
登録番号 発表形式 カテゴリー 演題名

10000 一般演題（口演） エンドオブライフケア 在宅での生活を希望する認知症患者のエンド・オブ・ライフケア

10001 一般演題（口演） 保存期CKD CKD進行予防のための看護介入と記録の統一

10002 一般演題（ポスター） 療法選択 透析導入を拒否していたが腎代替療法選択説明後計画導入することができた2事例

10003 一般演題（ポスター） 医療安全 香川県下透析施設のドライウェイトにおける風袋統一の試み

10004 一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス・移植・スタッフ教育・通院透析 当院透析患者の高齢ドライバーの現状把握と医療者としての今後の課題

10005 一般演題（ポスター） 看護システム・管理 透析条件シートの有用性の検討

10006 一般演題（口演） 看護システム・管理 透析看護職員のワーク・エンゲイジメントの横断的研究-透析看護の質向上に向けた取り組み-

10007 一般演題（ポスター） フットケア 維持透析患者230名の継続的なフットケアーの確立

10008 一般演題（口演） 地域包括ケア ケアマネージャーとの連携についての取り組み

10009 一般演題（口演） 看護システム・管理 導入期指導のあり方　－適正体重理解について－

10010 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 長時間血液透析を継続してきた患者の主観的メリット

10011 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 高齢透析導入期患者の退院支援において病棟看護師が感じる困難

10012 一般演題（ポスター） 意思決定支援 血液透析中止の自己決定を支えた専門看護師の倫理調整・調整

10013 一般演題（口演） 看護ケア技術 透析患者のかゆみに対するコメディカルスタッフの意識調査

10014 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 認知機能の低下した透析患者の生活管理

10015 一般演題（口演） 意思決定支援 大動脈弁狭窄症を発症し、手術が適応となった患者の意思決定支援
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登録番号 発表形式 カテゴリー 演題名

10016 一般演題（ポスター） 腹膜透析 10のパワー構成要素を用いた腹膜透析導入患者へのセルフケア支援の検討

10017 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 中間期にある外来血液透析患者の体重管理に影響を及ぼす要因

10018 一般演題（口演） 保存期CKD 慢性腎臓病4期以降の患者が腎代替療法開始前に認知する病気の不確かさと影響要因

10019 一般演題（ポスター） 災害 大規模災害時における人工透析緊急離脱方法への取り組み

10020 一般演題（口演） 看護ケア技術 服薬アドヒアランス向上プログラム　～指導期間終了後3か月目の再評価～

10021 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 透析に特化した訪問看護ステーションが介入した3事例を振り返る

10022 一般演題（口演） バスキュラーアクセス 病棟看護師が使用できる「シャント音異常時対応フローチャート」を作成して

10023 一般演題（口演） 看護システム・管理 看護管理者になってからの3年間の取り組み－看護師定着に向けた働きやすい職場環境作りを目指して－

10024 一般演題（ポスター） 腹膜透析 HD併用療法を拒否したPD患者の一考察　～CAPDからCCPDに変更して～

10025 一般演題（口演） 保存期CKD 主観的幸福感尺度を用いた看護師が抱く維持透析患者に対するイメージ

10026 一般演題（ポスター） 看護システム・管理 血液透析中の看護を実践した病棟看護師の透析生活支援に対する意識の変化

10027 一般演題（口演） 看護ケア技術 透析患者のシャント管理知識・技術における全病棟看護師の実態調査

10028 一般演題（ポスター） 災害 透析室スタッフの災害伝言ダイヤル（１７１）に対する意識調査

10029 一般演題（口演） 看護ケア技術 下肢挙上が血圧低下時に有効かを考える

10030 一般演題（ポスター） フットケア 爪白癬を放置し、歩行時に疼痛を訴える患者の看護

10031 一般演題（口演） 家族看護・フットケア・災害・スタッフ教育 透析患者における足爪のセルフケアに対する個別指導の効果 ～「爪の状態評価」とアンケート調査による考察～

10032 一般演題（ポスター） 腎臓リハビリテーション 外来維持透析プレフレイル患者に対する運動療法導入への取り組み～エルゴメーターを用いた予防的介入効果～

10033 一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス・移植・スタッフ教育・通院透析 シャント狭窄予防におけるキセノン療法の効果



登録番号 発表形式 カテゴリー 演題名

10034 一般演題（ポスター） 家族看護 複雑な家族背景をもつ腹膜透析患者の家族支援

10035 一般演題（ポスター） 療法選択 患者・家族の思いに沿った腎代替療法選択支援

10036 一般演題（ポスター） 意思決定支援 高齢患者の自己管理を目指した透析導入看護―エンパワメントを用いた看護介入―

10037 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 日常の維持透析スタイルの変化について　～外来透析を通してSCAQ評価表を使用した取り組み～

10038 一般演題（口演） 保存期CKD 透析をしてまで生きたくないと話す患者への関わり

10039 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 当院の急変時対応への取り組み

10040 一般演題（口演） 看護ケア技術 当院における透析患者の通院方法の現状について

10041 一般演題（口演） 療法選択 CKD看護外来での心理・社会的問題を抱えた80歳代の1例の看護過程を振り返る

10042 一般演題（口演） エンドオブライフケア
終末期の透析患者に対する病棟看護師の関わり　　　　～内シャント閉塞により透析困難症の事例を通して学んだ

こと～

10043 一般演題（ポスター） 看護システム・管理 透析看護実践能力向上に向けての現状と課題

10044 一般演題（口演） 腎臓リハビリテーション フレイル・サルコペニア状態にある透析患者のADL、QOL維持を目指して～透析中運動療法を行って～

10045 一般演題（ポスター） 腎臓リハビリテーション 高齢、通院患者に対する援助を考える　　～介護予防のための基本チェックリストとアンケートの実態調査から～

10046 一般演題（口演） 感染管理 COVID対策における業務改善～管理的視点より振り返るチームビルディングの成果～

10047 一般演題（ポスター） 意思決定支援 透析導入患者の自己効力感を高め体重管理に行動変容をもたらした援助

10048 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 一人暮らしの高齢認知症透析患者の社会資源との連携に向けた取り組み

10049 一般演題（口演） 家族看護・フットケア・災害・スタッフ教育 患者の意思確認ができない家族が考える「死の在り方」に寄り添った看護

10050 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 独居認知症患者が外来維持透析を継続していくための関わり　～多職種連携の重要性～

10051 一般演題（ポスター） 災害 血液透析中の災害に関する透析患者の知識と思いの現状　～患者参加型災害訓練の企画に向けて～



登録番号 発表形式 カテゴリー 演題名

10052 一般演題（口演） 看護ケア技術 掻痒の訴えが少ない血液透析患者のスキンケア行動に影響を及ぼす要因

10053 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 ＡＤＬ向上のために自己効力感を高めるための援助を振り返る

10054 一般演題（ポスター） 療法選択 当院におけるSDMを活用した腎代替療法選択に対する取り組み

10055 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 水分摂取量が多く自己管理が困難な透析患者の行動変容

10056 一般演題（ポスター） 腹膜透析 腹膜透析チーム編成後にAPDからCAPDへ治療法を移行した症例の教育経験

10057 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 低体重患者の不均衡症候群出現予防策

10058 一般演題（ポスター） 感染管理 コロナ禍における当院透析室の感染防止対策～新しい生活様式を取り入れた当院の実状に合わせた取り組み～

10059 一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス・移植・スタッフ教育・通院透析 当法人におけるＤＬＮチームの活動報告～アセスメント能力を高める勉強会を実施して～

10060 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 血清リン値が高値の透析患者への看護介入～患者アドヒアランス向上のための個別的看護の実践～

10061 一般演題（ポスター） 感染管理 インフルエンザ感染対策強化への取り組み～透析患者の意識調査より～

10062 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 導入期患者の食事指導による生活の編み直しへの関わり

10063 一般演題（口演） バスキュラーアクセス ボタンホール穿刺（ＢＨ）穿刺におけるポータブルエコー（ＰＵＳ）の有用性について

10064 一般演題（ポスター） エンドオブライフケア 人生の最終段階について考えるためのオリジナル冊子の活用とACP実践に向けての検討

10065 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 透析患者の老人福祉施設入所　－アンケート調査から見えたこと―

10066 一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス・移植・スタッフ教育・通院透析 長期留置カテーテル管理方法と患者指導の検討

10067 一般演題（口演） 保存期CKD 脳梗塞の療養を機に、一度諦めていた在宅血液透析に移行した一例

10068 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 透析室における救急時記録用紙の有用性を検討

10069 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 地域連携会を開催して（第1報）



登録番号 発表形式 カテゴリー 演題名

10070 一般演題（口演） エンドオブライフケア 終末期透析患者のエンド・オブ・ライフケア～デスカンファレンスで看護を振り返る～

10071 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 初めて腎センターに従事する看護師が抱える困難感

10072 一般演題（ポスター） 療法選択 治療の受け入れが出来なかった患者への外来看護師の関わり

10073 一般演題（口演） 地域包括ケア
当院における多職種連携情報共有システムの有用性～高齢透析患者1事例への多職種連携による情報共有介入の試み

～

10074 一般演題（ポスター） 医療安全 当院透析室における止血トラブルの傾向について

10075 一般演題（ポスター） エンドオブライフケア 透析患者の「生きる」を支えるアドバンスケア～エンディングノートを作ろう～

10076 一般演題（口演） 療法選択 統合失調症･妄想性障害をもち透析治療を拒否する患者との関わり

10077 一般演題（ポスター） 医療安全 透析中の自己抜針防止への取り組みを実践しての評価　～ブリーフィングを取り入れた多職種連携～

10078 一般演題（口演） 看護ケア技術 DW上方修正拒否による過除水で血圧低下を繰り返す患者に関わった一事例

10079 一般演題（ポスター） 看護ケア技術
腎センター看護師が血液透析患者の自分史を知ることにより抱く感情　　－聞き書き活動で作成した血液透析患者

の自分史を読んで－

10080 一般演題（ポスター） エンドオブライフケア 患者・家族に寄り添ったエンド・オブ・ライフケアについて

10081 一般演題（口演） エンドオブライフケア 維持血液透析の見合わせを選択した患者・家族への関わり～看護師としての役割を考えて～

10083 一般演題（ポスター） 家族看護
腹膜透析から血液透析へ移行した患者の体重管理困難に対する自己管理支援の１例<BR>-タイプ別診断を取り入れ

た患者教育-

10084 一般演題（ポスター） エンドオブライフケア 維持透析患者の癌性疼痛に対する緩和ケアの取り組み～事例の振り返しを通して～

10085 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 介護保険未申請者の認識状況とその要因　～高齢通院透析患者を対象として～

10086 一般演題（口演） 地域包括ケア 外来透析患者の社会的フレイルについての実態調査の一考察

10087 一般演題（口演） 家族看護・フットケア・災害・スタッフ教育 非透析日の震災を想定した患者用アクションカードの有用性

10088 一般演題（口演） 療法選択 透析患者へのアンケートを実施して～患者のQOL向上のために～



登録番号 発表形式 カテゴリー 演題名

10090 一般演題（ポスター） 感染管理 透析患者における新型コロナウイルス感染症対策病院と透析関連グループの体制構築

10091 一般演題（口演） 保存期CKD
慢性腎臓病患者が末期腎不全を予防するためのセルフマネジメントを習得するための看護師の支援に関する文献検

討

10092 一般演題（口演） 保存期CKD 慢性腎臓病啓発の取り組み-5年間の市民公開講座を振り返って-

10093 一般演題（ポスター） 腹膜透析 患者と行ったＰＤカテーテル収納ポーチの検討一例

10094 一般演題（口演） 意思決定支援 外来維持透析患者の捉える「良い」透析

10095 一般演題（口演） 看護ケア技術 糖尿病性腎症を原疾患とする血液透析患者の食事管理行動と食事療法負担感の特徴

10096 一般演題（口演） 地域包括ケア 当院透析患者の介護保険取得率と介護サービス利用状況について

10097 一般演題（ポスター） 災害 透析中の災害シミュレーションにアクションカードを活用した効果

10098 一般演題（ポスター） 意思決定支援 意思決定プロセスに関するガイドラインの作成

10099 一般演題（口演） 家族看護・フットケア・災害・スタッフ教育
当院オリジナルのフットケア（FC）システムの有用性について～毎透析時の足チェックとＦＣのセルフケア能力評

価の検証から～

10100 一般演題（ポスター） エンドオブライフケア 終末期を迎えた認知症患者のエンド・オブ・ライフケア～やむを得ず推定意志を尊重した事例

10101 一般演題（ポスター） 意思決定支援 在宅での看取りを果たした家族との関わりを振り返る<BR>-透析の終わり方と意思決定指示書のタイミング-

10102 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 スキンケアスタッフによるかゆみのチーム医療の成果

10103 一般演題（口演） 家族看護・フットケア・災害・スタッフ教育 リエゾンチーム活動による看護師への効果

10104 一般演題（口演） 腹膜透析 家族との情報共有の重要性を学んだ援助を要する腹膜透析患者の一例

10105 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 盲聾透析患者への触手話の活用が看護に与える影響

10106 一般演題（口演） 腎臓リハビリテーション 標準化蛋白異化率が運動効果に及ぼす影響について

10107 一般演題（口演） 感染管理 他職種で実践する手指衛生～透析看護師のICT活動～



登録番号 発表形式 カテゴリー 演題名

10108 一般演題（ポスター） 看護システム・管理 透析室におけるリーダー看護師育成　～自己を成長させた経験と思考～

10109 一般演題（口演） 看護ケア技術 自己管理が継続できない青年期1型糖尿病患者の理解と支援方法の検討～病みの軌跡理論を用いて～

10110 一般演題（ポスター） フットケア 血液透析患者の足病変に対する取り組みと患者の足病変に対する意識の変化についての検討

10111 一般演題（ポスター） エンドオブライフケア 透析導入期の思いや状況をもとにエンドオブライフケアを目指した取り組みの評価

10112 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 高齢透析患者の便秘尺度開発に向けた基礎研究(第3報)―仕方がないと折り合いをつけた便秘生活の体験―

10113 一般演題（口演） 療法選択 患者の家族を中心とした療法選択の介入～外来から退院を通しての関り～

10114 一般演題（ポスター） フットケア 維持血液透析患者におけるフットケア導入前後の下肢血流評価および療養指導の効果

10115 一般演題（口演） 意思決定支援 意思決定支援に対する透析看護師の意識変化

10116 一般演題（ポスター） 療法選択 療法選択における看護師の役割と患者への関わり～療法選択アンケートの結果から見えた事～

10117 一般演題（口演） 看護ケア技術 認知症状のある排便困難な透析患者にタクティール®ケアⅡを試みて

10118 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 体重管理が困難な状態となった患者への介入～体重記録表の記入から行動変容を導き出せた一例～

10119 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 透析患者の内服に対する思いについて　内服状況調査より

10120 一般演題（口演） 地域包括ケア 独居高齢認知症患者への社会資源を活用した一症例について

10121 一般演題（ポスター） 腎臓リハビリテーション 透析患者の腎臓リハビリテーションへの取り組み

10122 一般演題（口演） 意思決定支援 CKD外来の取り組み～意思決定支援を振り返る～

10123 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 患者と共に一日5000歩あるくことの意味を振り返る～EASEプログラムを活用してみえたこと～

10124 一般演題（口演） 腹膜透析 治療抵抗性心不全で入退院を繰り返した腎不全患者が、PDにより自分らしい生活を獲得した事例

10125 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 3,777kmを結ぶ遠隔移植医療の実際-ハワイとサンフランシスコの地域連携-
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10126 一般演題（ポスター） 災害 透析患者の防災に対する意識調査

10127 一般演題（ポスター） エンドオブライフケア 外来維持血液透析患者の意思決定支援のための調査―Advanced care planning（ACP）を用いて―

10128 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 当院入院透析患者における栄養状態の実態と早期介入の展望

10129 一般演題（ポスター） 感染管理 新型コロナウィルス感染症対策～外来維持透析患者の感染拡大防止への取り組み～

10130 一般演題（口演） バスキュラーアクセス 穿刺トラブル対応とタブレット型超音波画像診断装置の有用性

10131 一般演題（ポスター） 腹膜透析 高齢PD患者が地域で暮らせるための取り組み

10132 一般演題（口演） 看護ケア技術 夏季の冷房時における間取りの異なる透析室内の熱・光環境の相違

10133 一般演題（ポスター） 療法選択 知的障がい患者の血液透析導入への関わり

10134 一般演題（ポスター） 療法選択 高齢透析患者の導入期の関わりで学んだこと

10135 一般演題（口演） エンドオブライフケア がん治療の選択をしなかった喉頭がん患者と家族へのアドバンス・ケア・プランニングを取り入れた関わり

10136 一般演題（ポスター） 腹膜透析 Ａ病院における腹膜透析患者の出口部管理の実態調査

10137 一般演題（口演） 感染管理 COVID-19による行動自粛が当院患者に与えた影響

10138 一般演題（口演） 感染管理 新型コロナウイルス感染症における当院透析室での感染予防対策の強化

10139 一般演題（ポスター） 地域包括ケア 福祉施設と透析施設の連携強化を目的としたアンケート調査

10140 一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス・移植・スタッフ教育・通院透析 術後せん妄により透析拒否のあった患者への支援

10142 一般演題（口演） 腎臓リハビリテーション 非監視型運動を継続出来ている透析患者の心理的要因に関する質的研究

10143 一般演題（口演） 感染管理 患者の理解が深まる透析室のCOVID-19予防対策

10144 一般演題（口演） 腹膜透析 腹膜透析患者の腹膜炎に関する知識と関連要因の検討
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10145 一般演題（口演） 意思決定支援 A病院において透析療法見合わせを選択した患者背景を探る

10146 一般演題（ポスター） 看護システム・管理 血液透析開始後のダブルチェック業務の効率化への取り組み

10147 一般演題（ポスター） 看護ケア技術 A病院のICUにおける血液透析療法を受ける患者の現状

10148 一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス・移植・スタッフ教育・通院透析 当院血液透析患者の『献腎移植登録』に関する調査

10149 一般演題（ポスター） 看護システム・管理 看看連携の取り組みと課題

10150 一般演題（ポスター） バスキュラーアクセス・移植・スタッフ教育・通院透析 透析室勤務となって

10151 一般演題（ポスター） 家族看護 腹膜透析を受ける高齢者の家族の介護に対する自信と関連要因


