
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「寄り添う看護」を大切にしています 

「私にとっての腎不全看護」患者さんに信頼され共に成長する 

「笑い」や「癒し」は、ユーモアに繋がり、 

人間の心を支えていくうえで大事なものであり、腎不全看護に必須であると思います♪ 



                                            

 

 

 

 

 

 

「人は人とともに生きている」

を学ぶことができる場所 

「透析するようになったからできない」ではなく「透析しながらでもここまでできる」と

いう肯定的な生活ができる支援を大切にしています。 

1 人でも多くの足を 

救いたい 

CKD total care 患者にも患者を看る 
nurse にも明るい気持ち、明るい未来 

CKD と共に歩む患者や家族ら、それらを取り巻く縁ある全ての方々と 

共に歩む足元の明かりは大切です。 

こんな時だからこそ全国の皆様との交流できる大会の開催をありがとうございます。 

CKD 看護を極めたい CKD 重症化予防を徹底し、CKD 患者の

QOL の維持向上を図る 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「末期腎不全の患者様一人ひとりに明かりを」 

『私と透析患者』 透析患者様と接する時間は、 

家族と過ごす時間より長く、一つ屋根の下。ある意味運命共同体。 

良い時も悪い時もありますが、一生患者に寄り添っていきます！ 

9 割しんどい  

けど、やってて良かったと思える 1 割があるから頑張れる。 

QOL 低下を予防したい 

患者さんの QOL は 

私にかかっている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANN での発表内容はとても刺激になります。楽しみにしています。 

let's do our best❗️ Ｏｎｅ Ｔｅａｍ 

あかりに、あたたかさを添えた看護 

あくまでもできることは指導 

あなたに・・小さくてもいいから灯

りをともしたい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも腎不全看護学会に参加すると皆さまの看護に対する熱い思いに 

圧倒されます。今、目の前に居る人に良い医療看護が提供できるように 

研鑽していきたいと改めて思う場所です。 

オーダーメイドの看護で、「その人らしさ」を支えていきたい！ 

初めての Web 大会、楽しみにしております。 

ギリギリまで予防を目指す腎不全看護 

みんなでつなごう 一つの思いやり、一つの笑顔🎵 

暗闇に一筋のあかりを灯せるような看護を目指しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで看護のあかりを照らしましょう 

みんなの明かりが集まれば、きっと大きな太陽になる！ 

こんな時だからこそ明るく笑顔でいたいですね。 

みんなの絆で腎不全看護の未来を輝かそう！ 

ゆらゆら揺れる気持ちに寄り添いながら、 

笑顔を支えていきたいと思っています。 

わたしも「明」子です！ 娘の名前 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心・安全・QOL を保てる療養生活を支える看護 

一同集結できなくとも腎不全看護の心は一つ 

奥深い看護 

(生涯関わっていきたいと思える分野) 

皆様と学びを共有させていただき、私も、目の前の患者様のあかりを

更に明るくできるよう頑張ります！ 

外来や腎代替療法指導時に生かせる取り組みを勉強したいです。 

学びも多く、やりがいのある看護。 

さらに深めて関わっていきたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

患者さん、そして同じ看護を目指す多くの仲間たちのおかげで看護師として、

1 人の人間として成長する機会をいただきました。 

患者さんために自分のできることって何だろうっていつも考えています。 

患者さんと共に笑顔になれる。家族のようにかかわり。 

患者さんと共に歩む・寄り添う看護 患者様 first 

看護の醍醐味を味わっています！！！ 

正解がないからおもしろい 



 

 

 

 

 

 

 

 

驚きの連続‼️ 

継続は力なり！ 努力は報われる！ 

答えのない看護 

日々研鑽・日々進化し続けていく腎不全看護 

さぐればさぐるほど、おくふかし。 

医療・看護は日々進化します。 

置いて行かれないように情報は、吸収しないといけませんね。 

いくつになっても勉強あるのみです。楽しみにしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今学会が腎不全患者の QOL の向上の一助になれますように 

私は日々、看護を実践する中で、「折り合いをつける」ことを看護観として、

患者さんに関わっています。 

自己管理一緒に頑張りましょう！ 

出逢って良かったと思われる看護師を目指して。 

腎不全看護は私のナースライフで一番長続きしています。それだけ魅力があると感じてい

ます。沢山のナースに腎不全看護を理解してほしいと思っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多職種によるチーム医療・多岐に渡る専門知識と技術を発揮 

透析室は第 2 のおうち 

部署異動で腎不全看護と関わることになり、看護の初心に帰るきっかけになりました。 

学会を通して、再度学習したいと思います。 

本当のリーダーになるために学びを深めたい 

未来につなごう！！腎不全看護 



 

 

 

 

 

異職種からの参加です。勉強させていただきます。 

なかなか参加できず今回初めての参加です。 

今後の CKD 療養指導に活かしたいと思っています。 

初めて学術集会に参加します。 

興味深いテーマばかりなので楽しみです。 

初めて参加します。今後の看護に活かせるよう学びたいです。 



 

 

 

 

 

コロナで会うことができないですが、23 年間紡いできた絆は途切れることは

ありません。今こそ腎不全看護の明かりを灯して一致団結の時だと思います。

すべてをチャンスに変えましょう 

ソーシャルディスタンスは守って心は密に 

4 月以降腎不全領域に関わる機会が減っているため、楽しみです。 

疫病退散 

これからが最も頑張りどころです いまこそ英知を結集しましょう 



                                            

 

 

 

 

コロナに負けず未来の透

析治療を考えよう！ 

コロナに負けない、明るい未来

は私たちが作って行こう 

COVID19 治療・感染対応も含め、たすけあい、励ましあい、 

乗り切っていきましょう。 

コロナ禍でも負けずに腎不全看護をやりましょう。 

私たちにはその力がある！ 

コロナにもインフルエンザにも負けない透析看護を目指します 

コロナなんて、みんなで、乗り越えるぞ！ 

コロナに負けるな GO TO 透析 

 



 

 

 

 

 

コロナのピンチをチャンスにかえて、 

新たな腎不全看護のスタートです 

コロナの影響で避けている密ですが、透析患者さん・家族さんへは、こんな世

の中だからこそ、寄り添い密な看護を提供していきたいです。 

COVID-19 の影響下で、腎不全看護に関わっておられる看護師の方々、 

困難な毎日をお送りのことと思います。このような時期だからこそ、 

学会で腎不全看護の重要性や未来について語り合いましょう。 

感染対策に追われる日々ですが、今を乗り越え、 

未来に向かって繋がりましょう。 

COVID-19 に負けない腎不全看護で患者支援を努めよう 



 

 

 

 

 

不安な web 参加 

WEBで参加できるのを 
楽しみにしています。 

WEB で心を一つに 
つなげましょう 

オリンピックイヤーだった今年、昨年の『Next Stage』からのトーチ（あかり）を引き

継いでの開催は、残念ながらコロナ禍の影響で WEB 開催となりましたが、たくさんの

『明（あかり）』が集まって、盛会となりますことを祈念しております。 

コロナで皆さん集まれないけれど、 

思いを web 上で共有しましょう。 



 

 

 

 

 

web での開催ですが腎不全看護を見直す機会にしたいと思います。 

Web での開催は子持ちナースの 

学ぶ機会を増やしてくれます。 

WEB での学会参加は初めてですが、ゆっくり講演を聞けるかな？ 
と楽しみにしています。 

WEB 開催だからこそ様々な講義が聴講できると思います。楽しみです。 

Web 開催となり、企画を始め、様々な調整ありがとうございます。腎不全看護学

会に参加すると、元気が出ます。今回も興味を引く内容で楽しみにしています。 

長年、腎不全看護に携わってきて、私にとってライフワークとなってしまいました。  

大病を患ったときも支えてくれたのは、揺ぎない看護の経験とそこでできた仲間でした。

WEB を通してですが、また皆様とお会いできることに感謝しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB で広島を堪能します。 
お好み焼きは次回の楽しみに！ 

広島かき食べたかった 広島に行きたかったよ 

いつかまた広島に行ける日を心待ちにしながら、 

参加させていただきます。 



本日（１１月１７日）時点でいただいております参加者様の「明」メッセージ集です。 

※第１弾で公開済みのメッセージも含まれております。 

 

・腎不全とともに自分らしく生きるためにできるかこと 

・患者の思いに寄り添う看護 

・勉強させていただきます 

・慢性腎臓病の患者さんの QOL を高めたい！ 

・自分が患者に提供出来る事は何かについて 

・コロナ下でも希望をもって日々の看護に取り組んでいきたい 

・腎不全看護は看護師を志した原点 

・コロナに負けずに頑張ります。 

・透析を学ぼう 

・微力ながら支えていける看護を目指したい 

・患者家族と共に歩む 

・看護師生活の最後まで腎不全看護に携わりたいです 

・コロナ禍でも学会に参加できることありがたく思っています。 

・患者様にとってよりよい人生を送れるように支えていきたいです。 



・今後の日本腎不全看護学会の発展をお祈りします。 

・コロナで大変ですが、皆さん頑張りましょう！ 

・宜しくお願い致します 

・透析室に長年勤務しております。web 配信での視聴は、より多くの演題を聞けるので楽しみにして

います。よろしくお願い致します。 

・生涯寄り添いながらその人らしく暮らせるよう支援をすること 

・患者とたくさん話して一緒にあゆむ 

・ソーシャルディスタンスの時ですが、心は常に近く、寄り添い、多職種と協同しながら腎不全看護を

極めたい 

・患者さんの価値観を理解し、個別性に応じた療養指導を他職種と協働し、サポートしていきたいで

す。 

・腎臓への意識が高まるといいな！ 

・広島に行きたかった 

・慢性腎不全の学びを深めたいです 

・みんなで頑張りましょう。そして、また会える日を・・楽しみにしています。各病院の取り組みなど

知りたいです(コロナ対策） 

・患者さんが安心安全に生活できますように 

・初参加です。楽しみにしています。 

・療養指導上で納得のいく指導方法 



・実り多い学術集会の成功を記念しております 

・愛をもって学ぶ 

・人生のサポート 

・ご盛会お祈り申し上げます 

・やりがいと生きがいです 

・多分、私にとって看護師としての最後の部署となる血液浄化治療部、経験年数がかさむほどに透析看

護のおもしろみや必要性を実感しています。関わってはじめて知ることも多く、もっと多くの看護師に

透析治療について知って欲しいと思う。導入の患者さんに関わることも多く、導入することで引きこも

りにならないように願って思いを聞きながら指導している 

・患者さんの暮らしのあかりとスタッフのこころあかりをみつけたいです 

・コロナに負けず灯りを灯しましょう 

・腎不全看護を学ぶ 

・地域の人の生活を支える看護をしていきたい。 

・コロナという目には見えないウィルスの恐怖も加わり、腎不全患者さんの日常に新たな不安が増えま

した。少しでも不安を軽減し、心身ともに明るく穏やかに療養生活が送れるよう引き続き看護介入がで

きればなと思っています。 

・透析をしながらも、その人らしく生きていけるよう、多職種で支援しています 

・地域での生活を支える看護 

・導入期患者さんが少しでも前を向けるように関わりたい。 

 



・広島開催できなかったことは残念でしたが、WEB 開催していただきありがとうございます。遠方へ

の学会参加が難しい同僚にも参加を勧められるので、腎不全看護に携わる多くの看護師の学びと道し

るべ(あかり)となる学会になるのではと楽しみにしております。 

・コロナ渦ではありますが、学会の開催を楽しみにしていました。いろいろな方の発表を参考にして、

日々の看護に生かしていけたらと思います。 

・難しい…けど、やりがいがある看護 

・希望 

・コロナ感染に打ち勝て腎不全看護！ 

・シンプルケアで健やかに❗️ 

・意思決定支援を大切に 

・心を大切にしたい 

・当院の病棟患者のほとんどは透析を受けています。日頃の看護ケアに活かせるようにたくさん学べれ

ばと思っています。 

・糖尿病患者の腎症予防が目下の課題です 

・多くの方が参加してくださるといいですね。 

・患者と向き合う 

・長い付き合い 

・腎不全看護について学びを深めたい。 

・透析患者様の安全と安楽を一緒に考えていきましょう 



・ゆっくりじっくり 

・患者さんの生活を支え、その人の望みに寄り添える看護について学んでいきたいです。 

・新型コロナウイルスに負けないよう共に頑張りましょう。 

・今、スタッフ全員でフットケアに取り組んでいます 

・COVID-19 に負けずに頑張ろう 

・23 回大会の開催おめでとうございます。 

・私にとっての腎不全看護とは患者さまと共に歩み成長していく過程です。 

・私にとっての腎不全看護とは患者さんの人生への寄り添いです。 

・初のＷＥＢ開催！ご尽力感謝致します。 

・あかり 

・興味があるので参加しました。これからの看護で役立てられるよう勉強したいです。 

・学術集会を通して患者理解を深めたい！ 

・腎不全看護はその人の最後まで関われる究極の看護のひとつです 

・いろんな人と出会い、成長する場です。 

・患者さんにとって明かりのような存在になれますように日々精進して参りたいと思っております。 

・腎不全看護、奥が深いです。 

・ 私にとっての腎不全看護は生活の一部 

・透析の世界って、奥が深いですよね。 



・腎重症化予防 

・腎不全看護をつなぐ 

・個別性に合わせた看護を提供する 

・こんな時であるからこそ、みなさんとの腎不全看護の絆を深めたいです 

・患者とともに病気と付き合う 

・この厳しい時期ですが、頑張って下さい。 

・患者さんとの出会いは一期一会 

・健康寿命を延ばす腎不全看護をめざす 

・腎不全看護について、今後も学んでいきたいと思います。 

・日々の学びで少しでも患者様のために 

・もっと学び深めたい腎不全看護です 

・第 2 の人生スタートとなる透析との生活に、患者さん、家族さんに明かりがともりますように 

・部署異動で腎不全看護と関わることになり、看護の初心に帰るきっかけになりました。学会を通し

て、再度学習したいと思います。 

・みんなでコロナを乗り切ろう 

・よろしくお願いします 

・コロナに負けない透析看護と透析栄養 

・みんなでつながろう！ 



・コロナ終息を願う 

・患者さんの生活の一部という意識を持って援助を行っていく。 

・腎不全看護は CKD total care です。CKD 全期を見つめて看護しましょう。 

・初めての登録になります。よろしくお願いします。 

・疾患と付き合いながら QOL を高めていく 

・透析をしていても普通の生活を。 

・会員ではないので、わからないです。すいません。 

・寄り添う看護 

・腎不全看護については、まだまだ初心者で学ぶことが沢山あります。いろんな情報を吸収して日々の

看護につなげていきたいと思います。 

・その人らしさを大切にする看護 

・終末期も含めた看護を提供出来るように学びを深めたいです 

・コロナに負けずがんばろう！ 

・いつも「ありがとう」を忘れない 

・奥深い看護 

・看護師としてのライフワーク 

・開催ありがとうございます。今後に役立てたいと思います。 

・水内大会長へ 大会の成功を祈っております。 



・Web での開催楽しみにしております。 

・初めての広島開催、初めての Web 開催 みんなで頑張ろう！ 

・患者様が、治療されながらもより自分らしい生涯を送るための看護が提供できれば、と思ってます。

今回の学会も楽しみにしております。 

・WEB で参加できるのを 楽しみにしています。 

・患者さんの気持ちに寄り添う看護 

・糖尿病看護を学ぶものです。腎不全について学びを深めたいです。 

・皆さん頑張りましょう 

・沈黙の臓器を理解しよう 

・あきらめない看護 

・思う気持ちが未来につながる腎不全看護 

・腎不全看護は、1 人の患者さまの人生においてずっと関われる看護だと思っています。だからこそ、

そこに関わる私たちは、色々な情報交換や共有が必要なんだと思います。みんなで頑張っていきたいで

す。 

・透析患者さんと透析室スタッフにあかりを！ 

・足元に明かりを灯し、人生を照らしていきたいです。 

・在宅看護の大切な絆 

・人生の学び 

・繋がる腎不全看護 



・共に腎不全看護の先にあるあかりに向かっていきましょう 

・日々自己管理や治療に非協力的な患者様と接する中で、何か指標となる「あかり」を見つけ、共に歩

んで行きたいと思います 

・腎不全看護の明るい未来 

・web 開催おめでとうございます 

・腎不全看護を考える 

・COVID-19 に負けるな 

・頑張れニッポン 

・腎不全看護 

・予期せぬ事態となった現状で、これまで以上に人と人との繋がりが支えとなる時です。腎不全患者さ

んやその家族、医療従事者間で『あかり』を灯すようなつながりを大事にしたいと考えます。 

・透析看護を充実させよう 

・コロナに負けず、透析患者さんによりよい看護を！ 

・寄り添える看護でありたい 

・泌尿器科病棟に所属する上で腎不全看護に関する知識を深め、よりよいケアに活かしていければと思

っています。 

・紡ぎ合い、伝え合い腎不全看護を広めていきたい 

・患者さんにとって、スタッフの存在が少しでも『明』になりますように。 

 



・看護師になり 15 年目、ずっと腎不全看護に携わってきました。腎不全看護は私の生きがいです。こ

れからも新しい知識や情報を取り入れ、日々の看護に邁進していきたいと思います。 

・未来への架け橋 

・透析室に勤務していましたが、病棟に異動となり、CKD の教育入院の患者さんと関わることが増え

ました。CKD 領域の学びを深めたいと思います。 

・高齢者に優しい腎不全看護をいつも考えています 

・希望の光となれますように 

・CKD スペシャリスト看護者 

・腎不全看護の難しさ 

・ライフステージに応じた療養指導 

・腎臓内科外来スタッフとして頑張っています 

・腎不全看護のすばらしさを共有できることを期待しています 

・初めての Web 開催にワクワクしています、このような企画をしていただき嬉しく思います。 

・私にとっての腎不全看護は、看護の楽しさを教えてくれたもの。 

・全集中！透析の呼吸！全力で患者さまの療養生活をサポートさせて頂きます。 

・燈に込めた思い、心に響きました。透析療法に携わる看護師として、患者様と人生を共に学ぶ自負が

あります。尊厳と謙虚さを学武時、燈が道しるべでしょうか。 

・初の WEB 学会参加、楽しみにしています。 

・患者さんと共に 



・すべての患者さんに寄り添い、最善の看護を… 

・腎不全看護の仲間がたくさん出来ますように！ 

・透析導入日は 2 回目の誕生日 

・大変な情勢の中、学会を開催していただき、感謝致します。web ではありますが、全国の腎不全看

護に関わり皆さんから元気をいただける事、楽しみにしています。 

・COVID に負けずに頑張りましょう 

・腎不全看護、難しいけど浸透させたい 

・コロナに負けず頑張りましょう。 

・ひとりひとりの腎不全看護への想いが“あかり”を灯し続けることに繋がると思います。その想いを

語り合える学会であることに期待しています。 

・コロナで皆様大変だと思いますが、オンラインだからこそ参加できました。これからはこういう形で

の開催も良いのではないかと思います。 

・寄り添う腎不全看護 

・コロナ禍でも頑張ろう 

・腎不全に携わる皆様のご活躍を応援しております 

・腎不全看護は生涯学習 

・患者さんと家族がよりよい人生となるように… 

・透析療法や腎不全看護に興味があり、この度参加させていただきます。 

・頑張りましょう 



・腎不全看護の発展を 

・腎不全看護に希望の光を 

・コロナ禍で初めてのＷＥＢ開催。今まで経験のない状況下での透析室での悩みを共有し明日の看護に

生かせますように。運営関係者のみなさま大変な中ありがとうございます。 

・患者様一人ひとりを知り、心から向き合う看護 

・私にとっての腎不全看護とは、患者さんと共に歩むこと 

・開催には大変なご苦労があったと思います。無事開催出来そうで、何よりです。 

・WEB 開催だからこそ様々な講義が聴講できると思います。楽しみです。 

・大変な状況ですが、力を合わせて頑張りましょう 

・私の考える腎不全看護とは腎不全とともに生きるその人の生き方を理解し支えることです。 

・未来の腎不全看護 

・患者さんが、自宅で生き生きと過ごすことができる。 

・患者さんに寄り添った看護を行なっていきたいです 

・初めての参加になります。よろしくお願いいたします。 

・腎臓病とともに生きるを支え、患者さんもご家族も私たちケア提供者も、みんなが幸せと思えるケア

をしていきたい 

・腎不全患者が少しでも希望を持って、その人らしく生きられるよう支援していきたいです。 

・腎不全看護の発展のために頑張ります 



・暗闇に一筋のあかりを灯せるような看護を目指しています。 

・広島に行けなくてとても残念です。今年、透析認定看護師の試験を受験させてもらえませんでした。

認定をとっても保険点数が貰えないのと、看護部長が変わったためです。でも諦めずに夢である認定看

護師に絶対なります。 

・寄り添う心、命をささえる腎不全看護 

・腎不全を抱えながら自分の人生を生きている患者さんは、私にとって生きる意味を考えさせてくれま

す。その方らしい生き方のお手伝いが出来たらと思っています。 

・これからが最も頑張りどころです 

・長年患者さんのケアをしている透析看護師が患者さんのその人らしい生活や最期を支えているのだ

と思います。透析看護師だからこそ患者さんに寄り添って患者さんの人生をより良いものにできるの

ではないかと感じています。 

・慢性期の看護を見つめなおすきっかけになったもの 

・コロナで大変な中の開催頑張って下さい 

・コロナ禍の看護学会開催ご苦労様です、応援しております。 

・腎不全の治療戦略や患者ケアについて学びたいと思います。 

・腎不全という病気は不可逆性で、一生涯の治療が必要です。その長い長い病気のライフステージを、

患者さんとともに構築し歩んでいくお手伝いが出来るよう、たくさんの知識や技術を身に着けていき

たいです！ 

・楽しみにしています 

・早期に介入しよう 



・出逢って良かったと思われる看護師を目指して。 

・新しい学会のスタイルですね。開催が楽しみです。 

・「寄り添う看護」を大切にしています 

・現地にはいけませんが楽しみにしています 

・人生の勉強 

・私にとっての腎不全看護とは、患者様の治療と生活に寄り添ったものでありたいと考えています。 

・私にとっての透析看護 

・明るい未来のために頑張りましょう！ 

・WEB 開催楽しみです 

・透析者の為の看護・支援・未来への扉 

・腎不全看護を通してのつながりを大切にしたい 

・コロナファイト 

・みんなで一緒に頑張りましょう。 

・患者様が、自分らしい生涯を送るための透析看護が提供できれば、と思ってます。今回の学会も楽し

みにしております。 

・頑張ろう 

・自己研鑽 

・WEB 講演楽しみにしてます 



・父の病気を知りたい 

・誰かの人生の手助けになること 

・コロナに負けず、患者さんのための腎不全看護を探究しましょう！ 

・腎臓愛してる 

・腎不全患者の明るい未来 vhcx 

・その子(高齢者だとしても)の母親の子を思う気持ちを裏切らない看護をしたい 

・私にとっての腎不全看護は患者さんに血液透析を生活の一部として不安なく過ごしていただけるよ

う看護することです。 

・私にとっての腎不全看護はやりがいそのものです。 

・粛々と頑張りましょう 

・患者様の QOL の向上に、少しでも力になりたい！ 

・COVID-19 感染が沈静化し、学会参加できる日がくることを願います 

・少しでも長く普段と同じ生活が送れるようにサポートする事 

・未来につなごう！！腎不全看護 

・腎不全患者のと私 

・コロナ対応に追われる中、お疲れ様です 

・外来や腎代替療法指導時に生かせる取り組みを勉強したいです。 

・疫病退散 



・私にとって、透析看護は生きがいです 

・腎不全看護を通して患者さんの日常生活の質について、長期に寄り添っていけるようになる。 

・日々研鑽 

・患者さんの思いが反映できる腎不全看護ができると良いな 

・楽しみです 

・日々の透析が安寧や希望につながるように。 

・患者様が自分らしく生活を送りながら治療を受けられるように、いつも身近な相談相手として寄り添

えるような看護をしたいです。 

・透析患者の栄養管理 

・私にとっての腎不全看護とは、頑張って生きている人達に寄り添う看護だと思っています。 

・生活者である透析患者さんの未来を灯せる理解者であり援助者でありたい。 

・腎不全看護は私の看護師人生をやりがいのある仕事に変えてくれました。 

・この学会参加を通して、患者に寄り添ったケアを十分に提供できるよう学びを深めていきたいと思っ

ています。 

・「人は人とともに生きている」を学ぶことができる場所 

・学術集会開催おめでとうございます。長いつきあいができる看護を実践・実行しいていきたいです。 

・寄り添う心を忘れなければ看護のあかりはつづく 

・web での開催ですが腎不全看護を見直す機会にしたいと思います。 



・療法選択支援、よい透析について学びたいです。 

・このような時期に、オンラインで腎不全看護学会が開催されることになり、有り難い気持ちでいっぱ

いです。 自分の働いている病院から離れて、日本全国から医療者の皆さんが集まるこの会に、毎年沢

山の刺激を受けています。 その刺激が私の看護の原動力となり、患者さんへ良い透析看護を提供した

いという想いを形に変えてくれています。 腎不全看護学会は、看護師としての私の背中を後押してく

れる会になっています。 今年は新しい形での開催ですが、オンラインの良い部分を生かしてたくさん

の知識を吸収していきたいと思います！ 

・コロナのピンチをチャンスにかえて、新たな腎不全看護のスタートです 

・腎不全看護とは 

・メッセージありません 

・わたしの看護観を深めてくれた看護 

・透析看護のスキルアップ 

・「透析するようになったからできない」ではなく「透析しながらでもここまでできる」という肯定的

な生活ができる支援を大切にしています。 

・患者さんの未来の為に 

・日々勉強です 

・とくにありません 

・腎臓の力は命の灯を大きくできるか、消えてしまうのか、これからの人生を大きく左右する大事な臓

器であると日々体感しております。私の父含め腎不全がゆえに治療が継続できない方もたくさんみて

参りました。少しでも腎臓に対する理解を深めケアしていけるようになりたいです。 

・高齢者社会で腎臓を大切にする生活を伝えていくことを学ぶ機会としていきたい。 



・大変な状況ですが、日々の出会いに感謝して過ごしていきたいです 

・腎不全看護とは、治療のみではく療養生活そのものを支える看護だと考えております。希望する生活

はどのようなものか、それに一番近い治療方法の選択は何か。看護サイドから医療や治療選択に働きか

けることは十分に可能だと思います。看護の力で生活を整え、人々の QOL の向上ができると信じてお

ります。 

・共に生きる 

・いまこそ、みんなで力をあわせよう。 

・長期に渡る治療の中で少しでも患者さんに寄り添いあかりをともしたい 

・楽しみましょう 新しく明かりを灯そう 

・COVID-19 にはタミフルです。 

・透析導入、末期のときの意思決定支援など、年々様々な関わりがあります。患者にってよりよい結果

につなげれるように、日々看護の関わりを考えています。 

・透析患者さんから看護について学びました 

・コロナに負けるな！ 

・楽しみにしています。 

・腎不全看護、楽しいです。 

・がんばります！ 

・頑張るぞー 

・たくさん学びたいです 



・頑張ります！ 

・認定看護師目指して教育課程で勉強中です。 

・腎不全看護って奥深い！ 

・企画、運営ご苦労さまです。楽しみにしています。 

・私にとっての腎不全看護は透析室で多くの患者さんとの関わりから学べた看護です。 

・広島かき食べたかった 

・その人らしさ 

・患者さんとともに学ぼう、患者さんと家族を支えよう 

・患者さんとみんなを照らす灯り 

・照らし、照らされる 

・患者、患者家族、医療者、チーム全員が前を向いていけるよう看護師としての役割をはたしていきま

しょう！ 

・透析医療が患者の明るい未来につながりますように 

・透析予防 透析になってからはいかに生活を守りながら長く過ごせるか 

・笑顔で過ごせる毎日のために、私たちも笑顔で看護する 

・自分の成長のために学びたいと思います。 

・一つ一つ丁寧な看護 腎不全看護 

・患者さんの療養生活を一生懸命サポートしたい。 



・CKD total care 患者にも患者を看る nurse にも明るい気持ち、明るい未来 

・透析していても自分らしく生きる 

・腎不全看護は患者とともに 

・気長に優しくいこう！ 

・安全 安楽 

・患者さんが腎不全と向き合うために・・・ 

・初めての参加です。楽しみにしています 

・今学会のご盛会を心よりお祈り申し上げます。 

・本当のリーダーになるために学びを深めたい 

・保存期から終末期まで学びの深い領域です 

・私にとっての腎不全看護は生きることに向き合うことです 

・コロナに負けず、頑張りましょう 

・透析経験 15 年です。もっと専門意識を高めていきたいと思います。 

・将来の自分のために！自分が受けたい最善の腎不全看護を目指します 

・元気で長生きが出来るよう、透析生活の支援を頑張ります 

・腎不全看護は患者様と二人三脚で成し遂げるものです 

・看護師人生の半分以上、腎不全看護に関わってきました。医学や看護の進歩に着いて行けるようにが

んばります❗️ 



・皆さんと一緒に学び、自身の成長につなげていきたいです。 

・今回の学会参加が、患者さんへの明かり、働く看護師としての明かりとなることを期待しています 

・明るい透析ライフへの支援‼ 

・明るく元気に頑張りましょう 

・外来看護師としてスキルアップしたいと思っています。 

・継続していくもの 

・コロナ禍での病院や施設の役割の変化が知りたいです。 

・患者一人一人の命を守り続ける 

・腎不全看護とは、疾患を持ちつつ自分らしい人生を送る手伝いや相談役になること 

・こんな時こそ 未来に向け あかりをつなげよう 

・患者さんのために共に悩み共に喜べる仲間がいる事が私にとってかけがいのないことです。その仲間

にたくさん支えられ前を向くことができています。最高の仲間とともに看護ができ、成長していける腎

不全看護が大好きです。 

・少しでも腎不全の患者様の役に立てる看護技術が向上できるようになりたいです 

・CKD 看護をクローズアップ 

・仕事 

・その人らしさを支えるための看護に努めています 

・学会で皆さまとお会いできないのは残念ですが、腎不全看護の強みに明かりを灯して、力を合わせて

この非常時を乗り越えましょう！ 



・患者さんの笑顔のために腎不全看護をみんなで学びあいましょう！ 

・新型コロナウイルスが終息し 通常の仕事、生活に戻り また皆さんが元気な姿で学会が開催される

ことを心待ちにしております。 

・灯した明かり守り絶やさず未来へつなげよう 

・今こそ人とのつながりが大切だと感じています 

・明かりのある看護を 

・腎不全の患者様に看護の原点を教えていただいた。 

・透析療法を受ける高齢者への在宅介護の在り方について学びたい 

・私にとっての腎不全看護は人生の哲学です。 

・透析予防看護を実践したい 

・糖尿病性腎症の患者様への透析予防外来指導の意味 

・ＷＥＢ開催ですが、楽しみにしております 

・初の試み楽しみです 

・頑張って 

・相手を思いやり信頼される看護がしたい 

・ライフワーク 

・腎臓病と上手につきあい QOL の向上を目指す看護を考える 

・よろしくお願いいたします。 



・患者さんに対してよりよい腎不全看護を実践したい 

・皆様と学びを共有させていただき、私も、目の前の患者様のあかりを更に明るくできるよう頑張りま

す！ 

・腎不全看護において、患者さんへあかりを灯し続けることのできる看護師でありたいです。 

・患者様と共に歩む 

・自己管理支援の在り方を考えたい 

・これからも携わり、追及したい分野 

・認知症となったとしても、透析が安全・安心に継続できる環境であってほしい。 

・透析患者さんから人の気持ちの大切さを学びました 

・週に 3 回、顔を患者さんと合わせることでお互いのちょっとした顔色の変化やその日の機嫌などが、

わかるようになり天気や食事の話や家庭のことを話すことで患者さんからまなぶこともたくさんあり、

透析看護は魅力的だと感じております。 

・私にとっての腎不全看護とは、臨床工学技士からスタートした、透析のお仕事。患者さまから、いろ

いろ学ばせて頂くことの方が多かった。その中から、よりよい看護とは、何かないものかと、悩み考え

て、看護師の道に進んで、日々、奮闘中です。自分自身のライフスタイルが、変わる毎に患者さまに対

しの接し方も変化している気がします。これからも、少しづつ、よりよい腎不全看護が出来るように

日々奮闘していきます。 

・腎不全看護とは、患者に寄り添うことである。 

・訪問看護に変わりましたが、透析クリニックに通われている利用者と家族に直接接する事で改めて自

己研鑽の必要を感じています。 

・WEB 開催も楽しみにしてます 



・より良い学術集会開催を願っています。 

・いのち 

・安心・安全・QOL を保てる療養生活を支える看護 

・腎不全看護について深く学びたいと思います。 

・コロナ禍で あかり照らし照らされ 学術集会 

・初めてなので無事参加できるよう頑張ります。 

・訪問の立場で腎不全患者とその家族を支えたいと思います 

・次の広島での学会開催を楽しみにしています 

・フェイストゥーフェイス 

・初めて学術集会に参加します。興味深いテーマばかりなので楽しみです。 

・あくまでもできることは指導 

・学会開催おめでとうございます。自己の腎不全看護を深める大会になれば幸いです。特に療法選択に

ついて学習できればと思います。 

・つなごう、腎不全看護の輪 

・繋がる腎不全看護を目指そう 

・私にとっての腎不全看護は貴重な学びの場です。感謝申し上げます。 

・病気を持ちながらも、その人らしさを失わずに、病気とともに過ごすことができるように、あかりを

灯すことができる看護を目指したいと思います。 



・腎不全看護とは、奥深くてやりがいのある仕事 

・毎日の経験が日々の看護につながっていると思います。学会に行くといつも勇気づけられます。 

・腎不全看護、私にとって、学び続けていく看護 

・ともに生きるために 

・患者と寄り添える看護師でありたい 

・腎不全看護は日々学ぶことが多いと感じております。 

・勉強させていただきます。 

・コロナに負けるな 

・腎臓病と闘う私。 

・コロナの早期終息と共に透析患者及び医療従事者の健康をお祈りいたします。 

・腎不全について学習したい 

・思いやり 

・患者とともに考える看護 

・患者の透析生活支援 

・生活の一部であり、生きがい。 

・知らずに進行しているＣＫＤに少しでも早く気づいてもらい、残腎機能を維持できるように毎日現場

で保存期の方に関わっています。 

・Web 上でも、皆様にお会いできることを楽しみにしています 



・透析予防に努めたい 

・私にとっての腎不全看護とは、透析導入時より看取りまで一連の中で看護を実践することのできる醍

醐味のある看護である。 

・やりがい 

・患者の思いに寄り添う 

・患者さんと共に笑顔になれる。家族のようにかかわり。 

・患者さんために自分のできることって何だろうっていつも考えています。 

・ライブ配信で視聴できることをとても楽しみにしています。 

・医療・看護は日々進化します。置いて行かれないように情報は、吸収しないといけませんね。 

・頑張って行きまっしょい！ 

・今回の公演やセミナーなどを通し、看護にエビデンスを持ち活かしたいと思います。 

・ｺﾛﾅに負けず、乗り越えよう！ 

・COVID-19 の影響下で、腎不全看護に関わっておられる看護師の方々、困難な毎日をお送りのこと

と思います。このような時期だからこそ、学会で腎不全看護の重要性や未来について語り合いましょ

う。 

・生活を支える専門職として、判断できる力を養い続ける 

・新型コロナで大変な時ですが、どんな時も患者さんを心を灯す、温かいケアを提供したいですね！ 

・腎不全で療養中の皆様に「あかり」が灯りますように… 

 



・腎不全看護に携わらせていただくようになってから、少しずつですが知識と技術を深めている途中で

す。主に療法選択と外来での腹膜透析患者の診療補助をさせて頂いていますが、まだまだわからないこ

とだらけです。もっと知識をつけ、経験を積むことが必要だと思っています。また、同じ領域で活躍さ

れている方々の経験やご意見を参考にさせていただく事も大切な学びを深めるための活動のひとつだ

と思っています。 

・腎不全看護の更なる発展を目指して 

・患者さんと共に歩むこと、看護のやりがいを教えてくれたものが私にとっての腎不全看護です 

・透析看護・腎不全看護について、改めて学びたいと思います。 

・広島に行きたかったよ 

・腎不全、人柄を理解する 

・腎不全看護に出会えたことで、私の看護師人生は 360 度変わりました。 

・長期透析感謝の自己管理指導の充実 

・腎不全看護は、保存期から治療選択、生涯にわたる治療の継続。患者の思いや生活に長期に渡り寄り

添い、関わる難しさとやりがいがあります。 

・患者さん家族と共に 

・さぐればさぐるほど、おくふかし。 

・一日一歩 

・世界に光を 

・縁の下の力持ちとして寄り添いたい 



・その先に続く未来のために 

・患者様のために 

・コロナ渦だからこその学びがあると思います。 

・学会開催ありがとうございます。腎不全の患者様への看護の提供がさらに深める事ができるよう努め

てゆきたいです。 

・混乱の世の中、様々な準備をありがとうございます。 

・患者さんの一生を支える 

・腎不全看護は、まだ手探りで行っている。少しでも多くのことを学んで、患者様の日常をより良いも

のに出来る様にしたい。 

・生きてる証 

・これだと思った透析看護 

・QOL 低下を予防したい 

・腎不全看護学会を毎年楽しみにしています 

・平穏な日常が早く戻り、隔たりないコミュニケーションが行えるようになって欲しい 

・新しい情報をたくさん収集します 

・長らく腎不全看護に関わってきましたが、腎不全看護学会の参加は初めてです。このコロナ禍で患

者・家族、また医療従事者も多くの方が先の見えない不安を抱えています。今回の学会参加で多くの

方々にあかりを灯せることができるように学んでいきたいと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 



・患者と一緒に考える看護 

・血液浄化と心の浄化 

・腎不全患者さんを支えたいです 

・生きることを考える日々 笑いを大切に 

・患者の人生にかかわりながら寄り添う 

・腎不全看護の原点は“愛”ですね 

・よりよく生きるために 

・仲間に支えられてます 

・つなぐ命 

・糖尿病性腎症の難しいこと。ひとりでも透析にならずにより良い生活ができるようにしたい 

・オリンピックイヤーだった今年、昨年の『Next Stage』からのトーチ（あかり）を引き継いでの開

催は、残念ながらコロナ禍の影響で WEB 開催となりましたが、たくさんの『明（あかり）』が集まっ

て、盛会となりますことを祈念しております。 

・これまでもこれからも、ずっと関わり続けたい腎不全看護に出逢えて良かったです。 

・ありがとう 

・腎不全看護は早期ＣＫＤからの患者指導が重要だと考えます 

・頑張ってください 

・患者のそばに寄り添う看護が腎不全看護 



・患者さんのチカラになりたい！患者さんと共に！ 

・透析 

・WEB での学会参加は初めてですが、ゆっくり講演を聞けるかな？と楽しみにしています。 

・新型コロナウィルスで大変な時期に学会開催、本当にありがとうございます。 

・みんなで支えましょう 

・CKD 看護を極めたい 

・守ろう腎臓くん 

・コロナが早く終息しますように 

・つなぐ 

・腎不全看護の醍醐味 

・患者様 first 

・患者さんの思いを大切にした看護を心掛けたいです 

・患者さんに寄り添う看護を行っていきたい 

・コロナ禍でも負けずに腎不全看護をやりましょう。私たちにはその力がある！ 

・全腎代替療法に関わっている経験から、腎不全看護に関わる全ての領域の知識の必要性を感じていま

す。 

・初めての WEB 開催の学会です、大変でしょうが楽しみにしています。 

・学会参加により患者さんに役立てたい 



・腎不全看護と私 

・時代の変革期。学びの機会に感謝。 

・患者さんが安楽に過ごせるよう日々考えさせられます。勉強になればと思っています。 

・ライフパートナー 

・困難な状況の中での開催、お疲れ様です！水内先生のパワーならば、きっと乗り越えられますと

も！！盛会をご祈念いたします。いつの日か笑顔でお会いしたいものです。 

・腎不全看護は私の看護人生の終活 

・本学術集会での知見が活かされ、ひとりでも腎不全患者さんが減りますように 

・高齢者にとって苦痛の少ない透析治療を目指して 

・CKD 重症化予防を徹底し、CKD 患者の QOL の維持向上を図る 

・初の web 開催の成功を祈っています！ 

・患者のサポーターになる 

・中国地方で初めて開催される、腎不全看護学会学術集会。水内大会長を中心に、DLN を中心とした

仲間と一緒に準備を開始しました。その後、山あり谷あり、様々な困難に遭遇し、やっとあかりが見え

始めたところに新型コロナウイルス感染症パンデミックでした。腎不全看護学会初の Web 開催となり

ますが、ここまでたどり着けたことが夢のようです。学会に関わってくださった方、ご参加いただく全

ての方に感謝の気持ちで一杯です。記憶に残る学会となりますように。 

・大変な時期ですが皆さんで乗り越えていきましょう 

・初めて参加します。今後の看護に活かせるよう学びたいです。 



・患者さんの支えになります 

・看護を楽しむきっかけとなった分野 

・患者さまの人生を支援する看護だと捉えています。 

・私にとっての腎不全看護はその人に寄り添いともに考えること 

・世界平和 

・導入から看取りまで援助します 

・治療、療養を日常生活に取り入れる看護 

・コロナ禍における学会開催は準備など大変だと思います。ありがとうございます。 

・患者さん、そして同じ看護を目指す多くの仲間たちのおかげで看護師として、1 人の人間として成長

する機会をいただきました。 

・腎不全と共により良く生きられるための協力者でありたい 

・患者様と共に歩める看護者を目指します 

・臨床工学技士として腎不全看護に明かりを灯せるように努力していきたいです。 

・腎不全看護の未来を照らして 

・腎不全看護はまさにプライマリ・ケア 

・コロナで会いたい人にも会えず、勉強の場にも行けず、自粛生活が続いています。その中で勉強させ

ていただき、ありがとうございます。 

・その人らしく、日常生活を支援したい 



・患者さんも医療者も共に取り組むものと思い仕事に当たっています 

・腎不全という病気になってしまったとしても、その人らしく人生が送れるよう、患者さんと関わって

いきたい。   

・初めての web 開催となり、少しでも多くの学びができそうで、楽しみです。 

・感染対策 

・共に考える腎不全看護 

・腎不全看護を頑張ろう 

・コロナに負けず、明るく看護していこう。 

・宜しくお願いします。 

・学びが多いもの 

・私にとっての腎不全看護は、学びが多くやりがいを感じます 

・Web 開催、諸々準備お疲れ様です 

・患者とともに歩む腎不全看護 

・現在直接関わってはいませんが深めていきたい分野です 

・腎不全看護の未来 

・WEB 開催 それぞれの明かりを灯そう 

・腎不全看護をもっと深めていきたいです。 

・コロナ禍という大変な時に学術集会・総会の開催ありがとうございます。 



・久しぶりの参加です。楽しみにしています。 

・WEB 開催していただいたスタッフの皆様に感謝いたします。 

・日々患者さんから学ぶことの連続。 

・患者様への安全・安心な医療の提供 

・コロナになんか負けない！ 

・長いお付き合いになるからこそ、他科より出来る関わり方があると考えています 

・患者さまとの心の繋がり、私にとってなくてはならないもの 

・長年に渡り腎不全看護に携わり、沢山の「愛」を患者さん、スタッフより頂き今があります。しかし

腎不全看護はまだまだ奥が深く、進化している現状を理解して学びを深めていきます。 

・みんなで看護のあかりを照らしましょう 

・腎不全看護と ACP 

・コロナに負けず未来の透析治療を考えよう！ 

・奥が深い 

・看護の考え方や視点などを学ばせて頂こうと思います。 

・命を繋ぐ看護 

・腎不全看護学会開催楽しみにしています。 

・腎不全とともに「明」を灯そう！！ 

・腎不全であってもその人らしい人生が送れるように、その人の理解に努め支えていくことです。 



・その人らしく生活できるための支援を 

・コロナの影響で避けている密ですが、透析患者さん・家族さんへは、こんな世の中だからこそ、寄り

添い密な看護を提供していきたいです。 

・コロナに負けずに助け合おう 

・学術集会が行われないと思っていましたが、このような形で開催していただけて良かったです。 

・患者さんのそれまでの人生を尊重しながらより長く元気に生活するため、色々な角度からかかわるこ

とができることに楽しみを感じています。 

・みんなに希望の明かりを灯そう 

・ピンチをチャンスに！応援しています 

・患者の生活に合わせた寄り添う看護を提供していきたい 

・離れていても腎不全看護への思いを一緒に感じたい！ 

・人間体人間を教えてくれたもの 

・感染対策に追われる日々ですが、今を乗り越え、未来に向かって繋がりましょう。 

・来年はコロナが終息し、学会が開催できますように 

・コロナ禍で色々と暗くなることもありますが、看護によりあかりとなることができればと思います。 

・前向きで希望のある透析生活がおくれるよう支援できると嬉しいです。 

・患者さんの生き甲斐に寄り添って一緒に考えていくこと。 

・足を守ろう 



・働く事が出来ていつもありがとうございます 

・私にとっての、腎不全看護は患者に寄り添うことができることです 

・こだわり 

・患者様の人生を共に生きる 

・透析治療を安全に受けることができるように 

・生涯関わっていきたい看護分野 

・さらなる腎不全看護の発展を願っております。 

・私にとっての腎不全看護とは、これから益々知識を深めたい分野です。 

・みんなで力を合わせて頑張ろう 

・未来に明るく！ 

・今学会が腎不全患者の QOL の向上の一助になれますように 

・全ての患者さんが笑顔になれるような看護 

・患者さんとの一期一会、腎不全看護は、私にとって生きがいです。 

・どんな逆境にも負けない看護の力で腎不全患者の未来を照らしましょう！ 

・療法選択支援では今後の人生を決める大事な関わり 

・コロナ禍ですが、頑張りましょう！ 

・コロナの中患者さんスタッフと対応が大変かと思いますが、協力して対策しています。 

 



・このような大変な中、学術集会の開催ありがとうがざいました。長年、腎不全看護に携わってきて、

私にとってライフワークとなってしまいました。 大病を患ったときも支えてくれたのは、揺ぎない看

護の経験とそこでできた仲間でした。WEB を通してですが、また皆様とお会いできることに感謝して

おります。 

・今年はコロナ感染防止のためＬＩＶＥ開催への参加は見合わせます。来年は例年通り参加出来ますよ

う期待致しております。 

・腎不全看護を深める 

・わたしにとっての腎不全看護は患者の人生の再構築に携われるすばらしい職業だ感じています。 

・学びを深めるために参加します。よろしくお願いします。 

・心に寄り添う看護 

・広島に行けなくて残念ですがオンデマンド開催楽しみにしています。 

・明日への一歩となる看護を 

・患者に寄り添う看護 

・みなさまと共にこれからも腎不全看護に力を注いでいきます。多くの皆様と手を取り合い頑張ってい

きたいと思っています。 

・透析導入を少しでも先延ばしにできるように保存期の関わり方が大切だと考えています。 

・一同集結できなくとも腎不全看護の心は一つ 

・初めて参加させていただきます。よろしくお願いします。 

・いつも腎不全看護学会に参加すると皆さまの看護に対する熱い思いに圧倒されます。今、目の前に居

る人に良い医療看護が提供できるように研鑽していきたいと改めて思う場所です。 



・看護の心はいつでも密で 

・看護師さんの患者ケアの奥深さに感銘を受けました 

・毎日勉強 

・その患者様の心・思いを汲んだ治療技術の提供を心掛け、継続する。 

・よろしくお願いします。 

・皆で見守る、支援する 

・透析看護は日々の変化に敏感であり、注意力や発想力が必要な場所です。新しい情報を患者さんは求

めており透析生活を元気に楽しく過ごせるように日々努力されています。透析患者さん同士が仲良く

会話される光景がアットホーム感を感じます。一人でも共有できる時間の場を大切にしてあげたいで

す。また、透析に興味を持つ若いスタッフが増えるとより医療現場も明るくなると思います。 

・わたしにとっての腎不全看護 

・9 割しんどい けど、やってて良かったと思える 1 割があるから頑張れる。 

・初めての参加です。楽しみにしてます。 

・高齢化、様々な合併症で不安が大きい 30 年、40 年の長期透析患者の支援 

・コロナに負けずに今出来ることをやろう 

・私にとっての腎不全看護とは、継続看護のやりがいや難しさ、患者と向き合うとは、という点を学ば

せてもらった分野でした。 

・みんなの明かりが集まれば、きっと大きな太陽になる！こんな時だからこそ明るく笑顔でいたいです

ね。 



・個別の透析看護 

・その人らしいい透析生活が送れるような援助を行うこと 

・ナースとしてのベース 

・みんなでつなごう 一つの思いやり、一つの笑顔🎵 

・血液透析看護に従事して 20 年になります。血液透析室における看護師の役割とは何か、日々自問自

答しながら勤務しております。 

・参加して最新の腎不全看護について知見を得たいと考えています。 

・まだまだ不勉強ですが腎不全看護について学びを深めたいと思います。 

・例年とは違う状況の中、腎不全看護学会の開催本当に感謝いたします 

・Web での開催は子持ちナースナースの学ぶ機会を増やしてくれます。 

・みんなの心に明かりを灯そう！ 

・知識向上に努めて更に頑張ります。 

・Ｗｅｂ開催、新しいチャレンジ、ご準備大変なことと思いますが、楽しみしております！ 

・学習の良い機会になればと思います。宜しくお願いします。 

・こんな夜の中ですがストレス溜めずで…… 

・腎不全看護とはこころの寄り添い 

・難しく、挑みがいのある看護 

・日々進化し続けていく腎不全看護 



・人と人の心を繋げる腎不全看護  WEB でも繋がっていきましょう。 

・多職種によるチーム医療 

・みんなで考えよう治療選択 

・私にとっての腎不全看護とは、その人らしい生活を送るためのお手伝いが出来ればと思っています。 

・私にとって腎不全看護とは寄り添い、励まし時に指導介入し向き合って行けるように援助していくこ

とではないかと考えています。 

・なかなか参加できず今回初めての参加です。今後の CKD 療養指導に活かしたいと思っています。 

・内分泌専門医のクリニック勤務です。糖尿病性腎症の方も多く通院されています。今後の業務に役立

つ情報を期待しています。 

・患者さんの人生の分岐点に寄り添う看護の知をより深く学びたいです 

・コロナ流行の中、企画準備大変だったと思います。新しい取り組みとして成功をお祈りいたします。 

・腎不全看護は、患者自身を受け止め見まもり育てる看護だと思います。 

・自分達の小さなあかりが集い、一人でも多くの患者を照らし癒せるあかりに。 

・コロナに負けずに、みんなで乗り越えよう！ 

・過去から現在、そして未来へ 

・明るい未来へ 

・みんなの笑顔を探す日々 

・声かけの腎不全看護 



・透析室は第 2 のおうち 

・腎不全看護への情熱（あかり）を次世代へつなぐ 

・心をひとつに 

・患者さんと一緒に悩み、学び、思いを伝え合いながら日々業務をしています。 

・腎不全看護 研鑽の日々です  

・新しい知識の共有 

・細く長く無理なく続けられるサポートをしていきたい 

・灯には温もりがあります。温めあって生きる力を育みましょう 

・私たちから明かりを灯そう 

・コロナ禍で世界が変化している最中、腎不全看護の歩みをとめず皆さんと共に前進していきたいと思

います。 

・私にできるケアをつなごう 

・COVID－19 の早期終息を願います。Web 学会楽しみにしています 

・透析患者のリヴィングウィルの意見を聞きたい 

・希望がある透析治療を。 

・最後まで人間らしく 

・腎不全の患者さんの未来が少しでも明るいものに 

 



・CKD と共に歩む患者や家族ら、それらを取り巻く縁ある全ての方々と共に歩む足元の明かりは大切

です。こんな時だからこそ全国の皆様との交流できる大会の開催をありがとうございます。 

・コロナ禍ですが、苦しい時こそ手を取り合って看護の心を大切にしたいですね。 

・コロナに負けるな腎不全看護 

・看護の広がりを教えてくれた分野です 

・初めて参加させて頂きます 

・開催にあたり、ご尽力された方々にお礼申し上げます。広島の地に行くことを楽しみにしておりまし

た。可能な時が来ましたら、また広島での開催を望んでおります。皆で集うことができる日が待ち遠し

いです。 

・糖尿病患者さんの透析予防指導をメインに早期腎症の方から腎不全が進行した方まで、患者さんがよ

り良い生活を送るため、日々の支援に取り組んでいます。 

・在宅と病院をつなぐ腎不全看護 

・腎不全患者の QOL の維持向上を目指して 

・腎不全看護はその人の人生に寄り添う、長い経過を見据えた看護だと思います。人生の様々なステー

ジに合わせた看護・提案ができるように、勉強を続けたいと思います。スケールの大きな看護が提供で

きるだけの、人としての成長も続けていきたいと思っています。 

・患者層も高齢化する中で、自己管理の難しさを日々感じています。一人でも多くの患者様に日常生活

を不安なく過ごしてもらえるよう考えています。 

・腎不全看護でできる予防、支援 

・腎臓の大切さをもっとひろめよう！！ 



・「末期腎不全の患者様一人ひとりに明かりを」 

・今こそ結束の時！みんなで乗り越えましょう！ 

・コロナに負けるなー仲間と会えない日々が続くが頑張ろう！ 

・私にとっての腎不全看護とは、患者とともに悩み、考え、最善の選択を支援することだと感じていま

す。 

・私は 30 年間透析室で勤務してきましたが、2 年前より外来勤務となりました。外来では PD 及び慢

性腎臓病患者に携わる事ができ、自分自身のスキルアップになったと思います。 

・腎不全看護の明日 

・尊厳を重視した看護 

・腎不全看護は看護人生そのものです 

・皆で明かりを灯しましょう！ 

・楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

・人生の小さな幸福を患者と共有する喜び 

・家族のように共に生きて 

・透析患者さんとの出逢いによって看護師として育ててもらい、今があると感謝しています。 

・寄り添う看護を心掛けたい 

・直接、腎不全の患者さんの看護を経験しておりませんが、看護に携わる際は、腎不全と言う病気と共

に戦いながら日常生活をいかにその人らしく送れるか、一緒に考えていきたいと思います。 

・コロナに負けるな！腎不全看護 



・患者・家族の生活を支える、ともに歩んでいきたいと考えます 

・CKD 患者への有効的な看護を学んでいきたい 

・腎不全の看護を深めたい 

・腎不全看護は私のナースライフで一番長続きしています。それだけ魅力があると感じています。沢山

のナースに腎不全看護を理解してほしいと思っています。 

・ゆらゆら揺れる気持ちに寄り添いながら、笑顔を支えていきたいと思っています。 

・腎不全看護の質の向上を目指して 

・腎不全看護を奥深くおもしろがって進めたい 学びが尽きる事はない分野だ 

・負けるな日本！COVID・災害に打ち勝て！！ 

・腎不全看護は私のライフワークです 

・奥深く難しい。もっと勉強して患者の力になりたい。 

・初めて腎不全看護学術集会に参加します。楽しみです。 

・支えよう患者さん、共に頑張ろう透析看護 

・透析看護に携わっている私にとっての腎不全看護は透析と共に生きる。 

・新しい学びをいつもありがとうございます 

・いくつになっても勉強あるのみです。楽しみにしております。 

・知識を深めてより良い医療を提供できるように努力したいです。 

・新しいチャレンジ楽しみです 



・腎不全看護、素晴らしい先輩方・仲間と出会えたことに感謝です。 

・初めて参加させていただきます。透析看護について、まだまだ勉強不足ですが学びを深めていきたい

です。 

・慢性疾患患者の心に希望をともすような看護を目指します。 

・運営の皆さま 大変だと思いますが頑張ってください。楽しみにしています。 

・それを学びたいので参加します 

・悩み続ける 

・web 開催ということで参加しやすくなりました。よろしくお願いします。 

・CKD 患者さんにストレスをかけない食事アドバイスを心掛けています 

・コロナで大変な時期ですが、皆で頑張りましょう 

・患者さんの望む生活支援を。 

・継続は力なり！ 努力は報われる！ 

・コロナにより勉強会や学会が中止になり、自己研磨する場が無い状態となっていました。今回、日本

腎不全看護学会や日本透析医学会が web にて開催されることに感謝しております。来年には会場での

開催を期待しております。コロナに負けず第 23 回腎不全看護学会を盛り上げましょう！ 

・私にとっての腎不全看護 奥深い、常に勉強頑張ります。 

・患者さんとじっくり関われる腎不全看護にやりがいと喜びを感じています 

・私にとっての腎不全指導 

・患者様の毎日が変わらぬ豊かなものになりますように 



・こんな時こそ笑顔！ 

・多職種にとっての腎不全看護 

・あゆみ 

・答えのない看護 

・患者に寄り添う(生き方を認め共に考え支援する) 

・透析医療の発展と患者さんの生活の質向上に貢献したいです。 

・家族のようなあたたかい看護を目指しています 

・分かりやすい看護 

・患者と共に人生を考える 

・寄り添って看護していく看護 

・長く在籍した外来から病棟に異動しまだ違う喜びを感じています。若いスタッフに腎不全看護のやり

がいを伝えて患者さんがその人らしく生活できるようにサポートしていきます。 

・わたしも「明」子です！ 

・腎不全看護を難しく感じてるため、今回を通して様々な知見を得たいと思います。 

・コロナ窩だからこそ腎不全看護の明かりを大切にしていきましょう。 

・患者様にいつも寄り添う腎不全看護を心がけています。 

・いつかまた広島に行ける日を心待ちにしながら、参加させていただきます。 

・こんな時期だからこそ人に優しくすることを諦めないでほしい 



・どんなときも患者さんの味方である気持ちを忘れない 

・コロナに負けず、未来を明るく灯そう 

・透析室に笑顔を多く届けたい‼ 

・一生勉強 

・コロナで会うことができないですが、23 年間紡いできた絆は途切れることはありません。今こそ腎

不全看護の明かりを灯して一致団結の時だと思います。すべてをチャンスに変えましょう 

・保存期から関われる体制つくりをしていきたいと考えています。 

・こんな状況だからこそ出来ることがある！私達は試されている！ 

・多くの困難に果敢に立ち向かいましょう。 

・困難な状況が続いていますが学会員皆で団結、協力して頑張りましょう！ 

・目標 

・患者さんの笑顔 

・知識不足の患者への指導の困難さについて 

・腎不全看護は患者さんに寄り添い、共に生きる看護だと思っています 

・早くみんなと会いたいです 

・早く再会したいです 

・腎不全看護とは、患者様の生活背景をすべて含めた看護 

・新時代の腎不全看護のあかりとなる学術集会・総会を！ 



・この状況で開催できること、嬉しく思います。腎不全看護に希望の光がともりますね。 

・広島で開催されることを楽しみにしていましたがとても残念です。どのような形であれ、腎不全看護

に携わる仲間と会えることを楽しみにしています。 

・コロナに負けない！ 

・患者と医療者の信頼関係の重要 

・患者の立場に立った看護 

・let's do our best❗️ 

・他職種連携で成り立つ腎不全 

・今年は、集えないけど、Ｗｅｂで腎不全看護を語り合い楽しみましょう 

・私にとっての腎不全看護は、看護師として成長させてくれたものです。奥が深いからこそ、学ぶ楽し

さがあると思います。 

・患者様に寄り添い、ご自身で答え（方策）を見出していただく事が大切 

・わたしの勤務先は内分泌科専門です。糖尿病と腎臓はとても関係深いものなので患者様には透析にな

らないように日々指導しています。 

・現下コロナ禍にあっても、どこまでも先を明るく見て、不動の心で腎不全看護を実践していきましょ

う 

・私にとっての腎不全看護..療法選択に関わる責任とプレッシャー、それ以上のやりがいがあるもの。 

・開催されることを およろこび申し上げます。 

・患者さんの生活を支える 



・患者の心にも目を向けることを忘れない 

・私にとっての腎不全看護は、最後に「頑張って、生きてよかった」と思えるように支えること。 

・コロナにもインフルエンザにも負けない透析看護を目指します 

・現地開催ができなくて残念ですが、たくさんのあたたかい腎不全看護が共有できることを楽しみにし

ています。 

・患者さんのそばに寄り添い、気遣い、関わり続ける看護を目指したいです。 

・慢性期看護の王道 

・慢性腎不全とのつきあい方、人生の選択にあかりをともせますように 

・コロナから透析患者さんを守りましょう！ 

・患者と共に寄り添う支援 

・患者・家族との関わりを通して一緒に成長しながら考え深めていく看護 

・コロナに負けず頑張りましょう！ 

・患者の 10 年後の生活に、責任を持つ 

・透析患者さんと共に自分の看護師としての成長がある。感謝。 

・コロナ禍にも負けずに、患者・家族に寄り添った看護の提供をする背中をスタッフに見せていきたい 

・多岐に渡る専門知識と技術を発揮 

・腎不全とともに生きる方々にとっての精神的、身体的、社会的な苦痛や苦悩を、少しでも軽くするお

手伝いが出来れば・・・ともに頑張りましょう。 



・腎不全患者様とご家族の在宅生活を支えたい 

・参加を楽しみにしています 

・コロナ禍でも、スタッフと協力して、医療従事者教育や患者教育を工夫して行っています。関心を寄

せること、笑顔で接すること、学ぶ姿勢を持ち続けることを大切にしています。。 

・初めての参加が現地でないのは残念ですが、WEB で学びを楽しみたいと思っています。 

・第 23 回日本腎不全看護学会学術集会・総会、堪能させていただきます 

・腎不全看護は今回初めてなので色々学びたい 

・沢山の人との繋がり 

・その人その人に合った腎不全看護を 

・食事管理指導の難しさ 

・新型コロナウイルスの中、WEB 開催に向けてご尽力いただきありがとうございます。 

・人との温かいつながりでみんな元気に・・・ 

・自分自身の成長 

・患者に寄り添いながら透析を続けていけるよう、療養生活の支援をしたいです。 

・全ての CKD 患者に希望のある未来を 

・みんなで叶える腎不全看護 

・WEB 開催楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

・それぞれの明かりを大切に 



・私の看護人生そのもの 

・WEB で参加できるのを楽しみにしています。 

・患者さんの日々の生活が、制限がありながらも、少しでも明るいものになる手助けとなる看護をして

いきたいと思います。 

・私にとっての腎不全看護とは、個々の患者さんの最後まで継続した看護ができるやりがいのある仕事

である。 

・患者様の力になれるよう研鑽していきたいです。 

・指導・教育において奥が深く、やりがいのある看護 

・腎不全看護が多くの人との出会いや学びと繋がっています。 

・笑顔で過ごせる日々がこれからも続きますように。 

・看護について深く考えたり追及したりできた大切なものです。 

・どんなときも、前向きに行動する力 

・コロナなんて、みんなで、乗り越えるぞ！ 

・みんなで暖かな灯りをともしましょう！ 

・私の看護人生の約 40 年は腎不全看護の進化と共に歩んでこられたことを今は誇りに思います。 

・学会準備等、大変お疲れさまです。 

・伝えたい腎不全看護の楽しさを 

・生きることの大切さ、尊さを知ることができる腎不全看護に関われることは、幸せであると思いま

す。 



・驚きの連続‼ 

・コロナ禍の今こそ尊い看護を 

・透析患者様が自分らしく生きることを支援できるようなケアを実践していきたいと思います。 

・今いる場所でそれぞれの明かりを灯し続けましょう 

・コロナ下の大変な時期のなか学術集会の機会を与えて下さってありがとうございます。Web という

新しい学びの場、楽しみにしてます。 

・自分らしさを大切にして健康的に暮らせる支援 

・その人らしさを支えながら小さくてもあかりを灯すような看護を大切にしたいです。 

・知識を深めるために必要な学会です 

・患者さんに寄り添える看護 

・腎不全でも健やかに生活できる看護を提供したいです。 

・私にとっての腎不全看護はその人の生活をみること 

・なるべく自分や家族に置き換えて考えてみることを心がけています。 

・コロナで皆さん集まれないけれど、思いを web 上で共有しましょう。 

・腎不全学会初参加です。内科看護に携わるものとして腎疾患は必須だと思います。内容を楽しみにし

ています 

・腎不全看護の楽しさと奥深さをみんなと共有しましょう。 

・コロナ渦ですが、皆さん共に頑張りましょう。 



・患者さんが笑顔でいられるようにささえたい 

・腎不全看護とはともに歩むということ 

・患者さんの QOL は私にかかっている。 

・生涯支え合う看護 

・コロナに負けない 

・COVID-19 の早期収束と皆様のご健勝をお祈り申しあげます。 

・どう生きたいかのお手伝い 

・私の看護師人生そのものです。沢山の学び。 

・患者様それぞれの道に明かりをともしていきたい 

・透析を続けながら、その人らしく生きていくための支援を追求し続け、その人にとって最善のケアが

提供できるよう努力していきたいです 

・ソーシャルディスタンスは守って心は密に 

・WEB 開催ならもっと参加費を安価にしてほしいです 

・よろしくお願いいたします 

・コロナに負けるな GO TO 透析 

・患者、家族を含めた看護 

・患者の生きてきた人生を知る 

・みんな一つに 



・異職種からの参加です。勉強させていただきます。 

・患者さんと共に歩む 

・患者さんと共にあゆむ 

・患者様とご家族の一番近くで常にチーム医療の架け橋になりたい 

・明るく・元気に毎日を過ごしてほしい 

・患者さんの人生に寄り添う看護 

・コロナ禍の中、皆さん大変ですが、力を合わせて乗り切っていきましょう！ 

・腎不全にならないぞ 

・このような状況の中、参加できることをありがたく思います。コロナに負けない看護を！ 

・寄り添って看護していく 

・患者さんの話をよく聞く看護師を目指しています。 

・腎不全看護を広めたい 

・コロナ禍でセミナーや勉強会が中止になる中、開催をしてくださりありがとうございます。準備など

大変かと思いますが、宜しくお願いします。 

・この度はコロナ渦での開催おめでとうございます 

・開催おめでとうございます。コロナ禍でオンラインの開催ありがとうございます。 

・初の web 学会 成功しますように 

 



・開催されありがとうございます。コロナ禍でオンラインセミナーと言う新しいスタイルでの開催がで

きありがとうございます。コロナが早く終息しますようお祈りします。 

・このような状態ではありますが開催出来ること、参加させていただけることに感謝致します。オンラ

インでの開催になりますが勉強させていただきます。 

・この状況中大変だと思いますが開催できて良かったです。コロナに負けず頑張りましょう。 

・コロナに負けないで 

・透析を通して腎不全看護に貢献したいと思います 

・患者さんに寄り添う看護 

・透析拒否をなくしたいです 

・ワンハートで腎不全看護 

・患者様の思いに寄り添う明かりを灯し続けます！ 

・前を向いて、腎不全看護の未来を語りましょう。 

・透析看護の未来へ向けて！ 

・共に考え、互いの人生を豊かにする。 

・いろいろありますがおだやかにすごせますように 

・その人がその人らしく生きられるように 

・開催ありがとうございます。web 楽しみにしてますも 

・透析導入患者の関わりを深めたい 



・奥が深いので、まだまだ勉強が必要です。 

・お願いします、 

・腎臓が悪い方は、自分の生活に大きな影響をおよぼすこともあり、制限されることも多々ある。その

生活のなかでどうすればその人らしい生活を送ることができるのかを共に考え、心身を良い状態で保

てるよう支えていくことが私にとっての腎不全看護であると考えている。学会で様々な症例を学ぶこ

ともその第一歩である。 

・第二の家族と思って頂ける透析看護を提供したい。 

・日本糖尿病療養指導士資格を保持しており、腎臓に関して深く関わりがあるため勉強させたいただき

たいと思います。 

・慢性疾患患者の看護の難しさを今でも感じます。「患者さんの生き方や価値観を大事にしながら、私

達医療者も折り合いをつけながら一緒に歩いて行けたらいいな」と思っています。 

・泌尿器科と混合病棟になったため、腎不全について少しでも知るきっかけになればと参加します 

・大変な中、学会が成功する事を祈ります 

・コロナの方が透析にこられても不安を与えない対応を目指し，毎日イメージトレーニングしていま

す。 

・専門知識を深めることは、患者さんのセルフケア支援に繋がる 

・コロナ禍で様々な環境で過ごされていると思います。心が折れそうなことも多々ありますが、癒しと

希望の灯を灯して生きましょう。 

・患者に寄り添った看護 

・患者さんとともに日々を過ごす 



・腎不全という一生付き合っていかなければならない慢性疾患を抱えた患者の看護は、看護師としても

継続した勉強が必要であり、また、患者の人生に深く関わる仕事であると日々感じています。家庭もあ

り、遠方での学術集会は今まで行く機会が作れませんでしたが、今回デマンド配信での開催となり参加

できることをうれしく思います。この機会を有効に活用し、今後の看護に活かしたいと思います。 

・安全・安楽の看護を提供していきます。 

・奥深い看護 (生涯関わっていきたいと思える分野) 

・長期にわたり療養を続けている腎臓病の患者さんから学ぶことは多いです。患者さんが生活で大切に

していることを尊重する姿勢で、周囲のスタッフと連携しながら支援していきたいです。  

・慢性腎不全患者の意思決定をどう支援するか？患者の持つセルフケアの力を引き出しその力を伸ば

す支援に取り組みたい 

・腎不全看護は急性期から今後一生に関わることななり、奥が深すぎると思って日々携わっています。 

・糖尿病からの透析予防に力を入れています 

・私にとっての腎不全看護は、看護の原点。学会で学んだ事、今後の看護に活かしたい。 

・コロナに負けない、明るい未来は私たちが作って行こう 

・苦痛の少ない看護の提供を考えています。 

・個別性に応じた看護 

・共に歩む 

・腎不全患者に寄り添って、看護したいと思います！ 

・腎不全と付き合っていく 



・患者さんの生活スタイルに合わせて、大切にしていることを支えていきたい。          

・ＣＯＶＩＤ19 による影響で開催について大変苦労された学術集会と思いますが、その分とても素晴

らしい今までにない学術集会になりますように期待しています。 

・それぞれの夢に向かってともにいきましょう 

・長い目で一生懸命今を生きる 

・患者には、思いや暮らしがあることを踏まえて、必要な援助は何か考え続けるよう心がけています。 

・web 開催して頂きとても嬉しく思います。 

・患者様にとって信頼され、寄り添える医療パートナー 

・新型コロナウイルスなど不安を抱えながら透析を受ける患者様、それを支える医療者が心穏やかに過

ごせるよう祈っています。 

・この度オンデマンドという形でも開催して下さったこと感謝致します。 

・寄り添いともに考え、ともに生きることが私にとって大切にしている看護 

・患者さまの、今日も明日も支えていく 

・食との向き合い 

・患者様の生活の一部に溶け込む 

・多様な価値観を考慮しながら寄り添い専門性のある看護の提供。 

・私にとっての腎不全看護とは、透析患者様の訴えを傾聴し、信頼関係を築くことから始める必要があ

ると考えています。 

・透析患者を減らしたい 



・患者さんと共に治療的セルフケアに逞しく挑み続けること 

・より良く生きる選択を患者に教わる日々 

・生き方を考える看護 

・共に悩みながら腎不全看護を考えていきましょう 

・昨年から参加しました。改めて勉強になりました。 

・透析になっても楽しく生きてる人はいる 

・腎不全患者の明かりのひとつとなれるよう、学びを深めたい 

・オンラインでの開催ありがとうございます。時代に沿った学会の有り方を前向きにとらえ受講したい

と思います。 

・透析病院に従事し 2 年半になります。参加して皆様の経験を知る機会を頂き、とても楽しみにして

います。 

・開催にあたり対応していたスタッフの皆様お疲れさまです。次回はぜひ会場に足を運べたらと思いま

す 

・参加し、あかりをともせればと思います。 

・看護師は透析患者のよき理解者 

・患者さんの生きるを支えたい 

・腎不全の患者様にとって明かりを灯せる看護師でありたいと思います 

・腎不全看護の未来を信じて、みんなコロナに負けるな☆ミ 

 



・毎日の仕事で、なんとなく流れで過ごしている部分も多く、反省の毎日です。ここらでちょっと頑張

っている皆様に喝を入れていただきたく、今年も参加を希望しました。色々な方にお会いできないのは

残念ですが、いっぱい刺激をもらいたいと思います。 

・腎不全看護の未来を信じて、みんなコロナに負けるな☆ミ 

・このようなご時世だからこそ明るく看護ができるよう心がけています 

・よりそう看護 

・技術と知識を高め、この手に託されたる人々のために身を捧げん 

・最も患者に寄り添う看護 

・私にとっての腎不全看護は、患者さんがその人らしく生活するために一緒に考え、常に寄り添い共に

歩くことです。 

・合併症予防し人生を楽しみましょう 

・がんばってください 

・web 開催楽しみにしています。 

・ともに考えともに生きていく腎不全看護 

・腎不全看護は、心も身体も看る看護。私の生きがいです。 

・永遠の看護 

・自分らしく生きていく 

・明るく楽しく 

・初めて腎不全看護学会で発表させて頂きます。この学会を通じて新しい学びを得たいと思います！ 



・患者、家族に寄り添った看護を日々努めていきたい 

・日々精進して参ります。 

・日々精進しています。 

・腎不全看護を極めるために 

・学会を通して学べることがあればと思い、参加させていただきます。 

・コロナに負けず頑張りましょう 

・一緒に成長しています。 

・深めたい分野 

・前向きに。 

・常に勉強 

・永遠のテーマ 

・初めての試みですが楽しみにしています。 

・共に乗り越えましょう 

・コロナ禍において様々な学会が中止となっているが、動画発表で参加出来ること嬉しく思います。今

後も知識向上のため WEB 公演も参加していき安心、安全な透析看護を提供したいです。 

・私は日々、看護を実践する中で、「折り合いをつける」ことを看護観として、患者さんに関わってい

ます。 

・コロナの終息を願います。 



・オンライン楽しみです 

・腎不全看護を通して生命予後を考える 

・真に患者さんに向き合い、寄り添える腎不全看護を育んでいきたいですね 

・深めよう腎不全看護 

・患者に寄り添い共に生きる 

・あかりに、あたたかさを添えた看護 

・コロナ禍にあって、学びの場を、そして皆の交流の場を設けていただき、ありがとうございます。皆

で、この時を乗り越えましょう。 

・看護の基本 

・私にとって腎不全看護とは、常に患者に寄り添ってともに考えたいと思っています。 

・生活の中にともしびを照らし続けたい。 

・私にとって腎不全看護は希望によりそうものです 

・参加者の素敵な看護を学びたいです。 

・コロナ禍での WEB 開催、お疲れ様です。 

・コロナ禍での Go-to 腎不全看護学会頑張りましょう！ 

・広島に行ったつもりで参加します。 

・透析看護は永遠の課題です 

・患者さんとの長期的な関わり 



・患者に寄り添い、ともに歩める看護を目指しています 

・日々透析患者の看護に奮闘しています 

・はじめての腎不全看護 

・日本がやさしい看護で包まれますように 

・コロナの中でも明るい光を 

・腎不全看護の実践者の集い 

・新型コロナにより日常生活が一変しましたが挫けずめげずに腐ることなく生活していきたいもので

すね！ 

・患者様に寄り添った看護 

・腎臓内科なので公聴楽しみにしています 

・はじめての Web 学会を楽しみにしています。 

・オンラインのおかげで参加できます！嬉しいです！ 

・未来は明るい！ 

・初めての参加です。学会、楽しみにしております 

・患者さんに寄り添った看護を。 

・日常生活を不安なく送ることができるよう支援すること 

・諦めていた遠方の開催地と皆様と繋がれること。幸せ感じても良いですよね。 

 



・コロナ禍での開催に感謝しております。また、今まで遠方によって、参加断念していた会員の参加選

択肢が増えたことにも良かったと思います。 

・腎不全看護とは『人生を共に歩む』ことだと思っています 

・現状に満足せず、日々成長し、より良い看護を提供続けたい。 

・地方でも確かな知識とエビデンスに基づいた看護をしたい！ 

・今だからできる看護をみつめなおす 

・私にとっての腎不全看護とは、患者が未来を見据え希望を持てるような看護を提供する事です 

・元気な透析室 

・看護の道を選べてよかった 

・学びも多く、やりがいのある看護。さらに深めて関わっていきたい。 

・私にとっての腎不全看護は、「元気に長生き。そして可能な限りやりたい事が続けられるような方法

を一緒に考え、実行を手助けする。」ことです。腎不全になって落ち込み悲しむ患者さんにひかりを照

らしてあげられるように、本学会で学習を深めたいと思います。 

・離れていても志はおなじ 

・それぞれの明かりを灯そう 

・患者の個別性を生かし、患者の思いに寄り添い、患者の家族も含め、多職種・地域と連携し合いなが

ら支援していくこと 

・探究し続けても答えが見つからない深さ 

・寄り添う看護、優しい笑顔 



・コロナに負けず頑張ろう 

・前向きに生きることができる看護 

・笑顔で患者さんと接することを心掛けています 

・コロナで大変な時期ですが、web 開催で行っていただきありがとうございます。 

・継続的に行うもの 

・輝け！ 腎不全看護 

・人生を考えさせてくれるもの 

・患者に寄り添う透析看護 

・患者さんにとってより良い腎不全看護 

・現地に行けなくて残念です 

・増悪しないよう予防、現状維持できるよう看護を行いたいです 

・長い経過の中で、患者さんやご家族と共に歩む中で、相互作用で紡いでいくカタチ。 

・臨床の現場で腎不全看護の在り方を見つめて 

・COVID-19 に負けず、がんばりましょう 

・WEB で心を一つにつなげましょう 

・腎不全看護の追求 

・COVID19 治療・感染対応も含め、たすけあい・、励ましあい、乗り切っていきましょう。 

・コロナ禍の中、協力し合い、腎不全看護を実践していきましょう 



・コロナに気を付けながら患者さんに寄り添いたい 

・初めての参加を楽しみにしています。 

・明るい未来を信じよう 

・1 人でも多くの足を救いたい 

・透析を続けながらの生活を支える。寄り添う。 

・未だ先（あかり）が見えず、ぼやけている。 

・透析看護について知識を増やし、患者さんの治療を支えていきたいと考えている 

・第 23 回腎不全看護学会学術集会・総会開催、楽しみにしております。 

・Web 開催によって腎不全看護を学ぶ機会ができ嬉しいです。 

・慢性腎不全という重荷を背負った患者様のよき理解者になれること 

・ヒトと社会の絆を強め病気との共存のための架け橋＝看護の力、感謝の気持ち 

・楽しい透析ライフが遅れるようお手伝いいたします。 

・チームで支える透析看護 

・透析予防から療養生活まで、チーム医療で支え明かりを灯していきたいです。 

・腎不全看護のあかりを 

・安心して過ごせる日々への看護 

・看護師人生、ほぼ透析患者様とともに過ごしてきました。 

 



・私にとっての腎不全看護とは、いつも看護の原点に返る、ということです。患者さんのことをよく知

ること、信頼関係を築くこと、寄り添うこと、個別性、の大切さに気付かされるからです。大会の成功

を祈っております。 

・JANN での発表内容はとても刺激になります。楽しみにしています。 

・腎不全看護の絆を大切にしていきたいです！！ 

・私にとっての腎不全看護は「その人らしく生きること」です。です 

・あなたに・・小さくてもいいから灯りをともしたい 

・CKD ノックアウト 

・勉強して資格を取りたいです。 

・その人の生活を考える看護 

・知れば知るほど楽しい 

・患者さんがどこにいてもその人らしく生きるための看護が目標 

・患者家族と共に歩む腎不全看護 

・命綱 

・コロナ禍だからこそ、患者さんの一番近くにいる看護師の立場が最重要だと思います。 

・大変な時期ですが頑張りましょう 

・私にとっての腎不全看護は、いつまでも興味深く学べるものです。 

・透析療法は命を支える大切な生活の一部にて、透析の知識を深めて行きたい。 



・保存期から PD・HD 導入後、移植と関わっている中で学会会場で各分野の方と交流を持てることを

いつも楽しみにしています。今年は Web 開催ですが今後を楽しみにしています。 

・ギリギリまで予防を目指す腎不全看護 

・その人らしさを支えたい 

・指導看護師として最善を尽くすことを目標としています 

・糖尿病性腎症の知識を深めたいです。よろしくお願いします。 

・患者さんに寄り添うこと、他職種との連携 

・伴に日々を尊く感じ、生活していきましょう。 

・私にとって腎不全看護は患者さんの人生に寄り添う看護だと思っています。 

・健康に日常を過ごせる 

・COVIT-19 で大変だと思いますが、頑張ってください。 

・透析看護と共に 

・病気とともによりよく生きるためのサポート 

・生涯を楽しく過ごせるための看護支援 

・広島での開催を楽しみにしていました。新型コロナ感染症に負けないで、ＷＥＢでの学会の成功をお

祈りいたします。これからの腎不全看護の発展を期待します。 

・私にとって腎不全看護とはその人らしく生きることを支える 

・本学会が透析患者様・CKD 患者様の増加、看護師不足、混とんとした現況に対する一筋の光明とな

りますように。 



・後輩育成しながら自分もまだ成長しようとしています。患者さんが元気に生活できるようにみんなで

繋がって支援をしていきましょう。 

・コロナ渦の中ですけど、頑張りましよう。 

・日常生活に寄り添った看護 

・透析患者さんにとって心の明かりになれるような看護師でありたい。 

・透析患者さんに支えられ、成長してきた看護師人生。これからもよろしくお願いします。 

・たくさんの人に素敵なあかりが灯りますように。 

・ひかり 

・こんな今だからこそ、一人一人の心にあかりを灯し世界を照らそう。 

・不安な web 参加 

・みんなでつながりましょう 

・こんな時代だからこそ、温かい腎不全看護と患者さんへの happy を 

・頑張って下さい 

・腎不全と患者の心理と看護 

・学会楽しみにしております 

・おもいに寄り添う 

・コロナが早く終息してほしいです 

・ご講演楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 



・その人らしさを大切にした看護 

・コロナ禍ですが、みんなで力を合わせて乗り切りたいですね。 

・腎不全看護にたずさわって、25 年になります。患者に寄り添って…と頑張っていました。最近は日々

の仕事に追われる毎日で心に余裕がないように思います。腎不全看護学会は私は大好きです^ - ^明日

からも頑張れるように開催を楽しみにしています 

・患者の思いに寄り添い、その人らしい療養生活を送るためのお手伝い 

・腎不全看護を学び患者さんに安心、安全な看護を提供したいです。 

・マスクのない世の中を願う 

・これから学んでいきたいです。 

・Ｏｎｅ Ｔｅａｍ 

・患者の生活を把握し、患者のできることを一緒に考え指導を行いたい。 

・寄り添うこと、認めること、尊重すること、生きるということ。 

・気がつけば私の人生の一部になっていました。 

・腎不全看護は私の看護歴史 

・みんなでがんばろ 

・コロナ禍での WEB 開催有難うございます 

・自分の望む生き方 

・患者さんにとって透析のベストライフプランナーに！ 



・大変な状況下での WEB 学会開催、準備を進めていくことも大変だったと思います。腎不全看護だけ

でなく、全ての医療従事者の皆様が一日でも早く、顔を合わせて集まれる日が来ることを心より祈って

います。 

・コロナウィルスの終息を願って、マスク不要な日を迎えたい 

・相手を尊重する気持ちを忘れない。 

・コロナに負けず、慢性疾患患者を支え続けていきたいです。 

・この感染を乗り越えて！ 

・気持ちに寄り添う 

・寄り添い支援する 

・腎は不全でも、人生は不全にはさせません 

・その人がその人らしく、最期まで全うできる人生が送れるように支えていくこと！ 

・心に寄り添った看護 

・患者に寄り添い続ける看護 

・長期にわたる治療生活を、患者さんや家族と共に治療に向かうことができるよう支援をしていく。 

・日々の業務に流され１日が終わってしまう事があります。皆様が取り組みを参考にさせて頂き、自分

の看護を振り返り自部署で必要な事は何か考えたいと思っています。 

・腎不全看護は、私にとっての希望です。 

・自律 

 



・腎臓を患っている療養生活が安心して送れるよう、個々に応じた対応ができるようになりたい。この

度の学術集会で、色々な知識を得られることを期待しています。 

・私にとってのじん不全看護は、患者さんに一番寄り添える看護を提供することができると思っていま

す。 

・患者さんとともに生きる 

・患者と共に考える看護 

・日々努力してます。 

・患者の足を守ること 

・透析患者、腎不全患者の意思を尊重し、心に寄り添う看護をしたいと願っています。 

・温かい気持ちに包まれて… 

・糖尿病性腎症の重症化予防 

・腎不全看護学会成功をお祈りします！ 

・大変な時期ですが、のりきりましょう。 

・これから必要な SDM や ACP など沢山学びたいと思っています 

・患者と共に歩み続けたい 

・生涯に寄り添えやりがいのある看護 

・コロナ禍で大変な時期ですが頑張っていきましょう。 

・感染症を防ぐ 



・患者に寄り添える看護を。 

・はじめての WEB 学会よろしくお願いします。 

・患者さんにゆっくり楽しく過ごしてもらえるよう援助したい 

・腎臓疾患を抱えながら生活される地域の方の力になりたい 

・明るい腎不全看護を目指します 

・厳しい制限の中、頑張っていらっしゃる患者様から、逆に元気をもらっています。患者様に寄り添い、

灯りをともしていけることが喜びです。 

・腎不全看護のありかた 

・4 月以降腎不全領域に関わる機会が減っているため、楽しみです。 

・初めての WEB 学会楽しみです。 

・大変な時期ですが開催できることに感謝します。 

・娘の名前★★★ 

・新型コロナウイルス感染症の収束と DLN 活動拡大を皆様と共に希望します。 

・腎不全看護はまだ深く、勉強中です。 

・患者、家族に寄り添い、共に学び共に生きること 

・腎不全、透析医療の希望の光は看護から 

・自己管理一緒に頑張りましょう！ 

・私が大切にしていることは『優しさ』と『ユーモア』です 



・腎不全看護を日々の看護に役立て代打は 

・患者さんと接するとやっぱり好きだなあと思う仕事です。 

・広島の大会がこのような形での開催になり非常に残念な気持ちがあります。しかし、腎不全看護学会

の発展のために新しい開催方式の礎となるべく、ご努力に感謝致します。 

・その人の生き方を支える看護をしたいです 

・腎不全看護はまだまだ勉強中ですが、少しでも患者さんの心に寄り添えれたらと思っています。 

・一緒に立ち向かおう 笑顔の腎不全看護 

・腎不全看護領域につき、10 年が過ぎました。その間、多くの患者さんと関わってきました。今、改

めて思うことは患者さん中心で考え、行動することが腎不全看護の在り方ということです。その学びの

場としてこの学術集会に参加出来ること、楽しみにしています。 

・透析患者さんと関わっている時が、とても充実しています。高齢化が深刻化する中、認知症の透析患

者さんも増えています。透析患者さんの笑顔を大切に、その人らしい人生の支えになれるよう日々意識

しています。 

・腎不全看護は患者さんと共に思いを共有する事です。学ぶ機会をありがとうございます。 

・いつもとなりに寄り添う看護 

・コロナ渦で大変な時期、学会を開催して頂き大変嬉しく思い、感謝致します。腎不全看護は私の看護

職で一番長い経験歴となりました。多くの患者様との関わりは治療を介してではありますが、患者様の

人生との関わりでもありました。患者様の気持ちに寄り添う事の大切さを一番感じる事ができた場所

でした。 

・WEB で広島を堪能します。お好み焼きは焼きは次回の楽しみに！ 

・腎不全看護を通してたくさんの出会いや学びがありました。感謝しかありません。 



・私が患者様の（明）になれるよう努めております 

・まだ知識や技術に劣っていますが、CKD を抱えながら生活している患者さんやご家族に寄り添い意

思決定をする手助けをしていきたいと考えています。 

・生涯腎不全という自己の疾患と向き合う患者さんのため、どうすればより良い看護を提供できるか学

びを深めていきたいです。 

・ともに感じ、ともに学び、ともに目指してゆく看護 

・患者とその家族、職員とその家族の幸せのため 

・『私と透析患者』 透析患者様と接する時間は、家族と過ごす時間より長く、一つ屋根の下。ある意

味運命共同体。良い時も悪い時もありますが、一生患者に寄り添っていきます！  

・JANN の WEB 学術集会開催、おめでとうございます！こんな時期だからこそ、ここで皆さんとお

会いできることにとても大きな意味があると感じます。 

・ひとつひとつの明かりはオンリーワン だから大事にしたい 

・オーダーメイドの看護で、「その人らしさ」を支えていきたい！初めての Web 大会、楽しみにして

おります。 

・根気の必要なやりがいのある看護 

・正解がないからおもしろい 

・私にとっての腎不全看護とは患者様とそのご家族ざまが慣れ親しんだ地域にて一日でも長く過ごし

て頂けるよう支援することです。 

・一緒に頑張ります 

・予測できないことを予測しての腎不全看護 



・私にとっての腎不全看護とは、多職種連携、多くの志の高い全国の仲間に出会えた医療。そして、医

療従事者として自分を見つめ直し、看護師として紆余曲折しながらも患者に寄り添う看護の原点を紡

いでいけるところ。 

・患者・家族とともに望む生活を追い続ける 

・慢性腎臓病と共に生きる人々を支える存在でありたいと思っています。腎不全看護学会は、その仲間

たちから良い刺激を頂ける機会だと思っています。 

・たくさんの笑顔に囲まれ素敵な毎日を過ごせますように♡ 

・新しい形の学術集会と総会 気持ちを明るく照らすあかりになりたいです。 

・看護人生の集大成 

・寄り添って共に歩む 

・コロナ禍の中ですが、PD 退院前自宅訪問などプロジェクトを計画しています。前に向かってできる

ことに取り組んでいます。 

・患者さんの心の声に耳を傾けよう。 

・シビアな現実でもあかりが必要 

・寄り添う 

・希望の光は生きる力 

・コロナに負けるな！皆んなで頑張ろう！ 

・患者の心に寄り添える看護 

・COVID-19 に負けない腎不全看護で患者支援を努めよう 



・長い間関わった腎不全看護で初めての参加です。楽しみです。 

・明かりを灯して色々な道を導いていけるよう手助けできればいいなと思います。 

・大変な年にそれぞれの場所で活躍している方たちと共に、思いを共有できる喜びでいっぱいです。 

・皆様の腎不全看護に対する熱い思いを機動力にして、この大会が大成功することをお祈りいたしま

す。 

・腎不全患者さんの声を少しでも多く聴き、役に立てるよう努力します。 

・コロナ禍に負けずに頑張りましょう 

・大変な日常ですが、みんなでコロナ禍乗り切り現地開催が出来ることを願います。 

・人生の半分です！ 

・患者さんが自分らしい人生を送れるよう寄り添いたい 

・私達の手で、未来に灯りを、繋ぎましょう。 

・私にとって腎不全看護は人生であり、生活の一部 

・患者に寄り添う看護を目指します 

・患者様が治療に向き合うための支援 

・回復期リハビリテーション病棟に入院している患者様の在宅復帰の支援を頑張っています。 

・私にとっての腎不全看護とは、患者の生命力を高めるための援助（治療の補助）と、そのために患者

がなすべき治療および生活におけるセルフケアができるための援助であると考えます。 

・Web 開催となり、企画を始め、様々な調整ありがとうございます。腎不全看護学会に参加すると、

元気が出ます。今回も興味を引く内容で楽しみにしています。 



・みんなのための腎臓病ケア 

・看護の醍醐味を味わっています！！！ 

・見守りと支え合い 

・私にとって患者さんの人生に寄り添うことです 

・手続きの簡素化希望 

・透析患者さんと共に日々の生活にあかりをともす 

・腎不全患者の QOL 向上には他職種との連携の充実が重要 

・私にとっての腎不全看護は人生の道しるべです。 

・貴女の腎臓の代わりに何十年も寄り添い、共に年を重ねて行きたい 

・大変な時ですが、乗り越えられると良いですね。 

・実りある学会となりますように 

・新型コロナウイルスが 1 日も早く終息することを願っています。 

・来年の学会は無事に現地で開催できることを願っています。 

・皆さんにお会いできないのは寂しいですが、皆さんが透析患者さんを新型コロナから守るために頑張

っていると思うと、私も頑張れます。きっと笑顔で再会しましょう！ 

・私にとっての腎不全看護は、看護歴の中でも最もやりがいのある看護です。私は透析室に勤務してお

り、最近では指導の難しさを実感するとともに、私たちの看護や指導で患者の生活が良い方向へ向かえ

るよう考えることが楽しく充実しています。この学会でレベルアップした看護を提供したいと考えて

います。 



・透析クリニックに勤務しています。肺癌を患った患者様が入退院を繰り返し、余命宣告もされ、それ

でも生きる希望を持ち症状が安定しているときには当院に通い透析治療を受けています。いつも笑顔

で明るいその患者様にどのような看護をすべきか考えていますが、患者さんにとっては気遣いなく普

通に明るく接することが一番ではないかと考え、状態を気にしながらも普段と変わりなく接すること

を心がけています。先日貧血が進み輸血のため大学病院へ搬送となりました。おそらもう帰ってこれな

いと医療スタッフは誰もが思っていましたが、患者さんは「すぐ戻ってくるから荷物は置いておくよ」

と。「そうですね、預かっておきますね」と笑顔で送り出しました。この患者さんにはいつもと変わら

ないジョークや少しの下ネタと笑顔とコミュニケーションが一番の看護であると私は考えました。そ

れが患者様の望みであると実感したからです。 

・みんなの絆で腎不全看護の未来を輝かそう！ 

・ひとりの人生に寄り添うことのできる看護を実践し、研鑽を重ねる貴重な機会を頂いているのが、私

にとっての腎不全看護です。 

・丁寧な対応、思いやる看護 

・いまこそ英知を結集しましょう 

・型にはめないケアリング 

・輝ける腎不全看護のジェネラリスト 

・ひとりひとりの命を大切に 

・高齢者が増え透析医療に求められることが多様化しているため患者のニーズをしっかり見極めケア

することに日々奮闘しています。 

・私にとっての腎不全看護は看護の基礎力です！ 

・みんなで笑って過ごせる生活を目指したいです。 



・学会の現地開催が少しでも早く実現し、透析看護の仲間に会ってモチベーションアップできる日を楽

しみにしています。 

・コロナの下にあっても自分にあった治療選択がで安心して治療継続ができるようサポートしていき

ます 

・患者さんとの信頼関係 

・腎不全看護楽しいです！コロナで大変ですけど毎日笑顔で頑張ります！ 

・患者様のこころと向き合う 

・生を支え寄り添う看護の心を忘れずに 

・看護師歴＝腎不全看護歴です。患者さまの人生に寄り添うことへのやりがいと楽しさを感じることが

でき、私を成長させてくれました。 

・看護師として働いてから、ずっと携わっている分野で、これからも極めたいです。 

・私は循環器の地域包括病棟にいます。地域包括での私の役割を模索中です。沢山の情報を得られるの

を楽しみにしてます。 

・腎不全看護は、疾患を抱えながらどのように生活を構築していくのか、その道標を患者、家族と一緒

に探し、一緒に迷い、悩みながらも前に進んでいくよう支援していく 

・患者さんと共に歩む看護師を目指して 

・たくさんの人とのつながりの場  

・少しでも腎臓病が進行しないために、できることを考えたい 

・患者さんがよりよく生きるために、患者さんと共に考えていきたいです。 



・みんなのチカラを集結しよう 

・生活の再構築 

・少しでもよりよい生活ができるように看護していきたい 

・わたしにとっての腎不全看護について 

・「笑い」や「癒し」は、ユーモアに繋がり、人間の心を支えていくうえで大事なものであり、腎不全

看護に必須であると思います♪ 

・患者さんに寄り添う 

・まだまだ勉強中です 

・共に学ぶ 

・患者と寄り添い支えあえる看護 

・今この瞬間から未来を作り出す看護 

・新型コロナウイルスが早く収束しますように。 

・透析者が元気になる腎不全看護の遂行 

・新型コロナ皆で乗り越えていきましょう 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、多くの学会が中止・延期と変更を余儀なくされる中、

「Web 開催」として学びの場を作っていただいたことに感謝しています。ありがとうございます。 

・「私にとっての腎不全看護」患者さんに信頼され共に成長する 

・患者のための腎不全看護 



・新卒で所属した部署が透析室でした。当時の先輩方が学会や研修会などに積極的に誘ってくださり、

また当時の上司が熱心に看護研究等の指導をしてくださったことで、今の自分がいます。病とともに生

きる腎不全患者さんを、医療者が決めつけや思い込みでなく理解しようという姿勢で支え続けること

を大事に、日々看護を行っています。 

・現地開催できず残念ですが、web という新しい開催方式を楽しみにしています。 


