
第１日目９月22日（土）第１会場（メインホール） 9：30～10：00

会長講演 座長：眞嶋　朋子　千葉大学大学院 看護学研究科

生きるよろこび～療養生活を支える循環器看護の専門性～
宮脇　郁子　神戸大学大学院 保健学研究科

第１日目９月22日（土）第１会場（メインホール） 10：10～11：20

特別講演Ⅰ 座長：宮脇　郁子　神戸大学大学院 保健学研究科

支援者の＜やる気＞の自己調整
～自分らしい熟達化とモティベーション喚起とキャリア発達のために～

金井　壽宏　神戸大学大学院 経営学研究科

第２日目９月23日（日）第１会場（メインホール） ９：00～９：50

特別講演Ⅱ 座長：吉田　俊子　宮城大学 看護学部

虚血性心疾患の最新治療と看護への期待
平田　健一　神戸大学大学院 医学研究科

第１日目９月22日（土）第１会場（メインホール） 11：30～12：20

教育講演Ⅰ 座長：小柳　仁　東京女子医科大学 名誉教授

わが国の心臓移植医療・補助人工心臓治療の現状と課題
福嶌　教偉　大阪大学大学院 医学系研究科 重症臓器不全治療学寄付講座

第２日目９月23日（日）第１会場（メインホール） 14：00～14：50

教育講演Ⅱ 座長：山田佐登美　尾道市立市民病院

看護の力
井部　俊子　聖路加看護大学
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第１日目９月22日（土）第１会場（メインホール） 14：50～16：20

シンポジウムⅠ

生きるよろこびを支援する循環器看護
 座長：三浦稚郁子　榊原記念病院　　　　　　　　　 　
 籏持知恵子　大阪府立大学 地域保健学域看護学類

１． 急性期から回復期における患者の生きるよろこびを支援する循環器看護
～胸部大動脈瘤手術患者の場合～

　　三浦　英恵　日本赤十字看護大学

２．心臓デバイスと共に生きる

　　前田　明子　杏林大学医学部附属病院 第二内科

３． 慢性期から終末期の循環器疾患患者の生きるよろこびを支える看護
～病いとともに生き抜く患者のよろこびとは～

　　仲村　直子　神戸市立医療センター中央市民病院

４．生きる喜びを支援する循環器看護

　　岡田　彩子　兵庫県立大学 看護学部

第２日目９月23日（日）第１会場（メインホール） 15：00～16：30

シンポジウムⅡ

末期心不全患者への看護
 座長：佐藤　幸人　兵庫県立尼崎病院
 前田　靖子　兵庫県看護協会　

１．末期心不全患者への補助人工心臓医療・看護の現状と課題

　　山中　源治　東京女子医科大学病院

２．重症心不全患者のQuality of Lifeとケア

　　加藤　尚子　東京大学医学部附属病院 循環器内科

３． 慢性心不全患者の終末期における家族の代理意思決定支援についての一考察

　　高橋真弓子　神戸市立医療センター中央市民病院

４． 循環器疾患における終末期医療・緩和ケアをどう考えるか？
～日常診療として、救急医療として、そして死の臨床として～

　　伊藤　浩二　白浜はまゆう病院
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第１日目９月22日（土）第１会場（メインホール） 16：30～18：00

パネルディスカッションⅠ

在宅療養生活を支える多職種協働と看護
 座長：石川　雄一　加古川西市民病院　　 　
 多留ちえみ　NPO法人神戸なごみの家

１．急性期病院が担うべき心不全診療とその実態

　　古川　裕　神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

２．循環器疾患患者の在宅診療経験：症例提示

　　黒田　良平　黒田医院

３．在宅療養生活を支える多職種協働と看護～理学療法士の役割と看護への期待～

　　内山　覚　新東京病院

４． 慢性心不全患者の在宅療養生活を支えるネットワーク
～病院看護師と訪問看護ステーションのチーム連携～

　　辻井　由紀　兵庫県立姫路循環器病センター

５．高齢心不全患者へのエンドオブライフケア～訪問看護師の実践～

　　藤田　愛　北須磨訪問看護・リハビリセンター

第２日目９月23日（日）第１会場（メインホール） 10：00～11：30

パネルディスカッションⅡ

循環器疾患のリスクマネージメントと看護支援
 座長：岡田　彩子　兵庫県立大学 看護学部　　
 池亀　俊美　聖路加国際病院 看護管理室

１． 冠疾患を持つ患者へのチームアプローチにおける看護ケア

　　長岡　美穂　地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器・呼吸器病センター

２． 心疾患にて入院中の患者へ行った生活指導の検証～チーム医療のかかわりについて～

　　藤原智亜紀　獨協医科大学 日光医療センター

３． 外来心臓リハビリテーションにおける急性心筋梗塞患者の疾患管理：
冠危険因子チェックに基づく生活指導の効果と課題

　　小西　治美　国立循環器病研究センター

４． 患者の知識・行動変化を促した集団指導「そらまめ塾」の開発

　　中島　由賀　聖路加国際病院 腎センター
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第２日目９月23日（日）第２会場（301国際会議室） 14：00～15：30

日本心臓リハビリテーション学会共催セッション

ガイドラインを現場でどう生かすか？
～心大血管疾患リハビリテーションガイドライン改定に当たって～

 座長：佐藤　真治　大阪産業大学　 　　　　　
 池亀　俊美　聖路加国際病院 看護管理室

１．心臓リハビリテーションガイドラインと看護

　　吉田知香子　群馬県立心臓血管センター

２．心臓リハビリテーションと運動療法：おさえておきたいポイント

　　渋川　武志　滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部

３．心臓リハビリテーションとチーム医療

　　谷口　良司　兵庫県立尼崎病院 循環器内科

４．維持期と地域のリハビリテーション～ガイドラインに込めた思い～

　　佐藤　真治　大阪産業大学

第１日目９月22日（土）第２会場（301国際会議室） 11：30～12：20

教育セミナーⅠ 座長：高見沢恵美子　大阪府立大学

重症化を予防するせん妄ケアの実践
竹原　歩　兵庫県立姫路循環器病センター

第１日目９月22日（土）第２会場（301国際会議室） 13：40～14：30

教育セミナーⅡ 座長：深谷智恵子　亀田医療大学

禁煙支援の最前線～重要性を増す看護職の役割～
高橋　裕子　奈良女子大学

第１日目９月22日（土）第２会場（301国際会議室） 14：40～15：30

教育セミナーⅢ 座長：角口亜希子　榊原記念病院

慢性心不全看護の理解を深める
眞茅みゆき　北里大学 看護学部
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第２日目９月23日（日）第２会場（301国際会議室） 9：40～10：30

教育セミナーⅣ 座長：西田　和美　独立行政法人 国立病院機構京都医療センター

抑うつ状態の理解と看護～重症化予防に向けて～
橋本　健志　神戸大学大学院 保健学研究科

第２日目９月23日（日）第２会場（301国際会議室） 10：40～11：30

教育セミナーⅤ 座長：中屋ひとみ　神戸大学医学部附属病院

血行動態モニタリングと看護
高田弥寿子　国立循環器病研究センター

第１日目９月22日（土）第５会場（505号室） 14：30～16：00

交流集会Ⅰ

心臓リハビリテーションにおける看護を考える
 企画責任者：池亀　俊美　聖路加国際病院 看護部

第１日目９月22日（土）第５会場（505号室） 16：30～18：00

交流集会Ⅱ

病院と在宅をつなぐ～チーム医療の新たな挑戦～
 企画責任者：前田　靖子　兵庫県看護協会

第２日目９月23日（日）第５会場（505号室） 10：00～11：30

交流集会Ⅲ

先天性心疾患患者と家族への看護支援～新生児から成人まで～
 企画責任者：水野　芳子　千葉県循環器病センター

第２日目９月23日（日）第５会場（505号室） 15：00～16：30

日本循環器看護学会編集委員会主催セミナー 座長：會田　信子　名古屋大学 医学部保健学科

次なるステップへ！投稿論文
The next step to contribute an article !
山内　典子、小泉　雅子　東京女子医科大学病院
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第１日目９月22日（土）第１会場（メインホール） 12：30～13：30

ランチョンセミナーⅠ 共催：大塚製薬株式会社

 座長：井上　智子　東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科先端侵襲緩和ケア看護学

心不全患者をシステムで診る～その入院から退院そして外来管理まで～
加藤真帆人　日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野

第１日目９月22日（土）第３会場（501号室） 12：30～13：30

ランチョンセミナーⅡ 共催：スター・プロダクト株式会社

 座長：川合　宏哉　神戸大学大学院医学研究科

循環器領域の呼吸ケアとその評価
石川　朗　神戸大学大学院 保健学研究科

第２日目９月23日（日）第１会場（メインホール） 11：40～12：40

ランチョンセミナーⅢ 共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

 座長：伊藤　文代　国立循環器病研究センター

心臓弁膜症の外科治療最前線
種本　和雄　川崎医科大学 心臓血管外科

看護において静脈血酸素飽和度を意識する意味
嘉屋　裕喜　公立豊岡病院組合立豊岡病院 看護部

第２日目９月23日（日）第２会場（301国際会議室） 11：40～12：40

ランチョンセミナーⅣ 共催：株式会社三和化学研究所

 座長：多留ちえみ　NPO法人神戸なごみの家

糖尿病患者の高血圧治療における今後の課題
塩谷　英之　神戸大学大学院 保健学研究科

第２日目９月23日（日）第３会場（501号室） 11：40～12：40

ランチョンセミナーⅤ 共催：MSD株式会社

 座長：宮松　直美　滋賀医科大学 医学部看護学科

日本人の高血圧の傾向と対策
勝谷　友宏　勝谷医院兼大阪大学大学院 医学系研究科臨床遺伝子治療学
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第１日目９月22日（土）第２会場（301国際会議室） 16：00～17：00

市民公開講座 座長：宮脇　郁子　神戸大学大学院 保健学研究科

見直そう！生活リズム
～健康な毎日を過ごすための秘訣～

塩谷　英之　神戸大学大学院 保健学研究科
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第１日目９月22日（土）第１会場（メインホール） 13：40～14：40

最優秀演題審査会 座長：眞嶋　朋子　千葉大学大学院 看護学研究科

O1-0-1 急性冠症候群（ACS）患者の発症時間からER到着までの遅延要因の検討
○太田　敏治
財団法人平成紫川会 小倉記念病院 看護部 心臓カテーテル室

O1-0-2 外来通院中の慢性心不全患者の自己管理に伴うストレス認知と精神健康状態の関連性
○北村　幸恵１）、青木きよ子２）、高谷真由美２）

１）順天堂大学医学部附属浦安病院　２）順天堂大学 医療看護学部

O1-0-3 心不全の知識評価尺度の開発と信頼性・妥当性の検証
○加藤　尚子１）、辻　孝子２）、三浦稚郁子２）

１）東京大学大学院 医学系研究科　２）榊原記念病院

O1-0-4 ヘルスリテラシーに着目したパス解析モデルによる慢性心不全患者のQOLの要因検討
○松岡　志帆１）、眞茅みゆき２）、加藤　尚子３）、小泉　雅子４）、池亀　俊美５）

１）東京女子医科大学 看護学部、　２）北里大学 看護学部、　３）東京大学 医学部循環器内科、
４）東京女子医科大学病院、５）聖路加国際病院

第１日目９月22日（土）第３会場（501号室） 11：00～12：15

一般演題「周手術期看護」 座長：長家　智子　九州大学大学院 医学研究院 保健学部門

O1-1-1 心臓手術を受けた患者の包括的心臓リハビリテーションの意味
○中島　千春
聖路加国際病院

O1-1-2  左室形成術を受けた患者の行動拡大に対するアプローチ
～術前心機能と術後行動レベルの検証～
○ 川端　和美１）、廣田　彩子１）、大野　綾花１）、下田　智子２）、新山　久美１）、
本間　美恵１）

１）北海道大学病院　２）北海道大学大学院 保健科学研究院

O1-1-3 心臓血管外科術後患者の離床プロトコルの作成　～離床における看護師の判断の分析～
○長澤　静代
JA神奈川厚生連 相模原協同病院

O1-1-4 心臓血管外科での術後せん妄の発症要因の分析
○上川　経美、牧　真理子、吉川　陽子、関屋　京子
久留米大学病院

O1-1-5 CABG手術を受ける高齢患者の睡眠の実態（第１報）
○清水　早織１）、佐々木麻美１）、有田　広美２）

１）福井循環器病院　２）福井県立大学 看護福祉学部

O1-1-6  機能的な周術期管理を行うためのチーム編成
～帝王切開術出生直後に手術介入を要した先天性心疾患の３症例～
○松田　美鈴、前川　歩美、山下　由紀、塩　早苗
国立循環器病研究センター
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第１日目９月22日（土）第４会場（502号室） 11：00～12：15

一般演題「連携強化」 座長：山田　緑　東邦大学 看護学部看護学科

O1-2-1  循環器疾患患者の日常生活活動量と自律神経活動指標
～在宅運動療法支援に向けて～
○中山奈津紀１）、平井　眞理２）

１）中部大学 生命健康科学部保健看護学科　２）名古屋大学大学院 看護学専攻

O1-2-2 当病棟における心筋梗塞リハビリテーションプログラムの現状と今後の課題
○佐藤　健稔
大崎市民病院

O1-2-3  ＰＣＩパス手帳の改訂、北九州全域を巻き込んだ今後の取り組みについて
～医療機関のみでなく患者を中心に～
○江草　真紀
平成紫川会 小倉記念病院 心臓病センター８Ｆ

O1-2-4 遠隔モニタリングシステム(RMS)の導入患者に対する看護介入の検討
○前田　友未、辻　孝子
公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 看護部

O1-2-5  虚血性心疾患患者の自己管理支援におけるICT(Information and Communications Technology)
の活用
○ 菅原　亜希１）、吉田　俊子１）、佐藤　ゆか１）、石井　典子２）、畦地　萌２）、
板橋　吾一３）、角口亜希子２）

 １）宮城大学 看護学部看護学科　２）（財）日本心臓血圧研究振興会付属榊原記念病院　
３）（株）サイエンティア

O1-2-6 新規ペースメーカー植え込み患者に対する退院指導の検討
○八木めぐみ、田中奈緒子、清藤千枝子、西田真由美、堀江　香織、高井　裕美
兵庫県立 姫路循環器病センター 看護部
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第１日目９月22日（土）第５会場（505号室） 11：00～12：00

一般演題「事例研究（重症心不全患者）」 座長：友政　淳子　関西労災病院

O1-3-1 精神的ケアを含めたＶＡＤ離脱患者に対する食事指導の一考察
○小林　稚、福田あき子、佐々木　渉、久保田彩子、田中　朋、山本　直子
九州大学病院 救命救急センターCCU・ハイケア病棟

O1-3-2 虚血性心筋症患者の肺うっ血予防にASVを使用した症例の振り返り
○玉城　賢志、藤田　綾乃、名嘉　顕、追分日向子、古堅　梢、大城　和江
琉球大学医学部附属病院 看護部

O1-3-3 拡張型心筋症に対する免疫吸着療法を受ける患者の看護
○鷲塚　寛子、川又　くみ、小林　由佳、馬場　彰泰、西澤　貴子、西島　香
北里研究所病院 看護部

O1-3-4 慢性心不全の急性増悪のより心理的危機に直面した患者への看護介入
○ 吉岡由起子、立野　淳子、定岡　博美
小倉記念病院 看護部

O1-3-5 慢性心不全患者の終末期ケア～死を受容した患者・家族との関わりを通して学んだこと～
○田尻　悠佳
医療法人 光晴会病院 心臓血管センター

第１日目９月22日（土）第３会場（501号室） 14：00～15：00

一般演題「事例研究（継続看護支援）」 座長：落合　亮太　東京女子医科大学 看護学部

O1-4-1  治療自己中断歴のある心筋梗塞患者への生活指導
～健康信念モデルを活用したアセスメントと教育計画～
○木村　美穂、佐京久美子、呑香美佳子
八戸市立市民病院 看護部 循環器内科病棟

O1-4-2 心不全チェックシートを活用したASV継続支援への取り組み
○古堅　梢、玉城　賢志、藤田　綾乃、追分日向子、大城　和江
琉球大学医学部附属病院

O1-4-3 植え込み型補助人工心臓装着患者の退院に向けた看護援助
○ 藤原恵美子、堀　由美子、中屋　貴子、坂口　幸子
国立循環器病研究センター 看護部

O1-4-4 ＮＹＨＡⅣ度の在宅療養者の終末期における訪問看護の実際の１事例
○多田真寿美
（財）神戸在宅ケア研究所 しあわせ訪問看護ステーション

O1-4-5 再僧帽弁置換術直後に経膣分娩を行った患者の看護
○大石　博子、佐々木奏子、馬場チエミ
九州大学病院 心臓外科・循環器内科
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第１日目９月22日（土）第４会場（502号室） 14：00～15：15

一般演題「苦痛体験への支援」 座長：會田　信子　名古屋大学大学院

O1-5-1 虚血性心疾患患者の社会的孤立に関連する要因と構造モデルの検討
○舘山　光子
北海道医療大学 看護福祉学部

O1-5-2 急性心筋梗塞患者と抑うつ状態～PHQ-９を用いて～
○堤　祐子、森山　美穂、東川　友紀
三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院

O1-5-3 止血バンドが及ぼす不安・苦痛の実態調査
○川口　智子、林田小夜香
奈良社会保険病院 看護部

O1-5-4 ペースメーカー感染でリード抜去を受ける患者の体験
○濱野　静、藤田　尚子
医療法人 医誠会 医誠会病院

O1-5-5 腹部大動脈瘤患者の手術前後の不安とQOLの変化の検討
○大友千夏子、田實　紘子
東京慈恵会医科大学附属病院 看護部

O1-5-6 慢性心不全患者における全人的苦痛の検討
○伊東　賢二、小池めぐみ、松田　知代、立野　淳子
財団法人平成紫川会 小倉記念病院

第１日目９月22日（土）第３会場（501号室） 15：20～16：20

一般演題「事例研究（セルフケアへの支援）」 座長：大津　美香　弘前大学大学院 保健学研究科

O1-6-1 慢性心不全の急性増悪を繰り返す患者と共に増悪因子を見直す療養支援
○深水　愛子、大江　理英
大阪警察病院 心臓センター外来

O1-6-2 高齢の心不全患者に対する退院支援の取り組み
○坂口佳菜美、池袋　理恵、中野由美子、堀　美幸
都城市郡医師会病院 内科循環器科病棟

O1-6-3 壮年期に仕事を優先した拡張型心筋症患者の老年期における苦悩と心理的変化
○中原さちこ
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福岡県済生会福岡総合病院

O1-6-4 大動脈弁置換術後の成年中期患者のセルフケア獲得を支援した一事例
○鷲尾　美佳
東北厚生年金病院

O1-6-5 思春期におけるＩＣＤ挿入患者への関わり
○ 三好　恭子、本嶋　優紀、吉富可那子、張本　京子、小林沙弥香、吉田真璃奈、
清水　聖美、吉里　美貴、小野　有美
平成紫川会 小倉記念病院
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第１日目９月22日（土）第４会場（502号室） 15：20～16：20

一般演題「重症患者への安全安楽」 座長：森本　朱美　国立循環器病研究センター

O1-7-1 低心機能で長期人工呼吸器離脱困難に陥った患者の不安軽減に向けた看護介入
○ 佐々木　梢１）、小池めぐみ１）、高本　卓也１）、武下　千朝１）、小林　由佳１）、
立野　淳子２）

１）小倉記念病院　２）山口大学大学院 医学系研究科

O1-7-2  重症心不全患者に対する適切な鎮静・鎮痛管理を目指して
～人工呼吸器離脱に難渋した３事例を振り返って～
○佐藤　麻美、渡邉　睦子
財団法人 心臓血管研究所付属病院 ICU

O1-7-3 鎮静・挿管下の患者に経管栄養用粉末清涼飲料を使用した排便コントロールの実際
○岩田由美子、松本　恵
埼玉県立循環器呼吸器病センター

O1-7-4  心原生肺水腫に対するネーザルハイフローの効果を検討する
～協力が得られにくい高齢患者への使用を通して～
○友利江里佳、諸見里　勝、與那原久輝
地方独立行政法人那覇市立病院 循環器内科病棟

O1-7-5  重症循環器疾患患者のリスク回避を考えた取り組み
～ＩＣＵでの心臓血管外科患者受け入れを通して～
○山中麻由香、中川まなみ、水谷　律子、長塩　眞美
一宮市立市民病院
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第１日目９月22日（土）第３会場（501号室） 16：30～17：30

一般演題「カテーテル治療」 座長：小泉　雅子　東京女子医科大学病院

O1-8-1 心臓カテーテル検査を受ける患者の不安～初回群と経験群の比較分析～
○新田　エリ、名嘉　昌子、西平　隼、大城　達郎
大浜第一病院

O1-8-2  心臓カテーテル検査を受ける患者に対する保温管理方法の開発
～カテーテルセンターの環境温の基礎調査～
○ 鬼塚　知里１）、佐々木うのえ２）、杉田亜紀子２）、高橋　智恵２）、山口　直子２）、
丹羽　統子３）、神谷　春雄３）、菅屋　潤壹４）

 １）愛知医科大学大学院 医学研究科 生理学第２講座　２）名古屋第一赤十字病院 看護部 放射線科　
３）名古屋第一赤十字病院 循環器内科　４）椙山女学園大学 看護学部看護学科

O1-8-3  心臓カテーテル検査後の苦痛緩和における「上腕動脈穿刺法」と「橈骨動脈穿刺法」の
比較検討
○阿部　礼子、武内志津恵、甲田　奈美、岡崎　祐子、玉村　京子
医療法人社団 うすい会 高陽ニュータウン病院

O1-8-4 虚血性心疾患カテーテル治療後の患者の病棟生活指導による行動変容の認識調査
○ 藤野　順子１）、市田　美穂１）、勝野　由香１）、下吹越みずき１）、
大貫　周子３）、香坂　俊２）、中野　直美１）、村田　輝乃１）

 １）慶應義塾大学病院 看護部　２）慶應義塾大学 循環器内科
３）慶應義塾大学 循環器内科臨床コーディネーター

O1-8-5  カテーテル心筋焼灼術（以下ABL）を受けた女性患者のニーズについて
～生活に対する不安を明らかにする～
○片山　尚子、大貫　恵里、深沢祐美子、萩原亜希子、村上　弓子
横須賀共済病院 Ａ棟３階
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第１日目９月22日（土）第４会場（502号室） 16：30～17：20

一般演題「急性期看護」 座長：田村　綾子　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

O1-9-1 心臓リハビリテーションプログラムから逸脱した行動をとる急性冠症候群患者の特性
○小此木　健、瀬古　春香、石田　悦子、小野澤郁恵
前橋赤十字病院 高度救命救急センター病棟

O1-9-2 急性期脳卒中看護実態調査(第１報)：勤務場所と神経兆候観察の実施状況との関連
○ 一浦嘉代子１）、森本　朱美３）、荻田美穂子２）、松村　祥恵１）、園田　奈央１）、
森野　亜弓１）、盛永　美保１）、宮松　直美１）

 １）滋賀医科大学 臨床看護学講座　２）京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻
３）国立循環器病研究センター

O1-9-3  急性期脳卒中看護実態調査(第２報)：全身管理および廃用症候群予防ケア実践状況の勤
務場所による比較検討
○ 園田　奈央１）、森野　亜弓１）、荻田美穂子２）、森本　朱実３）、松村　祥恵１）、
盛永　美保１）、宮松　直美１）

 １）滋賀医科大学 臨床看護学講座　２）京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻
３）国立循環器病研究センター

O1-9-4  急性期脳卒中看護実態調査(第３報)：看護師経験年数と全身管理看護ケア実践状況との関連
○ 森野　亜弓１）、園田　奈央１）、荻田美穂子２）、森本　朱実３）、松村　祥恵１）、
盛永　美保１）、宮松　直美１）

 １）滋賀医科大学 臨床看護学講座　２）京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻
３）国立循環器病研究センター

第２日目９月23日（日）第３会場（501号室） ９：40～10：30

一般演題「在宅療養支援」 座長：久保　美紀　元慶應義塾大学看護医療学部

O2-10-1  慢性心不全患者が、在宅療養への移行期に効果的に訪問看護を活用するための病院看護
師の役割について
○蝦名奈々恵
三田市民病院

O2-10-2 慢性心不全患者に対する外来看護師による電話モニタリングの検討
○内海　千鶴、清藤千枝子、辻井　由紀、三木　智美
兵庫県立姫路循環器病センター 看護部 専門外来

O2-10-3  慢性心不全患者に対する退院後の病期に沿った看護援助
～慢性安定期を自信を持って生活するためには～
○坂尾　京子、大木　朝香
総合病院国保旭中央病院

O2-10-4 慢性心不全患者に対する在宅点滴治療の在り方の一考察
○塚本　孝枝、和田　由樹
聖マリアンナ医科大学病院 看護部 外来
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第２日目９月23日（日）第４会場（502号室） ９：40～10：40

一般演題「看護師の質向上」 座長：高井　裕美　兵庫県立姫路循環器病センター

O2-11-1 急性期病棟における心臓リハビリテーションの看護師の育成～看護師の役割の現状～
○藤瀬佳菜子、田中美佐子、宮之下さとみ
佐賀大学医学部附属病院 看護部

O2-11-2 CCUから転入してきた亜急性期患者の血圧管理に対する看護師の意識
○ 有田ちひろ、谷口　孔明、前田　理恵、辻　佐世里
関西医科大学附属枚方病院 循環器内科病棟

O2-11-3  循環器内科病棟の看護師が抱える急変場面における不安
～リーダー看護師に焦点をあてて～
○御園　泉、川島　浩代、唐鎌　瑞穂、長島　恭子
千葉県循環器病センター 看護部 ４Ａ病棟

O2-11-4 循環器内科病棟における心不全患者に対する心臓リハビリテーションの学習ニーズ
○本間　レミ
札幌医科大学付属病院 第二内科看護室

O2-11-5 循環器科病棟における新入職者指導ツールの実態調査
○門口ひとみ、岡田　友美、鍵本あゆみ
東宝塚さとう病院

第２日目９月23日（日）第３会場（501号室） 10：40～11：30

一般演題「心理面への支援」 座長：山内　典子　東京女子医科大学病院

O2-12-1 CCUに緊急入院した女性患者の配偶者の内的体験
○大竹　恭子、斎藤　麻実、井久保リエ、小川　彩香、山下美由紀、松本　幸枝
公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院

O2-12-2 慢性心不全患者の配偶者が患者とともに生活するなかで抱く自己に関する思い
○筒井　千春１）、眞嶋　朋子２）

１）東京医科歯科大学医学部付属病院　２）千葉大学大学院 看護学研究科

O2-12-3 先天性心疾患根治手術前の子どもをもつ母親の自宅療養・緊急入院に対する思い
○立野　直子１）、佐久間倫世２）、赤沼　聡子１）、小池真理子３）

 １）千葉県こども病院 看護局 ５階西病棟(循環器・心臓血管外科)
２）千葉県こども病院 看護局 外来　３）千葉県こども病院 看護局 集中治療科

O2-12-4 心臓移植待機患者の専門病棟としての取り組み
○楠川　翠里、角田あゆみ、平田理利佳、藤原恵美子、坂口　幸子
国立循環器病研究センター 看護部 移植部

― 24 ―

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
口
説
）



第２日目９月23日（日）第３会場（501号室） 15：00～15：50

一般演題「患者教育」 座長：籏持知恵子　大阪府立大学 地域保健学域看護学類

O2-13-1 虚血性心疾患での集団指導の有効性の検討
○板垣　絵美、真川　優美
新潟市民病院

O2-13-2 末梢動脈疾患患者の初回血行再建術施行後の再閉塞の実態と関連要因について
○大野　和美
天使大学 看護栄養学部看護学科

O2-13-3  「当院における心不全再入院患者の社会背景・生活指導歴の実態」
～再入院予防に必要な指導の方向性を探る～
○芳賀　天平、飯塚　裕美、神作　聖美
亀田総合病院 看護部

O2-13-4  心不全患者の終末期における緩和ケアへの取り組み
～患者が望むケアを提供するためのチームアプローチ～
○ 山本　陽子、田中奈緒子、雲丹亀美加、馬澄　亜紀、竹原　歩、堀江　香織、
西田真由美、高井　裕美
兵庫県立姫路循環器病センター

第２日目９月23日（日）第４会場（502号室） 15：00～16：00

一般演題「看護実践の質向上」 座長：瀬戸　初江　東北厚生年金病院

O2-14-1  胸部外科術後患者に対する経験５年目以上の熟練看護師の臨床判断
～抜管までに認識する苦痛とリスクへの看護～
○田口智恵美１）、眞嶋　朋子２）

１）千葉県立保健医療大学 健康科学部看護学科　２）千葉大学大学院 看護学研究科

O2-14-2  血管造影検査へ搬入する際の問題点と今後の課題
～安全・迅速・安心できる検査搬入を目指して～
○田中　由理、斉藤　温子、中嶋　寛
福岡和白病院 ER

O2-14-3 病院移転に向け新たな集中治療室のあり方を考える
○伊藤　聡美
茅ヶ崎徳州会総合病院 集中治療室

O2-14-4 安全なICU看護の展開　～気管内挿管介助のトレーニング　第２報～
○羽田野真里香、佐藤　麻美、渡邉　睦子
財団法人 心臓血管研究所付属病院 ICU

O2-14-5  循環器病棟における急変対応トレーニング導入の評価
～自記式シミュレーショントレーニングを用いて～
○森下　聡美、小林　美穂、堀越　美保
群馬県済生会前橋病院 看護部 循環器内科・心臓血管外科
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第１日目９月22日（土）第６会場（レセプションホール） 14：30～15：10

一般演題「１．安全な看護実践」 座長：中屋ひとみ　神戸大学医学部附属病院

P1-1-1 慢性心不全患者に対する足浴の安全性と有用性に関する文献的一考察
○安部真由美、小笠原　舞、鈴木　由貴
さいたま赤十字病院 看護部 CCU病棟

P1-1-2  救急外来から緊急心臓カテーテル検査までの時間短縮に向けたチェックリストの開発と評価
○梶永　智子１）、河野真理子１）、宮内美智代１）、原田　博子２）、長家　智子２）

１）萩市民病院　２）九州大学大学院 医学研究院 保健学部門

P1-1-3 心電図モニター電極による皮膚トラブルの予防に関する検討
○増田　和久、中井　友紀
社会保険神戸中央病院５階東病棟

P1-1-4 心臓カテーテル検査・治療後における穿刺部出血要因の検討
○大坪　優子、足立　友美、新小田幸栄
三田市民病院

第１日目９月22日（土）第６会場（レセプションホール） 14：30～15：10

一般演題「２．看護実践教育」 座長：山内　英樹　千葉県循環器センター 看護局

P1-2-1 サムスカ内服患者の病棟管理方法の統一化
○小枝　知代、岡　愛、竹内　知恵
済生会横浜市東部病院 心臓血管センター

P1-2-2  循環器病棟における看護実践能力を高めるための取り組み
～段階別目標、指標を作成して～
○向井　真弓
公立大学法人大阪市立大学医学部 附属病院

P1-2-3 循環器病棟看護師に対する睡眠呼吸障害に関する意識・知識調査
○諸見里　勝、與那原久輝
地方独立行政法人那覇市立病院 循環器内科病棟

P1-2-4  心臓血管外科病棟におけるRST活動報告と課題
～人工呼吸器装着患者の呼吸器合併症発生率の変化～
○ 坪井　綾、山口　真依、中野　紀子、田仲みどり、中村麻由子、河北のゆり、
中屋ひとみ、小川　哲矢
神戸大学医学部附属病院

P1-2-5 CCUにおける面会時看護師が重要と考える患者家族のニードと対応の比較
○北村　幸子、田中　裕美
東北大学病院 看護部
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第１日目９月22日（土）第６会場（レセプションホール） 15：30～16：10

一般演題「３．患者教育」 座長：加藤　尚子　東京大学医学部附属病院 循環器内科

P1-3-1  集中治療室における心臓リハビリテーションにリーフレットを用いた指導の効果
～指導前後の理解度の比較～
○濱田　朋子、遠藤　寿枝、荒川　律子、上遠野了子
いわき市立総合磐城共立病院 看護部 ＣＴＵ病棟

P1-3-2  虚血性心疾患予防の視点からみたメタボリックシンドロームに対する保健指導に関する一考察
○鷲尾　昌一１）、豊島　泰子２）

１）聖マリア学院大学 看護学部　２）四日市看護医療大学

P1-3-3  心不全患者に対する退院後の生活指導の評価
～自己効力感及び自己管理行動尺度を使用して～
○佐野　初美、乙部　知子、佐々木美紀子、高田百合子、宍戸　正子
土浦協同病院 看護部 循環器内科病棟

P1-3-4 心不全患者の再入院に関係する要因　～同居家族との続柄を中心として～
○ 有賀奈緒子１）、小田　和美２）、熊谷　理恵２）、前田美香子１）、向山奈津子１）、
若林　理恵１）

１）伊那中央病院　２）長野県看護大学

P1-3-5 ペースメーカー植込み後の患者指導におけるパンフレット作成と評価
○齋藤　浩司、金澤ひろみ
JA茨城県厚生連 土浦協同病院 看護部

第１日目９月22日（土）第６会場（レセプションホール） 15：30～16：10

一般演題「４．継続看護・連携強化」 座長：竹原　歩　兵庫県立姫路循環器病センター

P1-4-1 体外式補助人工心臓装着患者の病棟受け入れまでの実際
○新田　努、菱田　純大、廣瀬　圭子、内田　緑
信州大学医学部附属病院

P1-4-2 術後訪問導入への取り組み　術中バリアンス項目の調査を試みて
○佐藤　恵美、対馬　圭子
心臓血管研究所

P1-4-3 心臓リハビリテーションにおける看護アプローチ
○平田　記子１）、大原まゆみ２）、石井　豊恵１）

１）大阪大学 大学院 医学系研究科 保健学専攻　２）名古屋セントラル病院

P1-4-4  高齢心不全患者の看護師の役割
～自宅退院にむけたコーディネーターとしての取り組み～
○真鍋新三郎、井口　尚子、鈴木　美紀、近藤乃梨子
公立八女総合病院 ５階西病棟

P1-4-5 脳卒中地域連携に関する全国アンケート調査　～急性期病院から回復期病院の連携～
○菱田　千珠、山口理恵子、竹末のり子
国立循環器病研究センター 看護部 SCU病棟
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第２日目９月23日（日）第６会場（レセプションホール） 10：40～11：20

一般演題「５．事例からの学び」 座長：角口亜希子　榊原記念病院

P2-5-1 虚血性心疾患患者における看護支援プログラムのアルゴリズム
○金澤　悦子１）、奥山　節子１）、衣袋　静子１）、菅原　亜希２）、吉田　俊子２）

１）東北大学病院　２）宮城大学大学院 看護学研究科

P2-5-2 心疾患患者への安静療法に対する取り組み
○森　葉月、仲西　千春、安田　治美、多田真理子、大北　亜樹、伊藤美由紀
関西医科大学附属枚方病院 CCU

P2-5-3  高齢認知症慢性心不全患者における家族への心不全指導の振り返り
～効果的な心不全指導を考える～
○ 藤田　敦士、鷲田　幸一、鵜久森　妙、勝田　清美、山田　真紀、佐藤　幸人、
平山ミツヨ、藤原　久義
兵庫県立尼崎病院 看護部

P2-5-4  一人暮らしで慢性心不全のA氏に必要な退院支援の一考察
～安心した療養生活を送るために～
○津崎亜沙子
名古屋第二赤十字病院 循環器センター

P2-5-5 入退院を繰り返す高齢心不全患者の退院支援～在宅サービス導入が困難であった事例～
○玉田田夜子、高井　裕美
兵庫県立姫路循環器病センター 看護部

第２日目９月23日（日）第６会場（レセプションホール） 10：40～11：20

一般演題「６．看護師の認識」 座長：伊藤佳代子　神戸大学医学部附属病院

P2-6-1  「口腔ケアフローチャート活用による看護師の意識調査」
～循環器疾患患者への口腔ケアの取り組み～
○中島　早由、高橋　郁恵、小姓堂里美、北田　舞、中村恵美子、寺田　夏子
岩手医科大学附属病院 看護部 循環器CCU

P2-6-2  認知症を有する高齢心不全患者の行動・心理症状に対する看護師の認識
～認知症看護の経験年数による違い～
○大津　美香
弘前大学大学院 保健学研究科

P2-6-3  国立高度専門医療センターで働く看護職員が認識している「働きやすい職場環境」（第一報）
○高尾みゆき、熊取谷かおる、伊藤　文代
国立循環器病研究センター

P2-6-4 一般病棟における看護師の服薬支援の実態～アドヒアランスの視点に注目して～
○上林　由佳１）、森　初美２）、濱尾　照美１）

１）山口大学医学部附属病院 看護部　２）宇部フロンティア大学

P2-6-5 NPPV初期管理の勉強会後の意識変化
○藤崎　隆志
財団法人 平成紫川会 小倉記念病院
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第２日目９月23日（日）第６会場（レセプションホール） 15：00～15：40

一般演題「７．看護業務の改善」 座長：松岡さおり　（財）平成紫川会小倉記念病院

P2-7-1 カテーテル心筋焼灼術患者へのオリエンテーションパンフレットの導入と評価
○上村　佳代、中村　可奈、安達美紀子
三重ハートセンター

P2-7-2 心不全アセスメントシート・指導案の作成
○ 鵜久森　妙、鷲田　幸一、藤田　敦士、中田　智子、勝田　清美、山田　真紀、
佐藤　幸人、平山ミツヨ、藤原　久義
兵庫県立尼崎病院 看護部

P2-7-3 心不全パンフレット作成
○ 鷲田　幸一、鵜久森　妙、藤田　敦士、勝田　清美、山田　真紀、佐藤　幸人、
平山ミツヨ、藤原　久義
兵庫県立尼崎病院 看護部

P2-7-4 急変対応におけるコミュニケーションルールを用いたチームリーダーの教育
○柴田奈美子、高橋　諭子、宇佐美真裕美
財団法人 秋田県成人病医療センター CCU

P2-7-5  「固定チームナーシング」の「日々のリーダ」をなくし「コーディネータ制」を導入し
ての実践報告
○梅野　直美
武蔵野赤十字病院 R-３病棟

第２日目９月23日（日）第６会場（レセプションホール） 15：00～15：40

一般演題「８．患者の経験」 座長：三浦　英恵　日本赤十字看護大学看護学部

P2-8-1 ICD患者の心理的反応とQOL
○ 宮園　真美１）、澤渡　浩之２）、小野　淳二２）、黒田　裕美２）、濱田　正美３）、
馬場チエミ３）、塩汲　望美１）、樗木　晶子１）

 １）九州大学大学院医学研究院保健学部門　２）九州大学大学院医学系学府保健学専攻
３）九州大学病院

P2-8-2 心房細動に対する患者の認識～ナラティヴ分析を用いて～
○渋谷　寛美１）、福田美和子２）

１）前 東邦大学大学院 医学研究科　２）東邦大学看護学部

P2-8-3 カテーテル焼灼術後患者への退院指導の必要性の検討
○中村　可奈、上村　佳代
三重ハートセンター

P2-8-4 カテーテル室での患者の聞こえる音や声の実態調査
○原島　愛子１）、西山　武彦１）、稲葉　隆冶２）

 １）埼玉県立循環器・呼吸器病センター 看護部　
２）医療法人 新医療会 明生リハビリテーション病院
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P2-8-5 心不全患者の日常生活活動の調整の意味
○佐佐木智絵
近大姫路大学 看護学部

― 30 ―

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
示
説
）


