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１．
維持血液透析を受け就労する壮年期の人が

当事者としての専門性を獲得するプロセス
蓑田 玲（福岡赤十字病院）

目的

維持血液透析を受け就労する壮年期の人が、
どのようなプロセスで当事者としての専門性
（今までの経験や身体の調子に合わせ、その
人なりに自ずと身に付ける「知」）を獲得するの
か知りたいと思い、研究活動に取り組みました。

キーワード： 血液透析、就労、壮年期、専門性

参加者に伝えたいこと

人生のなかでも非常に重要な時期と考える
働く壮年期にある人を捉えた研究成果です。

病いを生き抜く人が自己の身体や生活と向き
合う過程において、支援された経験のある方に、
どのような関わりをされたのかお話を伺いたい
です。

その他、ご意見・ご感想等あればぜひお聞か
せください。

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

維持血液透析を受け就労している人と関わる
方に聞いていただきたいです。
★透析室勤務の方
★腎臓内科病棟勤務の方
★血液透析を受けている人と関わる方 等



2 診断初期２型糖尿病患者の病いの意味づけ
木村 ちぐさ（兵庫県立大学看護学部大学）

目的

診断初期の２型糖尿病患者が、社会
における他者との関係の中で、どのよ
うに病状を認識し、どのような感情を
抱きながら病いを体験しているのかを
知りたいと考えました。

キーワード： 病い、意味づけ、初期教育

意見交換したいこと・相談したいこと

2型糖尿病患者の初期教育において、
知識を伝えるだけではなく、患者が病気
をどのように捉えているのかを理解する
ことが必要ではないかと考えています。
診断後間もない2型糖尿病患者の語りを
聴くことのケアとしての有用性や、現在
の初期教育の課題等について意見をいた
だきたいです。
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こんな方に聞いてほしい！
2型糖尿病患者の初期教育や、2型糖

尿病患者がどのような病いを経験して
いるのかに関心がある方に聞いてほし
いです。



3 糖尿病とともに生きる人への待つ看護モデルの開発
穴井えりも（自衛隊中央病院）

目的
私は、待つ看護において看護師は何をして
いるのか、言語化して周囲に伝えたいと
日々感じていました。
本研究では、糖尿病とともに生きる人への
待つ看護がどのように行われているか、理
論的な検討と実際の事例を統合して明らか
にし、待つ看護モデルを開発しました。

キーワード： 待つ、待つ看護、糖尿病看護

意見交換したいこと

本研究は、看護師が自身の看護を振り返った
り、臨床現場で役立つモデルとなることを目
指しています。
今回、皆様にいただいた意見をもとに、更に
モデルを修正し発展させたいと考えています。

本研究へのご意見、ご質問、ご感想をお待ち
しております！
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こんな方に聞いてほしい！
糖尿病とともに生きる人を支援する臨床現
場の全ての方に聞いていただきたいです。
特に、支援の行き詰まりを感じたり、これ
で良いのかわからないと看護に自信がない
方のお役に立てればと思います。



４ 日本における2型糖尿病患者の生活と治療を支える支援に関する文献研究

餘目 千史1 町田 景子2 村田 中3
1日本赤十字北海道看護大学 2 多摩北部医療センター 3 日本赤十字社医療センター

【目的】 2型糖尿病患者が充実した日常を送ることができるよう生活と治療の両立を支え

る支援は重要であると考えます。そこで、生活と治療を支える支援に関する文献を概観し、

生活と治療のバランスをとり両立を支える支援の示唆を得ることとしました。

キーワード：2型糖尿病 生活 治療
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【意見交換したいこと】 2型糖尿病患者への支援経験のある方に、どのように生活と治療

を支え支援しているのか、心掛けていることなど、具体的な実践について、教えてください。

【聞いてほしい方】 2型糖尿病患者の支援に関心がある方、支援が難しいと思っている方

に支援の糸口にしていただきたいです。



5 外来通院糖尿病患者の思いの考察
～自己注射を実施している患者に焦点をあてて~ 

山田吉子 桒原菜津美（医療法人和光会 山田メディカルクリニック）

目的

外来通院中で自己注射を実施している
糖尿病患者さんに聴き取り調査を行い、
その内容から糖尿病患者の支援のあり
方について考察しました。

キーワード： 糖尿病患者の思い・医療者に求めるケア・アドボカシー

意見交換したいこと・相談したいこと

自己注射中の糖尿病患者さんに対して

外来における支援体制（看護外来など）に
ついて、アドバイスがあればぜひ教えてくだ
さい。

貴施設でのアドボカシー活動について、
ぜひ教えてください。
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こんな方に聞いてほしい！

外来における糖尿病患者さんの支援体
制について参考にしていただきたいです。



6
⾷⽣活の⾏動変容を⽬指した介⼊に、看護理論を⽤いた看護実践の検討

〜トランスセオリティカルモデルを活⽤したEBN実践〜
⼩曽根⿓志 岡﨑華夏 佐藤珠美︓群⾺⼤学医学部附属病院 南病棟9階

⽬的
⾷⽣活の⾏動変容を⽬指した看護介⼊の際、トランスセオリティカルモデルを⽤いた
看護実践が妥当であったかを検討することです。

ひとこと
看護実践の場⾯において、看護理論という⼀つのエビデンスを⽤いることは、有効だと
思いますが、⾃信を持って看護理論を＜前向きに＞活⽤出来ているかと問われると、
不安になります。本発表では、そのあたりを検討したいと考えております。

ディスカッションのポイント
トランスセオリティカルモデルを選択するまでの思考プロセス、変化ステージの同定と
それに合わせたケアの内容を検討したいと考えております。

第16回⽇本慢性看護学会学術集会



 
 
 
 
 

7 慢性腎臓病患者の重症化予防に向けた減塩を促進する看護支援

プログラムの検討 
竹澤 一憲（高砂市民病院） 

目的 

慢性腎臓病（以下 CKD）の重症化予防のた

めの血圧と療養生活との関連について気づき

を高め、療養生活に必要な減塩を継続して行

える看護支援プログラムを作成・実施し、その

効果を検討しました。 

キーワード：慢性腎臓病、減塩、看護支援プログラム 

意見交換したいこと・相談したいこと 

CKD 保存期の患者に対して、重症化

予防に向けた支援を行っている方に、

セルフケア能力を高めるための支援を

どのように行っているか意見交換が行

えたらと思います！ 
 

 

 
こんな方に聞いてほしい！ 

CKD の進行を遅らせ、透析療法を導入する

ことなく、療養生活を送っていけるよう支援を

行っている方へ参考にしていただきたいです。  

第 16 回日本慢性看護学会学術集会 



保存期CKD患者の病気認知タイプの分類化
―事例‐コードマトリックスによる事例分析を通じて—

〇金子順子1），野呂千鶴子2），髙久弥生3）

1）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻看護学分野博士課程
2) 国際医療福祉大学看護学科 3) 国際医療福祉大学病院

＜目的＞
保存期CKD患者が病気をどのように捉えているか

について事例ごとに分析し，類似性や相違性を
検討することで，病気認知のタイプを分類化

することを目的としました．

＜アピールポイント＞

本研究では，質的データ分析法にて検討した各事
例の病気の捉え方を，ヘルスビリーフモデルの構
成要素をもとにマトリックスを作成し，整理した
ところ，病気認知を5タイプに分けることができま
した．

それぞれのタイプに対して，どのような関りが
必要かなどのご意見を頂戴したいです．
よろしくお願いいたします．

8

キーワード：慢性腎臓病，病気認知，事例ーコードマトリックス，ヘルスビリーフモデル

第16回日本慢性看護学会学術集会



９ 重症虚血肢に至った透析患者の
『自分らしく家族とともに過ごしたい』を支えたケア
伊藤麻紀（日本赤十字社医療センター）

目的

重症虚血肢となった透析患者の下肢切断に
関わる意思決定を行うプロセスを振り返り、患
者の希望を支えるために必要なケアについて
検討しました。

キーワード： 重症虚血肢、ACP、外来、多診療科連携

意見交換したいこと・相談したいこと

１．外来でチーム医療や多職種、多診療科連携
がうまくいった経験がある方、秘訣やアイディア
があればぜひ教えてください。

２．患者のACPをつなぐために医療者への支援
をしている方がいらしたら工夫した点などを教え
ていただきたい。

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

フットケアや創傷ケアに関わる方々、下肢切
断に関する意思決定を支援する立場にある
方にぜひ聞いていただきたいです。



特発性肺線維症療養者へのアドバンス・ケア・プランニングの実態
―呼吸器疾患を専門とする認定看護師・専門看護師への実態調査

猪飼やす子（聖路加国際大学大学院看護学研究科）
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研究目的

本研究は、慢性呼吸器疾患看護認定看護

師、呼吸器疾患をサブスペシャリティと

されている慢性疾患看護専門看護師の

皆さんを対象に、特発性肺線維症で療養

されている方々へのアドバンス・ケア・プ

ランニングの実態を調査し、背景との比

較により課題を明示することを目的に、

研究を実施いたしました

キーワード： 特発性肺線維症、アドバンス・ケア・プランニング、看護

第16回日本慢性看護学会学術集会

メッセージ

① アドバンス・ケア・プランニングの実
施率は、呼吸器疾患を専門とする看護師
を対象にした調査では何パーセントで
しょうか？
② アドバンス・ケア・プランニングを実
践している看護師は、どのような背景の
もとで業務にあたっているでしょうか？
③ アドバンス・ケア・プランニングを実
施している看護師は、他にはどのような
看護実践をしているでしょうか？

ご関心をおもちの皆様からの
忌憚のないご意見をお待ちしています！



11 外来看護における慢性疾患とフレイルに関連した研究の動向
豊早苗（関西医科大学大学院看護学研究科）藤本悠・瀬戸奈津子（関西医科大学看護学部・看護学研究科）

目的

外来看護とフレイルに関連する国内の研究
の動向と、フレイルの対象特性や評価に関す
る国内外の知見を整理することで、外来看護
におけるフレイル予防の支援を検討しました。

キーワード： 外来看護、慢性疾患、フレイル

意見交換したいこと・相談したいこと

外来でフレイルに関する取組みをしていたり、
活動を知っておられる方に、どのような取組みを
されているのか、外来看護師はどのような役割
を担っているのか、具体的に伺いたいです。
良いアイディアがあればぜひ教えてください！

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

外来看護をよくしたいと考えておられる方、
外来で高齢者の方と関わる機会の多い方に
参考にしていただきたいです。



12 リウマチ患者に対するフットケアの効果と意義
～当院でケアを受けている患者へのアンケート調査結果より～

正井 静香（兵庫県立加古川医療センター）

目的

リウマチ患者へのフットケア実践は、診療報
酬算定も困難であり、報告例も少ない。そん
な中で継続的に行ってきたことが患者にとっ
てどのような意味があるのか、検討したいと
考えました。

キーワード： 関節リウマチ フットケア

意見交換したいこと・相談したいこと

・他の施設でフットケアを実践されている方とは、
ケアを行っている際の患者の反応等を共有でき
ればと思います。

・ フットケアに限らず、外来での慢性疾患患者へ
の支援を今後診療報酬算定につなげていくため
に、どのようなアピールが有効か、助言をいただ
きたい。
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こんな方に聞いてほしい！

リウマチに限らず、すでにフットケアを実践し
ている方、これから実践しようと思っている方
を含めて、関心のある方はどなたでも。



脳神経疾患をもつ患者に対する経腸栄養法下の排便ケア
―大学病院に所属する看護師の「看護のわざ」に焦点を当てて―

北方李奈（東海大学医学部付属病院）

目的

「なぜ経腸栄養剤の種類が変更されていない
のに下痢と便秘を繰り返すのか？」と疑問があ
りました。

脳神経疾患をもつ患者さんの下痢と便秘につ
いてどんな看護が実践されているのかを調査
しました。

こんな方に聞いてほしい！

脳神経疾患を受け持つことのある方、

経腸栄養法下の排便ケアを実践している方、

「看護のわざ」に興味がある方、

多くの方に参考にしていただければ幸いです。

意見交換したいこと

『排便ケアで困ったと感じたこと』

『こんな看護をしてうまくいった』

『こんな看護を実践しています』 など

意見や方法を伺いたいです。

ぜひ、皆様の素敵な

「看護のわざ」を教えてください。

キーワード

・脳神経疾患

・経腸栄養法

・排便ケア

13
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熟練看護師が捉える特発性肺線維症患者への
情報提供に関する支援

14

キーワード：特発生肺線維症，IPF，熟練看護師，病いの経過，情報提供

目的

こんなことに役立ててほしい！

意見交換したいこと・相談したいこと

太田佳織（大阪公立大学 看護学部 非常勤助手）, 籏持知恵子（大阪公立大学 教授）,南村二美代（大阪公立大学 准教授）

第16回日本慢性看護学会学術集会

特発生肺線維症（IPF）患者に対する、熟
練看護師が捉える情報提供の支援を明ら
かにし、病いの経過における適切な情報
提供の実現のための基礎的資料とする。

熟練看護師の視点から、予後不良で病いの
経過の見極めが困難なIPF患者様に対して、
経過をどう見極めており、具体的にどのよ
うな関わりが、どのタイミングで必要にな
るかを明らかにしています。
IPF患者様に実際に関わる際の資料としてご
活用ください。

VODの中では、結果の内容は簡略化
してお伝えしております。
本研究で明らかになった情報提供の
支援について、もっと詳細に知りた
い点や、疑問に思った点などがあり
ましたら、ぜひ遠慮なく教えていた
だければと思います。



15 腎臓病療養指導士を対象とした腎代替療法選択
における意思決定支援の現状と課題

西澤摩生・関西医科大学香里病院

目的

1.腎代替療法選択の意思決定支援の実態

2.意思決定支援チームの有無とCKDステー
ジの介入時期の関連

3.教育体制の有無と意思決定支援の実施度
の関連

4.より効果的な支援方法を検討するための
課題を見出すこと

キーワード：「腎臓病」「意思決定」「治療選択」

意見交換したいこと・相談したいこと

・腎代替療法選択の意思決定支援の場面での、
成功体験や失敗談、こんな風にしたら良かっ
たなどの意見をお聞きしたいです

・すでに透析予防外来や腎臓病の計画的な教
育入院などが立ち上がっているご施設があり
ましたら、どのような手順を踏み、どういっ
た点に注意して立ち上げられたのか、具体的
な内容をお聞きしたいです

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！
・腎臓病の患者様に関わっている方
・腎代替療法選択の意思決定支援の場面で、
工夫していることや課題となっていること
を知りたい方



16 高齢慢性腎臓病患者の腎代替療法の
意思決定に関わる看護師の支援

廣田 雅美（大和市立病院） 白水 眞理子（姫路大学看護学部） 間瀬 由記（神奈川県立保健福祉大学）

目的

高齢慢性腎臓病患者の腎代替療法の意思
決定は、生命予後やQOLに関わる治療選択と
なり、その支援には困難を要します。このよう
な、難しい意思決定に必要な支援の実態と内

容を知るために調査を企画しました。

キーワード：高齢慢性腎臓病患者、腎代替療法、shared decision making

意見交換したいこと・相談したいこと

自施設の支援システム構築のご経験や具体的
方法、また、課題や今後の展望などをぜひ教え
てください。

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

高齢患者の腎代替療法の意思決定支援に携
わり、支援体制や支援内容の充実に日々尽力
されている方、これから支援体制を作り上げて
いかれる方に聞いてほしいと思います。



17 大学病院を退院する患者の
退院時および退院後１か月後の心配ごとの実態と関連要因の探索
富田真佐子・大﨑千恵子・村田加奈子・鈴木浩子・石原ゆきゑ・松木恵里・小松崎記妃子・吉原祥子
（昭和大学保健医療学部看護学科 / 昭和大学藤が丘病院. 江東豊洲病院. 横浜市北部病院） 坂井志麻（杏林大学保健学部看護学科）

目的
重症患者が多く、在院日数が短い大学病院を

退院する患者は、どのような心配ごとを抱え

ているのでしょうか？看護師に伝えられてい

るのでしょうか？退院後その心配ごとは解決

しているのでしょうか？新しい課題ではありま

せんが、、今一度問い直したいと思い、調査

を企画・実施しました。

キーワード： 退院時・退院後の心配ごと 在宅移行支援

意見交換したいこと・相談したいこと
対象となったほとんどの退院患者さんは退院時

に看護師から説明を受け、理解されていました

が、８割近くの患者さんは心配ごとを抱えながら

もそれを看護師に伝えられていませんでした。

退院後も訪問看護や外来看護によるフォローが

予定されている患者への在宅移行ケアは充実さ

れてきていますが、継続看護から漏れてしまって

いる患者さんはいらっしゃらないでしょうか？

入退院から在宅への移行期の看護に携わって

いる方に、システムづくりやどんな対応をされて

いるのか、具体的な方法を伺いたいです。

ぜひ教えてください！

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！
病棟勤務の方、入退院から退院後への継続

看護に関心のある方に参考にしていただけれ

ば幸いです。



 

 

 

 

 

１８ 急性期病院から療養型病院に転院する 

心不全患者への移行支援 
内田 アン（社会福祉法人 三井記念病院） 

目的 

慢性疾患看護専門看護師や慢性心不全看

護認定看護師が行っている、心不全患者の

急性期病院から療養型病院への転院に伴う

移行支援を明らかにすることです。 

キーワード： 心不全、転院 

意見交換したいこと・相談したいこと 

心不全で入退院を繰り返していた方に

とって、急性期病院から療養型病院への転

院は、治療方針の変更や、慣れ親しんだ療

養環境・医療ケアスタッフと離れなければ

ならない大きな出来事だと考えます。 

転院の方針となった方から、「見捨てな

いで最後までこの病院で診て欲しい」と言

われた経験がこの研究のきっかけです。 

 

 このような状況を乗り越えた経験のある

方に、どのような対応をされたのか、具体

的な方法を伺いたいです。 

 

こんな方に聞いてほしい！ 

■ 心不全患者のケアに携わる方 

■ 心不全を持つ方への継続看護に 

関心がある方 

第 16回日本慢性看護学会学術集会 



19 植込型補助人工心臓装着者の介護者が新しい生活の形を探っていくプロセス
―配偶者に焦点を当てて―

近藤 協子（信州大学）, 新井 清美（信州大学）, 宮嵜 恵（信州大学医学部附属病院）

⚫ 研究目的

植込型補助人工心臓（LVAD）の装着は本人

だけでなく、介護者の生活にも影響を与え

ます。本研究の目的は、LVAD装着者の介護

者が新しい生活の形を探っていくプロセス

を明らかにすることです。

キーワード： 心不全、植込型補助人工心臓、在宅療養支援、家族介護者

⚫ 意見交換したいこと・相談したいこと

✓ LVADの手術や管理を行っている施設は限られ

ており、他施設の情報を得ることがなかなか

難しいと感じます。各施設においてLVAD装着

者や介護者にどのような支援が行われている

のか、また支援を行う上でどのような課題が

あるのか、ぜひ知りたいと思います。

✓ 本研究に引き続いて、LVAD装着者の社会復帰

支援に関する研究を展開していく予定です。

研究に協力して下さる施設を募集中です！

第16回日本慢性看護学会学術集会

⚫ 植込型補助人工心臓を知ってほしい

LVADはまだあまり広く知られたものではあ

りません。すでにLVAD装着者や介護者の支

援に携わっていらっしゃる方はもちろんで

すが、そうでない方にも広く本研究につい

て知って頂きたいと思っています。



三橋 啓太 横浜南共済病院

⼾沢 智也 獨協医科⼤学 看護学部／獨協医科⼤学病院

第16回⽇本慢性看護学会学術集会

⽬的
国内の⼼不全患者の
家族⽀援に関する研
究の動向を整理する
ことで、⼼不全患者
の家族に対する看護
実践の特徴と課題を
⾒出す。

聞いてほしい⽅
病院・地域で⼼不全
患者を⽀える⽅々
検討したいこと
地域で⼼不全患者を
⽀えるために必要な
家族⽀援とは何か？



目的

高齢者の退院支援に関わる過程に
おいて、看護師や家族が生じる葛藤
について国内の文献を検討したうえ
で、看護師と家族が抱える問題点に
ついて明らかにしその現状と課題を
見出し、解決策を検討することを目
的としました。

キーワード： 高齢家族、在宅看護、葛藤、退院支援
第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

在宅介護に至るまでの意思決定
について興味の持っている方、
退院支援を実践している中で生
じる葛藤や疑問をお持ちの方や関
心のある方々など
是非よろしくお願いいたします。

21
岩渕起江（東京医療保健大学立川看護学部） 櫻井敬子（東京医療保健大学立川看護学部）

高齢家族が在宅介護を選択する際に生じる葛藤への退院
支援に関する文献検討



 

 

 

 

 

22 在宅療養支援者が行う ALS患者・家族への 

コミュニケーション機器に関する支援 
河野貴大（聖隷クリストファー大学看護学部） 

目的 

在宅療養支援者が ALS 患者・家族に対して行う

コミュニケーション機器に関する支援のプロセス

を明らかにするための研究を行いました。 

コミュニケーションを支えるための多職種連携に

おける看護の役割について考察しています。 

キーワード：筋萎縮性側索硬化症（ALS）、コミュニケーション機器、在宅療養 

意見交換したいこと・相談したいこと 

ALS 患者・家族へのコミュニケーション

機器導入に向けた支援開始の時期や

導入後の支援について、また、看護の

果たす役割等について皆様のご経験や

ご意見を聞かせて頂きたいです。 

よろしくお願いいたします。 

 

こんな方に聞いてほしい！ 

ALS 患者へのコミュニケーション機器の導入を考

えている方、導入やその後の支援で困っている

方に参考にしていただきたいです。 

第 16回日本慢性看護学会学術集会 

 

 





24 リハビリテーション病院における入院前支援が
看護実践に及ぼす影響

東京都リハビリテーション病院 加藤　かほり

目的

円滑な入院のために行う急性期病院との
連携、多職種との調整、入院前面談など
が、病棟看護師の看護実践にどのような
影響を及ぼしているか明らかにしたいと考
え研究を行いました。

キーワード：入院前支援、前方連携、多職種連携

意見交換したいこと

急性期・回復期・生活期をシームレスにつな
ぐためには、どのような連携が必要でしょう
か。スムーズな連携のために工夫されている
ことについて、共有できればと思います。

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

連携・調整業務を行っている方、看護管理
者の方、病棟看護師の方などに興味を
もっていただけたら嬉しく思います。

急性期 →  回復期 → 生活期



25 壮年期の初発心不全患者の再入院予防に向けた療養支援

～多職種協働により患者の価値観を尊重した支援～
下見美智子 （飯塚病院）

目的

壮年期の初発心不全患者に対して、多職種協
働により身体の変化を捉える支援を行い、再入
院予防に繋げた症例を考察しました。

こんな方に聞いてほしい！

多職種協働について悩んでいる方、多職種カ
ンファレンスの導入に困っている方、情報共有
について困っている方など。

意見交換したいこと・相談したいこと

●患者教育に難渋している症例など、どのように
多職種間で情報や目標を共有しているのか。
（電子カルテや情報共有シートなど作成、カン
ファレンスの運用などの工夫などあれば教えて
頂きたいです）

●退院後はどのように外来での継続看護を実践
されているのか。

●療養指導士が在籍している分野においてはどの
ように連携を取り活動されているのかなど具体的
な活動を伺いたいです。
良いアイディアがあればぜひ教えてください！

キーワード： 心不全、他職種協働、セルフケア支援

第16回日本慢性看護学会学術集会



26 特別養護老人ホームに入所している高齢者における
糖尿病治療のための注射療法の実態と療養支援上の課題
上原喜美子（新潟青陵大学）清水詩子（新潟大学大学院保健学研究科）石崎香織（信楽園病院）
帆苅真由美（新潟青陵大学）野中共子（新潟大学医歯学総合病院）

目的
わが国の高齢化率の現状からインスリンを
はじめとした糖尿病治療のための注射療法
の必要な高齢者も増加すると考えられます。
そこで施設における糖尿病治療のための注
射療法中の高齢者の受け入れと看護師の支
援の実態を調査することにしました。

キーワード：高齢者 糖尿病 注射療法 療養支援

ご意見お願いします

私たちは実態調査を行いました。この結果か
ら考えられる療養支援場の課題についてお示
しいたしますが、もし「うちの地域ではこん
なことしているよ。」という先進的な取り組
みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご
意見いただけたら幸いです。

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

糖尿病と共に生活する高齢者を支えている
訪問看護師、福祉施設の看護師、退院支援
看護師の皆さんとこの問題について考えて
いきたいです。



27. 慢性疾患看護専門看護師の活動の実態
柏崎純子(共立女子大学),片山将宏(滋賀県立大学),上原喜美子(新潟青陵大学),嶋田幸子(京都田辺中央病院),菅谷千賀子(順天堂大学医学部附属練馬病院),
園田由美(川崎医療福祉大学),本城綾子(国立病院機構大阪刀根山医療センター),三好智佳子(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)

変化していく医療提供体制の中で、

慢性疾患看護専門看護師が

どのような活動を行っているのか、

その実態を明らかにする

慢性疾患看護専門看護師を

★雇用している/雇用検討中の管理職の方

★育成する教育に携わる教員の方

★目指している看護師
★認定後間もない専門看護師や、

他の人の活動を知りたい専門看護師の方も！

幅広い疾患と全ライフステージを

対象とし、245名が認定(2021年)されている

慢性疾患看護専門看護師
その活動の場や内容は？

そして、数ある認定資格の中で

慢性疾患看護専門看護師だからこそ

必要とされている役割とは？

慢性疾患看護専門看護師のみなさんの協力で
行った調査をもとに、考察します！

※本研究は、慢性疾患看護専門看護師研究会の活動として
実施した研究です。

キーワード： 慢性疾患看護専門看護師、活動、実態
第16回日本慢性看護学会学術集会

目的

こんな方に聞いてほしい‼

研究のアピールポイント



28 ドナベディアンモデルの「構造」における診療所で実施される
糖尿病患者教育の文献研究

猪熊綾子（群馬大学大学院保健学研究科）、岡美智代(群馬大学大学院保健学研究科)

目的

糖尿病患者への患者教育は重要です。

ドナベディアンモデルにより、診療所における
医師及び看護師が実施している糖尿病患者
教育の「構造」を文献により明らかにすること
を目的に、文献研究を実施しました。

キーワード： 診療所、糖尿病、患者教育、糖尿病教育

こんな方に聞いてほしい、
意見交換したいこと、
相談したいこと

今回の結果では、医師及び看護師が実施してい
る糖尿病患者教育の「構造」は、組織体制が
整っていることが1つとして明らかとなりました。

ぜひ、実際に診療所で勤務されている方や、診
療所での看護を研究されている方に、ご意見を
聞かせて頂けたらと思います。

第16回日本慢性看護学会学術集会



 

 

 

 

 

29 がん看護学講義導入時に看護学生が抱くがんのイメージ 

元井好美（関西医療大学大学 保健看護学部保健看護学科 成人看護学慢性期分野） 

目的 

がんは 2 人に 1 人が罹患する時代になり、がん

に対する専門的な知識や技術、態度を身につけ

るための看護基礎教育の検討が必要である。 

講義導入時に看護大学生が抱く「がんのイメー

ジ」を明らかにしたいと考え、調査をしました。 

キーワード： がん看護、看護学生、講義、イメージ 

意見交換したいこと・相談したいこと 

がんに対する否定的イメージは今も根強くあるが

「がんの罹患が特別ではない」ということを看護学

生に理解が得られるよう、初回講義時に、がんの

イメージを確認しています。学生の倫理観や看護

観を深めるために、感性を豊かにしながら講義を

進めることは、学習効果に良い影響が得られると

考えていますが、がん罹患者数の増加に伴い、

「親ががん」「学生自身ががん」という状況も見受

けられています。そのため、正しく病気を知るとこ

と、特別視しないことなど、学生とともに深めてい

きたいと思っています。 

慢性疾患を抱える患者の看護に 

ついて、さまざまな意見交換を 

させていただきたいと思います。 

こんな方に聞いてほしい！ 

今回は基礎的調査であり、本学会で情報共有

をさせてただきたいと思っております。特に授

業設計のコツや講義の工夫などについて意見

交換ができますと幸いです。 

第 16回日本慢性看護学会学術集会 



30 慢性看護実習における教育用電子カルテを活用したセルフケア指導の実践

鈴鹿 綾子 1) 山本 孝治 1) 西山 陽子 1) 中村 光江 1)

1) 日本赤十字九州国際看護大学 看護学部

COVID-19の影響を受け、予定していた臨地で
の実習が困難となりました。
そこで、臨床における臨場感を学生が実感できる

ように、教育用電子カルテを使用し学内演習を組
み込んだハイブリット型実習を実施しました。
本報告では、教育用電子カルテを活用したセル

フケア指導の実践と学修効果、課題について報告
します。

目的
・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

こんな方に聞いてほしい
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

臨地に勝る経験はありませんが、ICTを活用する
ことで、臨地に近い学びができることと、臨地でしか
学べないことがあると思います。
COVID-19禍での実習形態、臨地実習代替え

の工夫点や学生の反応、課題など情報交換させ
ていただければ幸いです!!

・看護基礎教育に携わっている方
・臨床で実習指導をされている方
・臨地実習の代替実習を検討している方
・教育用電子カルテの導入を検討している方など

意見交換したいこと・相談したいこと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第16回日本慢性看護学会学術集会



31 コロナ禍の面会制限下でターミナル期の患者の家族対応
事例の検討
松尾正人，倉田洋美，田代範人，松岡なつみ（順天堂大学医学部附属静岡病院）

目的

コロナ禍の面会制限下で看護師がターミナル
期の入院患者と家族への対応を工夫した内
容を他施設の看護師はどう感じるのか、ほか
にどのような工夫をしているのか知りたいと思
い実施しました。

キーワード： コロナ禍、面会制限、ターミナル期、家族

意見交換したいこと・相談したいこと

新型コロナウイルスの感染対策を講じるなかで、
ターミナル期の患者が家族と過ごす時間をつくる
ために工夫して対応したことで家族に感謝され
た経験がある方に、どんな工夫をされたのか、
具体的な内容を伺いたいです。
良いアイディアがあればぜひ教えてください！

第16回日本慢性看護学会学術集会

こんな方に聞いてほしい！

コロナ禍で面会制限があるなかでターミナル
期という大切な時期に看護師は何ができるの
か悩んでいる方に参考にしていただきたいで
す。



COVID-19流行と当院における
HIV感染症初診患者の診療アクセスへの影響と課題

○池田和子、杉野祐子、大金美和
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院エイズ治療・研究開発センター
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目的：

HIV感染症は、早期発見・
治療、医療継続が重要です。
COVID-19流行により、HIV
診療アクセスへの影響が予
測されました。本研究で
COVID-19流行前後の新規患
者の動向を振り返り、課題
を明らかにすることとしま
した。

意見交換したいこと：

COVID-19の流行により、影
響を受けた診療内容やケア
について幅広く議論させて
いただきたいです。

よろしくお願いいたします。

キーワード：HIV感染症、医療継続、診療アクセス



⚫ 政策委員会 政策セミナー

“令和4年度 診療報酬改定の概要と改正に向けた看護のあり方”
【講師】
山田 雅子先生 聖路加国際大学大学院看護学研究科 教授

一般社団法人看護系学会等社会保険連合代表理事

【政策委員会】
東めぐみ (日本赤十字北海道看護大学） 富田真佐子（昭和大学保健医療学部看護学科）
坂井志麻 （杏林大学保健学部) 今戸美奈子（高槻赤十字病院看護部）
近藤ふさえ（順天堂大学保健看護学部） 岡佳子（飯塚病院看護部）

⚫ 趣旨： 山田 雅子先生をお招きし、

令和4年度 診療報酬改訂の概要、
改正にむけた看護のありかた

についてご講演いただきます。

外来支援のさらなる充実をめざし、
私たち看護師は何をなすのか、
皆さまと検討したいと考えています。

第16回 日本慢性看護学会交流集会

⚫ アピール：

山田先生に、今回新設された

外来在宅共同指導料 を

外来看護にどう活かせばよいか、など
委員より質問させていただきました。

外来看護に携わる臨床家や教育に
携わる方に聞いて頂きたいです。

Key word： 令和4年度診療報酬、慢性疾患患者への外来支援の充実



 

https://docs.google.com/forms/d/15LoNQCf-gWsExDe8j-zOMBgCbyt_qfLyHcJIj8LNP90/edit 

慢性病とともにある人が 

「生き生きと生活する」ことを支える 

ケアモデルの臨床適用に向けて 

～委員の本音トークを聴いて意見しよう～ 

視聴後のアンケートをよろしくお願いします 

研究交流推進委員会 ワークショップ 2022 

                
               
             

         
          
             

            

                 
               
                

https://docs.google.com/forms/d/15LoNQCf-gWsExDe8j-zOMBgCbyt_qfLyHcJIj8LNP90/edit
https://docs.google.com/forms/d/15LoNQCf-gWsExDe8j-zOMBgCbyt_qfLyHcJIj8LNP90/edit
https://docs.google.com/forms/d/15LoNQCf-gWsExDe8j-zOMBgCbyt_qfLyHcJIj8LNP90/edit


 

 

 

 

  

 

黒江ゆり子、伊波早苗、東めぐみ、山本 力 

内田雅子、森田夏実、木下幸代、小長谷百絵、本庄恵子、河口てる子（所属は省略） 

 

事例研究WSは、遂に 12回を重ねました。 

最初に、①木下よりワークショップ開催の経緯を紹介

し、前半では、②学会誌に掲載された事例論文の二人

の著者(東・伊波)が作成での試行錯誤の苦労と要点、

そして振り返り・反省を吐露します。後半では、③山

本が、研究のステップと東論文と伊波論文へのコメン

トや新たな気づきを語ります。最後に、④研究メンバ

ー全員の一言コメントで締めています。 

キーワード：事例研究法、待つ看護、協働的パートナーシップ、糖尿病患者 

・自らの看護実践を言葉（可視化）にして、

一度まとめてみたい方 

・事例報告や事例研究に挑戦している方、

しようとしておられる方 

・学生や院生の指導に事例を活用しておら

れる方 

・慢性看護の事例研究に関する 

何らかの情報提供して下さる方 

16回日本慢性看護学会学術集会 



交流集会２ その人の望む生き方を支えるCNSの調整

米村朋代 山尾美希 本吉裕美子 今澤美由紀 石﨑香織 伊藤史 加藤かほり 和田由樹
慢性疾患看護専門看護師研究会

キーワード 慢性疾患 認知症 高齢者 独居 多職種連携
第16回日本慢性看護学会学術集会

目的 こんな方に聞いてほしい！

事例紹介 意見交換したこと・相談したいこと

Aさん 70歳代 男性 ひとり暮らし

慢性腎不全 維持透析中

脳血管性認知症

介護保険１ 介護ヘルパー 訪問看護を利用

透析導入後、認知症を抱えながら
一人暮らしを続けるための支援について考える

慢性疾患や認知症がありながらも、その人の

望む生き方を支えるために、多職種スタッフの

専門性を尊重した慢性疾患看護CNSの
調整について考えたいと思い、企画しました。

慢性疾患のある認知症高齢者への支援に

興味のある方、多職種連携に困っている方に

参考にしていただきたいです。

A氏の事例をとおして、多職種連携で配慮する

点や心がけていること、慢性疾患のある認知症

高齢者の療養生活をどのように支援していくか、

皆様のご意見を頂きたいです。



看護基礎教育における糖尿病の「語り」を
いかしたセルフマネジメント支援教材の開発

高橋 奈津子 1) 佐藤 幹代 2) 中山 直子 1) 米田 昭子 3)

1)神奈川県立保健福祉大学 2)自治医科大学 3) 山梨県立大学

第16回日本慢性看護学会学術集会

Keyword：糖尿病、語り、セルフマネジメント、看護基礎教育、教材

30代で２型糖尿病を発症した女性の診断時から現在に至る
までの体験の「語り」動画を一部紹介します。
その後、研究メンバー間のディスカッションになります。

交流集会３の動画をご視聴いただき、看護基礎教育において
糖尿病患者のセルフマネジメント支援について考えを深める
教材として、どのような視点で活用可能であるか、どのよう
な問いを設定すればよいか、今後の教材作成の方向性などに
ついて皆様のご意見をうかがいたいと思います。

「語り」をいかした教材開発、「語り」の臨床適用や
教育への活用に関心のある方、ぜひご視聴ください。

趣旨

本研究で得られた語りの一部は
「健康と病いの語りディペックス・
ジャパン」のホームページで公開
される予定です

交流集会３

https://www.dipex-j.org/
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