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ご　　　挨　　　拶
　
　
 一般社団法人日本看護研究学会　

第39回学術集会　
 会長　石　井　範　子　
 （秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻　教授）
　
　

　2013年８月22日（木）・23日（金）の会期で，秋田市において，一般社団法人日本看護研究学会 

第39回学術集会を開催させていただくことになりました。2010年の春，“久々に日本海側での開催を”

との理事会からのおさそいをいただき，微力ながらお引き受けいたしました。沖縄で開催された第38回

学術集会が盛会裡に終了し，更なる緊張感を持って準備に取り組んでいるところでございます。

　さて，本学術集会では『看護の質を支える看護職の健康』をメインテーマとし，講演，シンポジウム，

交流集会，演題発表等を企画しております。質の高い看護サービスを提供するためには看護職が健康で

あることが前提になると考えるからです。医療の現場では，医療の受け手である患者のリスクマネジメ

ントが最重要であることは言うまでもありませんが，医療従事者のリスクマネジメントも必要です。看

護職にとっての危険因子としては，感染性病原体，放射線，抗がん剤，ラテックス，消毒薬，交替制勤

務，腰痛，患者からの暴力などが挙げられ，多岐に及んでいます。参加される方々にとって，これらの

危険因子と看護職への健康影響を認識し，危険を回避する方法について検討する機会になることを願っ

ております。

　尚，学術集会開催にさきがけて８月21日（水）の午後には，看護研究への取りかかりや，質的研究に

おけるデータ収集に関するプレカンファレンスセミナーを開催することにしております。

多くの皆さまの演題発表とご参加をお待ち申し上げております。
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学術集会に参加される方へのご案内

１．受付：秋田県民会館１階「総合受付」，アトリオン４階「受付」
１）秋田県民会館１階「総合受付」

　受付時間は，以下のとおりです。

　　８月22日　９時00分～18時00分

　　８月23日　９時00分～15時00分

【当日受付の方】

　当日，総合受付の「一般当日受付」で参加登録をしていただきます。参加費を納入いただき，参加証・領収書をお

受け取りください。参加証は，会場内では必ずご着用ください。秋田県民会館１階エントランスホールにネームホル

ダーを準備しておりますのでご使用ください。なお，アトリオン４階「受付」では，当日受付は行いません。

　当日の参加費は，以下のとおりです。学生の方は，学生証をご提示ください。

　　　会員 11,000円　／　非会員（抄録集込み）13,000円　／　学生（大学院生を除く）3,000円

【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ご住所に送付しております。当日の

受付は不要です。送付いたしました参加証をお持ちいただき，会場内では必ずご着用ください。秋田県民会館１階エン

トランスホール，またはアトリオン４階受付にネームホルダーを準備しておりますのでご使用ください。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場合，秋田県民会館１階「総合受付」にお申し出ください。

２）アトリオン４階「受付」

　受付時間は，以下のとおりです。

　　８月22日　９時30分～18時00分

　　８月23日　９時00分～15時00分

【事前登録の方】

　アトリオン４階受付にネームホルダーを準備しておりますのでご使用ください。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場合，秋田県民会館１階「総合受付」にお申し出ください。

　アトリオンで開催するプログラムの演者および座長の受付は，アトリオン４階受付の「演者・座長受付」で行いま

す。詳細については以下の事項をご参照ください。

２．特別講演・教育講演・シンポジウムの演者および座長の方へ
【演者の方】

・受付は各プログラム開始１時間前までにお済ませください。

　 　秋田県民会館で開催されるプログラムについては同会館１階エントランスホール総合受付内の「演者・座長受付」
で，アトリオンで開催されるプログラムについては，アトリオン４階受付の「演者・座長受付」でお済ませ下さい。

　なお，８月23日（金）９時30分開始のプログラムについては，30分前の９時に受付を開始します。

・発表データの受付は各プログラム開始１時間前までにお済ませください。

　 　秋田県民会館で開催されるプログラムについては同会館１階エントランスホール総合受付内で行います。また，
アトリオンで開催されるプログラムについては，アトリオン地下１階PCセンター受付で行います。可能な場合，
２日目のプログラムの方も，１日目に受付を済ませていただきますと幸いです。

　　お預かりしたデータは，本学術集会終了後に事務局責任のもと，消去いたします。
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・ ご講演で使用されるスライドの作成にあたりましては，この後に掲載しております「５．一般演題（口演および示
説）の発表者へ」をご参照ください。

　　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「秋田花子」さんの場合：シンポジウムⅠ＿秋田花子

・ご講演中の画面操作は，ご自身で行っていただきます。

・事前にお知らせしております時間になりましたら，各控室にて座長と打合せをなさってください。

・ご講演10分前になりましたら，係の者が会場までご案内いたします。

【座長の方】　

・ 各プログラム開始１時間前までに受付をお済ませください。なお，８月23日（金）９時30分開始のプログラムにつ
いては，30分前の９時に受付を開始します。

・ 秋田県民会館で開催されるプログラムについては同会館１階エントランスホール総合受付の「演者・座長受付」で，
またアトリオンで開催されるプログラムについてはアトリオン４階受付の「演者・座長受付」でお済ませ下さい。

・事前にお知らせしております時間になりましたら，各控室にて演者の方と打合せをなさってください。

・ご講演10分前になりましたら，係の者が会場までご案内いたします。

３．特別交流集会・交流集会の世話人（責任者）及び演者の方へ
・ 特別交流集会，交流集会の世話人（責任者）及び演者の方は，集会の30分前までにアトリオン４階受付の「演者・
座長受付」で受付を済ませてください。

４．一般演題（口演）の座長の方へ
・ ご担当の演題群開始30分前までに，アトリオン４階受付の「一般演題座長受付」で受付を済ませてください。会場
には10分前までにお入りください。

・ご担当の口演会場内に設けた次座長席に前座長登壇後にご着席ください。

・開始時間となりましたら，進行を開始してください。

・１演題あたり，発表７分，質疑応答３分です。時間内に口演が終了するよう，時間厳守でお願いいたします。

・演者が欠席の場合には，発表を繰り上げて進行してください。

５．一般演題（口演および示説）の発表者の方へ
【口演発表をされる方】

１）発表データの受付と確認

　・発表の当日，USBメモリーまたはCD-ROMに保存し，ご持参ください。
　・データのファイル名は，演題番号（半角），＿（アンダーバー），発表者氏名（カタカナ）としてください。

　　　（例）演題番号11の「秋田太郎」さんの場合：11＿アキタタロウ

　・アトリオン地下１階のPCセンターでデータの受付と確認を行ってください。
　　 　なお，お預かりしたデータは，本学術集会終了後に事務局責任のもと，消去いたします。
　・受付は，発表１時間前までにお願いいたします。

　　　なお，８月23日（金）９時30分開始の演題については，30分前の９時に受付を開始します。

２）発表形式

　・発表は，すべてパソコンを用いて行います。

　・ ご用意するPCのOSはWindows 7，アプリケーションソフトは，「Windows版Power Point 2007，2010」です。
フォントはMSゴシック，MS明朝またはMSP明朝等の標準フォントをご使用ください。
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　・ 動画は使用できませんが，アニメーションは使用可能です。また，PCの音声を会場スピーカーから出すことは
できません。

　・発表時の画面操作は，ご自身で操作していただきます。

３）発表に際して

　・口演は，発表７分，質疑応答３分です。時間厳守でお願いいたします。

　　 　時間の経過は，発表終了１分前に青ランプ，終了時に赤ランプでお知らせいたします。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。

【示説発表をされる方】

１）事務局準備物品

　事務局では，以下の物品を用意いたします。

　①　１題あたり，縦210cm×横90cmの縦長のパネルを用意します。
　②　20cm×20cmの演題番号をパネル左上部に表示いたします。
　③　ポスター貼付用の画鋲を会場に用意します（テープや糊は使用できません）。

２）ポスター作成要領

　①　パネルは縦210cm×横90cmで，左上部に演題番号（20cm×20cm）が貼り付けられています。
　②　 本文とは別に，縦20cm×横70cmの大きさに，演題名・演者（発表者・共同演者）の所属と氏名を記入したも

のをご準備ください。

３）ポスターの貼り付けおよび取り外し

　①　ポスター掲示時には受付はございません。直接会場にお越しいただき，ご自身で貼り付けをお願いいたします。

　②　ポスターの貼り付け・質疑応答・取り外しの時間は，以下の通りです。

発表日 貼り付け時間 質疑応答時間 取り外し時間
８月22日（木） 10：00～13：00 14：00～15：00 15：30～16：00
８月23日（金）午前  ９：30～10：00 10：30～11：30 12：00～12：30
８月23日（金）午後 12：30～13：00 13：30～14：30 15：00～15：30

　③　 取り外し時間を過ぎた後に掲示してあるポスターは，事務局で処分させていただきます。予めご承知おきくだ
さい。

４）発表方法

　①　発表者は，ご自分の質疑応答時間には必ずポスター前で待機してください。係員が確認に参ります。

　②　座長は設けておりませんので，質疑応答時間になりましたら自由に討論を行ってください。

　③　 ポスターを掲示しなかった場合，あるいは質疑応答時間帯に発表者不在の場合は，一般社団法人日本看護研究
学会第39回学術集会では未発表とされますので，ご注意ください。

６．懇親会

　皆様の交流の場として，懇親会を開催いたします。非会員の方もご参加いただけます。

　　日　　時：平成25年８月22日（木）　18時30分～20時30分

　　会　　場：秋田キャッスルホテル（放光の間）

　　会　　費：5,000円
　事前登録時に懇親会の申し込みをされた方は，懇親会用シール付きの参加証が送付されていることをご確認の上，

直接懇親会会場へお越しください。懇親会会場の受付で領収書をお渡し致します。

　当日も，参加を受け付けております。ご希望の方は８月22日（木）18時までに秋田県民会館１階エントランスホー

ル総合受付の「懇親会受付」で受付をし，会費をお支払ください。これを過ぎました場合は，18時から懇親会会場
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（キャッスルホテル　放光の間）前で受付をいたします。多数のご参加をお待ちしております。

　なお，手荷物は，懇親会会場のクロークでお預かりいたします。

７．ナーシングサイエンスカフェ
　次代を担う中学生・高校生に「看護」を伝える場として，８月22日（木）16時30分～18時に第９会場（アトリオン

地下１階多目的ホール）にて開催されます。

８．その他各種ご案内・お願い
１）会期中，各種協力企業による展示を行います。是非お立ち寄りください。

２）会場内での許可のない講演・口演・ポスター展示の写真撮影および録画・録音は，固くお断りいたします。

３） 会場内でのお呼び出しは原則として行いません。秋田県民会館１階エントランスホールの総合案内付近に設置す
る掲示板をご利用ください。

４）会場内は，指定の場所以外は全て禁煙となっております。

５）会場内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。

６） 手荷物はクロークをご利用ください。クロークは秋田県民会館隣接のジョイナス１階とアトリオン４階にござい
ます。貴重品は各自でお持ちください。

　　　なお，懇親会に出席される方は，いったん手荷物をお引き取りください。

　　　　お預り時間：８月22日（木）９時～18時

　　　　　　　　　　８月23日（金）９時～16時30分

７） 秋田県民会館１階エントランスにトラベルデスクを設けます。観光や宿泊等のご相談を申し受けますのでご活用
ください。

８）休憩コーナーを県民会館３階ロビーと，アトリオン地下１階に開設いたします。

９）災害発生時は各会場の避難アナウンスに従ってください。エレベーターは使用しないでください。

10）救護室を県民会館１階とアトリオン４階に準備しておりますので，必要時はスタッフにお申し出ください。

11） 香取智子氏によるパイプオルガンの演奏会を８月23日（金）12時10分～12時30分にアトリオン音楽ホールで開催
いたします。ゆっくりお楽しみください。
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プ　ロ　グ　ラ　ム
　

第１日目　平成25年８月22日（木）

時　　間 プログラム・会場

９：30～10：10 会 長 講 演 「看護職の健康管理を研究の視点から探る」           
　　演者：石井　範子（秋田大学大学院医学系研究科　教授）
　　座長：宇座美代子（琉球大学医学部保健学科　教授）
　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

10：20～11：40 教 育 講 演 Ⅰ 「疫学研究からみた女性看護職の健康」
　　演者：林　　邦彦（群馬大学大学院保健学研究科　教授）
　　座長：平元　　泉（秋田大学大学院医学系研究科　教授）
　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

11：50～12：20 奨学会研究発表 「綿か化繊か　 ─ タオル素材の違いは清拭効果に影響するか」
　　　　　松村　千鶴（香川県立保健医療大学看護学科）
　　座長：深井喜代子（岡山大学大学院保健学研究科　教授）
　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

13：00～14：00 特 別 講 演 Ⅰ 「やる気のでる職場環境」　　
　　演者：金井Pak雅子（東京有明医療大学看護学部　教授）
　　座長：泉　キヨ子（帝京科学大学医療科学部看護学科　教授）
　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

13：00～14：00 一般演題発表 口演
　　会場：第２会場（アトリオン４F　音楽ホール）
　　　　　第４会場（アトリオン３F　展示室A・B）
　　　　　第５会場（アトリオン３F　展示室C・D）
　　　　　第６会場（アトリオン２F　第２展示室）

13：00～14：30 交 流 集 会 Ⅰ 「口唇裂・口蓋裂児をもつ親への看護」
　世話人：篠原ひとみ（秋田大学大学院医学系研究科）
　　演者：中新美保子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）
　　　　　松原まなみ（聖マリア学院大学看護学部）
　　　　　高橋　佳子（口友会岩手・秋田支部長）
　　会場：第８会場（アトリオンB１F　多目的ホールA）

13：00～14：30 交 流 集 会 Ⅱ 「 高齢社会における地域ケアモデル確立の試みと地域実践科学としての課題 
─ 地域コミュニティを基盤としたサロンにおける健康支援活動の実際を通して ─」
　世話人：真継　和子（大阪医科大学看護学部看護学科）
　　　　　星野　明子（京都府立医科大学医学部看護学科）
　　　　　伊藤ちぢ代（前近大姫路大学看護学部看護学科）
　　　　　臼井　香苗（京都府立医科大学医学部看護学科）
　　　　　岡本　里香（岡山大学大学院保健学研究科博士課程）
　　会場：第９会場（アトリオンB１F　多目的ホールB・C）

14：00～15：00 一般演題発表 示説
　　会場：第７会場（アトリオン２F　第１展示室A・B）
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時　　間 プログラム・会場

14：00～15：30 特別交流集会Ⅰ 国際活動推進委員会企画
「グローバル化時代の看護と看護人材育成」
　　講師：喜多　悦子（公益財団法人笹川記念保健協力財団理事長，

日本赤十字九州国際看護大学名誉学長）
　　委員：井上　智子，小山眞理子，石川　陽子，森山ますみ
　　会場：第３会場（アトリオン４F　ミニコンサートホール）

14：10～15：10 一般演題発表 口演
　　会場：第２会場（アトリオン４F　音楽ホール）
　　　　　第４会場（アトリオン３F　展示室A・B）
　　　　　第５会場（アトリオン３F　展示室C・D）
　　　　　第６会場（アトリオン２F　第２展示室）

14：10～16：10 シンポジウムⅠ 「看護におけるもう一つのリスクマネジメント　 ─ 看護職の健康を守るために ─ 」
シンポジスト：佐々木真紀子（秋田大学大学院医学系研究科　教授）
　　　　　　　矢上　晶子（藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座　准教授）
　　　　　　　三木　明子（筑波大学医学医療系　准教授）
　　　　　　　伊丹　君和（滋賀県立大学人間看護学部　教授）
　　　　座長：西沢　義子（弘前大学大学院保健学研究科　教授）
　　　　　　　武田　利明（岩手県立大学大学院看護学研究科　教授）
　　　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

14：40～16：10 交 流 集 会 Ⅲ 「 Healthy Work Environmentとは何か？ 
マグネット病院特性･海外の取組･参加者の経験をヒントに考える」
　　演者：緒方　泰子（東京医科歯科大学）
　　　　　勝山貴美子（横浜市立大学）　
　　　　　田中　幸子（東京慈恵会医科大学）
　　会場：第８会場（アトリオンB１F　多目的ホールA）

14：40～16：10 交 流 集 会 Ⅳ 「看護学教育におけるFDマザーマップの開発と大学間共同活用の促進プロジェクト」
　　演者：北池　　正（看護学教育研究共同利用拠点　千葉大学大学院

看護学研究科附属看護実践研究指導センター）
　　　　　川島　啓二（国立教育政策研究所高等教育研究部）
　　　　　遠藤　和子（山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科）
　　　　　鈴木　友子（千葉大学大学院看護学研究科）
　　会場：第９会場（アトリオンB１F　多目的ホールB・C）

15：20～16：10 一般演題発表 口演
　　会場：第２会場（アトリオン４F　音楽ホール）
　　　　　第４会場（アトリオン３F　展示室A・B）
　　　　　第５会場（アトリオン３F　展示室C・D）
　　　　　第６会場（アトリオン２F　第２展示室）

16：30～17：30 総 会 　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

16：30～18：00 ナ ー シ ン グ
サイエンスカフェ

「看護ってなぁに？」
　　会場：第９会場（アトリオンB１F　多目的ホールB・C）
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第２日目　平成25年８月23日（金）

時　　間 プログラム・会場

９：30～10：30 教 育 講 演 Ⅱ 「生命への介入はどこまで許されるのか　一倫理学徒が考えていること」
　　演者：銭谷　秋生（秋田大学教育推進総合センター　教授）
　　座長：一戸とも子（弘前大学大学院保健学研究科　教授）
　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

９：30～10：30 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（アトリオン４F　ミニコンサートホール）
　　　　　第４会場（アトリオン３F　展示室A・B）
　　　　　第５会場（アトリオン３F　展示室C・D）
　　　　　第６会場（アトリオン２F　第２展示室）

９：30～10：50 交 流 集 会 Ⅴ 「放射線看護の高度化・専門化に向けた IPEによる教育システムの構築
─ 被ばく医療人材育成プロジェクトの経験から ─ 」
　世話人：西沢　義子（弘前大学大学院保健学研究科）
　　　　　野戸　結花（弘前大学大学院保健学研究科）
　　　　　木立るり子（弘前大学大学院保健学研究科）
　　　　　井瀧千恵子（弘前大学大学院保健学研究科）
　　　　　冨澤登志子（弘前大学大学院保健学研究科）
　　　　　北宮　千秋（弘前大学大学院保健学研究科）
　　　　　一戸とも子（弘前大学大学院保健学研究科）
　　会場：第８会場（アトリオンB１F　多目的ホールA）

９：30～10：50 交 流 集 会 Ⅵ 「アディクション看護の事例研究を通じて，アディクション看護の原則を考える」
　世話人：松下　年子（横浜市立大学医学部看護学科）
　　　　　日下　修一（獨協医科大学大学院看護学研究科）
　　　　　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）
　　会場：第９会場（アトリオンB１F　多目的ホールB・C）

10：00～12：00 シンポジウムⅡ 「 看護職の自尊感情と実践のありよう　
─ 専門分野でのパワフルな実践活動とその取り組みの姿勢から ─ 」

シンポジスト：村松　静子（在宅看護研究センター LLP　代表）
　　　　　　　小山　珠美（東名厚木病院摂食嚥下療法部　部長）
　　　　　　　遠藤　俊子（京都橘大学看護学部　教授）
　　　　座長：大島　弓子（京都橘大学看護学部　教授）
　　　　座長：上田　順子（旭川医科大学病院　副病院長・看護部長）
　　　　会場：第２会場（アトリオン４F　音楽ホール）

10：30～11：30 一般演題発表 示説
　　会場：第７会場（アトリオン２F　第１展示室A・B）

10：40～11：40 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（アトリオン４F　ミニコンサートホール）
　　　　　第４会場（アトリオン３F　展示室A・B）
　　　　　第５会場（アトリオン３F　展示室C・D）
　　　　　第６会場（アトリオン２F　第２展示室）

11：00～12：00 特 別 講 演 Ⅱ 「入院して知った看護師の力」　　
　　演者：内館　牧子（脚本家）
　　座長：浅沼　義博（秋田大学大学院医学系研究科　教授）　
　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）　　　
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時　　間 プログラム・会場

11：00～12：20 交 流 集 会 Ⅶ 「外来化学療法における経口抗がん剤の継続患者のチームワークアプローチの支援」
　世話人：渋谷　優子（日本赤十字秋田看護大学）
　　演者：庄司　　学（秋田大学附属病院薬剤部　がん化学療法専門薬剤師）
　　　　　山田みつぎ（千葉県がんセンター看護部　がん看護専門看護師）
　　会場：第８会場（アトリオンB１F　多目的ホールA）

11：00～12：20 交 流 集 会 Ⅷ 「保健学科 ─ 看護部連携による看護職のための健康生成の取り組み」
　世話人：小板橋喜久代（群馬大学大学院保健学研究科）
　　　　　岩永喜久子（群馬大学大学院保健学研究科）
　　　　　柳　奈津子（群馬大学大学院保健学研究科）
　　　　　桐山　勝枝（群馬大学大学院保健学研究科）
　　　　　野本　悦子（元群馬大学医学部附属病院）
　　　　　荻原　京子（群馬大学医学部附属病院）
　　　　　塚越　聖子（群馬大学医学部附属病院）
　　　　　佐藤　未和（群馬大学医学部附属病院）　
　　会場：第９会場（アトリオンB１F　多目的ホールB・C）

12：10～12：30 パイプオルガン演奏 香取　智子（アトリオン音楽ホールオルガニスト）
　　会場：第２会場（アトリオン４F　音楽ホール）

13：00～14：00 特別交流集会Ⅱ 研究倫理委員会企画
「日本看護研究学会における研究倫理審査委員会の設置について」
　　委員：江守陽子，近田敬子，高田早苗，小西美恵子
　　会場：第８会場（アトリオンB１F　多目的ホールA）

13：10～14：10 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（アトリオン４F　ミニコンサートホール）
　　　　　第４会場（アトリオン３F　展示室A・B）
　　　　　第５会場（アトリオン３F　展示室C・D）
　　　　　第６会場（アトリオン２F　第２展示室）

13：30～14：30 一般演題発表 示説
　　会場：第７会場（アトリオン２F　第１展示室A・B）

13：30～15：30 シンポジウムⅢ 「看護職の生活の質を豊かにする働きかた」　
シンポジスト：緒方　泰子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科　教授）
　　　　　　　佐々木　司（公益財団法人　労働科学研究所慢性疲労研究センター　センター長）
　　　　　　　眞野　惠子（藤田保健衛生大学病院　副院長・看護部長）　
　　　　　　　小川　　忍（公益社団法人　日本看護協会　前常任理事）
　　　　座長：田中　幸子（東京慈恵会医科大学　教授）
　　　　座長：高島　幹子（秋田大学医学部附属病院　副病院長・看護部長）
　　　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）

14：20～15：20 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（アトリオン４F　ミニコンサートホール）
　　　　　第４会場（アトリオン３F　展示室A・B）
　　　　　第５会場（アトリオン３F　展示室C・D）
　　　　　第６会場（アトリオン２F　第２展示室）

15：40～16：00 閉 会 式 　　会場：第１会場（秋田県民会館大ホール）
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【プレカンファレンスセミナー】
　セミナーⅠ　「看護研究を始めるためのA・B・C」　
　　　　　　　　講師：藤井　徹也（聖隷クリストファー大学看護学部　教授）
　　　　　　　　座長：佐々木久長（秋田大学大学院医学系研究科　准教授）

　日　　時：平成25年８月21日（水）　14：30～16：00
　会　　場：第３会場（アトリオン４F　ミニコンサートホール）
　会　　費：3,000円（ 事前に参加費をご入金いただいた方には，受付で領収書をお渡しします。当日参加の場合は， 

会場前の受付で参加費をお支払ください。）
　募集人数：100名（定員になり次第，締切になります）

　セミナーⅡ　「質的研究においてリッチなデータを得るための入門講座」
　　　　　　　　講師：秋元　典子（岡山大学大学院保健学研究科　教授）　
　　　　　　　　座長：伊藤登茂子（秋田大学大学院医学系研究科　教授）

　日　　時：平成25年８月21日（水）　14：30～16：00
　会　　場：第２会場（アトリオン４F　音楽ホール）
　会　　費：3,000円（ 事前に参加費をご入金いただいた方には，受付で領収書をお渡しします。当日参加の場合は， 

会場前の受付で参加費をお支払ください。）
　募集人数：300名（定員になり次第，締切になります）

注）セミナーⅠとセミナーⅡは同時開催です。
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プログラムスケジュール・会場早見表
セッション名 日　　　程 時　　刻 会　　　　　場 時　　間

会長講演 ［第１日目］2013年８月22日（木） 09:30－10:10 第１会場（県民会館大ホール） 40分

特別講演Ⅰ ［第１日目］2013年８月22日（木） 13:00－14:00 第１会場（県民会館大ホール） 60分

特別講演Ⅱ ［第２日目］2013年８月23日（金） 11:00－12:00 第１会場（県民会館大ホール） 60分

教育講演Ⅰ ［第１日目］2013年８月22日（木） 10:20－11:40 第１会場（県民会館大ホール） 80分

教育講演Ⅱ ［第２日目］2013年８月23日（金） 09:30－10:30 第１会場（県民会館大ホール） 60分

シンポジウムⅠ ［第１日目］2013年８月22日（木） 14:10－16:10 第１会場（県民会館大ホール） 120分

シンポジウムⅡ ［第２日目］2013年８月23日（金） 10:00－12:00 第２会場（アトリオン４F音楽ホール） 120分

シンポジウムⅢ ［第２日目］2013年８月23日（金） 13:30－15:30 第１会場（県民会館大ホール） 120分

総会 ［第１日目］2013年８月22日（木） 16:30－17:30 第１会場（県民会館大ホール） 60分

奨学会研究発表 ［第１日目］2013年８月22日（木） 11:50－12:20 第１会場（県民会館大ホール） 30分

一般演題（口演）（１日目）
第 1-12群：1-55（55題） ［第１日目］2013年８月22日（木） 第２，４，５，６会場 発表７分／

質疑３分
一般演題（口演）（２日目）
第13-28群：56-131（76題） ［第２日目］2013年８月23日（金） 第３，４，５，６会場 発表７分／

質疑３分
一般演題（示説）（１日目）
132-231（100題） ［第１日目］2013年８月22日（木） 14:00－15:00 第７会場（アトリオン２F第１展示室A・B） 60分

一般演題（示説）（２日目　午前）
232-326（95題） ［第２日目］2013年８月23日（金） 10:30－11:30 第７会場（アトリオン２F第１展示室A・B） 60分

一般演題（示説）（２日目　午後）
327-415（89題） ［第２日目］2013年８月23日（金） 13:30－14:30 第７会場（アトリオン２F第１展示室A・B） 60分

交流集会Ⅰ ［第１日目］2013年８月22日（木） 13:00－14:30 第８会場（アトリオンB１F多目的ホールA） 90分

交流集会Ⅱ ［第１日目］2013年８月22日（木） 13:00－14:30 第９会場（アトリオンB１F多目的ホールB・C） 90分

交流集会Ⅲ ［第１日目］2013年８月22日（木） 14:40－16:10 第８会場（アトリオンB１F多目的ホールA） 90分

交流集会Ⅳ ［第１日目］2013年８月22日（木） 14:40－16:10 第９会場（アトリオンB１F多目的ホールB・C） 90分

交流集会Ⅴ ［第２日目］2013年８月23日（金） 09:30－10:50 第８会場（アトリオンB１F多目的ホールA） 80分

交流集会Ⅵ ［第２日目］2013年８月23日（金） 09:30－10:50 第９会場（アトリオンB１F多目的ホールB・C） 80分

交流集会Ⅶ ［第２日目］2013年８月23日（金） 11:00－12:20 第８会場（アトリオンB１F多目的ホールA） 80分

交流集会Ⅷ ［第２日目］2013年８月23日（金） 11:00－12:20 第９会場（アトリオンB１F多目的ホールB・C） 80分

特別交流集会Ⅰ ［第１日目］2013年８月22日（木） 14:00－15:30 第３会場（アトリオン４Fミニコンサートホール） 90分

特別交流集会Ⅱ ［第２日目］2013年８月23日（金） 13:00－14:00 第８会場（アトリオンB１F多目的ホールA） 60分

懇親会 ［第１日目］2013年８月22日（木） 18:30－20:30 キャッスルホテル（放光の間） 120分

プレカンファレンスセミナーⅠ ［前　　日］2013年８月21日（水） 14:30－16:00 第３会場（アトリオン４Fミニコンサートホール） 90分

プレカンファレンスセミナーⅡ ［前　　日］2013年８月21日（水） 14:30－16:00 第２会場（アトリオン４F音楽ホール） 90分

市民公開講座 ［第２日目］2013年８月23日（金） 11:00－12:00 第１会場（県民会館大ホール） 60分

閉会式 ［第２日目］2013年８月23日（金） 15:40－16:00 第１会場（県民会館大ホール） 20分

ナーシングサイエンスカフェ ［第１日目］2013年８月22日（木） 16:30－18:00 第９会場（アトリオンB１F多目的ホールB・C） 90分

会　　議　　名 日　　　程 時　　刻 会　　　　　場 時　　間

常任事理会・理事会 ［前　　日］2013年８月21日（水） 14:00－17:30 キャッスルホテル 180分

地方会（中国・四国地区） ［第１日目］2013年８月22日（木） 14:00－16:00 ジョイナス（県民会館となり） 120分

地方会（近畿・北陸地区） ［第１日目］2013年８月22日（木） 11:30－13:15 ジョイナス（県民会館となり） 105分
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会長講演

教育講演Ⅰ

奨学会研究発表

特別講演Ⅰ

基礎看護１ 看護管理１ 看護管理２

特別交流集会ⅠシンポジウムⅠ
急性期看護１ 看護管理３ リハビリテーション看護

がん看護１ 基礎看護２ 小児看護

総会

2013年８月22日（木）第１日目
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看護技術１
交流集会Ⅰ

交流集会Ⅱ

看護技術２
交流集会Ⅲ

交流集会Ⅳ

看護管理４

ナーシングサイエンス
カフェ

懇親会
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教育講演Ⅱ

看護教育１ 看護管理５ 慢性期看護

シンポジウムⅡ

看護教育２ 地域看護 継続看護・在宅看護特別講演Ⅱ

パイプオルガン演奏

看護教育３ 看護教育４ 母性看護
シンポジウムⅢ

精神看護 急性期看護２ がん看護２

閉会式

2013年８月23日（金）第２日目
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リハビリテーション看護・
精神看護

交流集会Ⅴ
交流集会Ⅵ

老年看護１
交流集会Ⅶ

交流集会Ⅷ

特別交流集会Ⅱ

老年看護２

終末期ケア・緩和ケア
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● ８月22日（木） ●

第２会場　第１群　基礎看護１　13：00～14：00
 座長：工藤　せい子（弘前大学大学院保健学研究科）

１　心臓リハビリテーション患者の退院後の減塩食に対する行動変容の変化
 ○阿部　里香１

 　１地方独立行政法人山形県酒田市病院機構日本海総合病院

２　看護師の腰痛予防に関する研究（第２報）　－補助具活用による腰痛予防効果の検証－
 ○望月　美記代１，西村　路子１，高見　知世子１，多川　晴美１，藤野　みつ子１

 　１滋賀医科大学医学部附属病院

３　緑茶効果の看護技術応用のための検討　その１
 ○芋川　浩１

 　１福岡県立大学看護学部

４　救急外来の看護師が行う患者への看護アセスメントの実態　－心理社会的アセスメントに焦点を当てて－
 ○椎名　明子１，水戸　優子２，水嵜　知子２，大島　弓子３

 　１杏林大学医学部付属看護専門学校，２神奈川県立保健福祉大学，３京都橘大学看護学部

５　看護師，ケアワーカーによる食事形態向上への取り組み　～嚥下訓練の効果～
 ○根本　奈津美１，崎村　由子１

 　１医療法人常磐会いわき湯本病院

第４会場　第２群　看護管理１　13：00～14：00
 座長：白川　秀子（秋田大学医学部附属病院）

６　キャリアデザインをしている中堅看護師の特性に関する研究
 ○卯川　久美１

 　１大阪警察病院看護部

７　看護管理者昇任の意思が職務キャリアに与える影響
 ○吹矢　三恵子１，上野　栄一２

 　１福井総合病院看護部，２福井大学医学部看護学部

８　PDCAサイクルを応用した新規採用者教育の評価と成果
 ○吉屋　直美１，山田　一朗２

 　１桜橋渡辺病院，２臨床研究支援センター（Office AKI）

９　看護師特定能力認証制度対象看護師に対する患者の認識と今後の役割課題
 ○山田　君代１，徳永　里絵１，吉屋　直美１，山田　一朗２

 　１桜橋渡辺病院，２臨床研究支援センター
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第５会場　第３群　看護管理２　13：00～14：00
 座長：永野　みどり（東京慈恵会医科大学）

10　若手看護師の看護実践環境と職務満足との関連　－卒後２～３年目の特徴を探る－
 ○成田　真理子１，石井　範子２

 　１秋田赤十字病院，２秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

11　県立広島病院版看護師職務満足尺度（JSN-H）の妥当性についての検討
 ○江口　圭一１，佐藤　敦子２，日野　恭子２，岡野　留美子２，住田　乙浩２

 　１立教大学大学院ビジネスデザイン研究科，２県立広島病院

12　大学附属病院の看護師における SOCと職業性ストレス反応との関連
 ○吉田　えり１，山田　和子１，芝瀧　ひろみ２，森岡　郁晴１

 　１和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科，２和歌山県立医科大学附属病院

13　看護管理者を対象とした SOC（sense of coherence：首尾一貫感覚）向上プログラムの試み
 ○松下　年子１，河口　朝子２，原田　美智３，氏田　美知子４

 　１横浜市立大学医学部看護学科，２長崎県立大学看護栄養学部，３九州看護福祉大学看護福祉学部，
 　４元長崎県看護協会

14　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）向上プログラムの考察
 ○河口　朝子１，松下　年子２，原田　美智３，小林　一裕４，米山　和子５，大澤　優子６，渡邊　裕見子６

 　 １長崎県立大学看護栄養学部看護学科，２横浜市立大学医学部看護学科，３九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科，
４相模ヶ丘病院，５産業医科大学病院，６埼玉医科大学保健医療学部看護学科

第６会場　第４群　看護技術１　13：00～14：00
 座長：角濱　春美（青森県立保健大学）

15　看護師が気管内吸引の終了を臨床的に判断する「めやす」についての考察
 ○下田　徳子１，大島　弓子２，水戸　優子３

 　１神奈川県立循環器呼吸器病センター，２京都橘大学看護学部，３神奈川県立保健福祉大学

16　湯たんぽの貼用方法の違いが生体と寝床内温度に与える影響
 ○太田　一輝１，高間木　静香２，横田　ひろみ２，安杖　優子２，工藤　せい子２

 　１弘前大学医学部附属病院，２弘前大学大学院保健学研究科

17　臨床現場における心肺蘇生の質の検証
 ○長谷川　智之１，斎藤　真１

 　１三重県立看護大学看護学部看護学科

18　咀嚼運動が情動及び生体に対して及ぼす影響についての予備的検討
 ○掛田　崇寛１

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科
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19　笑いマッサージのストレス負荷からの回復に関する生理的・心理的効果
 ○玉川　優芽１，長田　京子２，福間　美紀２

 　１島根大学大学院医学系研究科看護学専攻，２島根大学医学部看護学科

第２会場　第５群　急性期看護１　14：10～15：10
 座長：赤澤　千春（京都大学大学院医学研究科）

20　二次救急医療施設の救急初療における看護ケアの分析
 ○西村　聖子１，吉田　和枝２，小幡　光子３

 　１JA三重厚生連松阪中央総合病院，２三重大学医学部看護学科，３亀田医療大学看護学部

21　心臓手術１週間後の患者における回復の実感とその要因
 ○松永　恵里１，野口　明日香１，西中　恵美２，黒田　裕美３，橋爪　可織３，吉田　恵理子４，浦田　秀子３

 　 １九州大学病院看護部，２浜の町病院看護部，３長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻，
４長崎大学病院看護部

22　集中治療室の看護師が認識する多臓器不全患者の家族への看護実践に対する影響要因　
 ○中山　智代美１，高見沢　恵美子２，石澤　美保子３

 　１独立行政法人国立病院機構岡山医療センター，２大阪府立大学看護学部，３奈良県立医科大学医学部看護学科

23　侵襲の高い消化器癌の手術を受ける患者の手術前後の睡眠パターンの定量化
 ○鎌田　光洋１，日下部　菜央子１，菅　千美１，坂本　祐子２

 　１秋田大学医学部附属病院，２福島県立医科大学

24　救命救急センターで看護師で行う死後の処置の実態及び死亡時ケアの困難感に関する研究
 ○黒田　裕子１，剱持　功２，藤野　智子３，榑松　久美子４，榊　由里５，野村　美紀６

 　 １北里大学看護学部，２東海大学医学部付属病院救命救急センター，３聖マリアンナ医科大学病院救命救急センター，
４北里大学病院救命救急センター，５日本医科大学高度救命救急センター，６横浜医療センター ICU

第４会場　第６群　看護管理３　14：10～15：10
 座長：藤田　テツ子（秋田大学医学部附属病院）

25　新卒新人看護師の入職時から入職後１年半までの情緒的体験　－縦断的質問紙調査の自由記載の分析より　
 ○原田　美智１，松下　年子２，河口　朝子３，神坂　登代子４，米山　和子５，道端　由美子６，中川　れい子６

 　 １九州看護福祉大学看護福祉学部，２横浜市立大学医学部看護学科，３長崎県立大学看護栄養学部，
４福岡県看護協会，５産業医科大学病院，６済生会熊本病院

26　急性期病院における認知障害により ADL機能障害のある高齢者に対する看護ケア提供時間に関する研究
 ○竹下　多美１，寺西　正美１，藤原　奈佳子２，賀沢　弥貴２

 　１国立長寿医療研究センター，２愛知県立大学看護学部

27　ヒヤリハット発生に関与する環境要因と心理的要因
 ○文元　美賀１，水流　綾子１，吉屋　直美１，山田　一朗２

 　１桜橋渡辺病院，２臨床研究支援センター
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28　看護師の職務満足が協力行動に及ぼす影響
 ○佐藤　敦子１，住田　乙浩１，江口　圭一２，日野　恭子１，岡野　留美子１

 　１県立広島病院，２立教大学

29　Ａ大学病院における男性看護師の職業人としての将来設計
 ○前原　大佑１，佐藤　美恵２，池田　敏子２

 　１岡山大学病院，２岡山大学大学院保健学研究科

第５会場　第７群　リハビリテーション看護　14：10～15：10
 座長：鎌倉　やよい（愛知県立大学看護学部）

30　変形性膝関節症患者における日本語版 SQUASH（身体活動量尺度）の信頼性・妥当性の検証
 ○眞壁　幸子１，牧本　清子２

 　１秋田大学大学院医学系研究科，２大阪大学大学院医学系研究科

31　脳血管障害患者 Functional Independence Measurement（FIM）トイレ移乗３～４点で自宅退院する条件
 ○遠藤　宏美１

 　１医療法人喬成会花川病院

32　転倒とできる ADL・している ADLの差異の関連性
 ○永留　愛里１，小林　利恵１

 　１医療社団法人健育会熱川温泉病院回復期リハビリテーション病棟

33　回復期リハビリテーション病棟における摂食・嚥下障害患者の看護修得のための教育効果
 ○佐々木　恵美１，庄司　正枝１

 　１医療法人社団健育会石巻港湾病院

34　大腿骨近位部骨折術後患者の早期 ADL自立に向けた看護ケアの指標作成への取り組み
 ○山口　奈都世１

 　１JA岐阜厚生連東濃厚生病院整形外科病棟

第６会場　第８群　看護技術２　14：10～15：10
 座長：布施　淳子（山形大学医学部看護学科）

35　効果的なドライシャンプーの検討　－洗髪前の蒸しタオルの使用について－
 ○間脇　彩奈１，竹野　ゆかり１，藤本　悦子１

 　１名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻

36　冷え症の若年成人女性への日常生活でできる冷え対策指導の有用性の検討
 ○八塚　美樹１，上野　栄一２

 　１富山大学大学院医学薬学研究部，２福井大学医学部看護学科
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37　代替医療の研究の特徴について　－テキストマイニングによる分析から－
 ○上野　栄一１，八塚　美樹２，須永　恭子２

 　１福井大学医学部看護学科，２富山大学大学院医学薬学研究部，３富山大学大学院医学薬学研究部

38　療養病棟での患者上方移動援助時における看護師の腰部負担および援助環境の評価　－ TAMAツールを用いて－
 ○田丸　朋子１，阿曽　洋子２，伊部　亜希２，本多　容子３

 　１摂南大学看護学部，２大阪大学大学院，３藍野大学医療保健学部

39　電気インピーダンス計測からみた消褪しない発赤・１度褥瘡判定の妥当性の検討
 ○宮嶋　正子１，鈴木　幸子１，辻　あさみ１，伊部　亜希２

 　１和歌山県立医科大学保健看護学部，２大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

第２会場　第９群　がん看護１　15：20～16：10
 座長：川本　利恵子（九州大学大学院医学研究院）

40　看護師が家族ケアにおいて経験している困難　－終末期がん患者の退院支援に焦点をあてて－
 ○朝比奈　辰樹１

 　１沼津市立病院

41　不確かな状況を生きる骨髄異形成症候群患者がコントロール感覚を獲得するプロセス
 ○川田　智美１，神田　清子２

 　１高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科，２群馬大学大学院保健学研究科

42　外来で化学療法を受けている高齢がんサバイバーの療養生活における心理的特徴
 ○森下　暁１，藤野　裕子２，浦田　秀子３，橋爪　可織３，黒田　裕美３，岡田　純也３，楠葉　洋子３

 　１長崎大学病院，２長崎県立大学看護栄養学部，３長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻

43　クリーンルーム入室患者不適応感尺度（CnA-S）の尺度構成　－尺度開発に向けての検討－
 ○山田　忍１

 　１医療法人宝生会 PL病院（関西大学大学院心理学研究科）

第４会場　第10群　基礎看護２　15：20～16：10
 座長：松田　たみ子（茨城県立医療大学）

44　高齢者の皮膚と温泉浴の関連性　－セラミド配合保湿剤の使用前後の皮膚（水分，油分，pH）の変化－
 ○下川　由衣１，山邉　素子２，桐明　祐弥３，宮本　由香里４，柴田　興彦５

 　 １国家公務員共済組合連合会浜の町病院，２聖マリア学院大学大学院，３佐賀大学医学部付属病院，
４九州大学病院，５大分大学名誉教授

45　休日における女子大学生の人との交流は，QOLに影響を及ぼす因子となるか
 ○石黒　未恵１，那須　翔子１，松尾　瞳１，下田　智子２，良村　貞子２

 　１北海道大学医学部保健学科，２北海道大学大学院保健科学研究院
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46　複数の褥瘡をもつ患者の各創面の状態に合わせた看護ケアの検討
 ○松本　尚子１，米田　雅彦２

 　１三重県立看護大学，２愛知県立大学看護学部

47　親子における脳死や臓器提供に関する認識の相違
 ○伊東　美佐江１，杉本　智美２，行元　ゆかり３，服鳥　景子１，細川　京子１

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科，２神戸大学医学部附属病院，３大阪大学医学部附属病院

第５会場　第11群　小児看護　15：20～16：10
 座長：山口　桂子（愛知県立大学看護学部）

48　乳幼児期の「移動・旅行」に潜む危険要因　－保育士の捉える乳幼児の事故と保護者の認識－
 ○二宮　球美１，松岡　聖美１，大澤　早苗２

 　１九州看護福祉大学看護学科，２熊本保健科学大学看護学科

49　６カ月までの児をもつ母親の育児上の疑問　－ソーシャルメディアにおける発言の分析－
 ○井田　歩美１，猪下　光２，合田　典子２

 　１関西福祉大学看護学部，２岡山大学大学院保健学研究科

50　地域で生活している母親のレジリエンスの差異と育児ストレスとの関係
 ○藤本　美穂１，宮野　遊子２，石井　京子３，藤原　千惠子２

 　１森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科，２大阪大学大学院医学系研究科，３大阪市立大学医学部看護学科

51　離島における小児救急医療受診動向
 ○祖父江　育子１，谷本　公重２

 　１広島大学大学院医歯薬保健学研究院，２香川大学医学部看護学科

第６会場　第12群　看護管理４　15：20～16：10
 座長：宮腰　由紀子（広島大学大学院医歯薬保健学研究院）

52　看護師の不合理な信念及び職場風土のバーンアウトへの影響
 ○野村　千文１，奥原　秀盛１，白尾　久美子１，西田　公昭２

 　１静岡県立大学看護学部，２立正大学心理学部

53　子どもを持つ看護師の就業継続に影響する要因の検討
 ○西村　淳子１，太田　勝正２

 　１藤田保健衛生大学医療科学部看護学科，２名古屋大学大学院医学系研究科

54　社会がイメージする看護師像　－街頭調査より－
 ○餅田　敬司１，中田　牧人２，間　文彦１，井下　照代１

 　１聖泉大学，２滋賀医科大学医学部附属病院看護部
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55　病院組織の看護師の転職の構成因子
 ○田中　聡美１，布施　淳子１

 　１山形大学医学部看護学科

● ８月23日（金） ●

第３会場　第13群　看護教育１　９：30～10：30
 座長：櫛引　美代子（弘前学院大学看護学部）

56　実習指導者の教育ニードアセスメントツールの開発
 ○中山　登志子１，舟島　なをみ１

 　１千葉大学大学院看護学研究科

57　キー・コンピテンシーの考え方を用いたレクリエーションの実践　－高齢者施設実習での取り組み－
 ○吉岡　由喜子１，小林　菜穂子１，三井　京香１，山本　純子１

 　１太成学院大学看護学部看護学科

58　臨床実習指導者研修参加者の実習指導に関する認識（その２）実習指導者としての資質の認識
 ○ 岩田　浩子１，奥　百合子１，上田　由喜子１，末永　香１，長井　栄子１，堀井　素子１，星野　聡子１，

和野　千枝子１，坂下　貴子１

 　１城西国際大学看護学部看護学科

59　看護専門学校の看護教員の職業的アイデンティティ形成
 ○加藤　亜衣子１，一戸　とも子２

 　１国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所，２弘前大学大学院

60　看護大学生の食事摂取と食認識の状況　－実習期間中と実習期間外での比較－
 ○井村　弥生１

 　１関西医療大学保健看護学部

第４会場　第14群　看護管理５　９：30～10：30
 座長：道重　文子（大阪医科大学看護学部）

61　看護情報管理者が捉える電子カルテ導入による臨床的評価とシステム的評価の実態
 ○ 黒田　裕子１，柏木　公一２，瀬戸　僚馬３，山勢　博彰４，伊東　美佐江５，上澤　悦子６，林　みよ子７，

中山　栄純１，立野　淳子４

 　 １北里大学看護学部，２国立看護大学校，３東京医療保健大学医療保健学部医療情報科，
４山口大学大学院医学系研究科，５川崎医療福祉大学，６福井大学医学部看護学科，７天理医療大学

62　日本の看護の価値概念化の模索を提案する　経営学的な視点より
 ○餅田　敬司１

 　１聖泉大学看護学部看護学科
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63　看護師に対する腰痛体操の実施と，その効果
 ○古久保　朋美１，大谷　仁美１，筒井　春奈１，矢倉　七緒１，山田　一朗２

 　１新宮市立医療センター，２臨床研究支援センター
 　
64　二交替制と三交替制の勤務形態の違いによる看護師の慢性疲労
 ○引田　明香１，佐藤　美恵２，池田　敏子２

 　１大阪厚生年金病院，２岡山大学大学院保健学研究科

65　看護管理者となった男性看護師のジェンダー意識
 ○山下　敬１，瀧川　薫２，田中　智美２，清水　純３，中田　牧人４

 　 １大津赤十字病院，２滋賀医科大学医学部看護学科，３京都光華女子大学健康科学部看護学科，
４滋賀医科大学医学部附属病院

第５会場　第15群　慢性期看護　９：30～10：30
 座長：尾岸　恵三子（日本赤十字秋田看護大学）

66　高血圧症患者の服薬管理行動に影響する要因
 ○坪田　恵子１，稲垣　美智子２，上野　栄一３

 　１富山大学大学院医学薬学研究部，２金沢大学医薬保健研究域保健学系，３福井大学医学部看護学科

67　慢性疼痛患者へのアロママッサージと部分リフレクソロジーを組み合わせた施術とリフレ単独施術の効果
 ○所澤　いづみ１，白水　眞理子２，間瀬　由記２

 　１神奈川県立保健福祉大学保健福祉学研究科，２神奈川県立保健福祉大学

68　潰瘍性大腸炎でストーマを造設した成人期女性の危機・障害受容理論を応用した看護援助モデルの構築
 ○宮本　由香里１，山邉　素子２，桐明　祐弥３，下川　由衣４，柴田　興彦５

 　 １九州大学病院，２聖マリア学院大学，３佐賀大学医学部付属病院，４国家公務員共済組合連合会浜の町病院，
５大分大学名誉教授

69　慢性閉塞性肺疾患患者が自覚する症状変化と受療行動との関係
 ○森　祐子１，酒井　明子１，繁田　里美１，月田　佳寿美１，麻生　佳愛１

 　１福井大学医学部看護学科

70　乾癬患者のQOLの構造に関する質的研究
 ○連城　智子１，東　サトエ２

 　１宮崎大学医学部附属病院，２宮崎大学医学部看護学科

第６会場　第16群　リハビリテーション看護・精神看護　９：30～10：30
 座長：藤井　博英（日本赤十字秋田看護大学）

71　女性アルコール依存症患者が女性自助グループ参加継続に至るプロセス
 ○山下　亜矢子１，服部　朝代２

 　１岡山県立大学保健福祉学部看護学科，２地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
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72　回復期にある脳血管疾患患者の移乗時見守り解除に関するアセスメント指標の信頼性の評価
 ○高柳　智子１

 　１新潟県立看護大学看護学部看護学科

73　ADL可視化を通して大腿骨近位部骨折術後患者の自己効力感に働きかける介入の効果
 ○志田　清美１，白水　眞理子１，間瀬　由記１

 　１神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科

74　回復期病棟のナースコールに対する実態と意識
 ○岡田　有希子１，児玉　綾子１

 　１健育会竹川病院

75　精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ストレスの特殊性
 ○清水　純１，瀧川　薫２，田中　智美２，山下　敬３，中田　牧人４

 　 １京都光華女子大学健康科学部看護学科，２滋賀医科大学医学部看護学科，３大津赤十字病院，
４滋賀医科大学医学部附属病院

第３会場　第17群　看護教育２　10：40～11：40
 座長：佐藤　みつ子（了徳寺大学健康科学部）

76　看護師・看護学生におけるがん患者の倦怠感の捉え方とその関連要因
 ○野間　雅衣１，山崎　登志子２

 　１旭川荘厚生専門学院第１看護科，２広島国際大学看護学部看護学科

77　改定版新人看護師のストレス認知尺度の作成
 ○白尾　久美子１，山口　桂子２

 　１日本福祉大学，２愛知県立大学看護学部

78　仮想病室でのアバタを介した看護コミュニケーション教育支援システムの開発
 ○高林　範子１

 　１岡山県立大学保健福祉学部看護学科

79　非医療従事者の死生観に関する研究　－平井らの死生観尺度を用いて
 ○杉野　美和１，秋山　智２，上西　孝明２

 　１山陽学園大学看護学部看護学科，２広島国際大学看護学部看護学科

80　看護学生の一年次後期における授業後の課題価値
 ○大屋　まり子１，岡津　愛子２，松村　惠子３

 　１穴吹医療大学校，２香川労災病院，３香川県立保健医療大学
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第４会場　第18群　地域看護　10：40～11：40
 座長：小林　淳子（山形大学医学部看護学科）

81　重度要介護者の居宅サービスの利用状況と関連要因
 ○菅原　直美１，佐々木　真紀子２

 　１筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻博士後期課程，２秋田大学大学院医学系研究科

82　「家族の価値カード」から生まれるナラティヴ・コミュニティ；障がいをもつ子どもの母親へのアプローチ
 ○門間　晶子１，浅野　みどり２，山本　真実３，大橋　幸美４，古澤　亜矢子５

 　 １名古屋市立大学看護学部，２名古屋大学大学院医学系研究科，３岐阜県立看護大学看護学部，
４中部大学生命健康科学部保健看護学科，５日本赤十字豊田看護大学看護学部

83　医療サービスに係る利用者と専門職の相互の認識に関する基礎的研究
 ○善生　まり子１，菅野　康二２，高橋　良子３

 　 １埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科，
２名古屋市立大学精神認知行動医学／名古屋市立大学病院緩和ケア部，３越谷市立病院医事課医療連携担当

84　家族参加型エンゼルケアの実施率に関する研究
 ○徳永　里絵１，葛西　泰香１，山田　君代１，山田　一朗２

 　１桜橋渡辺病院，２臨床研究支援センター（Office AKI）

85　ALS患者の介護者のコミュニケーション手段に関するニーズ
 ○丸山　かおり１，富岡　洸樹１，渡邉　知子２

 　１秋田大学医学部附属病院，２秋田大学医学部保健学科

第５会場　第19群　継続看護・在宅看護　10：40～11：40
 座長：木下　彩子（日本赤十字秋田看護大学）

86　配偶者を介護する高齢者の夫婦関係バランス指標の作成と夫婦関係満足度との関連
 ○原沢　優子１，山田　紀代美２

 　１愛知県立大学看護学部，２名古屋市立大学看護学部

87　在宅看護における医師の指示と看護師の裁量について
 ○齋藤　信也１，吉川　あゆみ１

 　１岡山大学大学院保健学研究科

88　終末期がん患者の主介護者への意思決定支援　－在宅療養を決断し継続することに影響した要因－
 ○竹内　千夏１，藤本　さとし１

 　１香川大学医学部附属病院

89　某病院における内服方法判断フローチャートの開発
 ○宮本　亜紀１，鉾之原　寛代１，山田　一朗２

 　１桜橋渡辺病院，２臨床研究支援センター
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90　在宅腹膜透析患者の記録ノート電子化システムの構築２　－タブレット端末対応機能の追加構築－
 ○梅田　徳男１，大川　明子２

 　１北里大学大学院医療系研究科／医療衛生学部，２名古屋大学大学院医学系研究科

第６会場　第20群　老年看護１　10：40～11：40
 座長：グライナー　智恵子（日本赤十字看護大学）

91　家族介護者の介護力評価を測定する尺度の構成
 ○檪　直美１，尾形　由起子１，横尾　美智代２，田渕　康子３

 　１福岡県立大学看護学部，２西九州大学健康福祉学部，３佐賀大学医学部

92　ブラシの種類別による舌清掃効果　～舌の菌量の変化より～
 ○川添　裕樹１，山本　明子１，繁田　考祝１

 　１医療法人社団健育会西伊豆病院

93　高齢者の入浴方法を決定する看護師の思考内容
 ○山田　博子１，北村　隆子２，畑野　相子３

 　１滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科，２京都橘大学看護学部看護学科，３滋賀医科大学医学部看護学科

94　高齢者施設におけるシニアヨーガの効果
 ○佐久間　夕美子１，佐々木　晶世２，臼井　綾子１，佐藤　千史２

 　１亀田医療大学看護学部看護学科，２東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科

95　老人福祉施設における情報通信技術を用いた笑顔判定に対する調査
 ○岡本　辰夫１，小山　嘉紀１

 　１株式会社両備ヘルシーケア

第３会場　第21群　看護教育３　13：10～14：10
 座長：坂田　五月（聖隷クリストファー大学看護学部）

96　課外活動は看護大学生のコンピテンシーを高める要因となりえているか
 ○石川　美智子１，板倉　朋世１

 　１獨協医科大学看護学部

97　新人男性看護師が病棟で遭遇するストレスに関する研究
 ○富岡　洸樹１，丸山　かおり１，渡邉　知子２

 　１秋田大学医学部附属病院，２秋田大学医学部保健学科看護学専攻

98　看護専門学校における看護教員の看護観と教授活動に関する質的研究　
 ○伊藤　尚加１，大池　美也子２

 　１九州大学大学院医学系学府保健学専攻看護学分野，２九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学専攻
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99　看護学基礎教育における人体の機能と構造の教育方法に関する新たな取り組み
 ○柿原　奈保子１

 　１佐賀大学医学部看護学科看護基礎科学講座看護機能形態学分野

100　看護学生および新人看護師を対象とした ICU看護の知識に関する研究　－テスト開発に向けた文献検討－
 ○今井　多樹子１，宮腰　由紀子２，高瀬　美由紀２

 　１県立広島大学保健福祉学部看護学科，２広島大学大学院医歯薬保健学研究院

第４会場　第22群　看護教育４　13：10～14：10
 座長：滝内　隆子（岐阜大学医学部看護学科）

101　看護学生の自己健康管理モニタリング測定尺度の開発
 ○成瀬　早苗１，上野　栄一２

 　１福井医療短期大学看護学科，２福井大学医学部看護学科

102　看護系大学教員の就労状況と職業性ストレスとの関連
 ○追木　さやか１，田中　幸子２，香取　洋子３

 　１山形大学大学院医学系研究科看護学専攻，２山形大学医学部看護学科，３北里大学看護学部

103　臨地実習指導における実習指導者と大学教員との調整の現状
 ○小林　紀明１，林　美奈子１，石光　芙美子１，宗　啓子１，大宮　裕子１

 　１目白大学看護学部看護学科

104　看護過程の展開をもちいた病棟教育における看護師の学習経験
 ○齋藤　恭子１

 　１獨協医科大学越谷病院看護部

105　臨床実習前に危険予知トレーニングを行った学生の危険予測の学び
 ○佐藤　賀映１，會津　桂子２，一戸　とも子２

 　１筑波大学附属病院，２弘前大学大学院保健学研究科

第５会場　第23群　母性看護　13：10～14：10
 座長：岩間　薫（秋田看護福祉大学看護福祉学部）

106　育児行動を促進することを目的とした父親学級プログラムに参加した父親の満足度
 ○山口　咲奈枝１，佐藤　幸子１，藤田　愛１，宇野　日菜子１，佐藤　志保１

 　１山形大学医学部看護学科

107　妊娠５か月から９か月の体重，子宮底長，腹囲と歩容の変化
 ○松岡　知子１，岩脇　陽子１，滝下　幸栄１，福本　環１

 　１京都府立医科大学医学部看護学科
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108　高年初産の女性が子育てにおける母親としての役割を見出し幸福感を獲得するプロセス
 ○井口　智子１，石田　和子２

 　１北里大学保健衛生専門学院，２新潟県立看護大学

109　子どものう蝕予防に向けた妊娠期の口腔衛生教育の効果検証
 ○高山　奈美１，江守　陽子２，高山　充３，小泉　仁子２，那須野　順子１

 　 １筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻博士後期課程，２筑波大学医学医療系，
３川崎市立看護短期大学

110　助産師の女性観と結婚観
 ○岡津　愛子１，大屋　まり子２，松村　惠子３

 　１香川労災病院，２穴吹医療大学校，３香川県立保健医療大学

第６会場　第24群　老年看護２　13：10～14：10
 座長：木立　るり子（弘前大学大学院保健学研究科）

111　ハンセン病回復者の語る繰り返された外傷の原因
 ○近藤　松子１，山端　美香子１，石川　和枝１，天野　芳子１，近藤　真紀子２

 　１国立療養所大島青松園，２岡山大学医学部保健学科

112　ハンセン病回復者の語る繰り返された外傷への対処
 ○山端　美香子１，近藤　松子１，石川　和枝１，天野　芳子１，近藤　真紀子２

 　１国立療養所大島青松園，２岡山大学医学部保健学科

113　死の恐怖を体験した心臓病高齢者の自己イメージ変化
 ○蔵屋敷　美紀１，中村　陽子２

 　１福井医療短期大学看護学科，２福井大学医学部看護学科

114　非装着型アクチグラフィによる不眠症状を有する認知症高齢者の夜間睡眠状態の実態
 ○武田　藍１，綿貫　恵美子２，小山　幸代２

 　１聖マリアンナ医科大学病院，２北里大学看護学部看護学科

115　健康高齢者を対象とした「胃瘻の勉強会」プログラムの開発
 ○小林　佐知子１，高山　成子２

 　１石川県立看護大学大学院，２石川県立看護大学

第３会場　第25群　精神看護　14：20～15：20
 座長：米山　奈奈子（秋田大学大学院医学系研究科）

116　総合病院で働く男性看護師が捉える男女協働の現状と課題
 ○後藤　喜広１，多喜田　恵子２

 　１愛知医科大学大学院看護学研究科，２愛知医科大学看護学部
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117　うつ病入院患者の自殺の危険に対する熟練看護師の意思決定プロセス
 ○梅原　佳代１，天谷　真奈美２

 　１独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院，２国立看護大学校

118　アルコール依存症患者への精神科看護師の態度に関連する要因の検討
 ○福田　大祐１，森　千鶴２

 　１筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻博士後期課程，２筑波大学医学医療系看護科学専攻

119　患者を理解することと看護師から理解されること
 ○山本　勝則１

 　１札幌市立大学看護学部看護学科

第４会場　第26群　急性期看護２　14：20～15：20
 座長：林　裕子（北海道大学大学院保健科学研究院）

120　腎移植後患者のメタボリックシンドローム発症について
 ○瀬田川　美香１，煙山　晶子２，浅沼　義博２

 　１秋田大学医学部附属病院，２秋田大学大学院医学系研究科

121　子宮がん術後患者の足浴によるリラクセーション効果
 ○高田　由紀栄１，長谷川　智子２，上原　佳子２，北野　華奈恵２，礪波　利圭２，佐々木　百恵２

 　１福井大学医学部附属病院，２福井大学医学部看護学科

122　ICUせん妄患者における心拍変動解析によって評価される自律神経機能異常
 ○桐明　祐弥１，下川　由衣２，宮本　由香里３，柴尾　嘉洋４，山邉　素子５，柴田　興彦６

 　 １佐賀大学医学部付属病院，２国家公務員共済組合連合会浜の町病院，３九州大学病院，４済生会熊本病院，
５聖マリア学院大学大学院，６大分大学名誉教授

123　否定的な発言傾向が強い患者の自己管理能力の改善に向けた介入と，その評価
 ○水流　綾子１，山田　君代１，吉屋　直美１，山田　一朗２

 　１桜橋渡辺病院，２臨床研究支援センター

第５会場　第27群　がん看護２　14：20～15：20
 座長：平井　和恵（東京医科大学医学部看護学科）

124　頭頚部癌における放射線化学療法後の食事支援　～食物特性による食事摂取量増加を目指して～
 ○高梨　佑美１

 　１日本海総合病院３西病棟

125　中咽頭・下咽頭がんの導入化学療法における口腔粘膜炎の発症と口腔内環境の変化
 ○加藤　千晴１，鎌倉　やよい１，深田　順子１，米田　雅彦１，竹内　麻純２

 　１愛知県立大学看護学部，２愛知県がんセンター中央病院
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126　外来がん化学療法の動向と看護
 ○奥園　恵１

 　１地方独立行政法人大牟田市立病院

127　乳癌癌性創傷の周囲皮膚炎の実態と滲出液との関係
 ○玉井　奈緒１，大江　真琴２，真田　弘美１

 　 １東京大学大学院医学系研究科老年看護学／創傷看護学分野，
２東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー

第６会場　第28群　終末期ケア・緩和ケア　14：20～15：20
 座長：神田　清子（群馬大学大学院保健学研究科）

128　終末期がん患者の在宅療養移行に向けた一般病棟看護師の意思決定支援の実態とその関連要因
 ○梶山　倫子１，吉岡　さおり２

 　１元国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻修士課程，２国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

129　終末期非がん高齢者の在宅ケアに関わる４職種のターミナルケア態度とスピリチュアルケア実施頻度
 ○久保川　真由美１，渡辺　美奈子１，鈴木　雅司１，近藤　由香２，薬袋　淳子３

 　１茨城キリスト教大学，２信州大学，３国際医療大学

130　一般病棟における看護師の終末期がん患者へのケア態度に関連する要因の検討
 ○原　祥子１，長田　京子２，福間　美紀２

 　１島根大学大学院医学系研究科，２島根大学医学部看護学科

131　緩和ケア病棟における終末期がん患者の日常生活を支えるケア
 ○高橋　智子１

 　１東京医療保健大学東が丘看護学部
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● ８月22日（木） ●

第７会場　14：00～15：00
看護技術

132　大学が行う新人看護師を対象とした看護技術支援とその評価
 ○ 津田　智子１，佐藤　香代１，安河内　静子１，田中　美樹１，楢橋　明子１，生野　繁子２，北川　明１，

松浦　賢長１，安酸　史子１

 　１福岡県立大学看護学部，２九州看護福祉大学看護福祉学部

133　ハンドマッサージのリラクセーション効果の検証
 ○岡本　佐智子１，渋谷　えり子２，江守　陽子３

 　１日本保健医療大学，２埼玉県立大学，３筑波大学大学院人間総合科学研究科

134　肘関節の屈曲が血圧測定値に及ぼす影響
 ○松本　恵美１，福本　尚子２，上田　雪子３，留畑　寿美江３

 　１神戸大学医学部附属病院，２山口大学医学部附属病院，３山口大学大学院医学系研究科

135　両利き用クリップタイプ箸を用いた手指の巧緻性の検討
 ○福本　尚子１，松本　恵美２，上田　雪子３，留畑　寿美江３

 　１山口大学医学部附属病院，２神戸大学医学部附属病院，３山口大学大学院医学系研究科

136　タクティールケアの生理機能および心理的側面に及ぼす効果（第一報）：自律神経・脳活動に及ぼす影響
 ○鈴木　みずえ１，木本　明恵２，中島　怜子３，長谷川　拓也４，中込　敏寛２

 　 １浜松医科大学看護学科，２日本スウェーデン福祉研究所，３元浜松医科大学医学系研究科修士課程，
４浜松医科大学医学系研究科博士課程

137　タクティールケアの生理機能および心理的側面に及ぼす効果（第二報）：健康関連QOL・気分に及ぼす影響
 ○木本　明恵１，鈴木　みずえ２，中島　怜子３，長谷川　拓也４，中込　敏寛５

 　 １日本スウェーデン福祉研究所，２浜松医科大学地域看護学講座，
３元浜松医科大学医学系研究科修士課程（看護学専攻），４浜松医科大学医学系研究科博士課程，
５日本スウェーデン福祉研究所

138　看護技術の構成要素からみた陰部洗浄演習後と基礎看護学実習後の理解の変化
 ○鶴田　晴美１，長谷川　真美１，根岸　京子１

 　１東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科

139　洗髪における毛髪の長さ別にみたすすぎの湯量　－界面活性剤残留濃度による検討－
 ○工藤　千賀子１，渡部　菜穂子１，對馬　明美１，葛西　詩織２

 　１弘前学院大学看護学部看護学科，２津軽保健生活協同組合健生病院

140　月経随伴症状に対する温罨法の効果
 ○近藤　美幸１，江上　千代美１，長坂　猛２，田中　美智子１

 　１福岡県立大学看護学部，２宮崎県立看護大学
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141　看護場面における看護師と看護学生の眼球運動から類推される危険認知の比較
 ○江上　千代美１，田中　美智子１，近藤　美幸１，福田　恭介２

 　１福岡県立大学看護学部，２福岡県立大学人間社会学部

142　長期療養有歯顎者の口腔内細菌叢に影響する要因
 ○道重　文子１，原　明子１，川北　敬美１，仲前　美由紀２

 　１大阪医科大学看護学部，２国際医療福祉大学福岡看護学部

143　冬季の皮膚乾燥を予防するケア方法の検討　－皮膚水分量の季節比較－
 ○岡田　ルリ子１，宮腰　由紀子２，高瀬　美由紀２，藤井　宝恵２

 　１愛媛県立医療技術大学，２広島大学大学院

144　眼への温熱刺激による自律神経反応及び主観的評価
 ○田中　美智子１，長坂　猛２，江上　千代美１，近藤　美幸１，榊原　吉一３

 　１福岡県立大学，２宮崎県立看護大学，３金沢工業大学

145　ドレーン・チューブ固定のための看護ケアアルゴリズムの開発　－看護師のアセスメントに焦点をあてて－
 ○唐津　ふさ１，杉田　久子１，西村　歌織１，黒川　藤美２

 　１北海道医療大学看護福祉学部看護学科，２株式会社アルケア

146　手の加温が高齢者の睡眠へ与える影響の検討
 ○岩根　直美１，水田　真由美１，鹿村　眞理子１，前田　祥子１

 　１和歌山県立医科大学保健看護学部

147　臨床看護師との協働による看護技術教育の評価
 ○竹下　美恵子１，滝内　隆子１，小松　妙子１，岡本　千尋１，渡邊　郁子１

 　１岐阜大学医学部看護学科

148　看護技術の学内演習に臨床看護師が参加する成果・課題　－2003～2012年の文献を通して－
 ○小西　真人１

 　１岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻

149　生理指標測定による安楽な病室環境に関する検討
 ○渡邊　生恵１，杉山　敏子２，河村　真人２，菅原　尚美２

 　１東北大学看護教育・管理学分野，２東北福祉大学保健看護学科

150　研修前看護師の移乗介助に使用する補助具に関する認識状況
 ○西田　直子１

 　１京都府立医科大学医学部看護学科

151　成人女性における背部タクティールマッサージの生理学的・心理学的効果
 ○藤田　佳子１，木内　千晶２，阿部　由香２

 　１三重県立看護大学，２日本保健医療大学
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看護教育

152　助産師の卒後教育に関する調査報告
 ○山内　まゆみ１，伊藤　幸子２

 　１札幌市立大学看護学部，２旭川医科大学医学部看護学科

153　看護系短期大学生の３年間の情動知能の変化
 ○中島　正世１，金子　直美１，長嶋　祐子１

 　１横浜創英大学

154　基礎看護学実習の看護学生の睡眠時間および人間関係，実習記録の負担感の現状
 ○澤田　和美１

 　１横浜創英大学看護学部看護学科

155　看護学生１年次と２年次の職業アイデンティティの変化
 ○松浦　江美１，堀川　新二１，中村　眞理子２，藤野　裕子３，藤本　裕二４，楠葉　洋子５

 　 １活水女子大学看護学部看護学科，２福岡女学院看護大学看護学部看護学科，
３長崎県立大学看護栄養学部看護学科，４佐賀大学医学部看護学科，５長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

156　看護大学２年生の職業モデルと職業アイデンティティの関連
 ○藤野　裕子１，楠葉　洋子２，松浦　江美３，堀川　新二３，藤本　裕二４，中村　眞理子５

 　 １長崎県立大学看護栄養学部看護学科，２長崎大学大学院医歯薬学総合研究科，３活水女子大学看護学部看護学科，
４佐賀大学医学部看護学科，５福岡女学院看護大学看護学部看護学科

157　看護大学２年生の志望動機と職業アイデンティティの関連
 ○堀川　新二１，楠葉　洋子２，藤野　裕子３，中村　眞理子４，藤本　裕二５，松浦　江美１

 　 １活水女子大学看護学部看護学科，２長崎大学大学院医歯薬学総合研究科，３長崎県立大学看護栄養学部看護学科，
４福岡女学院看護大学看護学部看護学科，５佐賀大学医学部看護学科

158　看護学生の職業アイデンティティに影響する要因
 ○藤本　裕二１，堀川　新二２，松浦　江美２，藤野　裕子３，中村　眞理子４，楠葉　洋子５

 　 １佐賀大学医学部看護学科，２活水女子大学看護学部看護学科，３長崎県立大学看護栄養学部看護学科，
４福岡女学院看護大学看護学部看護学科，５長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

159　「看護の統合と実践」受講による看護技術経験状況の変化
 ○毛利　貴子１，光木　幸子１，占部　美恵１

 　１京都府立医科大学医学部看護学科

160　ポートフォリオを用いた主体的学習態度獲得を支援するための教育評価　第１報　独自性欲求の学年比較
 ○嶋澤　順子１，久保　善子１，高島　尚美１，北　素子１，高橋　衣１，佐竹　澄子１，櫻井　美代子１

 　１東京慈恵会医科大学医学部看護学科
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161　ポートフォリオを用いた主体的学習態度獲得を支援するための教育評価　第２報　学習による主体性の変化
 ○久保　善子１，嶋澤　順子１，高島　尚美１，北　素子１，高橋　衣１，佐竹　澄子１，櫻井　美代子１

 　１東京慈恵会医科大学

162　生命倫理受講後の“いのちの尊さ”と“患者のQOL”の学習関心度　－2011と2012年度の看護学生の比較－
 ○川本　起久子１，柴田　恵子１

 　１九州看護福祉大学看護学科

163　介護老人保健施設の看護管理者が捉えている現任教育の現状と課題
 ○齊藤　敦子１

 　１人間総合科学大学保健医療学部看護学科

164　看護学生の基礎体温測定から健康意識を高める要因
 ○明地　由紀子１，石田　和子２，田中　優子３

 　１北里大学保健衛生専門学院保健看護科，２新潟県立看護大学，３南魚沼市立ゆきぐに大和病院

165　臨床実習指導者研修会参加者の実習指導に関する認識（その１）参加動機による実習指導能力の認識の違い
 ○ 奥　百合子１，岩田　浩子１，末永　香１，長井　栄子１，坂下　貴子１，和野　千枝子１，上田　由喜子１，

堀井　素子１，星野　聡子１

 　１城西国際大学看護学部

166　臨床看護実践における新人看護師が語る知の様相
 ○杉田　久子１，唐津　ふさ１，西村　歌織１

 　１北海道医療大学看護福祉学部

167　臨地実習での移動援助技術の実施頻度と困難さ
 ○相原　ひろみ１，青木　光子１，野島　一雄２，野本　百合子１

 　１愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科，２愛媛県立医療技術大学保健科学部臨床検査学科

168　新人看護師における看護実践能力向上のプロセス
 ○伊藤　愛１，樋貝　繁香２，石嶋　真季３，上田　理絵４

 　 １自治医科大学附属さいたま医療センター，２群馬県立県民健康科学大学看護学部，３筑西市役所，
４自治医科大学附属病院

169　精神看護学の授業におけるチーム基盤型学習（TBL）の有効性について
 ○平上　久美子１，鈴木　啓子１，伊礼　優１，鬼頭　和子１

 　１名桜大学人間健康学部看護学科

170　看護技術学習方略尺度の開発
 ○三吉　友美子１，細田　泰子２，星　和美２

 　１藤田保健衛生大学医療科学部看護学科，２大阪府立大学看護学部
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171　看護学生の学年進行によるコミュニケーション・スキルと相互作用不安
 ○北宮　千秋１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

172　在宅看護実習における看護学生の実習経験・評価に関する分析
 ○松尾　泉１，高田　まり子１

 　１弘前学院大学看護学部看護学科

173　卒後２年目看護師の看護実践の現状と課題
 ○樋貝　繁香１，伊藤　愛２，上田　理絵３，石嶋　真季４，石田　寿子５

 　 １群馬県立県民健康科学大学看護学部，２自治医科大学附属さいたま医療センター，３自治医科大学附属病院，
４筑西市役所，５天理医療大学医療学部看護学科

174　看護系大学生の物理学習状況から考える効率的な看護技術教授法
 ○柴田　綾子１，箕浦　哲嗣２

 　１椙山女学園大学看護学部看護学科，２愛知県立大学看護学部看護学科

175　地域在住者を対象としたヘルスアセスメント教育における学生の学び
 ○渡邊　裕子１，井川　由貴１，平田　良江１，茂手木　朱美１

 　１山梨県立大学看護学部

176　英語教育に対する看護教員の認識および取り組みに関する調査【第１報：看護教員の意識】
 ○ 高間木　静香１，漆坂　真弓１，北島　麻衣子１，會津　桂子１，工藤　せい子１，齋藤　久美子１，野戸　結花１，

米内山　千賀子１，葛西　敦子２，齋藤　美紀子３，秋元　安子４

 　 １弘前大学大学院保健学研究科，２弘前大学教育学部，３弘前学院大学看護学部，
４財団法人双仁会厚生病院附属看護専門学校

177　英語教育に対する看護教員の意識および取り組みに関する調査【第２報：看護教員の取り組み】
 ○ 漆坂　真弓１，高間木　静香１，北島　麻衣子１，會津　桂子１，工藤　せい子１，齋藤　久美子１，野戸　結花１，

米内山　千賀子１，葛西　敦子２，齋藤　美紀子３，秋元　安子４

 　 １弘前大学大学院保健学研究科，２弘前大学教育学部，３弘前学院大学看護学部，
４財団法人双仁会厚生病院附属看護専門学校

178　看護師の看護実践能力向上に対する取り組み後の変化
 ○原　明子１，川北　敬美１，松尾　淳子１，道重　文子１

 　１大阪医科大学看護学部

179　看護師教育の教育課程別比較による学生の技術経験状況と自信度
 ○椎葉　美千代１，新地　裕子１，福澤　雪子１

 　１福岡女学院看護大学看護学部看護学科

180　臨地実習指導者養成講習会におけるプロジェクト学習の試み　－５年間のまとめ－
 ○堀　良子１

 　１北里大学看護学部看護学科
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181　新人看護師の言語的コミュニケーション困難な臥床患者との関係構築の様相
 ○山口　みのり１

 　１関東学院大学看護学部

182　看護補助者を対象にした学習プログラム作成の試み（第３報）　～介護福祉士と共同での指導を通して～
 ○櫻井　紀子１，灘村　昌子１，西島　澄子１，木間　美津子１

 　１医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院

183　成人看護学実習における手術室実習での学びの構造
 ○河相　てる美１，中田　智子１，今川　孝枝１，原　元子１

 　１富山福祉短期大学看護学科

184　高校生対象の講義においてクイズとリモコン式数字入力システムを使用したことによる効果
 ○坂井　恵子１，酒井　桂子１，松井　優子１，久司　一葉１，岡山　未来１

 　１金沢医科大学看護学部

185　テキストマイニングによる看護学生の臨地実習中でのヒヤリハットの分析
 ○藤本　ひとみ１，高間　静子１，上野　栄一２

 　１福井医療短期大学看護学科，２福井大学医学部看護学科

186　ME機器の操作と状況判断の修得に向けた行動目標の到達度の検討
 ○占部　美恵１，光木　幸子１，毛利　貴子１

 　１京都府立医科大学医学部看護学科

187　基礎看護技術演習に協働した臨床看護師の実習指導への影響
 ○渡邊　郁子１，滝内　隆子１，小松　妙子１，竹下　美恵子１，岡本　千尋１，伊藤　友美２

 　１岐阜大学医学部看護学科，２岐阜大学医学部附属病院

188　がん看護についての講義前の関心の分析
 ○渋谷　えり子１，平野　裕子１

 　１埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

189　モデル・コア・カリキュラムを基盤とした教育課程を受講した学生の学習到達の自己評価の変化
 ○松本　賢哉１，井上　郁１，河原　宣子１

 　１京都橘大学看護学部

190　A看護系大学生における職業コミットメントの入学から１年後の変化
 ○大西　修平１，鈴木　幸子２，森岡　郁晴２

 　１和歌山県立医科大学付属病院，２和歌山県立医科大学保健看護学部

191　看護技術演習後の自己学習における動画教材の学習効果
 ○中垣　和子１，船橋　眞子１，永井　庸夫１，貞永　千佳生１，黒田　寿美恵１，古屋　泉１，岡光　京子１

 　１県立広島大学保健福祉学部看護学科
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192　化学療法の副作用に対する不安の強い患者の思いと日常生活指導のあり方
 ○加藤　千恵美１

 　１公立黒川病院

193　実習指導者育成に向けた院内研修会の効果
 ○丸山　智子１

 　１福岡女学院看護大学

194　若手看護師のバーンアウトに影響を及ぼすソーシャルサポートとアサーティブネス
 ○後川　宏美１，長谷川　智子２，北野　華奈恵２，礪波　利圭２

 　１福井大学医学部附属病院，２福井大学医学部看護学科基礎看護学講座

195　看護学生の認識するケアリング要素に関する文献検討
 ○佐原　玉恵１，細川　つや子１

 　１徳島文理大学保健福祉学部看護学科

196　「小児看護学実習関係形成支援教授活動尺度」の開発
 ○柴　邦代１，山口　桂子２，大津　廣子２

 　１愛知きわみ看護短期大学，２愛知県立大学看護学部

197　看護大学生の看護実践力と実習での困難
 ○武田　かおり１，鉢呂　美幸１，水野　芳子１

 　１名寄市立大学保健福祉学部看護学科

198　急性期看護実習における手術室見学実習の学び　－学生の記述内容の分析から－
 ○山本　美緒１，宮嶋　正子１，池田　敬子１，辻　あさみ１，上田　伊津代１，山口　昌子１，鈴木　幸子１

 　１和歌山県立医科大学保健看護学部

199　学生の自己評価をとおしてみえる事例展開の授業の一考察
 ○高倉　裕美子１，井上　真弓２

 　１弘前医療福祉大学，２横浜創英大学

200　看護教育における看護スキル育成の試み　－他職種の顧客研修による学びの評価－
 ○川北　敬子１

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科

201　看護学生の緩和ケアへの学習意欲に影響を及ぼす要因の分析
 ○小濱　優子１，滝島　紀子１

 　１川崎市立看護短期大学看護学科

202　臨床実践につながるための看護専門職公開講座を目指して　－参加者アンケートからの分析－
 ○中井　美鈴１，中村　織恵１，今川　詢子１，鶴田　晴美１，赤堀　八重子１，根岸　京子１

 　１東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科
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203　看護学生を対象とした人体解剖見学実習　－アンケートによる評価－
 ○井之口　文月１，松田　和郎２，相見　良成１，曽我　浩美３，森川　茂廣３，宇田川　潤１，工藤　基１

 　 １滋賀医科大学医学部解剖学講座，２京都大学学際融合教育研究推進センター，
３滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座

204　看護学生における対人的嫌悪感情の特性および自我状態との関連
 ○岡部　泰子１，城賀本　晶子１，赤松　公子１，吉村　裕之２

 　１愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻，２NPO法人食品治療学研究所

205　PNSにおける新人看護師の育成　～ PNS導入後のクリニカルコーチの精神的な苦しさの変化～
 ○濵野　陽子１，清水　由加里１，早川　美津江１，河波　清美１

 　１福井大学医学部附属病院

206　看護学生の職業アイデンティティに関する文献レビュー
 ○古市　清美１，益子　直紀２

 　 １独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター附属高崎看護学校，
２群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科

207　看護学実習におけるポートフォリオとルーブリックの効果
 ○小林　菜穂子１，三井　京香１，吉岡　由喜子１，山本　純子１

 　１太成学院大学看護学部

208　実習での実践を目指したソフトマッサージの直前演習の評価　－演習終了後の評価－
 ○緒方　昭子１，奥　祥子１，竹山　ゆみ子１，矢野　朋実１，内田　倫子１，田村　眞由美１

 　１宮崎大学医学部看護学科

209　術後室の準備に関する演習後の自己評価によるブレンディッドラーニングの効果
 ○高橋　由起子１，松田　好美１，岩田　美智子１

 　１岐阜大学医学部看護学科

210　高齢者看護学実習における学生のセルフケア・エージェンシーに対するアセスメントの実態
 ○今井　芳枝１，雄西　智恵美１，森　恵子１，板東　孝枝１

 　１徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

211　血液疾患患者を受持った看護学生の臨地実習指導に関する検討　－全領域実習終了後に行った振返りから－
 ○原田　江梨子１，藤永　新子１，安森　由美１

 　１甲南女子大学看護学科

212　「看護過程」初学者が継続できる自己学習支援のあり方
 ○辻　慶子１，小塀　ゆかり１，中村　恵子１，榊原　千佐子１

 　１北海道文教大学人間科学部看護学科



日本看護研究学会雑誌 Vol. 36　No. 3　 2013 45

一般演題・示説    

213　臨床実習指導者講習会を受講した看護師の自律性の変化について
 ○東　真理１，森川　茂廣２

 　１第二岡本総合病院，２滋賀医科大学基礎看護学講座

214　模擬患者（simulated patient）参加型演習の教育効果について
 ○石原　克秀１，青井　聡美１，吉田　なよ子１，三宅　由希子１，池田　ひろみ１

 　１県立広島大学保健福祉学部看護学科

215　基礎看護技術における自己学習支援のための eポートフォリオの活用状況
 ○中山　栄純１，小泉　雅也１，熊谷　奈穂１，石井　裕美１，本戸　史子１，矢那瀬　信雄１，城戸　滋里１

 　１北里大学看護学部

216　臨地実習でルーブリックによる評価基準を提示した際の看護学生の学習行動
 ○小川　宣子１，志戸岡　恵子１，杉田　香苗１，竹中　泉１

 　１星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校

217　基礎看護学実習における対人関係の構築に関する学生の認識とその方法
 ○小坂　信子１

 　１日本赤十字秋田看護大学看護学部

218　保健医療系学生の放射線に関する気がかり要因とリスク認知
 ○會津　桂子１，井瀧　千恵子１，冨澤　登志子１，扇野　綾子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

219　災害時における階段降下時の安全かつ迅速な避難方法に関する検討
 ○谷岸　悦子１，今留　忍２

 　１東京家政大学，２杏林大学保健学部看護学科

家族看護

220　肢体不自由児の発達の節目での進路選択に対する親の考えと関与
 ○泊　祐子１，竹村　淳子１，山地　亜希１

 　１大阪医科大学看護学部

感染看護

221　臨地実習指導者のマスク着用が看護学生へ与える影響
 ○武井　泰１，奥　百合子２，長屋　江見３

 　１順天堂大学保健看護学部，２城西国際大学看護学部，３三重県立看護大学大学院

222　メーヨー板に関連した感染対策の検討　－メーヨー板の滅菌および消毒の必要性について－
 ○小松　千賀子１，浅沼　義博２，堀口　剛３

 　１秋田大学医学部附属病院看護部，２秋田大学医学部保健学科，３秋田大学医学部附属病院手術部
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223　療養環境における接触感染予防に関する看護師の認識調査
 ○東野　督子１，藤井　徹也２，渡邉　順子２

 　１日本赤十字豊田看護大学，２聖隷クリストファー大学

看護行政

224　基礎自治体の保健活動に対する住民評価“健康に関する事業は必要なところに提供されている”の背景
 ○吾郷　美奈恵１

 　１島根県立大学看護学部看護学科

看護倫理

225　臨地実習における看護学生の看護倫理的な面での指導の現状　～教員の立場から～
 ○菅沼　澄江１，岩沢　純子２，上星　浩子３

 　 １群馬医療福祉大学看護学部看護学科，２東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科，
３群馬パース大学保健科学部看護学科

226　抗がん剤治療継続をめぐる倫理的問題への検討
 ○本多　昌子１

 　１渋川総合病院看護部

227　看護師の倫理的行動に影響を及ぼす要因
 ○堀　美紀子１

 　１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

国際看護

228　中国広西省で働く臨床看護師の生活援助技術の実施状況
 ○李　秀１，大津　廣子１，曽田　陽子１

 　１愛知県立大学大学院看護学研究科

そ の 他

229　看護職者の二次的外傷性ストレス尺度の開発　－第二次調査による尺度の改良と信頼性・妥当性の検討－
 ○和田　由紀子１，小林　祐子１，河内　浩美１

 　１新潟青陵大学看護学科

230　泌尿器科病棟看護師のコンチネンスケアに対する意識　－術後排尿障害患者へのケアに着目して－
 ○小野寺　敦子１，及川　紳代２，小澤　尚子２

 　１盛岡市立病院，２岩手県立大学看護学部

231　ストーマを造設した患者のボディ・イメージに関する文献検討
 ○湯浅　敦子１，大森　美津子２，越智　百枝２，西村　美穂２

 　１香川大学大学院医学系研究科看護学専攻，２香川大学医学部看護学科
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● ８月23日（金） ●

第７会場　10：30～11：30
基礎看護

232　意識障害のある患者に対する看護師の観察に関する実態調査　－経過記録からの分析－
 ○土屋　涼子１，三上　佳澄２，會津　桂子２，西沢　義子２

 　１弘前大学医学部附属病院，２弘前大学大学院保健学研究科

233　青年期にある大学生を対象とした園芸活動の心理的・生理的効果の検討
 ○江藤　剛１，大森　眞澄１，佐藤　美紀子１，三瓶　まり１

 　１島根大学医学部看護学科

234　平均在院日数短縮に伴う便秘教育の現状と課題
 ○春田　佳代１，山幡　朗子１，伊藤　眞由美１，城　憲秀２，榎原　毅３，鈴村　初子１

 　１愛知医科大学看護学部，２中部大学，３名古屋市立大学大学院医学研究科

235　患者の価値観を尊重した継続看護における看護師の価値基準
 ○高橋　綾１

 　１埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

236　触れるケアに対する患者の反応で異なる前頭葉の活動　－Vector-NIRS法を用いた検討－
 ○本江　朝美１，高橋　ゆかり２，杉山　洋介１，大滝　周３

 　１静岡県立大学看護学部，２上武大学看護学部，３昭和大学保健医療学部

237　ベッドの背上げ背下げ時に生じる敷きシーツのくずれに関する検討
 ○井川　浩美１，乗松　貞子２

 　１済生会今治病院，２愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻

238　処方箋の配置による眼球運動の変化
 ○大黒　理惠１，齋藤　やよい１

 　１東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科

239　看護学生を対象としたボディメカニクス学習教材の活用による姿勢改善効果
 ○川端　愛野１，米田　照美１，伊丹　君和１

 　１滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科

240　病床環境を想定した騒音が生体に及ぼす影響
 ○天童　智也１，須藤　早紀１，太田　一輝１，佐藤　真由美２，工藤　せい子２

 　１弘前大学医学部附属病院看護部，２弘前大学大学院保健学研究科

241　分散型基礎看護学実習が技術体験と社会人スキルとクリティカルシンキングに及ぼす影響
 ○坂田　五月１，佐藤　道子１，篠崎　惠美子１，渡邉　順子１，藤井　徹也１

 　１聖隷クリストファー大学
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242　慢性疾患患者の退院後の生活に対する認識と患者指導に望むこと
 ○齋藤　久美子１，佐藤　真由美１，一戸　とも子１，小倉　能理子１，横田　ひろみ１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

243　更年期女性へのタクティールケア介入における生理的指標のリラックス効果検証
 ○河野　由美子１，小泉　由美１，酒井　桂子１，久司　一葉１，岡山　未来１，坂井　恵子１，松井　優子１

 　１金沢医科大学看護学部

244　基礎看護学実習１に対する学生評価と課題
 ○ 松永　早苗１，今井　恵１，千田　美紀子１，井上　美代江１，辻　俊子１，井下　照代１，上野　範子１，

森下　妙子１

 　１聖泉大学看護学部看護学科

245　成人女性における市販の便秘薬内服の有無による便秘症状とQOLの比較
 ○吉良　いずみ１

 　１聖路加看護大学大学院博士後期課程

246　基礎看護学実習で学生が経験したと認知するコミュニケーション技術
 ○篠崎　惠美子１，坂田　五月１，佐藤　道子１，藤井　徹也１，渡邉　順子１

 　１聖隷クリストファー大学看護学部

247　東日本大震災において看護職が実践したケアリング行動を明らかにする試み
 ○門馬　靖武１

 　１東北大学病院卒後研修センター

248　分散型基礎看護学実習における学士課程１・２年生の技術体験の比較
 ○佐藤　道子１，坂田　五月１，篠崎　惠美子１，渡邉　順子１，藤井　徹也１

 　１聖隷クリストファー大学看護学部

急性期看護

249　テキストマイニングを用いたせん妄とメラトニンに関する研究の分析
 ○松浦　純平１，一ノ山　隆司１，吉岡　一実１

 　１近大姫路大学看護学部看護学科

250　救急外来に心肺停止で来院し死亡した患者の家族に対する看護援助
 ○山田　順一１，白尾　久美子２

 　１富士市立中央病院，２静岡県立大学

251　ICUにおける家族看護の援助内容についての文献検討
 ○繁永　元樹１，北富　香織１，吉田　菜都美１

 　１福岡県立大学看護学部看護科
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252　胃癌のために開腹術を受けた高齢者の睡眠評価：アクチウォッチと起床時睡眠感調査票からの分析
 ○田口　豊恵１，中森　美季１，林　朱美１，井村　弥生２

 　１明治国際医療大学看護学部，２関西医療大学保健看護学科保健看護学部

253　全身麻酔で手術を受ける入院前待機手術患者の健康関連QOLの検討
 ○小笠　美春１，當目　雅代１

 　１香川大学医学部看護学科

254　救命救急センターにおける看護師の新人から中堅に至るまでの看護実践の変化プロセス
 ○林　みよ子１

 　１天理医療大学

慢性期看護

255　成人慢性心不全患者のアドヒアランス獲得支援　第１報
 ○工藤　愛美１，新田　純子２，畠山　禮子２，福岡　裕美子２，工藤　映子２，木村　紀美２

 　１岩手医科大学附属病院，２弘前学院大学看護学部

256　成人慢性心不全患者のアドヒアランス獲得支援　第２報
 ○新田　純子１，工藤　愛美２，畠山　禮子１，福岡　裕美子１，工藤　映子１，木村　紀美１

 　１弘前学院大学看護学部，２岩手医科大学附属病院

257　全身性エリテマトーデス患者のボディイメージに関する文献レビュー
 ○前田　祥子１，鹿村　眞理子１，水田　真由美１，岩根　直美１，池田　高治２，古川　福実２

 　１和歌山県立医科大学保健看護学部，２和歌山県立医科大学医学部皮膚科学教室

258　糖尿病患者への運動指導実践能力に関する自己効力感尺度の信頼性と妥当性
 ○冨澤　登志子１，小沢　久美子２，北島　麻衣子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科，２八戸短期大学

259　人工股関節再置換術を受けた人の生活状況調査
 ○山本　多香子１，山田　豊子２

 　１近大姫路大学看護学部看護学科，２中京学院大学看護学部看護学科

260　リンパ浮腫患者用リスク回避版自己管理スキル評価ツールの開発と信頼性・妥当性及び影響要因の検討
 ○新井　惠津子１，當目　雅代２

 　１国保旭中央病院附属看護専門学校，２香川大学医学部看護学科

261　A短期大学成人看護学実習（慢性期）前後における看護学生の接遇の変化
 ○長守　加代子１，原　元子１，河相　てる美１，宮城　和美１，中田　智子１，今川　孝枝１

 　１富山福祉短期大学看護学科
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262　看護師の意識障害患者への関わりに関する文献検討
 ○臼井　綾子１，休波　茂子１

 　１亀田医療大学看護学部看護学科

263　２型糖尿病患者における自己効力感の概念分析
 ○神田　彩１，藤原　彩那２，本田　有佳梨１，森本　美智子３

 　１鳥取大学医学部附属病院，２日本医科大学付属病院，３岡山大学大学院保健学研究科

264　変形性膝関節症患者のセルフケア能力尺度の開発
 ○谷村　千華１，森本　美智子２

 　１鳥取大学医学部保健学科，２岡山大学大学院保健学研究科

265　血液透析スタッフの手袋着用行動に関連する要因
 ○宮良　淳子１

 　１中京学院大学看護学部看護学科

266　成人看護学実習（慢性期）での学生の成長過程　－ポートフォリオ評価を用いて－
 ○宮城　和美１，原　元子１，長守　加代子１，河相　てる美１

 　１富山福祉短期大学看護学科

267　子宮内膜症患者の健康関連QOLと関連要因の検討
 ○田渕　康子１，草間　朋子２，吉留　厚子３，熊谷　有記１

 　１佐賀大学医学部看護学科，２東京医療保健大学東が丘看護学部，３鹿児島大学医学部保健学科

老年看護

268　特別養護老人ホームに入所中の認知症のある慢性心不全療養者の支援の際に看護師が抱く困難と支援の実態
 ○大津　美香１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

269　看護における老年期の Generativityに関する文献検討
 ○讃井　真理１，奥田　泰子２，河野　保子１

 　１広島文化学園大学看護学部，２四国大学看護学部

270　高齢者が捉える孤立死の実態
 ○山本　君子１，甲州　優２，太田　淳子３

 　１国際医療福祉大学院，２在宅看護研究センター，３桜美林大学院博士（前期）課程

271　高齢者の身体機能と入浴事故体験や入浴環境および入浴への不安認識との関連
 ○奥田　泰子１，棚崎　由紀子２，成　順月３

 　 １四国大学看護学部看護学科，２宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科，
３広島文化学園大学看護学部看護学科
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272　総合病院における認知症高齢者ケアの質評価指標の開発
 ○天木　伸子１，百瀬　由美子１，松岡　広子１，藤野　あゆみ１

 　１愛知県立大学看護学部

273　コラージュ制作を認知症高齢者の援助にいかすには　－反応をフェイススケールと言葉により分析して－
 ○山川　千影１，上西　洋子２

 　１医療法人金沢整形外科クリニック，２森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科

274　認知症高齢者の家族介護者になるということ　－社会資源を利用しながら介護する中での体験と思い－
 ○大久保　沙織１，新鞍　真理子２，青柳　寿弥２，青木　頼子２，竹内　登美子２

 　１富山大学大学院医学薬学教育部，２医学薬学研究部

275　認知症とともに今を生きている高齢者の主観的体験　～希望や喜びなどの快感情を伴う体験に焦点を当てて～
 ○堀田　美沙１，新鞍　真理子２，青柳　寿弥２，青木　頼子２，竹内　登美子２

 　１富山大学大学院医学薬学教育部，２医学薬学研究部

276　高齢者理解を目的としたライフインタビューの効果　－エイジズムをアウトカムとした学びの分析－
 ○簑原　文子１，畑野　相子１

 　１滋賀医科大学臨床看護学講座

277　A市の男性独居高齢者の食事満足度と食生活の実態
 ○平島　治宜１，濱野　香苗１，矢野　正子１

 　１聖マリア学院大学院看護学研究科

278　高齢者の要介護および終末期に対する意向　－性別に焦点を当てて－
 ○曽根　千賀子１，細田　江美１，新實　夕香理２

 　１長野県看護大学，２藤田保健衛生大学

279　胃瘻造設を代理意思決定した家族介護者への看護支援
 ○浅田　ともみ１

 　１公立黒川病院

280　介護一次予防における方法の検討　－400m歩行時間，TUG，開眼片足立ち時間，ストレス得点から－
 ○鎌田　洋輔１，木立　るり子２，北嶋　結２，米内山　千賀子２，鈴木　光子２

 　１弘前大学大学院博士前期課程，２弘前大学大学院保健学研究科

281　高齢者のスピリチュアリティを大切にした看護を実践している看護師の看護観
 ○竹田　恵子１，小薮　智子１，實金　栄２，白岩　千恵子１，岡本　宣雄１，太湯　好子２

 　１川崎医療福祉大学，２岡山県立大学

282　介護老人保健施設における下剤内服者の排便状態の特徴と日常生活への影響
 ○早坂　史子１，山田　律子２，萩野　悦子２

 　１介護老人保健施設ライフスプリング桜木，２北海道医療大学看護福祉学部
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283　特別養護老人ホームにおける終末期認知症高齢者の重度化に伴う家族の思い
 ○上西　洋子１，山川　千影２

 　１大阪市立大学大学院看護学研究科医学部看護学科，２医療法人金沢整形外科クリニック

284　高齢患者のスピリチュアルケアをチームで意図的に行う際の看護師の関わり
 ○白岩　千恵子１，岡本　宣雄１，竹田　恵子１，小薮　智子２，實金　栄３，太湯　好子３

 　１川崎医療福祉大学，２川崎医療短期大学，３岡山県立大学

285　通所リハビリテーションに通う認知症高齢者のストレスの傾向と人生の課題
 ○大森　美津子１，西村　美穂１，湯浅　敦子１

 　１香川大学医学部看護学科

286　医療・福祉職のリスクマネージメント教育方法の検討　－エイジング論の授業評価より－
 ○檜原　登志子１，庄司　光子２，黒澤　繭子１

 　１秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科，２秋田看護福祉大学看護福祉学部福祉学科

精神看護

287　大学生の食の状況に関する調査　－男女による違い－
 ○盛戸　紫帆１，河野　由理２，兒玉　藍子２

 　１能美市役所，２名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻

288　地域で親と同居している男性統合失調症患者が「自立」に向かうプロセス
 ○石飛　マリコ１，越田　美穂子２，尾形　由起子３

 　１福岡大学医学部看護学科，２香川大学医学部看護学科，３福岡県立大学看護学部

289　残遺型統合失調症患者へのフットケアの効果に関する研究－看護師の困難感及び患者　－看護師関係の変化－
 ○鬼頭　和子１，鈴木　啓子１，伊礼　優１，平上　久美子１

 　１名桜大学人間健康学部看護学科

290　精神科リハビリ病棟における朝顔栽培を通して確認できた患者のエンパワメント
 ○石橋　照子１，松谷　ひろみ１

 　１島根県立大学看護学部

291　精神科デイケア導入期における看護師の関わり
 ○千々岩　友子１，黒髪　恵２

 　１順天堂大学保健看護学部，２福岡大学医学部看護学科

292　精神看護方法論における DVD教材活用の有効性に関する研究（第２報）
 ○石川　純子１，川野　雅資１

 　１東京慈恵会医科大学医学部看護学科
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293　精神障害者小規模作業所通所者の通所目的による生活機能の比較
 ○齋藤　深雪１，馬場　薫１，吾妻　知美２

 　１山形大学医学部看護学科，２甲南女子大学

294　精神科リエゾンチームに所属する看護師に必要な教育
 ○桐山　啓一郎１，松下　年子２

 　１羽島市民病院，２横浜市立大学医学部看護学科

295　精神科看護師の自己成長の認識
 ○中平　洋子１，眞野　祥子２，岡本　眞知子３

 　 １愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科，２摂南大学看護学部看護学科，
３特定医療法人仁生会細木ユニティ病院

296　精神科看護師の感情労働，スティグマ，バーンアウトの関連
 ○児屋野　仁美１，香月　富士日２

 　１四日市看護医療大学看護学部看護学科，２名古屋市立大学看護学部看護学科

297　大学教員のストレス対処行動と個人背景，職務状況，精神的健康との関連
 ○片岡　三佳１，奥田　紀久子１，小澤　和弘２，千葉　進一１，多田　敏子１

 　１徳島大学大学院，２岐阜県立看護大学

298　統合失調症患者へのハンドマッサージの効果について
 ○鈴木　啓子１，平上　久美子１，伊礼　優１，鬼頭　和子２

 　１名桜大学人間健康学部看護学科，２名桜大学看護学研究科

299　統合失調症者のセルフモニタリングの表現の違いの検討　－感情の種類による影響を比較して－
 ○佐伯　幸治１，菅原　裕美２，森　千鶴３

 　１国立精神・神経医療研究センター病院，２国立病院機構下総精神医療センター，３筑波大学人間総合科学研究科

300　看護学生の精神を病む人に対するイメ－ジ　－看護学部２年生と３年生の比較検討－
 ○柴　裕子１

 　１中京学院大学看護学部看護学科

301　多職種チームにおける精神科デイケア看護師の経験
 ○田辺　有理子１

 　１横浜市立大学医学部看護学科

302　医療観察法指定入院患者における，入院期間に影響する要因の検討
 ○石崎　有希１，菅原　裕美１，茂手木　彩１，須藤　淳１

 　１下総精神医療センター
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リハビリテーション看護

303　回復期リハビリテーション病棟の看護師によるチームアプローチの認識
 ○金子　史代１

 　１新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科

304　回復期リハビリテーション病棟に入院した脳血管障害患者の主観的QOLの改善に関わる要因
 ○渡邉　知子１，藤田　あけみ２，中村　令子３，荒木　美千子４，石鍋　圭子５

 　 １秋田大学医学系研究科，２青森県立保健大学，３東北福祉大学，４日本赤十字秋田看護大学，
５茨城キリスト教大学

305　ナラティブ・アプローチを実施した回復期の脳血管障害患者の入院時と退院時の主観的QOLの変化
 ○藤田　あけみ１，渡邉　知子２，中村　令子３，荒木　美千子４，石鍋　圭子５

 　 １青森県立保健大学健康科学部看護学科，２秋田大学医学系研究科保健学専攻，
３東北福祉大学健康科学部保健看護学科，４日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科，
５茨城キリスト教大学大学院

306　回復期脳血管障害患者へのナラティブ・アプローチを行った看護師の意識調査
 ○中村　令子１，藤田　あけみ２，渡邉　知子３，荒木　美千子４，石鍋　圭子５

 　 １東北福祉大学健康科学部保健看護学科，２青森県立保健大学，３秋田大学医学系研究科，
４日本赤十字秋田看護大学，５茨城キリスト教大学

307　リハビリテーション看護学実習で高齢の運動器疾患患者を受け持った学生が学んだこと
 ○清野　たか枝１

 　１明治国際医療大学

小児看護

308　動物との触れ合いが幼児期後期の子どもに及ぼす心理的効果
 ○三上　ふみ子１，一戸　とも子２

 　１弘前学院大学看護学部看護学科，２弘前大学大学院保健学研究科

309　採血を受ける子どもの対処行動に影響する要因の文献検討
 ○佐藤　志保１，佐藤　幸子１，藤田　愛１，山口　咲奈枝１，宇野　日菜子１，三上　千佳子２，中川　智子３

 　１山形大学医学部看護学科，２宮城大学看護学部，３山形大学医学部附属病院

310　気管支喘息のキャリーオーバー患者がとらえる薬物療法に対する認識
 ○細野　恵子１

 　１名寄市立大学保健福祉学部看護学科

311　幼児の内服時の効果的対処行動を促す母親の関わり
 ○本多　直子１，林田　りか２

 　１長崎市医師会看護専門学校，２長崎県立大学シーボルト校看護栄養学部看護学科
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312　看護学生のプレパレーション演習における小児の発達段階の理解
 ○齊藤　史恵１，齋藤　美紀子１

 　１弘前学院大学看護学部

313　小児看護に携わる看護師が必要としている発達障害に関する情報や支援の内容
 ○鈴木　祐子１，塩飽　仁１

 　１東北大学大学院医学系研究科

314　看護師が考える子どもと家族の意思を尊重した支援が必要になる場面と効果的な支援方法についての調査
 ○井上　由紀子１，塩飽　仁２，鈴木　祐子２

 　１東北大学大学院医学系研究科保健学専攻博士課程，２東北大学大学院医学系研究科

315　親が参加するプレパレーションに関する文献検討
 ○川上　有紀１，中田　亜由美１，佐藤　洋子２，宮島　直子２

 　１北海道大学大学院保健科学院，２北海道大学大学院保健科学研究院

316　グループ学習における意見交換能力と小児看護技術到達度の学生自己評価の関連
 ○小川　佳代１，中澤　京子１，江口　実希１

 　１四国大学看護学部看護学科

317　一般児童における歯科恐怖の実態　－日本語版 CFSS-DSを用いての調査－
 ○中田　亜由美１，川上　有紀１，宮島　直子２，佐藤　洋子２

 　１北海道大学大学院保健科学院，２北海道大学大学院保健科学研究院

318　定期的ホームベースレスパイトを受けた在宅人工呼吸療法児の母親のQOL；日本語版 SF-36v2を使用して
 ○生田　まちよ１

 　１熊本大学大学院生命科学研究部看護学講座小児看護学領域

母性看護

319　親となる過程における両親調査を用いた査定と支援への活用方法の検討
 ○行田　智子１，細谷　京子２，橋爪　由紀子１

 　１群馬県立県民健康科学大学，２足利工業大学看護学部設置準備室

320　夫婦を対象に継続的に行った妊娠期～育児期の支援に対する満足度
 ○橋爪　由紀子１，行田　智子１，細谷　京子２

 　１群馬県立県民健康科学大学看護学部，２足利工業大学看護学部設置準備室

321　乳児の夏季の寝床内気候　－寝床内湿度を調整する寝具の探求－（第一報）
 ○池田　理恵１，深井　喜代子２，関　明穂３

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科，２岡山大学大学院保健学研究科，３川崎医科大学
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322　乳児の夏季の寝床内気候　－寝床内湿度を調整する寝具の探求－（第二報）
 ○池田　理恵１，深井　喜代子２，関　明穂３

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科，２岡山大学大学院保健学研究科，３川崎医科大学

323　産後うつ病発症予防のための看護介入に関する実態調査　～妊娠期および産後における取組に焦点をあてて～
 ○梅崎　みどり１，富岡　美佳１，國方　弘子２

 　１山陽学園大学看護学部看護学科，２香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

324　産褥早期における母親の育児適応に関する要因の検討
 ○榮　玲子１，植村　裕子１，松村　惠子１

 　１香川県立保健医療大学看護学科

325　母親から観た産後１年間の家族再構築における父親との関わり　
 ○新田　祥子１，藤野　裕子１

 　１長崎県立大学看護栄養学部看護学科

326　妊婦の視界の制限に関する検討
 ○工藤　優子１，櫛引　美代子１

 　１弘前学院大学看護学部看護学科

第７会場　13：30～14：30
看護管理

327　看護職の疲労と睡眠に対する労働支援に関する文献検討
 ○市江　和子１，杉原　喜代美２，栗田　佳江２

 　１聖隷クリストファー大学看護学部，２足利短期大学看護学科

328　専門看護師における自律性の構造的特徴
 ○菊池　昭江１

 　１東京女子医科大学看護学部

329　中小規模病院，有床診療所における看護管理者の管理上の困難感と管理者教育の実態調査
 ○大鳥　和子１，福島（櫨本）　和代１

 　１九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科

330　老人保健施設における看護職員の向精神薬に対する認識と薬剤への安全対策の検討
 ○大嶋　光子１，相撲　佐希子１

 　１椙山女学園大学看護学部，２愛知きわみ看護短期大学

331　A県看護職者の就労継続意志に関係する要因の実態調査　第１報　公的病院勤務者を対象として
 ○奥田　玲子１，畠山　久美子２，佐々木　晶子２，深田　美香１

 　１鳥取大学医学部保健学科，２鳥取大学大学院医学系研究科博士前期課程
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332　A県看護職者の就労継続意志に関係する要因の実態調査　第２報　民間病院勤務者を対象として
 ○畠山　久美子１，奥田　玲子２，佐々木　晶子１，深田　美香２

 　１鳥取大学大学院医学系研究科博士前期課程，２鳥取大学医学部保健学科

333　A病院における看護師のバーンアウトの現状　－バーンアウトしにくい職場環境を目指して－
 ○伊藤　まり子１，池田　満知子１，山崎　浩子１，高柳　佳忠１，上野　栄一２

 　１富山市立富山市民病院，２福井大学医学部看護学科

334　A県下精神単科病院の看護職が認識する病棟の安全管理の現状
 ○相撲　佐希子１，大嶋　光子２

 　１愛知きわみ看護短期大学，２椙山女学園大学看護学部

335　看護師の性別による仕事に対する認識と職業継続意思の関連
 ○西古家　宏典１，乗松　貞子１

 　１愛媛大学大学院医学系研究科 

336　外来看護師におけるアサーティブネスコミュニケーション実態調査
 ○山崎　幸恵１，安田　佳奈子１，竹澤　千佳１，加賀　舞姫子１

 　１秋田大学医学部附属病院

337　看護師の勤務状況と蓄積的疲労に関する調査　～Ａ総合病院の傾向～
 ○黒澤　繭子１，佐藤　純子１，水木　暢子１，西沢　義子２

 　１秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科，２弘前大学大学院保健学研究科

338　急性期病院で看護職が受ける職員間暴力と抑うつの現状
 ○伊藤　厚子１，田中　幸子２

 　１社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院，２東京慈恵会医科大学

339　看護職員のワーク・ライフ・バランスの理想と現実
 ○白川　秀子１，藤田　テツ子１，阿部　緑２，蓮沼　直子３

 　１秋田大学医学部附属病院，２秋田大学大学院医学系研究科，３秋田大学医学部

340　看護職員のワーク・ライフ・バランスに対する認識
 ○藤田　テツ子１，白川　秀子１，阿部　緑２，蓮沼　直子３

 　１秋田大学医学部附属病院，２秋田大学大学院医学系研究科，３秋田大学医学部

341　看護実践能力向上に重要と考えること　－看護学校と臨床を比べて－
 ○徳永　美和子１

 　１朝倉医師会病院

342　早期退職した新卒看護師の入職から退職後までの心理的プロセス
 ○山田　貴子１，藤内　美保２

 　１長崎県立大学看護栄養学部看護学科，２大分県立看護科学大学看護学部看護学科
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343　大学病院に勤務する新卒看護師のバーンアウトリスク
 ○高野　美香１，鈴木　英子２，川村　晴美３

 　 １社会福祉法人済生会横浜市東部病院，２国際医療福祉大学大学院，
３一般社団法人横浜メディカルグループ本部看護部

344　キャリア開発ラダー遂行のための支援システムの検討（その６）中小規模病院に勤務する看護師の認識
 ○石黒　千映子１，杉村　鮎美１，水谷　聖子２，大野　晶子３，柿原　加代子４，東野　督子１，三河内　憲子１

 　 １日本赤十字豊田看護大学看護学部，２愛知医科大学看護学部，３元日本赤十字豊田看護大学，
４豊橋創造大学保健医療学部

345　キャリア開発ラダー遂行のための支援システムの検討（その７）中小規模病院に継続勤務する看護師の認識
 ○大野　晶子１，東野　督子２，水谷　聖子３，柿原　加代子４，石黒　千映子２，杉村　鮎美２，三河内　憲子２

 　 １元日本赤十字豊田看護大学，２日本赤十字豊田看護大学，３愛知医科大学看護学部，
４豊橋創造大学保健医療学部

346　中小規模病院看護部の看護師定着への課題と取り組み
 ○樫原　理恵１

 　１聖隷クリストファー大学

347　がん化学療法中及び治療後の患者の排泄の援助における曝露防護具の活用
 ○ 菊地　由紀子１，石井　範子１，工藤　由紀子１，杉山　令子１，長谷部　真木子１，長岡　真希子１，

佐々木　真紀子１

 　１秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

348　「抗がん剤曝露を防止するための患者・家族への指導指針（案）」の看護師による評価
 ○ 工藤　由紀子１，石井　範子１，杉山　令子１，長岡　真希子１，長谷部　真木子１，菊地　由紀子１，

佐々木　真紀子１

 　１秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

349　看護師の雇用形態別に見た職務満足度の比較
 ○川北　敬美１，原　明子１，松尾　淳子１，道重　文子１

 　１大阪医科大学看護学部看護学科

350　看護師の職務満足度が高い10対１看護配置病院の看護管理方針に関する一考察
 ○灘波　浩子１，小池　敦１，若林　たけ子１

 　１三重県立看護大学

351　経年別における看護職の専門的自律性
 ○中村　美香１，岩永　喜久子１

 　１群馬大学大学院

352　看護師の観察・判断・対応力の強化をめざした基礎的研究　－教育プログラム開発に向けた取り組みから
 ○ 木村　美佳１，増田　育子１，村上　裕子１，花田　久美子１，小林　朱実１，川崎　くみ子２，三崎　直子２，

西沢　義子２

 　１弘前大学医学部附属病院，２弘前大学大学院保健学研究科
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353　病院に勤務する看護職のワークライフバランスと職場環境
 ○川村　晴美１，鈴木　英子２，平山　喜美子３，高野　美香４

 　 １一般社団法人横浜メディカルグループ本部看護部，２国際医療福祉大学大学院，
３元国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻，４社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院

354　新卒看護師の入職12ヵ月間の離職意思誘因と回避要因
 ○寺岡　幸子１，高瀬　美由紀２，宮腰　由紀子２，小林　敏生２

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科，２広島大学大学院医歯薬総合研究科

355　中堅看護師のキャリア開発の悩みと研修効果　～２日間のキャリア支援講座を実施して～
 ○横山　恵子１，長谷川　真美２

 　１埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科，２東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科

356　二交代制勤務時の仮眠時間および身体活動強度が自覚的疲労に及ぼす影響
 ○山口　多恵１，大重　育美１，中島　充代２，峰松　和夫３

 　 １長崎県立大学看護栄養学部看護学科，２九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野，
３順天堂大学医学部公衆衛生学講座

357　中堅看護師のキャリアの悩みと組織コミットメント
 ○長谷川　真美１，横山　恵子２

 　１東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科，２埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

358　新人看護師の１年目から３年目の精神的健康度の変化
 ○清水　由加里１，早川　美津江１，橘　幸子１，濵野　陽子１

 　１福井大学医学部附属病院

359　新卒看護師の入職３か月後における職業性ストレスとレジリエンスとの関連
 ○村田　尚恵１，分島　るり子１，古島　智恵１，高島　利１，井上　範江１

 　１佐賀大学医学部看護学科

360　意思決定支援のための患者説明同席の効果
 ○佐々木　由美子１，三浦　京子１，阿部　緑２

 　１秋田大学医学部附属病院，２秋田大学大学院医学系研究科

361　各年代における塩味の味覚感受性
 ○伊藤　眞由美１

 　１愛知医科大学看護学部

362　新人看護師の医療事故体験の構造
 ○柘野　浩子１

 　１新見公立大学看護学部看護学科
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地域看護

363　中高年女性の減量意思決定バランス尺度と精神的ストレス反応の検討
 ○井上　真弓１，高倉　裕美子２

 　１横浜創英大学，２弘前医療福祉大学

364　サロンにおける高齢家族介護者の語りとその変化から考える介護者支援のあり方
 ○真継　和子１，伊藤　ちぢ代２，岡本　里香３

 　１大阪医科大学看護学部，２近大姫路大学看護学部，３岡山大学大学院保健学研究科

365　ALS家族介護者の災害時の備えに対する自己認識と実態との相違　－在宅呼吸器装着者の場合－
 ○藤永　正枝１，寺岡　幸子１，小林　敏生２

 　１川崎医療福祉大学保健看護学科，２広島大学大学院医歯薬保健学研究院

継続看護・在宅看護

366　在宅片麻痺患者の自律度測定尺度の開発
 ○横山　孝枝１，上野　栄一２

 　１福井医療短期大学，２福井大学医学部看護学科

367　中山間地で生活する高齢介護者の介護から看取りの過程における『介護に対する思い』
 ○北垣　麻規子１，松浦　治代２，南前　恵子２，吉岡　伸一２，深田　美香２

 　１国民健康保険日南町立日南病院，２鳥取大学医学部保健学科

368　療養者家族の健康維持のために訪問看護師が配慮しているケアに関する研究
 ○太田　浩子１，王　麗華１，寺本　正恵１，木内　妙子１

 　１東京工科大学医療保健学部看護学科

369　訪問看護師が在宅ケアを実施する上で重視していることに関する研究
 ○王　麗華１，太田　浩子１，平山　香代子２，木内　妙子１

 　１東京工科大学医療保健学部看護学科，２東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科

370　在宅における看護過程に重点をおいた演習授業の評価　－学生の授業評価からの検討－
 ○吉田　令子１，北　素子１，遠山　寛子１

 　１東京慈恵会医科大学医学部看護学科

371　要介護高齢者を在宅で介護している家族の生活安定状況とその関連要因
 ○北　素子１

 　１東京慈恵会医科大学医学部看護学科

372　在宅における介護者の将来不安の要因分析
 ○今村　圭子１，立石　憲彦２

 　１長崎県立大学大学院人間健康科学研究科，２長崎県立大学看護栄養学部看護学科
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373　訪問入浴サービスにおける入浴援助に関する調査　－安全性の検討－
 ○林　みつる１，小長谷　百絵１

 　１昭和大学保健医療学部看護学科

374　A市在住者の訪問看護に関する認知度の実態
 ○鎌田　涼花１，岡田　麻里２，今井　多樹子２

 　１福岡徳洲会病院看護部，２県立広島大学保健福祉学部看護学科

375　看護過程に重点をおいた演習型授業評価　－在宅看護学実習の目標到達度への影響
 ○遠山　寛子１，北　素子１，吉田　令子１

 　１東京慈恵会医科大学

376　頸髄損傷者が１人暮らしをするために起こした行動と獲得した支援内容
 ○新谷　翔子１，岡田　麻里２，今井　多樹子２，西田　征治３

 　 １独立行政法人国立病院機構広島西医療センター，２県立広島大学保健福祉学部看護学科，
３県立広島大学保健福祉学部作業療法学科

377　看護学生が外来実習で学びとれた外来の看護に求められる能力の検討
 ○西　留美子１，野崎　百合子１，矢野　章永１

 　１共立女子短期大学看護学科

378　乳がん患者の家族への負担感と精神的健康との関連
 ○大えき　美樹１，雑賀　倫子２

 　１広島大学大学院医歯薬保健学研究院，２鳥取大学医学部保健学科

379　胃瘻で生活する対象者への生活リズムを調整する看護援助の検討
 ○高田　由美１

 　１日本赤十字秋田看護大学

380　介護支援専門員として働く看護師が行う終末期がん患者へのケアマネジメント
 ○井ノ上　眞由美１，森　一恵２，田中　久美子２，西嶋　真理子２

 　１四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校，２愛媛大学医学系研究科看護学専攻

381　在宅療養におけるがん患者の家族への心理的支援システムの構築
 ○大川　明子１，梅田　徳男２，安藤　詳子１

 　１名古屋大学大学院医学系研究科，２北里大学大学院医療系研究科

382　修正版在宅療養移行時アセスメントシートの病院と在宅の縦断的活用とその課題　
 ○樋口　キエ子１，高橋　フミエ２，大薗　康文１，三好　智美３

 　１順天堂大学医療看護学部，２東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科，３東京工科大学医療看護学部看護学科

383　「退院支援部署応援プロジェクト」の試み
 ○大竹　まり子１，森鍵　祐子１，鈴木　育子１，細谷　たき子１，小林　淳子１，大谷　和子１，叶谷　由佳２

 　１山形大学医学部看護学科，２横浜市立大学医学部看護学科
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384　病棟看護師が行うケアの場の移行に向けた支援　－必要性の認識と実際状況および関連要因の検討－
 ○堀岡　愛子１，角谷　桃子１，佐久間　礼奈１，土畠　みのり１，敦賀　舞２，鷲見　尚己３

 　１北海道大学医学部保健学科，２北海道大学大学院保健科学院，３北海道大学大学院保健科学研究院

健康増進・予防看護

385　喫煙者のカシス摂取による血管内皮機能および皮膚表面温度の変化
 ○北島　麻衣子１，冨澤　登志子１，漆坂　真弓１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

386　性暴力被害者に対する看護に関する文献検討
 ○福本　環１，岩脇　陽子１，松岡　知子１

 　１京都府立医科大学医学部看護学科

387　冷え症女性の生理的・心理的特徴の検討　－女子学生及び女性高齢者の比較－
 ○棚崎　由紀子１，奥田　泰子２，深井　喜代子３

 　１宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科，２広島文化学園大学看護学部，３岡山大学大学院保健学研究科

388　看護師への漸進的筋弛緩法導入による疲労軽減の効能
 ○藤野　沙矢香１，工藤　悠子１，佐々木　絵里香１

 　１秋田大学医学部附属病院

389　新卒看護師の認知特性（被害的予測）とバーンアウトとの関連
 ○高岡　光江１，香月　富士日２

 　１東海学院大学，２名古屋市立大学

390　看護学生のストレスマネジメントスキルと日常生活スキルおよび自己肯定感との関連
 ○高橋　ゆかり１，本江　朝美２，柴田　和恵３

 　１上武大学看護学部，２静岡県立大学看護学部，３天使大学看護栄養学部

391　「朝市」を活用した住民参画型健康支援モデルの効果に関する検討
 ○大城　凌子１，永田　美和子１，鈴木　啓子１，徳田　菊恵１，平上　久美子１

 　１名桜大学人間健康学部看護学科

392　在宅高齢者の皮膚生理機能とスキンケアの実態調査
 ○東海　奈津子１，藤野　由紀子１，道券　夕紀子１，梅村　俊彰１，安田　智美１

 　１富山大学大学院医学薬学研究部

393　性の健康と権利に関する健康教育講演会受講者の学校における伝達状況に関する研究
 ○富岡　美佳１，田村　裕子１，梅崎　みどり１

 　１山陽学園大学看護学部看護学科

394　外来化学療法を受けている肺がん患者の疲労の適正評価について
 ○佐藤　大介１，霜山　真１

 　１宮城大学看護学部
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395　看護職の職業性ストレスと Sense of Coherenceとの関連
 ○鉢呂　美幸１，南山　祥子１，武田　かおり１，水野　芳子１

 　１名寄市立大学保健福祉学部看護学科

396　中高年におけるヘルスリテラシーと生活習慣，主観的健康感，ソーシャル・サポートの関連
 ○鈴木　圭子１

 　１秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

放射線看護

397　看護師が関わる放射線診療内容の実態と放射線に関する認識
 ○井瀧　千恵子１，冨澤　登志子１，會津　桂子１，扇野　綾子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

398　放射線防護衣の機能性に関する研究
 ○野戸　結花１，西沢　義子１，北宮　千秋１，會津　桂子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

がん看護

399　化学放射線治療を受けた頭頸部がん患者の入院から退院後１ヶ月までの体験の明確化
 ○岡西　幸恵１，當目　雅代２

 　１香川大学医学部附属病院，２香川大学医学部看護学科

400　病院組織としての抗がん剤曝露対策指針作成と定着に向けた段階別介入モデルの作成
 ○高階　淳子１，神田　清子　２，武居　明美２，平井　和恵３，石井　範子１

 　１秋田大学大学院医学系研究科，２群馬大学大学院保健学研究科，３東京医科大学医学部看護学科

401　乳がん患者のボディイメージ変容の受容を促進する看護援助についての文献検討：和文文献に限定して
 ○北富　香織１，繁永　元樹１，吉田　菜都美１

 　１福岡県立大学

402　初めて手術を受けるがん患者とその配偶者の家族機能に影響を与える要因
 ○中森　美季１，田口　豊恵１

 　１明治国際医療大学看護学部

403　肺がんで化学療法を受けている患者のQOLに関する研究の動向と課題　－影響要因と影響度の検討－
 ○内田　成美１，佐川　知穂１，出野　爽香２，森本　美智子３

 　１鳥取大学医学部附属病院，２倉吉総合看護専門学校助産学科，３岡山大学大学院保健学研究科

404　定期的外来通院を続けるがん治療後に在る成人期乳がん患者のQOLに関わる心理・認知的要因
 ○若崎　淳子１，谷口　敏代２

 　１川崎医療福祉大学，２岡山県立大学
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一般演題・示説    

405　Oxaliplatinの持続性末梢神経障害に対する客観的評価指標の検討
 ○中澤　健二１，小和田　美由紀２，藤本　桂子２，神田　清子２

 　１前群馬大学大学院保健学研究科，２群馬大学大学院保健学研究科

406　治療を受ける肝臓がん患者への看護の現状と今後の課題　～国内文献の検討より～
 ○畠中　佑佳１，若崎　淳子１

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科

407　外来治療を受けるがん患者と暮らす家族ケアギバーの思い
 ○田中　いずみ１，平　典子１，唐津　ふさ１，鳴井　ひろみ２

 　１医療法人渓仁会手稲渓仁会病院，２北海道医療大学，３青森県立保健大学

408　携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用する外来がん患者の治療継続を支えていること
 ○杉山　令子１，長谷部　真木子１

 　１秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

409　子宮癌の治療を経験した女性の感情と配偶者に対するかかわりに関する研究
 ○西村　美穂１，大森　美津子１，湯浅　敦子１

 　１香川大学医学部看護学科

終末期ケア・緩和ケア

410　ターミナル期におけるがん患者の意思決定支援についての文献検討
 ○吉田　菜都美１，繁永　元樹１，北富　香織１

 　１福岡県立大学看護学部看護学科

411　終末期がん患者の死の看取りにおける看護師の役割
 ○太田　知沙１

 　１公益社団法人地域医療振興協会公立黒川病院

412　死後の処置を行うことに対する新人看護師の不安
 ○平野　裕子１，渋谷　えり子１

 　１埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

413　終末期がん患者の妻を看取った壮中年期男性遺族の心理経過
 ○中西　陽子１，廣瀬　規代美１，小林　万里子１，倉林　しのぶ２，堀越　政孝３，千田　寛子３，二渡　玉江３

 　１群馬県立県民健康科学大学，２高崎健康福祉大学保健医療学部，３群馬大学大学院保健学研究科

414　葬祭業者が体験した死後の処置における家族への対応の困難さ
 ○小林　祐子１

 　１新潟青陵大学看護福祉心理学部

415　佐賀県の訪問看護ステーションの看取り数に関連する要因
 ○熊谷　有記１，田渕　康子１

 　１佐賀大学医学部看護学科


