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ご　　　挨　　　拶

第38回一般社団法人日本看護研究学会学術集会
会長　宇座　美代子

　第38回日本看護研究学会学術集会は，平成24年7月7日（土），8日（日）に沖縄コンベンションセンター

で開催させていただくことになりました。沖縄での本学術集会の開催は初めてであり，看護実践現

場からの研究発表の場として本学術集会が有意義なものになることを願いながら，実行委員一同鋭

意準備を進めているところでございます。

　沖縄には，独特な文化があります。琉球舞踊を始めとする伝統芸能は，日常生活の中で子どもか

ら高齢者まで多くの人々に親しまれています。また，ユイマール（助け合い），イチャリバチョデ―（会

えば皆兄弟），チュガルクスイヤンドウ（人が薬である）の方言が示すように，人とのつながりを大事

にする風土が残っています。しかし，ここ沖縄でも人とのつながりが年々希薄になりつつあること

が危惧されています。

　今，あらためて地域の歴史・文化・生活の面から人々のつながりと健康との関連を再考する必要

があると考え，第38回日本看護研究学会学術集会のテーマは「文化に根ざす看護研究の道」としまし

た。日常生活に独特な文化が入り込んでいる沖縄の地で，文化に根ざした看護がどのように実践さ

れているのか，そして，文化に根ざす看護研究とは何かを考えてみたいと思います。

　教育講演では，実践の場で求められる質の高い研究を行うにはどうしたらよいか，臨床看護研究

のエビデンスとなるような量的・質的な研究方法についてわかりやすくお話していただき，文化に

根ざす看護研究について理解を深めたいと思います。

　特別講演では，沖縄の文化である琉球舞踊やコミュニティと音楽に関連した研究者の講演を通し

て，看護実践の技を形式知として表現していく方法についての示唆を得たいと思います。

　シンポジウムは2つ企画しています。沖縄の文化に根ざす看護や看護研究については，4人のシン

ポジストにお話しいただき参加者と意見交換を深めたいと思います。また，今話題のドメスティッ

ク・バイオレンスについては，DVの被害者，医療者，加害者はDVをどのようにとらえているのか

を3人のシンポジストにお話しいただき，今後のDV対策や研究の情報発信の場となることを目指し

ています。

　本学術集会では，地域で生活する人々に視点を当てた看護実践の在り方を考え，看護の本質に迫

るような「文化に根ざす看護研究の道」を沖縄から発信していきたいと思います。

　本学術集会が次の研究へのエネルギーとなるよう，研究発表とともに沖縄の自然と文化を楽しん

でいただきたいと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
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学術集会に参加される方へのご案内

1．総合受付
場所：展示棟入口左側

　　　「参加受付」，「座長・演者受付」等を行います。

　　　７月７日（土）　8:30～17:00

　　　７月８日（日）　8:30～15:00

【事前登録の方】
　事前に参加費をご入金いただいた方には，参加証と領収書をご登録いただいた住所宛に送付いたします。当日の

受付は不要ですが，参加証は必ずお持ちください。会場内では参加証を必ずご着用ください。参加証のない方のご

入場はお断りいたします。参加証をお忘れになった方は，展示棟総合受付内「総合案内」までお越しください。

【当日受付の方】
　展示棟総合受付内「参加受付」で参加登録をしていただきます。参加費を納入して頂き，参加証・領収書をお受け

取りください。記名台にて，参加証へ氏名と所属をご記入の上，会場内では参加証を必ずご着用ください。

当日参加費は以下のとおりです。

　　　会　員 11,000円

　　　非会員 12,000円（抄録集代2,000円を含みます）

　　　学　生（大学院生を除く）   3,000円（ただし，抄録集代2,000円が別途必要です）

　　　※学生の方は，学生証をご提示ください。

2．教育講演，特別講演，シンポジウムの座長・演者の方へのご案内

【座長の方へ】
・各プログラムの開始30分前までに，展示棟総合受付内「座長・演者受付」にて受付をお済ませ頂き，各プログラ

ムの開始10分前には，会場前方右側の次座長席にご着席ください。

【演者の方へ】
・各プログラムの開始30分前までに展示棟総合受付内「座長・演者受付」にて受付をお済ませください。演者受付

が済みましたら，発表用PowerPointスライドを各会場内の「PCオペレーター席」にお持ちください。

・発表用スライドはWindows版MS PowerPoint（Ver.2003-2010）で作成してください。使用するフォントはMS

ゴシックを推奨します。PowerPointスライドはUSBメモリーまたはCD-ROMに保存してお持ちください。

・データのファイル名は，「プログラム名・お名前」としてください。

　（例）シンポジウムⅠの沖縄太郎さんの場合：シンポジウムⅠ・沖縄太郎

3．一般演題（口演）の座長の方へのご案内
・ご担当の演題群開始30分前までに，展示棟総合受付内「座長・演者受付」にて受付を済ませてください。

・ご担当の演題群開始10分前には，口演会場前方右側の次座長席にご着席ください。

・開始時刻になりましたら，進行を始めてください。

・発表時間は7分，質疑応答時間は3分です。1演題が10分以内に終了するように，また，ご担当の演題群が予定

時刻に終了するように進行してください。

・演者が欠席の場合には，次の演題を繰り上げて進行してください。
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4．一般演題（口演・示説（ポスター））の発表者の方へ

【口演発表者】

1）スライドの作成について

・発表用スライドはWindows版MS PowerPoint（Ver.2003-2010）で作成してください。使用するフォントはMSゴ

シックを推奨します。

2）データの受付と確認

・発表用PowerPointスライドは，発表当日，USBメモリーまたはCD-ROMに保存して，ご発表演題群の開始

1時間前までに，各会場前の「PCデスク」にお持ちください。

　データのファイル名は「演題番号・お名前」としてください。

（例）演題番号77の沖縄花子さんの場合：77・沖縄花子

3）発表方法

・演題の発表は，すべてパソコンで行います。

・動画および音声の使用は出来ません。

・パソコンの操作は，発表者ご自身で行ってください。

4）発表時間など

・一般演題（口演）の発表時間は7分，質疑応答は3分です。発表時間を厳守してください。発表時間経過は，演台

上の青色ランプ（発表終了時間の1分前に点灯）と赤ランプ（発表終了時間の7分で点灯）でお知らせします。

　その他，プログラムの進行につきましては，座長の指示に従ってください。

【示説（ポスター）発表者】
1）ポスター作成要領

・ポスターを貼付するパネルのサイズは縦210cm×横90cmです。パネル左上のスペース（20cm×20cm）には予め

事務局にて演題番号を貼付いたします。

・演題番号の横のスペース（縦20cm×横70cm）に，演題名，演者名（発表者・共同演者）及び所属を明記したもの

を貼付してください。

・演題本文のポスターが貼付できる範囲は，縦190cm×横90cmですが，参加者の見づらいパネル下部の高さ60cm

までは，出来るだけ使用しないでください。

・ポスターは，図表が3メートル以上離れたところからでも判別できるように作成してください。

2）事務局が会場に準備するもの

　事務局では，示説を発表される方に以下のものを準備します。

・掲 示 板：演題1題ごとに，縦210cm×横90cmの縦長のパネルを用意します。

・演題番号：パネルの左上部に演題番号（20cm×20cm）を表示しておきます。

・画　　鋲：ポスターは画鋲で貼り付けていただきます。画鋲は各演題ごとのパネル前にご用意いたします。

　　　　　　不足する場合には係員にお申し付けください。テープ，糊は使用できません。

3）発表者の受付

・発表演題群開始時間の1時間前までに展示棟中央付近の「示説（ポスター）受付」にて受付を済ませてください。受

付をされない場合は，第38回一般社団法人日本看護研究学会学術集会では未発表となりますので，ご注意くだ

さい。

4）ポスターの貼付と撤去について

・「示説（ポスター）受付」にて受付をお済ませの上，第7会場［示説］内の各演題ごとのパネルに，ご自身でポスター

の貼り付けをお願いします。

・ポスターの貼付・撤去時間は以下の通りです。

　場所：第7会場［示説（ポスター）］（展示棟中央付近） 

　　　　7月7日（土）（1日目）　貼付　　9:00～10:30　　　　撤去　　17:40～18:00

　　　　7月8日（日）（2日目）　貼付　　9:00～10:30　　　　撤去　　15:00～16:00

・時間を過ぎて展示してあるポスターは事務局で撤去，処分いたしますので，予めご了承ください。
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5）発表時間

・発表時間10分前になりましたら，各自のポスター前で待機ください。

・座長はおりません。発表時間になりましたら，会場内に発表開始のアナウンスをいたします。その合図に従って，

群ごとの1題目からご発表ください。1演題のご発表は5分以内とし，その後3分以内で質疑応答をしてください。

・質疑応答では，ご自由に参加者とのディスカッションを行ってください。

・演題ごとに8分経過したところで合図をしますので質疑応答を終了してください。

5．（特別）交流集会関係者の方へのご案内
註）（特別）交流集会へ参加される方は，直接会場にお越しください。

・（特別）交流集会の世話人（責任者）の方は，集会の30分前までに，展示棟総合受付内「座長・演者受付」で受付を

済ませてください。

・会場にはプロジェクターとスクリーンを設置してあります。PC等は各自でご用意ください。

6．よろず相談コーナー関係者の方へのご案内
・よろず相談コーナーの責任者の方は，事前に展示棟総合受付内「座長・演者受付」で受付を済ませてください。

7．その他各種ご案内
1）「企業展示」等

　 展示棟内にて，各種関連企業による「企業展示」を行いますので，是非お立ち寄りください。

2） 展示棟総合受付内に「総合案内」を設置します。ご不明な点やお困りのことがありましたら，係の者にご相談くだ

さい。

3） 「クローク」は展示棟内にございます。展示棟入口に案内板を設置しております。ご不明な点はお近くのスタッフ

までお尋ねください。

4）本学術集会会場内のすべてのプログラムについて許可なく撮影・録音することを固くお断りいたします。

5）施設内は，所定の場所以外は禁煙となっております。

6）会場内での携帯電話，スマートフォンの使用はご遠慮ください。

7） 会場内での呼び出しは原則として行いません。呼び出し等の掲示を希望される方は，展示棟総合受付内「総合案内」

までお申し出ください。総合受付付近に設置予定の掲示板をご利用いただけます。

8．懇親会
1）皆様の交流の場として，懇親会を開催いたします。非会員の方を含め，多数のご参加をお待ちしております。

　　日　時：7月7日（土）　18:00～

　　場　所：会議場A1（会議棟Ａ内）

2） 事前に懇親会参加費を振り込まれた方は，懇親会会場入口で受付を済ませてからご入場ください。領収書をお渡

しします。

3） 当日参加者の方は，7月7日（土）18時までに，展示棟総合受付内「懇親会受付｣で，参加費5,000円（学生3,000円

※学生に大学院生は含まない）をお支払いください。
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系統
番号 路線名 乗り場

（ホーム）

28 読谷線 （コンベンションセンター経由） ⑧

32 コンベンションセンター線 ⑦

55 牧港線 ⑭

99 天久新都心線 ⑭

112 国体道路線 ①
那覇バスターミナル案内図

123456

7

8

10

9

13 141211 W.C.

バス事務所

旭 

橋 

駅

歩
道
橋

宜野湾警察署
Ginowan Police Station
宜野湾警察署

Ginowan Police Station

国道58号国道58号Route 58Route 58

沖縄コンベンションセンター
CONVENTION CENTER 

沖縄コンベンションセンター
CONVENTION CENTER 

東シナ海 
East China Sea

宜野湾港マリーナ
Ginowan Marina

To Naha  那覇市
To Naha  那覇市北谷町  To Chatan

北谷町  To Chatan

多目的広場
Multipurpose Open Space

多目的広場
Multipurpose Open Space

屋外劇場
Open air Theater
屋外劇場

Open air Theater

宜野湾港トロピカルビーチ
Ginowan Tropical Beach

海浜公園
Seaside Park

北前 To Kitamae 

北前 To Kitamae 

牧
港

 To Makiminato 

牧
港

 To Makiminato 

宜野湾バイパス宜野湾バイパス

会議棟B
Conference Bldg. B

会議棟A
Conference Bldg. A

展示棟
Event Hall

劇場棟
Theater

沖縄コンベンションセンター
〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1

沖縄コンベンション
センター

那覇バスターミナル
那
覇
空
港

那覇市

浦添市

宜野湾市

西原町

329

329

33058

首里城

首里

牧港

泊

南風原南I.C

南風原北I.C

那覇I.C

那覇I.C

西原Jct

西原I.C

58

モノレール 国  道 沖縄自動車道（高速道路）

会場までの交通機関

カルチャーリゾートフェストーネ
Culture Resort Festone

宜野湾市立体育館
GINOWAN CITY GYMNASIUM

ラグナガーデンホテル
Laguna Garden Hotel

沖
縄
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

那
覇
空
港 タクシー　約35分（約3,500円）

旭橋駅　　　那覇バスターミナルモノレール

11分（260円）

28・32・55・99・112番路線

約40～60分（520円）徒歩1分

●会場までの交通のご案内

会場のご案内

・路線バス28番はコンベンションセンターを経由しない便がございますので、ご注意ください。
・路線バス99番は那覇空港から出発しています。

ムーンオーシャン宜野湾 ホテル＆レジデンス
Moon Ocean Ginowan  Hotel & Residence 
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沖縄コンベンションセンター

会議棟A

会議棟B

劇場棟

駐車場

駐車場

展示棟

正門

正面入口

会場案内図

入口

▲

入口

▲

入口 ▲

入口▲

第2会場
第3会場
第4会場
第6会場

第7会場（ポスター）
総合受付
展示会場
クローク

懇親会会場
第5会場

第1会場
学会本部
会長室

コンベンション
センター前バス停
コンベンション
センター前バス停
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会場案内図

懇親会会場
（会議場A1）

第5会場
（会議場A2）

入口

連絡通路

連絡通路

会議棟B

展示棟劇場棟

連絡通路
劇場棟

会議棟A

展示棟

第1会場
（劇場棟）

学会本部
会長室

入口

劇場棟

会議棟A
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会場案内図

総合受付

よろず相談コーナー

クローク

第2会場
（会議場B1）

第3会場
（会議場B5-7）

第4会場
（会議場B2）

第6会場
（会議場B3,4）

2F会議棟A

連絡通路

連絡通路

連絡通路

劇場棟

展示棟

1Fへ

2Fへ

会議棟A

会議棟B

会議棟B

入口

第7会場（ポスター）
展示会場
（展示棟）

1F

会議棟B

展示棟

入口
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プ　ロ　グ　ラ　ム
　

第１日目　平成24年７月７日（土）

時　　間 プログラム・会場

９：00～９：10 開 会 の 辞 一般社団法人日本看護研究学会理事長　黒田　裕子
　　会場：第１会場（劇場棟）

９：20～10：10 会 長 講 演 「沖縄の文化に根ざした看護研究　─ ユイマールからヌジファまで ─」
　　演者：宇座美代子（琉球大学医学部保健学科教授）
　　座長：黒田　裕子（北里大学大学院クリティカルケア看護学教授）
　　会場：第１会場（劇場棟）

10：20～11：50 特 別 講 演 Ⅰ 沖縄の文化に根ざしたプロフェッショナルな実践と研究から看護研究のヒントを
見つけよう「琉球舞踊に学ぶ美しいシグサ」
　　演者：大城　ナミ（親泊本流親扇照志野の会会主）
　　座長：嘉手苅英子（沖縄県立看護大学教授）
　　会場：第１会場（劇場棟）

11：00～11：50 一 般 演 題 口演
　　会場： 第３会場（会議場Ｂ５－７）／第４会場（会議場Ｂ２）／ 

第５会場（会議場Ａ２）／第６会場（会議場Ｂ３，４）
示説
　　会場：第７会場（展示棟）

12：00～12：55 ラ ン チ ョ ン
セ ミ ナ ー

「学習者の伸びを促す！シミュレーション指導者のためのディブリーフィング
　─ 体験型ランチョンセミナー」
　　共催：レールダル  メディカル  ジャパン株式会社
　　講師：阿部　幸恵（琉球大学医学部附属病院地域医療教育開発講座教授）
　　会場：第２会場（会議場Ｂ１）

13：00～13：50 総 会 　　会場：第１会場（劇場棟）

14：00～15：30 特別交流集会Ⅰ 「日本の看護を伝える方策　実践者・研究者の立場から」
　　企画：国際活動推進委員会
　　演者：小川　正子（聖マリア学院大学国際看護学准教授）
　　会場：第２会場（会議場Ｂ１）

14：00～17：50 一 般 演 題 口演
　　会場： 第３会場（会議場Ｂ５－７）／第４会場（会議場Ｂ２）／ 

第５会場（会議場Ａ２）／第６会場（会議場Ｂ３，４）
示説
　　会場：第７会場（展示棟）

14：00～17：20 看護研究の倫理
的問題に関する
よ ろ ず 相 談
コ ー ナ ー

　　会場：展示棟内特設コーナー
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時　　間 プログラム・会場

14：10～15：40 教 育 講 演 Ⅰ 「臨床看護研究のスターティングポイントと研究デザインの決定
　─ エビデンスとなるような研究を行っていくために ─」
　　演者：操　　華子（国際医療福祉大学大学院教授）
　　座長：大池美也子（九州大学大学院医学研究院保健学部門教授）
　　会場：第１会場（劇場棟）

15：50～17：30 シンポジウムⅠ 「沖縄の文化が織りなす看護と看護研究」
シンポジスト：當山冨士子（沖縄県立看護大学教授）
　　　　　　　仲村美津枝（名桜大学人間健康学部看護学科教授）
　　　　　　　古謝　安子（琉球大学医学部保健学科講師）
　　　　　　　照屋　恵子（沖縄県中部福祉保健所保健統括）
　　　　座長：泉　キヨ子（帝京科学大学医療科学部看護学科教授）
　　　　　　　小笹　美子（琉球大学医学部保健学科講師）
　　　　会場：第１会場（劇場棟）

16：00～16：50 教 育 講 演 Ⅱ 「 シミュレーション教育の実践　Simulation Education in the Nursing Education」
　　演者：Deborah D. Navedo, PhD, CPNP, CNE
　　　　　（Massachusetts General Hospital of Institute of Health Profession）
　　座長：砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科教授）
　　会場：第２会場（会議場Ｂ１）
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第２日目　平成24年７月８日（日）

時　　間 プログラム・会場

９：30～11：00 特 別 講 演 Ⅱ 沖縄の文化に根ざしたプロフェッショナルな実践と研究から看護研究のヒントを
見つけよう「コミュニティと音楽」
　　演者：中村　　透（琉球大学名誉教授・芸術文化学博士）
　　座長：金城　祥教（公立大学法人名桜大学人間健康学部教授）
　　会場：第１会場（劇場棟）

９：30～11：30 交 流 集 会 Ⅰ 「シミュレーション教育を支えるエビデンスの構築
　─ シミュレーション教育の実践をいかに研究のまな板にのせるか？ ─」
　世話人：阿部　幸恵（琉球大学医学部附属病院地域医療教育開発講座）
　　　　　Deborah D. Navedo, PhD, CPNP, CNE
　　　　　 （Massachusetts General Hospital of Institute of Health Profession）
　　会場：第２会場（会議場Ｂ１）

９：30～12：00 一 般 演 題 口演
　　会場： 第３会場（会議場Ｂ５－７）／第４会場（会議場Ｂ２）／ 

第５会場（会議場Ａ２）／第６会場（会議場Ｂ３，４）
示説
　　会場：第７会場（展示棟）

10：30～12：00 交 流 集 会 Ⅱ 「アディクション問題を抱えた当事者と，その家族に対する看護のあり方を考える」
　世話人：松下　年子（埼玉医科大学保健医療学部看護学科）
　　　　　日下　修一（獨協医科大学看護学部）
　　　　　河口　朝子（長崎県立大学看護栄養学部看護学科）
　　　　　原田　美智（九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科）
　　会場：第４会場（会議場Ｂ２）

10：30～12：00 交 流 集 会 Ⅲ 「これからの看護・看護に生かす補完代替療法　─ 循環型教育への挑戦」
　世話人：山田　晧子（明治国際医療大学看護学部）
　　　　　田口　豊恵（明治国際医療大学看護学部）
　　　　　夏山　洋子（明治国際医療大学看護学部）
　　　　　中森　美季（明治国際医療大学看護学部）
　　　　　永島すえみ（明治国際医療大学看護学部）
　　会場：第５会場（会議場Ａ２）

13：00～14：30 特別交流集会Ⅱ 「日本看護研究学会　研究倫理審査委員会説明会」
　　企画：研究倫理委員会
　　　　　石井トク，近田敬子，川口孝泰，江守陽子，野口恭子
　　会場：第２会場（会議場Ｂ１）

13：00～14：30 交 流 集 会 Ⅳ 「新人看護師育成　─ 教育・臨床におけるEmpowerment ─」
　世話人：砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）
　　　　　照屋　典子（琉球大学医学部保健学科）
　　演者：翁長多代子（敬愛会中頭病院）
　　　　　安里　節子（仁愛会浦添総合病院）
　　　　　原永　賀子（琉球大学医学部附属病院）
　　　　　小笹　美子（琉球大学医学部保健学科）
　　会場：第６会場（会議場Ｂ３，４）
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時　　間 プログラム・会場

13：00～15：50 一 般 演 題 口演
　　会場： 第３会場（会議場Ｂ５－７）／第４会場（会議場Ｂ２）／ 

第５会場（会議場Ａ２）／第６会場（会議場Ｂ３，４）
示説
　　会場：第７会場（展示棟）

14：20～15：50 シンポジウムⅡ 「日本文化におけるドメスティック・バイオレンス」
シンポジスト：友田　尋子（甲南女子大学看護リハビリテーション学部教授）
　　　　　　　長江美代子（日本赤十字豊田看護大学精神看護学教授）
　　　　　　　名嘉知恵理（ 更生保護法人がじゅまる沖縄DV加害者更生相談室嘱託研究員）
　　　　座長：山口　桂子（愛知県立大学看護学部教授）
　　　　　　　國吉　　緑（琉球大学医学部保健学科教授）
　　　　会場：第１会場（劇場棟）

14：20～15：50 交 流 集 会 Ⅴ 「安楽を提供するマッサージ　─ 看護師による実践の報告」
　世話人：大野　夏代（札幌市立大学看護学部）
　　　　　小板橋喜久代（群馬大学医学部）
　　　　　山本　勝則（札幌市立大学看護学部）
　　　　　鶴木　恭子（札幌市立大学看護学部）
　　　　　本間由紀子（群馬大学医学部附属病院）
　　会場：第４会場（会議場Ｂ２）

14：20～15：50 交 流 集 会 Ⅵ 「プログラム開発・評価研究のゴールはどこにあるのか」
　世話人：松田　光信（神戸常盤大学保健科学部看護学科）
　　　　　河野あゆみ（神戸常盤大学保健科学部看護学科）
　　　　　當目　雅代（香川大学医学部看護学科）
　　　　　西田みゆき（順天堂大学医療看護学部看護学科）
　　　　　川﨑絵里香（神戸常盤大学保健科学部看護学科）
　　会場：第５会場（会議場Ａ２）

16：00～16：10 閉 会 の 辞 第38回一般社団法人日本看護研究学会学術集会会長　宇座美代子
　　会場：第１会場（劇場棟）

【プレカンファレンスセミナー】
　テーマ：「日本最大級のおきなわクリニカルシミュレーションセンターツアー」
　　　　　　阿部　幸恵（琉球大学医学部附属病院地域医療教育開発講座教授）

　日　　時：平成24年７月６日（金）（全５回）
　時　　間：第１回　10：00～11：00 
　　　　　　第２回　11：15～12：15 
　　　　　　第３回　13：15～14：15 
　　　　　　第４回　14：30～15：30 
　　　　　　第５回　15：45～16：45 
　会　　場：おきなわクリニカルシミュレーションセンター
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日程表　1日目 ［2012年7月7日（土）］

9:20-10:10

会長講演
沖縄の文化に根ざした看護研究 
ユイマールからヌジファまで

宇座 美代子
座長：黒田 裕子

10:20-11:50

特別講演Ⅰ
沖縄の文化に根ざした 

プロフェッショナルな実践と研究から 
看護研究のヒントを見つけよう 
「琉球舞踊に学ぶ美しいシグサ」

大城 ナミ
座長：嘉手苅 英子

12:00-12:55

ランチョンセミナー
学習者の伸びを促す！シミュレーション
指導者のためのディブリーフィング 
体験型ランチョンセミナー

阿部 幸恵 
共催：レールダル メディカル ジャパン㈱

11:00-11:50

口演　第1群（1-5）
看護教育（1）
座長：垣花 シゲ

14:00-14:50

口演　第5群（21-25）
看護技術（1）

座長：深井 喜代子

15:00-15:40

口演　第9群（40-43）
看護技術（2）
座長：真田 弘美

16:00-16:40

口演　第13群（58-61）
看護技術（3）
座長：金井 一薫

17:00-17:50

口演　第17群（77-81）
看護教育（3）

座長：小板橋 喜久代

11:00-11:50

口演　第2群（6-10）
看護管理（1）
座長：丸岡 直子

14:00-14:50

口演　第6群（26-30）
看護教育（2）

座長：前田 ひとみ

15:00-15:50

口演　第10群（44-48）
看護管理（2）
座長：叶谷 由佳

16:00-16:50

口演　第14群（62-66）
看護管理（3）
座長：市江 和子

17:00-17:40

口演　第18群（82-85）
看護管理（4）
座長：任 和子

13:00-13:50

総会

14:10-15:40

教育講演Ⅰ
臨床看護研究のスターティング 
ポイントと研究デザインの決定 
エビデンスとなるような 
研究を行っていくために

操 華子
座長：大池 美也子

14:00-15:30

特別交流集会Ⅰ
日本の看護を伝える方策 
実践者・研究者の立場から
企画：国際活動推進委員会 

小川 正子  　

16:00－16:50

教育講演Ⅱ
シミュレーション教育の実践 

Deborah D. Navedo

座長：砂川 洋子

15:50-17:30

シンポジウムⅠ
沖縄の文化が織りなす 
看護と看護研究
當山 冨士子 
仲村 美津枝 
古謝 安子　 
照屋 恵子　
座長：泉 キヨ子 
　　　小笹 美子

開会の辞
9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場
劇場棟 会議場B1 会議場B5-7 会議場B2
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11:00-11:50

口演　第3群（11-15）
慢性期看護（1）
座長：堀井 たづ子

14:00-14:50

口演　第7群（31-35）
急性期看護（1）
座長：山勢 博彰

15:00-15:50

口演　第11群（49-53）
がん看護

座長：神田 清子

16:00-16:50

口演　第15群（67-71）
老年看護（1）
座長：国武 和子

17:00-17:40

口演　第19群（86-89）
急性期看護（2）
座長：浦田 秀子

11:00-11:50

口演　第4群 （16-20）
精神看護（1）
座長：松田 光信

11:00-11:50

示説　第1-7群（149-183）
看護教育（1）～（3）, 看護管理（1）,  
感染看護（1）, 急性期看護,  

家族看護

9:00-10:30

示説　貼付

14:00-14:40

口演　第8群（36-39）
地域看護（1）
座長：松田 宣子

14:00-14:50

示説　第8-14群（184-224）
看護教育（4）～（6）, 看護管理（2）,  
看護技術（1）, 地域看護（1）,  

精神看護（1）

よろず相談 
コーナー

懇親会

15:00-15:40

口演　第12群（54-57）
精神看護（2）
座長：早川 和生

15:00-15:50

示説　第15-21群（225-264）
看護教育（7）～（9）, 看護技術（2）,  
精神看護（2）, 慢性期看護,  

地域看護（2）

16:00-16:50

口演　第16群（72-76）
小児看護・母性看護（1）
座長：斉藤 ひさ子

16:00-16:50

示説　第22-29群（265-310）
看護教育（10）～（12）, がん看護（1）,  
看護管理（3）, 老年看護（1）,  

小児看護・母性看護（1）, 看護技術（3）

17:00-17:40

口演　第20群（90-93）
地域看護（2）
座長：長弘 千惠

17:00-17:50

示説　第30-36群（311-352）
看護教育（13）・（14）, 緩和ケア,  
感染看護（2）, 看護管理（4）,  

小児看護・母性看護（2）, 健康増進（1）

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

第 5会場 第 6会場 第 7会場 懇親会会場
会議場A2 会議場B3,4 展示棟 会議場A1
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日程表　2日目 ［2012年7月8日（日）］

9:30-11:00

特別講演Ⅱ
沖縄の文化に根ざした 

プロフェッショナルな実践と研究から 
看護研究のヒントを見つけよう 
「コミュニティと音楽」

中村 透
座長：金城 祥教

9:30-11:30

交流集会Ⅰ
シミュレーション教育を支える 

エビデンスの構築 
シミュレーション教育の実践を 
いかに研究のまな板にのせるか？

阿部 幸恵
Deborah D. Navedo

9:30-10:20

口演　第21群（94-98）
慢性期看護（2）
座長：東 玲子

11:10-12:00

口演　第26群（117-121）
看護管理（5）
座長：新道 幸惠

13:00-13:40

口演　第27群（122-125）
地域看護（3）
座長：川崎 道子

14:00-14:40

口演　第30群（135-138）
看護教育（4）
座長：小幡 光子

15:00-15:50

口演　第32群（144-148）
看護教育（5）

座長：田中 マキ子

9:30-10:10

口演　第22群（99-102）
緩和ケア

座長：安藤 詳子

10:30-12:00

交流集会Ⅱ
アディクション問題を抱えた 
当事者と、その家族に対する 
看護のあり方を考える

松下 年子 
日下 修一 
河口 朝子 
原田 美智

13:00-13:50

口演　第28群（126-130）
急性期看護（3）
座長：鎌倉 やよい

14:20-15:50

交流集会Ⅴ
安楽を提供するマッサージ 
看護師による実践の報告
　大野 夏代　　 
　小板橋 喜久代 
　山本 勝則　　 
　鶴木 恭子　　 
　本間 由紀子　

14:20-15:50

シンポジウムⅡ
日本文化における 

ドメスティック・バイオレンス
友田 尋子　 
長江 美代子 
名嘉 知恵理
座長：山口 桂子 
　　　國吉 緑　

13:00-14:30

特別交流集会Ⅱ
日本看護研究学会 

研究倫理審査委員会説明会
企画：研究倫理委員会

石井 トク 
近田 敬子 
川口 孝泰 
江守 陽子 
野口 恭子

閉会の辞

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場
劇場棟 会議場B1 会議場B5-7 会議場B2
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9:30-10:10

口演　第23群（103-106）
小児看護・母性看護（2）

座長：平元 泉

10:30-12:00

交流集会Ⅲ
これからの看護・看護に生かす 

補完代替療法 
循環型教育への挑戦
山田 晧子　 
田口 豊恵　 
夏山 洋子　 
中森 美季　 
永島 すえみ

13:00-13:40

口演　第29群（131-134）
老年看護（2）
座長：山田 律子

14:20-15:50

交流集会Ⅵ
プログラム開発・評価研究の 
ゴールはどこにあるのか

松田 光信　 
河野 あゆみ 
當目 雅代　 
西田 みゆき 
川﨑 絵里香

9:30-10:10

口演　第24群（107-110）
精神看護（3）
座長：森 千鶴

10:30-11:30

口演　第25群（111-116）
看護技術（4）

座長：田中 美智子

9:00-10:30

示説　貼付

11:00-11:50

示説　第37-44群（353-395）
看護教育（15）～（17）, がん看護（2）,  

看護管理（5）, 老年看護（2）, 地域看護（3）, 
小児看護・母性看護（3）

13:00-14:30

交流集会Ⅳ
新人看護師育成 

教育・臨床におけるEmpowerment

砂川 洋子　 
照屋 典子　 
翁長 多代子 
安里 節子　 
原永 賀子　 
小笹 美子　

13:00-13:50

示説　第45-52群（396-441）
看護教育（18）・（19）, 看護管理（6）, 老年看護（3）,  

がん看護（3）, 小児看護・母性看護（4）,  
精神看護（3）, 災害看護

14:50-15:40

口演　第31群（139-143）
看護技術（5）
座長：若村 智子

14:00-14:50

示説　第53-58群（442-473）
看護教育（20）, 看護管理（7）,  
精神看護（4）, 健康増進（2）,  
地域看護（4）, 看護技術（4）

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

第 5会場 第 6会場 第 7会場
会議場A2 会議場B3,4 展示棟
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● ７月７日（土） ●

第３会場　第１群　看護教育（１）　11：00～11：50
座長：垣花　シゲ（琉球大学）

１ EMR画像を用いた危険予知教育前後の視覚情報処理機能の変化
○ 西村　礼子　大河原知嘉子　大黒　理惠　齋藤やよい
 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）

２ 教員の単純フィードバックが看護学生の技術習得に及ぼす影響
○ 中村　充浩　前田　樹海　北島　泰子　相田　京子　金井 Pak雅子
 （東京有明医療大学看護学部看護学科）

３ チェックリストで学生の技術評価は可能か：看護技術教育方法に関する一考察
○ 前田　樹海　中村　充浩　北島　泰子　相田　京子　金井Pak雅子（東京有明医療大学看護学部）

４ タイアップ科目による学習効果の検討　－小児期のヘルスアセスメント－
○ 茂手木明美　井川　由貴　平田　良江　渡邊　裕子　森田　祐代（山梨県立大学看護学部）

５ 養護教諭養成大学の学生を対象としたフィジカルアセスメント能力に関する調査　－頭部外傷を中心に－
○ 中島　敦子（梅花女子大学看護学部看護学科）
　津島ひろ江（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）

第４会場　第２群　看護管理（１）　11：00～11：50
座長：丸岡　直子（石川県立看護大学）

６ 看護師の組織貢献意識に影響する要因の分析
○ 吉江由加里（福井総合病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

７ 看護師の職場適応度測定尺度の再検討
○ 藤本ひとみ　高間　静子（福井医療短期大学看護学科）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

８ 医療機器・材料に関する看護師のコスト意識尺度の開発
○ 小石川好美（市立甲府病院）
　田中　彰子　真下　綾子　松下由美子（山梨県立大学大学院）

９ 探索行動の分析による医療者と患者に理解しやすい院内表示の検討
○ 河村　真人　菅原　尚美　杉山　敏子（東北福祉大学健康科学部保健看護学科）

10 看護師の安全行動尺度の開発
○ 永岩　里美（福井総合病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

第５会場　第３群　慢性期看護（１）　11：00～11：50
座長：堀井たづ子（京都光華女子大学）

11 慢性閉塞性肺疾患患者の感染予防に関する認識と行動　－急性増悪との関連－
○ 山本かおり（大阪市立大学大学院看護学研究科前期博士課程）
　秋原　志穂（大阪市立大学大学院看護学研究科）
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12 ２型糖尿病患者における保健行動に関連した自己制御力に影響する要因
○ 深田　順子　鎌倉やよい　百瀬由美子（愛知県立大学看護学部）
　日比野友子（愛知県立大学大学院看護学研究科博士後期課程）
　片岡笑美子（名古屋第二赤十字病院）

13 糖尿病ケアチームにおけるエキスパートナースの患者とチームへの働きかけと成果
○ 西原　詩子（大阪市立大学大学看護学研究科前期博士課程）
　秋原　志穂（大阪市立大学大学院看護学研究科）

14 回復期リハビリテーション病棟の退院支援における看護師の困難感とその要因
○ 脇田　泰章（茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科）
　市村久美子　川波　公香（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）

15 終末期を迎えた透析患者に関わる透析室看護師の思い
○ 有坂千亜紀　高長　友子　尾田　愛（公立学校共済組合北陸中央病院）
　塚原　節子（自治医科大学看護学部）

第６会場　第４群　精神看護（１）　11：00～11：50
座長：松田　光信（神戸常盤大学）

16 うつ病患者をケアする看護師の体験　－かかわりで生じる感情に焦点をあてて－
○ 増田　雄太（中京学院大学看護学部）
　夛喜田惠子（愛知医科大学看護学部）

17 うつ病を体験した人の職場復帰への支援　－当事者と支援者の語りから－
○ 川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
　片山　典子（目白大学看護学部）
　塩月　玲奈（㈶東京武蔵野病院）
　柳田　崇姉（東京慈恵会医科大学大学院）

18 女性アルコール依存症患者が依存症治療に至るまでの過程
○ 山下亜矢子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）
　服部　朝代（地方独立行政法人岡山県精神科医療センター）

19 アルコール関連問題に関わる地域職員の育成　－地域における早期介入への支援－
○ 山城　郁代（独立行政法人国立病院機構琉球病院）

20 精神科看護師の死生観形成プロセス
○ 内野小百合（東京女子医科大学大学院看護学研究科）
　松下　年子（埼玉医科大学保健医療学部看護学科）

第３会場　第５群　看護技術（１）　14：00～14：50
座長：深井喜代子（岡山大学大学院）

21 手浴が高齢者の睡眠に与える影響への検討
○ 岩根　直美　水田真由美　前田　祥子（和歌山県立医科大学保健看護学部）
　福田　春枝（元和歌山県立医科大学保健看護学部）

22 足浴の血漿組織因子経路インヒビター濃度に及ぼす影響に関する研究
○ 林　辰弥（三重県立看護大学看護学部生化学）
　玉田　章（三重県立看護大学看護学部成人看護学）
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23 電気毛布を用いた足部温罨法による入眠効果の検討
○ 加地　博之　乗松　貞子（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

24 両下腿への間欠的空気圧迫の生理・心理的影響
○ 樋野洋一郎（愛媛県立中央病院）
　乗松　貞子（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

25 女性における手浴の自律神経系活動及び快感情への影響
○ 吉田　美栄（岩国医療センター附属看護学校）
　城賀本晶子　赤松　公子（愛媛大学大学院医学系研究科）

第４会場　第６群　看護教育（２）　14：00～14：50
座長：前田ひとみ（熊本大学大学院）

26 手術室看護師が伝達する看護の知の伝承の実際
○ 北脇　友美（滋賀医科大学医学部附属病院）
　曽我　浩美（滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座）
　白坂　真紀　桑田　弘美（滋賀医科大学医学部看護学科臨床看護学講座）

27 腹部のフィジカルアセスメントにおける病院看護師の知識に関する実態調査
○ 篠崎惠美子　渡邉　順子　藤井　徹也　坂田　五月　炭谷正太郎
 （聖隷クリストファー大学看護学部）
　伊藤　千晴（中部大学生命健康科学部）

28 中堅看護師のプリセプター経験の意味づけ
○ 柳橋　正智（杏林大学保健学部看護学科）
　市村久美子　川波　公香（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）

29 新卒新人看護師の入職時から入職後10ケ月までの SOCと専門職自律性の変化
○ 松下　年子（横浜市立大学医学部看護学科）
　河口　朝子（長崎県立大学看護栄養学部看護学科）
　原田　美智（九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科）
　小林　一裕（医療法人社団博奉会相模ヶ丘病院）
　神坂登代子（福岡県看護協会）
　大澤　優子　増田裕見子　丸山　昭子（埼玉医科大学保健医療学部看護学科）

30 ２年目看護師の就職後24ケ月の体験からの成長の促進因子と阻害因子の明確化（第２報）
○ 白尾久美子（静岡県立大学看護学部）
　山口　桂子（愛知県立大学看護学部）

第５会場　第７群　急性期看護（１）　14：00～14：50
座長：山勢　博彰（山口大学大学院）

31 クリティカルケア看護師の「印象的であった人工呼吸管理の場面」における臨床判断の構造化
○ 大川　洋平（昭和大学保健医療学部看護学科）
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32 熟練看護師の救急センターにおける看取りの体験
○ 三輪　恵里（富山県済生会富山病院看護部）
　辻口喜代隆（富山大学附属病院）
　長瀬　睦美　四十竹美千代（富山大学）
　開発　順子（厚生連高岡病院）
　薮田　歩（東北大学大学院医学系研究科）
　塚原　節子（自治医科大学）

33 臨床看護師が希望する術後せん妄アセスメントツールに関する分析
○ 松浦　純平　梅林かおり　石澤美保子（奈良県立医科大学医学部看護学科）
　京谷　和哉（真生会富山病院）
　一ノ山隆司（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

34 救急看護師の道徳的感性の特徴とその関連要因の検討　第２報
○ 増田誠一郎（大津赤十字病院）
　瀧川　薫　田中　智美（滋賀医科大学医学部看護学科）

35 早期リハビリテーションにおいて救命救急センターの看護師が抱く倫理的ジレンマ
○ 井川　梨恵（元大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程）
　高見沢恵美子（大阪府立大学大学院看護学研究科）

第６会場　第８群　地域看護（１）　14：00～14：40
座長：松田　宣子（神戸大学大学院）

36 訪問看護利用者家族の介護評価に対する関連要因
○ 関　睦美　吉川　峰子　廣部すみえ（福井医療短期大学看護学科）
　古川　直美（新田塚訪問看護ステーション）

37 訪問看護に対する利用者の期待度と満足度の比較
○ 古川　直美（新田塚訪問看護ステーション）
　関　睦美　吉川　峰子　廣部すみえ（福井医療短期大学看護学科）

38 「生ききる」ための訪問看護師による「看ききる」エンド・オブ・ライフケアへの困難
○ 藤本　悦子（福山市民病院）
　橋本　和子　田村　美子　森田なつ子（福山平成大学看護学部）

39 原子力施設の近隣市町村における在宅ケア関係職種の原子力災害に関する認識　－面接調査より－
○ 村上　大介（弘前医療福祉大学保健学部）
　木立るり子　北嶋　結　北宮　千秋　米内山千賀子　大津　美香（弘前大学大学院保健学研究科）

第３会場　第９群　看護技術（２）　15：00～15：40
座長：真田　弘美（東京大学大学院）

40 ウサギ皮膚の絆創膏貼付に関する組織学的検討
○ 石田　陽子（山形大学医学部看護学科）
　三浦奈都子　武田　利明（岩手県立大学看護学部）

41 壁の色の違いによるストレス緩和効果
○ 熊上　敬子（愛媛大学医学部附属病院）
　乗松　貞子（愛媛大学医学系研究科看護学専攻）
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42 テーブルクロスの色が糖分・塩分の感じ方に及ぼす影響　－男子学生の場合－
○ 本多真知子（社会医療法人財団石心会狭山病院）
　一色　相佳（北海道大学病院）
　北嶋　結　横田ひろみ　工藤せい子（弘前大学大学院保健学研究科）

43 女性における睡眠前後の唾液ホルモン濃度と睡眠の主観的評価
○ 田中美智子　江上千代美　近藤　美幸（福岡県立大学）
　長坂　猛（宮崎県立看護大学）
　榊原　吉一（金沢工業大学）

第４会場　第10群　看護管理（２）　15：00～15：50
座長：叶谷　由佳（横浜市立大学）

44 インシデントやアクシデントを経験した看護職者の医療安全に関する学習に影響する要因
○ 小林　順子（JA北海道厚生連遠軽厚生病院）
　山本　美紀（日本赤十字北海道看護大学）
　休波　茂子（亀田医療大学）

45 多重課題ゲームによる記憶エラーの発生と抑止に関する学び
○ 兵藤　好美（岡山大学大学院保健学研究科）
　田中　共子（岡山大学大学院社会文化科学研究科）

46 医療施設における KYTの導入過程に関する分析　－導入期に焦点を当てて－
○ 犬飼　智子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）
　兵藤　好美（岡山大学大学院保健学研究科）
　田中　共子（岡山大学大学院社会文化科学研究科）

47 多床室の病床位置による日光照度と睡眠覚醒リズムとの関連　－窓側病床と廊下側病床との比較－
○ 横山　冬貴（千葉大学医学部附属病院）
　千葉　渚（北海道大学病院）
　渡辺　玲奈（北海道大学大学院保健科学研究院）

48 転倒・転落アセスメントツールの予測妥当性　－入院週数による変動－
○ 東恩納美樹（琉球大学医学部保健学科）

第５会場　第11群　がん看護　15：00～15：50
座長：神田　清子（群馬大学大学院）

49 外来がん化学療法患者の心理的側面への看護に関する文献検討
○ 八尋　陽子　中井　裕子　東　あゆみ（福岡県立大学看護学部）

50 大腸がん患者における持続性末梢神経障害が及ぼす社会生活への影響
○ 中澤　健二　京田亜由美　本多　昌子　神田　清子（群馬大学大学院保健学研究科）

51 直腸癌患者の術後６ケ月における排便機能障害とHR-QOLおよびHR-QOL関連要因の検討
○ 木下由美子　川本利恵子　宮園　真美　金岡　麻希　富岡　明子　孫田　千恵　潮　みゆき　 
樗木　晶子　中尾　久子（九州大学）

52 外来化学療法に移行する進行がん患者の意思決定に影響する看護支援の分析
○ 北得美佐子（大阪市立大学大学院看護学研究科前期博士課程）
　石井　京子（大阪市立大学大学院看護学研究科）
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53 乳房温存手術後，放射線療法による放射線皮膚炎を発症した患者への看護実践に関する調査
○ 野中　雅人（旭川医科大学病院）

第６会場　第12群　精神看護（２）　15：00～15：40
座長：早川　和生（大阪大学大学院）

54 慢性統合失調症患者のセルフケアエージェンシーの評価的操作的能力に関する質的記述的研究
○ 岩瀬　信夫　山田　浩雅　中戸川早苗　糟谷久美子（愛知県立大学看護学部）
　岩瀬　貴子（日本赤十字豊田看護大学）

55 入院している統合失調症者の人生の意味について
○ 鈴木　賀惠（国立精神・神経医療研究センター病院）
　森　千鶴（筑波大学）

56 統合失調症者のQOLと関連要因　－入院期間による比較－
○ 石崎　実（下総精神医療センター）
　森　千鶴（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

57 退院後１年未満の統合失調症患者を自宅で介護している親の介護負担感の関連要因
○ 川口めぐみ（福井大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻）
　長谷川美香　出口　洋二（福井大学医学部看護学科）

第３会場　第13群　看護技術（３）　16：00～16：40
座長：金井　一薫（東京有明医療大学）

58 テキストマイニングを用いた周手術期における皮膚トラブルに関する研究の動向と課題
○ 西山　和成（三重大学医学部附属病院）
　松浦　純平（奈良県立医科大学医学部看護学科）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

59 上部消化管内視鏡検査の苦痛緩和ケアに関する文献的考察
○ 原田　雅義（岡山協立病院）
　深井喜代子（岡山大学大学院保健学研究科）

60 新生児の疼痛に対する甘味の効果を検証する際，指標に何を用いるべきか ?!
○ 掛田　崇寛（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）

61 国内における看護師が関わるコーチングの動向　－研究論文のレビューを通して－
○ 石川美智子　板倉　朋世（獨協医科大学看護学部）

第４会場　第14群　看護管理（３）　16：00～16：50
座長：市江　和子（聖隷学園聖隷クリストファー大学）

62 新卒新人看護師の離職防止に向けた SOC（sense of coherence：首尾一貫感覚）向上プログラムの有用性
○ 河口　朝子（長崎県立大学看護栄養学部）
　松下　年子　増田裕見子　大澤　優子（埼玉医科大学保健医療学部）
　原田　美智（九州看護福祉大学看護福祉学部）
　米山　和子（産業医科大学病院）
　小川　恵子　志賀かなえ　秋山　廣子　森田　晴美（三重中央医療センター）
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63 新卒新人看護師の入職から入職８ケ月までの情緒的体験　－縦断的質問紙調査の自由記載より－
○ 原田　美智（九州看護福祉大学看護福祉学部）
　松下　年子　大澤　優子　増田裕見子（埼玉医科大学保健医療学部）
　河口　朝子（長崎県立大学看護栄養学部）
　小林　一裕（相模ヶ丘病院）
　道端由美子　中川れい子（済生会熊本病院）

64 全室個室病棟で勤務する看護師のストレッサーとストレス反応
○ 江頭　美香　川津　薫　仙波　洋子　山崎　龍太（福岡山王病院）
　上田　智之（国際医療福祉大学福岡看護学部）

65 全室個室病棟で勤務する看護師のストレス反応への影響要因
○ 仙波　洋子　山崎　龍太　川津　薫　江頭　美香（福岡山王病院）
　上田　智之（国際医療福祉大学福岡看護学部）

66 気道吸引時における個人防護用具着用行動および行動意図に影響する因子の検討
○ 細田　清美（福井県済生会病院）
　長谷川智子　上原　佳子　佐々木百恵　吉田華奈恵　礪波　利圭（福井大学医学部看護学科）

第５会場　第15群　老年看護（１）　16：00～16：50
座長：国武　和子（福岡大学）

67 Foot Grapher撮影による壮年期－老年期２型糖尿病患者の足型・爪変形，皮膚障害の実態調査
○ 金子　恭平（九州大学病院別府病院）
　山邉　素子（聖マリア学院大学）
　藤原　真希（九州大学病院）
　尾関　沙織（佐賀大学医学部付属病院）
　柴尾　嘉洋（熊本済生会病院）
　柴田　興彦（大分大学名誉教授）

68 施設入所高齢女性への夜間の排尿ケアが尿失禁と睡眠に及ぼす影響
○ 溝口　晶子　宇都宮里美（大分大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻）
　佐藤　和子　加藤美由紀（大分大学医学部看護学科）

69 “お笑い”鑑賞と高齢者のQOLとの関連
○ 吉川　有葵　高松　佳奈　平川　憲子　村上　生美（森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科）

70 認知症高齢者の主観的QOLとその関連要因在宅と施設の比較
○ 森口　奈美
 （和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科和歌山県立医科大学附属病院紀北分院）
　水主千鶴子　森岡　郁晴（和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科）

71 拘縮手を持つ介護老人保健施設療養高齢者の手指汚染
○ 吉井　美穂　山口　容子（富山大学大学院医学薬学研究部（医）基礎看護学）
　境　美代子（富山福祉短期大学看護学科）
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第６会場　第16群　小児看護・母性看護（１）　16：00～16：50
座長：斉藤ひさ子（佐賀大学）

72 出産に立ち会った上の子に対する母親の思い
○ 長谷部さくら　吉田　愛　安藤　祥子（北海道大学病院）
　関川　瑛美（東京女子医科大学東医療センター）
　荻田　珠江（北海道大学大学院保健科学研究院）

73 生命をつなぐ助産師の技
○ 喜多村道代（公立学校共済組合中国中央病院）
　橋本　和子　田村　美子　森田なつ子（福山平成大学看護学部）

74 産科病棟に勤務する助産師・看護師の仕事に対する認識と自己効力感の関連
○ 水主　洋子（りんくう総合医療センター）
　石村由利子（和歌山県立医科大学看護学部）

75 Ａ県の小児科病棟における家族看護アセスメントに関する検討
○ 須田　早紀（愛知医科大学病院看護部）

76 インターネット利用者における子育て支援と小児救急医療の利用状況
○ 祖父江育子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科看護開発科学講座）
　谷本　公重（香川大学医学部看護学科）

第３会場　第17群　看護教育（３）　17：00～17：50
座長：小板橋喜久代（群馬大学大学院）

77 成人看護学臨地実習において修得できうる Competency
○ 立石　和子　原谷　珠美　佐々木聖子（北海道文教大学人間科学部看護学科）

78 在宅看護技術演習の学びの特徴
○ 吉川　峰子　関　睦美　廣部すみえ（福井医療短期大学看護学科）

79 緩和ケア病棟実習に参加した学生の学びを明らかにする　－実習後の学びレポートの分析から－
○ 安東　則子　四十竹美千代　八塚　美樹（富山大学大学院医学薬学研究部）
　長　光代（厚生連滑川病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

80 学生相互の採血における看護学生の自己制御の明確化
○ 鈴木真由美（飯田女子短期大学看護学科）

81 患者の内面への関心の寄せ方の変化　－基礎看護学実習と看護過程実習のプロセスレコード分析の比較－
○ 岡尾　麻紀　窪田　惠子　吉武美佐子　青木　久恵　藤川　真紀（福岡女学院看護大学）

第４会場　第18群　看護管理（４）　17：00～17：40
座長：任　和子（京都大学大学院）

82 看護師に対する組織支援のワーク・エンゲイジメントによる測定
○ 箕浦　哲嗣（愛知県立大学看護学部）
　大島　祐美（あいち小児保健医療総合センター）

83 臨床看護師のパワー・ハラスメントと心身への影響
○ 大鳥　和子　櫨本　和代（九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科）
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84 看護師職務満足測定尺度の開発と信頼性・妥当性の検討
○ 佐藤　敦子　住田　乙浩　岡野留美子　日野　恭子（県立広島病院）
　江口　圭一（立教大学）

85 看護労働の継続意欲に関する調査研究
○ 餅田　敬司（聖泉大学看護学部看護学科）
　八代　律子（名古屋市立大学病院）
　澤田　由美（新見公立大学看護学部）

第５会場　第19群　急性期看護（２）　17：00～17：40
座長：浦田　秀子（長崎大学大学院）

86 脳低温療法管理に対する看護師の認識および看護実践とその影響要因
○ 村上　香織（近畿大学医学部附属病院）
　高見沢恵美子（大阪府立大学大学院看護学研究科）

87 集中治療部看護師が認識する AMI患者の家族の不安と不安への援助に対する実践及び促進要因と阻害要因
○ 八木　彩子（大阪府立急性期・総合医療センター）
　高見沢恵美子（大阪府立大学看護学研究科）

88 急性期病棟における緊急入院患者の家族に対する看護援助の実態と影響要因
○ 石田　彩（茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科）
　市村久美子　川波　公香（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）

89 看護師が捉えた心筋梗塞患者のうつ併発の徴候
○ 平良由香利　大釜　徳政　梶山　直子　鈴木　純恵（獨協医科大学看護学部）

第６会場　第20群　地域看護（２）　17：00～17：40
座長：長弘　千惠（国際医療福祉大学）

90 人間ドックを受診する中年男性勤労者の改善した生活習慣の継続に影響する要因
○ 大江　佳織（茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科）
　市村久美子　川波　公香（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）

91 勤労者の肥満に影響する食行動と生活スタイル要因の分析
○ 高山　直子（四日市看護医療大学看護学部看護学科）

92 在宅腹膜透析患者の記録ノート電子化システムの構築
○ 梅田　徳男（北里大学大学院医療系研究科／医療衛生学部）
　大川　明子（名古屋大学大学院医学系研究科）
　高畑　正子（中京学院大学看護学部）

93 外来プライマリ制導入病院における病棟・外来間の情報共有の可能性の検討　－サマリー情報のギャップ－
○ 長谷川由香（大阪市立大学医学部看護学科）
　三宅　靖子（太成学院大学）
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● ７月８日（日） ●

第３会場　第21群　慢性期看護（２）　９：30～10：20
座長：東　玲子（西南女学院大学）

94 青年期から成人期の在宅人工呼吸器装着患者をもつ介護者の不確かさ理論による役割適応のモデル構築
○ 尾関　沙織（佐賀大学医学部附属病院）
　山邉　素子（聖マリア学院大学大学院）
　藤原　真希（九州大学病院）
　金子　恭平（九州大学病院別府病院）
　柴尾　嘉洋（済生会熊本病院）
　柴田　興彦（大分大学名誉教授）

95 「慢性疾患セルフマネジメントプログラム」の効果に関する研究
○ 小野　美穂（川崎医療福祉大学保健看護学科）
　安酸　史子　生駒　千恵（福岡県立大学）

96 外来通院する C型慢性肝炎患者の病気体験の変化　－M.Newmanの理論を活用した看護支援－
○ 宇多　雅（摂南大学看護学部看護学科）

97 リウマチ患者の生きがい感に影響を及ぼす要因
○ 堀川　新二（社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院）
　楠葉　洋子　岡田　純也　山口　智美　黒田　裕美　浦田　秀子
 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻）

98 グラウンデッド・セオリー法を用いた，キャリーオーバー期の１型糖尿病患者への看護援助モデルの構築
○ 藤原　真希（九州大学病院）
　山邉　素子（聖マリア学院大学大学院）
　尾関　沙織（佐賀大学医学部附属病院）
　金子　恭平（九州大学病院別府病院）
　柴尾　嘉洋（済生会熊本病院）
　柴田　興彦（大分大学名誉教授）

第４会場　第22群　緩和ケア　９：30～10：10
座長：安藤　詳子（名古屋大学大学院）

99 終末期にある心不全患者への関わり　－医師と看護師の認識の相違から－
○ 高田　奈奈　鎌　沙緒里　村井　純子（富山市立富山市民病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

100 施設における看取りの援助　－ある事例の支援経過を振り返って－
○ 山里　良枝（沖縄医療生活協同組合那覇民主診療所）

101 看護師の語りから見えてくる告知を受けた ALS患者の看護の実態
○ 末安ちか子（国立病院機構長崎川棚医療センター）
　永江　誠治　花田　裕子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）

102 緩和ケアに携わる熟練看護師のタッチの意味
○ 林　香純（富山大学大学院医学薬学教育部）
　四十竹美千代　安東　則子　八塚　美樹（富山大学大学院医学薬学研究部）
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第５会場　第23群　小児看護・母性看護（２）　９：30～10：10
座長：平元　泉（秋田大学大学院）

103 人工妊娠中絶術を受ける女性の看護ケアに対するニーズ　－出産経験者の中絶に焦点を当てて－
○ 勝又　里織（静岡県立大学看護学部）

104 母親のQOLと幼児の生活習慣について　－核家族におけるきょうだいの有無別による比較－
○ 林田　りか（長崎県立大学シーボルト校看護栄養学部看護学科）

105 特別支援学校において医療的ケアを担う看護師の雇用形態により生じた問題とその対策
○ 泊　祐子　竹村　淳子　道重　文子（大阪医科大学看護学部看護学科）
　古株ひろみ（滋賀県立大学人間看護学部）

106 心身の不調を体験した女性の更年期外来受診に至るプロセス
○ 明地由紀子（北里大学保健衛生専門学院保健看護科）
　石田　和子（新潟県立看護大学）

第６会場　第24群　精神看護（３）　９：30～10：10
座長：森　千鶴（筑波大学）

107 看護の視点から見た性同一性障害の文献検討
○ 佐々木　愛（吉祥寺病院）
　川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

108 精神科病棟における「治療共同体」に対する看護師及び患者の認識を探る
○ 伊波みどり（独立行政法人国立病院機構琉球病院）

109 精神障害者の病院から地域への移行を促すソーシャルキャピタルの促進要因と阻害要因
○ 安藤　満代（聖マリア学院大学）
　川野　雅資（東京慈恵会医科大学）
　廣瀬　真也（のぞえ総合心療病院）

110 オムツ内排泄者の多い認知症病棟における便臭・尿臭に対する EM菌利用による効果
○ 宮城　大河（独立行政法人国立病院機構琉球病院）

第６会場　第25群　看護技術（４）　10：30～11：30
座長：田中美智子（福岡県立大学）

111 続発性リンパ浮腫を来した患肢の内部構造と液体貯留部位　－MRIを用いた preliminary study－
○ 藤本　悦子　竹野ゆかり　大島　千佳　永谷　幸子　佐伯　街子　間脇　彩奈　安藤　詳子
 （名古屋大学大学院医学系研究科）
　林　美希（日本赤十字豊田看護大学）

112 胸骨圧迫技術における姿勢の違いが術者の負担と胸骨圧迫の質に与える影響
○ 長谷川智之　玉田　章　斎藤　真（三重県立看護大学看護学部看護学科）

113 臨床看護師が実践している腹部マッサージの実態（第１報）　－脳神経疾患患者への便秘ケア－
○ 山口しおり（東京大学医学部附属病院）
　祐川　唯香（北海道大学病院）
　金鞍　幸乃（天使大学大学院）
　矢野　理香（北海道大学大学院保健科学研究院）
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114 臨床看護師が実践している腹部マッサージの実態（第２報）　－看護師へのインタビュー調査を通して－
○ 祐川　唯香（北海道大学病院）
　山口しおり（東京大学医学部附属病院）
　金鞍　幸乃（天使大学大学院）
　矢野　理香（北海道大学大学院保健科学研究院）

115 新人看護師の留置針を用いた血管確保技術に対するベテラン看護師の言語的教示内容の検討
○ 炭谷正太郎　渡邉　順子（聖隷クリストファー大学看護学部）

116 ドキソルビシン漏出性皮膚傷害に対する罨法の施行方法の検討
○ 三浦奈都子　及川　正広　武田　利明（岩手県立大学看護学部）
　石田　陽子（山形大学医学部看護学科）

第３会場　第26群　看護管理（５）　11：10～12：00
座長：新道　幸惠（元日本赤十字広島看護大学）

117 看護師のキャリアコミットメントと管理システム，人間関係，専門職性，自己実現との関連
○ 川村　美里（朝日町役場）
　田中　幸子（山形大学医学部看護学科）

118 看護師の年代別ストレスの種類と対処行動
○ 廣田美喜子（藍野大学医療保健学部看護学科）

119 短時間正社員制度を利用している看護師を受け入れる側の意識調査
○ 島崎麻由美　西田　香菜　平井　千絵　山崎　洋子　田中　順子
 （富山市立富山市民病院看護部）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

120 看護管理者の充実感に関連する要因
○ 茅原　路代（岡山済生会総合病院）

121 補完・代替医療における利用実態と医療者の認識からみた課題
○ 吉岡　純希（聖路加国際病院）
　都郷　舞　前野　佑佳（北海道大学医学部保健学科看護学専攻）
　高山　望（北海道大学大学院保健科学研究院）

第３会場　第27群　地域看護（３）　13：00～13：40
座長：川崎　道子（沖縄県立看護大学）

122 摂食・嚥下障害が在宅療養中断に及ぼす影響
○ 東海奈津子　道券夕紀子　梅村　俊彰　安田　智美　寺西　敬子
 （富山大学大学院医学薬学研究部）
　川辺　千秋　吉井　忍（富山大学附属病院）

123 食事の介護における主介護者の身体的負担感及び恐怖　－摂食・嚥下障害の症状との関係－
○ 川辺　千秋　吉井　忍（富山大学附属病院）
　東海奈津子　道券夕紀子　梅村　俊彰　安田　智美　寺西　敬子
 （富山大学大学院医学薬学研究部）



30 日本看護研究学会雑誌 Vol. 35　No. 3　 2012

一般演題・口演    

124 要介護高齢者を夜間介護する家族における非介護日の効果　－睡眠と疲労感に焦点をあてて－
○ 高橋　智哉（北海道大学病院）
　寺島　陽香（旭川医科大学病院）
　濱本　早希（虎の門病院）
　大西路津子（JR札幌病院）
　大内　潤子　林　裕子（北海道大学大学院保健科学研究院）

125 要介護高齢者家族への支援における「家族生活安定度尺度」適用可能性の検証
○ 北　素子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

第４会場　第28群　急性期看護（３）　13：00～13：50
座長：鎌倉やよい（愛知県立大学）

126 集中治療室における高齢者のせん妄発生と認知症に関する実態調査
○ 柴尾　嘉洋（済生会熊本病院）
　山邉　素子（聖マリア学院大学大学院）
　尾関　沙織（佐賀大学附属病院）
　藤原　真希（九州大学病院）
　金子　恭平（九州大学病院別府病院）
　柴田　興彦（大分大学名誉教授）

127 救急外来における看護師－医師間の協働関係を作り出す看護師の技術特性
○ 吉田　弘毅（独立行政法人国立病院機構災害医療センター）
　石川　倫子　小宇田智子（東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科）

128 手術後回復の質尺度QoR-40日本語版の作成とその信頼性・妥当性の検証
○ 竹村久美子（名古屋大学大学院医学系研究科博士課程後期課程）
　横内　光子（名古屋大学大学院医学系研究科）

129 危機的状況に置かれた患者の家族に対する精神的ケアの検討
○ 上原　理　石川　雄一　金城　悦子（沖縄協同病院）

130 内視鏡下手術を受ける患者に対する外来受診期間からの効果的な支援に関する一考察
○ 熊谷　奈穂（北里大学大学院看護学研究科）
　城戸　滋里　中山　栄純（北里大学看護学部）

第５会場　第29群　老年看護（２）　13：00～13：40
座長：山田　律子（北海道医療大学）

131 介護老人福祉施設におけるバランスト・スコアカード（BSC）を用いた経営教育の試み
○ 岡本　辰夫　小山　嘉紀（株式会社両備ヘルシーケア）

132 高齢患者の退院に関する看護の認識と実施状況　－スクリーニングおよび退院調整部門の有無での分析－
○ 千田　睦美　小嶋美沙子　渡辺　幸枝　野田真貴子（岩手県立大学看護学部）

133 病棟に勤務する看護師の継続看護を見通した高齢者の看護について
○ 小嶋美沙子　千田　睦美　渡辺　幸枝　野田真貴子（岩手県立大学看護学部）

134 転倒した高齢患者と看護師が捉える転倒要因
○ 馬場由美子（長崎大学病院）
　赤司　千波（前長崎県立大学）
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第３会場　第30群　看護教育（４）　14：00～14：40
座長：小幡　光子（亀田医療大学）

135 終末期にある対象を受け持つ学生の気づきを学びへと促進する関わり
○ 唐澤　教子　森元　洋子（慈恵柏看護専門学校）
　千田　操（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

136 臨地実習指導における看護教員の持つべき臨床能力
○ 藤川　真紀　窪田　惠子（福岡女学院看護大学）

137 Ａ県大学病院臨地実習指導者の指導役割に関する検討
○ 松下　愛（愛知医科大学病院看護部）

138 近代看護教育にみる「学ぶ場」と「働く場」の関係における歴史文化的考察
○ 鮫島　輝美（京都光華女子大学健康科学部看護学科）

第６会場　第31群　看護技術（５）　14：50～15：40
座長：若村　智子（京都大学大学院）

139 擬似病室における患者のパーソナルスペースを考慮した看護師の立ち位置
○ 埜本　竜哉（北里大学病院）
　二見　朝子（東京大学医学部附属病院）
　工藤　有紀（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
　下田　智子　良村　貞子（北海道大学大学院保健科学研究院）

140 話し手としての看護学生のコミュニケーション技法が聞き手の自律神経に与える影響
○ 上野　栄一（福井大学医学部看護学科）
　瀧川　薫　田中　智美（滋賀医科大学医学部看護学科）
　八塚　美樹　安東　則子（富山大学医学部看護学科）
　上平　悦子　松浦　純平（奈良県立医科大学医学部看護学科）
　一ノ山隆司（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）

141 日常生活行動援助における看護師の意思決定と専門職的自律性との関係
○ 奥田のり美（洛和会京都厚生学校看護学科）
　桶河　華代（聖泉大学看護学部）

142 看護師の腰痛予防に関する研究（第１報）　－腰痛実態調査－
○ 西村　路子　望月美記代　河上　圭代　中野　正世　高見知世子　藤野みつ子　多川　晴美
 （滋賀医科大学医学部附属病院）

143 細菌培養による手術時手洗い法の検証　－ツーステージ法とラビング法の比較－
○ 荷川取志麻　吉田　克司　又吉　隆也（沖縄協同病院）

第３会場　第32群　看護教育（５）　15：00～15：50
座長：田中マキ子（山口県立大学）

144 卒業前の看護大学４回生の看護技能習得の現状と看護基礎教育に期待すること
○ 谷口　初美　内海　桃絵　任　和子（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻看護学科）
　内藤知佐子　山田美恵子（京都大学医学部附属病院）

145 学生が血圧測定において困難と感じる要因と学生が教員に望む実習前指導
○ 雨尾うらら　川崎　久子（新潟県立中央病院）
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146 医学部看護学科の学生における疲労の経時的変化
○ 城賀本晶子　宮脇　和美（愛媛大学大学院医学系研究科健康科学研究室）
　吉村　裕之（NPO法人食品治療学研究所）

147 A看護系大学生における職業コミットメントと抑うつ傾向　－２年間の追跡調査より－
○ 大西　修平（和歌山県立医科大学附属病院）
　鈴木　幸子　森岡　郁晴（和歌山県立医科大学保健看護学部）

148 看護学生の就職選択における決定要因
○ 赤田いづみ（岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程）
　池田　敏子　佐藤　美恵（岡山大学大学院保健学研究科）
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● ７月７日（土） ●

第７会場　第１群　看護教育（１）　11：00～11：50

149 精神科外来の診察を見学した看護学生の学び　－２回見学したことの学びに着目して－
○ 千葉　進一　片岡　三佳　奥田紀久子　松下　恭子　藤井智恵子　岡久　玲子　宮崎久美子　 
多田　敏子（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部メンタルヘルス支援学分野）

150 看護学生が実習指導者の言動から学んだこと
○ 近藤　裕子　白木　智子　山田　智子　磯村　由美（広島国際大学看護学部看護学科）

151 医療系大学生の加齢に関する知識と認知症高齢者に対する認識との関連
○ 久木原博子　内山　久美（純真学園大学保健医療学部看護学科）
　安藤　満代（聖マリア学院大学看護学部）
　藤田　美貴（佐賀大学大学院医学系研究科）

152 女子看護学生の臨地実習体験と死生観
○ 内山　久美　久木原博子（純真学園大学保健医療学部看護学科）
　川本起久子（九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科）
　蔵本　文乃（東海大学医療技術短期大学看護学科）

153 ツール・ド・おきなわバリアフリーコースにボランティアとして参加した看護学生の障害理解　第１報
○ 松下　聖子　平上久美子　鈴木　啓子（名桜大学人間健康学部看護学科）

154 ツール・ド・おきなわバリアフリーコースにボランティアとして参加した看護学生の障害理解　第２報
○ 平上久美子　松下　聖子　鈴木　啓子（名桜大学人間健康学部看護学科）

第７会場　第２群　看護教育（２）　11：00～11：50

155 看護大学生が捉えた身近な人々からケアされた経験に関する研究
○ 坂梨　左織　松岡　緑　太田　里枝　柴田　裕子　鐵井　千嘉（福岡女学院看護大学）

156 生命倫理受講後の“いのちの尊さ”と“患者のQOL”についての学習関心度
○ 川本起久子　柴田　恵子（九州看護福祉大学看護学科）
　岩瀬　裕子（熊本保健科学大学看護学科）

157 精神科への抵抗感の強い学生の精神看護実習における学びの経験
○ 鈴木　啓子　平上久美子　伊礼　優（名桜大学人間健康学部看護学科）

158 助産所実習における実習記録からみた助産学生の学び
○ 篠原ひとみ　吉田　倫子　成田　好美（秋田大学大学院医学系研究科）

159 看護基礎教育課程修了時における看護技能到達度調査
○ 内海　桃絵　任　和子　谷口　初美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
　内藤知佐子　山田美恵子（京都大学医学部附属病院）

第７会場　第３群　看護教育（３）　11：00～11：50

160 新人看護職員研修における看護倫理教育に関する問題点の把握　－東海５県のアンケート調査より－
○ 伊藤　千晴　山田　聡子（中部大学生命健康科学部保健看護学科）
　太田　勝正（名古屋大学医学部保健学科）
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161 新任保健師の専門職としての成長について　－振り返りの面接調査から－
○ 宮城瑛利奈（沖縄県中部福祉保健所）
　宇座美代子　小笹　美子　當山　裕子（琉球大学医学部保健学科）

162 学士課程卒後３年までの看護職におけるストレス反応に影響する要因の検討
○ 眞鍋えみ子　小松　光代　植松　紗代　和泉　美枝　大久保友香子　杉原百合子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

163 A大学における一人前看護師育成プロジェクトの評価　－看護の統合と実践受講有無による比較－
○ 大久保友香子　小松　光代　光木　幸子　植松　紗代　和泉　美枝　杉原百合子　眞鍋えみ子　
岡山　寧子（京都府立医科大学）

164 客観的臨床能力試験の実施と評価　－クリニカルラダーの各レベルからみた評価－
○ 平松美奈子　中嶌真知子　大川　智美　大澤　智美　橋元　春美
 （京都府立医科大学附属病院看護部）
　倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学看護実践キャリアセンター）

第７会場　第４群　看護管理（１）　11：00～11：50

165 学士課程２年生における危険予知の傾向と特徴　－小児看護場面設定を用いた評価－
○内山かおる（桐生大学）
　上星　浩子（群馬パース大学）

166 地方都市の病院に就職した新人看護師の就職後３ケ月の職業選択の認識と職場適応の状況に関する研究
○ 坂田　五月（聖隷クリストファー大学）

167 多重課題シミュレーション研修４ケ月後の評価
○ 若山　正代　目野　千束（医療法人社団喜峰会東海記念病院）
　伊藤　千晴（中部大学生命健康科学部保健看護学科）

168 A病院看護職員の臨床能力に影響する要因　－臨床能力と自己研鑽，ストレス対処行動・能力に着目して－
○ 和泉　美枝　小松　光代　植松　紗代　神澤　暁子　西村布佐子　大澤　智美　中村　尚美　
倉ヶ市絵美佳　橋元　春美　眞鍋えみ子（京都府立医科大学）

第７会場　第５群　感染看護（１）　11：00～11：50

169 電子レンジによる清拭タオルの加温と殺菌効果
○ 山本　恭子（園田学園女子大学）
　田尾瑠利子（公立学校共済組合近畿中央病院）

170 HIV陽性患者の療養場所移行の困難　－エイズ治療ブロック拠点病院の職員への聞き取り調査より－
○ 九津見雅美（千里金蘭大学看護学部）

171 中学生に対する手指衛生教育効果の検証
○ 伊丹古都絵　安達　耐子　中田　涼子　林　由佳　中尾　美幸　千田　好子
 （山陽学園大学看護学部看護学科）

172 医療型介護施設における創傷ケアに関する看護職と介護職との連携
○ 林　由佳　千田　好子（山陽学園大学看護学部看護学科）
　齋藤　信也（岡山大学大学院保健学研究科）

173 感染管理認定看護師が認識する感染管理の専門的実践への影響
○ 休波　茂子（亀田医療大学）
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174 経管栄養に関連したノンクリティカル器材の衛生管理についての実態調査
○ 三善　郁代　篠田かおる　高橋　知子　土井まつ子（愛知医科大学看護学部）

第７会場　第６群　急性期看護　11：00～11：50

175 救急看護認定看護師の救命救急対応における看護実践能力の明確化
○ 森島千都子（香川大学医学部附属病院）
　當目　雅代（香川大学医学部看護学科）

176 開腹術後患者の排便セルフケアに関する研究（第１報）　－胃切除術後患者の排便促進行動と排便状態－
○ 高坂　梓　山崎　章恵（長野県看護大学看護学部）

177 開腹術後患者の排便セルフケアに関する研究（第２報）
○ 山崎　章恵　高坂　梓（長野県看護大学）

178 術後早期離床に対する説明前後の患者不安変化と看護介入
○ 金谷　奈美（国立循環器病研究センター）
　上野　和美　片岡　健（広島大学大学院保健学研究科）

179 「待機手術患者用心配事アセスメントツール」の開発と信頼性・妥当性の検討
○ 小笠　美春　當目　雅代（香川大学医学部看護学科）

第７会場　第７群　家族看護　11：00～11：50

180 手術中に待機している患者家族の不安と看護師の役割
○ 西岡　美香（広島記念病院）
　上野　和美　片岡　健（広島大学大学院保健学研究科）

181 胃瘻造設において意志決定代行を行った家族の決定プロセス
○ 中野みさと　斎藤　淳子　宮本　昌子（知多厚生病院）
　山口　桂子（愛知県立大学）

182 祖父母－孫関係の視点を踏まえた高齢者介護にかかわる孫に対する文献検討
○ 此島　由紀（藤田保健衛生大学医療科学部看護学科）
　泊　祐子（大阪医科大学看護学部）

183 語りにみる悪性脳腫瘍患者の家族がコミュニケーションの歪みを修復させるプロセスの検討
○ 野中麻衣子　瀬山　留加　藤野　彰子（東京慈恵会医科大学看護学科）

第７会場　第８群　看護教育（４）　14：00～14：50

184 看護短大生の初回基礎看護実習時のストレス
○ 中島　正世　金子　直美　澤田　和美　市川　茂子　吉川奈緒美　鈴木　恵
 （横浜創英短期大学看護学科）

185 看護学生の自己教育力と相談相手との関連
○ 遠藤　恭子　米澤　弘恵　石綿　啓子　鈴木　明美（獨協医科大学看護学部）
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186 成人看護学急性期実習における看護学生の心理的ストレス反応とコーピング
○ 奥　百合子（城西国際大学看護学部）
　棚橋千弥子　柴田由美子　河合　正成　福澤　大樹（岐阜医療科学大学）
　武井　泰（順天堂大学保健看護学部）
　長屋　江見（三重県立看護大学看護学研究科修士課程）
　小池　敦（三重県立看護大学）

187 看護大学生の生活・実習体験と社会的スキルの関連
○ 鉢呂　美幸　武田かおり（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

188 看護学生の日常生活スキルと Sense of Coherenceとの関連
○ 高橋ゆかり　古市　清美（上武大学看護学部看護学科）
　本江　朝美（人間総合科学大学保健医療学部看護学科）

189 看護学生の自己肯定感および文化的自己観と Sense of Coherenceとの関連
○ 古市　清美　高橋ゆかり（上武大学看護学部）
　本江　朝美（人間総合科学大学保健医療学部看護学科）

第７会場　第９群　看護教育（５）　14：00～14：50

190 解剖見学実習の教育効果　－解剖見学実習後のレポート分析から－
○ 森　洋子　七里　佳代（東邦大学佐倉看護専門学校）

191 人体解剖見学実習における看護学生の学びと教員からの要望
○ 井之口文月　松田　和郎　相見　良成　宇田川　潤　工藤　基（滋賀医科大学解剖学講座）
　曽我　浩美　吉川　治子　森川　茂廣（滋賀医科大学基礎看護学講座）

192 ボランティア活動に参加した学生の教育効果
○ 田村　美子　木下八重子　木宮　高代　森田なつ子（福山平成大学看護学部）

193 避難所疑似体験演習の教育的効果の一考察　－救援コース履修者と一般学生の比較－
○ 百田　武司　中信利恵子（日本赤十字広島看護大学）

194 リフレクティブジャーナルを用いた看護学生の《自己への気づき》を導く思考の特徴
○ 松永麻起子　鶴田　明美　山田みゆき（熊本大学大学院保健学教育部）
　前田ひとみ　南家貴美代（熊本大学大学院生命科学研究部）

195 日本人とフィリピン人看護師の職業的アイデンティティの比較
○ 高橋　美和（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

第７会場　第10群　看護教育（６）　14：00～14：50

196 老年看護学実習で学生が取り組んだ患者教育の成果－ THA後の高齢者に川柳・標語を用いて
○ 白木　智子　磯村　由美　山田　智子　近藤　裕子（広島国際大学看護学部看護学科）

197 生活の視点を育てる教育の試み　－新聞記事を用いたグループワーク－
○ 鈴木　和代　若村　智子（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

198 e-learningを用いた学生の看護技術自己評価と静止画教材の検討
○ 道面千恵子　大池美也子　長家　智子　原田　博子（九州大学医学研究院保健学部門）

199 手指衛生における細菌培養を取り入れた演習の教育効果
○ 安杖　優子　會津　桂子　横田ひろみ　工藤せい子　西沢　義子　佐藤真由美　小倉能理子
 （弘前大学大学院保健学研究科）
　小林　朱実　増田　育子（弘前大学医学部附属病院）
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200 iPadを用いた看護技術電子書籍の満足度の評価
○ 古田　雅俊　中村　恵子　蛭子　真澄　中島　千里　早川真奈美　上野千代子
 （中京学院大学看護学部）

201 成人慢性期の講義と看護過程演習を連動させたアセスメント能力向上への検討
○ 武田かおり　南山　祥子　村上　正和　小野　善昭　舟根妃都美
 （名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

第７会場　第11群　看護管理（２）　14：00～14：50

202 「特殊用語」を用いた記載が，記録に要する時間に及ぼす影響
○ 土田紫帆里　辻　貴子　山下みゆき　今野　香代　梶尾　智子　島本　順子　樋口　美紀　 
東　香代子（NTT西日本大阪病院）
　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

203 臨床看護師の看護記録の現状と認識に関する実態調査
○ 鈴木　亜季（独立行政法人国立病院機構東埼玉病院）
　石光芙美子（目白大学看護学部看護学科）

204 医療機関における患者の“様”呼称に関する文献的考察
○ 今留　忍　柳橋　正智　谷岸　悦子　佐藤　智子　津田美智子　上田由喜子
 （杏林大学保健学部看護学科）

205 看護師の人格特性と，所属部署内チームワークに関する認識の関連
○ 濱口　愛　筒井　春奈　榎本由紀子（新宮市立医療センター）
　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

206 病院の組織的取り組みが看護職の組織コミットメントと離職意図に及ぼす影響
○ 飯野　祥之（九州大学大学院医学系学府保健学専攻）
　中尾　久子（九州大学大学院医学研究院保健学部門）
　古野　貴臣（九州大学病院）

207 精神科領域における看護師への処方権付与に関する医師・薬剤師の意識調査
○ 辻脇　邦彦　松下　年子（埼玉医科大学大学院看護学研究科）

第７会場　第12群　看護技術（１）　14：00～14：50

208 連続的な香り刺激が順応や慣れに及ぼす影響
○ 西山　江里　乗松　貞子（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

209 看護師の表情の違いが唾液アミラーゼ活性値に及ぼす影響
○ 松本　睦子　俵　由美子　濱井　和子　齋藤　愛　島谷　智彦（広島国際大学看護学部）

210 看護師の表情の違いによる循環動態への影響について
○ 俵　由美子　松本　睦子　濱井　和子　齋藤　愛　島谷　智彦（広島国際大学看護学部）

211 病室の光環境（照度）と統合失調症患者の睡眠活動状況の関連性　－慢性期閉鎖病棟における検証－
○ 西山　忠博（仁明会病院）
　武内　玲　若村　智子（京都大学大学院医学研究科人間健康科学専攻）

212 触覚刺激に対する前頭葉酸素交換機能検査の試み
○ 本江　朝美　杉山　洋介（人間総合科学大学保健医療学部）
　高橋ゆかり（上武大学看護学部）
　田中　晶子（昭和大学保健医療学部）
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213 処方箋確認前と確認中の認識と眼球運動の関連
○ 大黒　理惠　齋藤やよい（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）

第７会場　第13群　地域看護（１）　14：00～14：50

214 訪問看護サービスにおける24時間の電話対応と緊急時対応の実態
○ 森田　祐代（公立大学法人山梨県立大学看護学部）

215 退院調整部門への多様化する医療相談ニーズの背景と地域連携における対応のあり方
○ 善生まり子（埼玉県立大学）

216 病棟看護師が退院調整を行う上での困難と推進していくために必要なこと
○ 光本かおり　岡　　薫　福永たか子（京都府立医科大学附属病院地域医療連携室）
　岩脇　陽子（京都府立医科大学医学部看護学科）
　小城智圭子　今村　浪子（京都府立医科大学附属病院看護部）

217 病棟看護師に必要な退院調整の知識とスキル
○ 福永たか子　光本かおり　岡　　薫（京都府立医科大学附属病院地域医療連携室）
　岩脇　陽子（京都府立医科大学医学部看護学科）
　小城智圭子　今村　浪子（京都府立医科大学附属病院看護部）

218 修正版在宅療養移行時アセスメントシートからみえた「継続が必要な課題」
○ 樋口キエ子　小竹久実子　新山　裕恵　大園　康文（順天堂大学医療看護学部）
　高橋フミエ（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）

219 終末期がん患者の在宅療養に向けたチーム医療支援システムの構築
○ 大川　明子　安藤　詳子（名古屋大学大学院医学系研究科）
　梅田　徳男（北里大学大学院医療系研究科／医療衛生学部）
　高畑　正子（中京学院大学看護学部）
　澤井　美穂（公立学校共済組合東海中央病院）

第７会場　第14群　精神看護（１）　14：00～14：50

220 精神科看護介入時における患者－看護師間の互いの認識とその背景にある思い
○ 小西　奈美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

221 医療観察法病棟で薬物関連障害問題をもつ対象者に関わる看護師の変化のプロセス
○ 森　千鶴（筑波大学）
　大迫　充江（国立精神・神経医療研究センター病院）

222 医療観察法における内省プログラム「被害者について考える時間」の効果
○ 茂手木　彩　石崎　有希　菅原　裕美（国立病院機構下総精神医療センター）
　田中　留伊（東京医療保健大学東が丘看護学部）

223 医療観察法病棟における家族心理教育の試みと実践の評価
○ 石崎　有希　菅原　裕美　茂手木　彩（国立病院機構下総精神医療センター）

224 医療観察法の社会復帰に向けたニーズの検討
○ 菅原　裕美　石崎　有希　茂手木　彩（国立病院機構下総精神医療センター）
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第７会場　第15群　看護教育（７）　15：00～15：50

225 輸液ポンプのトラブルシューティング時における学士課程４年生の思考過程　－臨床看護師の対応を見て－
○ 占部　美恵　光木　幸子　毛利　貴子　眞鍋えみ子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

226 成人と老年のリハビリテーション看護の講義後に学生がとらえたリハビリテーションにおける看護師の役割
○ 岡田　初恵　福武まゆみ（川崎医療短期大学看護科）
　平上久美子（名桜大学人間健康学部看護学科）

227 看護学生による臨地実習指導者の役割に対する評価
○ 新井　祐恵　冨澤　理恵　九津見雅美（千里金蘭大学看護学部）
　金田みどり（財団法人住友病院）

228 学士課程４年生における感染予防に関する看護技術経験到達度と OSCEの自己評価の関連
○ 山縣　恵美　橋本　顕子　高尾　憲司　佐伯　良子　山本　容子　杉原百合子　滝下　幸栄　 
笹川　寿美　光木　幸子　岡山　寧子　眞鍋えみ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

229 看護職キャリアシステム構築プラン事業による看護基礎教育と臨床との教育連携
○ 岡山　寧子　眞鍋えみ子（京都府立医科大学医学部看護学科）
　神澤　暁子　倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学看護実践キャリア開発センター）
　橋元　春美（京都府立医科大学附属病院看護部）

第７会場　第16群　看護教育（８）　15：00～15：50

230 専門看護師・認定看護師・認定看護管理者の仕事の満足度と思考特性や参画力との関係
○ 吾郷美奈恵　石橋　照子　梶谷みゆき　三島三代子（島根県立大学短期大学部）

231 ICU看護師のリーダーシップを育成するために必要なこと
○ 山口起代美（福山市市民病院）
　藤田　倫子（福山平成大学大学院看護学研究科）
　名越　恵美（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

232 ファーストレベル研修修了者のキャリアにおける悩みと研修効果　－半日のキャリアアップ講座を実施して－
○ 横山　恵子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
　長谷川真美（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）

233 教育的役割を担う看護師の考える教育力の特徴
○ 大河原知嘉子　西村　礼子　大黒　理惠　齋藤やよい
 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）

234 後輩育成に携わる人材育成の試み　－教育インストラクター研修の効果と課題－
○ 倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学看護実践キャリア開発センター）
　曽我　典子　中嶌真知子　橋元　春美（京都府立医科大学附属病院）
　笹川　寿美　山本　容子（京都府立医科大学医学部看護学科）

235 「復帰支援トレーナー育成事業」におけるキャリア構築支援効果の検討
○ 小林　千世（信州大学医学部保健学科）
　塩原　真弓（信州大学医学部附属病院）
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第７会場　第17群　看護教育（９）　15：00～15：50

236 学士課程４年生の「倫理的実践」の学習状況　－リフレクションシートの記載内容から－
○ 光木　幸子　毛利　貴子　占部　美恵　眞鍋えみ子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

237 臨地実習体験後のリフレクションと批判的思考態度の関連
○ 上田伊佐子（徳島大学大学院保健科学教育部）
　川西千恵美（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）

238 看護学教育における初学習者の自己学習力の志向性の検討
○ 西薗　貞子　原　明子　松尾　淳子　道重　文子（大阪医科大学）

239 領域別実習前 OSCEの評価からみた学士課程３年生の看護実践能力の現状
○ 笹川　寿美　山縣　恵美　光木　幸子　高尾　憲司　毛利　貴子　占部　美恵　佐伯　良子　 
室田　昌子（京都府立医科大学医学部看護学科）

240 クリティカルケア看護実習における学生の学び
○ 五木田和枝　山田　美穂（横浜市立大学医学部看護学科）

241 高校生及び看護学生の死生観の比較
○ 岩永　和代　浦　綾子　奥園　夏美　石橋　曜子　松永　明子　大城　知子　緒方久美子　 
高橋　博美（福岡大学医学部看護学科）

第７会場　第18群　看護技術（２）　15：00～15：50

242 Miyajima式腹部圧迫法の便秘者の安全性評価　－臨床適応範囲の拡大－
○ 宮島多映子（奈良県立医科大学医学部看護学科）

243 自律神経活動の視点からみた30度側臥位と90度側臥位の評価
○ 田中佐知子　鈴木　和代（京都大学医学部人間健康科学科）

244 心地よさを目的としたハンドマッサージの方法の検討
○ 岡本佐智子（日本保健医療大学）
　渋谷えり子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
　江守　陽子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

245 成人男性および高齢男性における背部マッサージの身体的・心理的効果
○ 藤田　佳子（日本保健医療大学）
　河野　保子（広島文化学園大学）

246 潤滑剤使用の有無によるハンドマッサージの心地よさ
○ 渋谷えり子（埼玉県立大学）
　岡本佐智子（日本保健医療大学）

247 温湯洗髪とドライシャンプーによる頭皮皮表の汚染除去効果に関する細菌学的評価
○ 永松いずみ　篠原　真未　荒川　満枝　原田　千鶴（大分大学医学部看護学科）

第７会場　第19群　精神看護（２）　15：00～15：50

248 児童思春期精神科医療における母子の服薬アドヒアランスの関連と影響要因に関する予備的研究
○ 永江　誠治　花田　裕子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻）
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249 児童精神科外来を受診した子どもの母親が体験した困難さの検討
○ 花田　裕子　永江　誠治（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　澤井　詩織（長崎大学病院）
　辻　かほる（駒木野病院）
　瀧本　美加（麻布飯塚病院）

250 精神科初回入院患者の家族支援に関する動向と課題
○ 植木　健康（精神医学研究所附属東京武蔵野病院）
　松浦　純平（奈良県立医科大学医学部看護学科）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）
　川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

251 精神科領域における特定看護師（仮称）の業務範囲に関する意識調査
○ 荒木とも子　松下　年子　丸山　昭子（埼玉医科大学大学院）

252 精神科リエゾンチームにおける看護師の役割
○ 桐山啓一郎（特定非営利活動法人地域精神医療ネットワーク）

第７会場　第20群　慢性期看護　15：00～15：50

253 人工股関節手術患者の身体活動量とQOLに関する研究　－術前と術後６ケ月の比較－
○ 明時由理子　藤田　君支　田渕　康子（佐賀大学医学部看護学科）

254 脳卒中患者のベッド・車椅子間における移乗時「見守り解除」指標の評価
○ 高柳　智子（新潟県立看護大学看護学部看護学科）
　泉　キヨ子（帝京科学大学医療科学部看護学科設立準備室）

255 血液透析患者の食事管理行動における望ましい態度の特徴　－感情と認知に焦点を当てて－
○ 恩幣　宏美　岡　美智代　越井英美子（群馬大学大学院保健学研究科）
　岡部　紋子（群馬大学医学部附属病院）

256 糖尿病患者の家族支援に対する思い
○ 岩崎　淳子（平成医療短期大学看護学科）
　足立　久子（岐阜大学看護学科）

257 褥瘡のアセスメントに関する研究の動向
○ 高田　直子（帝京大学医療技術学部看護学科）
　新井　龍（昭和大学）

258 妊娠・出産を契機に SLEを発症したと思われる女性の語り
○ 前田　祥子　鹿村眞理子　水田真由美　岩根　直美（和歌山県立医科大学保健看護学部）

第７会場　第21群　地域看護（２）　15：00～15：50

259 訪問看護ステーションの管理者が気をつけていること
○ 矢野　章永　西　留美子　野崎百合子（共立女子短期大学看護学科）

260 在宅看護教育における学内演習の学習効果に関する文献検討　－2006年から2010年までの文献の分析－
○ 王　麗華　木内　妙子　太田　浩子　寺本　正恵（東京工科大学医療保健学部看護学科）

261 地域看護学実習における同行家庭訪問の一考察　－保健センターと地域包括支援センターに焦点をあてて－
○ 野尻　由香　麻生　保子　望月由紀子　岸　恵美子（帝京大学医療技術学部看護学科）
　吉岡　幸子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
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262 看護学生の目に映る，訪問看護師の在宅看護実践の特徴
○ 山本十三代（星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校）

263 臨地実習におけるモバイルラーニング活用プログラム開発の基礎研究
○ 遠山　寛子　北　素子　吉田　令子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

264 住民インタビューから構築された地域観　－個人別態度構造（PAC）分析からの検討－
○ 北宮　千秋（弘前大学大学院保健学研究科）
　小田桐拓志（弘前大学医学部保健学科）

第７会場　第22群　看護教育（10）　16：00～16：50

265 看護シミュレーションセンターでの学習サポート制度の効果　サポートを受けた下級生への質問紙調査から
○ 吉田　和美　川西　美佐　岡田　淳子　山本　浩子　齋藤　志織
 （日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科）

266 領域別実習前 OSCEの自己評価とシミュレーション学習受講動機，学習効果との関連
○ 杉原百合子　小松　光代　笹川　寿美　毛利　貴子　大久保友香子　三橋　美和　村上佳栄子　
眞鍋えみ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

267 模擬患者参加型演習の教育効果について
○ 三宅由希子　青井　聡美　吉田なよ子　池田ひろみ　石原　克秀（県立広島大学保健福祉学部）
　石田　宜子（大阪府立大学看護学部）

268 模擬患者演習による看護系大学生の学びに関する研究（第１報：演習前の２集団の特徴）
○ 竹村　節子　新井　祐恵　池田　七衣　九津見雅美　森谷　利香（千里金蘭大学看護学部）

269 模擬患者演習による看護系大学生の学びに関する研究（第２報：学習意欲とコミュニケーション能力）
○ 森谷　利香　新井　祐恵　池田　七衣　九津見雅美　竹村　節子（千里金蘭大学看護学部）

270 模擬患者演習による看護系大学生の学びに関する研究（第３報：学習効果の質的分析）
○ 池田　七衣　森谷　利香　新井　祐恵　九津見雅美　竹村　節子（千里金蘭大学看護学部）

第７会場　第23群　看護教育（11）　16：00～16：50

271 子どもの遊びに関する看護学生の認識　－認識に関連する要因の検討－
○ 渡邉　晴美（福岡女学院大学人間関係学部子ども発達学科）
　斉藤ひさ子（佐賀大学医学部看護学科）

272 看護学生の身体拘束に対する認識
○ 柳澤麻理奈（新潟労災病院）
　川崎　久子（新潟医療福祉大学）

273 看護学生が抱くがんに対するイメージ
○ 平野　裕子　渋谷えり子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）

274 緩和ケア認定看護師による授業後の看護学生の「緩和ケア病棟」のイメージ変化
○ 小濱　優子（川崎市立看護短期大学）
　目時　陽子（川崎市立井田病院）

275 基礎看護学実習において看護学生がアサーティブになれなかった状況
○ 吾妻　知美（甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科）
　鈴木　英子（長野県看護大学）
　齋藤　深雪（山形大学医学部看護学科）
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276 学士課程卒後３年までの看護職のストレス認知と対処行動の特徴
○ 小松　光代　眞鍋えみ子　和泉　美枝　大久保友香子　植松　紗代　杉原百合子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学）

第７会場　第24群　看護教育（12）　16：00～16：50

277 静脈留置カテーテル針穿刺のための血管アセスメントの実態
○ 岩永真由美　辻本　朋美　伊部　亜希　井上　智子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
　佐藤　浩美　中土居智子（大阪大学医学部附属病院看護部）

278 看護師の看護実践能力とクリティカルシンキング志向性との関係
○ 原　明子　松尾　淳子　西薗　貞子　道重　文子（大阪医科大学看護学部）

279 看護師のやりがい感と充実感に関与する看護研修（第１報）　－Ａ病院の研修参加意識の調査から－
○ 松浦智恵美（徳島健康生協徳島健生病院）

280 臨床中堅看護師研修プログラムを用いた活動の評価（2008～2010）
○ 赤嶺伊都子　新城　正紀（沖縄県立看護大学）
　宇座美代子（琉球大学大学院保健学研究科）
　中森　えり　藤本みゆき　宮城　とも　高江洲和代　譜久原明子　仲村　貴子
 （地方独立行政法人那覇市立病院）

281 臨床中堅看護師研修プログラムの評価　－受講者対象アンケートの結果より－
○ 藤本みゆき　宮城　とも　譜久原明子　仲村　貴子　中森　えり
 （地方独立行政法人那覇市立病院）
　赤嶺伊都子　新城　正紀（沖縄県立看護大学）
　宇座美代子（琉球大学大学院保健学研究科）

282 中堅看護師キャリアアップ研修の継続的効果の検討　－研修後３ケ月の調査から－
○長谷川真美（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）
　横山　恵子（埼玉県立大学）

第７会場　第25群　がん看護（１）　16：00～16：50

283 外来化学療法を受ける大腸がん患者の CVポート・ポンプ管理行動と自己効力感およびQOLとの関連
○ 合田　晴奈　中野　政子　小野塚美香（北海道大学病院）
　中嶋　祥平（東京大学医学部附属病院）
　鷲見　尚己（北海道大学大学院保健科学研究院）

284 胃癌術後患者の術後２ケ月までの心理・身体的回復状況と関連因子の検討
○ 高島　尚美　村田　洋章　野中麻衣子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
　渡邊　知映（昭和大学医学部乳腺外科）

285 乳がん患者が治療を継続していく力につながる家族のサポート
○ 山手　美和（名古屋市立大学看護学部看護学科）

286 成人期乳がん患者のジェンダー特性とQOL
○ 谷口　敏代（岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科）
　若崎　淳子（川崎医療福祉大学）
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287 卵巣がんをもちながら生活しているＡさんの体験
○ 長　光代　藤森　敦子（厚生連滑川病院）
　加藤　直美（富山大学大学院医学薬学教育部）
　安東　則子　八塚　美樹（富山大学大学院医学薬学研究部）

288 治療過程に在る初発乳がん患者のレジリエンスを高める看護介入プログラムの開発　－プログラム内容の検討－
○ 若崎　淳子（川崎医療福祉大学）
　掛橋千賀子（関西福祉大学）
　谷口　敏代（岡山県立大学）
　森　將晏（元岡山県立大学）

第７会場　第26群　看護管理（３）　16：00～16：50

289 看護中間管理者のマネジメント・コンピテンシー
○ 井上　仁美（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

290 中堅看護師のモチベーションと達成動機との関係
○ 鈴木　明美　米澤　弘恵　石綿　啓子　遠藤　恭子（獨協医科大学看護学部）

291 看護師長の倫理的問題に対する意思決定と倫理的感受性の関連性について
○ 竹見八代子（藍野大学医療保健学部看護学科）
　浅野　弘明（京都府立医科大学医学部看護学科）

292 看護職の属性の違いによるワーク・エンゲイジメントの特徴
○ 大島　祐美（あいち小児保健医療総合センター）
　箕浦　哲嗣　藤原奈佳子（愛知県立大学看護学部）

293 新人看護師臨床研修導入における大阪府内中小病院の教育担当者の特徴
○ 竹内　裕美（大阪市立大学大学院看護学研究科（前期）博士課程）
　石井　京子（大阪市立大学大学院看護学研究科）

第７会場　第27群　老年看護（１）　16：00～16：50

294 高齢者の入浴による体重変化の検討
○ 奥田　泰子　河野　保子（広島文化学園大学看護学部看護学科）
　棚崎由紀子（宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科）

295 高齢者の食事に対する意欲に関連する因子の検討
○磯村　由美　山田　智子　白木　智子　近藤　裕子（広島国際大学看護学部看護学科）

296 高齢者における「物事に対する前向き態度尺度」の開発
○ 大上　涼子（元富山大学大学院医学薬学教育部修士課程看護学専攻）
　新鞍真理子　竹内登美子（富山大学大学院医学薬学研究部老年看護学）

297 要支援後期高齢者におけるデイサービスの継続利用の意味
○ 根岸　貴子（埼玉医科大学保健医療学部看護学科）
　田代　和子（淑徳大学看護学部）

298 参加型授業としての『健康教室』参加高齢者の健康認識・健康度（第１報）
○ 齋藤　智江（兵庫大学健康科学部看護学科）

299 介護老人保健施設における看護職の蓄積的疲労と睡眠・覚醒パターンの関係の検討
○ 宇都宮里美（大分大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻）
　佐藤　和子　加藤美由紀（大分大学医学部看護学科）
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第７会場　第28群　小児看護・母性看護（１）　16：00～16：50

300 虐待事例の退院後の対応について考える　－３事例を通して－
○ 桑田　歩　玉城　和美（沖縄協同病院４階病棟）

301 こども虐待に関する市町村保健師の対応の実態と認識について
○ 長弘　千恵　波止　千恵（国際医療福祉大学福岡看護学部）
　小笹　美子（琉球大学医学部保健学科）
　斉藤ひさ子（佐賀大学医学部保健学科）
　外間知香子（沖縄県中央保健所）
　屋比久加奈子（那覇市役所）

302 母子保健における保健師の継続支援内容に関する研究
○ 赤嶺　沢子（那覇市役所）
　宇座美代子　當山　裕子（琉球大学医学部保健学科）

303 養護施設職員が被虐待児とのかかわりを進展させるプロセスの検討（第１報）
○ 佐藤　幸子　佐藤　志保　藤田　愛　山口咲奈枝　宇野日菜子（山形大学医学部看護学科）

304 養護施設職員が被虐待児とのかかわりを進展させるプロセスの検討（第２報）
○ 佐藤　志保　佐藤　幸子　藤田　愛　山口咲奈枝　宇野日菜子（山形大学医学部看護学科）

第７会場　第29群　看護技術（３）　16：00～16：50

305 超音波診断装置を用いた留置針穿刺のための血管識別能力調査
○ 辻本　朋美　岩永真由美　伊部　亜希　井上　智子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
　佐藤　浩美　中土居智子（大阪大学医学部附属病院看護部）

306 協同学習法を用いた注射技術演習における教育効果
○ 緒方　巧　西上あゆみ　山居　輝美　湯浅　美香　長井　雅代
 （梅花女子大学看護学部看護学科）

307 看護学生の注射準備操作における難易度の分析
○ 澤田　和美　市川　茂子　中島　正世　吉川奈緒美　鈴木　恵
 （横浜創英大学看護学部看護学科）

308 学生・看護師・教員によるフィジカルアセスメント・シミュレーション演習の効果に関する学生への調査
○ 川西　美佐　吉田　和美　三味　祥子（日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科）

309 看護師と看護学生の動作時前傾姿勢角度およびボディメカニクス活用意識に関する比較
○ 伊丹　君和　米田　照美（滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科）

310 腰痛を有する大卒女性看護師１年目と５年目の身体・心理・社会的姿勢の特徴
○ 武田　啓子　渡邉　順子（聖隷クリストファー大学大学院）

第７会場　第30群　看護教育（13）　17：00～17：50

311 臨床実習場面における看護師の看護学生に対するほめ言葉に関する研究
○ 佐藤　道子　伊藤　純子（聖隷クリストファー大学看護学部）
　岸　あゆみ（興風会北野病院）
　石塚　淳子（静岡県立大学看護学部）

312 助産学生を対象とした職業準備性を高める教育手法の試みとその有効性の検証
○ 山内まゆみ　杉田　久子（札幌市立大学看護学部）
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313 看護学生に対するトリアージタッグを用いた災害看護教育の取り組み
○ 小林　祐子（新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科）

314 看護学生が臨地実習で自己効力感を高める要因　－４年次実習を終了して－
○ 片倉　裕子（北海道文教大学人間科学部看護学科）
　高橋　弘子（天使大学大学院助産研究科）

315 看護学生のプレパレーションの捉えと課題　－小児看護学演習における学生の学び－
○ 齊藤　史恵　齋藤美紀子（弘前学院大学看護学部）

316 小児看護専門領域へ就職する学生の自己教育力を高めるインストラクショナルデザインの基礎的研究
○ 中村　郷子　坪川麻樹子　松井由美子（新潟医療福祉大学健康科学部看護学科）

第７会場　第31群　看護教育（14）　17：00～17：50

317 月経痛を有する青年期女性に対する症状緩和のためのタクティールケア介入の検証　－事例分析－
○ 酒井　桂子　坂井　恵子　坪本他喜子　小泉　由美　河野由美子　松井　優子　岡山　未来　 
久司　一葉（金沢医科大学看護学部）

318 タクティールケアのリラクセーション効果に影響する要因の分析
○ 川原由佳里　千葉　京子　グライナー智恵子　松尾　香奈　殿城　友紀（日本赤十字看護大学）
　大石　朋子（神奈川県立保健福祉大学）

319 外来化学療法を受ける乳がん患者へのタクティールケア介入による効果
○ 坂井　恵子　松井　優子　酒井　桂子　坪本他喜子　河野由美子　小泉　由美　久司　一葉　 
岡山　未来　北本　福美（金沢医科大学看護学部）
　我妻　孝則　橋本　智美（金沢医科大学病院）

320 眼部温罨法が生理的・心理的・主観的に与える影響
○ 太田　一輝（弘前大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学領域基礎看護・看護教育学分野）
　内城　聡子（弘前市立病院）
　山田　早織（北海道教育大学養護教諭特別別科）
　工藤せい子（弘前大学大学院保健学研究科）

321 ホットアイマスクが睡眠に与える影響
○ 長坂　猛（宮崎県立看護大学）
　田中美智子（福岡県立大学看護学部）

322 看護師が作成した患者指導用パンフレットの分析
○ 垣内　悦子　小林　朱実　鎌田恵里子（弘前大学医学部附属病院）
　安杖　優子　會津　桂子　工藤せい子　西沢　義子（弘前大学大学院保健学研究科）

第７会場　第32群　緩和ケア　17：00～17：50

323 急性期病院における終末期がん患者の在宅移行の現状と課題　－医療ソーシャルワーカーの調査結果から－
○ 照屋　典子　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

324 一般病棟で最期を迎えたがん患者の end of life careにおける遺族の思いと careの検討
○ 泉　玲子　小山田理恵　松田　亜美　小神　菜々（北見赤十字病院）

325 エンゼルケアへの家族参加を阻害する要因
○ 徳永　里絵　葛西　泰香　山田　君代（桜橋渡辺病院）
　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））
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326 悲嘆に対する認識　－男性・女性の比較－
○ 谷田恵美子　橋本　和子　木宮　高代（福山平成大学）
　道広　睦子　齋藤　智江　滝本　茂子（兵庫大学）
　遠藤　明美（吉備国際大学）

327 看護職のグリーフ・ストレスと個人属性の検討
○ 竹下美恵子（愛知きわみ看護短期大学）

328 がん患者の在宅緩和ケアシステム構築に向けた病棟看護師の認識
○ 村上真由美（富山赤十字病院）
　山本　恵子（富山大学附属病院）
　泉　理美子（富山県立中央病院）
　四十竹美千代　八塚　美樹（富山大学医学部看護学科）

第７会場　第33群　感染看護（２）　17：00～17：50

329 中規模病院に対する院内感染対策の向上をめざす支援プログラムによる介入とその評価
○ 土井まつ子　橋本真紀代　三善　郁代　篠田かおる　高橋　知子（愛知医科大学看護学部）

330 臨地実習指導者が看護学生に指導する陰部洗浄時の手指衛生のタイミングと院内感染対策との関連
○ 秦　朝子　冨田　幸江　大堀　昇　石津みゑ子　舩津　沙織
 （埼玉医科大学保健医療学部看護学科）

331 地域のケア提供施設に勤務する看護者・介護者の感染管理に対する認識調査
○ 手島　芳江（東海大学医学部付属大磯病院）

332 ICU看護師の気管吸引操作における感染予防行動に関する実態調査
○ 東野　督子（日本赤十字豊田看護大学）
　神谷　和人（愛知県立大学看護学部）
　渡邉　順子　藤井　徹也（聖隷クリストファー大学）

333 結核病棟に入院中の結核患者の退院後の生活に対する思い
○ 藤村　一美　秋原　志穂（大阪市立大学大学院看護学研究科）

334 １つの高校のパイロット調査から　－フィリピンの教師の性感染症予防の知識と教える意識について－
○ 田中　祐子（聖泉大学看護学部）

第７会場　第34群　看護管理（４）　17：00～17：50

335 手術室新人看護師が抱く困難と対処法
○ 千田　寛子　堀越　政孝　辻村　弘美　二渡　玉江（群馬大学大学院保健学研究科）

336 臨床能力とストレス対処行動からみた新人看護職員研修再編の効果
○ 植松　紗代　小松　光代　和泉　美枝　神澤　暁子　西村布佐子　大澤　智美　中村　尚美　
倉ヶ市絵美佳　橋元　春美　眞鍋えみ子（京都府立医科大学）

337 A大学附属病院における新規採用者への「感染管理」研修の評価
○ 大川　智美　橋元　春美（京都府立医科大学附属病院看護部）
　光木　幸子　毛利　貴子（京都府立医科大学医学部看護学科）
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338 新卒看護師のアサーティブになれない状況
○ 鈴木　英子　小田　和美　井上　義久（国際医療福祉大学大学院）
　吾妻　知美（甲南女子大学看護リハビリテーション学部）
　齋藤　深雪（山形大学医学部看護学科）
　丸山　昭子（埼玉医科大学保健医療学部）

339 新人看護師の離職の要因とそれを防ぐ要因
○ 中川　晴加（奈良県立医科大学大学院看護学研究科）
　山口　曜子（梅花女子大学看護学部看護学科）

340 新卒看護師の離職意思と働いている中で感じることの関係
○ 田島真智子（岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻）

第７会場　第35群　小児看護・母性看護（２）　17：00～17：50

341 採血場面に家族が付き添う幼児後期の子どもの対処行動
○ 平田　美紀　流郷　千幸　鈴木　美佐（聖泉大学看護学部）
　古株ひろみ（滋賀県立大学人間看護学部）

342 思春期の気管支喘息児がとらえる病気への思いと影響
○ 細野　恵子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

343 先天性心疾患をもつ子どもの自立に対する親の望み
○ 石河　真紀（愛知医科大学看護学部）
　仁尾かおり（千里金蘭大学看護学部）
　高田　一美（大阪大学大学院博士後期課程）

344 障がい児の養育者の支援ニーズと悩み
○ 下村　明子　張　暁春（梅花女子大学看護学部）
　田中　秀樹（広島国際大学心理学部）
　三宅　靖子（太成学院大学看護学部）
　中野美智子（三田谷治療教育院）
　西田　千夏（武庫川女子大学大学院博士前期課程）

345 通園施設に通園している障害児の歯磨き行動の実態について
○ 平元　泉　大高麻衣子（秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻）

346 入院中の子どもと付添っている母親の睡眠の実態とその影響要因
○ 前川　紫乃（東京大学病院）
　上原奈緒美（国立病院機構高崎医療センター）
　三上　遥可（札幌社会保険総合病院）
　石川　予維（慶應義塾大学病院）
　佐藤　洋子（北海道大学大学院保健科学研究院）

第７会場　第36群　健康増進（１）　17：00～17：50

347 大学生の生活習慣と便秘の関係　－ CAS高得点男子の特徴－
○ 野田　孝平　升谷　英子　若村　智子（京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻）
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348 冷え性におけるオイルマッサージの皮膚表面温度の変化
○ 棚崎由紀子（宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科）
　奥田　泰子（広島文化学園大学看護学部）
　深井喜代子（岡山大学大学院保健学研究科）

349 看護学生を対象にした睡眠衛生への介入研究　－パンフレットを用いた検討－
○ 志水　琴美（独立行政法人国立病院機構埼玉病院）
　石光芙美子（目白大学看護学部看護学科）

350 高校生のメディア接触の現状
○ 伊藤　良子（元旭川大学保健福祉学部保健看護学科）

351 BMIと睡眠時間の関係性に関する検討
○ 高田　美子　田中　響　坂口　京子（園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科）

352 ストレス認知と仕事ストレスが女性看護職者の肩こりに与える影響
○ 本谷　紗希（総合病院国保旭中央病院）
　武田かおり　南山　祥子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）
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● ７月８日（日） ●

第７会場　第37群　看護教育（15）　11：00～11：50

353 看護大学１年生の看護イメージの変化と影響要因　－入学時と前期終了時の比較－
○ 遠藤　明美（吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科）
　谷田恵美子（福山平成大学看護学部看護学科）

354 卒業を前に看護学生が抱く不安と期待　－看護職へと導いたもの－
○ 内藤知佐子　山田美恵子（京都大学医学部附属病院）
　内海　桃絵　任　和子　谷口　初美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

355 看護学生が認知する守秘義務と違反に相当する行為の検討　－４年生と３年生との比較から－
○ 佐藤　智子　今留　忍　柳橋　正智　谷岸　悦子　津田美智子　上田由喜子
 （杏林大学保健学部看護学科）

356 看護大学生の食事摂取と食認識の状況　－食物頻度調査と食習慣アンケート－
○ 井村　弥生　伊井みず穂　石野レイ子（関西医療大学保健看護学部）

357 大学生の睡眠に影響する要因とそのメカニズムに関する検討
○ 石橋　知幸（島根県立中央病院）
　加納　友香　藤井　沙紀（鳥取大学医学部附属病院）
　土居　礼佳（高知県・高知市病院企業団高知医療センター）
　森本美智子　野口　佳美（鳥取大学医学部保健学科）

358 性別・学年が大学生の睡眠の質に影響する要因の検討
○ 藤井　沙紀　加納　友香（鳥取大学医学部附属病院）
　土居　礼佳（高知県・高知市病院企業団高知医療センター）
　石橋　知幸（島根県立中央病院）
　森本美智子　野口　佳美（鳥取大学医学部保健学科）

第７会場　第38群　看護教育（16）　11：00～11：50

359 看護学生の職業アイデンティティの特徴と自己効力感について
○ 松浦　江美（活水女子大学）
　楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　山川　裕子　藤本　裕二（佐賀大学医学部看護学科）

360 看護学生の志望動機と職業アイデンティティとの関連
○ 山川　裕子　藤本　裕二（佐賀大学医学部看護学科）
　松浦　江美（活水女子大学）
　楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）

361 看護学生の背景と職業アイデンティティの関連
○ 楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　松浦　江美　藤本　裕二（活水女子大学）
　山川　裕子（佐賀大学医学部看護学科）

362 看護職者の臨床倫理問題に対する見解の比較文化的研究（臨床看護倫理国際比較調査票 Ver. 2 ）
○ 山口　智美　浦田　秀子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座）
　小橋川智美（長崎大学病院）
　キシ・ケイコ・イマイ（佐久大学看護学部看護学科）
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第７会場　第39群　看護教育（17）　11：00～11：50

363 精神看護学方法論における DVD教材活用の有効性に関する研究
○ 石川　純子　川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

364 高齢者の抑制に対する看護学生と看護者の認識と対処の特徴
○ 佐藤　夕紀（札幌社会保険総合病院）
　段　亜梅　岩坂　信子（名寄市立大学）

365 緩和ケア実習が学生に及ぼす影響　
○ 小湊　博美　花井　節子　園田麻利子（鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科）
　上原　充世（前鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科）

366 看護大学生がイメージするすてきな妊婦の構成要素
○ 木下　照子（新見公立大学看護学部看護学科）

第７会場　第40群　がん看護（２）　11：00～11：50

367 BIA体組成計による下肢リンパ浮腫患者のリンパドレナージ効果の評価【第一報】
○ 内山　朋香（タニタ体重科学研究所）
　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）
　山本　昌恵（関西看護医療大学）
　赤澤　千春　福田　里砂　本田　育美（京都大学大学院医学研究科）

368 上半身のみへの徒手リンパドレナージ施術による体水分変動の BIA体組成計による考察
○ 赤澤　千春　福田　里砂　本田　育美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）
　山本　昌恵（関西看護医療大学看護学部）
　内山　朋香（タニタ体重科学研究所）

369 簡易水分測定器の開発に向けた基礎調査：BIA体組成計による下肢リンパ浮腫患者のステージ評価
○ 福田　里砂　赤澤　千春　本田　育美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
　内山　朋香（タニタ体重科学研究所）
　山本　昌恵（関西看護医療大学看護学部）
　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）

370 不眠の訴えのあるがん患者に対する足浴の効果
○ 上里　唯　江洲　鮎美（那覇市立病院）
　赤嶺伊都子（沖縄県立看護大学）

371 意思決定からみた外科系病棟看護師が考えるがん患者，家族にとっての“よい看取り”のケアと関連要因
○ 渡邉亜紀子（大阪市立大学医学部看護学科）

372 テキストマイニングによる「電話相談内容の記録」からの化学療法に関するニーズの抽出
○ 三苫　美和　東　ますみ　石垣　恭子（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科）

第７会場　第41群　看護管理（５）　11：00～11：50

373 看護場面における看護学生の眼球運動と危険認知の特徴
○ 江上千代美　田中美智子　近藤　美幸　福田　恭介（福岡県立大学）

374 インシデント報告の中に月経の時期を記入することに対する看護職の認識
○ 名城　一枝　小西　清美　仲村美津枝　石川　幸代（名桜大学人間健康学部看護学科）
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375 看護現場におけるインシデント・アクシデント発生と月経前症状との関係
○ 仲村美津枝　小西　清美　石川　幸代　名城　一枝（名桜大学人間健康学部看護学科）

376 看護現場におけるインシデント・アクシデント発生時の月経前期と不定愁訴に関する研究　
○ 小西　清美　仲村美津枝　石川　幸代　名城　一枝（名桜大学人間健康学部看護学科）

377 循環器専門病院における転倒のリスク要因
○ 葛西　泰香　矢野伸太郎（桜橋渡辺病院）
　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

378 転倒転落のインシデント報告から「事故に至らなかった要因」の分析
○ 加治木選江　下地　孝子（琉球大学医学部附属病院）

第７会場　第42群　老年看護（２）　11：00～11：50

379 チャプレンがとらえる高齢者の老いのスピリチュアリティ
○ 片山　康予　井上　智子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

380 療養中の高齢者のスピリチュアリティの特徴　－看護師が心豊かな状態と考える事例を通して－
○ 小薮　智子（川崎医療短期大学看護科）
　竹田　恵子　白岩千恵子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）
　太湯　好子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

381 認知症患者へのちんどん音楽の効果
○ 江口　富子（ホスピスライフサポート株式会社）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）
　安東　則子　八塚　美樹（富山大学医学部看護学科）

382 保健・医療施設で生活している軽度認知症高齢者の思い
○ 成島　美里　押領司　民（山梨勤労者医療協会共立高等看護学院）

383 在宅認知症高齢者の急変対応時に関する研究　－外来看護師の認識－
○ 名越　恵美（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）
　松本　啓子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）
　桐野　匡史（岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科）

第７会場　第43群　地域看護（３）　11：00～11：50

384 脊髄小脳変性症の自律神経障害に関する研究の動向　－日常生活への影響に焦点を当てた国内文献レビュー－
○ 押領司　民（山梨勤労者医療協会共立高等看護学院）
　浅川　和美（山梨大学大学院医学工学総合研究部）

385 就労型・地域型活動に参加する若年認知症者の思い　－２年間の縦断調査から－
○ 千葉　京子（日本赤十字看護大学）

386 配偶者を介護する介護者にとって介護を継続する上での重要他者とその相互作用
○ 真継　和子（大阪医科大学看護学部看護学科）

387 要介護高齢者を在宅介護している家族介護力に関する実態
○ 横山実加子　今野多美子（北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科）

388 意図的なセルフ・ネグレクト状態の高齢者に対応する専門職の困難と課題
○ 岸　恵美子　野尻　由香　吉岡　幸子　望月由紀子（帝京大学）
　小長谷百絵（昭和大学）
　米澤　純子（国立保健医療科学院）
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389 在宅で看取った家族が捉えるよい最期像　－１事例の語りから－
○ 桶河　華代（聖泉大学看護学部）
　奥田のり美（洛和会京都厚生学校）

第７会場　第44群　小児看護・母性看護（３）　11：00～11：50

390 初産婦夫婦・経産婦夫婦の子どものしつけに対する考え
○ 細谷　京子（前群馬県立県民健康科学大学）
　行田　智子　橋爪由紀子（群馬県立県民健康科学大学）

391 第２子を迎える親の心理・社会的側面の変化　－妊娠期と育児期の比較－
○ 行田　智子　橋爪由紀子（群馬県立県民健康科学大学）
　細谷　京子（前群馬県立県民健康科学大学）

392 仕事と育児・家事時間の調整に関する父親の意識構造
○ 川口弥恵子　小路ますみ　松原まなみ（聖マリア学院大学）
　吉田　亜由（国立佐賀病院）

393 テキストマイニングを用いた母親が望む父親からのサポート内容の分析
○ 山口咲奈枝　宇野日菜子　佐藤　幸子　藤田　愛　佐藤　志保（山形大学医学部看護学科）

394 「孫育て」をする祖母の経験の意味　－母親的存在の祖母の語りから－
○ 津間　文子（福山平成大学看護学部看護学科・助産学専攻科）
　名越　恵美（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

395 親の趣味活動と育児ストレスとの関連
○ 大浦　早智　宇座美代子　當山　裕子（琉球大学大学院保健学研究科）

第７会場　第45群　看護教育（18）　13：00～13：50

396 中堅期・新人期の看護師におけるコンピテンシーとその相違に関する検討
○ 細田　泰子　星　和美（大阪府立大学看護学部）
　石井　京子（大阪市立大学看護学研究科）
　藤原千惠子（大阪大学大学院医学系研究科）

397 実習指導者の実習指導に対する認識と職位との関係
○ 丸山　智子（福岡女学院看護大学看護学部）

398 臨床における看護研究の充実を目指した大学教員のかかわりを考える
○ 田口　豊恵　中森　美季（明治国際医療大学看護学部）

399 看護専門学校専任教師の教育力形成要因モデルの構築
○ 小松　智子（京都第一赤十字看護専門学校）
　浅野　弘明（京都府立医科大学医学部看護学科）
　高橋みや子（宮城大学看護学部）

400 国内の看護系大学教員に関する研究動向と今後の課題　－1992～2011年－
○ 追木さやか（山形大学大学院医学系研究科看護学専攻）
　田中　幸子（山形大学医学部看護学科）
　香取　洋子（北里大学看護学部）
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401 脳神経看護領域における NANDA-I看護診断に関する調査
○ 佐藤亜月子（帝京科学大学医療科学部看護学科）
　竹内久美子（東京医科大学医学部看護学科設置準備室）
　杉山由香里（独立行政法人国立病院機構北陸病院）

第７会場　第46群　看護教育（19）　13：00～13：50

402 チーム基盤型学習法（Team Based Learning）による小児看護学授業の展開と評価　－実施３年間の比較－
○ 尾原喜美子　川島　美保（高知大学医学部看護学科）
　和田　庸平　関　玲於奈　志田　友香（高知大学大学院総合人間自然科学研究科看護学専攻）

403 先輩看護学生参加の看護技術演習への取り組み：第２報　－先輩看護学生が教える体験から受けた影響－
○ 米田　照美　伊丹　君和（滋賀県立大学人間看護学部）

404 学生が自ら作成した接遇シートを初回臨地実習で活用したことによる学生・教員への効果と今後の課題
○ 三味　祥子　実藤　基子　吉田　和美（日本赤十字広島看護大学看護学科）

405 乳幼児生活指導の単元におけるグループ学習の評価　－多変量解析結果から－
○ 高橋　明美（川崎市立看護短期大学）

406 学士課程４年生の「看護の統合と実践」における行動目標の到達度
○ 毛利　貴子　光木　幸子　占部　美恵　眞鍋えみ子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

407 授業過程評価スケールを用いた学生による臨床実習評価と実習を通した学びの自己評価の関連
○ 冨澤　理恵　新井　祐恵　九津見雅美（千里金蘭大学看護学部）
　金田みどり（財団法人住友病院）

第７会場　第47群　看護管理（６）　13：00～13：50

408 看護師のストレッサーと職務満足度に関する研究
○ 岩城　彩子（東札幌病院）
　高橋　美和（名寄市立大学）

409 総合病院に勤務する女性看護師の職業性ストレスとレジリエンスとの関連
○ 小泉　仁子　川野亜津子　佐伯　由香　山海千保子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

410 看護職の二次的外傷性ストレスに対する関連要因の検討
○ 和田由紀子（新潟青陵大学）

411 看護師の職務満足度の高い10対１看護配置病院の特徴に関する一考察
○ 灘波　浩子　小池　敦　若林たけ子（三重県立看護大学）

412 夜勤時の看護師の身体活動量・エネルギー量および自覚的疲労に関する事例報告
○ 大重　育美　山口　多恵（長崎県立大学看護栄養学部看護学科）
　中島　充代（九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野）

413 看護師の主観的健康感による共感経験の比較
○ 石綿　啓子　米澤　弘恵　鈴木　明美　遠藤　恭子（獨協医科大学看護学部）

第７会場　第48群　老年看護（３）　13：00～13：50

414 脳波を用いた介護老人保健施設入居者における大脳を活性化させるための手洗い援助の基礎的検証
○ 徳重あつ子（摂南大学看護学部）
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415 ５年以上フットケアを継続している患者の重症足病変予防の効果
○ 上野千代子　中島　千里　荻野　朋子　大平　政子（中京学院大学看護学部看護学科）

416 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）後に生じた瘻孔周囲皮膚炎のケア効果の検証
○ 長谷川美智子（福井社会保険病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

417 看護補助者を対象にした学習プログラム作成の試み（第２報）　－介護福祉士と共同での指導を実施して－
○ 西島　澄子　灘村　昌子　櫻井　紀子　樋木　和子
 （医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院）

418 人工股関節置換術を受けた患者の退院支援に関する実態調査
○ 山本　美緒（和歌山県立医科大学保健看護学部）

419 コルセットの装着方法と活動によるズレ・着け心地との関連
○ 安田　千寿　北村　隆子（滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科）

第７会場　第49群　がん看護（３）　13：00～13：50

420 大腸がん患者が体験する持続性末梢神経障害「しびれ」に対する身体感覚
○ 神田　清子　京田亜由美　本多　昌子　藤本　桂子　中澤　健二　武居　明美　高井ゆかり
 （群馬大学大学院保健学研究科）

421 広範囲腫瘍切除術を受けた悪性軟部腫瘍患者のボディイメージの再構築
○ 竹内　可愛（岩手医科大学附属病院）
　森　一恵（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

422 沖縄県離島在住悪性腫瘍患者の療養生活における思いや体験に関する質的研究
○ 伊佐江利菜　渡慶次道太（琉球大学保健学研究科）
　垣花　シゲ　眞榮城千夏子（琉球大学）
　朝戸　美絵（東京大学医学部附属病院）

423 血液・造血器疾患患者の病名告知から病気を受容するまでの心理過程に関する研究
○ 片山　春奈（新潟厚生連上越総合病院）
　石岡　幸恵　石田　和子（新潟県立看護大学）

424 外来化学療法を受けるがん患者の仕事継続上の困難および取り組みとそれらの関連要因
○ 吉田　恵（恵佑会札幌病院）
　大橋　未季　前田　美樹　小野塚美香　中野　政子（北海道大学病院）
　佐藤　三穂（北海道大学大学院保健科学研究院）

第７会場　第50群　小児看護・母性看護（４）　13：00～13：50

425 NICUにおける搾乳の困難さに関する母親の思いの構造
○ 吉田　亜由（国立病院機構佐賀病院）
　川口弥恵子　小路ますみ　松原まなみ（聖マリア学院大学）

426 助産師の仕事意欲と仕事ストレッサーの関連　－産科単科病棟と混合病棟での比較－
○ 石倉　弥生（元島根大学大学院医学系研究科看護学専攻）
　三瓶　まり（島根大学医学部看護学科）

427 助産師による糖代謝異常妊婦への保健指導モデル作成の試み
○ 佐原　玉恵（徳島文理大学保健福祉学部看護学科）
　鈴井江三子（兵庫医療大学看護学部）
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428 沖縄県における分娩介助者　－60歳以上の出産体験者の調査より－
○ 儀間　繼子　宇座美代子（琉球大学医学部保健学科）
　仲村美津枝（名桜大学人間健康学部看護学科）

429 妊娠中の体重増加における栄養バランスの実態
○ 藤田　愛　山口咲奈枝　宇野日菜子　佐藤　幸子　佐藤　志保（山形大学医学部看護学科）

430 皮膚洗浄法の効果の検討　－湿疹範囲の違いによる落屑量の変化について－
○ 近藤　美幸　古田　祐子　江上千代美　田中美智子（福岡県立大学看護学部看護学科）

第７会場　第51群　精神看護（３）　13：00～13：50

431 実習における学生の精神障害者の捉え方の変化　－精神病イメージ調査と社会的距離尺度を用いて－
○ 伊礼　優　鈴木　啓子　平上久美子（名桜大学人間健康学部看護学科）

432 精神看護学実習における学生の精神障がい者観
○ 上田　智之　脇崎　裕子　増滿　誠（国際医療福祉大学福岡看護学部）

433 患者からの暴言に関する精神科看護師の報告行動と関連要因
○ 田辺有理子（岩手県立大学看護学部）

434 職場において暴言・暴力を体験した女性新人看護職に対する認知に焦点化したグループアプローチの効果
○ 新山　悦子（四国大学看護学部看護学科）
　岡村　仁（広島大学大学院保健学研究科）

435 精神科看護師が患者から受けた暴力とサポートの実態　－ A県下の単科精神科病院に於ける調査－
○ 酒井　千知　野中　浩幸（岐阜医療科学大学保健科学部看護学科）

436 過去３年間において世界で報告された暴力に関する文献のタイトルの特徴
○ 明神　一浩（新田塚医療福祉センター福井病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

第７会場　第52群　災害看護　13：00～13：50

437 大震災発生後５ケ月時の市町村保健師の代表者が認識する保健師が求める情報と研究協力負担
○ 遠藤　良仁　山内　一史　伊藤　收（岩手県立大学看護学部）

438 東日本大震災被災地における支援者の疲労適正評価について（第１報）
○ 霜山　真　佐藤　大介　澤口　利絵　山田　志枝　吉田　俊子（宮城大学看護学部看護学科）

439 東日本大震災被災地における支援者の疲労適正評価について（第２報）
○ 佐藤　大介　澤口　利絵　山田　志枝　霜山　真　吉田　俊子（宮城大学看護学部）

440 国内の災害看護に関する研究の動向と課題
○ 梅林かおり　松浦　純平　石澤美保子（奈良県立医科大学医学部看護学科）
　東田　佳子（奈良県立医科大学医学部附属病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

441 GMサーベイメータアラーム音の心理学的影響
○ 西沢　義子　北宮　千秋　野戸　結花（弘前大学大学院保健学研究科）
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第７会場　第53群　看護教育（20）　14：00～14：50

442 看護大学１年次にフィジカルアセスメント教育を効果的に行うための検討
○ 千田美紀子　松永　早苗　井上美代江　今井　恵　辻　俊子　上野　範子　森下　妙子
 （聖泉大学看護学部看護学科）

443 専門領域を超えてタイアップで展開したヘルスアセスメント教育の効果と課題
○ 渡邊　裕子　森田　祐代　井川　由貴　平田　良江　茂手木明美（山梨県立大学看護学部）

444 実践的なヘルスアセスメント演習を臨地実習前に行うことによる学習効果
○ 井川　由貴　渡邊　裕子　平田　良江　茂手木明美　森田　祐代（山梨県立大学看護学部）

445 基礎看護学実習での学生の観察内容　－ヘンダーソンの14項目からの分析－　第１報
○ 田中　瞳（日本赤十字秋田看護大学大学院看護学研究科）
　山元由美子（東京女子医科大学看護学部）

446 基礎看護学実習での学生の観察内容　－ヘンダーソンの14項目からの分析－　第２報
○ 山元由美子（東京女子医科大学看護学部）
　田中　瞳（日本赤十字秋田看護大学大学院看護学研究科）

第７会場　第54群　看護管理（７）　14：00～14：50

447 未就学児の母親である看護師のバーンアウトの影響要因
○ 丸山　昭子（埼玉医科大学保健医療学部看護学科）
　鈴木　英子（長野県看護大学）

448 復職前後の看護師の思い　－長期離職者と短期離職者の比較から－
○ 江洲　鮎美　上里　唯（那覇市立病院）
　赤嶺伊都子（沖縄県立看護大学）

449 看護職の職務意欲向上に寄与する看護部組織運営に関する研究
○ 今川　詢子　長谷川真美（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）

450 看護師の専門職自律性の様相　－入職10年以内の看護師の専門職自律性の実態調査から－
○ 竹内久美子（東京医科大学医学部公衆衛生学講座）
　石嶋みやこ（国立病院機構）

451 患者の性別から捉えた看護行為に対する看護師性別希望の特徴
○ 竹井　留美（小牧市民病院）
　横内　光子（名古屋大学大学院医学系研究科）

第７会場　第55群　精神看護（４）　14：00～14：50

452 デイケア通所者の生活背景による生活機能の実態
○ 齋藤　深雪　馬場　薫（山形大学医学部看護学科）
　吾妻　知美（甲南女子大学）
　鈴木　英子（長野県看護大学）

453 地域で暮らす精神障害者のリカバリーとその関連要因
○ 藤本　裕二　山川　裕子（佐賀大学医学部看護学科）
　楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座）

454 統合失調症患者に対するフットケア研究についての検討
○ 鬼頭　和子　鈴木　啓子（名桜大学看護学研究科）
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455 農村地域で暮らす精神障がい者の事例分析（第２報）　－生活を続けていくための要因分析－
○ 揚野裕紀子　中田　涼子（山陽学園大学看護学科）
　曽谷　貴子　日下　知子（川崎医療短期大学看護学科）
　川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

456 総合大学に勤務する教員・研究者の精神的健康および個人背景と職務状況との関連
○ 片岡　三佳　奥田紀久子　千葉　進一　多田　敏子（徳島大学）
　小澤　和弘（岐阜県立看護大学）

第７会場　第56群　健康増進（２）　14：00～14：50

457 運動強度が異なるウォーキングにおける感情の変化
○ 三橋あゆみ（岩手県職員）
　川村和可奈（千葉西総合病院）
　井瀧千恵子（弘前大学大学院保健学研究科）

458 ウォーキングのストレス緩和効果　－直後と回復時の比較－
○ 川村和可奈（社会医療法人社団木下会千葉西総合病院）
　三橋あゆみ（岩手県職員）
　井瀧千恵子（弘前大学大学院保健学研究科）

459 日本の出生体重低下に関する統計的研究　－都道府県別出生体重と乳児死亡率の関係－
○ 阿部　範子（日本赤十字秋田看護大学）
　島田　友子（元長崎県立大学看護栄養学部）
　緒方　昭（緒方日中韓看護学研究会）

460 睡眠教育に関する海外の文献検討
○ 望月由紀子（帝京大学医療技術学部看護学科）

461 自立した一人暮らし高齢者の生きがいを支えているもの
○ 北村　雄児　青田　正子　山田　晧子（明治国際医療大学看護学部）

第７会場　第57群　地域看護（４）　14：00～14：50

462 養護教諭と保健師の職能間連携を促進する要因の検討
○ 高橋佐和子　伊藤　純子（聖隷クリストファー大学看護学部）

463 高齢化地域における社会活動に参加する高齢者のQuality of Lifeと Social Capital
○ 小林　佳人（弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程）
　木立るり子（弘前大学大学院保健学研究科）

464 在宅高齢者のQOLおよび主観的幸福感に関連する要因の検討
○ 稲田　真澄（恵佑会札幌病院）
　望月　吉勝（旭川医科大学）

465 個人・地域の文化的側面を尊重した在宅精神障害者への援助方法
○ 嶋澤　順子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

466 沖縄における模合参加と健康との関連
○ 久高　愛美　當山　裕子　宇座美代子（琉球大学大学院保健学研究科）

467 JICA仏語圏アフリカ母子保健（B）研修の効果と課題
○ 常田　美和（北海道大学大学院医学研究科予防医学講座国際保健医学分野博士課程）
　佐藤　洋子（北海道大学大学院保健科学研究院）
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第７会場　第58群　看護技術（４）　14：00～14：50

468 看護学教科書の記述分析からみたチーム医療の体制
○ 小林道太郎　山内　栄子　竹村　淳子　真継　和子（大阪医科大学看護学部）

469 我が国の看護学生の看護技術演習の教育方法に関する文献検討
○ 田中　志穂　松山　友子　穴沢小百合　吉満　祥子　竹前　良美　土田　由美
 （東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科）

470 看護学生に対する点滴静脈注射の看護技術教育に関する文献の検討
○ 土田　由美　竹前　良美　田中　志穂　吉満　祥子　穴沢小百合　松山　友子
 （東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科）

471 看護学生の看護技術教育における寝衣交換に関する文献の検討
○ 竹前　良美　土田　由美　田中　志穂　吉満　祥子　穴沢小百合　松山　友子
 （東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科）

472 基礎看護技術のテキストにおける寝衣交換に関する記載内容の分析
○ 穴沢小百合　松山　友子　吉満　祥子　竹前　良美　土田　由美　田中　志穂
 （東京医療保健大学）

473 指尖容積脈波を用いた中高年女性の冷却刺激に対する血管反応と冷えの自覚との関連
○ 平田　良江　名取　初美（山梨県立大学看護学部）
　浅川　和美　小林　康江（山梨大学大学院医学工学総合研究部）


