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挨　　　　　拶
　
　
 一般社団法人日本看護研究学会　

第42回学術集会　
 会長　川　口　孝　泰　
 （筑波大学医学医療系　教授）
　
　

　一般社団法人日本看護研究学会第42回学術集会を，2016年（平成28年）８月20日（土）・21日（日）に，つ

くば国際会議場において，メインテーマ「先端科学と看護イノベーション」と題して開催いたします。今回

の学術集会は，先端科学の街「つくば市」で行うことの地の利を生かし，変貌する科学と人間のあり方と対

峙しながら急速にグローバル化する看護・医療における，看護の知のあり方を問う機会を得ることを目的と

しています。

　学術集会のプログラムは，科学の変貌を通して未来の看護を見据えた看護研究の方向性や看護学のあり方

を考えるきっかけとなるような企画を準備しました。つくばには，JAXA（宇宙航空研究開発機構）や日本の

産業技術を支える知の集団として，AIST（産業技術総合研究所）があります。

　特別講演では，学術集会長が所属する筑波大学を代表する研究者であり，医療系を含む最先端技術の開発

を行っている山海嘉之先生をお招きしました。山海先生はロボット技術の医療・福祉への応用の先駆けとな

るロボットスーツHALの開発者として，世界的な評価を受けている研究者です。その開発過程の秘話などを

お伺いしながら，科学技術の成果の社会還元の方策と，先生が思い描く未来の医療と看護についてお話しし

ていただきます。多くの看護学研究者が，未来を考えるきっかけとなるご講演となればと思います。

　また本学術集会では，未来の看護のキーとなる５つの教育講演を準備しました。教育講演１では，筑波大

学元教授で，筑波大学発の看護系ベンチャー企業（訪問看護ステーション）の立ち上げ秘話をお話しいただ

きます。教育講演２では，今後の看護学が発展していくための基盤となる，情報化時代の文献レビューにつ

いて最先端の方法論をご講演いただきます。教育講演３では，これからの健康医療サービスの基盤となるヘ

ルスケア情報学の重要性についてご講演いただきます。教育講演４では，JAXAから，宇宙開発と医療・看

護の関係性について，未来の看護への期待について，第一線でご活躍の講師からのご講演をお願いしました。

さらに教育講演５では，実践に根差した看護技術の基本中の基本である食事介助技術の先端的試みについて

ご講演いただきます。

　しかし，何よりも学術集会のメインプログラムは，会員の皆様がたの研究発表や，活発な交流集会など，

主体的な研究活動であることは言うまでもありません。本学術集会が，参加者の皆さまにとって，有意義な

ものとなるよう祈念し，また多くの皆さまが次代につながるような学びを得られることを，主催者一同，心

より祈念しております。

 　2016年７月４日　
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学術集会に参加される方へのご案内

１．受付：つくば国際会議場１Ｆエントランスホール「総合受付」
　受付時間は，下記のとおりです。
　　８月20日（土）　８：30～17：00

　　８月21日（日）　８：30～15：00

【当日登録の方】
　当日，総合受付の「当日登録」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。
　つくば国際会議場１Ｆ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。
　当日の参加費は，下記のとおりです。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） 14,000円
　　学　生 3,000円
　　　※「学生」には，大学院生および看護師資格を有する研修学校生などは含みません。
　　　※「学生」参加費には，学術集会抄録集は含まれておりません。
　　　※紙媒体の抄録集が必要な方は，一部2,000円で販売しておりますので，ご利用ください。

【事前登録の方】
　事前に参加登録し，参加費をご入金いただいた方には，ご登録いただいたご住所に参加証を送付しております。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。つくば国際会議場１Ｆ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。当日の受付は不要です。
　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，１Ｆ総合受付の「総合案内」にお申
し出ください。
　　　※紙媒体の抄録集が必要な方は，一部2,000円で販売しておりますので，ご利用ください。

【専門看護師・認定看護師の皆様へ】
　本学会への参加ならびに発表につきましては，公益社団法人日本看護協会の専門看護師・認定看護師の研修実績お
よび研究業績等として申請が可能です。その手続きのためには，本学会の参加証と領収書が必要ですので保管してく
ださい。詳細につきましては，公益社団法人日本看護協会のHPをご覧ください。

２．特別講演・教育講演・シンポジウム・学会特別企画・奨学会研究発表の演者および座長の方へ
【演者の方】
・ 各プログラム開始１時間前までに，１Ｆ総合受付の「座長・演者受付」で受付をお済ませください。８月20日（土）

９：25開始のプログラムについては，８：30より受付を開始いたします。
・ 発表データの受付につきましても，各プログラム開始１時間前までに１ＦのPC受付でお済ませください。お預か
りしたデータは，本学術集会終了後に，事務局が責任をもって消去いたします。
・ ご講演で使用されるスライドの規格等は，後述しております「５．一般演題（口演および示説）の発表者の方へ」
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「つくば花子」さんの場合：シンポジウムⅠ_つくば花子
・ ご講演中の画面操作は，ご自身で行ってください。
・ シンポジウム演者の方は，事前にお知らせしております時間になりましたら，控室にて座長と打合せをお願いいた
します。
・ ご講演10分前になりましたら，会場にお入りください。
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【座長の方】
・ 各プログラム開始１時間前までに，１Ｆ総合受付の「座長・演者受付」で受付をお済ませください。８月20日（土）

９：25開始のプログラムについては，８：30より受付を開始いたします。
・ シンポジウム座長の方は，事前にお知らせしております時間になりましたら，控室にて演者の方と打合せをお願い
いたします。
・ご講演10分前になりましたら，会場にお入りください。

３．交流集会の世話人の方へ
・ 交流集会の世話人の方は，各プログラム開始１時間前までに，１Ｆ総合受付の「座長・演者受付」で，受付をお済
ませください。
・ 交流集会会場の机・椅子等の配置変更や復元および講演中の画面操作等は，ご自身で行ってください。

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，１Ｆ総合受付の「座長・演者受付」で受付をお済ませの上，10分前までに会場
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分間，質疑応答３分間です。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）発表データの受付を確認
・発表の当日，発表データをUSBに保存し，ご持参ください。
・ データのファイル名は，発表番号（半角），_（半角アンダーバー），発表者氏名カタカナ（全角）としてください。
　（例）口演・発表番号777の「つくば太郎」さんの場合：777_つくば太郎ツクバタロウ
・ １ＦのPC受付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
務局が責任をもって消去いたします。
・ 受付は，発表１時間前までにお済ませください。８月20日（土）９：25開始のプログラムについては８：30より
受付を開始いたします。

２）発表形式
・発表は，すべてパソコンを用いて行います。
・PCは，OS「Windows 7」，アプリケーションソフト「Windows版PowerPoint2007，2010，2013」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。
・動画や音声をご使用の場合は，ご自分のパソコンをお持ちください。
・発表時の画面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分間，質疑応答３分間です。時間厳守でお願いいたします。時間の経過は，発表終了１分前に黄ラ
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）事務局準備備品
　事務局では，以下の備品を用意いたします。
・１題あたり，縦210cm×横90cmの縦長のパネル
・20cm×20cmの演題番号（パネル左上部に掲示）
・ポスター貼付用の画鋲（テープや糊は使用できません）
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２）ポスター作成要領
・パネルは縦210cm×横90cmで，左上部に演題番号（20cm×20cm）が貼られています。
・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
・ポスター掲示時には，受付をせずに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。
・ポスターの貼り付け，取り外し時間は下記のとおりです。

貼付時間 撤去時間

８月20日（土） ８：45～９：30 16：00～17：00

８月21日（日） ８：45～９：30 14：30～15：30

・ 取り外し時間を過ぎても掲示してあるポスターは，事務局にて処分させていただきます。あらかじめご了承くだ
さい。

４）発表方法
・発表者は，ご自分の発表時間には必ずポスター前で待機してください。係員が確認にまいります。
・座長はおりませんので，発表時間になりましたら自由に討論を行ってください。
・ ポスターを掲示しなかった場合，あるいは発表時間に発表者が不在の場合は，一般社団法人日本看護研究学会第
42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。多数の皆様のご参加をお待
ちしております。
　　日　　時：平成28年８月20日（土）18：30～20：30

　　会　　場：つくば国際会議場　２Ｆ大ホール　ホワイエ（予定）
　　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，領収書をお渡しいたします。当日も，参加を受け付けてお
ります。ご希望の方は，８月20日（土）17：00までにつくば国際会議場１Ｆ総合受付の「懇親会受付」で受付をし，
会費をお支払いください。17：00を過ぎた場合は，懇親会会場前で受付をいたします。

７．ナーシングサイエンスカフェ「大学で看護を学ぼう ! !」
　次代を担う中学生、高校生に「看護」を伝え、進路相談を行える場として、ナーシングサイエンスカフェを開催い
たします。
　１Ｆエントランスホール内に設置します。

８．協力企業の展示
　各協力企業による展示を２Ｆで行います。ぜひお立ち寄りください。

９．その他ご案内・お願い
１）会場内での各講演および一般演題発表（口演・示説）に対して，事務局からの許可のない写真撮影および録音・
録画は，固くお断りいたします。会場係の指示に従ってください。

２）会場内でのお呼び出しは原則として行いません。１Ｆエントランスホール総合受付付近に設置する伝言板をご利
用ください。

３）会場内は，指定の場所以外はすべて禁煙です。
４）会場内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。
５）災害発生時は各会場の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。
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【クローク】
　１Ｆにございますのでご利用ください。ただし貴重品は各自でお持ちください。お預かり時間は下記のとおりです。
　　８月20日（土）　８：30～17：30

　　８月21日（日）　８：30～15：30

【トラベルデスク】
　１Ｆエントランスホールに設けます。観光や宿泊などのご相談を申し受けますので，ご利用ください。

【休憩室】
　２Ｆコンコースにございますので，ご利用ください。

【救護室】
　３Ｆ305に準備してございますので，必要時はスタッフにお申し出ください。
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会場アクセス

所在地： つくば国際会議場 
 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-20-3
 TEL:029-861-0001

つくば駅A3出口を出て、バスロータリーに沿って右に進み、階段を上り、遊歩道を直進およそ800m。
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直行バス 約 60 分

つくば号（八重洲南口発） 約 65 分

直行バス 約 100 分
エアーポートライナー（ＮＡＴＴ’Ｓ） 

約 55 分

上野上野東京東京

東京国際空港（羽田）東京国際空港（羽田）

成田国際空港

茨城空港茨城空港

千葉

つくばつくば

水戸水戸

茨城県茨城県
土浦土浦

Tokyo MetropolisTokyo Metropolis 秋葉原秋葉原
東京東京
品川品川

常磐線（特急）/
東京から約50分

高速バス /約 100分

高速バス /約 65分

高速バス /約 80分

バス /約 25分

高速バス /約 55分

直行バス /約 60分

常磐線（特急）/約 30分

つくばエクスプレス /約 45分

会場アクセス
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隣地境界線

階段

1階

2階

3階

PC受付

総合受付

第3会場
中ホール200

第２会場
中ホール300

第 4会場
中会議室201

第５会場
中会議室202

大会本部
小会議室304

名誉会員・理事控室
小会議室301

第１会場
大ホール

第１会場
大ホール

ポスター会場１
大会議室101

ポスター会場2
大会議室102

正面ロータリー

クローク

至ホテル エントランス

エントランス

懇親会会場

企業展示・書籍販売・物販

弁当配布所
ナーシングサイエンスカフェ

※第1会場へは２階からの入場となります。

会場案内図
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プ　ロ　グ　ラ　ム

第１日目　平成28年８月20日（土）

時　　間 プログラム・会場

９：20～９：25 開 会 挨 拶 会場：第１会場（大ホール）

９：25～10：25 会 長 講 演 「先端科学と看護イノベーション」
演者：川口　孝泰（筑波大学医学医療系　教授）
座長：宮腰由紀子（日本福祉大学看護学部　教授）
会場：第１会場（大ホール）

10：25～10：30 次期学術集会長挨拶 山口　桂子（日本福祉大学看護学部　教授）

10：30～12：00 特 別 講 演 「革新的サイバニックシステムが拓く医療・看護の未来」
演者：山海　嘉之（ 筑波大学大学院　教授／サイバニクス研究センター　センター長，

内閣府ImPACTプログラムPM，サイバーダイン株式会社　社長）
座長：川口　孝泰（筑波大学医学医療系　教授）
会場：第１会場（大ホール）

10：30～12：00 交 流 集 会 １ 「臨床でのアディクション事例から，アディクション看護の課題と限界を見極める」
企画代表者：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）
辻脇　邦彦（東都医療大学）
荒木とも子（日本医療科学大学）
内野小百合（防衛医科大学校）
田辺有理子（横浜市立大学医学部看護学科）
桐山啓一郎（朝日大学）

会場：第３会場（中ホール200）

10：30～12：00 交 流 集 会 ２ 「空気圧式末梢循環促進装置を用いたマッサージの評価に有用な指標の検討」
企画代表者：宇都宮　愛（岡山大学病院）

田村　瑠美（岡山大学病院）
長尾　衣莉（岡山大学病院）
森本美智子（岡山大学大学院保健学研究科）

会場：第４会場（中会議室201）

10：30～12：00 交 流 集 会 ３ 「家族同心球環境理論にもとづく最先端の家族インターベンション」
企画代表者：法橋　尚宏（神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野）

本田　順子（神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野）
賀数　勝太（神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野）
道上　咲季（神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野）

会場：第５会場（中会議室202）

11：00～12：00 奨学会研究発表 「リラクセーション外来受診者の継続受診による行動変容の実際」
演者：柳　奈津子（群馬大学保健学研究科）

「全国の医療および介護施設における胃瘻管理の実態調査」
演者：土肥　眞奈（横浜市立大学医学部看護学科）
座長：石井　範子（秋田大学大学院医学系研究科）
会場：第２会場（中ホール300）

13：00～15：50 一般演題　口演 会場：第２会場（中ホール300）
第３会場（中ホール200）
第４会場（中会議室201）
第５会場（中会議室202）

13：30～15：00 教 育 講 演 １ 「筑波大学発ベンチャーが取り組む訪問看護ステーションの起業」
演者：林　　啓子（ 株式会社らふえる　代表取締役， 

らふえる訪問看護ステーション　管理者）
座長：小泉　仁子（筑波大学附属病院看護部　副病院長・看護部長）
会場：第１会場（大ホール）
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時　　間 プログラム・会場

13：30～14：30 一般演題　示説 会場：ポスター会場１（大会議室101）
ポスター会場２（大会議室102）

15：00～16：00 一般演題　示説 会場：ポスター会場１（大会議室101）
ポスター会場２（大会議室102）

15：30～17：30 教 育 講 演 ２ 臨床看護研究におけるコクラン系統的レビューの読み方・活用術
「コクラン共同計画と日本の臨床看護の展望」

演者：森　臨太郎（ 国立研究開発法人国立成育医療研究センター政策科学研究部　部長，
臨床疫学部　部長）

「臨床看護学研究におけるコクランライブラリー活用術」
大田えりか（聖路加国際大学大学院看護学研究科国際看護学　教授）

座長：松田たみ子（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科　教授）
会場：第１会場（大ホール）

16：00～17：30 交 流 集 会 ４ 「長崎大学・福島県立医科大学災害・被ばく医療科学共同専攻における放射線看護教育」
企画代表者：浦田　秀子（長崎大学原爆後障害医療研究所）

末永カツ子（福島県立医科大学）
草間　朋子（東京医療保健大学）
西沢　義子（弘前大学大学院保健学研究科）
山田智恵里（福島県立医科大学）
新川　哲子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
永田　　明（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
吉田　浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）

会場：第２会場（中ホール300）

16：00～17：30 交 流 集 会 ５ 「 学習者中心のアクティブ・ラーニングに向けた ICT活用：看護ｅラーニングの
現在・過去・未来」
企画代表者：真嶋由貴恵（大阪府立大学）

中村裕美子（大阪府立大学）
平野加代子（京都光華女子大学）

会場：第３会場（中ホール200）

16：00～17：30 交 流 集 会 ６ 「 終末期にある患者と家族の支援・交流を促す介入 
─ アプローチ方法の検討開発 ─」
企画代表者：栗田　敦子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻）
発表者：石原　由花（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻）

三部ひさこ（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻）
山㟢　智子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻）
内堀　真弓（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻）
本田　彰子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻）
浅海くるみ（東邦大学看護学部）

会場：第４会場（中会議室201）

16：00～17：30 交 流 集 会 ７ 「 新卒看護師のストレス対処能力を高める支援 
─ 成長確認シートを用いた研修 ─」
企画代表者：中嶋　文子（椙山女学園大学看護学部）
発表者：赤澤　千春（大阪医科大学看護学部）

東　　真理（康生会武田病院）
青山　芽久（第二岡本総合病院）
森本喜代美（園田学園女子大学人間健康学部）

会場：第５会場（中会議室202）
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第２日目　平成28年８月21日（日）

時間 プログラム・会場

９：30～11：00 教 育 講 演 ３ 「健康医療サービスイノベーションとヘルスケア情報学」
演者：松下　博宣（東京農業大学戦略室　教授（東京情報大学看護学部設置準備室））
座長：東　ますみ（神戸女子大学看護学部看護学科　教授）
会場：第１会場（大ホール）

９：30～11：00 学会特別企画１ 国際活動推進委員会企画 
「質的研究のシステマティックレビューの国際的動向」

演者：今野　理恵（関西国際大学保健医療学部看護学科　准教授）
座長：前田ひとみ（熊本大学大学院生命科学研究部）
会場：第２会場（中ホール300）

10：00～11：50 一般演題　口演 会場：第３会場（中ホール200）
第４会場（中会議室201）
第５会場（中会議室202）

11：00～12：30 教 育 講 演 ４ 「宇宙での健康管理：看護師への招待」
演者：井上　夏彦（ 宇宙航空研究開発機構宇宙飛行士運用技術ユニット　主任研究開発員）
座長：市村久美子（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科　教授）
会場：第１会場（大ホール）

11：00～12：30 学会特別企画２ 渉外担当企画
「 診療報酬を獲得できるエビデンスを積み重ねる　 
─ 重症心身障がい児の在宅生活を支える訪問看護事業 ─」

演者：泊　　祐子（大阪医科大学看護学部　教授）
座長：山口　桂子（日本福祉大学看護学部）
会場：第２会場（中ホール300）

11：30～12：30 一般演題　示説 会場：ポスター会場１（大会議室101）
ポスター会場２（大会議室102）

13：00～14：30 教 育 講 演 ５ 「口から食べる喜びを支援する包括的アプローチの有用性と食事介助技術」
演者：小山　珠美（  JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院看護部（摂食嚥下担当）　

看護師，NPO法人口から食べる幸せを守る会　理事長）
座長：樋之津淳子（札幌市立大学看護学部　教授）
会場：第１会場（大ホール）

13：00～14：30 学会特別企画３ 研究倫理委員会企画
「看護研究における発表倫理を考える（実践編）」

演者：山崎　茂明（愛知淑徳大学人間情報学部　教授）
座長：青山ヒフミ（甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科）
会場：第２会場（中ホール300）

13：00～14：50 一般演題　口演 会場：第３会場（中ホール200）
第４会場（中会議室201）
第５会場（中会議室202）

13：30～14：30 一般演題　示説 会場：ポスター会場１（大会議室101）
ポスター会場２（大会議室102）
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時間 プログラム・会場

15：00～17：00 シンポジウム 医療の情報化と看護情報学の未来
「ヘルスリテラシーと意思決定支援」
シンポジスト：中山　和弘（聖路加国際大学大学院看護学研究科看護情報学分野　教授）
「 医療の情報化と看護情報学の未来 

ICTを活用した在宅慢性疾患患者のためのテレナーシング実践と質保証」
シンポジスト：亀井　智子（聖路加国際大学大学院看護学研究科　教授）
「教育・実践の場面から考える在宅における看護情報の利用」
シンポジスト：片平　伸子（甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科　准教授）

座長：山内　一史（岩手県立大学　名誉教授）
佐藤　政枝（横浜市立大学医学部看護学科　教授）

会場：第１会場（大ホール）

15：00～16：30 交 流 集 会 ８ 「 看護が未来に果たす貢献とは何か　看護のイノベーションを考える　 
─ パラレルキャリアとプロボノへの準備はじめませんか ─」
企画代表者：餅田　敬司（株式会社日本看護サービス）

藤野　泰平（ 株式会社デザインケア　みんなのかかりつけ訪問看護
ステーション名古屋）

吉江　　悟（訪問看護ステーションビュートゾルフ柏）
会場：第３会場（中ホール200）

15：00～16：30 交 流 集 会 ９ 「臨床に活かす大学院における看護学の学び　─ 看護管理学を中心に ─」
企画代表者：岩永喜久子（新潟県立看護大学）

中村　美香（群馬大学医学部附属病院）
今井　裕子（群馬大学医学部附属病院）
杉田　歩美（群馬大学医学部附属病院）
ミルズしげ子（新潟県立看護大学大学院看護学研究科・長野赤十字病院）
竹内　ミカ（新潟県立看護大学大学院看護学研究科・長野赤十字病院）
田島　貴光（新潟県立看護大学大学院看護学研究科・長野松代総合病院）
柳澤　淳子（新潟県立看護大学大学院看護学研究科・長野市民病院）

会場：第４会場（中会議室201）

15：00～16：30 交 流 集 会 10 「 看護学研究の新たな展開と応用に向けた取り組み　 
─ 「ヒト」 と 「モノ」 に着目して ─」
企画代表者：田中　範佳（静岡県立大学看護学部）

掛田　崇寛（関西福祉大学看護学部）
会場：第５会場（中会議室202）
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第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 ポスター会場1 ポスター会場2

大ホール／２Ｆ 中ホール300／３Ｆ 中ホール200／２Ｆ 中会議室201／２Ｆ 中会議室202／２Ｆ 大会議室101／１Ｆ 大会議室102／１Ｆ
8：30  8：30

8：45-９：30 8：45-9：30

貼付時間 貼付時間
9：00  9：00

9：20-9：25
開会挨拶（理事長）

9：25-10：25
9：30 ９：30-16：00 ９：30-16：00  9：30

会長講演
「先端科学と看護イノベーション」

川口　孝泰
座長：宮腰　由紀子

示説　閲覧 示説　閲覧

10：00 10：00

10：25-10：30
次期学術集会長挨拶

10：30 10：30-12：00 10：30-12：00 10：30-12：00 10：30-12：00 10：30

特別講演
「革新的サイバニックシステムが拓く 

医療・看護の未来」
山海　嘉之

座長：川口　孝泰

交流集会１
「臨床でのアディクション事例から， 
アディクション看護の課題と限界を 

見極める」

交流集会２
「空気圧式末梢循環促進装置を 
用いたマッサージの評価に有用な 

指標の検討」

交流集会３
「家族同心球環境理論にもとづく 
最先端の家族インターベンション」

11：00 11：00-12：00 11：00

奨学会研究発表
座長：石井　範子

11：30 11：30

12：00 12：00-13：00 12：00

総会12：30 12：30

13：00 13：00-13：50 13：00-13：50 13：00-13：50 13：00-13：50 13：00

口演　第１群
基礎看護①
（1-5）

座長：佐伯　由香

口演　第２群
慢性期看護①
（6-10）

座長：小島　善和

口演　第３群
看護教育①
（11-15）

座長：浅野　美礼

口演　第４群
精神看護①
（16-20）

座長：森　千鶴
13：30 13：30-15：00 13：30-14：30 13：30-14：30 13：30

教育講演１
「筑波大学発ベンチャーが取り組む 
訪問看護ステーションの起業」

林　啓子
座長：小泉　仁子

示説　１群　発表
（115-143）

示説　２群　発表
（144-177）

14：00 14：00-14：50 14：00-14：50 14：00-14：50 14：00-14：40 14：00

口演　第５群
基礎看護②
（21-25）

座長：上野　栄一

口演　第６群
慢性期看護②
（26-30）

座長：日高　紀久江

口演　第７群
看護教育②
（31-35）

座長：屋宜　譜美子

口演　第８群
精神看護②
（36-39）

座長：金城　祥教14：30 14：30

15：00 15：00-15：50 15：00-15：40 15：00-15：50 15：00-15：40 15：00-16：00 15：00-16：00 15：00

口演　第９群
がん看護
（40-44）

座長：久保　五月

口演　第10群
慢性期看護③
（45-48）

座長：川西　千恵美

口演　第11群
看護教育③
（49-53）

座長：城戸　滋里

口演　第12群
災害看護
（54-57）

座長：酒井　明子 示説　３群　発表
（178-207）

示説　４群　発表
（208-237）

15：30 15：30-17：30 15：30

教育講演２
「臨床看護研究におけるコクラン系統的 

レビューの読み方・活用術」
森　臨太郎
大田　えりか

座長：松田　たみ子

16：00 16：00-17：30 16：00-17：30 16：00-17：30 16：00-17：30 16：00-17：00 16：00-17：00 16：00

交流集会４
「長崎大学・福島県立医科大学災害・ 
被ばく医療科学共同専攻における 

放射線看護教育」

交流集会５
「学習者中心のアクティブ・ラーニング 
に向けた ICT活用：看護ｅラーニング 

の現在・過去・未来」

交流集会６
「終末期にある患者と家族の 
支援・交流を促す介入

─アプローチ方法の検討開発─」

交流集会７
「新卒看護師のストレス対処能力 

を高める支援
─成長確認シートを用いた研修─」

撤去時間 撤去時間16：30 16：30

17：00 17：00

17：30 17：30

【１日目】2016年８月20日（土）／つくば国際会議場
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第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 ポスター会場1 ポスター会場2

大ホール／２Ｆ 中ホール300／３Ｆ 中ホール200／２Ｆ 中会議室201／２Ｆ 中会議室202／２Ｆ 大会議室101／１Ｆ 大会議室102／１Ｆ
8：30  8：30

8：45-９：30 8：45-9：30

貼付時間 貼付時間
9：00  9：00

9：20-9：25
開会挨拶（理事長）

9：25-10：25
9：30 ９：30-16：00 ９：30-16：00  9：30

会長講演
「先端科学と看護イノベーション」

川口　孝泰
座長：宮腰　由紀子

示説　閲覧 示説　閲覧

10：00 10：00

10：25-10：30
次期学術集会長挨拶

10：30 10：30-12：00 10：30-12：00 10：30-12：00 10：30-12：00 10：30

特別講演
「革新的サイバニックシステムが拓く 

医療・看護の未来」
山海　嘉之

座長：川口　孝泰

交流集会１
「臨床でのアディクション事例から， 
アディクション看護の課題と限界を 

見極める」

交流集会２
「空気圧式末梢循環促進装置を 
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奨学会研究発表
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（6-10）

座長：小島　善和
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「長崎大学・福島県立医科大学災害・ 
被ばく医療科学共同専攻における 
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「学習者中心のアクティブ・ラーニング 
に向けた ICT活用：看護ｅラーニング 

の現在・過去・未来」

交流集会６
「終末期にある患者と家族の 
支援・交流を促す介入

─アプローチ方法の検討開発─」

交流集会７
「新卒看護師のストレス対処能力 

を高める支援
─成長確認シートを用いた研修─」

撤去時間 撤去時間16：30 16：30

17：00 17：00

17：30 17：30
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第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 ポスター会場1 ポスター会場2

大ホール／２F 中ホール300／３F 中ホール200／２F 中会議室201／２F 中会議室202／２F 大会議室101／１F 大会議室102／１F
8：30  8：30

8：45-９：30 8：45-９：30

貼付時間 貼付時間
9：00  9：00

9：30 9：30-11：00 9：30-11：00 9：30-14：30 9：30-14：30  9：30

教育講演３
「健康医療サービスイノベーションと 

ヘルスケア情報学」
松下　博宣

座長：東　ますみ

学会特別企画１
国際活動推進委員会企画

「質的研究のシステマティックレビュー 
の国際的動向」
今野　理恵

座長：前田ひとみ 示説　閲覧 示説　閲覧

10：00 10：00-10：50 10：00-10：40 10：00-10：50 10：00

口演　第13群
在宅・老年看護①
（58-62）

座長：吉岡　洋治

口演　第14群
母子看護①
（63-66）

座長：江守　陽子

口演　第15群
看護管理①
（67-71）

座長：三木　明子
10：30 10：30

11：00 11：00-12：30 11：00-12：30 11：00-11：50 11：00-11：40 11：00-11：50 11：00

教育講演４
「宇宙での健康管理：看護師への招待」

井上　夏彦
座長：市村　久美子

学会特別企画２
渉外担当企画

「診療報酬を獲得できるエビデンスを 
積み重ねる 

─重症心身障がい児の在宅生活を支える 
訪問看護事業─」
泊　祐子

座長：山口　桂子

口演　第16群
在宅・老年看護②
（72-76）

座長：グライナー　智恵子

口演　第17群
母子看護②
（77-80）

座長：岡山　久代

口演　第18群
看護管理②
（81-85）

座長：叶谷　由佳
11：30 11：30-12：30 11：30-12：30 11：30

示説　５群　発表
（238-271）

示説　６群　発表
（272-304）

12：00 12：00

12：30 12：30

13：00 13：00-14：30 13：00-14：30 13：00-13：50 13：00-13：50 13：00-13：50 13：00

教育講演５
「口から食べる喜びを支援する包括的 
アプローチの有用性と食事介助技術」

小山　珠美
座長：樋之津　淳子

学会特別企画３
研究倫理委員会企画

「看護研究における発表倫理を考える 
（実践編）」
山崎　茂明

座長：青山　ヒフミ

口演　第19群
急性期看護①
（86-90）

座長：白尾　久美子

口演　第20群
看護教育④
（91-95）

座長：山田　聡子

口演　第21群
看護管理③
（96-100）

座長：加納　佳代子
13：30 13：30-14：30 13：30-14：30 13：30

示説　７群　発表
（305-333）

示説　８群　発表
（334-365）

14：00 14：00-14：50 14：00-14：50 14：00-14：30 14：00

口演　第22群
急性期看護②
（101-105）

座長：高島　尚美

口演　第23群
看護教育⑤
（106-110）

座長：若村　智子

口演　第24群
母子看護③ （111-113）
座長：古谷　佳由理

14：30 14：30-15：00 14：30-15：00 14：30

撤去時間 撤去時間

15：00 15：00-17：00 15：00-16：30 15：00-16：30 15：00-16：30 15：00

シンポジウム
「医療の情報化と看護情報学の未来」

中山　和弘
亀井　智子
片平　伸子

座長：山内　一史
　　　佐藤　政枝

交流集会８
「看護が未来に果たす貢献とは何か 
看護のイノベーションを考える
─パラレルキャリアとプロボノへの 

準備はじめませんか─」

交流集会９
「臨床に活かす大学院における 

看護学の学び
─看護管理学を中心に─」

交流集会10
「看護学研究の新たな展開と
応用に向けた取り組み 

─「ヒト」と「モノ」に着目して─」

15：30 15：30

16：00 16：00

16：30 16：30

17：00 17：00

【２日目】2016年８月21日（日）／つくば国際会議場
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● ８月20日（土） ●

第２会場　第１群　基礎看護①　13：00～13：50

 座長：佐伯　由香（愛媛大学大学院）

１　オイル軽擦と泡洗浄を取り入れた手浴の効果
 ○三上　えり子１，北林　司２，工藤　せい子３

 　１弘前医療福祉大学，２弘前医療福祉大学短期大学部，３弘前大学大学院保健学研究科

２　痛みに関する聴覚情報が知覚閾値に及ぼす影響
 ○内山　美枝子１

 　１新潟大学

３　胸骨圧迫法の習得におけるアナロゴンの活用効果
 ○中村　昌子１

 　１共立女子大学

４　皮膚の機能保持に効果的な清拭方法　－タオルの表面温度が角質水分含有量に及ぼす影響と快適性との関係－
 ○山㟢　紀久子１，髙橋　由紀２，吉良　淳子２，松田　たみ子２

 　１つくば国際大学医療保健学部看護学科，２茨城県立医療大学

５　純粋ハチミツの抗菌効果の解析
 ○芋川　浩１

 　１福岡県立大学

第３会場　第２群　慢性期看護①　13：00～13：50

 座長：小島　善和（東京農業大学戦略室
 東京情報大学看護学部設置準備室）

６　脳卒中患者のQOLを高めるためのリハビリテーション看護に関する研究
 ○真下　綾子１，佐野　宏一朗２，松下　由美子３

 　１東海大学，２石和温泉病院，３佐久大学

７　回復期リハ病棟における服薬自己管理開始の判断基準と管理方法の指標
 ○三浦　友貴１

 　１医療法人喬成会花川病院

８　体重増加率の多い透析患者へのセルフケア行動変容プログラムを活用した一症例
 ○湯本　健吉１，明地　由紀子２，石田　和子３

 　１南魚沼市民病院，２北里大学保健衛生専門学院，３新潟県立看護大学

９　骨盤臓器脱患者のサポート下着装着による骨盤臓器への影響　－膀胱造影と骨盤底筋筋電図による評価－
 ○谷口　珠実１，小林　康江１

 　１山梨大学大学院総合研究部
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10　血液透析患者の自己管理行動に影響を及ぼす要因　－自尊感情に焦点をあてて－
 ○松本　智美１，古賀　明美２，熊谷　有記２

 　１佐賀大学大学院，２佐賀大学医学部看護学科

第４会場　第３群　看護教育①　13：00～13：50

 座長：浅野　美礼（筑波大学医学医療系）

11　看護学生の教員および実習指導者に対する信頼感の違いにおける実習適応感の差の検討
 ○龔　恵芳１，竹田　千佐子１

 　１兵庫医療大学

12　看護学生の社会人基礎力のヒューマンケア行動への関連
 ○實金　栄１，井上　かおり１，山口　三重子１

 　１岡山県立大学

13　青年期後期の看護系女子学生からみた母親の養育態度とコーピング，精神的健康との関連
 ○坂本　結美子１，香月　富士日２

 　１摂南大学看護学部，２名古屋市立大学

14　看護大学生のストレスの実態および個人特性，支援者，ソーシャルメディア利用との関連
 ○加我　友寛１，吉田　未希２，佐藤　三穂３

 　１関東労災病院，２横浜市立大学附属病院，３北海道大学

15　大学生における熱中症の知識・対策の実態　－ラッシュモデルを用いて－
 ○梅村　俊彰１，安田　智美１，伊井　みず穂１，茂野　敬１

 　１富山大学

第５会場　第４群　精神看護①　13：00～13：50

 座長：森　千鶴（筑波大学医学医療系）

16　統合失調症者の心の理論の特徴
 ○佐藤　美央１，森　千鶴２

 　１国立国際医療研究センター国府台病院，２筑波大学

17　急性期病棟での看護体験が精神科看護師としての看護観に与えた影響　－５人の看護師の聞き取り調査から－
 ○戸丸　友里恵１，出口　禎子１

 　１北里大学

18　女性薬物依存症者が回復を志向していく心理過程　－精神看護CNSへの役割を示唆する－
 ○一柳　理絵１，松下　年子１

 　１横浜市立大学
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19　長期入院統合失調症患者への退院支援　－看護援助についての文献検討－
 ○菊地　淳１

 　１日本保健医療大学

20　統合失調症者が服薬意識向上に影響を与えたと感じる看護師の介入
 ○古野　貴臣１，藤野　成美１

 　１佐賀大学

第２会場　第５群　基礎看護②　14：00～14：50

 座長：上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

21　看護支援システムの評価尺度の開発
 ○ 福田　和明１，山勢　博彰２，黒田（佐藤）　裕子３，上澤　悦子４，伊東　美佐江５，益田　美津美６， 

柏木　公一７，下舞　紀美代８，古川　秀敏８

 　 １徳島文理大学保健福祉学部看護学科，２山口大学大学院医学系研究科，３徳島文理大学大学院看護学研究科， 
４福井大学医学部看護学科，５川崎医療福祉大学医療福祉学部，６名古屋市立大学看護学部，７国立看護大学校， 
８関西看護医療大学

22　看護師の患者対応場面における怒り表出・抑制の実態と関連要因
 ○畠山　朋子１，佐々木　久長２，米山　奈奈子２

 　１秋田県立リハビリテーション・精神医療センター，２秋田大学大学院医学系研究科

23　生体肝移植待機患者の身体活動量の実態（第一報）
 ○田中　さとみ１，金岡　麻希１，藤田　君支１

 　１九州大学大学院医学系学府保健学専攻看護学分野

24　生体肝移植待機患者の身体活動量の実態（第二報）　健康関連QOLとの考察
 ○金岡　麻希１，田中　さとみ１，藤田　君支１

 　１九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野

25　終末期がん患者の看護における看護師の倫理的ジレンマ尺度の作成と信頼性・妥当性の検証
 ○江口　瞳１

 　１広島国際大学

第３会場　第６群　慢性期看護②　14：00～14：50

 座長：日高　紀久江（筑波大学医学医療系）

26　服薬アドヒアランスの評価に関する国内文献レビュー
 ○山本　知世１，百田　武司２

 　１日本赤十字広島看護大学大学院，２日本赤十字広島看護大学

27　回復期リハビリテーション病棟に勤務する看護介護職の自己効力感と職務満足度との関連
 ○酒井　純江１，吉本　敦子１

 　１医療法人社団健育会　竹川病院
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28　ストーマ保有者のQOLに影響を及ぼす要因
 ○茂野　敬１，安田　智美１，梅村　俊彰１，伊井　みず穂１

 　１富山大学

29　血液透析患者の自己効力感がQOLに及ぼす影響要因についての検討
 ○池上　萌絵１，四十竹　美千代１，北谷　幸寛１，八塚　美樹１

 　１富山大学大学院

30　透析歴による血液透析患者の自己効力感とQOLとの関連について
 ○四十竹　美千代１，池上　萌絵１，北谷　幸寛１，八塚　美樹１

 　１富山大学大学院

第４会場　第７群　看護教育②　14：00～14：50

 座長：屋宜　譜美子（天理医療大学看護学科）

31　初めての看護過程演習におけるグループ学習の授業評価　－学習意欲に焦点をあてて－第１報
 ○近藤　誓子１，下嶽　ユキ１

 　１日本保健医療大学

32　緊急入院した高齢者のせん妄回復に影響を与える要因と看護ケア
 ○木村　勇喜１，百田　武司２

 　１広島赤十字・原爆病院，２日本赤十字広島看護大学

33　達成動機とｅ -ラーニング受講回数との関連
 ○磯谷　里佐１

 　１医療法人社団健育会西伊豆健育会病院

34　陰部洗浄における羞恥心配慮に関する看護学生の意識と行動の実態
 ○ 須藤　愛１，倉部　美希２，杉下　杏菜３，佐藤　葵４，武田　沙文５，小名木　舞花２，辻　聖６，竹内　美穂子７， 

宗村　美鈴７，村田　真愛８

 　 １東京臨海病院，２国立がん研究センター東病院，３千葉大学医学部附属病院，４順天堂大学付属順天堂病院， 
５横須賀市立市民病院，６東京医療保健大学大学院，７独立行政法人国立病院機構，８東京大学

35　看護系大学女子学生のキャリア教育を考える　－就業意識と希望年収の状況から－
 ○長井　佐知子１，溝口　幸枝２，片山　泰佑１

 　１京都大学医学部附属病院，２千里金蘭大学

第５会場　第８群　精神看護②　14：00～14：40

 座長：金城　祥教（元名桜大学）

36　クロザピン治療患者に対する看護実践の内容　－精神科看護師からのグループインタビューを通して－
 ○渡久地　智１，花城　智１，伊禮　里子１，高橋　久美子１，吉岡　美智子２

 　１独立行政法人国立病院機構琉球病院，２独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター
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37　ガボン共和国における医療者・看護学生のアルコール依存症者との接触体験とイメージ
 ○浅利　悠子１，浅利　亮子２，森　千鶴３

 　１国立精神・神経医療研究センター病院，２独立行政法人国際協力機構，３筑波大学

38　精神科病棟看護師の精神障害者へ向けた口腔ケア行動意図尺度の開発
 ○西田　実紗子１，上野　栄一２

 　１医療法人新田塚医療福祉センター福井病院，２福井大学

39　精神科病院に復職した看護師のSOCとストレス反応との関連
 ○吉田　えり１，山田　和子１，森岡　郁晴１

 　１公立大学法人和歌山県立医科大学

第２会場　第９群　がん看護　15：00～15：50

 座長：久保　五月（北里大学看護学部）

40　全国の呼吸器内科病棟と緩和ケア病棟における呼吸困難ケア実践の比較
 ○杉村　鮎美１，安藤　詳子２

 　１名古屋大学大学院医学系研究科博士後期課程，２名古屋大学大学院医学系研究科

41　頭頚部がん再建術の周術期にある患者に対する看護師の関わり
 ○三浦　よし子１

 　１済生会横浜市南部病院

42　がん患者の感情表出を促す支援実態調査
 ○佐々木　悠１，神田　清子２，藤本　桂子２，小林　咲穂３，飯島　翼４，大谷　忠広５

 　１信州大学，２群馬大学，３国立がん研究センター中央病院，４自治医科大学附属病院，５群馬大学医学部附属病院

43　化学放射線治療を受けている食道がん患者の食体験を支えるケアに関する調査
 ○飯島　翼１，藤本　桂子２，小林　咲穂３，佐々木　悠４，瀬沼　麻衣子５，今井　裕子６，神田　清子２

 　 １自治医科大学附属病院，２群馬大学，３国立がん研究センター中央病院，４信州大学，５群馬大学大学院， 
６群馬大学医学部附属病院

44　病棟看護師におけるがん患者の意思決定支援の実態
 ○小池　瞬１，神田　清子２，藤本　桂子２，安田　弘子３，今井　洋子４，荒川　浩１，二渡　玉江２

 　１群馬大学大学院，２群馬大学，３済生会前橋病院，４日本赤十字社

第３会場　第10群　慢性期看護③　15：00～15：40

 座長：川西　千恵美（国立看護大学校）

45　しびれている身体の在り方　－「応答しないからだ」
 ○坂井　志織１

 　１首都大学東京
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46　長期血液透析患者の体験　－心的外傷後成長に焦点を当てて－
 ○野上　睦美１，四十竹　美千代２，辻口　喜代隆３，吉井　忍３，菊池　紀子３，藪田　歩４

 　１金城大学，２富山大学，３富山大学附属病院，４神奈川県立保健福祉大学

47　脊髄損傷者の在宅生活を支える妻の思い　－在宅移行期に焦点をあてて－
 ○曽根　千賀子１，市村　久美子２

 　１茨城県立医療大学付属病院，２茨城県立医療大学

48　２型糖尿病者の治療行為の語りが映し出す“老い”　－経過の語りで繰り返される表現の現象学的考察より
 ○細野　知子１

 　１首都大学東京大学院人間健康科学研究科

第４会場　第11群　看護教育③　15：00～15：50

 座長：城戸　滋里（北里大学看護学部）

49　看護専門学校の教務責任者が認識する教員の研修支援の状況と関連要因
 ○織田　千賀子１，小松　万喜子２

 　１中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科，２愛知県立大学看護学部

50　Mastery獲得に関する若年性脳梗塞患者の体験
 ○八木　一江１，名越　恵美２

 　１岡山旭東病院，２岡山県立大学

51　手術室看護師の臨地実習指導に対する認識と課題
 ○梶田　菜穂１，曽田　陽子２，小松　万喜子２

 　１名古屋セントラル病院，２愛知県立大学看護学部看護学科

52　新人看護師のリアリティショックに関するSense of Coherenceとソーシャルサポート
 ○石倉　夏海１，林　智子１，井村　香積１

 　１三重大学医学系研究科

53　看護学生の乱用薬物と医療用麻薬に対する教育および喫煙等の状況と意識の関連
 ○松本　泉美１，中居　由美子１

 　１畿央大学

第５会場　第12群　災害看護　15：00～15：40

 座長：酒井　明子（福井大学医学部看護学科）

54　福島第一原子力発電所事故後の福島県内保健師の精神ストレスの調査
 ○吉田　浩二１，新川　哲子１，浦田　秀子２

 　１長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻，２長崎大学原爆後障害医療研究所
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55　閉鎖空間及び劣悪環境下で活動する救助隊員のストレスに関する研究
 ○北林　司１，工藤　せい子２，北島　麻衣子２，高間木　静香２，横田　ひろみ２，三上　えり子３

 　１弘前医療福祉大学短期大学部，２弘前大学大学院保健学研究科，３弘前医療福祉大学

56　震災避難時簡易頭頸部固定セットを使用したシーツ担架での搬送による頭頸部保持効果の検証
 ○野々山　晶子１，加治屋　剛１，畑山　史子１，大島　未来１，佐藤　泉１，土肥　眞奈２

 　１医療法人新青会川口工業総合病院，２横浜市立大学

57　福島県いわき市の未だ幻滅期にある原発避難者の確認と周囲の人々との関係性及び地域的分断回復への提言
 ○中野　真理１

 　１慶應義塾大学大学院
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● ８月21日（日） ●

第３会場　第13群　在宅・老年看護①　10：00～10：50

 座長：吉岡　洋治（東京情報大学看護学部設置準備室）

58　算定外の訪問看護で命をつなぐ超重症心身障害児への在宅支援
 ○遠渡　絹代１，市川　百香里２，岡田　摩理３，部谷　知佐恵４，泊　祐子５，竹村　淳子５

 　 １岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター，２重症心身障がい在宅支援センターみらい， 
３大阪医科大学大学院看護学研究科，４岐阜希望が丘特別支援学校，５大阪医科大学看護学部

59　高齢夫婦間腎移植後に夫婦のみで同居するドナーのありよう
 ○大橋　尚弘１，林　優子１

 　１大阪医科大学

60　独居男性高齢者の地域支援事業サービス利用のプロセス（第一報）
 ○福間　美紀１，廣野　祥子２，坂根　可奈子１

 　１島根大学，２高知大学

61　若年性ALSを思春期で発症した子どもを持つ父親の経験　－子どもの病気がわかる前と分かってから－
 ○落合　順子１

 　１九州看護福祉大学

62　訪問看護ステーションにおける情報収集用記録書の構造に関する実態調査
 ○白尾　久美子１，大村　いづみ２，山口　桂子１

 　１日本福祉大学，２有限会社ナーシングオフィスSAHLA

第４会場　第14群　母子看護①　10：00～10：40

 座長：江守　陽子（筑波大学）

63　Ａ市における中学・高校生の喫煙に関する行動と認識の実態調査
 ○細野　恵子１

 　１旭川大学

64　妊娠期の自己肯定感が出産経験と母親役割に及ぼす影響
 ○木村　奈緒美１，石村　由利子２，鈴木　幸子３，岩原　昭彦４

 　１紀南病院，２愛知県立大学看護学部，３四條畷学園大学看護学部，４和歌山県立医科大学

65　立会い分娩中の夫の思いに関する助産師の認識及び支援の関連
 ○江藤　春奈１，加藤　章子２，松山　友子２，髙橋　智子２

 　１東京医療保健大学大学院，２東京医療保健大学

66　自閉スペクトラム症中学生のソーシャルスキルの特徴
 ○菅谷　智一１，森　千鶴２

 　１茨城県立こころの医療センター，２筑波大学医学医療系
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第５会場　第15群　看護管理①　10：00～10：50

 座長：三木　明子（筑波大学医学医療系）

67　クリニカル・ラダーに対する看護師の意味づけと影響要因　－４レベルの比較から－
 ○小笹　由里江１，曽田　陽子１，小松　万喜子１

 　１愛知県立大学

68　パートナーシップがケーススタディ指導にもたらす効果と課題
 ○坂中　善恵１，小山　直美１，上野　栄一２

 　１富山市立看護専門学校，２福井大学医学部看護学科

69　看護師の初期キャリア発達支援に関する研究　－入職10か月後の組織適応と個人の認知傾向との関連－
 ○竹内　久美子１，松下　由美子２

 　１千葉県立保健医療大学，２佐久大学

70　栄養管理に関する新人看護師教育研修と実践能力に関する研究
 ○森山　明美１，冨樫　千秋２

 　１埼玉県立大学，２千葉科学大学

71　上級看護管理者のキャリア形成過程と自己効力感の関連
 ○樋本　まゆみ１

 　１国際医療福祉大学

第３会場　第16群　在宅・老年看護②　11：00～11：50

 座長：グライナー　智恵子（神戸大学大学院保健学研究科）

72　回復期リハビリテーション病棟高齢入院患者の意欲に及ぼす笑いの効果
 ○佐藤　和１，高橋　和恵１，庄司　正枝１

 　１医療法人社団健育会石巻健育会病院

73　認知症ケアの学習が療養病棟看護者の意識の変化と行動に及ぼす影響　－ロールプレイングを用いて－
 ○渡邉　千晴１

 　１医療法人常磐会

74　急性期・外科病棟で手術を受ける認知症高齢患者の看護：KJ法による熟練看護師の面接内容の構造化から
 ○藤川　愛子１，今井　多樹子２，中垣　和子３

 　１神戸市立医療センター，２安田女子大学，３県立広島大学

75　高齢患者の摂食嚥下に関する看護アセスメントの実態　－看護記録の分析から－
 ○照山　友美子１，市村　久美子２

 　１水戸赤十字病院，２茨城県立医療大学
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76　入院患者の足の爪切りに関する実態調査
 ○西川　知佳１，濱岡　久美子１

 　１加古川東市民病院１病棟

第４会場　第17群　母子看護②　11：00～11：40

 座長：岡山　久代（筑波大学医学医療系）

77　月経周期と嗅覚感受性の関係
 ○吉成　舞１，江守　陽子２，川口　孝泰２

 　１筑波大学大学院，２筑波大学医学医療系

78　貼付型磁気治療器による骨盤周囲の支持組織への刺激が分娩期の胎児心拍に及ぼす影響
 ○武田　万里恵１，加藤　章子２，松山　友子２，髙橋　智子２

 　１東京医療保健大学大学院，２東京医療保健大学

79　妊娠女性における隠れ肥満とその特徴
 ○上村　真衣子１，江守　陽子２，村井　文江２，川野　亜津子２，山海　千保子２

 　１筑波大学大学院，２筑波大学医学医療系

80　０～３歳児の末梢持続点滴トラブルに関連する動作の探索
 ○宮村　裕子１，前田　ひとみ１

 　１熊本大学

第５会場　第18群　看護管理②　11：00～11：50

 座長：叶谷　由佳（横浜市立大学医学部看護学科）

81　看護・ケア計画一元化導入に伴う意識の変化　－看護・介護の協働を目指して－
 ○坂倉　波穂１

 　１医療法人社団健育会熱川温泉病院

82　手術室看護師が感じる「手術看護の楽しさ」の探求
 ○坂　亮輔１，小野　五月２，篠㟢　惠美子３

 　１岐北厚生病院，２聖隷三方原病院，３人間環境大学

83　急性期・外科病棟における新人看護師が職務継続に至る過程：職業志向との関連を踏まえた構造化から
 ○岩岡　瞳１，今井　多樹子２，中垣　和子３

 　１マツダ病院，２安田女子大学，３県立広島大学

84　議論を促すためのSNSシステムを活用した看護管理者研修の成果と課題
 ○伊津美　孝子１，真嶋　由貴恵２，田中　典子３

 　１森ノ宮医療大学，２大阪府立大学，３大阪府済生会茨木病院
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85　肢体不自由児施設職員におけるストレスとワーク・エンゲイジメントの関連性
 ○下野　信吾１

 　１岡山大学大学院

第３会場　第19群　急性期看護①　13：00～13：50

 座長：白尾　久美子（日本福祉大学看護学部）

86　脊髄損傷者のPosttraumtic Growth（心的外傷後成長）にかかわる体験
 ○竹㟢　和子１，澤田　由美２

 　１吉備高原医療リハビリテーションセンター，２新見公立大学

87　模擬患者における禁忌肢位を伴う体位変換時の熟練看護師と新人看護師の視線計測の比較
 ○川田　祐一郎１

 　１香川大学医学部附属病院

88　開腹手術を受けた患者への術後急性期の援助に対する看護師の構え
 ○川井　はな１，中垣　和子２，今井　多樹子２

 　１公立学校共済組合近畿中央病院，２県立広島大学保健福祉学部看護学科

89　看護師の一次救命処置に対する不安要因に関する基礎的研究
 ○村田　優子１，園田　悦代２

 　１京都府立医科大学大学院，２京都府立医科大学

90　外科病棟看護師が認識する術後せん妄発症を予測する因子
 ○ 黒木　慎一１，中田　真依１，伊藤　廣美２，菊地　まり子３，作並　亜紀子４，大坪　智美５，本田　早苗６， 

本吉　明美７，植山　さゆり８，井戸川　みどり８，内島　みのり９，山口　希美３，服部　ユカリ３

 　 １札幌保健医療大学看護学部看護学科，２日本医療大学保健医療学部看護学科，３旭川医科大学医学部看護学科， 
４前旭川医科大学医学部看護学科，５旭川医科大学医学部看護学科非常勤講師， 
６旭川医科大学大学院医学系研究科，７北海道立旭川高等看護学院看護学科，８旭川医科大学病院， 
９国立病院機構旭川医療センター

第４会場　第20群　看護教育④　13：00～13：50

 座長：山田　聡子（日本赤十字豊田看護大学）

91　基礎看護学実習における教員の指導の必要性　－学生の評価から－
 ○川島　良子１

 　１新潟県立看護大学

92　看護学生の感情労働測定尺度作成の試み
 ○濵松　恵子１，片山　由加里２，伊東　美佐江３

 　１川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科，２同志社女子大学，３川崎医療福祉大学
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93　看護教育へのナラティヴ看護実践モデルの導入に関する研究（第１報）大学院教育における有効性の検証
 ○東　サトエ１，白石　裕子１，児玉　みゆき２，柳川　育美３

 　１宮崎大学医学部看護学科，２潤和会記念病院，３有限会社ケアサービス研究所

94　看護大学生の実習期間前後での体内脂肪量と栄養・食品摂取状況の比較（第２報）
 ○阿部　香織１，井村　弥生１

 　１関西医療大学

95　看護学実習において学生の学びを促進する実習指導者の指導行動尺度の作成と信頼性・妥当性の検討
 ○岩本　美代子１，江口　瞳２

 　１旭川荘厚生専門学院，２広島国際大学

第５会場　第21群　看護管理③　13：00～13：50

 座長：加納　佳代子（東京農業大学戦略室
 東京情報大学看護学部設置準備室）

96　中規模病院における新人看護師の職場環境，新人研修プログラムと新人看護師の習熟度との関連
 ○掛谷　和美１，城生　弘美２

 　１横浜創英大学看護学部，２東海大学健康科学部看護学科

97　内服薬インシデントの要因分析　－確認不足の項目と医師指示から配薬までの過程におけるルール違反－
 ○秋山　ゆかり１

 　１富士市立中央病院

98　看護師の職務満足が学習意欲に及ぼす影響
 ○佐藤　敦子１，江口　圭一２

 　１広島文化学園大学，２社会保障人材研究所

99　臨床研究コーディネーターの専門性と認定資格の関連性に関する研究
 ○工　靖司１，白水　麻子２

 　１にしくまもと病院，２熊本県立大学

100　Ａ病院における ,新生児看護を行なう看護師の職務満足度とストレス要因
 ○米谷　久恵１，村上　愛１，千葉　明日香１，上野　栄一２，明神　一浩３

 　１富山市立富山市民病院，２福井大学，３富山さくら病院

第３会場　第22群　急性期看護②　14：00～14：50

 座長：高島　尚美（関東学院大学看護学部）

101　緊急手術患者に対する術後のイメージ獲得への取り組み
 ○伊東　早希１，真鍋　知子２

 　１東京ベイ浦安市川医療センター，２了德寺大学
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102　ICU病棟におけるクリティカルケア看護のエスノグラフィー　－継続教育に焦点をあてて－
 ○小幡　光子１

 　１金沢医科大学看護学部

103　Subsyndromal deliriumから捉えたせん妄ケア構築の可能性
 ○石光　芙美子１

 　１愛知県立大学看護学部

104　術後挿管患者を対象にした ICU看護師のせん妄評価と抑制帯使用状況調査
 ○宮㟢　俊一郎１，古賀　雄二１

 　１学校法人鉄蕉館亀田医療大学

105　ICU看護におけるポジティブフィードバックの検討
 ○中谷　雅子１，山口　みゆき１

 　１地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川東市民病院 ICU

第４会場　第23群　看護教育⑤　14：00～14：50

 座長：若村　智子（京都大学大学院医学研究科）

106　卒後１年後の卒業生の看護技術修得度に関連する要因の検討
 ○黒田　暢子１，市村　久美子１，髙橋　由紀１，吽野　智哉１

 　１茨城県立医療大学

108　看護技術の動作がイメージできる言葉
 ○中井　三智子１，大津　廣子１，中村　美起１，三井　弘子１，林　暁子１

 　１鈴鹿医療科学大学看護学部

109　看護技術のデモンストレーションにおける「印象に残った言葉」，「理解できない言葉」
 ○三井　弘子１，大津　廣子１，中井　三智子１，中村　美起１，林　暁子１

 　１鈴鹿医療科学大学

110　看護学臨地実習における看護大学生の自己調整学習に関する研究
 ○伊山　聡子１，前田　ひとみ１

 　１熊本大学大学院

第５会場　第24群　母子看護③　14：00～14：30

 座長：古谷　佳由理（筑波大学医学医療系）

111　小児療養環境における看護学生の視線の分析　－危険認知と実習経験との関連－
 ○辻野　睦子１，園田　悦代２

 　１（専）京都中央看護保健大学校，２京都府立医科大学医学部看護学科
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112　乳児はマスクを着用している母親の顔を認識しているか？
 ○ 河井　洋乃１，元村　碧２，相澤　崇文３，内田　潮美４，笠原　友里香５，神尾　夏美６，小林　正明７， 

鈴木　あい８，水島　美咲９，玄　順烈10

 　 １国立研究開発法人国立国際医療研究センター，２杏林大学医学部付属病院，３東京都保健医療公社大久保病院， 
４北里大学病院，５埼玉県立小児医療センター，６国立研究開発法人国立成育医療研究センター， 
７独立行政法人国立病院機構東京病院，８東京警察病院，９独立行政法人国立病院機構東京医療センター， 
10東京医療保健大学

113　心肺蘇生中の家族の立ち会いに関する看護師の認識と自信　－小児救急・集中治療領域での調査
 ○増田　江美１

 　１静岡県立こども病院
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● ８月20日（土） ●

示説　１群　発表

第１群　看護基礎①　13：30～14：30

115　健常者に対する受動的筋弛緩法の有効性の検討
 ○近藤　由香１，中村　美香１，小板橋　喜久代２

 　１群馬大学大学院保健学研究科，２京都橘大学

116　ケア者のためのセルフヒーリングの作成とその有用性の検討：生体カオス性と自律神経活動の変化から
 ○本江　朝美１，鈴木　恵１，市川　茂子１，辻田　幸子１，岩淵　正博１，高橋　ゆかり２

 　１横浜創英大学，２上武大学

117　背景音楽（BGM）が健康な成人に及ぼす生理的・心理的影響
 ○越智　奈穂美１，乗松　貞子１

 　１愛媛大学大学院

118　ハンドマッサージ中の健康な成人の身体と視線　－観察および面接調査を通して－
 ○鈴木　啓子１，平上　久美子１，鬼頭　和子１

 　１名桜大学

第１群　看護基礎②　13：30～14：30

119　「セルフ・モニタリング」の概念分析
 ○阿達　瞳１，森　千鶴２

 　１筑波大学大学院，東京医療保健大学，２筑波大学医学医療系

120　コミュニケーション能力の高い看護学生の対人関係の特性
 ○山城　真梨奈１，新垣　穂佳２，比嘉　司３，大城　凌子４

 　１琉球大学，２昭和大学，３北部地区医師会病院，４名桜大学人間健康学部看護学科

121　「ゆんたく」におけるリラックス効果の検討
 ○新垣　穂佳１，山城　真梨奈２，比嘉　司３，大城　凌子４

 　１昭和大学病院，２琉球大学，３北部地区医師会病院，４名桜大学人間健康学部看護学科

122　住民の健康ニーズを取り入れた健康増進プログラムの検討
 ○比嘉　司１，山城　真梨奈２，新垣　穂佳３，大城　凌子４

 　１北部地区医師会病院，２琉球大学付属病院，３昭和大学，４名桜大学

123　早期母子接触に対して否定的な感情を抱く褥婦の要因に関する研究
 ○橋場　香１，佐渡　加奈子１，大田　優子１，高安　律子１，明神　一浩２

 　１富山市立富山市民病院，２富山さくら病院



日本看護研究学会雑誌 Vol. 39　No. 3　 2016 3131

一般演題・示説    

第１群　看護基礎③　13：30～14：30

124　病を抱えながら生きることに関する価値観の分析
 ○清原　文１，京田　亜由美２，藤本　桂子２，金城　妙子３，神田　清子２

 　１群馬大学大学院，２群馬大学，３群馬大学医学部附属病院

125　マスク着用時に同調傾向は発生するか
 ○中瀬　雄大１，小野　聡子１，伊東　美佐江１

 　１川崎医療福祉大学

126　一般高齢者が持つ認知症予防の知識と予防行動の関連
 ○木浪　麻里１，山田　基矢２，大津　美香２，駒谷　なつみ３，佐藤　智子４

 　 １一般財団法人仙台厚生病院，２弘前大学大学院保健学研究科，３弘前大学医学部附属病院， 
４東京歯科大学市川総合病院

127　咀嚼が一般高齢者の短期記憶に長期的に与える影響
 ○佐藤　智子１，大津　美香２，木浪　麻里３，駒谷　なつみ４，山田　基矢２

 　 １東京歯科大学市川総合病院，２弘前大学大学院保健学研究科，３一般財団法人仙台厚生病院， 
４弘前大学医学部附属病院

128　国家試験受験前における看護学生のGHQと唾液アミラーゼの検証
 ○相撲　佐希子１，御田村　相模２

 　１修文大学，２朝日大学

第１群　看護基礎④　13：30～14：30

129　市民を対象としたタッチケア・炭酸浴の効果　－指尖脈波と生体情報からの検証－
 ○加藤　千恵子１，廣橋　容子２，笹木　葉子１，南山　祥子１，長谷川　博亮３，佐々木　俊子１，結城　佳子１

 　１名寄市立大学，２松蔭大学，３旭川医科大学

130　「体幹移動シート」の使用効果に関する研究
 ○礒本　章子１，佐藤　厚子１，工藤　雄行２，福士　尚葵２

 　１弘前医療福祉大学，２弘前医療福祉大学短期大学部

131　鼓室形成術後の洗髪時耳内防水用具の検討
 ○西古家　宏典１

 　１大阪労災病院

132　青年期女性と壮年期女性の角層水分量と経表皮蒸散量の比較
 ○中納　美智保１，辻　幸代１

 　１関西医療大学
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133　空気圧式末梢循環促進装置を用いたマッサージの評価に有用な指標の検討
 ○長尾　衣莉１，田村　瑠美１，宇都宮　愛１，森本　美智子２

 　１岡山大学病院，２岡山大学大学院保健学研究科看護学分野臨床応用学領域

第１群　看護基礎⑤　13：30～14：30

134　転倒リスク行動アセスメントツールの開発　－構成概念妥当性の検討－
 ○檜山　明子１，中村　惠子１

 　１札幌市立大学看護学部

135　看護技術演習で育成される看護実践能力の文献的考察
 ○金久保　愛子１，舩木　由香１，小山内　由希子１

 　１上智大学

136　グリーフケア活動に参加した看護学生の「死について」の思いと学び
 ○菅原　千恵子１，二瓶　洋子１

 　１東北福祉大学

137　口腔内清掃と機能向上を目的とした口腔ケアの実施状況
 ○大内　潤子１，林　裕子１，福良　薫１

 　１北海道科学大学

138　舌苔除去方法に関する文献検討と今後の課題
 ○米澤　知恵１，道重　文子２

 　１藍野大学医療保健学部看護学科，２大阪医科大学大学院看護学研究科

第１群　看護教育①　13：30～14：30

139　周手術期演習における危険予知トレーニングの効果の検証
 ○岡本　佐智子１，佐藤　安代１，志間　佐和１，古矢　優子１，藤澤　博子１

 　１日本保健医療大学保健医療学部看護学科

140　慢性期看護実習において呼吸器疾患患者を受け持った学生の学び　－実習レポートの分析より－
 ○上田　伊津代１，山口　昌子１，辻　あさみ１，山本　美緒１，池田　敬子１，宮嶋　正子２，鈴木　幸子３

 　１和歌山県立医科大学，２武庫川女子大学，３四條畷学園大学

141　臨地実習におけるグループ内での学生間の相互行為に関する研究
 ○佐原　玉恵１，細川　つや子２

 　１徳島文理大学，２近大姫路大学

142　看護学生の職業志望動機とストレス対処力との関連
 ○大鳥　和子１，福島（櫨本）　和代２

 　１鹿児島純心女子大学，２九州看護福祉大学
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143　看護学生の他者軽視傾向と学習動機づけおよび友人関係への動機づけとの関連
 ○佐藤　美佳１

 　１日本赤十字秋田看護大学

示説　２群　発表

第２群　看護教育②　13：30～14：30

144　看護学生の実習前後の手術室イメージの変化
 ○帆苅　真由美１，小島　さやか１，小林　理恵１，小林　祐子１

 　１新潟青陵大学

145　看護学生の手術室実習の学びを深める要因の分析　－看護師･教員の指導や手術中の処置経験が及ぼす影響－
 ○小島　さやか１，小林　祐子１，帆苅　真由美１，小林　理恵１

 　１新潟青陵大学

146　看護学生の社会的スキルに関する経年的変化と特性的自己効力感との関連
 ○中村　眞理子１，藤野　裕子２，新田　祥子３，松浦　江美４，藤本　裕二５，楠葉　洋子４

 　１福岡女学院看護大学，２沖縄県立看護大学，３長崎県立大学シーボルト校，４長崎大学大学院，５佐賀大学

147　観察場面における看護師の状況認識の方法別による脳血流
 ○西村　礼子１

 　１東京医科大学

148　看護大学３年生における職業的アイデンティティの影響要因
 ○藤本　裕二１，松浦　江美２，藤野　裕子３，上野　和美４，中村　眞理子５，楠葉　洋子２

 　１佐賀大学，２長崎大学大学院，３沖縄県立看護大学，４日本赤十字広島看護大学，５福岡女学院看護大学

第２群　看護教育③　13：30～14：30

149　看護大学生１年次と４年次の特性的自己効力感の比較及び４年間の学修体験との関連
 ○松浦　江美１，楠葉　洋子１，藤本　裕二２，藤野　裕子３，上野　和美４，中村　眞理子５

 　１長崎大学大学院，２佐賀大学，３沖縄県立看護大学，４日本赤十字広島看護大学，５福岡女学院看護大学

150　看護大学４学年の特性的自己効力感と看護職の捉え方との関連
 ○新田　祥子１，藤野　裕子２，藤本　裕二３，中村　眞理子４，松浦　江美５，楠葉　洋子５

 　１長崎県立大学シーボルト校，２沖縄県立看護大学，３佐賀大学，４福岡女学院看護大学，５長崎大学大学院

151　急性期病院の組織風土が看護師のストレッサー，腰痛へ及ぼす影響
 ○川瀬　淑子１，林　健司１，岡安　誠子１

 　１島根県立大学看護学部
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152　看護専門学校の教員の進学に対する支援状況と関連要因
 ○織田　千賀子１，小松　万喜子２

 　１中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科，２愛知県立大学看護学部

153　基礎看護技術の教育に協同学習を取り入れた初期の学生の状況
 ○宇野　真由美１，山本　多香子１

 　１大和大学

第２群　看護教育④　13：30～14：30

154　成人看護学実習における学生の首尾一貫感覚（SOC）に影響する要因
 ○山中　政子１，平賀　元美１，中本　明世１，森岡　広美１，三浦　恭代１，藤原　尚子１

 　１千里金蘭大学

155　成人看護学演習においてシミュレーション教育を体験した学生の学び
 ○森岡　広美１，中本　明世２，山中　政子２，平賀　元美２，藤原　尚子２，三浦　恭代２

 　１金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻博士後期課程，２千里金蘭大学

156　成人看護学領域（周手術期）におけるシミュレーション演習の成果と課題（第１報）
 ○安藤　里恵１，及川　紳代２，平沢　貞子２，小澤　尚子２

 　１元岩手県立大学看護学部，２岩手県立大学看護学部

157　成人看護学領域（周手術期）におけるシミュレーション演習の成果と課題（第２報）
 ○及川　紳代１，安藤　里恵２，平沢　貞子１，小澤　尚子１

 　１岩手県立大学看護学部，２元岩手県立大学看護学部

158　看護学実習における生命倫理教育内容の教材化　－臨地実習指導者の指導状況－
 ○柴田　恵子１，川本　起久子１

 　１九州看護福祉大学

第２群　看護教育⑤　13：30～14：30

159　学生が患者との体験を通して捉えた看護コミュニケーションの技法
 ○篠㟢　惠美子１，坂　亮輔２，栗田　愛１，小野　五月３，上田　ゆみ子４

 　１人間環境大学，２岐北厚生病院，３聖隷三方原病院，４岐阜聖徳学園大学

160　主体的学習に影響を及ぼす要因に関する文献検討
 ○池田　陽子１，長家　智子１，分島　るり子１，村田　尚恵１，古島　智恵１

 　１佐賀大学

161　基礎看護学実習Ⅰ実施前後における看護大学１年生の向社会的行動の変化
 ○岡田　郁子１

 　１旭川大学
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162　臨地実習での臨床指導者による看護技術チェックの教育効果
 ○長田　登美子１，岩崎　淳子２，樋田　小百合１，松原　薫３

 　１平成医療短期大学，２平成医療専門学院，３医療法人誠広会平野総合病院

163　看護大学生のセルフモニタリングにおける自己意識への影響　－新入生を対象に－
 ○ 今井　七重１，小島　範子１，榎本　敬子１，留田　由美１，酒井　千知１，馬場　美穂１，浅野　恵美１， 

織田　千賀子１，足立　はるゑ１

 　１中部学院大学

第２群　看護教育⑥　13：30～14：30

164　患者の療養場面を再現した体験型授業における学生の学びの特徴
 ○辻田　幸子１，本江　朝美１，市川　茂子１，鈴木　恵１，岩淵　正博１

 　１横浜創英大学

165　学生の学習への主体性促進を意図した看護学教員の授業形態別教授活動
 ○山口　幸恵１，松田　安弘２

 　１常磐大学将来計画準備室，２群馬県立県民健康科学大学

166　タクティールケアを基礎看護技術に導入した効果　－学生の感想より－
 ○緒方　昭子１，伊津美　孝子１，村上　生美１，籔内　順子１，田中　晶子１，高橋　友子１

 　１森ノ宮医療大学

167　実習指導者の学習ニードに影響する要因：愛知県の100床以上の病院を対象として
 ○田中　希代子１，渕田　英津子２，會田　信子３

 　 １名古屋大学大学院医学系研究科博士前期課程，２名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻， 
３信州大学学術研究院

168　成人・高齢者看護学実習における陰部洗浄の技術チェック後の学生が認識する技術到達度と思いの実態
 ○樋田　小百合１，吉崎　純夫２

 　１修文大学，２平成医療短期大学

第２群　看護教育⑦　13：30～14：30

169　看護学生の主観的幸福感の差異による協同作業認識への影響
 ○平井　由佳１，橋本　由里１

 　１島根県立大学

170　看護補完代替療法の教育に関する研究
 ○渋谷　えり子１

 　１埼玉県立大学
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171　授業を通したコミュニケーション能力の変化と要因に関する研究
 ○本田　優子１，五十嵐　愛子１，木村　幸代１，青木　涼子１

 　１創価大学

172　看護学生と看護師の共感性とコミュニケーションスキルの関連
 ○加藤　美穂１，深田　美香２，奥田　玲子２，粟納　由記子２，佐々木　晶子３

 　 １鳥取大学大学院医学系研究科保健学専攻／鳥取大学医学部附属病院，２鳥取大学医学部保健学科， 
３鳥取看護大学

第２群　看護教育⑧　13：30～14：30

173　初学習者の看護学生における自己教育力の現状と影響要因
 ○木村　美津子１

 　１了德寺大学

174　看護系大学新人教員の実習指導上の困難感測定尺度の開発
 ○今城　仁美１，古城　幸子１

 　１新見公立大学

175　Ａ公立大学看護学生の大学への愛着とその背景
 ○吾郷　美奈恵１，藤田　小矢香２，長島　玲子１

 　１島根県立大学看護学部，２島根県立大学別科助産学専攻

176　外来機能実習における学びの内容　－実習レポートからの分析－
 ○荒　ひとみ１，苫米地　真弓１，阿部　修子１

 　１旭川医科大学

177　基礎看護技術演習に参加した卒後４，５年目看護師の教育に対する思い
 ○岡西　幸恵１，内海　知子１，岩本　真紀１，三村　真吏２

 　１香川県立保健医療大学，２香川県立中央病院

示説　３群　発表

第３群　看護教育⑨　15：00～16：00

178　医療・福祉職のリスクマネジメント教育の検討　－エイジング論の授業評価より－（４）
 ○檜原　登志子１，庄司　光子１，黒澤　繭子１

 　１秋田看護福祉大学

179　参画型看護教育におけるグループワークの検討　－教養教育科目での授業づくりを通して－
 ○伊波　弘幸１，大城　凌子１，金城　祥教２

 　１名桜大学，２元名桜大学
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180　看護大学生の同居・看取りに関する意識とその関連要因
 ○齋藤　智江１，谷田　恵美子１，加地　みゆき１，木場　しのぶ１，重政　兼悟２

 　１福山平成大学，２福山市民病院

181　初めての看護過程演習における個別学習の授業評価　－学習意欲に焦点をあてて－第２報
 ○下嶽　ユキ１，近藤　誓子１

 　１日本保健医療大学

182　初めての看護過程演習に取り組む学生の学習意欲の変化　第３報
 ○近藤　誓子１，下嶽　ユキ１

 　１日本保健医療大学

第３群　看護教育⑩　15：00～16：00

183　熟達看護教員の教育実践上の困難を乗り越えた経験のプロセス
 ○田中　千尋１，岡崎　美智子２

 　１聖マリア学院大学，２国際医療福祉大学

184　看護大学生の看護実践能力に影響を及ぼす要因
 ○加藤　寛章１，小平　由美子２

 　１名古屋大学医学部附属病院，２岐阜医療科学大学

185　看護教員養成における受講生のニーズ達成状況が自己効力感に及ぼす影響
 ○川野　道宏１

 　１茨城県立医療大学

186　看護大学２年生と４年生の職業的アイデンティティの比較
 ○上野　和美１，片岡　健２，松浦　江美３，藤本　裕二４，藤野　裕子５，楠葉　洋子３

 　１日本赤十字広島看護大学，２広島大学，３長崎大学大学院，４佐賀大学，５沖縄県立看護大学

187　大学入学早期の看護学生における社会人基礎力と性格傾向および職業キャリアレディネスの関連
 ○安東　由佳子１，金子　典代１，池田　由紀１，小林　敏生２

 　１名古屋市立大学，２広島大学大学院

第３群　看護教育⑪　15：00～16：00

188　アクティブラーニングを意識した授業運営後の看護系大学１年生の社会人基礎力の現状
 ○藤本　かおり１，池田　七衣１，平野　方子１，宮嶋　正子１

 　１武庫川女子大学

189　統合実習後の学生が捉えた「看護課題」
 ○ 三ッ井　圭子１，真鍋　知子１，中澤　明美１，金屋　佑子１，根本　友見１，羽毛田　博美１，塩田　みどり１， 

松沼　瑠美子１

 　１了德寺大学
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190　視聴覚教材が成人看護技術演習の事前学習に及ぼす影響　－ｅラーニングを使用して－
 ○松井　聡子１，政時　和美１，杉野　浩幸１，村田　節子１，中井　裕子１

 　１福岡県立大学

191　１年過程における助産師学生の講義終了後，実習終了後，修了式直前の自己学習力の変化
 ○藤田　小矢香１

 　１島根県立大学

192　看護学生のヒューマンケアリング行動とコミュニケーション・スキルの関連
 ○井上　かおり１，實金　栄１，山口　三重子１

 　１岡山県立大学

第３群　看護教育⑫　15：00～16：00

193　看護学生によるコラージュ療法の実施を試みて　－内面と外面の分析結果と対人関係測定を比較して－
 ○松川　泰子１

 　１森ノ宮医療大学

194　女子看護学生が性別の異なる患者を受け持った時に感じる戸惑い
 ○清塚　遊１

 　１東都医療大学

195　基礎看護学実習Ⅱを通して学生が捉えた看護師像　－インタビュー結果からの考察－
 ○大澤　久美枝１，長谷川　真美１

 　１東都医療大学

196　初回臨地実習において看護学生が捉えた「看護におけるホスピタリティ」
 ○長谷川　幹子１，楠本　昌代２

 　１前太成学院大学，２社会福祉法人悠人会

197　看護大学のコミュニケーション力の検討　－基礎看護学実習で印象に残ったコミュニケーション場面から－
 ○長谷川　真美１

 　１東都医療大学

第３群　看護教育⑬　15：00～16：00

198　ヒューマンケア総合演習後の学生の学び
 ○今川　詢子１，長谷川　真美１

 　１東都医療大学

199　模擬患者参加型演習における効果的な演習形態の検討
 ○三宅　由希子１，青井　聡美１，池田　ひろみ１

 　１県立広島大学
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200　性周期の違いによる睡眠時間と自律神経反応との関係
 ○田中　美智子１，江上　千代美１，近藤　美幸１，山下　清香１，長坂　猛２

 　１福岡県立大学，２宮崎県立看護大学

201　看護学生の社会人基礎力を高める効果的な教員の関わり　－熟練教員へのインタビューの分析から－
 ○加地　みゆき１，齋藤　智江１

 　１福山平成大学

202　看護学生のがん化学療法に対する印象の変化とその要因について
 ○須田　利佳子１，内藤　千春２，秋元　直子１

 　１東都医療大学，２川口市立医療センター

第３群　看護教育⑭　15：00～16：00

203　終末期患者を受け持った学生の患者支援に対する戸惑いと教育的支援の検討
 ○佐々木　純子１，今川　詢子１

 　１東都医療大学

204　学生の看護学実習における学習活動の難しさの認識　－テキストマイニング分析から－
 ○三國　裕子１，一戸　とも子１

 　１青森中央学院大学

205　IBL学習活用による課題発見・課題解決への推論　－論証の特徴
 ○西薗　貞子１，青山　美智代２

 　１大阪医科大学，２奈良県立医科大学

206　看護学実習を終えた学生の精神科病棟での身体ケアに関する認識
 ○木村　怜１，樋口　日出子１

 　１岩手県立大学

207　臨地実習中において看護学生が「泣く」ことに関する研究　－看護学生へのグループインタビューを通して－
 ○嘉数　結菜１，土屋　芽衣２，比嘉　綾香３，満名　心４，平上　久美子５

 　 １社会医療法人友愛会豊見城中央病院，２名古屋第二赤十字病院，３横浜市立市民病院，４北部地区医師会病院， 
５名桜大学

示説　４群　発表

第４群　看護管理⑦　15：00～16：00

208　フライトナースのストレスに関する文献研究
 ○片田　裕子１

 　１茨城キリスト教大学看護学部
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209　看護師のネガティブな反すうと抑うつ気分の関連
 ○江口　実希１，國方　弘子２，橋本　茂１

 　１四国大学，２香川県立保健医療大学

210　精神科に勤務する看護師のリカバリー志向性の影響要因
 ○藤野　裕子１，藤本　裕二２

 　１沖縄県立看護大学，２佐賀大学

211　対応困難な患者により良い変化を及ぼしたきっかけとなったカンファレンスにおける看護師の認識
 ○石田　麗子１

 　１がん・感染症センター都立駒込病院

212　肢体不自由児施設職員のストレスに関する検討
 ○下野　信吾１

 　１岡山大学大学院

第４群　精神看護①　15：00～16：00

213　精神科看護職の睡眠に対する認識　－性別・年齢・経験年数による比較－
 ○伊関　敏男１，山下　真裕子１，藪田　歩１

 　１神奈川県立保健福祉大学

214　シミュレーション教育を用いた精神看護学実習オリエンテーションの効果
 ○佐藤　史教１

 　１岩手県立大学

215　活動集団療法における自閉スペクトラム症小中学生のグループ内力動
 ○菅谷　智一１，櫻井　朗雄２，安齋　隼２，工藤　富士子２，鈴木　翔子３，森　千鶴４

 　１茨城県立こころの医療センター，２埼玉県立精神医療センター，３筑波大学附属病院，４筑波大学医学医療系

216　統合失調症者の病気の受容のプロセス
 ○鈴木　翔子１，菅原　裕美２，森　千鶴３

 　１筑波大学附属病院，２独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター，３筑波大学

217　地域活動支援センターを利用する精神障害者の居場所感とQOL，社会機能とQOLの関連
 ○神谷　優美１，藤野　成美１

 　１佐賀大学

第４群　精神看護②　15：00～16：00

218　糖尿病を併せ持つ精神疾患患者の糖尿病管理における精神科デイケアの役割と支援の実態調査
 ○松谷　ひろみ１，石橋　照子１

 　１島根県立大学
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219　精神科病棟で看護学生が企画するレクリエーションの場の意味
 ○土屋　芽衣１，嘉数　結菜２，比嘉　綾香３，満名　心４，平上　久美子５

 　 １名古屋第二赤十字病院，２社会医療法人友愛会豊見城中央病院，３横浜市立市民病院，４北部地区医師会病院， 
５名桜大学

220　統合失調症を抱える当事者の病の体験プロセスに関する研究　－闘病記における世界観に着目して－
 ○満名　心１，土屋　芽衣２，嘉数　結菜３，比嘉　綾香４，平上　久美子５

 　１北部地区医師会病院，２名古屋第二赤十字病院，３社会医療法人友愛会，４横浜市立市民病院，５名桜大学

221　統合失調症者とともに家庭生活を継続する家族の体験プロセス
 ○比嘉　綾香１，満名　心２，土屋　芽衣３，嘉数　結菜４，平上　久美子５

 　１横浜市立市民病院，２北部地区医師会病院，３名古屋第二赤十字病院，４社会医療法人友愛会，５名桜大学

222　精神科病院で患者の自殺に遭遇した看護師を支援する精神科認定看護師の構想
 ○一ノ山　隆司１，岩城　敏之２，大津　聡美３

 　１金城大学，２厚生連滑川病院，３平塚市民病院

第４群　精神看護③　15：00～16：00

223　退院支援中における慢性期統合失調症患者の突発的な自殺を経験した看護師の気づき
 ○岩本　祐一１，藤野　成美２

 　１大分大学，２佐賀大学

224　医療観察法指定入院医療機関におけるチームアプローチの影響
 ○菅原　裕美１

 　１独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター

225　統合失調症者の対人機能におけるワーキングメモリーと精神症状の関連
 ○佐藤　美央１，森　千鶴２

 　１国立国際医療研究センター国府台病院，２筑波大学

226　医療観察法病棟での多職種連携における看護の課題　－文献の分析から－
 ○佐藤　るみ子１

 　１筑波大学大学院

227　精神障がい者のニーズを取り入れた服薬における遠隔看護支援システムの開発
 ○山下　真裕子１，伊関　敏男１，藪田　歩１

 　１神奈川県立保健福祉大学

第４群　慢性期看護①　15：00～16：00

228　緩和ケア病棟に初めて配属された看護師が行う支援の特徴
 ○篠原　美菜１，赤司　千波１

 　１福岡県立大学
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230　一般病棟で緩和ケア病棟への移行を待機している終末期がん患者への心理的支援
 ○樋口　美穂１，赤司　千波１

 　１福岡県立大学

231　有料老人ホームで生活する慢性病を有する高齢者の健康行動
 ○齋藤　英夫１，旗持　知恵子２

 　１大阪府立大学大学院，２大阪府立大学

232　初回経皮的冠動脈形成術を施行した患者と家族へ循環器教室がもたらす，自己管理行動を促進する要因分析
 ○篠田　千穂１

 　１地方独立行政法人市立秋田総合病院

第４群　慢性期看護②　15：00～16：00

233　脳卒中患者のソーシャルサポートと再発予防行動との関連
 ○冨澤　栄子１

 　１四国大学

234　外来通院する虚血性心疾患患者の身体活動と睡眠　－男性患者の４事例についての分析－
 ○牧田　真実１，山崎　磨奈１，Poudel　Kritika２，島田　詩絵奈２，鷲見　尚己３

 　１北海道大学病院，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

235　慢性心不全患者の家族機能及び家族システムと患者の自己管理行動の関連
 ○柿田　さおり１，足立　久子２

 　１朝日大学，２岐阜大学

236　慢性期療養患者のやる気を高めるコミュニケーション演習による学生の学び
 ○塩見　和子１

 　１新見公立大学

237　経皮的冠動脈インターベンションを受けた患者の自己管理行動に関する要因の検討
 ○三谷　由起恵１，安田　智美２，梅村　俊彰２，伊井　みず穂２，茂野　敬２

 　１高岡市民病院，２富山大学
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● ８月21日（日） ●

示説　５群　発表

第５群　看護教育⑮　11：30～12：30

238　“イマドキ”看護大学生が大学生活を継続するために教員に求めるサポート　－インタビューを通して－
 ○平上　久美子１，鈴木　啓子１，大城　凌子１，鬼頭　和子１

 　１名桜大学

239　看護学生の身体的・精神的健康状態と状態・特性不安の関連　－性別による比較－
 ○後藤　満津子１，石㟢　文子２，中井　芙美子１，村木　士郎１，重富　勇３，小泉　千恵子１，稲田　有紀４

 　 １広島都市学園大学，２県立広島大学／広島都市学園大学，３長崎県立大学シーボルト校， 
４老人保健施設チェリーゴード

240　成人看護学における看護実践能力育成のための効果的な授業方略の検討１

 ○石渡　智恵美１，菱刈　美和子２

 　１帝京科学大学医療科学部看護学科，２前共立女子大学看護学部

241　がん看護の授業における学び　－DVD〔最後の授業〕を通してがん患者の生から死に至る過程を考える－
 ○狩谷　恭子１，小幡　明香１，直成　洋子１

 　１茨城キリスト教大学看護学部看護学科

242　ブレンディッドラーニングによる学習課題へのアクセス状況と成績との関連性
 ○高橋　由起子１，宮川　瑞穂１，臼井　かおり１

 　１岐阜大学

第５群　看護管理①　11：30～12：30

243　医療安全管理者（リスクマネージャー）に関する研究の特徴　－テキストマイニングによる分析－
 ○油野　規代１，加藤　真由美２

 　１国民健康保険小松市民病院，２金沢大学医薬保健研究域保健学系

244　臨床看護師の倫理的問題に対する意識とその関連因子
 ○角　智美１

 　１筑波大学

245　デスカンファレンスを通しての看護師の思い
 ○青山　芽久１，下畑　美香２，赤澤　千春３

 　１第二岡本総合病院，２済生会京都府病院，３大阪医科大学看護学部

246　大学生の健康度および生活習慣に関する研究
 ○會田　みゆき１，木村　伸子１

 　１埼玉県立大学
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247　看護師ヒューマンスキル尺度の開発と信頼性・妥当性の検討
 ○真鍋　知香１，當目　雅代２

 　１香川大学医学部附属病院，２同志社女子大学

第５群　看護管理②　11：30～12：30

248　新人看護師の職場適応行動尺度の信頼性・妥当性の検討
 ○北島　洋子１，細田　泰子２

 　１奈良学園大学，２大阪府立大学

249　大学病院に勤務する臨地実習指導者の実習指導体制の現状分析
 ○林　久美子１，小林　和成２，高橋　由起子２，松田　好美２

 　１平成医療短期大学，２岐阜大学医学部看護学科

250　中規模病院の新人への教育体制と他施設研修導入の実態
 ○掛谷　和美１，城生　弘美２

 　１横浜創英大学看護学部，２東海大学健康科学部看護学科

251　中間看護管理者の部下へのキャリア支援行動に影響を及ぼす要因の検討
 ○半田　育子１，吉良　淳子２，松田　たみ子２

 　 １茨城県立医療大学博士前期課程保健医療科学研究科，茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター， 
２茨城県立医療大学保健医療学部看護学科

252　看護師の職業的アイデンティティに影響を与える諸要因
 ○福永　ひとみ１，吉田　浩子２

 　１川崎市立看護短期大学，２人間総合科学大学保健医療学部看護学科

第５群　看護管理③　11：30～12：30

253　看護師のコミュニケーションスキルと専門職としての自律性との関連
 ○中谷　章子１，森　千鶴１

 　１筑波大学大学院

254　看護診断決定に関連した看護師の思考・行動・感情傾向と課題意識に対する改善策の検討
 ○山口　晴美１，久米　弥寿子１，上田　記子１，阿曽　洋子１，片山　恵１

 　１武庫川女子大学

255　急性期病棟に配属された新人看護師の日常生活行動援助における情報活用の実態
 ○大屋　富彦１，三吉　友美子１

 　１藤田保健衛生大学

256　受講生の退院調整に関する実践能力の変化からみた退院調整看護師育成プログラムの効果の検討
 ○福田　里砂１，田中　久美子２，陶山　啓子２，小岡　亜希子２，寺尾　奈歩子２，佐伯　由香２

 　１京都看護大学，２愛媛大学大学院
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257　本邦における制度化前の特定看護師に関する文献検討
 ○大野　恭平１，岩永　喜久子２，中村　美香３

 　１群馬大学医学部附属病院，２新潟県立看護大学，３群馬大学

第５群　看護管理④　11：30～12：30

258　Ａ県内公立病院の看護師のキャリアコミットメントとその関連要因
 ○関根　由紀子１，冨田　幸江２

 　１埼玉県立高等看護学院，２埼玉医科大学保健医療学部

259　看護師長の後進育成に関するストレスとジレンマの収束検討
 ○小林　裕子１，田中　マキ子２

 　１NHO岩国医療センター附属看護学校，２山口県立大学大学院健康福祉学研究科

260　看護師長の病棟管理者としての自信につながる経験の分析
 ○中上　昌代１，名越　民江２，南　妙子２

 　１関西看護医療大学看護学部，２香川大学医学部看護学科

261　看護職者の「職業意識」と「ワーク・セルフ・バランス」の関連　－教職者との比較から－
 ○小林　妙子１，吉田　浩子２

 　１四條畷学園大学，２人間総合科学大学

第５群　看護管理⑤　11：30～12：30

262　ソーシャルメディアにおける発言の分析による看護と介護
 ○梅村　俊彰１，吉崎　純夫２

 　１富山大学，２平成医療短期大学

263　感染予防を促進させる組織行動に関するモデルの検討
 ○富田　学１，近藤　陽子１，田中　美穂２，遠藤　英子２

 　１東邦大学医療センター大森病院，２東邦大学健康科学部設置準備室

264　看護職員の確保に向けた組織的取り組みの認知と組織コミットメントとの関連性
 ○飯野　祥之１，中尾　久子２，酒井　久美子２

 　１福岡記念病院，２九州大学大学院医学研究院保健学部門

265　病院統合における看護職の職務満足と所属感に関する検討（第１報）　－統合前と統合後３ヶ月の比較－
 ○白尾　久美子１，飯森　宗彦１，大野　晶子１，山㟢　ちひろ１，植村　真美２，青山　裕子３

 　１日本福祉大学，２公立西知多総合病院，３名古屋大学医学部附属病院

266　病院統合における看護職の職務満足と所属感に関する検討（第２報）　－統合前後の看護職の思い－
 ○大野　晶子１，山㟢　ちひろ１，白尾　久美子１，植村　真美２，青山　裕子３，飯森　宗彦１

 　１日本福祉大学，２公立西知多総合病院，３名古屋大学医学部附属病院
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第５群　看護管理⑥　11：30～12：30

267　新卒看護師へのかかわりの時期による実地指導者のアサーティブネスとその関連要因
 ○冨田　幸江１，鈴木　英子２

 　１埼玉医科大学保健医療学部，２国際医療福祉大学大学院

268　看護師のキャリア・アンカーに関する文献検討
 ○下川　愛恵１，長家　智子１，分島　るり子１，村田　尚恵１，古島　智恵１

 　１佐賀大学

269　脳神経外科・神経内科病棟における転倒転落・離棟予防具使用の現状調査
 ○大須賀　みどり１，小野　五月１

 　１聖隷三方原病院

270　看護の組織風土と集団同一視との関連性の検討
 ○塚本　尚子１，平田　明美２，舩木　由香１

 　１上智大学，２関東学院大学

271　健康管理を目的とした ICTの活用に関する文献検討
 ○佐藤　三穂１

 　１北海道大学

示説　６群　発表

第６群　急性期看護①　11：30～12：30

272　急性期脳卒中患者のリハビリテーションをすすめる精神的支援
 ○金子　史代１，帆苅　真由美１

 　１新潟青陵大学

273　急性期医療のせん妄患者に対する看護実践に関する文献研究
 ○赤羽　裕子１，松井　瞳２，會田　信子２

 　１長野県立総合リハビリテーションセンター，２信州大学学術研究院医学保健学域保健学系

274　The AACN Synergy Model for Patient Careに関する近年の動向
 ○伊藤　嘉章１，川口　孝泰１

 　１筑波大学

275　形成外科的手術を受ける患者への，画像・動画教材を用いた術前指導に関する効果の質的検討
 ○會津　桂子１，境　美穂子２，鎌田　洋輔２，古舘　周子２，西沢　義子１

 　１国立大学法人弘前大学大学院保健学研究科，２国立大学法人弘前大学医学部附属病院
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276　胃切除を受けた患者の社会復帰に向けた目標及びその達成率と自己効力感の関連
 ○鈴木　宏昌１，池田　七衣２，冨澤　理恵３，梅下　浩司４

 　 １豊橋市民病院，２武庫川女子大学看護学部，３大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサーチセンター， 
４大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

第６群　急性期看護②　11：30～12：30

277　入院後経鼻経管栄養を導入した患者に関する観察研究　－誤嚥性肺炎の発症と離床時期の関連に焦点を当て－
 ○田中　佐知子１，小野　五月１，大須賀　みどり１

 　１聖隷三方原病院

278　形成外科的手術を受ける患者への術前指導におけるタブレット端末を用いた画像・動画教材の指導効果
 ○境　美穂子１，鎌田　洋輔１，古舘　周子１，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

279　急性期看護実習における学生が主体となって行った看護行為の実態と課題
 ○山本　美緒１，池田　敬子１，上田　伊津代１，山口　昌子１，辻　あさみ１，宮嶋　正子２，鈴木　幸子３

 　１和歌山県立医科大学保健看護学部，２武庫川女子大学看護学部，３四条畷学園大学看護学部

280　向老期から老年期にある人の救急時の対応についての実態調査
 ○木村　千代子１，一戸　とも子１，村山　志津子１

 　１青森中央学院大学

281　ロールプレイを組み込んだ危険予知トレーニングの急性期実習における効果の検証
 ○佐藤　安代１，岡本　佐智子１，古矢　優子１，藤澤　博子１

 　１日本保健医療大学

第６群　がん看護①　11：30～12：30

282　就労ががんサバイバーの心理的状態に与える影響
 ○上田　伊佐子１，雄西　智恵美２

 　１徳島文理大学，２徳島大学

283　開頭術後に放射線化学療法を受けた悪性神経膠腫患者の病気体験の明確化
 ○森　光代１，當目　雅代２

 　１香川大学医学部附属病院，２同志社女子大学看護学部

284　がん患者の感情表出を促す支援に伴う困難の内容分析
 ○小林　咲穂１，佐々木　悠２，清原　文３，藤本　桂子４，飯島　翼５，神田　清子４

 　１国立がん研究センター中央病院，２信州大学，３群馬大学大学院，４群馬大学，５自治医科大学附属病院

285　終末期がん患者に対する一般病棟と緩和ケア病棟の看護師のターミナルケア態度及び感情に関する研究
 ○宇佐美　重宏１，宮園　真美１

 　１福岡県立大学
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286　「がんになったら手にとるガイド」を用いてプログラム化した外来がん看護面談に対する患者の反応
 ○安藤　詳子１，杉村　鮎美２

 　１名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻，２名古屋大学大学院医学系研究科後期課程

第６群　がん看護②　11：30～12：30

287　英語文献における成人がん患者を対象としたレジリエンス研究の動向
 ○島田　詩絵奈１，鷲見　尚己１

 　１北海道大学

288　がん終末期若年成人の介入困難事例に対する看護師の行動と視点
 ○武田　智美１，林　容子２，楳田　恵子３，福田　由紀子４

 　１名鉄病院，２半田市民病院，３徳洲会大垣病院，４人間環境大学

289　入院治療中のがん患者へのタクティールケア介入による睡眠効果
 ○坂井　恵子１，松井　優子１

 　１金沢医科大学看護学部

290　初期治療過程に在る成人期乳がん患者の病理検査結果に基づく術後抗がん剤治療選択時の心理的状況
 ○若崎　淳子１，谷口　敏代２，掛屋　純子１，掛橋　千賀子１

 　１島根県立大学，２岡山県立大学

291　がん患者との関係に困難感を抱える医師と看護師との対話の過程　－Newman理論に基づいた一事例－
 ○中林　誠１

 　１神奈川工科大学

第６群　がん看護③　11：30～12：30

292　看護師が抱く死を受け入れられない終末期がん患者へ寄り添う思いの構造
 ○木村　華子１，伊波　弘幸２，助川　慎太郎３，中村　美月４

 　１国立循環器研究センター，２公立名桜大学，３国立国際医療研究センター，４沖縄県立中部病院

293　終末期がん患者に対する看護師のケアの構造　－心配・迷惑をかけたくないと感じている患者への対応－
 ○助川　慎太郎１，伊波　弘幸２，木村　華子３，中村　美月４

 　１国立国際医療研究センター，２公立名桜大学，３国立循環器研究センター，４沖縄県立中部病院

294　がん治療における口腔ケアおよび口腔マネジメントにおける看護実践と教育に関する国外文献レビュー
 ○Poudel Kritika１，鷲見　尚己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

295　看護師を対象にした死後の処置の実態調査　－処置内容と教育・研修体制－
 ○小林　祐子１，和田　由紀子１，河内　浩美２

 　１新潟青陵大学大学院，２東京医療保健大学看護学科



日本看護研究学会雑誌 Vol. 39　No. 3　 2016 4949

一般演題・示説    

第６群　がん看護④　11：30～12：30

296　化学療法に伴う手足症候群に関する研究の動向と課題
 ○今井　洋子１，橋本　晴美２

 　１日本赤十字社前橋赤十字病院，２群馬県立県民健康科学大学

297　急性期病院における病棟看護師のがん患者への退院支援の実態
 ○木場　しのぶ１，齋藤　智江１

 　１福山平成大学

298　高齢がん患者にとっての『しょんなか』という言葉が持つ意味
 ○吉田　恵理子１，永峯　卓哉１

 　１長崎県立大学

299　症状の改善のためのセルフモニタリング介入に関する研究の分析
 ○金城　妙子１，小林　咲穂２，清原　文３，藤本　桂子４，神田　清子４

 　１群馬大学医学部附属病院，２国立がん研究センター中央病院，３群馬大学大学院，４群馬大学

第６群　在宅・老年看護①　11：30～12：30

300　多系統萎縮症療養者のQOL評価の現状と課題
 ○押領司　民１，浅川　和美２

 　１山梨勤労者医療協会共立高等看護学院，２山梨大学

301　若年性脳梗塞患者の発症から退院までの両親の体験：諸島在住の家族の事例
 ○名越　恵美１，八木　一江２，松本　啓子３

 　１岡山県立大学，２岡山旭東病院，３川崎医療福祉大学

302　精神科訪問看護により利用者が受けた影響に関する文献レビュー
 ○伊藤　廣美１，岡田　尚美１

 　１日本医療大学

303　高齢者の転倒発生と咬合力との関連
 ○江藤　真紀１

 　１宇部フロンティア大学

304　単独小規模訪問看護ステーションの早期経営安定化を目指す経営戦略に関する研究
 ○京谷　和哉１

 　１株式会社絆
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示説　７群　発表

第７群　在宅・老年看護②　13：30～14：30

305　在宅療養児への訪問看護師の介入に対する母親の認識
 ○草野　淳子１，高野　政子１

 　１大分県立看護科学大学

306　東北地方における退院支援を行う看護職のコンピテンシーの実践状況と大切と思う程度
 ○森鍵　祐子１，赤間　由美１，小林　淳子１

 　１山形大学

307　在宅高齢者介護を行う男性介護者の介護負担感の要因
 ○大渕　美郷１，土肥　眞奈１，野㟢　静代１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学

308　地域完結志向ナース育成プログラムの実施後の成果　－受講生の評価から－
 ○  山田　基矢１，木立　るり子１，齋藤　久美子１，大津　美香１，米内山　千賀子１，北嶋　結１，小林　朱実２， 

花田　久美子２，木村　淑子２

 　１弘前大学，２弘前大学医学部附属病院

309　在宅ケアにおける訪問看護師の緊急時対応に関する文献検討
 ○福田　由紀子１，楳田　恵子２，武田　智美３，杉浦　美佐子４

 　１人間環境大学，２大垣徳洲会病院，３名鉄病院，４椙山女学園大学

第７群　在宅・老年看護③　13：30～14：30

310　より良い老いへ向けた自己の支えに関する思い
 ○松本　啓子１

 　１川崎医療福祉大学

311　地域高齢者の閉じこもりと孤独感との関連
 ○ 山縣　恵美１，小松　光代１，木村　みさか２，山田　陽介３，桝本　妙子１，續田　尚美１，杉原　百合子１， 

岡山　寧子１

 　１同志社女子大学，２京都学園大学，３国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

312　地域コミュニティを基盤としたサロンでの談話における集団過程からみたサロンの役割
 ○真継　和子１

 　１大阪医科大学

313　救急外来の看護師が行う生命の危機に直面した患者と家族に対するケア　－インタビューを通して－
 ○大城　麻由１

 　１名桜大学
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314　自宅における運動器リハビリテーション実施支援に関する国内文献検討
 ○佐野　かおり１

 　１大阪医科大学

第７群　在宅・老年看護④　13：30～14：30

315　認知症患者と家族介護者のカップルに対する国外の音楽介入の動向
 ○黒臼　恵子１

 　１帝京大学

316　高齢者への聞き書きを通した看護学生の学び
 ○ 駒谷　なつみ１，大津　美香２，木浪　麻里３，佐藤　智子４，山田　基矢２，北嶋　結２，米内山　千賀子２， 

木立　るり子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，３一般財団法人仙台厚生病院， 
４東京歯科大学市川総合病院

317　ラーニングポートフォリオの分析による高齢者看護学実習目標達成の実態
 ○藤木　眞由美１，黒臼　恵子１，上野　公子１

 　１帝京大学

318　要介護高齢者の“生きられた”経験による人生の統合　－在宅で生きようとする高齢者のインタビューから－
 ○柿沼　秀子１，久保川　真由美１

 　１茨城キリスト教大学

第７群　在宅・老年看護⑤　13：30～14：30

319　歩行リズムと下肢末梢筋の関係　－アクティブな高齢者の場合－
 ○續田　尚美１，山縣　恵美１，木村　みさか２，岡山　寧子１

 　１同志社女子大学，２京都学園大学

320　一人暮らし認知症高齢者が自宅で落ち着いて過ごすための訪問看護師の援助の構造
 ○松下　由美子１

 　１大阪府立大学

321　特別養護老人ホーム入所高齢者の排尿誘導方法と尿意の訴えや生活機能との関連
 ○中村　五月１，陶山　啓子１，小岡　亜希子１，田中　久美子１，森　万純２

 　１愛媛大学，２大分大学

322　健常高齢者を対象とした化粧療法プログラムの開発
 ○伊藤　佐枝子１

 　１豊橋創造大学
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323　看護職簡略版認知症ケア尺度を用いた介護老人保健施設の看護職におけるケアの実践
 ○小木曽　加奈子１，樋田　小百合２，今井　七重３，安藤　邑恵４

 　１岐阜大学，２平成医療短期大学，３中部学院大学，４奈良学園大学

第７群　在宅・老年看護⑥　13：30～14：30

324　地域在住高齢者の老いを自覚した生活の工夫　－インタビューを通して－
 ○河相　てる美１，宮城　和美１，境　美代子１，小出　えり子１，金森　昌彦２

 　１富山福祉短期大学，２富山大学

325　高齢者・中年・若者の危険ドラッグ（脱法ハーブ）に関する認識比較
 ○谷田　恵美子１，大元　雅代１，齋藤　智江１

 　１福山平成大学看護学部看護学科

326　施設入所高齢者における睡眠潜時の長短が夜間睡眠に与える影響
 ○小西　円１，西田　佳世１

 　１愛媛県立医療技術大学

327　特別養護老人ホームにおけるケア実態及び看護職と介護職の連携
 ○佐々木　美幸１，土肥　眞奈１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学

328　介護老人福祉施設における施設管理責任者の職場定着に対する取り組み
 ○緒形　明美１，小木曽　加奈子２，會田　信子３

 　１名古屋大学大学院，２岐阜大学，３信州大学学術研究院

第７群　在宅・老年看護⑦　13：30～14：30

329　高齢透析患者Ａのスピリチュアリティに関する語りの分析
 ○小薮　智子１，竹田　恵子１，白岩　千恵子１，實金　栄２，井上　かおり２

 　１川崎医療福祉大学，２岡山県立大学

330　認知症高齢者への実践に向けての「その人らしさを尊重したケア」に関する文献検討
 ○中川　孝子１，藤田　あけみ２，西沢　義子２

 　１青森中央学院大学看護学部，２弘前大学大学院保健学研究科

331　入院高齢患者の睡眠障害，不安・緊張感に対する音楽療法の効果
 ○佐藤　里奈１，野㟢　静代１，佐々木　晶世１，土肥　眞奈１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学

332　特別養護老人ホームにおける看護職と介護職間の連携と看取り件数の関連について
 ○星　美鈴１，土肥　眞奈１，野㟢　静代１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学
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333　地域で一人暮らしを続けている男性後期高齢者の『人との関わり方』の特徴
 ○佐藤　圭子１，安川　揚子２，市村　久美子２

 　１茨城県立つくば看護専門学校，２茨城県立医療大学

示説　８群　発表

第８群　在宅・老年看護⑧　13：30～14：30

334　東京都多摩地区にある介護保険施設での終末期看護に関する看護職者の意識と教育・研修の実態（第１報）
 ○塚本　都子１，相羽　利昭１，戸塚　智美１，牟田　能子１，博多　祐子１，松岡　佳美１，島田　美喜１

 　１東京純心大学

335　東京都多摩地区にある介護保険施設での終末期看護に関する看護職者の意識と教育・研修の実態（第２報）
 ○相羽　利昭１，塚本　都子１，戸塚　智美１，牟田　能子１，博多　祐子１，松岡　佳美１，島田　美喜１

 　１東京純心大学

336　東京都多摩地区にある病院での終末期看護に関する看護職者の意識と教育・研修の実態（第３報）
 ○戸塚　智美１，島田　美喜１，牟田　能子１，博多　祐子１，松岡　佳美１，塚本　都子１，相羽　利昭１

 　１東京純心大学

337　特別養護老人ホームの終末期ケアによって得た多様な成果　－２施設のグループインタビューの分析－
 ○田中　克恵１，加藤　真由美２

 　１金城大学，２金沢大学

第８群　在宅・老年看護⑨　13：30～14：30

338　終の棲家で沖縄民謡を聴く元ハンセン病患者の思いの構造
 ○中村　美月１，伊波　弘幸２，木村　華子３，助川　慎太郎４

 　１沖縄県立中部病院，２公立名桜大学，３国立循環器研究センター，４国立国際医療研究センター

339　老年期乳がん患者の体験談による看護学生の学び
 ○上西　洋子１

 　１森ノ宮医療大学

340　テキストマイニング分析による高齢者夫婦世帯の居宅介護サービスに関する満足感と介護困難の実態
 ○横島　啓子１，吉野　由美子２，杉浦　圭子１

 　１武庫川女子大学，２千葉科学大学

341　術後せん妄の発症因子に関する国内研究の文献レビュー
 ○ 中田　真依１，黒木　慎一１，伊藤　廣美２，大坪　智美３，菊地　まり子４，山口　希美４，本田　早苗５， 

植山　さゆり６，井戸川　みどり６，内島　みのり７，本吉　明美８，服部　ユカリ４

 　 １札幌保健医療大学看護学部看護学科，２日本医療大学保健医療学部看護学科，３旭川医科大学非常勤講師， 
４旭川医科大学医学部看護学科，５旭川医科大学大学院医学系研究科修士課程，６旭川医科大学病院， 
７国立病院機構旭川医療センター，８北海道立旭川高等看護学院看護学科
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第８群　国際看護①　13：30～14：30

342　ブラジルにおける日系永住高齢者のヘルスリテラシーと食習慣との関連
 ○中林　桜子１，佐々木　晶世１，土肥　眞奈１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学

343　ブラジルにおける日系永住高齢者の食習慣の実態と高血圧罹患との関連
 ○足達　夏海１，佐々木　晶世１，土肥　眞奈１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学

344　ブラジルにおける日系永住高齢者の食生活とアサーティブネスとの関連
 ○田中　桃子１，佐々木　晶世１，土肥　眞奈１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学

345　ブラジルにおける日系永住高齢者の生活満足度とその関連要因
 ○若林　遥１，佐々木　晶世１，土肥　眞奈１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学

第８群　国際看護②　13：30～14：30

346　中国の中堅看護師における専門職的自律性に関する調査
 ○路　璐１，北池　正２，池崎　澄江２，鈴木　友子２

 　１千葉大学大学院，２千葉大学

347　病院看護師の国際生活機能分類（ICF）に関する認識と活用
 ○榎本　敬子１

 　１中部学院大学

348　高齢者に関する看護大学生の認識：タイと日本の比較
 ○グライナー　智恵子１，大石　朋子２

 　１神戸大学大学院，２神奈川県立保健福祉大学

第８群　母子看護①　13：30～14：30

349　母体搬送入院を経験し出産した母親の妊娠期の振り返り
 ○行田　智子１，橋爪　由紀子１，細谷　京子２

 　１群馬県立県民健康科学大学，２足利工業大学看護学部

350　思春期の子どもをもつ保護者の喫煙に対する行動と認識に関するＡ市における実態調査
 ○細野　恵子１

 　１旭川大学
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351　母親の出産後１年から６年までのSOC（首尾一貫感覚）の推移と困りごと　－縦断的質問紙調査を用いて－
 ○河口　朝子１，松下　年子２，原田　美智３

 　１長崎県立大学，２横浜市立大学，３九州看護福祉大学

352　職員が捉えた児童養護施設で子どもの心が安定化するために大切な要素
 ○佐藤　幸子１，藤田　愛１，山口　咲奈枝１，佐藤　志保１，山田　志枝１

 　１山形大学

353　小学校４年生の骨密度と体格，生活習慣などの関連要因の検討
 ○三浦　浩美１，舟越　和代１，合田　友美２，榮　玲子１，植村　裕子１

 　１香川県立保健医療大学，２宝塚大学

第８群　母子看護②　13：30～14：30

354　母親の育児における肯定的感情と愛着パターンおよびサポートとの関連性
 ○小平　由美子１，岡山　久代２

 　１岐阜医療科学大学，２滋賀医科大学

355　看護学生が重症心身障害児施設において体験した小児看護技術を通した学び
 ○小川　佳代１，横関　恵美子１

 　１四国大学

356　発達障害児をもつ母親の養育レジリンス向上　－トリプルＰによる介入－
 ○江上　千代美１，田中　美智子１

 　１福岡県立大学

第８群　母子看護③　13：30～14：30

357　慢性疾患を持つ思春期の患者に対する復学支援の質的文献の検討
 ○本多　直子１

 　１長崎大学大学院

358　小児の放射線治療におけるプレパレーションに関連する文献検討
 ○小澤　典子１，古谷　佳由理２

 　１筑波大学大学院，２筑波大学

359　子どもの発熱により二次医療圏の夜間救急外来を受診する母親の背景と受診動機との関連
 ○柘植　直樹１，松田　好美２

 　１総合病院中津川市民病院，２岐阜大学

360　小学校４年生の健康の自覚症状と生活習慣の関連
 ○舟越　和代１，三浦　浩美１，合田　友美２，榮　玲子１，植村　裕子１

 　１香川県立保健医療大学，２宝塚大学
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第８群　災害看護①　13：30～14：30

361　基礎教育における災害看護教育の効果と課題
 ○平野　裕子１，會田　みゆき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

362　地域と協働して取り組むための防災活動に関する調査
 ○谷口　惠美子１，小西　真人１，林　和枝１，臼田　成之１，西村　淳子２

 　１岐阜聖徳学園大学看護学部，２日本赤十字豊田看護大学

363　医療的ケアを要する在宅療養児とその家族の台風等災害時の対処行動
 ○松下　聖子１

 　１名桜大学

364　看護学生における災害訓練体験からの学び
 ○政時　和美１，松井　聡子１，村田　節子１

 　１福岡県立大学

365　Ａ町の高齢住民を対象とした原発事故後の健康不安に関する意識調査
 ○ 大津　美香１，北島　麻衣子１，笹竹　ひかる１，井瀧　千恵子１，米内山　千賀子１，漆坂　真弓１， 

西沢　義子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科




