8日（土）14：57～15：39 D＋Eポスター会場

座長：JAとりで総合医療センター 石川 弘子

P-070 透析患者看護必要量の調査から人員配置を考える
恵仁会 三愛病院 田村 祐子

P-071 適正看護師配置に向けた「血液透析患者の看護の必要量」調査による現状と課題
埼玉県済生会川口総合病院 安藤のり子

P-072 当センターにおける「血液透析看護必要度」の推移
鶴岡市立荘内病院 血液浄化療法センター 成澤 知美

P-073 当院病棟看護師及び透析室看護師のキャリア開発意識の違いとその要因
相生会 わかば病院 透析センター 水野眞由美

P-074 1 年間のアクティブラーニングでの研修会実施とアンケート結果
～スタッフの学習態度やモチベーションの変化を調査して～

社会医療法人明陽会 明陽クリニック 馬場 喜子

P-075 冠動脈血行再建術前・後の患者のリスクファクター管理の支援
～目標管理シートを使用して～

医療法人社団 長谷川病院 中邑ひとみ

一般演題（ポスター） 看護ケア 11月8日（土）15：39～16：28 D＋Eポスター会場

座長：医療法人 三橋病院 佐藤 智秋

P-076 透析患者のかゆみケアを考える～かゆみに関するアンケート調査より～
上福岡腎クリニック 望月 高子
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P-077 透析患者におけるレストレスレッグス症候群のQOL評価についての一考察
医療法人社団欅会 小平北口クリニック 海津 明子

P-078 透析患者の痒み軽減に向けた包括的取り組み
医療法人飛梅会 はせ川クリニック 鶴田 絹代

P-079 ビフィズス菌HDⓇ摂取による透析患者の排便習慣の改善
公立学校共済組合 東海中央病院 血液浄化センター 森野 陽子

P-080 抗がん剤治療を安定して継続できるための透析患者へのチームでの関わり
松山赤十字病院 枡谷 親佳

P-081 糖尿病透析患者の血糖コントロール指導の効果
新城市民病院 櫻本 加子

P-082 糖尿病透析患者におけるインスリン注射手技の実態調査
長野赤十字病院 内科外来 坂西佐智世

一般演題（ポスター） 腹膜透析① 11月8日（土）16：28～16：56 D＋Eポスター会場

座長：テルモ株式会社 ホスピタルカンパニー 水町 淑美

P-083 高齢患者のPD導入期指導
独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院 福岡 美希

P-084 外国人女性の腹膜透析導入指導に携わって
～フィリピンの医療事情や生活環境を考慮して～

半田市立半田病院 7B病棟 磯部 明根

P-085 患者の生活ニーズに対応した腹膜透析導入指導の検討
市立砺波総合病院 看護部 荒井 智美

P-086 腹膜透析患者のQOL向上への取り組み～充実した自宅療養に向けて～
社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 腎・泌尿器センター 吉田 加奈

一般演題（ポスター） 腹膜透析② 11月8日（土）16：56～17：24 D＋Eポスター会場

座長：ESTクリニック 今井 杏奈

P-087 腹膜炎対策におけるCQI 活動～維持期の自己管理指導体制の構築～
大分赤十字病院 曽根崎裕子

P-088 腹膜透析領域におけるCQI 活動推進に向けて～CQI 実践セミナーの評価～
バクスター株式会社 クリニカルコーディネーター 田中美砂子

P-089 腹膜透析担当病棟の取り組み
広島市民病院 看護部 後 薫

P-090 腹膜透析看護教育への取り組み～学習会を開催して～
新潟県厚生連 長岡中央綜合病院 透析センター 小林 美幸
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一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス 11月8日（土）15：20～16：02 D＋Eポスター会場

座長：総合病院 国保旭中央病院 透析センター 戸村 功子

P-091 経験年数による血管観察技術に違いはあるか？ 穿刺技術向上についての考察
社会医療法人名古屋記念財団 鳴海クリニック 福冨 和子

P-092 バスキュラーアクセス部位分類の開発～第 1報～
公益社団法人鹿児島共済会南風病院 透析室 徳田 勝哉

P-093 エコーガイド下穿刺の適応と有用性～ポータブルエコー使用 4年の経験より～
医療法人 高橋内科クリニック 細川 典子

P-094 シャントトラブルがある 4名に行ったシャントマッサージの効果
医療法人協愛会 阿知須共立病院 透析センター 中村 丹美

P-095 透析中のシャント肢痛に対して劇的に痛みが消失した共通点の検討
～簡易的な手枕を活用して～

独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院 腎臓病センター 浜谷眞裕美

P-096 長期留置型カテーテルへ移行した外来血液透析患者への関わり
医療法人社団大誠会 松岡内科クリニック 加藤めぐみ

一般演題（ポスター） 保存期 11月8日（土）16：02～16：37 D＋Eポスター会場

座長：社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 山岸 昌子

P-097 当院における糖尿病透析予防指導の取り組み
小張総合病院 瀬尾 幸子

P-098 慢性腎臓病教室からの振り返り
医療法人社団恵仁会 三愛病院 看護部 伊藤 恵美

P-099 慢性腎臓病患者の健康行動を促す初期教育への取り組み
～患者の健康行動に関するセルフエフィカシーに着目して～

自治医科大学付属病院 大阿久いづみ

P-100 シャント作製時から透析導入までのCKD患者の状態把握
～「CKD患者シャント作製時指導記録」を活用して～

JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院 近田さおり

P-101 CKD教育入院から退院後の継続看護（外来との連携に指導面談用紙を導入して）
愛知医科大学病院 13B病棟 川島 昭一

一般演題（ポスター） 治療選択 11月8日（土）16：37～17：19 D＋Eポスター会場

座長：近江八幡市立総合医療センター 井本 千秋

P-102 肝腎症候群による透析導入時期の関わりを通して
伊豆今井浜病院 東病棟 小林 瑠都

P-103 腎代替療法選択における意思決定支援～糖尿病看護認定看護師からのアドバイス～
彦根市立病院 古川加生里
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P-104 腎不全患者の療法選択における看護師の関わりと現状に関する文献検討
日本赤十字広島看護大学 服部 智子

P-105 透析導入・非導入の決断をめぐる家族の葛藤に対する看護支援
地方独立行政法人堺市立病院機構 市立堺病院 看護部 田中 順也

P-106 週 3回 4時間から 6時間透析移行時の栄養指標と生活活動変化
医療法人社団誠仁会 みはま香取クリニック 柴田由希子

P-107 患者の意思決定を支援するスタッフへの教育
～導入時に迷いを訴えていた患者への介入を通して～

宗像医師会病院 5病棟 吉村季実子
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