
6月15日

時間 群番号/テーマ 演題番号 登録番号 登録者名 所属機関 演題名

O1-01 C000051 藤野 智子 聖マリアンナ医科大学病院 急性期領域における専門看護師に求められるコンピテンシーに関する検討

O1-02 C000031 平尾 由香 名古屋市立大学大学院看護学研究科 集中治療室入室中に医療者から受けたケアに対する患者の快

O1-03 C000086 山本 伊都子 自治医科大学大学院看護学研究科 クリティカルケア看護における看護実践に対する困難尺度の開発

O1-04 C000038 星野 晴彦 筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学 SBS version of CAPDの妥当性と信頼性の検討

O1-05 C000044 古川 智恵 山陽学園大学看護学部看護学科 緊急で人工肛門造設術を受けた患者の人工肛門の受容に繋がるICU看護師の援助

O2-01 C000024 髙田 雷太 大分市医師会立アルメイダ病院 法的脳死判定実施後、脳死下臓器提供に至らず人工呼吸器を中止した患者とその家族をケアした看護師の思い

O2-02 C000020 田中 裕子 公立陶生病院救命救急センター 集中治療室で人工呼吸管理を受けた患者が全身清拭に対して抱いた感情

O2-03 C000069 長澤 静代 相模原協同病院看護部 救急外来看護師の精神疾患合併患者への対応における困難感

O2-04 C000071 井野 朋美 熊本赤十字病院 体外式補助時人工心臓装着となった７０歳代女性の”希望”とその看護に焦点を当てた１事例

O2-05 C000019 貝沼 光代 東京慈恵会医科大学附属柏病院 救急外来における終末期看護 自動心臓マッサージ機により生じた皮膚障害を通して

O2-06 C000048 山家 尚未 池上総合病院看護部CICU 集中治療室に入室する患者家族への関わり〜家族への介入が必要だった症例を通して〜

O3-01 C000074 加覧 妙子 鹿児島大学病院ICU 気管内挿管患者への口腔ケアに対するシミュレーション教育の取り組み

O3-02 C000033 小林 美穂 公益社団法人地域医療振興協会　横須賀市立うわまち病院看護部 救命救急センター入室患者における口腔内環境改善を想定したOAG評価と口腔ケアガイドに基づくケア提供の導入

O3-03 C000075 橘 逸仁 小倉記念病院　看護師 ICU入室中の気管挿管患者に対する口腔ケアマニュアルの改訂の効果

O3-04 C000083 大内 玲 筑波大学附属病院集中治療室 看護師の吸引手技に関する実態調査

O3-05 C000029 竹林 洋子 JCHO九州病院 人工呼吸器離脱困難事例に必要な支援-離脱プロトコルを参考に-

O4-01 C000050 小田　依里香 大分大学医学部附属病院集中治療部 スライドシートを用いた腹臥位への体位変換の工夫

O4-02 C000078 山崎　圭祐 聖路加国際病院 肺結核による人工呼吸器離脱困難患者の離脱に向けた取り組み〜PICSに焦点をあてて〜

O4-03 C000084 石川 祐樹 独立行政法人労働者健康安全機構　香川労災病院　ICU ICUにおける非侵襲的陽圧換気装着患者の調整行動

O4-05 C000067 齋藤 宝子 順天堂大学医学部附属練馬病院看護部 NPPVマスクの形状選択に向けたアルゴリズム作成のための基礎調査

O4-06 C000085 宮田 洋 高知県立大学大学院　看護学研究科 心臓手術を受けた患者の情報探索行動

O5-01 C000017 藤本 昌吾 大阪母子医療センター 小児集中治療室における傷み、不穏、せん妄評価のカルテ記載率現状調査

O5-02 C000034 西村 基記 東京医療保健大学大学院看護学研究科 ICUにおける患者の主観的疼痛評価と新人看護師の客観的疼痛評価の相関

演題取り下げ

O5-04 C000036 嶋岡 征宏 山口大学医学部附属病院　先進救急医療センター ICU患者の睡眠評価尺度の基準関連妥当性と内的一貫性の検証

O5-05 C000057 小高 貴直 日本赤十字社　大阪赤十字病院 A病院救急病棟における、せん妄評価ツール導入に向けた取り組みと課題

O6-01 C000058 道川内 巧 鹿児島市立病院 SAT（自発覚醒トライアル）導入後の鎮静剤、鎮痛剤の使用量と鎮静深度の変化について

O6-02 C000087 野口 綾子 東京医科歯科大学　大学院保健衛生学研究科 浅い鎮静管理の集中治療室における退室後患者の記憶の有無と妄想的記憶

O6-03 C000014 富岡 靖友 綾瀬循環器病院 鎮痛・鎮静評価尺度の統一と鎮痛・鎮静プロトコールの使用に関する看護師の認識

O6-04 C000005 坂尻 美保 東邦大学医療センター大森病院 集中治療室におけるせん妄を発症した対象者家族への看護に関する研究

O6-05 C000039 小磯 崇司 滋賀県立総合病院　HCU病棟 緊急入院や予定外入室となった人工呼吸管理中の患者の妄想的記憶の体験と対処行動

O6-06 C000045 松石 雄二朗 筑波大学　人間総合科学研究科　疾患制御医学専攻 小児の痛み、不穏、せん妄、不動、離脱、睡眠サポートチームラウンド時の看護師のPADアセスメント分析

P1-01 C000052 大川 宣容 高知県立大学看護学部 救急外来看護師が行う悲嘆ケアの実態調査〜自由記述内容のテキストマイニングによる分析

P1-02 C000066 鴨木 玲央 鳥取大学医学部附属病院HCU 急性期病棟におけるエンドオブライフ・ケアに必要なコミュニケーション技法伝達の有効性

P1-03 C000120 林 みよ子 天理医療大学 脳血管疾患患者家族の病気の不確かさの急性期から亜急性期の変化

P1-04 C000026 渡邊 誠 市立四日市病院 集中治療室に緊急入室した患者家族に対する熟練看護師による看護支援と臨床判断

P1-05 C000068 荒木 彩衣 神戸市立医療センター　中央市民病院　EICU/CCU 意識障害のある若年患者の両親に対する代理意思決定支援

P1-06 C000023 杉浦 陽子 千葉徳洲会病院 家族の支援で障害受容した耳鼻咽喉科術後患者への危機介入

P2-01 C000008 三木 珠美 創価大学看護学部 周術期患者の事例を用いた看護過程演習の評価

P2-02 C000065 楠生 和希 日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター再編成における看護師のワーク・モチベーションの変化

P2-03 C000053 宇佐美 真鈴 鳥取大学医学部附属病院CCU病棟 虚血性心疾患で入院となった患者の家族への退院指導～胸骨圧迫の実技指導を導入して～

P2-04 C000061 米山 夏実 北里大学病院救命救急・災害医療センター グッドレポート提出促進に向けた取り組み

P2-06 C000037 荒川 祐貴 国立看護大学校研究課程部　後期課程 クリティカルケア領域における新人看護師の困難に関する文献的考察

O6群
鎮痛・鎮静・せん妄1

示説
14:40-15:30 P1群

心理・社会的ケア

15:40-16:30 P2群
教育

16:50-18:00

14:20-15:20

O2群
精神ケア・家族ケア

O3群
呼吸・循環1

15:30-16:30 O4群
呼吸・循環2

10:40-11:50 O1群
優秀演題

14:20-15:30

口演

15:40-16:40 O5群
鎮痛・鎮静・せん妄1



6月16日

時間 群番号/テーマ 演題番号 登録番号 登録者名 所属機関 演題名

O7-01 C000054 寳樂 かすみ 東邦大学医療センター大森病院 T大学病院A病棟における急変時看護実践能力の調査―看護記録の分析―

O7-02 C000063 松岡 真菜 神戸常盤大学保健科学部看護学科 課題別総合実習（クリティカルケア）で指導が困難であった事例における指導上の課題の検討

O7-03 C000064 古厩 智美 さいたま赤十字病院 院内急変前対応研修における行動変容レベルでの成果評価

O7-04 C000011 江尻 晴美 中部大学生命健康科学部保健看護学科 集中治療後症候群（PICS）の教育に対する看護師の集中治療室経験年数別の認識

O7-05 C000030 安井 美和 名古屋市立大学大学院看護学研究科クリティカルケア看護学 集中治療を受けている患者の異変を察知した急性・重症患者看護専門看護師の臨床判断

O7-06 C000082 徳山 博美 関西医科大学附属病院 A病院一般病棟における呼吸数の観察に対する教育の効果

O8-01 C000076 生田 尋美 トヨタ記念病院 救命救急病棟 急性大動脈解離による重症虚血から下肢に黒色壊死を来したが、フットケアが奏効した1例

O8-02 C000080 雀地 洋平 KKR札幌医療センター A病院における災害訓練の効果と課題～ガス爆発事故の患者受け入れを経験して～

O8-03 C000095 伊藤 美和 名古屋掖済会病院　救命救急センター　集中治療室 無輸血治療を希望する患者に対するCCNSの調整と課題

O8-04 C000012 大山 祐介 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻博士後期課程 急性・重症患者看護専門看護師がクリティカルケア看護領域の患者のComfort（安楽）に関わる体験

O8-05 C000021 川島 徹治 東京医科歯科大学保健衛生学研究科 集中治療領域での終末期患者とその家族に対するインフォームドコンセントにおける看護師の実践

O8-06 C000060 佐伯 京子 山口大学大学院医学系研究科 看護師による心疾患手術後患者における退院指導の実態調査

O9-01 C000004 池辺 諒 大阪母子医療センター看護部ICU 小児病院における院内迅速対応システムの導入が患者安全に及ぼす効果

O9-02 C000032 内藤 優 NTT東日本関東病院 根本原因分析及びバランススコアカードを活用した薬剤間違いインシデント対策の取り組み

O9-03 C000056 大西 翠 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 HCU予定外入室患者の傾向に基づくRRS活動の課題の検討

O9-04 C000070 荒川　陽子 東京臨海病院 安全の視点から取り入れた看護提供方式の検討

O9-05 C000072 春名 純平 札幌医科大学附属病院　ICU病棟 敗血症患者の予後は呼吸数異常発現からICU入室までの時間と関連する

O9-06 C000055 富士田 恭子 東京慈恵会医科大学附属柏病院 RRSとCCOを同時期に導入することの効果

O10-01 C000015 髙梨 奈保子 船橋市立医療センター 胸部ステントグラフト内挿術を受けるフレイル高リスク高齢患者に対する看護介入プログラムの試行と評価

O10-02 C000016 鵜飼 莉奈 高知県立大学看護学部 術前のフレイルが術後の患者の歩行能力に与える影響の実態と歩行に影響を及ぼす要因

O10-03 C000028 小松 恵 山形県立中央病院 ICU早期リハビリテーション初回実施時のバイタルサインの変化

O10-04 C000043 内山 真由美 札幌医科大学附属病院　看護部 消化器外科手術を受けた高齢者に対する術後３日間の就寝前看護援助

O10-05 C000046 塩月 祐輝 熊本赤十字病院 A病院ICUの人工呼吸器装着患者への早期離床に対する看護師の思いや考え

O10-06 C000041 青木 麻耶 山口大学医学部附属病院看護部 深部静脈血栓症の理学的予防法における足関節底背屈他動運動が下肢血行動態及び安楽に及ぼす影響

P3-01 C000090 霜山 真 宮城大学看護学群 NPPVを受けている慢性呼吸不全患者における急性増悪の関連要因

P3-02 C000018 中石 史香 熊本赤十字病院 植込型補助人工心臓装着患者の術後ICUでのADL再獲得にむけ介入した1事例

P3-03 C000009 原口 昌宏 東京医療保健大学東が丘・立川看護学部 盲目的およびマノメータを用いた換気精度の比較－職種間の相違－

P3-04 C000099 瀬戸間 法恵 小倉記念病院 肥満、意識障害患者への呼吸ケアにより再挿管が回避できた一症例

P3-05 C000027 宮田 俊一 埼玉医科大学総合医療センター 経管栄養剤に含まれる水様性食物繊維が下痢に与える影響

P4-01 C000025 高橋 啓太 手稲渓仁会病院 テキストマイニングを用いた本邦のせん妄に関する看護研究の動向と課題

P4-02 C000081 牧野 愛美 NHO嬉野医療センター サーカディアンリズムに働きかけた看護ケアのせん妄予防への効果

P4-03 C000035 藤田 杏莉 市立釧路総合病院　ICU病棟 ICU入室患者における早期離床に対する援助

P4-04 C000059 犬童 隆太 札幌医科大学付属病院 手術後早期離床の取り組みに関する看護師の研究動向と課題

P4-05 C000010 三浦 真裕 社会医療法人　北海道循環器病院　ICU/CCU ICUから始めるフットケア～第一報：現状と課題～

P5-01 C000013 太田 幸宏 青森県立中央病院 救命救急センター配属直後の看護師が抱く救急看護の困難感

P5-02 C000047 新庄 すみれ 国立看護大学校　研究課程部　前期課程 集中治療室における看護師の臨床判断に関する文献検討

P5-03 C000077 西 裕子 札幌医科大学附属病院　ICU病棟 ICU Diaryにより生じるネガティブな感情

P5-04 C000022 佐土根 岳 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 北海道クリティカルケア研究会の活動と課題

P5-05 C000079 谷口 誠太 社会医療法人財団　池友会　福岡和白病院 認定看護師の社会貢献活動についての一報告

13:30-14:10 P5群
その他

口演

示説
10:25-11:05 P3群

身体的ケア

11:10-11:50 P4群
せん妄ケア・リハビリ
テーション

10:20-11:30 O8群
その他

13:10-14:20 O9群
医療安全

9:00-10:10 07群
看護教育

14:30-15:40 O10群
早期リハビリテーション


