
            講演・企画       2015年 8月 4日現在 

                       

【特別講演/市民公開講座】14:30～16:00（大ホール）                    

「いのちと向き合う復元納棺師」 

講 師 笹原 留似子：株式会社 桜 代表取締役 復元納棺師 

 座 長 三輪 百合子：第 36回長野県看護研究学会会長(公益社団法人長野県看護協会会長)  

 

【教育講演】13:30～14:10（大ホール）                      

「臨床研究・看護研究の楽しい裏話」 

講 師 新美 三由紀：佐久総合病院佐久医療センター 臨床研究・治験センター 事務局長/看護部 リサーチナース 

座 長 小林 たつ子：平成 27年度学会委員長(長野県看護大学基礎看護学講座主任・教授) 

 

【ランチョンセミナーⅠ】12:40～13:20（大ホール）定員 200人 

「笑いの現場から学ぶ！最強医療コミュニケーション『なんでやねん力！』」 
企画 ニプロ株式会社 

 

【ランチョンセミナーⅡ】12:40～13:20（国際会議室）定員 70人 

「胃瘻管理とそれを取り巻く新規栄養材」 
企画 株式会社大塚製薬工場 
 

【ランチョンセミナーⅢ】12:40～13:20（第 2会議室）定員 70人 

「『誰もが住み慣れた地域で暮らすこと』を支援する ～暮らしを支える医療・介護サービスの構築～」 
企画 ユニ・チャームメンリッケ株式会社 

 

一般演題  

【口演発表】   

 第 1 群 看護技術に関すること 1 5 題  10:30～11:20（大ホール） 

 座 長  菅沼 ふじ子：飯田市立病院                  

口-1-1 精神科急性期における怠薬で再入院した患者の服薬プログラムの効果  

独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院 岩崎 いづみ 

口-1-2 開腹手術を受ける高齢者の体温管理について  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 新海 葵 

口-1-3 腹腔鏡手術における患者の身体のずれ、それに伴う皮膚への影響の実態調査  

JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院 清水 由美 

口-1-4 回復期リハビリテーション看護の役割に沿った日常生活援助方法の検討 

－ケアのデモンストレーション記録とケア統一－  
JA 長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 堀 幸代 

口-1-5 精神科看護師が抱える身体的ケアへの不安の一考察  

JA 長野厚生連 北アルプス医療センターあづみ病院 坂井 美絵 

 

 第 2 群 患者心理に関すること 5題  11:30～12:20（大ホール） 

 座 長  芝田 房枝：JA 長野厚生連 佐久総合病院 

口-2-1 大腸癌末期の夫の最期を見届けられなかった事を悔やむ妻の思い  

昭和伊南総合病院 太田 美緒 

口-2-2 がん患者の闘病期における思い  

JA 長野厚生連 長野松代総合病院 宮﨑 佑紀 



口-2-3 TMS 治療を受ける患者の思いを知る  

JA 長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 岩下 武央 

口-2-4 治療のために絶食を余儀なくされていた患者の絶食中の思い ～看護師の関わり方を検討する～ 

                                長野市民病院  遠山 雪乃 

口-2-5 20 歳代で永久人工肛門となった患者の受容までの関わり 

 JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 小平 萌子 

 

 第 3 群 小児・母性看護 1 4 題  10:30～11:10（国際会議室） 

 座 長  大久保 桂子：JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院  

口-3-1 妊娠 37 週以降に助産師外来のみを受診する経産婦のニーズ 

～正常分娩後のインタビューを通して～  

飯田市立病院 胡桃澤 広美 

口-3-2 強度の腰痛症で入院した妊婦への心理的ストレス解消と愛着形成過程との関連  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 菊池 ゆき菜 

口-3-3 ICU に入室した患児の思い ～学童期以降の患児へのインタビューから～  

長野県立病院機構 長野県立こども病院 米山 史織 

口-3-4 小児科外来における電話相談の実態と保護者の思いを知る  

JA 長野厚生連 長野松代総合病院 高橋 永子 

 

 第 4 群 生活支援に関すること 5題  11:30～12:20（国際会議室） 

 座 長  柳澤 美保：信州大学医学部附属病院 

口-4-1 抑制をされた患者とその家族の思いを考えた看護  

社会医療法人 慈泉会 相澤病院 安藤 愛 

口-4-2 神経難病患者の生きがいを支援する取り組み ～趣味の楽器演奏を生活に取り入れて～  

JA 長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 新津 由海 

口-4-3 がん終末期患者にとっての食の意味  

組合立諏訪中央病院 野明 綾香 

口-4-4 尿路感染で三度入院となった患者への退院調整と指導  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 大井 祐里 

口-4-5 透析患者が求めている看護とは ～求められる精神的援助～  

塩尻協立病院 中村 朱美 

 

【示説発表】   
 第 5 群 慢性期看護 1 5 題  10:30～11:20（中ホール） 

 座 長  横沢 由美子：まつもと医療センター松本病院  

示-5-1 高齢患者に腹部マッサージと膝抱え運動をすることで排便管理の改善及び心身におよぼす影響  

佐久市立国保 浅間総合病院 森山 幸子 

示-5-2 高齢介護者が人工呼吸器装着状態にある妻の在宅療養を受け入れた一症例  

JA 長野厚生連 富士見高原医療福祉センター富士見高原病院 折井 みゆき 

示-5-3 認知症患者への関わり ～インスリン自己注射確立へのアプローチ～  

健和会病院 磯貝 いずみ 

示-5-4 A 病院看護師が行う後期高齢者世帯の退院調整に関する実態と課題  

～ディスチャージプランニングプロセス評価尺度(DCP-PEM)による評価～  

飯山赤十字病院 町井 幸恵 

示-5-5 ポジショニングへの関心度を高めるための取組み  

JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院 山本 明美 



 

 第 6 群 慢性期看護 2 6 題  11:30～12:30（中ホール） 

 座 長  上條 佳子：松本市立病院 

      清水 厚治：JA 長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 

示-6-1 終末期ケアに対する看護補助者の意識調査と看護師の役割  

JA 長野厚生連 長野松代総合病院附属若穂病院 丸山 理絵 

示-6-2 がん告知場面に同席する外来看護師の思い ～看護師の負担感に焦点を当てて～  

長野赤十字病院 早川 智子 

示-6-3 一般病棟における緩和ケアの実態調査と介入の効果  

JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院 宮澤 憂梨 

示-6-4 緩和ケアチームにおけるがん患者の家族の意思決定支援のアプローチ  

まつもと医療センター中信松本病院 山添 美保 

示-6-5 中信地域糖尿病療養指導士育成講習会を受講した看護職の思い  

信州大学医学部附属病院 草間 恵里 

示-6-6 下肢切断を余儀なくされた高齢患者とのかかわり方  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 石田 祐樹 

 

 第 7 群 看護技術に関すること 2 5 題  13:30～14:20（中ホール） 

 座 長  小井出 秀美：JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 

      柳澤 淳子：長野市民病院  

示-7-1 退院の決心が難しかった長期入院患者が退院に至った要因  

独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院 荻原 賢二 

示-7-2 術後弾性ストッキング装着に対する患者の不快感についての検討  

JA 長野厚生連 長野松代総合病院 熱田 春枝 

示-7-3 A 病院における速乾式擦り込み式手指消毒剤による手指消毒の現状調査  

JA 長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 岡田 満 

示-7-4 高齢者の陰部洗浄でオリーブオイルを用いた保湿効果の有効性  

長野県立病院機構 長野県立阿南病院 熊谷 英里 

示-7-5 気管カニューレ挿入患者への経口摂取介入方法についての考察  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 上野 静香 

 

 第 8 群 看護管理・看護教育 1 5題  10:30～11:20（中ホール） 

 座 長  宮崎 ゆか：長野県立病院機構 長野県立須坂病院 

示-8-1 男性看護師のやりがいとは何か ～一般病棟に勤務する男性看護師へのアンケート調査から～ 

 軽井沢町国民健康保険 軽井沢病院 美斉津 哲夫 

示-8-2 看護師の職務満足度とストレスおよび職場環境との関連性について  

佐久市立国保 浅間総合病院 篠原 美奈 

示-8-3 皮膚・排泄ケア認定看護師が ID-link で褥瘡ケアに携わることの有用性  

飯田市立病院 澤栁 賢 

示-8-4 集中治療部門でのチューブ・ドレーンのインシデント分析  

－看護必要度・発生要因に焦点を当てて－  

長野市民病院 井本 朝美 

示-8-5 グローバル治験に参加した患者の治験薬過量内服  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 新美 三由紀 



 第 9 群 小児・母性看護 2 4 題  11:30～12:10（中ホール） 

 座 長  南方 英夫：JA 長野厚生連 北アルプス医療センターあづみ病院 

示-9-1 新生児室に入院し母児分離を経験した母親および父親の感情の変化 －育児日誌を用いて－  

JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院 岡村 瞳 

示-9-2 NICU に搬送され母子分離状態にある母親に対する情報提供の検討  

－ママカードの活用を通して－  

長野県立病院機構 長野県立こども病院 原口 絵吏 

示-9-3 小児の退院に関するケアマネジメントプログラムに対する評価  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 宮島 恵理子 

示-9-4 EPDS を活用した支援でみえてきた妊産婦の不安について  

～医療機関と行政が連携した取り組み～  

須坂市健康福祉部 荒川 真貴 

 

 第 10 群 看護管理・看護教育 2 5 題  13:30～14:20（中ホール） 

 座 長  向村 いつみ：伊那中央病院 

      芳賀 了：長野県立病院機構 長野県立こども病院 

示-10-1 下痢発生時の看護師の初期対応を考える ～病棟身障者トイレの環境に焦点をあてて～  

長野市民病院 若槻 知夏子 

示-10-2 新人看護師が夜勤にあたって直面する困難とその対応策 ～夜勤導入基準シートを用いて～  

信州大学医学部附属病院 坪田 芳枝 

示-10-3 新卒看護師のときに感じた困難と乗り越えた経験  

－卒後 2、3 年目の看護師を対象とした質問紙調査から－  

長野県立病院機構 長野県立こども病院 小池 美帆 

示-10-4 中途採用看護師に対する教育・研修プログラムの整備と支援ニーズ  

軽井沢町国民健康保険 軽井沢病院 松本 馨 

示-10-5 新しい看護システムに取り組んだ成果と課題の検討  

JA 長野厚生連 長野松代総合病院 三井 那佳子 

 

 第 11 群 看護技術に関すること 3 6 題  11:30～12:30（中ホール） 

 座 長  永原 大輔：社会医療法人 慈泉会 相澤病院 

      馬場 万寿子：飯山赤十字病院 

示-11-1 腰椎麻酔下術後の腰痛予防  

JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院 吉岡 李花 

示-11-2 体圧分散マットレスにおける循環式温水マットの熱伝導についての検証  

～効果的な全身体温管理と褥瘡予防～  

JA 長野厚生連 長野松代総合病院 松林 結 

示-11-3 体位変換後の背抜きについて ～勉強会前後でのスタッフの認識と行動の変化～  

長野市民病院 髙野 沙織 

示-11-4 スライディングシートを使用したケアをするためのインタビュー調査  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 高柳 祥子 

示-11-5 ケア実施前のコミュニケーションの重要性とその効果を考察する  

－認知症で介護抵抗のある療養者への関わりをとおして－  
JA 長野厚生連 下伊那厚生病院 小池 美穂 

示-11-6 筋萎縮性側索硬化症（ALS)患者の残存機能を生かしたコミュニケーション支援  

健和会病院 平沢 八代美 



 第 12 群 看護技術に関すること 4 5 題  13:30～14:20（中ホール） 

 座 長  林 容子：諏訪赤十字病院 

      山本 敏哉：組合立諏訪中央病院 

示-12-1 認知症患者に対する転倒予防を目的とした足趾マッサージの効果  

～足・歩行状態の変化を中心に～  

独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院 中島 美穂 

示-12-2 脳卒中患者の早期離床と ADL 拡大への取り組み  

JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院 松宗 さや香 

示-12-3 腹腔鏡下直腸切除術の体位保持による一過性の末梢神経障害  

JA 長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 小口 紗絵子 

示-12-4 口腔ケア手技統一によるスタッフの意識変化  

～口腔内環境の調査とアンケートを通じて～  

JA 長野厚生連 長野松代総合病院 新木 大地 

示-12-5 A 病院循環器病センター看護師の心電図に対する苦手意識の実態  

長野赤十字病院 尾﨑 彩加  


