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第 10回岩手看護学会学術集会プログラム 
 

 

９：３０～１０：１５    会 長 講 演      （講 堂） 

 DiNQLデータを活用した看護ケアの質評価と改善 

  ―看護実践をデータ化し、スタッフのやる気を高める― 

     会長    松浦 眞喜子 （岩手県立中央病院 看護部長） 

    座長  福島 裕子  （岩手県立大学看護学部） 

 

 

 

 

 

１０：３０～１２：００   特  別  講  演      （講 堂） 

  データが拓く看護の未来 ―DiNQL 事業による看護の可視化― 

    講師    岩澤 由子 （公益社団法人日本看護協会）   

    座長    松浦 眞喜子（岩手県立中央病院 看護部長） 

 

 

 

１２：００～１２：３０    総   会       （講 堂） 
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１２：１０～１３：３０ 学生企画 スイーツセミナー（301講義室） 

１．岩手県内の病院紹介 （発表順は当日に決まります） 

  ・奥州市総合水沢病院 

  ・独立行政法人 国立病院機構 盛岡病院 

  ・社会福祉法人恩賜財団 岩手県済生会 岩泉病院 

  ・特定医療法人 博愛会 一関病院 

  ・岩手県医療局（沿岸地区の岩手県立病院について） 

 

２．看護職紹介 

  ・駒ヶ嶺 美春（ナースプラクティショナー）北上済生会病院       

  ・荒谷 亜紀子（特定行為に係る研修修了者）岩手県立一戸病院 

・寺口 恵(小児看護専門看護師）岩手県立中央病院 

・金子 由香利（認知症看護認定看護師）岩手医科大学附属病院 

・菊池 尚子（助産師）盛岡赤十字病院 
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１３：２０～１４：２０    一 般 演 題 発 表        

第１群： 看護の質 （第１会場：２０１講義室） 

第 2群： 臨床実践 A 老年看護など （第 2会場：２０５講義室） 

第 3群 臨床実践 B 成人看護・家族看護 （第 3会場：２０６講義室） 

第 4群： 臨床実践 C 退院支援・在宅看護など （第 4会場：２０７講義室）  

第 5群： 人生の最終段階における看護など （第 5会場：３０５講義室） 

第 6群： 基礎教育・看護学生  （第 6会場：３０６講義室） 

第 7群： 実習指導・看護師  （第 7会場：３０７講義室） 

 

 

 

 

１４：３０～１６：００    シンポジウム     （講 堂） 

 次世代を担う医療人の育成 ―教育者と臨床家の融合― 

 

    座長   奥寺 三枝子（公益社団法人岩手看護協会 副会長） 

         出口 育美 （岩手医科大学附属病院 副看護部長） 

 

話題提供者  武田 利明 （岩手県立大学看護学部）         

         岡田 千枝 （岩手県立二戸高等看護学院） 

         佐藤 奈美枝（岩手医科大学附属病院） 

         菊地 共子 （岩手県立宮古病院） 
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一  般  演  題 

 

第 1群：看護の質                13:20～14:10   （第１会場：201講義室） 

座長 埜中 由美  （岩手県立中央病院） 

 

1．DiNQL事業参加とデータ活用事例 

 ○菊池 結香，松岡 幸江（盛岡つなぎ温泉病院） 

2．認知症サポートチームと共に行う高齢入院患者の身体抑制率低減に向けた取り組み  

―DiNQLデータによる評価― 

 ○目時 のり（盛岡赤十字病院） 

3．一般外科病棟における褥瘡発生予防の取組み 

―DiNQLデータ（褥瘡関連）を活用した目標管理― 

 ○下屋敷 義郎，曾我 朱美，及川 千香子（盛岡赤十字病院） 

4． DiNQLプロジェクトの実践活動と今後の課題 ―誤薬発生率の改善活動を通して― 

 ○大川 みか，埜中 由美，山田 久美子，後藤 由美子，松浦 眞喜子 

（岩手県立中央病院） 

5．DiNQLを活用した PDCＡサイクルの展開について 

―転倒と身体抑制の減少への取組みー 

 ○早坂 佳子（青森県立中央病院） 

 

 

第 2群：臨床実践 A（老年看護など）     13:20～14:20    （第 2会場：205講義室） 

座長 渡辺 幸枝 （岩手県立大学看護学部） 

 

6．インスリン療法を行なっている在宅高齢糖尿病患者を支える訪問看護師の医療機関

との連携への思いと課題 

 ○佐藤 淳子（前ニチイケアセンター盛岡南），土屋 陽子（名寄市立大学保健福

祉学部），千田 睦美，小嶋 美沙子（岩手県立大学看護学部） 

7．認知症高齢者の日常生活支援の検討 

  －日常生活支援者と認知症高齢者の相互作用に焦点をあてて－ 

 ○鈴木 静（未来の風せいわ病院），小嶋 美沙子（岩手県立大学看護学部） 

8．化学療法を受ける高齢患者の感染予防行動を支える援助 

  ―オレムの看護システムを基に振り返る― 

 ○福島 志穂（盛岡赤十字病院） 
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9．肺がん患者の緩和ケアに携わる病棟医師・看護師の困難感 

 ○澤久保 陽香，榊 靖枝，及川 利枝子，加登 沙織，橋本 良子 

（岩手医科大学附属病院） 

10．高齢がん患者における緩和ケアに関する看護学生の認識 

 ○立花 夏季（岩手医科大学附属病院），小澤 尚子（岩手県立大学看護学部） 

11．脳梗塞患者の病型・梗塞部位と嚥下評価結果との関連性 

 ○菊池 愛（岩手県立中央病院） 

 

 

 

第 3群：臨床実践 B（成人看護・家族看護）13:20～14:20     （第 3会場：206講義室） 

     座長 鈴木 美代子（岩手県立大学看護学部） 

 

12．整形外科疾患患者のリハビリ意欲を支える看護師の関わり 

 ○晴山 円花（岩手医科大学附属病院），渡辺 幸枝（岩手県立大学看護学部） 

13．糖尿病腎症初期患者におけるチームアプローチの実際と看護師の行為 

 ○藤井 華（昭和大学横浜市北部病院），藤澤 由香（岩手県立大学看護学部） 

14．運動器疾患患者の生活環境に対する調査 

－床上安静へのストレスと対処行動をインタビューして－ 

 ○境 美沙，大澤 香織（岩手県立磐井病院） 

15．家族エンパワメントの視点を含んだ患者・家族への援助 

  ―アルコール性肝硬変の患者と家族を対象に― 

 ○梅野 華乃子（盛岡赤十字病院） 

16．一般造影 CTと血管造影 CT における血管外漏出発見時間の違いと早期発見の看護 

 ○佐川 睦美，鈴木 弘子（岩手県立中央病院） 

17．ドキソルビシン血管外漏出性皮膚傷害のケアに関する基礎的研究 

－複数回のステロイド局所注射について－ 

 ○川勝 香奈（前岩手県立大学看護学部），三浦 奈都子，武田 利明（岩手県立

大学看護学部） 
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第 4群：臨床実践 C（退院支援・在宅看護など）13:20～14:10 （第 4会場：207講義室） 

座長 毛利 明子    （盛岡赤十字病院） 

 

18．ディスチャージプランニングのプロセス評価尺度における病棟看護師の退院支援

の実態 

 ○豊間根 泰子，大川 幸恵，昆 礼子（岩手県立山田病院） 

19．ADL全介助の高齢患者の自宅退院を目指した看護―家族への退院指導を通して― 

 ○三好 優香（独立行政法人国立病院機構盛岡病院） 

20．退院後のセルフケア行動維持に向けたフットケア指導の効果  

 ○佐々木 千穂（岩手県立江刺病院） 

21．インスリン導入する注射恐怖症児へのキワニスドールを使用した感情表出と認知

的アプローチ  

 ○寺口 恵（岩手県立中央病院） 

22．経管栄養時のずり落ちに対する足底ポジショニングの有効性の検証  

 ○加藤 愛美（岩手県立久慈病院） 

 

 

第 5群：人生の最終段階における看護など 13:20～14:20     （第 5会場：305講義室） 

 座長 竹内 可愛 （岩手医科大学附属病院） 

 

23．一般病棟で働く看護師のグリーフケアの認識と遺族ニーズを意識したエンゼルケ

アの実態  

 ○工藤 万穂（岩手医科大学附属病院），鈴木 美代子（岩手県立大学看護学部） 

24．在宅での看取りに対する看護学生の態度  

 ○奥村 美郷（岩手医科大学附属病院），及川 紳代（岩手県立大学看護学部） 

25．青年期の家族員が認知症の家族員に抱く思いと関わり 

―看護学生の視点から分析して― 

 ○濱崎 栞（岩手医科大学附属病院），小嶋 美沙子（岩手県立大学看護学部） 

26．死産後に次子を妊娠した女性の妊娠期間中における予期悲嘆と共に歩む経験 

 ○木地谷 祐子，福島 裕子（岩手県立大学看護学部） 

27．少子高齢多死社会に向けての看護職・介護職の支援に関する研究（その１） 

   ―岩手県における医療機関の死生教育等に関するニーズ調査―  

 ○伊藤 收，千田 睦美，鈴木 美代子（岩手県立大学看護学部） 

28．少子高齢多死社会に向けての看護職・介護職の支援に関する研究（その２） 

   ―介護老人保健施設のデスカンファレンス・死生教育の現状―  

 ○千田 睦美，鈴木 美代子，伊藤 收（岩手県立大学看護学部） 



14 
 

第 6群：基礎教育・看護学生           13:20～14:20   （第 6会場：306講義室） 

座長 上山 純子   （岩手県立中央病院） 

 

29．大学教育における自律性獲得に関する研究 ―A大学看護学部の入学時調査― 

 ○伊藤 收，遠藤 良仁（岩手県立大学看護学部） 

30．看護学生における術後せん妄に対する態度 

 ○釜田 明日香（昭和大学藤が丘病院），小澤 尚子（岩手県立大学看護学部） 

31．心不全患者の緩和ケアに対する看護学生の認識 

 ○佐々木 麗華（岩手医科大学附属病院），小澤 尚子（岩手県立大学看護学部） 

32．成人看護学領域における術後看護のシミュレーション演習の評価 

 ○及川 紳代，藤澤 由香，小澤 尚子，三浦 奈都子，遠藤 良仁，内海 香子 

（岩手県立大学看護学部） 

33．看護大学生の死生観に関する研究-看護学部生と他学部生の死生観の比較から- 

 ○千葉 瑞希（岩手県立中部病院），鈴木 美代子（岩手県立大学看護学部） 

34．配慮が必要な学生・看護師の教育上の現状と課題 

 ○佐藤 美雪（岩手県立胆沢病院），渡辺 久美子（水沢学苑看護専門学校） 

 

 

第 7群：実習指導・看護師             13:20～14:20  （第 7会場：307講義室） 

座長 藤原 理香子（岩手県立中央病院） 

 

35．初めて臨地実習を受け入れる施設の看護師の不安と受け入れ体制の整備 

 ○曳地 由紀子，太田代 比呂美，菊池 裕子（岩手県立遠野病院） 

36．臨地実習指導におけるリフレクションの取り組み 

 ○小野寺 真紀，洞口 咲子，吉川 真喜（岩手県立磐井病院） 

37．実習指導に対する「教育力」育成のための研修会の取り組み 

 ○山下 希美，中野 和子，上山 純子（岩手県立中央病院） 

38．手術室看護師のワークモチベーション向上への取り組みと評価 

 ○小澤 幸子（奥州市総合水沢病院） 

39．外来看護職員の患者接遇の現状 

   ―アンケート調査による外来看護職員の自己評価と患者評価の比較― 

 ○今野 幸枝，小野寺 晴美（奥州市総合水沢病院） 

40．新人保健師研修 1年後の効果 

   ―新人保健師研修を受講した新任期保健師のインタビューから― 

 ○田口 美喜子，岩渕 光子（岩手県立大学看護学部），藤村 史穂子（前岩手県

立大学看護学部） 


