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公社兵看協発第 771 号 

平成 29 年 11 月 25 日 

看護部長  様 

施設長   様 

会員代表者 様 

公益社団法人兵庫県看護協会西播支部 

                          地区理事 三浦智恵 

                 

平成 29 年度西播支部看護実践報告会プログラムについて 

 

 

  時下、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より、西播支部活動のご指導 

ご協力を賜り深く感謝いたしております。 

さて、平成 29 年度兵庫県看護協会西播支部看護実践報告会のプログラムができましたので、同

封致します。実践報告 20 題と基調講演を予定しています。 

一般参加の申し込みにつきましては、別紙の参加申込用紙に記入頂き、FAX 又は郵送にてお願

い致します（すでに申し込みが済んでいる方以外）。 

なお、演題発表予定の方につきましても、一般参加申し込みをお願いいたします。 

申し込み期限は、12 月 28 日（木）までになっておりますので、参加を希望されるスタッフの方

に配布下さいますように何卒宜しくお願い致します。 

                     記 

 

１．開 催 日 時   平成 30 年 1 月 27 日（土）10：00～16：10 

２．会 場       姫路市医師会館 5 階 大ホール 

３．テーマ       「看護実践のエビデンスと成果を可視化する」  

４．一般参加者の資格    ①兵庫県看護協会西播支部会員 

            ②非会員（看護職、保健・医療・福祉に従事している者） 

            ③看護学生 

５．一般参加申込期間 【発表者も含む】 平成 29 年 12 月 28 日（木） 

６．参  加  費      無料 

７．問い合わせ先      【一般参加】 

           〒650-0011 神戸市中央区下山手通 5-6-24 

公益社団法人 兵庫県看護協会  TEL:078-341-0190  FAX：078-361-6652 

 

※ 事前参加申込書は郵送か FAX にて施設でまとめていただきますようお願い致します。 

※ 駐車台数に限りがあるため、会場には、できるだけ公共交通機関をご利用下さい。また、

会場では昼食をお取りいただくことができませんので、予めご了承ください  

TEL:078-341-0190


平成 29年度 兵庫県看護協会西播支部 看護実践報告会 プログラム 

演題発表の部 

第１群 10：00～10：50 

座長：井上豊子 姫路赤十字病院 

発表順 演題名 発表者 所属施設 

1-1 

HCU看護師の術後せん妄に対するリスクアセスメント能

力の実態調査～開心術患者の術前訪問に関するアン

ケートを実施して～ 

安田和平 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 

1-2 

A病棟看護師の口腔ケアに対する実態調査

～インタビュー調査から見えてきた口腔ケア

の現状と課題～ 

佐々木真理 公立宍粟総合病院 

1-3 

挿管中の患者の口腔ケアの確立と口腔ケア意識向上へ

の取り組み～口腔内観察スケール<OAG>の導入、それ

をもとにした口腔ケアの手技と頻度の統一 アセスメント

のための評価表の作成 

森田菅子 医療法人公仁会 姫路中央病院 

1-4 
ハイブリッド手術室におけるアブレーション治

療の導入 
廣瀬絵理奈 兵庫県立姫路循環器病センター 

1-5 
NST活動におけるリハビリテーション栄養の必

要性について 
樋熊真実 

社会医療法人三栄会 ツカザキ記念

病院 

        

第２群 11：00～11：50 

座長：得居みのり 社会医療法人財団聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 

発表順 演題名 発表者 所属施設 

2-1 
合併症のある大腿骨頸部骨折術後患者に対

する家屋調査に基づく退院支援について 
竹林茜 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 

2-2 
退院前、後訪問指導を実施して見えてきた、

在宅へつなぐことの責任 
井上健 姫路赤十字病院 

2-3 満足のいく看取りを迎えるために 吉田由美 かんざき訪問看護ステーション 

2-4 
「家に帰りたい」という希望に寄り添った退院

指導 
奥田優子 兵庫県立姫路循環器病センター 

2-5 
患者・家族の在宅復帰への強い思いを多職

種協働で実現させた退院支援 
門脇和馬 たつの市民病院 



 

第 3群 13:00～13:50 

座長：三浦智恵 兵庫県立姫路循環器病センター 

発表順 演題名 発表者 所属施設 

3-1 
地域連携室における看護師の役割～スムー

ズな退院調整に向けて～ 
設楽智子 医療法人公仁会 姫路中央病院 

3-2 
患者参画の医療実践のために 

～入退院センターの役割～ 
田中久美子 姫路赤十字病院 

3-3 
薬剤師と連携した内服薬自己管理支援への

取り組み 
神吉奈保子 姫路赤十字病院 

3-4 
精神障がい者のイメージの変化～精神科病

院の見学を通して～ 
神戸真由美 姫路赤十字看護専門学校 

3-5 
放射線皮膚ケアの標準化～実践の中での統

一に向けて～ 
河原由美子 兵庫県立粒子線医療センター 

        

第４群 １４：００～１４：５０ 

座長：柳めぐみ 姫路赤十字看護専門学校 

発表順 演題名 発表者 所属施設 

4-1 
集中治療室における安全な看護実践のための知

識の共有化 
小原未枝 社会医療法人 製鉄記念広畑病院 

4-2 
がん化学療法患者をチームで支援する取り

組み～院内認定抗がん剤 IVナースの活動～ 
伊藤美幸 公立宍粟総合病院 

4-3 
CVカテーテル管理の遵守率及び意識向上

への取り組み 
立岩真伍 城陽江尻病院 

4-4 
安心・安全に検査を行うために～検査マニュ

アルの導入～ 
東美穂 兵庫県立姫路循環器病センター 

4-5 

当院におけるリーダーシップ研修の実際とそ

の効果～卒後 3年目に対するリーダーシップ

研修から～ 

境加奈子 社会医療法人 製鉄記念広畑病院 

    基調講演 

15：00～16：00 

「看護実践の成果やエビデンスを可視化する」 

演者：竹原歩 兵庫県立大学 看護学部 助教 

16：00～閉会式 

様式２ 

 



 

平成 29 年度 兵庫県看護協会西幡支部 

看護実践報告会 一般参加申込書 

【発表者も含む】 

 

施設名 
 

連絡先 
Tel 

Fax 

参加者氏名 
入会の有無 

○を付けてください。 

兵庫県看護協会会員番号 

（6 桁） 

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 会員・非会員  

 

申し込み締め切り ：平成 29 年 12 月 28 日（木曜日）17：00 

 申し込み FAX 番号：078－361―6652（※この用紙のみ送付してください） 

  

お問い合わせ先      〒650-0011 神戸市中央区下山手通 5-6-24 

公益社団法人 兵庫県看護協会  TEL:078-341-0190  

 FAX：078-361-6652 

TEL:078-341-0190

