プログラム
開会式

11 月 16 日（土） 9：00 ～ 9：15

来賓挨拶

一ツ橋ホール

福永ヒトミ（日本 NP 学会 理事長）
木村

哲（東京医療保健大学 学長）

大会長講演

11 月 16 日（土） 9：15 ～ 9：30

一ツ橋ホール

「診療看護師（NP）自身が自ら進むべき道を切り拓く！」
演者：岩本

郁子（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 准教授）

特別講演

11 月 16 日（土） 9：30 ～ 10：00

一ツ橋ホール

「法制化に向けて、組織そして NP は何をすべきか」
座長：岩本
演者：草間

郁子（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 准教授）
朋子（日本 NP 教育大学院協議会 会長）

シンポジウム１

11 月 16 日（土） 10：10 ～ 11：40

一ツ橋ホール

「診療看護師（NP）による経済効果をどのように追求し、アピールするか！」
座長：重冨
菊野

杏子（東京ベイ・浦安市川医療センター 主任診療看護師）

隆明（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 医長・救命救急センター長）

NP の特性に合った経済効果の考え方とは

～ NP の拡大を目指して～

演者：井出恵伊子（公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター経営企画室 室長）
今後訪問看護師に求められる「療養上の世話又は必要な診療の補助」とは
演者：佐藤美穂子（公益財団法人日本訪問看護財団 常務理事）
NP の価値をいかに病院経営に浸透させていくか
演者：裵

英洙（ハイズ株式会社 代表取締役社長）

シンポジウム２

11 月 16 日（土） 14：00 ～ 15：30

「ナース・プラクティショナー（仮称）の制度化に向けた考え方と取り組み」
座長：筑井菜々子（地域医療振興協会 JADECOM-NDC 研修センター研修・運営課
山西

研修・運営課課長、診療看護師）

文子（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 教授）

日本における高度実践看護師制度構築の方向性と課題
演者：岡谷

恵子（一般社団法人日本看護系大学協議会 常任理事）
20

一ツ橋ホール

ナース・プラクティショナー（仮称）制度創設に向けた日本看護協会の取組み
演者：井本

寛子（公益社団法人日本看護協会 常任理事）

診療看護師（NP）の活動のエビデンスとナースプラクティショナー（仮称）の制度化
演者：小野

美喜（公立大学法人大分県立看護科学大学 成人・老年看護学教授）

パネルディスカッション

11 月 16 日（土） 15：00 ～ 16：30

第二会議室（805 ＋ 806）

「多職種からみた診療看護師（NP）－私はその実践と課題をこう捉える！－」
座長：石原
久保

夕子（独立行政法人国立病院機構九州医療センター 診療看護師）

徳彦（独立行政法人国立病院機構別府医療センター 総合診療科医長）

薬剤師からみた診療看護師の展望
演者：笠原

英城（日本医科大学武蔵小杉病院 薬剤部長）

急性期病院における診療看護師の役割と今後の課題
演者：大津

由紀（医療法人横浜柏堤会戸塚共立第 1 病院 看護課長）

PT・OT・ST の立場からみた診療看護師像
演者：滝

良仁（独立行政法人国立病院機構東京医療センター リハビリテーション科運動療法主任）

ソーシャルワーカーと診療看護師の協働 ―診療看護師に期待すること―
演者：二宮

陽子（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 医療相談係長）

急性期病院総合診療部門における診療看護師の役割
演者：鄭

教育講演１

東孝（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 総合内科医長）
11 月 16 日（土） 10：40 ～ 11：40

中会議室（701 ＋ 702）

「全ての言葉に意味がある ―病歴聴取を極める―」
座長：大城
演者：小松

教育講演２

智哉（医療法人横浜柏堤会戸塚共立第 1 病院 診療看護師）

孝行（順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科 助教）
11 月 16 日（土） 13：30 ～ 14：30

中会議室（701 ＋ 702）

「NP だからこそ知っておきたい！向精神薬に関する最新知識」
座長：本間
演者：上條

教育講演３

由希（独立行政法人国立病院機構埼玉病院 診療看護師）
吉人（埼玉医科大学病院救急科 教授）

11 月 16 日（土） 13：30 ～ 14：30

第二会議室（805 ＋ 806）

「診療看護師の卒後研修の在り方」
座長：加藤美奈子（独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 診療看護師）
演者：山田

徹（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 全人的医療開発学講座
総合診療医学分野

講師）
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ランチョンセミナー１

11 月 16 日（土） 12：00 ～ 13：00

中会議室（701 ＋ 702）

「Nurse Practitioner Sensitive Outcomes: NP 活動に特化したアウトカム研究」
座長：多田
演者：塚本

朋子（医療法人熊谷総合病院 診療看護師）

容子（北海道医療大学看護福祉学部看護学科臨床看護学講座 教授）

協賛：株式会社モレーンコーポレーション

ランチョンセミナー２

11 月 16 日（土） 12：00 ～ 13：00

707 会議室

「在宅で行う気道クリアランス」
座長：仁藤
演者：宮川

紀子（川崎市立井田病院 地域医療部 診療看護師）

哲夫（昭和大学大学院保健医療学研究科呼吸ケア領域 教授）

協賛：カフベンテック株式会社

ランチョンセミナー３

11 月 16 日（土） 12：00 ～ 13：00

第二会議室（805 ＋ 806）

「NP に必要な能力を伸ばすシミュレーション教育」
座長：鈴木
演者：冷水

亮（独立行政法人国立病院機構東京医療センター救命救急センター 医長）
育（東京医科大学シミュレーションセンター 助教）

協賛：株式会社京都科学

ランチョンセミナー４

11 月 16 日（土） 12：00 ～ 13：00

第三会議室（807 ＋ 808）

「新しい PICC へのアプローチ」
座長：栗田
演者：中尾

康生（国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 准教授）
伸二（医療法人明和病院 循環器内科部長・臨床検査科部長
日本超音波医学会

協賛：フィンガルリンク株式会社

閉会式

指導医・専門医）

11 月 16 日（土） 16：30 ～ 17：00
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中会議室（701 ＋ 702）

前日セミナー１（ハンズオン）

11 月 15 日（金） ① 13：00 ～ 14：30

② 15：00 ～ 16：30

セミナー会場Ⅰ（HM204 教室）

「PICC（Peripherally Inserted Central Catheter）挿入基礎講座」
講師：大城
森泉

智哉（医療法人横浜柏堤会戸塚共立第 1 病院 消化器センター 診療看護師）
元（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 外科 診療看護師）

三重野雅弘（医療法人横浜柏堤会戸塚共立第 1 病院 消化器センター 診療看護師）

協賛：日本コヴィディエン株式会社

前日セミナー２（ハンズオン）

11 月 15 日（金） 15：00 ～ 16：30

セミナー会場Ⅱ（HM205 教室）

「やってみよう！形成外科的縫合ハンズオンセミナー」
座長：吉田
講師：藤原

弘毅（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 診療看護師）

修（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 形成外科医長）

協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

前日セミナー３（ハンズオン）

11 月 15 日（金） 13：00 ～ 14：30

セミナー会場Ⅲ（実習室Ⅱ）

「心臓超音波検査」
座長：長澤
講師：近江
福島

領（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 診療看護師）

哲生（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 循環器科医長）
琢（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 循環器内科）

協賛：アボットメディカルジャパン合同会社

交流集会

11 月 15 日（金） 15：00 ～ 17：00

セミナー会場Ⅳ（HM206・207 教室）

「診療看護師（NP）との出会い・交流の場」
座長：石渡

智子（済生会横浜市南部病院）

田中啓一郎（独立行政法人国立病院機構埼玉病院）

訪問看護ステーションに所属する診療看護師の活動報告
―在宅医療における診療看護師の役割とは―
演者：津塩

昌子（社会医療法人生長会ふちゅう訪問看護ステーション）

診療看護師としてのやりがい ―離島の醍醐味を感じながら―
演者：庄山

由美（長崎県病院企業団長崎県壱岐病院）

医療チームのなくてはならない存在として
演者：廣末

美幸（藤田医科大学病院）
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麻酔科における診療看護師の活動
演者：布目

雅博（名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院）

当院における NP の活動と今後の展望
演者：川名由美子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター）
心臓血管外科領域での診療看護師との協働
―当院での導入の経緯とこれからについて―
演者：工藤

淳（東北大学病院）
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口演１群

11 月 16 日（土） 10：30 ～ 11：30

707 会議室

「クリティカルケア実践①」
座長：齋藤
O-1-1

真人（公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院）

診療看護師が行う陰圧閉鎖療法
髙木

O-1-2

修司（大同病院 診療部 NP 科）

ICU 早期リハビリテーションプロトコール導入中の患者に生じたドレーントラブルの一例
武市

O-1-5

麻子（済生会神奈川県病院 看護部）

腰椎圧迫骨折に伴う腰痛に対し経皮的後弯矯正術を施行し腹膜透析離脱を回避できた一例
後藤

O-1-4

知子（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター チーム医療推進室）

診療看護師 および 皮膚・排泄ケア認定看護師として関わった重度褥瘡患者の一例
下島

O-1-3

― 3 症例からの検討―

知子（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 救命救急センター）

NP の Platypnea-orthodeoxia 症候群の診断プロセスについての一考察
山口壽美枝（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター チーム医療推進室）

O-1-6

心臓血管外科領域における睡眠呼吸障害（SDB）への新しい治療体系の構築
田草川明子（筑波記念会筑波記念病院 心臓血管外科 / 睡眠呼吸センター）

口演２群

11 月 16 日（土） 10：30 ～ 11：30

第二会議室（805 ＋ 806）

「アウトカム評価」
座長：山本
O-2-1

美紀（社会医療法人大雄会総合大雄会病院）

麻酔科専従 NP が病院、患者へもたらす利点
松尾

O-2-2

佑一（社会医療法人宏潤会大同病院 NP 科）

外来治療センターにおける診療看護師（JNP）の介入効果（第 3 報）
津野崎絹代（長崎県病院企業団長崎県対馬病院 内科）

O-2-3

Nurse Practitioner 導入による医師 1 人当たりの入院患者数変化
竹本

O-2-4

Nurse Practitioner 導入が診療生産性に与えた影響についての考察
福田

O-2-5

貴史（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター チーム医療推進室 総合診療科）

Nurse Practitioner が介入した２次救急搬送患者の診療の質についての検討
―帰宅後 24 時間以内の再診から―
尾嶋

O-2-6

雪子（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター チーム医療推進室 総合診療科）

美里（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 総合診療科）

二次救急診療における NP と初期研修医師との比較検討
森

寛泰（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 総合診療科）
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口演３群

11 月 16 日（土） 10：30 ～ 11：30

第三会議室（807 ＋ 808）

「プライマリケア実践」
座長：廣瀬
O-3-1

福美（介護老人保健施設鶴見の太陽）

プレホスピタルにおける NP の活動について
大平

O-3-2

介護老人保健施設における入所者の発熱に対する診療看護師と看護師の協働プロセス
原

O-3-3

光明（特定医療法人社団春日会黒木記念病院）

経管栄養における訪問看護ステーションに所属する診療看護師の役割を考察する
津塩

O-3-4

映美（国際医療福祉大学三田病院）

僻地の透析患者が自施設で足病変治療を継続できた１症例
玉寄

O-3-6

昌子（社会医療法人生長会ふちゅう訪問看護ステーション）

診療看護師（NP）の往診による胃ろう交換実施の効果
津嶋

O-3-5

志帆（藤田医科大学病院 中央診療部 FNP 室）

里美（帰巖会みえ病院 看護部）

細菌性肺炎の肺エコー画像所見の有用性
小林

口演４群

達也（大分県立看護科学大学 NP コース / 別府湾腎泌尿器病院）
11 月 16 日（土） 14：00 ～ 15：00

707 会議室

「連携・タスクシフト・医療安全」
座長：牧野
O-4-1

悟士（愛知医科大学病院）

診療看護師のコンサルテーション業務遂行に関する検討
重冨

O-4-2

NST（Nutrition Support Team）内での多職種連携における診療看護師の役割
庄山

O-4-3

淳（医療法人社団仁成会高木病院 看護部）

成則（社会医療法人小寺会佐伯中央病院）

診療看護師（NP）によるカルテ代行入力からみたタスクシフティングの効果
谷田

O-4-6

―外科と協働して―

麻酔業務に関する NP の活動と医師の負担軽減への影響
塩月

O-4-5

由美（長崎県壱岐病院 / 長崎県病院企業団本部）

診療看護師が病院経営にもたらす効果について
高橋

O-4-4

杏子（東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科）

真一（藤田医科大学病院 中央診療部 FNP 室）

海外における NP の医療過誤訴訟から考える NP のリスクマネージメントのあり方
木島

一美（藤田医科大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学領域急性期・周術期分野）
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口演５群

11 月 16 日（土） 14：00 ～ 15：00

第三会議室（807 ＋ 808）

「役割と能力」
座長：野島
O-5-1

弘基（エマオ訪問看護ステーション）

地域医療支援病院におけるプライマリ・ケア領域の診療看護師（NP）の役割
上野

O-5-2

有床診療所における診療看護師としての実践報告
向井

O-5-3

絵美（社会医療法人愛仁会高槻病院）

腎臓内科外来における ESRD 患者に対する診療看護師の役割の検討
池田

O-5-6

虎義（社会医療法人財団石心会川崎幸病院 麻酔科）

総合内科での診療看護師の実践報告
高石

O-5-5

拓也（社会医療法人愛仁会高槻病院 総合内科）

NP（診療看護師）が NP として活躍するための考察 ―第二報：その役割とは―
入野

O-5-4

聖子（臼杵市医師会立コスモス病院 看護部 療養支援室）

達弥（東京ベイ・浦安市川医療センター 診療看護師室）

プライマリケアの実践で見えた NP に求められる能力
光根

美保（大分県立看護科学大学 成人・老年看護学研究室）

口演６群

11 月 16 日（土） 15：10 ～ 16：10

707 会議室

「クリティカルケア実践②」
座長：池内
O-6-1

寛記（島根県済生会江津総合病院）

当院における中心ライン関連血流感染の推移
桝田

O-6-2

心臓血管外科周術期管理における末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）導入効果の検討
深井

O-6-3

英明（医療法人社団悦伝会目白病院）

当院での失神患者の実態－失神外来開設に向けた取り組み－
田向

O-6-6

光恵（東京ベイ・浦安市川医療センター 診療看護師室）

脳神経外科緊急手術の自科麻酔を周術期 NP が担当した事例の検討
水野

O-6-5

照美（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 統括診療部チーム医療推進室）

診療看護師に必要な放射線防護と当院における取り組み
有阪

O-6-4

佳枝（札幌東徳洲会病院）

宏和（独立行政法人国立病院機構浜田医療センター）

大学病院心臓血管外科での診療看護師導入の効果
村上

友悟（長崎大学病院 心臓血管外科）
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口演７群

11 月 16 日（土） 15：10 ～ 16：10

第三会議室（807 ＋ 808）

「教育・研修」
座長：矢尾知惠子（河北家庭医療学センター、河北ファミリークリニック南阿佐谷、
河北訪問看護・リハビリテーション阿佐谷）

O-7-1

在宅看護に求められる診療看護師の役割

―在宅看護を支える看護師へ向けた研修の実践から―
伊波

O-7-2

早乃（日本医科大学武蔵小杉病院）

病診連携を目的とした「BLS 出前講座」の取り組み
石川ちさと（公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院）

O-7-3

NP による FAST の正診率向上を目的とした教育と評価の文献的検討
伊藤智佳子（藤田医科大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学領域急性期・周術期分野）

O-7-4

診療看護師のための創傷ケア WorkShop の開催と今後の課題
石川奈津江（社会医療法人康陽会中嶋病院）

O-7-5

診療看護師資格試験合格者への調査から考える卒後教育の課題
荒木田真子（東京女子医科大学病院）

O-7-6

循環器専門病院における NP 教育プログラムの策定
関口奈津子（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）
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ポスター１群
座長：光根
P-1-1

11 月 16 日（土） 11：10 ～ 11：50
美保（大分県立看護科学大学 成人・老年看護学研究室）

PICC 挿入におけるエコーガイド下での血管穿刺回数に関連する要因
国島

P-1-2

703 会議室

正義（独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 救急科）

末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）挿入手技における手技習得についての分析
笠原明日香（社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院）

P-1-3

急性期病院高齢患者における経口摂取可否の予測因子の検討
―入院患者の経口摂取再開時の嚥下機能評価―
遠藤

P-1-4

全身麻酔導入時の換気困難、循環不全によりアナフィラキシー症状に特有な皮膚症状の
発見が困難であった症例
水谷

P-1-5

ポスター２群
座長：岡島

703 会議室

淳志（独立行政法人労働者健康安全機構関西ろうさい病院）

A 病院において NP が担当する乳癌患者周術期管理の質評価
有子（独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 外科）

クリティカルケア領域における診療看護師が行う FOCUS の妥当性
斉藤

P-2-3

稲子（北部地区医師会北部地区医師会病院 看護部）
11 月 16 日（土） 15：30 ～ 16：00

西谷
P-2-2

晃子（国際医療福祉大学市川病院）

呼吸器管理に関する診療看護師（NP）としてのマネジメント
武藤

P-2-1

早希（藤田医科大学病院中央診療部 FNP 室）

発熱と多関節痛を主訴に受診したパルボウィルス B19 感染症の一例
松吉

P-1-6

覚子（社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院）

岳史（聖マリアンナ医科大学病院 看護部）

診療看護師の外来心臓リハビリテーションでの活動報告
織田真由美（国際医療福祉大学大学院）

P-2-4

看護師等を対象とした診療看護師（NP）の院内研修の実態
石橋

P-2-5

暁（独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター）

診療看護師を対象とした外傷初期診療シミュレーショントレーニングの効果と意義
桒原

成郎（社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院）
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ポスター３群
座長：河野
P-3-1

11 月 16 日（土） 11：10 ～ 11：50
絵里（社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院）

A 病院における診療看護師の訪問診療への同行と課題
幸田

P-3-2

704 会議室

裕哉（独立行政法人国立病院機構広島西医療センター）

病院と在宅を繋いだ褥瘡ケアにおける一症例
西田安紀子（医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院）

P-3-3

訪問看護での薬剤管理の現状分析
樋口

P-3-4

秋緒（医療法人北晨会恵み野訪問看護ステーション「はあと」）

壊死性ミオパチーを持つ患者の在宅人工呼吸器導入における NP の役割
富田みずの（自治医科大学附属さいたま医療センター）

P-3-5

介護老人保健施設で働く介護職・看護職の医療的な判断に関する不安解消に向けた
3 分間勉強会の評価
佐藤

P-3-6

健誠（社会医療法人関愛会介護老人保健施設やすらぎ苑）

医療過疎地域における診療看護師の役割とその現状
舩津由美子（医療法人心和会船津内科医院）

ポスター４群

11 月 16 日（土） 15：30 ～ 16：00

704 会議室

座長：藤島佳菜子（一般財団法人厚生会仙台厚生病院）
P-4-1

診療看護師が所属の異なる診療科の診療看護師と協働した一症例
草薙

P-4-2

総合内科実習を通してのチーム医療における診療看護師（NP）の役割に関する考察
金田

P-4-3

明子（東京医療保健大学大学院看護学研究科）

診療看護師に関する勤務医の意識調査－求められる診療看護師－
篠村

P-4-4

安毅（東京西徳洲会病院 外科）

直子（山形県立中央病院 外科）

特定行為研修修了者の活躍が期待される病院の特徴 ―急性期病院勤務医師の認知度
およびニーズ調査から―

諸沢えりか（東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻
ナースプラクティショナー養成分野 / 医療法人

P-4-5

土橋内科医院）

中国四国地方の診療看護師研究会の活動・展望
竹田明希子（独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 救急科）
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