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ご　　　挨　　　拶
　
　
 一般社団法人日本看護研究学会　

第40回学術集会　
 会長　中　木　高　夫　
 （天理医療大学　教授）
　
　

　一般社団法人「日本看護研究学会」の第40回学術集会のお世話させていただきますことは，この学会

と袖振り合ってから30年を経過し，いまや本業となった身として身に余る光栄です。

　一般社団法人「日本看護研究学会」は，会の主旨に賛同し，看護研究を通して社会に貢献する意志の

ある者であれば誰でも入会できる学術団体です。すでに業績があるかどうかも問わないことから，若い

研究者がこの学会を舞台に研鑽し，成長することが多く，看護界で最多の会員を擁する学会のひとつと

なりました。また当学会は，若手研究者の育成と看護研究の推進，研究結果の普及を目的として，年間

５回の学会誌発行と１回の学術集会の開催を主要な事業として活動しております。

　学会は学問をする人たちの集団であり，学術集会は発表する者と質問する者が，対話を通して研究課

題を発展させる学問の場です。学術集会での発表や討議を通して，いままで多くの看護研究者が本学会

から誕生し，成長しました。

　そういう意味を込めて，今回の学術集会のテーマを『素晴らしき哉「看護研究」!?』と設定し，オー

ル看護研究のプログラムを用意しました。

　期せずして，今年は某製薬会社がかかわる研究や某細胞に関する研究など，研究行為に含まれるさま

ざまな陥穽に一般の人たちの目が集まりました。研究にたずさわる一員として，余所ごとと知らぬ顔で

すますわけにはいきません。初心にかえって，自分のしてきたことを振り返るよい機会となるかと思い

ます。

　とはいえ，参加される皆様にとって，本学術集会が実り多きものとなることを願っています。
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学術集会に参加される方へのご案内

１．受付：奈良県文化会館　１階「総合受付」
　受付時間は，下記のとおりです。
　８月23日（土）　８時30分～17時
　８月24日（日）　８時30分～15時

【当日受付の方】
　当日，総合受付の「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・領収証をお受け
取りください。参加証は，会場内では必ずご着用ください。
　奈良県文化会館　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。
　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） 12,000円
　　　学　生 3,000円
　　　　※「学生」料金には，学術集会抄録集を含みません。
　　　　※「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。

【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。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。奈良県文化会館
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。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，「総合受付」にお申し出ください。

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】
・各プログラム開始１時間前までに，「座長・演者受付」で受付をお済ませください。
８月24日（日）９時30分開始のプログラムについては，１時間前の８時30分に受付を開始します。
・ 発表データの受付につきましても，各プログラム開始１時間前までに奈良県文化会館１階エントランスホール総合受
付内の「座長・演者受付」でお済ませください。可能な場合２日目のプログラムの方も，１日目にデータ受付を済ま
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。
・ 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（口演および元
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「奈良花子」さんの場合：シンポジウムⅠ＿奈良花子
・ご講演中の画像操作は，ご自身で行ってください。
・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，「座長・演者受付」で受付をお済ませください。
８月24日（日）９時30分開始のプログラムについては，１時間前の８時30分に受付を開始します。
・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。
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３．特別交流集会・交流集会の世話人および演者の方へ
・ 特別交流集会，交流集会の世話人および演者の方は，各プログラム開始30分前までに，奈良県文化会館１階エント
ランスホール総合受付内「座長・演者受付」で，受付をお済ませください。

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，奈良県文化会館１階エントランスホールの「一般演題座長受付」で受付をお済
ませください。会場には10分前までにお入りください。
・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（口演および元説）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，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，演台番号（半角），＿（アンダーバー），発表者氏名（カタカナ）としてください。
・ 奈良県文化会館１階第２会議室の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時間前までにお済ませください。８月24日（日）９時30分開始のプログラムについては，１時間
前の８時30分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PowerPoint2007，2010」です。
フォントはMSゴシック，MS明朝またはWSP明朝等の標準フォントをご使用ください。
・ 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，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します。
②　ポスターの貼り付けは９時30分～11時，取り外しは１日目は17時～17時40分，２日目は15時～15時50分です。
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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。あらかじめご了承お
願いいたします。

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（発表時間）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に発表者不在の場合は，一般社団法人日本看護研究会
学会第40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26年８月23日（土）18時45分～20時30分
　　会　　場：奈良県新公会堂２階　レセプションホール
　　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23日（土）17時までに奈良県文化会館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，会費をお支払いください。これを過ぎました場合は，18時30分から懇
親会会場（奈良県新公会堂レセプションホール）前で受付をいたします。多数の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24日（日）14時30分～16時10分　奈良県文化会館
地下１階多目的室にて開催されます。

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。ぜひ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。エントランスホール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すべて禁煙です。
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。クロークは奈良県文化会館１階特別展示室にございます。貴重品は各自で
お持ちください。
　なお，学術集会40回記念奏楽会および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。
　お預かり時間：８月23日（土）８時30分～18時
　　　　　　　　８月24日（日）８時30分～16時45分

７）エントランスにトラベルデスクを設けます。観光や宿泊などのご相談を申し受けますのでご活用ください。
８）休憩コーナーを２階展示室Ｃに開設いたします。
９）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。
10）救護室を２階和室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） 学術集会40回記念として天理大学雅楽部による奏楽を８月23日（土）18時～18時30分に，奈良県新公会堂にて開

催いたします。ゆっくりとお楽しみください。
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奈良県文化会館
〒630-8213
奈良県奈良市登大路町６－２

TEL：0742-23-8921
FAX：0742-22-8003

奈良県新公会堂
〒630-8212
奈良県奈良市春日野町101

TEL：0742-27-2630
FAX：0742-27-2634
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（快速急行）
38分

地下鉄御堂筋線
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会場へのアクセス（奈良まで） 

奈良県文化会館

◆近鉄奈良駅から

東改札口より，１番出口を出てそのまま東へ徒歩約５分

◆JR奈良駅から

奈良交通バス
（２系統　市内循環外回り）約10分
「県庁前」バス停下車　西へ徒歩約２分
タクシー約４分

奈良県新公会堂

◆近鉄奈良駅から

２番出口を出て東へ徒歩20分
奈良交通バス
（１番のりば・市内循環外回り）約４分
「大仏殿春日大社前」下車，大仏殿交差点を東へ徒歩５分
タクシー約10分

◆JR奈良駅から

奈良交通バス
（１番のりば・市内循環外回り）約７分
「大仏殿春日大社前」下車，大仏殿交差点を東へ徒歩５分
タクシー約15分
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プ　ロ　グ　ラ　ム
　

第１日目　平成26年８月23日（土）

時　　間 プログラム・会場

９：30～９：35 開 会 の 辞 　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）

９：35～10：35 会 長 講 演 「日本看護研究学会とともに歩んだ30年」
　　演者：中木　高夫（天理医療大学）
　　座長：石井　範子（秋田大学大学院医学系研究科）
　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）／中継・第２会場

10：35～10：40 次期大会長挨拶 　　　　　宮腰由紀子（広島大学大学院医歯薬保健学研究院）

10：50～11：50 教 育 講 演 Ⅰ 「看護研究を教える」
　　演者：黒田　裕子（北里大学大学院看護学研究科）
　　座長：任　　和子（京都大学大学院医学系研究科）
　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）／中継・第２会場

11：00～11：50 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
　　　　　第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）
　　　　　第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）
　　　　　第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）

11：00～11：50 一般演題発表 示説
　　会場：示説会場１（奈良県文化会館１Ｆ展示場Ｂ）
　　　　　示説会場２（奈良県文化会館２Ｆ展示場Ｄ）

12：00～12：50 ラ ン チ ョ ン
セ ミ ナ ー Ⅰ

「 看護職の経験を活かした看護基礎教育用シミュレータの探求と開発」
　　共催：株式会社京都科学
　　演者：吉川　幸江（株式会社京都科学）
　　座長：西田　直子（京都府立医科大学）
　　会場：第２会場（奈良県文化会館２Ｆ小ホール）

12：00～12：50 ラ ン チ ョ ン
セ ミ ナ ー Ⅱ

「臨床看護師の暗黙知を形式知にする研究」
　　共催：株式会社ケアコム
　　演者：真嶋由貴恵（大阪府立大学大学院工学研究科）
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）

12：00～12：50 ラ ン チ ョ ン
セ ミ ナ ー Ⅲ

「看護文献の探し方　─ 医中誌Webから探す看護論文」
　　共催：株式会社サンメディア
　　演者：松田　真美（医学中央雑誌刊行会，他）
　　会場：第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）

13：00～13：50 総 会 　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）

14：00～14：50 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
　　　　　第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）
　　　　　第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）
　　　　　第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）
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時　　間 プログラム・会場

14：00～14：50 一般演題発表 示説
　　会場：示説会場１（奈良県文化会館１Ｆ展示場Ｂ）
　　　　　示説会場２（奈良県文化会館２Ｆ展示場Ｄ）

14：10～15：40 特 別 講 演 「看護の専門性とは何か？　─ 医療と介護のはざまで」
　　演者：上野千鶴子（立命館大学大学院先端総合学術研究科）
　　座長：屋宜譜美子（天理医療大学）
　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）／中継・第２会場

15：00～15：50 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
　　　　　第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）
　　　　　第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）
　　　　　第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）

15：00～15：50 一般演題発表 示説
　　会場：示説会場１（奈良県文化会館１Ｆ展示場Ｂ）
　　　　　示説会場２（奈良県文化会館２Ｆ展示場Ｄ）

15：50～17：30 シンポジウムⅠ 「「看護研究」 の落とし穴」
シンポジスト：川口　孝泰（筑波大学大学院人間総合研究科）
　　　　　　　北　　素子（東京慈恵会医科大学）
　　　　　　　林　みよ子（天理医療大学）
　　　　座長：末安　民生（天理医療大学）
　　　　　　　茂野香おる（淑徳大学）
　　　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）

16：00～17：30 特別交流集会Ⅰ 国際活動推進委員会企画
「グローバル人材って何？　─ 足もとのグローバル化を考える ─」
　　講師：大橋　一友（大阪大学大学院医学系研究科）
　　会場：第２会場（奈良県文化会館２Ｆ小ホール）

16：00～16：50 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
　　　　　第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）
　　　　　第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）
　　　　　第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）

16：00～16：50 一般演題発表 示説
　　会場：示説会場１（奈良県文化会館１Ｆ展示場Ｂ）
　　　　　示説会場２（奈良県文化会館２Ｆ展示場Ｄ）
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第２日目　平成26年８月24日（日）

時　　間 プログラム・会場

９：30～10：20 一般演題発表 口演
　　会場：第２会場（奈良県文化会館２Ｆ小ホール）
　　　　　第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
　　　　　第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）

９：30～11：00 公募交流集会１ 「アディクションの事例検討を通じて，アディクション看護の方策と課題を考える」
　世話人：松下　年子（横浜市立大学）
　　　　　日下　修一（聖徳大学）
　　　　　河口　朝子（長崎県立大学）
　　　　　原田　美智（九州看護福祉大学）
　　会場：第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）

９：30～11：00 公募交流集会２ 「院内研究分かち合いの会　─ 奈良から発信！　ワールド・カフェでいこう ─」
　世話人：藪田　　歩（未来の風せいわ病院）
　　　　　明神　一浩（富山市医師会看護専門学校）
　　会場：第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）

10：00～11：30 教 育 講 演 Ⅱ 「質的研究を教える」
　　演者：谷津　裕子（日本赤十字看護大学）
　　座長：本田　育美（名古屋大学大学院医学系研究科）
　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）

10：20～11：50 特別交流集会Ⅱ 編集委員会企画
「看護研究における〈概念相〉への取り組み方」
　　講師：山口　桂子（愛知県立大学）
　世話人：佐藤　政枝（埼玉県立大学）
　　　　　片岡　　純（愛知県立大学大学院看護学研究科）
　　会場：第２会場（奈良県文化会館２Ｆ小ホール）

10：20～11：50 公募交流集会３ 「看護研究・看護実践への健康心理学の活用」
　世話人：塚本　尚子（上智大学）
　　　　　兵藤　好美（岡山大学大学院保健学研究科）
　　　　　田中　共子（岡山大学大学院社会文化科学研究科）
　　　　　舩木　由香（上智大学）
　　会場：第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）

10：30～11：20 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）

11：00～11：50 一般演題発表 示説
　　会場：示説会場１（奈良県文化会館１Ｆ展示場Ｂ）
　　　　　示説会場２（奈良県文化会館２Ｆ展示場Ｄ）

11：10～12：00 一般演題発表 口演
　　会場：第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）
　　　　　第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）

12：00～12：50 ラ ン チ ョ ン
セ ミ ナ ー Ⅳ

「 マトリックス方式による文献レビュー： 
知識のギャップを見つける“ヨコヨコ・タテタテ”の活用法」
　　共催：株式会社医学書院
　　演者：安部　陽子（日本赤十字看護大学）
　　会場：第２会場（奈良県文化会館２Ｆ小ホール）

12：00～12：50 ラ ン チ ョ ン
セ ミ ナ ー Ⅴ

「 研究者と臨床家によるベストプラクティスの共有でケアの質向上を 
国内外のエビデンスを実践に活かすには」
　　共催：株式会社ウォルターズ・クルワー・ヘルス・ジャパン
　　演者：山川みやえ（大阪大学大学院医学系研究科
　　　　　　　　　　　The Japan Centre for Evidence Based Practice（JCEBP）
　　　　　　　　　　　公益財団法人浅香山病院臨床研修特任部長）
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
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時　　間 プログラム・会場

12：00～12：50 ラ ン チ ョ ン
セ ミ ナ ー Ⅵ

「 医療 ICTによる看護業務の変化 
─ 電子カルテフォーラム「利用の達人」の活動を通じて ─」
　　共催：富士通株式会社
　　演者：香西ひろみ（地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター看護部）
　　会場：第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）

13：00～14：30 教 育 講 演 Ⅲ 「量的研究を教える」
　　演者：柏木　公一（国立看護大学校）
　　座長：西田　直子（京都府立医科大学）
　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）

13：00～13：50 一般演題発表 口演
　　会場：第２会場（奈良県文化会館２Ｆ小ホール）
　　　　　第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
　　　　　第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）
　　　　　第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）

13：00～14：30 公募交流集会４ 「精神看護学における会話分析の手法」
　世話人：川野　雅資（山陽学園大学大学院看護学研究科）ほか
　　会場：第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）

13：00～13：50 一般演題発表 示説
　　会場：示説会場１（奈良県文化会館１Ｆ展示場Ｂ）
　　　　　示説会場２（奈良県文化会館２Ｆ展示場Ｄ）

14：00～15：30 特別交流集会Ⅲ 編集委員会企画
「APA方式の何が優れているのか？」
　世話人：前田　樹海（東京有明医療大学）
　　　　　江藤　裕之（東北大学大学院国際文化研究科）
　　会場：第２会場（奈良県文化会館２Ｆ小ホール）

14：00～14：50 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）
　　　　　第６会場（奈良県文化会館１Ｆ第３会議室）

14：00～14：50 一般演題発表 示説
　　会場：示説会場１（奈良県文化会館１Ｆ展示場Ｂ）
　　　　　示説会場２（奈良県文化会館２Ｆ展示場Ｄ）

14：30～16：00 Nursing Science 
Café

　　会場：第４会場（奈良県文化会館地下多目的室）

14：40～16：10 シンポジウムⅡ 「医療権力論 「医療者の言説が患者を困らせるとき」」
シンポジスト：深谷　基裕（名古屋第二赤十字病院）
　　　　　　　濱田真由美（日本赤十字看護大学）
　　　　　　　永田　　明（天理医療大学）
　　　　座長：中木　高夫（天理医療大学）
　　　　　　　谷津　裕子（日本赤十字看護大学）
　　　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）

14：40～15：30 一般演題発表 口演
　　会場：第５会場（奈良県文化会館１Ｆ第１会議室）

15：00～15：50 一般演題発表 口演
　　会場：第３会場（奈良県文化会館２Ｆ集会室Ａ・Ｂ）

16：10～16：15 閉 会 の 辞 　　会場：第１会場（奈良県文化会館１Ｆ国際ホール）



14 日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 3　 2014

2014年８月23日（土）１日目〔奈良県文化会館〕
第１会場 第２会場 第３会場
国際ホール 小ホール 集会室Ａ 集会室Ｂ

１F ２F ２F ２F

口演
８：00

８：30

９：00

９：30
９：30～９：35
開会の辞

９：35～10：35 ９：35～10：35

10：00 会長講演
『日本看護研究学会と
ともに歩んだ30年』
中木　高夫

座長：石井　範子

会長講演
中継

10：30
10：35～10：40
次期大会長挨拶

11：00 10：50～11：50 10：50～11：50
11：00～11：50

教育講演Ⅰ
『看護研究を教える』

黒田　裕子
座長：任　　和子

教育講演Ⅰ
中継

口演・第１群
看護技術１

座長：藤井　徹也
11：30

12：00
12：00～12：50

ランチョンセミナーⅠ
共催：株式会社京都科学

12：00～12：50
ランチョンセミナーⅡ
共催：株式会社ケアコム

13：00
13：00～13：50

総会13：30

14：00
14：00～14：50

14：10～15：40 14：10～15：40 口演・第５群
医療安全１

座長：松下由美子特別講演
『看護の専門性とは何か？　
　─ 医療と介護のはざまで』

上野千鶴子
座長：屋宜譜美子

特別講演
中継

14：30

15：00
15：00～15：50

口演・第９群
看護教育（基礎教育）１
座長：高見沢恵美子

15：30

15：50～17：30
16：00

シンポジウムⅠ
「看護研究」の落とし穴

川口　孝泰
北　　素子
林　みよ子

座長：末安　民生
　　　茂野香おる

16：00～17：30 16：00～16：50

特別交流集会Ⅰ
国際活動推進委員会企画

「グローバル人材って何？
─ 足もとのグローバル化
　　　　  　　　を考える」
講師：大橋　一友

口演・第13群
看護教育（急性期）１
座長：東野　督子

16：30

17：00

17：30

18：00
18：00～18：30

■学術集会40回記念奏楽会（奈良県新公会堂・能楽ホール）
18：45～20：30

■懇親会（奈良県新公会堂・レセプションホール）20：30
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第４会場 第５会場 第６会場 示説会場１ 示説会場２

多目的室 第１会議室 第３会議室 展示場Ｂ 展示場Ｄ
地下 １F １F １Ｆ ２Ｆ
口演 口演 口演 示説 示説

８：00

８：30

９：00

９：30
９：30～11：00 ９：30～11：00

示説貼付 示説貼付

10：00

10：30

11：00
11：00～11：50 11：00～11：50 11：00～11：50 11：00～11：50 11：00～11：50

口演・第２群
看護倫理１

座長：江守　陽子

口演・第３群
感染看護１

座長：土田　敏恵

口演・第４群
精神看護１

座長：長谷川雅美

示説
145～158

示説
197～221

11：30

12：00
12：00～12：50

ランチョンセミナーⅢ
共催：株式会社サンメディア

13：00

13：30

14：00
14：00～14：50 14：00～14：50 14：00～14：50 14：00～14：50 14：00～14：50

口演・第６群
がん看護１

座長：森　　一恵

口演・第７群
小児看護１

座長：米田　昌代

口演・第８群
看護技術２

座長：若村　智子

示説
159～169

示説
222～253

14：30

15：00
15：00～15：50 15：00～15：50 15：00～15：50 15：00～15：50 15：00～15：50

口演・第10群
急性期看護１
座長：山勢　博彰

口演・第11群
母性看護１

座長：村上　明美

口演・第12群
看護管理１

座長：内田　宏美

示説
170～184

示説
254～288

15：30

16：00
16：00～16：50 16：00～16：50 16：00～16：50 16：00～16：50 16：00～16：50

口演・第14群
老年看護１

座長：片岡　万里

口演・第15群
地域・在宅看護１
座長：鈴木みずえ

口演・第16群
看護管理２

座長：小林　康司

示説
185～196

示説
289～309

16：30

17：00
17：00～17：50 17：00～17：50

示説撤去 示説撤去 17：30

18：00

20：30
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2014年８月24日（日）２日目〔奈良県文化会館〕
第１会場 第２会場 第３会場
国際ホール 小ホール 集会室Ａ 集会室Ｂ

１F ２F ２F ２F

口演
８：00

８：30

９：00

９：30
９：30～10：20 ９：30～10：20

口演・第17群
ヘルスプロモーション１
座長：市江　和子

口演・第18群
急性期看護２
座長：浦田　秀子

10：00 10：00～11：30

教育講演Ⅱ
『質的研究を教える』

谷津　裕子
座長：本田　育美

10：20～11：50
10：30

特別交流集会Ⅱ
編集委員会企画

「看護研究における
〈概念相〉への　
　　　   取り組み方」
世話人：佐藤　政枝
　　　　片岡　　純

10：30～11：20

口演・第20群
看護教育（基礎教育）２
座長：岡﨑美智子

11：00

11：30

12：00
12：00～12：50

ランチョンセミナーⅣ
共催：株式会社医学書院

12：00～12：50
ランチョンセミナーⅤ

共催：株式会社ウォルターズ・クルワー・ヘルス・ジャパン
13：00

13：00～14：30 13：00～13：50 13：00～13：50

教育講演Ⅲ
『量的研究を教える』

柏木　公一
座長：西田　直子

口演・第23群
看護管理３

座長：上野　栄一

口演・第24群
老年看護２

座長：百瀬由美子
13：30

14：00
14：00～15：30 14：00～14：50

特別交流集会Ⅲ
編集委員会企画

「APA方式の何が　　
　　優れているのか？」
世話人：前田　樹海
　　　　江藤　裕之

口演・第27群
リハビリテーション看護１
座長：籏持知恵子

14：30

14：40～16：10

シンポジウムⅡ
医療権力論

「医療者の言説が患者
を困らせるとき」
深谷　基裕
濱田真由美
永田　　明

座長：中木　高夫
　　　谷津　裕子

15：00
15：00～15：50

口演・第30群
尺度開発１

座長：深田　順子
15：30

16：00

16：10～16：15
閉会の辞

16：30

17：00

17：30

18：00
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第４会場 第５会場 第６会場 示説会場１ 示説会場２

多目的室 第１会議室 第３会議室 展示場Ｂ 展示場Ｄ
地下 １F １F １F ２F

口演 口演 口演 示説 示説
８：00

８：30

９：00

９：30
９：30～10：20 ９：30～11：00 ９：30～11：00 ９：30～11：00 ９：30～11：00

口演・第19群
慢性期看護１
座長：岡光　京子

公募交流集会１
アディクションの
事例検討を通じて，
アディクション看護の
方策と課題を考える

公募交流集会２
院内研究分かち合いの会
─ 奈良から発信！　　　　
ワールド・カフェでいこう ─

示説貼付 示説貼付

10：00

10：20～11：50
10：30

公募交流集会３
看護研究・看護実践へ
の健康心理学の活用

11：00
11：00～11：50 11：00～11：50

11：10～12：00 11：10～12：00

示説
310～332

示説
379～404

口演・第21群
看護教育（その他）１
座長：大津　廣子

口演・第22群
ヘルスプロモーション２
座長：星野  明子

11：30

12：00
12：00～12：50

ランチョンセミナーⅥ
共催：富士通株式会社

13：00
13：00～13：50 13：00～14：30 13：00～13：50 13：00～13：50 13：00～13：50

口演・第25群
看護教育（教育方法）１
座長：田中美智子 公募交流集会４

精神看護学における
会話分析の手法

口演・第26群
精神看護２

座長：國方　弘子

示説
333～353

示説
405～436

13：30

14：00
14：00～14：50 14：00～14：50 14：00～14：50

口演・第28群
災害看護１

座長：酒井　明子

示説
354～378

示説
437～465

14：30
14：30～16：00

Nursing Science 
Café

14：40～15：30

口演・第29群
看護教育（基礎教育）３
座長：竹ノ上ケイ子

15：00
15：00～15：50 15：00～15：50

示説撤去 示説撤去 15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00
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● ８月23日（土） ●

第３会場　第１群　看護技術１　11：00～11：50

 座長：藤井　徹也（聖隷クリストファー大学）

１　背部への温度刺激が脳血流動態に及ぼす影響
 ○前田　耕助１，中村　雅子１，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

２　両手および片手に対する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，佐藤　安代１，渋谷　えり子２

 　１日本保健医療大学，２埼玉県立大学

３　長周期呼吸がもたらす急性のリラクゼーション効果
 ○岩瀨　千尋１，須賀　京子２

 　１聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科，２藤田保健衛生大学医療科学部看護学科

４　女性看護師の腰痛改善を目指す姿勢認知教育プログラム（ver.2）の効果
 ○武田　啓子１，渡邉　順子２

 　１日本福祉大学健康科学部，２聖隷クリストファー大学看護学部

５　起立動作時の「声かけ」と「足踏み」による事前準備の効果
 ○北原　有唯１，佐藤　政枝１，川口　孝泰２

 　１埼玉県立大学保健医療福祉学部，２筑波大学医学医療系

第４会場　第２群　看護倫理１　11：00～11：50

 座長：江守　陽子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

６　日本の看護師による「患者の権利擁護／患者アドボカシー」概念分析
 ○松尾　尚美１

 　１城西国際大学看護学部看護学科

７　看護活動における看護師の倫理的態度測定尺度の開発
 ○藤本　ひとみ１，高間　静子１

 　１福井医療短期大学看護学科

８　看護師長が抱える倫理的問題について　－半構成的面接法より－
 ○夏目　美貴子１，伊藤　千晴１

 　１中部大学生命健康科学部保健看護学科

９　倫理的課題対応における専門看護師が困ったこと・悩んだこと
 ○今井　裕子１，中村　美香２，岩永　喜久子２

 　１群馬大学医学部附属病院，２群馬大学大学院保健学研究科
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一般演題・口演    

10　臨地実習における看護倫理場面で教員が感じる気がかり
 ○上星　浩子１，菅沼　澄江２，岩沢　純子３

 　１群馬パース大学保健科学部看護学科，２群馬医療福祉大学看護学部，３西武文理大学看護学部

第５会場　第３群　感染看護１　11：00～11：50

 座長：土田　敏恵（兵庫医療大学大学院看護学研究科）

11　インフルエンザウイルスの伝播能力についての実験的解析　－医療環境に焦点をあてて－
 ○池田　敬子１，鈴木　幸子１，小山　一２

 　１和歌山県立医科大学保健看護学部，２和歌山信愛女子短期大学

12　ミョウバンを用いた看護技術開発のための解析　その１

 ○芋川　浩１

 　１福岡県立大学看護学部

13　看護学科の学生のHTLV-1に対する認識調査　－ウイルス，地域，性別による比較－
 ○津野㟢　絹代１，安達　杏菜２，田中　留伊２，小宇田　智子２，竹前　良美２，板山　稔３

 　１独立行政法人国立病院機構長崎医療センター，２東京医療保健大学大学院看護学研究科，３目白大学

14　2week交換タイプソフトコンタクトレンズの汚染調査
 ○吉井　美穂１，境　美代子２

 　１富山大学大学院医学薬学研究部，２富山医療福祉短期大学

15　小学校における防災教育「命をまもる授業」の実施と評価　－感染予防に焦点をあてて－
 ○秋原　志穂１，藤村　一美２，西原　詩子１，石井　京子３

 　１大阪市立大学大学院看護学研究科，２山口大学大学院医学系研究科，３大阪人間科学大学

第６会場　第４群　精神看護１　11：00～11：50

 座長：長谷川　雅美（金沢医科大学）

16　がんを併発した統合失調症の終末期患者を看護する精神科看護師の体験プロセスに関する研究
 ○吉岡　美智子１，鈴木　啓子２

 　１名桜大学看護学研究科，２名桜大学人間健康学部看護学科

17　精神疾患を有する性同一性障害患者の精神科病棟入院体験の語り
 ○佐々木　愛１，川野　雅資２

 　１医療法人社団欣助会吉祥寺病院，２山陽学園大学大学院看護学研究科

18　初期の認知症者における遂行機能障害と IADLとの関連性の検討
 ○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，２筑波大学
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19　在宅精神障害者の家族介護者の生活体験から捉える Sense of Coherence（SOC）
 ○坂井　郁恵１，水野　恵理子１

 １山梨大学大学院医学工学総合研究部

20　精神科デイケア利用者におけるデイケアの意味
 ○緑川　綾１，川野　雅資２

 　１慶應義塾大学看護医療学部，２山陽学園大学大学院

第３会場　第５群　医療安全１　14：00～14：50

 座長：松下　由美子（山梨県立大学）

21　与薬エラーを繰り返す看護師の個人特性の関連　－性格・集中力に着目して－
 ○石田　みな子１，大井　記子１

 　１医療法人社団健育会熱川温泉病院

22　漢字・数字・片仮名・アルファベットの文字の種類による記憶エラーの検討
 ○杉山　敏子１，鎌田　美千代１，二瓶　洋子１，渡邊　生恵２

 　１東北福祉大学健康科学部保健看護学科，２東北大学医学部保健看護学科

23　医療安全教育の効果検証　－眼球運動解析－
 ○江上　千代美１，田中　美智子１，近藤　美幸１，福田　恭介１

 　１福岡県立大学

24　精神科病院の看護師が認識する病棟の安全対策に影響する要因
 ○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

25　入院患者の転倒予防に向けた看護実践
 ○檜山　明子１，中村　惠子１

 　１札幌市立大学看護学部

第４会場　第６群　がん看護１　14：00～14：50

 座長：森　一恵（愛媛大学大学院医学系研究科）

26　上肢リンパ浮腫における水分の分布　－MR画像を用いて－
 ○谷保　由依子１，間脇　彩奈１，竹野　ゆかり２，大島　千佳１，安藤　詳子１，藤本　悦子１

 　１名古屋大学大学院医学系研究科，２愛知県立大学看護学部

27　腹腔鏡下で手術を受けた成人期男性胃がん患者の食事摂取に関する困難と対処
 ○本末　直美１，矢田　昭子２，森山　美香２，大森　眞澄２

 　１島根大学医学部附属病院，２島根大学医学部看護学科
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28　通院しながら分子標的治療を受ける壮年期がん患者の復職に伴う困難と対応
 ○道下　美帆１，若崎　淳子２

 　１総合病院岡山市立市民病院，２川崎医療福祉大学

29　初期治療を受ける乳がん患者が治療継続する中で夫との関係性を育むプロセス
 ○鈴木　優子１，堀越　政孝２，塚越　徳子２，渡辺　恵１，二渡　玉江２

 　１群馬大学医学部附属病院，２群馬大学大学院保健学研究科

30　ロイ看護適応モデルに基づいたがん患者のスピリチュアリティのアセスメント
 ○安藤　満代１，日高　艶子１

 　１聖マリア学院大学看護学部

第５会場　第７群　小児看護１　14：00～14：50

 座長：米田　昌代（石川県立看護大学）

31　外来通院でリーメンビューゲル装具療法受療中の患児を育てた母親の体験と思い
 ○新居　由美子１，舟越　和代２

 　１独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター，２香川県立保健医療大学

32　継続保育室（GCU）や小児病棟から退院後４ヶ月までの子どもの母親が抱く医療的ケアについての思い
 ○廣瀬　孝子１

 　１日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程

33　子供が療養生活において「自分の意思を尊重されているか」の認識の現状と必要な支援方法についての検討
 ○井上　由紀子１，塩飽　仁２，鈴木　祐子２

 　１東北大学病院，２東北大学大学院

34　小児看護学実習を終えた看護学生が語る幼児後期の子どもの力
 ○ 杉野　耕太郎１，竹内　詩織２，酒井　千沙都３，村上　友紀４，伊藤　詩おり５，山元　利紗４，堀田　昇吾６，

佐藤　朝美６，小村　三千代６

 　 １千葉大学大学院，２日本赤十字看護大学大学院，３東京都立小児総合医療センター，４国立病院機構東京医療センター，
５順天堂大学医学部付属順天堂医院，６東京医療保健大学東が丘看護学部

第６会場　第８群　看護技術２　14：00～14：50

 座長：若村　智子（京都大学大学院医学研究科）

35　同一体位保持後のストレッチングが自律神経活動と主観に及ぼす影響
 ○中村　雅子１，前田　耕助１，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

36　点滴静脈内注射のための加温による静脈拡張と持続時間の検証
 ○土岐沢　優紀１，辻本　朋美１，井上　智子１

 　１大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
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37　医療現場における膝立姿勢による胸骨圧迫の特性の検討
 ○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

38　心疾患患者の安全な自己清拭のための基礎研究　－脈拍・血圧・呼吸と DP・酸素摂取量の変動の関連性－
 ○佐久間　愛里１，高橋　由紀２，大江　佳織２，北島　元治１，吉田　和美１，松田　たみ子２

 　１茨城県立医療大学保健医療科学研究科看護学専攻，２茨城県立医療大学看護学科

39　ケリーパッドを用いた洗髪援助時の膝下への枕の挿入が対象者の精神面に及ぼす影響について
 ○木村　静１，澤田　京子１

 　１宝塚大学看護学部看護学科

第３会場　第９群　看護教育（基礎教育）１　15：00～15：50

 座長：高見沢　恵美子（大阪府立大学大学院看護学研究科）

40　緩和ケア病棟での看護実践場面で学生が捉える家族への安楽なケア
 ○北谷　幸寛１，四十竹　美千代１，八塚　美樹１

 　１富山大学医学薬学研究部成人看護学１

41　「死にゆく過程の疑似体験」実施前後の看護学生の死の不安とイメージの変化
 ○渡辺　美奈子１，久保川　真由美１

 　１茨城キリスト教大学

42　小児看護学学習進度による子どもに対するイメージの変化
 ○高田　理衣１，宮良　淳子１

 　１中京学院大学看護学部看護科

43　小児看護学における教員日誌を活用した情報共有と実習支援の介入
 ○楢原　美鈴１，山邉　素子２，中山　晃輔２，河村　慶子３

 　１聖マリア学院大学看護学部看護学科，２聖マリア学院大学・大学院，３聖マリア病院

44　総合実習（成人看護学）を体験した学生の学びの特徴
 ○片田　裕子１，直成　洋子２，原島　利恵２

 　１茨城キリスト教大学看護学部看護学科，２茨城キリスト教大学看護学部看護学科

第４会場　第10群　急性期看護１　15：00～15：50

 座長：山勢　博彰（山口大学大学院医学系研究科）

45　胃切除術を受けた患者の術前・術後の食生活に対する認識
 ○ 井上　奈々１，松本　智晴１，黒川　通典２，阪本　美奈３，梶尾　智子３，栄口　秀子４，鈴江　朋子５， 

石山　智香子５，古吉　めぐみ５，宇都　由美子６

 　 １大阪府立大学看護学部，２大阪府立大学総合リハビリテーション学研究科，３NTT西日本大阪病院看護部， 
４市立池田病院看護部，５大阪府立急性期総合医療センター看護部，６鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
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46　胃切除術を受けた患者の退院後１ケ月の食生活に対する認識
 ○ 松本　智晴１，井上　奈々１，黒川　通典２，阪本　美奈３，梶尾　智子３，栄口　秀子４，鈴江　朋子５， 

石山　智香子５，古吉　めぐみ５，宇都　由美子６

 　 １大阪府立大学看護学類，２大阪府立大学総合リハビリテーション学研究科，３NTT西日本大阪病院看護部， 
４市立池田病院看護部，５大阪府立急性期総合医療センター看護部，６鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

47　冠状動脈バイパス術を受ける高齢者の回復意欲と手術前後の不安・抑うつの変化
 ○足立　拓也１，網島　ひづる２

 　１兵庫医科大学病院，２兵庫医療大学

48　上部消化管内視鏡検査における咽頭麻酔の苦痛軽減　－キシロカイン飴を用いた咽頭麻酔の検討－
 ○酒井　多恵子１，鎌倉　歩美１，林　起三子１，藤本　美由紀２

 　１光市立光総合病院，２山口県立大学

49　脳死者の臓器提供に関わった看護師の体験
 ○永田　明１

 　１天理医療大学

第５会場　第11群　母性看護１　15：00～15：50

 座長：村上　明美（神奈川県立保健福祉大学）

50　産婦による分娩環境の情報の抽出と活用
 ○谷津　裕子１，佐々木　美喜１，山本　由香１

 　１日本赤十字看護大学

51　『助産雑誌』にみる父親の捉え方と助産活動の時代的変遷
 ○佐藤　友里１，松山　友子１，加藤　章子１

 　１東海大学医学部付属病院

52　父親の育児・家事行動を促進することを目的とした指導プログラムの効果
 ○山口　咲奈枝１，佐藤　幸子１，藤田　愛１，佐藤　志保１

 　１山形大学医学部看護学科

53　20代女性の出産イメージの特徴
 ○谷津　裕子１，芥川　有理１，佐々木　美喜１，千葉　邦子１，新田　真弓１，山本　由香１，濱田　真由美２

 　１日本赤十字看護大学，２日本赤十字看護大学大学院看護学研究科博士後期課程

第６会場　第12群　看護管理１　15：00～15：50

 座長：内田　宏美（島根大学）

54　部署・職種・役職を越えた対話が職場変革に参画するレディネスに与える効果
 ○藪田　歩１

 　１未来の風せいわ病院
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55　長崎県の離島診療所に勤務する看護師の看護活動に対する思いと職務満足度
 ○安達　杏菜１，津野㟢　絹代２，田中　留伊１，小宇田　智子１，竹前　良美１

 　１東京医療保健大学大学院看護学研究科，２独立行政法人国立病院機構長崎医療センター

56　臨床経験３年以上20歳代看護職者の自己イメージ，自尊感情，抑うつ状態の関連の検証
 ○鶴田　明美１，前田　ひとみ２

 　１聖マリア学院大学看護学部，２熊本大学大学院生命科学研究部

57　県立広島病院版看護師職務満足尺度（JSN-H）の改訂に関する研究
 ○江口　圭一１，佐藤　敦子２

 　１立教大学大学院ビジネスデザイン研究科，２広島文化学園大学看護学部

58　看護職臨床研究コーディネーターが捉える被験者との関わりにおける看護体験
 ○古賀　理沙１，上田　裕一２，山口　智美３，黒田　裕美３，小橋川　智美４，浦田　秀子３

 　 １福岡大学筑紫病院，２大阪医科大学附属病院，３長崎大学大学院医歯薬学総合研究科， 
４長崎大学病院臨床研究センター

第３会場　第13群　看護教育（急性期）１　16：00～16：50

 座長：東野　督子（日本赤十字豊田看護大学）

59　急性期看護実習に向けた学内演習の意義　－看護学生の学内演習後の自信に焦点を当てて－
 ○黒田　暢子１，市村　久美子１，前田　隆子１，梅津　百代１

 　１茨城県立医療大学保健医療学部看護学科

60　クリティカルケア領域における身体抑制に関わる学生の「看護」の学びのプロセス
 ○中野　真理子１，西開地　由美１，高島　尚美１

 　１東京慈恵会医科大学医学部看護学科

61　上級生模擬患者（Simulated Patient）演習を導入した看護学生の学びに関する因子構造
 ○新井　祐恵１，中本　明世１，北尾　良太１，池田　七衣１，山中　純瑚１，竹村　節子１

 　１千里金蘭大学看護学部

62　一次救命処置演習の指導法の検討
 ○和田　知世１，岩切　由紀１，生島　祥江１

 　１神戸常盤大学保健科学部看護学科

63　ICU看護基礎知識に関する筆記試験による評価と情報活用能力等に関する自己評価との関連
 ○今井　多樹子１，宮腰　由紀子２，川崎　裕美２，片岡　健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
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第４会場　第14群　老年看護１　16：00～16：50

 座長：片岡　万里（高知大学）

64　開口拒否を示す認知症高齢者に対する口腔のケアの検討
 ○岩崎　伊代１，穴沢　小百合２

 　１独立行政法人国立病院機構熊本医療センター，２東京医療保健大学

65　認知症高齢者にブラックペッパーシートの嗅覚刺激を用いた食欲増進への取り組み
 ○沖野　あゆみ１，井内　智美１

 　１医療法人常磐会いわき湯本病院

66　新たに開発した「洗髪シート」の実用性に関する研究
 ○工藤　雄行１，福士　尚葵１，磯本　章子２，佐藤　厚子２

 　１弘前医療福祉大学短期大学部生活福祉学科，２弘前医療福祉大学保健学部看護学科

67　ワセリン塗布による皮膚保湿時間の検討
 ○繁田　考祝１，松本　美紀子１，橘　美南海１

 　１医療法人社団健育会西伊豆病院

68　「人工臀筋付きおむつ」を使用した一事例の検討　－褥瘡・糜爛改善に焦点を当てて－
 ○佐藤　厚子１，工藤　雄行２，福士　尚葵２，磯本　章子１

 　１弘前医療福祉大学保健学部看護学科，２弘前医療福祉大学短期大学部生活福祉学科

第５会場　第15群　地域・在宅看護１　16：00～16：50

 座長：鈴木　みずえ（浜松医科大学）

69　在宅移行期の訪問看護師による療養指導の実際
 ○平山　香代子１，本田　彰子２，王　麗華３

 　１亀田医療大学，２東京医科歯科大学大学院，３東京工科大学

70　在宅療養者の医療依存状況と家族介護者の自己効力感及び介護負担感との関連性
 ○田中　正子１，河野　保子２

 　１広島国際大学看護学部看護学科，２広島文化学園大学大学院看護学研究科

71　在宅高齢者の介護予防支援ネットワークの環境整備の基礎研究
 ○吉田　令子１，北　素子１，遠山　寛子１

 　１東京慈恵会医学部看護学科

72　在宅看護実習においてルーブリックの提示が看護学生の自己教育力と自己評価に及ぼす効果
 ○山本　十三代１

 　１摂南大学看護学部
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73　膝関節疾患患者の公共交通機関利用時の困難と不安について　－ Oxford Knee Scoreによる検討－
 ○上杉　裕子１，細名　水生１，關戸　啓子１

 　１神戸大学大学院保健学研究科

第６会場　第16群　看護管理２　16：00～16：50

 座長：小林　康司（東京大学医学部付属病院）

74　老人福祉施設における情報通信技術を用いた記録支援システムの構築
 ○岡本　辰夫１，小山　嘉紀１

 　１株式会社両備ヘルシーケア

75　院内救急対応システムの有効性の現状と課題
 ○越道　香織１，岡田　淳子２，植田　喜久子２

 　１広島市立安佐市民病院，２日本赤十字広島看護大学

76　看護研究における電子カルテデータの２次利用の現状　－日本看護研究学会での調査報告－
 ○宮内　義明１，堀　文子２

 　１中部大学生命健康科学部保健看護学科，２中部大学生命健康科学部

77　「特定行為に係る看護師」の医療ニーズに関する研究　－長崎県への導入に向けて－
 ○本田　和也１

 　１独立行政法人国立病院機構長崎医療センター診療部

● ８月24日（日） ●

第２会場　第17群　ヘルスプロモーション１　９：30～10：20

 座長：市江　和子（聖隷クリストファー大学）

78　健康成人の趣味・嗜好品の有無によるQOLの主観的評価の特徴
 ○清水　絵美梨１，因　直也２，會津　桂子３

 　１東京大学医学部附属病院看護部，２東京医科大学病院，３弘前大学大学院保健学研究科

79　服薬行動と性格特性の関連
 ○因　直也１，清水　絵美梨２，會津　桂子３

 　１東京医科大学病院，２東京大学医学部附属病院看護部，３弘前大学大学院保健学研究科

80　一般病棟看護師の退院支援における認識・行動と役割受容の関連性
 ○吉田　一代１，上野　栄一２

 　１福井総合病院，２福井大学医学部看護学科

81　接触感染を予防するための教育プログラムの効果
 ○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学部
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第３会場　第18群　急性期看護２　９：30～10：20

 座長：浦田　秀子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）

82　救命救急センターにおける DNAR患者の家族援助に対する看護師の認識
 ○黒田　裕子１，榑松　久美子２，佐藤　憲章３，榊　由里３，福田　和明１，榎本　茜３

 　１北里大学看護学部，２北里大学病院救命救急センター，３日本医科大学高度救命救急センター

83　熱中症により脳死を宣告した時から死の瞬間までの家族の苦悩
 ○米山　恭子１，２，３，明地　由紀子１，石田　和子１

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

84　集中治療領域における肺移植レシピエントに対する看護実践および看護実践への影響要因
 ○門田　耕一１，高見沢　恵美子２，石田　宜子２

 　１元大阪府立大学大学院看護学研究科，２大阪府立大学大学院看護学研究科

85　ICU入院患者に対して睡眠ケアを必要と判断している内容と睡眠ケアの実践内容及び睡眠ケアへの影響要因
 ○鹿島　秀明１，２，高見沢　恵美子３，石田　宜子３

 　１医誠会病院，２元大阪府立大学大学院看護学研究科，３大阪府立大学大学院看護学研究科

86　人工関節置換術を受けた患者における術中体温の影響因子の分析
 ○茂木　宏二１，高島　尚美２，村田　洋章２

 　１東京慈恵会医科大学付属病院，２東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程

第４会場　第19群　慢性期看護１　９：30～10：20

 座長：岡光　京子（県立広島大学）

87　腹膜透析患者が腹膜透析を選択し引き受けた覚悟
 ○中澤　仁美１

 　１兵庫医療大学看護学部看護学科

88　レクレーション参加によるHOT患者の外出状況への影響
 ○西川　美香１，佐藤　玲子１，中泉　晶子１，岡林　靖子１

 　１北海道大学病院医科外来ナースセンター

89　嚥下障害のある患者に対する経口摂取のためのチームアプローチの検討
 ○鈴木　聖也１，平木　尚美１

 　１公立黒川病院

90　慢性心不全患者の食事制限を守っているという認識と医療従事者が守ってほしい内容の乖離について
 ○松田　厚子１，夏原　和美２，尾岸　恵三子２

 　１JA秋田厚生連秋田厚生医療センター，２日本赤十字秋田看護大学・大学院
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91　柿渋エキス使用による療養病棟のにおい軽減への取り組み
 ○菊池　美咲１，武山　裕美子１，庄司　正枝１

 　１医療法人社団健育会石巻港湾病院

第３会場　第20群　看護教育（基礎教育）２　10：30～11：20

 座長：岡﨑　美智子（国際医療福祉大学大学院）

92　看護師を目指しながらも方向性を見出せずに悩む看護学生への支援の試み　－ Newman理論に基づいて－
 ○山本　摂子１，高木　真理１，諸田　直実１

 　１武蔵野大学看護学部

93　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への支援
 ○加藤　亜衣子１，一戸　とも子２

 　１国立病院機構北海道東北グループ，２青森中央学院大学看護学部

94　看護大学初学年の対象理解の力を培う闘病記ビブリオバトルからの学び
 ○服部　智子１，川西　美佐１

 　１日本赤十字広島看護大学

95　高校生の看護職への関心　第１報　－Ａ県高校生の進路に対する考え方と看護職志望状況－
 ○大谷　眞千子１，榎本　麻里１，浅井　美千代１，中村　博文２

 　１千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科，２横浜市立大学医学部看護学科

96　高校生の看護職に対する関心　第２報　－Ａ県高校生の男性看護職員に対する意識－
 ○浅井　美千代１，大谷　眞千子１，榎本　麻里１，中村　博文２

 　１千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科，２横浜市立大学医学部看護学科

第５会場　第21群　看護教育（その他）１　11：10～12：00

 座長：大津　廣子（愛知県立大学）

97　看護学生の学生相談の現状と看護教員による日常的学生支援
 ○米元　富貴代１，山本　恵子１

 　１九州看護福祉大学

98　看護技術演習におけるゲストティーチャーの指導上の困難感
 ○中里　綾子１，伊藤　友美１

 　１岐阜大学医学部附属病院

99　現職助産師の職業準備行動能力に関する調査報告
 ○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



日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 3　 2014 29

一般演題・口演    

100　女性看護師が男性看護師を指導する場面における経験
 ○紀藤　千春１，林　智子２，井村　香積２

 　１鈴鹿医療科学大学，２三重大学医学部看護学科

第６会場　第22群　ヘルスプロモーション２　11：10～12：00

 座長：星野　明子（京都府立医科大学）

101　電子カルテ管理システムを利用した禁煙支援の効果に関する性別・年齢別における検討
 ○小野　幸子１，林　周子１，森本　明子２，宮松　直美２

 　１滋賀医科大学医学部附属病院，２滋賀医科大学医学部看護学科

102　高等学校における性教育の実態と関連する学校体制
 ○関根　志奈子１，廣瀬　幸美１，叶谷　由佳１，菅野　眞奈２

 　１横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻，２横浜市立大学医学部看護学科

103　非医療従事者の COPDの知識および関心と健康習慣の関係
 ○礪波　利圭１，長谷川　智子１，上原　佳子１，北野　華奈恵１，出村　佳美１

 　１福井大学医学部看護学科

104　就労経験のある脊髄損傷者の褥瘡形成予防行動の実際
 ○井上　美優１，西田　直子２

 　１国保直営総合病院君津中央病院，２京都府立医科大学医学部看護学科

105　一般成人の自己健康管理のためのモニタリング測定尺度の信頼性・妥当性
 ○成瀬　早苗１，高間　静子１

 　１福井医療短期大学看護学科

第２会場　第23群　看護管理３　13：00～13：50

 座長：上野　栄一（福井大学）

106　縦断調査にみる看護師の SOCと職業性ストレス反応との関連（その２）
 ○吉田　えり１，山田　和子１，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

107　看護管理者の SOC（sense of coherence: 首尾一貫感覚）向上プログラムの有用性
 ○河口　朝子１，松下　年子２，原田　美智３，氏田　美知子４

 　 １長崎県立大学看護栄養学部，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， 
４元長崎県看護協会

108　看護管理者を対象とした SOC向上プログラムについて　－プログラム終了後のインタビュー調査の結果より－
 ○原田　美智１，松下　年子２，河口　朝子３，氏田　美知子４

 　 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元長崎県看護協会
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109　問題解決能力向上に着目した教育プログラムの効果に関する一考察
 ○ 加根　千賀子１，近藤　佐地子１，長谷　奈生己１，平岡　峰子１，木田　菊恵１，谷　洋江２，松下　恭子２， 

片岡　三佳２

 　１徳島大学病院，２徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

110　ローテーション研修に焦点を当てた新人看護職員臨床研修導入後の取り組みの現状と課題に関する文献研究
 ○大矢　健介１，松山　友子２，加藤　章子２

 　１神戸市立医療センター中央市民病院，２東京医療保健大学

第３会場　第24群　老年看護２　13：00～13：50

 座長：百瀬　由美子（愛知県立大学）

111　胃瘻造設高齢者の介護を行う家族の介護負担
 ○片桐　瑠里１，服部　紀子１，青木　律子１，菅野　眞奈１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学医学部看護学科

112　総合病院における認知症高齢者の退院調整の実態と退院支援の課題
 ○北林　正子１，髙橋　まゆみ２，新鞍　真理子３，牧野　真弓３，青木　頼子３，竹内　登美子３

 　１富山大学附属病院，２富山市民病院，３富山大学大学院医薬薬学研究部老年看護学講座

113　介護職の職業的意識を高める看護師の関わりについて
 ○吉本　和樹１

 　１元関西医療大学保健看護学部保健看護学科

114　高齢者に対するウォーキングの継続に関する要因と機能維持効果
 ○鎌田　洋輔１，木立　るり子２

 　１弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程，２弘前大学大学院保健学研究科

115　ブラジル日系高齢者のこれまでの人生と余生の認識　－発達課題からの考察－
 ○山田　奈都美１，落合　美名保１，青木　律子１，菅野　眞奈１，服部　紀子１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学医学部看護学科

第４会場　第25群　看護教育（教育方法）１　13：00～13：50

 座長：田中　美智子（福岡県立大学）

116　看護学生が手術室実習を効果的に行うための視聴覚教材の作成　－実習指導案の検討－
 ○平見　有希１，池田　敏子２，佐藤　美恵１

 　１岡山大学大学院保健学研究科，２元岡山大学大学院保健学研究科

117　ビデオカメラを活用した看護技術の自己評価方法の検討　－就床患者の下シーツ交換を中心に－
 ○工藤　由紀子１，佐々木　真紀子１，菊地　由紀子１，杉山　令子１，長谷部　真木子１，石井　範子１

 　１秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻
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118　患者ロボットへの寝衣交換：仕様策定
 ○前田　樹海１，北島　泰子１，中村　充浩１，金井 Pak雅子１

 　１東京有明医療大学看護学部

119　患者ロボットへの寝衣交換：患者の条件を同一にするメリット
 ○中村　充浩１，前田　樹海１，北島　泰子１，金井 Pak雅子１

 　１東京有明医療大学看護学部

120　患者ロボットへの寝衣交換：看護学生が持つ「痛み」への感覚
 ○北島　泰子１，中村　充浩１，前田　樹海１，金井 Pak雅子１

 　１東京有明医療大学

第６会場　第26群　精神看護２　13：00～13：50

 座長：國方　弘子（香川県立保健医療大学）

121　看護師のメンタルヘルス不調による休職後の復職支援に関する研究
 ○大津　聡美１，遠藤　加奈子２，一ノ山　隆司３，上野　栄一４

 　１平塚市民病院，２国際医療福祉大学，３近大姫路大学，４福井大学医学部

122　虐待した親にかかわる看護師の思いおよび対応に関する研究
 ○古川　亮輔１，藤野　裕子２，藤本　裕二３

 　１独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター，２長崎県立大学看護栄養学部，３佐賀大学医学部看護学科

123　Ｆ病院こころの医療センター外来における時間外電話相談の傾向　－テキストマイニングによる分析－
 ○青山　幸子１，上野　栄一２，林　宏美１，中村　恵子１，大永　幸代１，田中　薄治１

 　１福井県立病院，２福井大学医学部看護学科

124　精神科看護経験年数の違いによる自殺未遂患者への看護介入
 ○池田　良子１，高橋　絵里１，沢田　雅則１，渡邉　知子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保健学専攻臨床看護学講座成人看護学分野

125　精神看護学実習における看護学生の認知の変化
 ○片野　吉子１，佐藤　充子２，石田　順子３，石田　和子４

 　１群馬医療福祉大学，２公立富岡総合病院，３高崎健康福祉大学，４新潟県立看護大学

第３会場　第27群　リハビリテーション看護１　14：00～14：50

 座長：籏持　知恵子（大阪府立大学）

126　回復期リハビリテーション病棟における脳血管疾患患者の移乗時見守り解除の意思決定方法の実態調査
 ○髙栁　智子１

 　１新潟県立看護大学
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127　回復期リハビリテーション病棟における患者の意欲向上を目指して　－余暇活動時間に集団レクを導入して－
 ○加藤　陽子１，遠藤　宏美１

 　１医療法人喬成会花川病院

128　内服自己管理開始の判断基準の明確化
 ○加藤　洋子１

 　１医療法人社団健育会竹川病院

129　人工膝関節置換術後の下肢自覚症状・困難動作と農作業との関連
 ○佐野　かおり１

 　１市立長浜病院

130　急性期の脳卒中患者に必要なフィジカルアセスメントの検討　－デルファイ法を用いて－
 ○加藤　広美１，山内　豊明２

 　１日本赤十字豊田看護大学，２名古屋大学大学院医学系研究科

第６会場　第28群　災害看護１　14：00～14：50

 座長：酒井　明子（福井大学）

131　災害時のボランティア活動を継続する要因（第一報）　－看護ボランティアに参加した看護師の特徴－
 ○沼里　礼美１，金子　昌子１

 　１獨協医科大学看護学研究科

132　災害時のボランティア活動を継続する要因（第二報）
 ○沼里　礼美１，金子　昌子１

 　１獨協医科大学看護学研究科

133　経年的に比較した看護学生の災害に対する実態・認識調査
 ○西上　あゆみ１，鈴木　幸子２

 　１梅花女子大学看護学部，２和歌山県立医科大学保健看護学部

134　看護学生の災害に対する備えと災害支援活動に関する実態調査
 ○鈴木　幸子１，西上　あゆみ２

 　１和歌山県立医科大学保健看護学部，２梅花女子大学看護学部

135　災害訓練の傷病者を演じた看護学生の体験と学び
 ○上田　伊佐子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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第５会場　第29群　看護教育（基礎教育）３　14：40～15：30

 座長：竹ノ上　ケイ子（慶應義塾大学）

136　看護学生による領域別実習指導の評価分析　－初期と後期の比較から－
 ○蔵屋敷　美紀１，吉川　峰子１，藤田　三恵１

 　１福井医療短期大学看護学科

137　看護学生の終末期患者との援助関係形成の経験とその関連要因
 ○横山　ひろみ１，冨田　幸江２，大堀　昇２，五十嵐　麻美３

 　 １国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校，２埼玉医科大学保健医療学部， 
３埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校

138　卒業時の看護学生における臨床実習時の看護技術経験状況と技術到達感との関連
 ○折山　早苗１，岡本　亜紀２

 　１県立広島大学保健福祉学部看護学科，２岡山大学大学院保健学研究科

139　精神看護学の実習指導ガイド開発に向けた Practice Summeryの内容分析
 ○岩井　眞弓１，戸田　岳志１，米元　富貴代１，白川　惠子１

 　１九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科

第３会場　第30群　尺度開発１　15：00～15：50

 座長：深田　順子（愛知県立大学）

140　看護実践能力における新人看護師のセルフマネジメント力尺度の開発
 ○林　暁子１，林　智子２，井村　香積２

 　１鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科，２三重大学医学部看護学科

141　看護職の専門職間協働における実践力測定尺度開発の試み
 ○白崎　千恵美１，上野　栄一２

 　１福井総合病院，２福井大学医学部看護学科

142　便秘患者における便秘特異的QOL評価尺度に関する妥当性および信頼性の検討
 ○野村　晴香１，吾妻　健１

 　１高知大学教育研究部医療学系看護学部門

143　在宅にて介護する家族介護者における排尿介護負担感尺度の作成　－質問項目選定のための検討－
 ○井場　ヒロ子１，宮腰　由紀子２，高瀬　美由紀２

 　１広島大学大学院保健学研究科，２広島大学大学院医歯薬保健学研究院

144　小児看護師の家族とのパートナーシップの実態と関連要因（第２報）　－パートナーシップの実践尺度の開発－
 ○山口　智治１，山口　桂子２，服部　淳子２

 　１愛知県心身障害者コロニー中央病院，２愛知県立大学看護学部
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● ８月23日（土） ●

示説会場１　11：00～11：50

看護教育（継続教育）

145　看護の質に影響を与える中堅看護師の実践　－経験の振り返りの分析－
 ○多田　優理子１

 　１元慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

146　新卒看護職者や学生を支援する教育指導者の研修受講内容とその有用性
 ○池内　香織１，細田　泰子１，中岡　亜希子１，中橋　苗代２，土肥　美子３

 　１大阪府立大学地域保健学域看護学類，２京都橘大学看護学部，３京都光華女子大学健康科学部看護学科

147　新卒看護職者や学生を支援する教育指導者における学習ニーズの特徴
 ○土肥　美子１，細田　泰子２，中橋　苗代３，中岡　亜希子２，池内　香織２

 　１京都光華女子大学健康科学部看護学科，２大阪府立大学地域保健学域看護学類，３京都橘大学看護学部

148　中堅看護師が考える「優れた看護」に関する研究
 ○岡安　久子１

 　１慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

149　看護学生および看護師における批判的思考態度と文化的自己観との関連
 ○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

150　看護職者の倫理的感受性育成のための縦断的調査　－看護倫理研修会継続後の対人態度－
 ○ 工藤　せい子１，五十嵐　世津子１，北宮　千秋１，花田　久美子２，川崎　くみ子１，境　美穂子２， 

小林　朱実２，横田　ひろみ１，安杖　優子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科，２弘前大学医学部附属病院看護部

151　看護職者を対象とした指導者育成プログラムの取り組み　－第１報－作成と実施の評価
 ○竹内　香子１，小林　朱実１，木村　淑子１，福井　眞奈美１，佐藤　真由美２，一戸　とも子２，漆坂　真弓２

 　１弘前大学医学部付属病院，２弘前大学大学院保健学研究科

152　看護職者の指導者育成プログラムの取り組み　－第２報－研修会参加による学び
 ○佐藤　真由美１，一戸　とも子１，漆坂　真弓１，小林　朱実２，木村　淑子２，竹内　香子２，福井　眞奈美２

 　１弘前大学大学院保健学研究科，２弘前大学医学部附属病院看護部

153　訪問看護師の学習ニード（ズ）に関連する組織要因
 ○小笠原　ゆかり１，豊島　泰子１，春名　誠美１，野口　多惠子１

 　１四日市看護医療大学看護学部
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154　看護学生の観察力を高める精神看護学演習の試み
 ○千葉　進一１，片岡　三佳１

 　１徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

155　看護職員のキャリア発達・支援に関する基礎調査　第１報　キャリア計画・支援の実態
 ○ 菊地　沙織１，神田　清子１，藤本　桂子１，二渡　玉江１，岩永　喜久子１，佐光　恵子１，常盤　洋子１， 

荻原　京子１，佐藤　美和１，塚越　聖子１，大谷　忠広１

 　１群馬大学

156　看護職員のキャリア発達・支援に関する基礎調査　第２報　キャリア形成としての大学院進学・人事交流
 ○ 神田　清子１，藤本　桂子１，菊地　沙織１，二渡　玉江１，堀越　政孝１，塚越　徳子１，岡　美智代１， 

茂木　英美子１，坂入　和也１，塚越　聖子１，荻原　京子１

 　１群馬大学

157　看護職員のキャリア発達・支援に関する基礎調査　第３報　病院におけるクリニカルキャリアパス
 ○ 大谷　忠広１，佐藤　未和１，塚越　聖子１，荻原　京子１，神田　清子１，藤本　桂子１，菊地　沙織１， 

堀越　政孝１，塚越　徳子１，恩幣　宏美１，佐光　恵子１

 　１群馬大学

158　看護職向けコーチング・コンサルテーション研修受講生の特徴と学習ニーズ
 ○遠藤　良仁１，伊藤　收１，渡辺　幸枝１，アンガホッファ　司寿子１

 　１岩手県立大学看護学部

示説会場１　14：00～14：50

看護教育（その他）

159　在宅看護における看護用具作成に対する学生の学び
 ○桶河　華代１，奥田　のり美２，堂脇　かおり２

 　１聖泉大学看護学部，２洛和会京都厚生学校看護学科

160　看護学生からの実習環境に対する満足の評価
 ○ 佐藤　未和１，塚越　聖子１，荻原　京子１，柳　奈津子２，恩幣　宏美２，國清　恭子２，金泉　志保美２， 

常盤　洋子２，佐光　恵子２，岩永　喜久子２

 　１群馬大学医学部附属病院，２群馬大学大学院保健学研究科

161　チーム基盤型学習（TBL）における学生の能動的な学びに関する研究
 ○福岡　裕美子１，畠山　禮子２，新田　純子３，三上　ふみ子３，木村　紀美３

 　１常葉大学健康科学部看護学科，２秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科，３弘前学院大学看護学部看護学科

162　看護学生による患者事例作成を取り入れた看護過程展開学習
 ○平野　加代子１，真嶋　由貴恵２

 　１京都光華女子大学，２大阪府立大学工学研究科
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163　大学入学前の学習経験の違いによる生命倫理の学習効果
 ○川本　起久子１，柴田　恵子１

 　１九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科

164　臨地実習における実習指導者と教員の連携に関する文献検討
 ○丸山　智子１，藤川　真紀１

 　１福岡女学院看護大学

165　「いいお産の日」ボランティア体験による助産師学生の学び
 ○川田　美由紀１，鈴木　智子１

 　１徳島文理大学保健福祉学部看護学科

166　成人看護学実習（慢性期）における実習指導者およびスタッフの意識　－ KJ法を用いた感想カード分析より－
 ○長守　加代子１，原　元子１，宮城　和美１，中井　里江１，中田　智子１，河相　てる美１

 　１富山福祉短期大学

167　学習支援システム AIMS-Gifuを利用した学習環境および学習満足に関する５年間の推移の比較
 ○髙橋　由起子１，松田　好美１，岩田　美智子１，林　瑞穂１

 　１岐阜大学医学部看護学科

168　生活習慣病セルフマネジメントサポーター養成プログラムでの体験
 ○井瀧　千恵子１，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

169　看護大学生の食事習慣による栄養摂取状況　－食物頻度調査と食習慣アンケート－
 ○井村　弥生１，伊井　みず穂１

 　１関西医療大学保健看護学部保健看護学科

示説会場１　15：00～15：50

基礎看護・看護技術１

170　SSTの技法を用いたコミュニケーショントレーニングの試み　－看護学生２年生と４年生を対象として－
 ○阿部　智美１

 　１宮城大学看護学部

171　後頸部温罨法が生理的・心理的・主観的に及ぼす影響
 ○欠端　礼１，笹　恵津子２，工藤　せい子３，太田　一輝２

 　１NTT東日本東北病院，２弘前大学医学部附属病院看護部，３弘前大学大学院保健学研究科

172　要介護高齢者の「立位姿勢」再獲得のための運動プログラム作成
 ○酒井　知子１

 　１ミネ薬局
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173　フェイススケールの使用実態に関する文献検討
 ○吉田　さくら１，齋藤　美紀子２，齊藤　史恵２

 　１岩手医科大学附属病院，２弘前学院大学看護学部

174　看護師が考える全身清拭の原則
 ○吉川　千鶴子１，須崎　しのぶ２

 　１福岡大学医学部看護学科，２福岡大学病院

175　熟練したタクティールケア施術者のリラックス効果の検証
 ○小泉　由美１，河野　由美子１，酒井　桂子１，坂井　恵子１，松井　優子１，久司　一葉１

 　１金沢医科大学看護学部

176　健康な女性に対するタクティールケアの睡眠効果の検証
 ○ 坂井　恵子１，酒井　桂子１，松井　優子１，小泉　由美１，河野　由美子１，久司　一葉１，岡山　未来１， 

北本　福美２

 　１金沢医科大学看護学部，２金沢医科大学医学部

177　更年期女性へのタクティールケアの継続的介入における効果検証
 ○河野　由美子１，小泉　由美１，久司　一葉１，酒井　桂子１，松井　優子１，坂井　恵子１

 　１金沢医科大学看護学部

178　ラベンダー精油を用いた足浴の入眠効果
 ○乗松　貞子１

 　１愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻

179　学生が行う患者水平移動援助における腰部負担について　－１人で行う場合と２人で行う場合での比較－
 ○田丸　朋子１，本多　容子２，冨澤　理恵３

 　１摂南大学，２藍野大学医療保健学部，３千里金蘭大学看護学部

180　「点滴静脈注射滴下可能モデル教材」の教育効果に関する研究　－滴下の有無が思考や行動に与える影響－
 ○松山　友子１，髙橋　智子１，穴沢　小百合１，岸　純子１，竹前　良美１，佐藤　佑香１

 　１東京医療保健大学東が丘看護学部

181　ヒーリングタッチによるリラクセーション効果の検証：自律神経系および気分変化からの分析
 ○田口　豊恵１，中森　美季１

 　１京都看護大学

182　背部タクティールマッサージの性差による生理学的・心理学的効果
 ○藤田　佳子１，阿部　由香２

 　１三重県立看護大学，２日本保健医療大学

183　基礎看護技術教育の教科書分析に関する文献検討
 ○臼井　綾子１，佐久間　夕美子１，休波　茂子１

 　１亀田医療大学看護学部看護学科



38 日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 3　 2014

一般演題・示説    

184　見守るケア時の患者からの言語的・非言語的反応による前頭葉活動　－ Vector-NIRS法を用いた検討－
 ○本江　朝美１，高橋　ゆかり２，大滝　周３

 　１静岡県立大学，２上武大学，３昭和大学

示説会場１　16：00～16：50

基礎看護・看護技術２

185　身体論を用いた看護基礎技術習得のための自己学習支援教育ツールの開発
 ○鮫島　輝美１，井川　啓２

 　１京都光華女子大学健康科学部看護学科，２京都光華女子大学短期大学部ライフデザイン学科

186　中高年女性の足浴による皮膚温変化
 ○登喜　和江１，山居　輝美２，深井　喜代子３

 　１千里金蘭大学看護学部，２梅花女子大学看護学部，３岡山大学大学院保健学研究科

187　ベッドからポータブルトイレへの移乗介助動作の分析
 ○木村　素子１，２，工藤　せい子２，佐藤　真由美２，安杖　優子２，横田　ひろみ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

188　生活援助技術における『臥床患者のシーツ交換』技術習得の過程　－１学生の分析－
 ○井上　美代江１，今井　恵１，松永　早苗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

189　月経時随伴症状に対する温罨法の効果　－月経開始から３日間の唾液アミラーゼの変化－
 ○近藤　美幸１，江上　千代美１，田中　美智子１

 　１福岡県立大学

190　表皮内電気刺激法による痛みの受容に伴う身体及び情動への影響
 ○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

191　看護過程展開における患者の情報収集を目的としたシミュレーショントレーニングの開発と形成的評価
 ○佐伯　街子１，本田　育美１，山内　豊明１

 　１名古屋大学医学系研究科基礎・臨床看護学講座

192　評価基準を活用した体位保持演習の試み
 ○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

193　性周期における睡眠前半の自律神経反応と睡眠評価
 ○田中　美智子１，江上　千代美１，近藤　美幸１，長坂　猛２，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
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194　成人看護学実習（急性期領域）における教授活動の検討　－実習で経験する看護技術とその到達度－
 ○犬飼　智子１，名越　恵美１

 　１岡山県立大学保健福祉学部看護学科

195　看護教員と臨床看護師の「車椅子移乗介助」動作
 ○佐藤　美紀１，大津　廣子１

 　１愛知県立大学看護学部

196　抗がん剤漏出時における皮膚傷害に対するステロイド剤局所作用の検討
 ○及川　正広１，三浦　奈都子１，武田　利明１

 　１岩手県立大学看護学部

示説会場２　11：00～11：50

看護教育（学生の特性）

197　看護学生が実施する感染予防行動に関する効果的な患者教育
 ○河野　真実１，伊勢元　咲２，鎌田　莉那１，寺阪　有史１，森　一恵３

 　１愛媛大学医学部附属病院看護部，２神戸大学医学部附属病院看護部，３愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻

198　カンファレンスにおけるレジュメタイトルに抽出された学生が高齢者看護学施設実習で遭遇する困惑
 ○松岡　牧１，藤木　眞由美１，黒臼　恵子１，上野　公子１

 　１帝京大学医療技術学部看護学科

199　看護大学入学前の看護経験及び志望動機と援助規範意識との関連
 ○ 藤野　裕子１，新田　祥子１，松浦　江美２，上野　和美３，藤本　裕二４，堀川　新二２，中村　眞理子５， 

楠葉　洋子６

 　 １長崎県立大学看護栄養学部看護学科，２活水女子大学看護学部看護学科， 
３日本赤十字広島看護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，６長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

200　看護学生の援助規範意識と職業的アイデンティティとの関連
 ○中村　眞理子１，藤野　裕子２，藤本　裕二３，上野　和美４，松浦　江美５，堀川　新二５，楠葉　洋子６

 　 １福岡女学院看護大学，２長崎県立大学看護栄養学部看護学科，３佐賀大学医学部看護学科， 
４日本赤十字広島看護大学，５活水女子大学看護学部看護学科，６長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

201　身近にいる医療者の特性による看護大学１年生の職業的アイデンティティの特徴
 ○ 楠葉　洋子１，藤野　裕子２，新田　祥子２，藤本　裕二３，中村　眞理子４，堀川　新二５，上野　和美６， 

松浦　江美５

 　 １長崎大学大学院医葉薬学総合研究科，２長崎県立大学看護栄養学部看護学科，３佐賀大学医学部看護学科， 
４福岡女学院看護大学看護学部看護学科，５活水女子大学看護学部看護学科， 
６日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科
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202　看護学生１・２年次の職業的アイデンティティ，自己効力感，看護師志望動機，社会的スキルの相違と関連
 ○堀川　新二１，藤本　裕二２，松浦　江美１，藤野　裕子３，中村　眞理子４，上野　和美５，楠葉　洋子６

 　 １活水女子大学，２佐賀大学，３長崎県立大学，４福岡女学院看護大学，５日本赤十字広島看護大学， 
６長崎大学大学院

203　看護大学１年生の社会的スキルと職業的アイデンティティとの関連
 ○上野　和美１，中村　眞理子２，堀川　新二３，松浦　江美３，藤本　裕二４，藤野　裕子５，楠葉　洋子６

 　 １日本赤十字広島看護大学，２福岡女学院看護大学，３活水女子大学，４佐賀大学，５長崎県立大学シーボルト校，
６長崎大学大学院

204　看護学生におけるストレスと表情認知の関係
 ○小野寺　美佳１，齋藤　美紀子２，齊藤　史恵２

 　１横浜市北部病院，２弘前学院大学看護学部

205　看護学生の Sence of Coherenceとコミュニケーション能力の関連
 ○河内　浩美１，池田　かよ子１

 　１新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科

206　看護学生の臨地実習自己効力感と職業的アイデンティティに関する研究
 ○相根　彩１，高橋　美和２

 　１北海道網走保健所健康推進課，２藍野大学医療保健学部看護学科

207　初回臨地実習における学生のコミュニケーションの特徴（その１）　－コミュニケーション展開の特徴－
 ○渡部　菜穂子１，工藤　千賀子１，阿部　テル子１

 　１弘前学院大学看護学部

208　初回臨地実習における学生のコミュニケーションの特徴（その２）　－学生の関心の向け方－
 ○工藤　千賀子１，渡部　菜穂子１，阿部　テル子１

 　１弘前学院大学看護学部

209　看護系大学生の社会人基礎力の発達　第１報　学年別にみた大学生活の重点と社会人基礎力
 ○粟納　由記子１，奥田　玲子１，深田　美香１

 　１鳥取大学医学部保健学科

210　看護系大学生の社会人基礎力の発達　第２報　職業レディネスおよび人間発達の志向性との関係
 ○奥田　玲子１，深田　美香１，粟納　由記子１

 　１鳥取大学医学部保健学科

211　看護大学１年生の社会的スキルの実態と特性的自己効力感との関連
 ○松浦　江美１，堀川　新二１，上野　和美２，中村　眞理子３，藤野　裕子４，藤本　裕二５，楠葉　洋子６

 　 １活水女子大学，２日本赤十字広島看護大学，３福岡女学院看護大学，４長崎県立大学シーボルト校， 
５佐賀大学，６長崎大学大学院



日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 3　 2014 41

一般演題・示説    

212　看護学生における臨地実習へのモチベーションに関わる要因
 ○石川　恵子１，内海　桃絵１

 　１京都大学医学部人間健康科学科

213　医療系大学生の昼間の眠気軽減　－睡眠に関する生活調整の効果－
 ○中森　美季１，田口　豊恵１

 　１京都看護大学看護学部

214　看護学生の看護知識の構造化の特徴
 ○會津　桂子１，三上　佳澄１，土屋　涼子２，西沢　義子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科，２弘前大学医学部附属病院

215　看護学生の学生相談の現状と看護教員による日常的学生支援
 ○米元　富貴代１，山本　恵子２

 　１元九州看護福祉大学，２九州看護福祉大学

216　急性期看護学実習における女子学生のレジリエンスとサポート体制の現状
 ○名越　恵美１，犬飼　智子１，荒井　葉子２，林　由佳３

 　１岡山県立大学保健福祉学部看護学科，２福山平成大学看護学部看護学科，３山陽学園大学看護学部看護学科

217　看護大学生の性役割パーソナリティと父母同一化との関連
 ○石原　留美１，松村　惠子２

 　１四国大学看護学部看護学科，２香川県立保健医療大学

218　Ａ大学看護大学生が臨地実習中に受けるセクシュアルハラスメントに関する研究
 ○野原　理沙１，玉木　佑奈２，下地　貴恵３，比嘉　あずさ２，藏根　麗奈２，平上　久美子４，鈴木　啓子４

 　 １岡山大学病院，２社会福祉法人仁生社江戸川病院，３医療法人誠磬会千葉中央メディカルセンター， 
４名桜大学

219　精神看護実習においてセクシュアル・ハラスメントを受けた女子看護大学生の体験
 ○藏根　麗奈１，野原　理沙２，玉木　佑奈１，下地　貴恵３，比嘉　あずさ１，平上　久美子４

 　１社会福祉法人仁生社江戸川病院，２岡山大学病院，３医療法人誠磬会千葉中央メディカルセンター，４名桜大学

220　臨地実習でルーブリック評価を用いた際の看護学生の自己評価に対する思い
 ○杉田　香苗１，志戸岡　恵子２，小川　宣子２，竹中　泉２

 　１香里ヶ丘看護専門学校，２摂南大学看護学部看護学科

221　ロールプレイを用いた成人（慢性期）看護学の教授方法に関する文献検討
 ○原田　江梨子１，藤永　新子１，安森　由美１

 　１甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科
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示説会場２　14：00～14：50

看護教育（基礎教育）

222　新たな倫理教育方法としてのオーディエンス実習　－倫理規範から相互行為秩序へ－
 ○中嶋　尚子１

 　１佐久大学看護学部看護学科

223　研究授業における臨地実習指導者の学び　－ベッドメーキングの校内実習後のアンケート結果の分析－
 ○押領司　民１，岩波　美和１，宮川　江里１

 　１山梨勤労者医療協会共立高等看護学院

224　看護過程のアセスメントにおける困難な内容と困難に影響する要因
 ○河村　治代１，小松　妙子２

 　１岐阜大学大学院医学系研究科，２岐阜大学医学部看護学科

225　新人看護師の就職前後のバーンアウトと就職後のリアリティショックの因果関係の推定
 ○岡本　響子１，岩永　誠１

 　１広島大学大学院総合科学研究科

226　急性期実習前後における看護学生の観察力・判断力の変化
 ○津曲　真弥１，犬飼　智子２，名越　恵美２

 　１福山市民病院，２岡山県立大学保健福祉学部看護学科

227　基礎看護学実習における学生の満足度と実習における今後の課題　－平成24年度と25年度の調査の考察－
 ○辻村　弘美１，柳　奈津子１，桐山　勝枝１，中村　美香１，佐藤　未和２，塚越　聖子２，岩永　喜久子１

 　１群馬大学大学院保健学研究科，２群馬大学医学部付属病院

228　看護学生における死生観の構築過程に関する縦断的研究
 ○高城　葵１，片岡　健２，渡邊　多恵２

 　１広島大学医学部保健学科看護学専攻，２広島大学大学院医歯薬保健学研究院

229　看護学生の臨地実習における学習活動自己評価の実態と教授活動
 ○藤田　三恵１，吉川　峰子１，蔵屋敷　美紀１

 　１福井医療短期大学看護学科

230　基礎看護技術教育での学生の学びの深まりを促す教育的介入策を探る（その２）　－ポートフォリオの導入－
 ○加瀬田　暢子１，網木　政江１，藤澤　怜子１

 　１山口大学大学院医学系研究科

231　基礎看護技術教育での学生の学びの深まりを促す教育的介入策を探る（その１）　－振り返り用紙の分析－
 ○網木　政江１，加瀬田　暢子１，藤澤　怜子１

 　１山口大学大学院医学系研究科
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232　看護学生の内発的動機づけに影響を及ぼす要因　－人的環境の視点から－
 ○遠藤　恭子１，関根　龍子２

 　１獨協医科大学看護学部，２目白大学大学院看護学研究科

233　看護技術教育における ICT学習システムの活用状況と自己評価・他者評価の関連
 ○道面　千恵子１，大池　美也子１，原田　博子１，長家　智子２

 　１九州大学医学研究院保健学部門，２佐賀大学医学部看護学科

234　初学者の看護技術習得に向けてグループ活動を中心とした授業デザインの評価
 ○重年　清香１，真嶋　由貴恵２

 　１森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科，２大阪府立大学大学院工学研究科

235　「褥瘡予防と治癒を促進する技術」の看護基礎教育内容についての検討
 ○草地　潤子１，坂東　美知代１，荒木　美名子１，櫻井　美代子１

 　１東京慈恵会医科大学医学部看護学科

236　習熟度別グループ学習の有効性の検討
 ○久留島　美紀子１，曽我　浩美１，塩月　友美１

 　１滋賀医科大学医学部看護学科

237　領域別実習担当教員の性同一性障害学生の受け入れに対する考え方
 ○藤井　徹也１，篠崎　惠美子１，中山　和弘２，玉腰　浩司３，大林　実菜４，田中　悠美５

 　 １聖隷クリストファー大学看護学部，２聖路加看護大学，３名古屋大学医学部保健学科，４愛知県立大学大学院， 
５前聖隷クリストファー大学大学院

238　A大学成人看護学実習における看護技術経験の実態
 ○齋藤　貴子１，宮堀　真澄１，磯崎　冨貴子１，荻原　麻紀１，谷地　和加子１，柏木　ゆきえ１

 　１日本赤十字秋田看護大学看護学部

239　看護職者の英語教育に対する意識
 ○ 漆坂　真弓１，高間木　静香１，北島　麻衣子１，工藤　せい子１，齋藤　美紀子３，野戸　結花１， 

米内山　千賀子１，會津　桂子１，秋元　安子４，玉懸　多恵子５，葛西　敦子２

 　 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， 
４一般財団法人双仁会厚生看護専門学校，５八戸学院短期大学看護学科

240　看護技術が「できる」ために必要な要素的コオーディネーション能力の抽出
 ○新美　綾子１，大津　廣子２

 　１日本福祉大学，２愛知県立大学

241　九州沖縄看護系大学８大学の単位互換に向けた科目の統一コード化
 ○ 山名　栄子１，田中　美智子１，永嶋　由理子１，照屋　典子２，當山　裕子２，清水　かおり３，中嶋　恵美子４，

斉藤　ひさ子４，末永　陽子４，日高　艶子５，石橋　通江６

 　 １福岡県立大学，２琉球大学，３名桜大学，４国際医療福祉大学，５聖マリア学院大学， 
６日本赤十字九州国際看護大学
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242　看護学生の高齢者ライフレビューブック作成による学びの分析
 ○吉本　知恵１，片山　陽子１，平井　智重子１

 　１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

243　脊髄損傷患者イメージと障害受容に関わる教授方法　－ DVD視聴と体験談を読むことの効果－
 ○齋藤　智江１，谷田　恵美子１，荒井　葉子１

 　１福山平成大学看護学部看護学科

244　看護学生を対象とした人体解剖見学実習の指導体制と満足度
 ○井之口　文月１，相見　良成１，工藤　基１，松田　和郎２，曽我　浩美３，森川　茂廣３

 　 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

245　看護学生の高齢者への共感に関する自己評価とその判断根拠
 ○小川　宣子１

 　１摂南大学看護学部

246　認知症高齢者を対象とした回想法演習体験での看護学生の学び
 ○橋本　智江１，小泉　由美１

 　１金沢医科大学看護学部

247　がんサバイバーシップ概念を取り入れた講義の効果　－がんのイメージ変化とがん看護への関心からの検討－
 ○渋谷　えり子１，平野　裕子１

 　１埼玉県立大学

248　看護基礎教育においてデジタル教科書を収めたタブレット PC運用に対する学生の意識調査
 ○ 本田　可奈子１，伊藤　恒子１，栗田　孝子１，林　由美子１，渡邊　清美１，武藤　英理１，石黒　なぎさ１， 

神谷　美香１，清水　八恵子１，大澤　伸治１

 　１大垣女子短期大学看護学科

249　ポートフォリオを用いた実習指導における教員の振り返り　－教員への語りを分析しての考察－
 ○宮城　和美１，原　元子１，長守　加代子１，中井　里江１，河相　てる美１

 　１富山福祉短期大学看護学科

250　基礎看護学実習前の模擬患者活用演習の効果
 ○井上　都之１，鈴木　美代子１，高橋　有里１，及川　正広１，平野　昭彦１，菊池　和子１

 　１岩手県立大学看護学部看護学科

251　看護大学生の看護観を育む学び　－看護観のきっかけとなった出来事の分析から－
 ○長谷川　真美１，柿沼　直美１，今川　詢子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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252　基礎看護学実習における患者との相互作用を感じた学生の体験
 ○細名　水生１，上杉　裕子１，關戸　啓子１

 　１神戸大学大学院保健学研究科

253　ヒューマンケア学部学生の卒業時の看護観
 ○柿沼　直美１，長谷川　真美１，今川　詢子１

 　１東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科

示説会場２　15：00～15：50

看護管理（病院管理・医療安全・新人看護師・その他）

254　妊娠・育児期にある臨床看護師の支援に関する病院中間管理者に対する実態調査
 ○市江　和子１，杉原　喜代美２，栗田　佳江２，宮武　陽子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

255　妊娠期にある既婚臨床看護師の疲労と睡眠の実態
 ○杉原　喜代美１，栗田　佳江１，宮武　陽子１，市江　和子２

 　１足利短期大学看護学科，２聖隷クリストファー大学看護学部

256　病院に勤務する看護職のワークライフバランスの関連要因
 ○川村　晴美１，鈴木　英子２，平山　喜美子３，４

 　 １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公益社団法人長崎県看護協会

257　高齢者専門病院に勤務する看護師の専門職的自律性の実態
 ○平山　喜美子１，鈴木　英子２，川村　晴美３

 　 １前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／公益社団法人長崎県看護協会， 
２国際医療福祉大学大学院，３横浜メディカルグループ本部看護部

258　育児中の看護師の支援に関する研究の動向
 ○村岡　亜紀１，鈴木　英子１，小檜山　敦子１，大岡　裕子１，関根　美紀１，髙山　裕子１

 　１国際医療福祉大学大学院

259　病院に勤務する看護師の共感疲労とその関連要因
 ○ 松㟢　栄香１，大道　優陽２，宮㟢　美穂１，舛久　成美１，藤野　裕子３，橋爪　可織４，徳永　陽子５， 

楠葉　洋子４

 　１長崎大学病院，２福岡大学病院，３長崎県立大学，４長崎大学大学院，５長崎大学大学院（修士課程）

260　副看護師長が認識する役割遂行上の支援
 ○宗内　桂１，宮腰　由紀子１，高瀬　美由紀１

 　１広島大学大学院医歯薬保健学研究科
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261　子の看護や家族の介護などで仕事の調整が必要だと感じたこととその対応
 ○今井　七重１，小木曽　加奈子２，松野　ゆかり１，留田　由美３

 　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岐阜大学医学部看護学科，３岐阜保健短期大学看護学科

262　認定看護師のコントロール感形成過程と組織風土への影響
 ○塚本　尚子１，舩木　由香１，平田　明美２

 　１上智大学総合人間科学部看護学科，２関東学院大学看護学部看護学科

263　病棟看護師長が患者から受けた暴力の体験
 ○田辺　有理子１

 　１横浜市立大学医学部看護学科

264　実地指導者が新卒看護師にアサーティブになれない状況
 ○鈴木　英子１，吾妻　知美２，丸山　昭子３，大岡　裕子１，髙山　裕子１，村岡　亜紀１，関根　美紀１

 　１国際医療福祉大学大学院，２甲南女子大学，３共立女子大学

265　卒後３年目の看護師が受けた承認と非承認行為による感情の違いの検討
 ○ 古川　智恵１，武井　美佳１，村上　愛１，大亀　未貴１，川崎　美樹１，本多　由美子１，明神　一浩２， 

上野　栄一３

 　１富山市立富山市民病院，２富山市医師会看護専門学校，３福井大学医学部看護学科

266　PNSにおける新人看護師の育成　－ PNSを導入した後の看護技術の習得状況の変化－
 ○濵野　陽子１，清水　由加里１，河波　清美１，早川　美津江１

 　１福井大学医学部附属病院

267　新卒看護師のレジリエンスと抑うつ感および離職願望との関連
 ○村田　尚恵１，分島　るり子１，古島　智恵１，高島　利１，長家　智子１

 　１佐賀大学医学部看護学科

268　心の健康問題による休職看護師に関する研究の動向
 ○國井　享奈１，鈴木　英子１，小檜山　敦子１

 　１国際医療福祉大学大学院

269　心理的契約の充足感と成長への期待感が，看護師の離職意思に与える影響
 ○高瀬　美由紀１，寺岡　幸子２，八橋　孝介３，山本　雅子４，佐藤　陽子４，千田　美智子５

 　 １広島大学大学院医歯薬保健学研究院，２川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科， 
３広島大学大学院医歯薬保健学研究科，４広島大学病院看護部管理室，５川崎医科大学附属病院看護部

270　病院に勤務する20～30歳代看護師の心身不調と関連要因
 ○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
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271　異なる組織基盤をもつ看護師のワーク・ファミリー・コンフリクトと主観的職務満足に関する検討
 ○重本　津多子１，大蔵　雅夫２，室津　史子３

 　１天理医療大学医療学部，２徳島文理大学保健福祉学部，３広島都市学園大学健康科学部

272　臨床看護師のキャリアアップに関する研究
 ○長谷川　幹子１，楠本　昌代１，森山　浩司２

 　１太成学院大学看護学部，２近代姫路大学看護学部

273　中小病院における中途採用看護師が望む教育支援　－学習希望項目と方法－
 ○竹内　裕美１

 　１医療法人藤井会本部

274　地域住民に聞いた急性期病院看護師の役割と期待
 ○茅原　路代１

 　１岡山済生会総合

275　子育て中の看護師のバーンアウトに関する研究の動向
 ○髙山　裕子１，鈴木　英子１，小檜山　敦子１，大岡　裕子１，関根　美紀１，村岡　亜紀１

 　１国際医療福祉大学大学院

276　Ａ総合病院における男性看護師のチームワーク能力に対する調査研究
 ○加納　春洋１，城戸　涼子１，田中　裕美１，高柳　佳忠１，上野　栄一２

 　１富山市立富山市民病院看護部，２福井大学医学部看護学科

277　看護師の社会人基礎力の現状と課題
 ○大岡　裕子１，鈴木　英子１，小檜山　敦子１，関根　美紀１，髙山　裕子１，村岡　亜紀１

 　１国際医療福祉大学大学院

278　病院に勤務する看護師の看護における社会的スキルの関連要因
 ○楠岡　雅１，鹿村　眞理子１

 　１和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科

279　妊娠12週時の食物摂取頻度調査から分析した妊婦の栄養摂取状況　－年代による比較－
 ○高間木　静香１，山辺　英彰１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

280　看護職者の二次的外傷性ストレスの担当領域による差異に関する一考察
 ○和田　由紀子１

 　１新潟青陵大学看護学科

281　患者の死を体験した看護師歴による成長・対処行動における比較
 ○中野　元１，早川　清美１

 　１富山大学附属病院
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282　看護師の共感疲労に対するストレス対処法と職場に求める支援　－共感疲労得点による比較－
 ○ 舛久　成美１，宮㟢　美穂１，大道　優陽２，松㟢　栄香１，藤野　裕子３，橋爪　可織４，徳永　陽子５， 

楠葉　洋子４

 　１長崎大学病院，２福岡大学病院，３長崎県立大学，４長崎大学大学院，５長崎大学大学院（修士課程）

283　中堅看護師のバーンアウトと役割に関する研究の現状と課題
 ○関根　美紀１，鈴木　英子１，小檜山　敦子１，大岡　裕子１，髙山　裕子１，村岡　亜紀１

 　１国際医療福祉大学大学院

284　パートナーシップ・ナーシング・システム導入における看護師のストレッサーとコーピング行動
 ○近藤　里美１，盛田　麻己子２，萩本　明子２

 　１藤田保健衛生大学病院看護部，２藤田保健衛生大学看護学部

285　看護師における更年期障害の実態調査
 ○松崎　和代１

 　１徳島赤十字病院

286　パートナーシップナーシングシステムの導入が急性期病院で働く看護師の職業性ストレスに及ぼす影響
 ○北川　康代１，上原　佳子２，長谷川　智子２，北野　華奈恵２，礪波　利圭２，出村　佳美２，橘　幸子１

 　１福井大学医学部付属病院，２福井大学医学部看護学科

287　負担感の少ない時間外勤務への取り組み
 ○佐々木　由美子１，阿部　緑２

 　１秋田大学医学部附属病院看護部治療検査外来，２秋田大学医学部保健学科

288　臨地実習指導者としての経験が看護師のキャリア形成に及ぼす影響
 ○西山　ゆかり１，屋宜　譜美子１，横山　しのぶ２，沼澤　和美２

 　１天理医療大学，２天理よろづ相談所病院

示説会場２　16：00～16：50

急性期看護・リハビリテーション看護・慢性期看護・外来看護

289　周手術期実習の事前演習におけるシミュレーション教育の効果の検証
 ○佐藤　安代１，野崎　由里子１，工藤　理恵１，志間　佐和１，松岡　彩１，岡本　佐智子１

 　１日本保健医療大学

290　人工気道からの気管吸引に関する ICU看護師の判断のプロセス
 ○近藤　志帆１，穴沢　小百合２

 　１国立病院機構名古屋医療センター，２東京医療保健大学

291　ドクターヘリ事業の導入初期におけるフライトナースのジレンマ
 ○佐々木　綾菜１，渡邊　多恵２，片岡　健２

 　１広島大学病院，２広島大学大学院医歯薬保健学研究院



日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 3　 2014 49

一般演題・示説    

292　肺がんで手術を受ける患者の手術に関連する心配事の推移
 ○小笠　美春１，當目　雅代１，野口　英子１

 　１香川大学医学部看護学科

293　周手術期実習における看護実践力と社会的スキルの関連　－がん患者を受け持った学生を焦点に－
 ○菱刈　美和子１，石渡　智恵美１

 　１共立女子大学看護学部

294　意識障害患者の観察に対する看護師の思い　－グループインタビューからの分析－
 ○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

295　術後１か月以内の結腸がん患者の回復状況の実態
 ○水越　秋峰１，白尾　久美子１

 　１日本福祉大学

296　看護基礎教育用テキストの手術体位の固定に関する教育内容の検討
 ○池田　奈未１，岡田　淳子１，植田　喜久子１

 　１日本赤十字広島看護大学

297　回復期リハ病棟から在宅移行した脳血管障害患者のQOLの変化
 ○渡邉　知子１，藤田　あけみ２，中村　令子３

 　１秋田大学医学系研究科保健学専攻，２青森県立保健大学，３東北福祉大学

298　回復期リハビリ病棟から在宅移行した脳血管障害患者の主観的QOL　－ SEIQoL-DWによる比較－
 ○藤田　あけみ１，渡邉　知子２，中村　令子３

 　 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

299　回復期リハビリ病棟から在宅移行した脳血管障害患者の介護者の主観的QOL
 ○中村　令子１，渡邉　知子２，藤田　あけみ３

 　 １東北福祉大学健康科学部保健看護学科，２秋田大学医学系研究科保健学専攻， 
３青森県立保健大学健康科学部看護学科

300　回復期脳卒中患者における入院中の基本的 ADLの変化と筋肉量の変化量との関係
 ○ 鈴木　みゆき１，阿曽　洋子２，伊部　亜希３，徳重　あつ子４，竹田　千佐子１，土岐沢　優紀３，平田　記子３，

山口　舞子３，久米　弥寿子２

 　 １兵庫医療大学看護学部，２武庫川女子大学看護学部・看護学研究科設置準備室， 
３大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻，４摂南大学看護学部

301　中年後期の一女性透析患者が抱える職場環境における困難要因の検討
 ○石井　俊行１

 　１四国大学看護学部看護学科
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302　２型糖尿病患者が漸進的筋弛緩法の習得過程で直面する困難な体験
 ○片田　裕子１，小板橋　喜久代２

 　１茨城キリスト教大学看護学部看護学科，２京都橘大学

303　食道静脈瘤破裂を繰り返す患者の突然の吐血に対する対処行動とその認識
 ○藤澤　知代１，山田　隆子２

 　１岡山大学病院，２岡山大学大学院保健学研究科

304　退院調整看護師に必要とされる能力とは何か
 ○日達　留美１，笠原　千賀２，工藤　ゆかり２，野澤　明子３

 　１豊橋市保健所，２浜松医科大学医学部附属病院，３藤枝市立総合病院

305　ダウン症者の養育者における睡眠呼吸障害の認識
 ○  黒田　裕美１，小野　淳二２，澤渡　浩之２，６，宮園　真美２，橋口　暢子２，大草　知子５，西坂　麻里３，４， 

樗木　晶子２

 　 １長崎大学大学院医歯薬学総合研究科，２九州大学大学院医学研究院保健学部門， 
３九州大学病院睡眠時無呼吸センター，４九州大学大学院医学研究院循環器内科， 
５九州大学病院きらめきプロジェクトキャリア支援センター，６日本学術振興会特別研究員

306　患者会参加の有無による糖尿病患者のピア・サポートの実態
 ○藤永　新子１，東　ますみ１

 　１兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科

307　初発軽症脳梗塞患者の健康統制観と関連要因の検討
 ○小林　秋恵１

 　１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

308　心疾患患者の自己管理行動と予防的保健行動・Health Locus of Control・脆弱感との関連
 ○吉江　由加里１，高間　静子１

 　１福井医療短期大学看護学科

309　耳鼻科日帰り手術における嘔気出現患者の特徴
 ○口元　志帆子１，竹内　久美子２，伊藤　薫１

 　１鼻のクリニック東京，２東京医科大学医学部看護学科
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● ８月24日（日） ●

示説会場１　11：00～11：50

小児看護

310　人形を用いたプリパレーションによる内服を嫌がる患児の気持ちを尊重した看護介入
 ○藤井　由美子１，神山　昂子１，山之内　みのり１，中川　直子１，山田　忍１

 　１医療法人宝生会 PL病院

311　小児救急外来を受診した保護者のインターネット利用実態と受診判断
 ○草野　淳子１，高野　政子１

 　１大分県立看護科学大学

312　採血を受ける子どもの対処能力をアセスメントするアセスメント・アルゴリズムの内容妥当性の検証
 ○佐藤　志保１，佐藤　幸子１，藤田　愛１，山口　咲奈枝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

313　幼児における睡眠計の利用可能性の検証　－保育所の午睡調査から－
 ○高橋　芳江１，園田　悦代２，浅野　弘明２

 　１富山大学附属病院看護部，２京都府立医科大学大学院保健看護研究科

314　小児がんの子どもをもつ母親の心理面に影響する要因　－心理測定尺度を用いた分析－
 ○園田　悦代１，中嶌　真知子２

 　１京都府立医科大学医学部看護学科，２京都府立医科大学附属病院看護部

315　小児がんの子どもをもつ母親の不安について　－子どもの発達段階との関連－
 ○中嶌　真知子１，園田　悦代２

 　１京都府立医科大学附属病院看護部，２京都府立医科大学医学部看護学科

316　医療機関における発達障害児への看護の実態に関する文献検討
 ○玉川　あゆみ１，古株　ひろみ１，川端　智子１

 　１滋賀県立大学人間看護学部

317　一般児童における歯科恐怖の実態　－歯科恐怖と歯科受診歴，歯科の印象，保護者の歯科恐怖との関係－
 ○中田　亜由美１，宮島　直子２，佐藤　洋子２

 　１元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　幼児の内服時の効果的対処行動を促す母親の関わり　－母親への面接調査から－
 ○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

319　２歳以下の小児の外来受診に付き添う母親の不安の程度とその要因
 ○植木　慎悟１，新家　一輝２，宮野　遊子２，藤原　千惠子２

 　１大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程，２大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
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320　２歳未満の子どもの採血に付き添う体験をした母親が抱く思い
 ○平田　美紀１，奥津　文子２，古株　ひろみ２，川端　智子２

 　１聖泉大学看護学部，２滋賀県立大学人間看護学部

321　Ａ大学における小児看護学実習における看護技術経験の実態
 ○長谷川　由香１，齋藤　啓子１

 　１関西看護医療大学看護学部看護学科

322　総合病院で子どもの採血に関わる看護師の採血時の援助に関する認識
 ○流郷　千幸１，鈴木　美佐１，平田　美紀１，古株　ひろみ２

 　１聖泉大学看護学部看護学科，２滋賀県立大学人間看護学部

323　食物アレルギー児と健康児を養育する母親が感じる育児負担
 ○鈴木　美佐１，古株　ひろみ２

 　１聖泉大学看護学部看護学科，２滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科

324　障がい者による小児期のレスパイトケア体験の評価
 ○舟越　和代１，祖父江　育子２

 　１香川県立保健医療大学，２広島大学大学院医歯薬保健学研究科

325　小児看護学実習後の子どもに対する関わり意識の因子構造　－実習が楽しかったかどうかによる比較－
 ○新居　アユ子１，小川　佳代１，中澤　京子１，石原　留美１

 　１四国大学看護学部

326　外来で痛みを伴う処置を受ける幼児への説明に対する母親の認識
 ○細野　恵子１

 　１旭川大学保健福祉学部保健看護学科

327　小児看護を実践する看護師の感情労働に関する調査　－成人看護との比較－
 ○中村　郷子１，藤原　千惠子２

 　１新潟医療福祉大学健康科学部看護学科，２大阪大学大学院医学系研究科生命育成看護学科講座

328　小児看護学臨地実習における個人目標共有型ミニカンファレンスがもたらす効果
 ○山㟢　歩１，齊藤　志織２

 　１日本赤十字広島看護大学，２元日本赤十字広島看護大学

329　小児看護実習におけるプレイタイムの取り組み
 ○松下　聖子１

 　１公立大学法人名桜大学人間健康学部看護学科

330　在宅重症心身障害児への医療的ケアを行う主介護者の負担感に関する文献検討
 ○木暮　祥平１，森實　詩乃２，王　麗華２

 　１横浜市立市民病院，２東京工科大学
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331　テキストマイニングを用いたうつ病患者へのカウンセリング場面の会話分析
 ○松浦　純平１，川野　雅資２，上野　栄一３

 　１近大姫路大学看護学部看護学科，２山陽学園大学大学院看護学研究科，３福井大学医学部看護学科

332　テキストマイニングによる休職した看護師の復職支援に対する視点
 ○松浦　純平１，一ノ山　隆司１，大津　聡美２，遠藤　加奈子３

 　１近大姫路大学看護学部，２平塚市民病院，３国際医療福祉大学保健医療学部

示説会場１　13：00～13：50

母性看護・家族看護

333　産後４か月の母親の朝食欠食習慣に関連する要因の検討
 ○藤田　愛１，山口　咲奈枝１，佐藤　志保１，佐藤　幸子１，遠藤　由美子２

 　１山形大学医学部看護学科，２琉球大学医学部保健学科

334　院内助産を継続している助産師の動機づけ
 ○名草　みどり１，佐々木　睦子２，内藤　直子３

 　１摂南大学看護学部看護学科，２香川大学医学部看護学科，３藍野大学医療保健学部看護学科

335　突然入院となった妊婦の思い
 ○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看護学部，２足利工業大学看護学部

336　母親の育児適応に関する要因の検討　－産後１か月の抑うつ状態と関連要因－
 ○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保健医療学部看護学科

337　乳がん・子宮頸がん検診受診率向上をめざした二世代健康教育プログラムの効果
 ○赤羽　由美１，山根　美智子２

 　１獨協医科大学看護学部，２元獨協医科大学看護学部

338　子宮頸がんの教育に関する研究の動向と基礎調査に関する分析
 ○不破　梓１，藤本　桂子２，黒澤　やよい３，神田　清子２

 　１利根保健生活協同組合利根中央病院，２群馬大学大学院保健学研究科，３桐生大学別科助産専攻

339　母親役割の概念分析
 ○二川　香里１，長谷川　ともみ１

 　１富山大学大学院医学薬学研究部

340　褥婦の貧血の実態と貧血非改善に影響を及ぼす要因
 ○小檜山　敦子１，２，鈴木　英子１，髙山　裕子１，関根　美紀１，村岡　亜紀１，大岡　裕子１

 　１国際医療福祉大学大学院，２東京医科大学看護専門学校
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341　臨床看護研究支援におけるサポーターの役割
 ○桐山　啓一郎１

 　１羽島市民病院

342　青年期女性における月経周期と月経随伴症状および体組成との関連
 ○植村　裕子１，榮　玲子１，松村　惠子１

 　１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

343　母性看護学実習後の母性意識の因子構造と実習体験との関連
 ○菊地　久美子１，高橋　順子１，三木　章代１，近藤　彩１

 　１前四国大学看護学部

344　20歳代女子学生の子宮頸がん検診受診行動ステージによる子宮頸がんに関する認知と望ましい受診環境
 ○中越　利佳１，岡村　絹代１

 　１愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科

345　１歳８か月児を持つ母親の育児支援に関するニード
 ○松岡　知子１，岩脇　陽子１，滝下　幸栄１，中島　奈美２

 　１京都府立医科大学医学部看護学科，２京都府立医科大学附属病院

346　人工栄養法により長期療養をおくっている患者家族の思いを探る
 ○武林　千鶴子１，鶴田　ふみ江１，三宅　知加子１，田中　一恵１，森　金子１，山田　忍１

 　１医療法人宝生会 PL病院

347　在宅で介護している壮年期女性のライフスキルに関する研究
 ○林谷　啓美１，森本　喜代美２，升田　寿賀子１，田中　諭３

 　１園田学園女子大学人間看護学科，２京都大学健康科学科，３医療法人達磨会東加古川病院

348　CPR（心肺蘇生）講習会において患者・家族の意見から見えてきたこと　－過去６年間を振り返って－
 ○草野　玲奈１，山上　美竹１，舟川　裕香１，重松　理恵１，上野　栄一２

 　１富山市民病院看護部，２福井大学基礎看護学科

349　がんの実父母の看取りにおける中年期女性看護師の役割間コンフリクト
 ○志戸岡　恵子１，佐々木　睦子２，内藤　直子３

 　１摂南大学看護学部看護学科，２香川大学医学部看護学科，３藍野大学医療保健学部看護学科

350　脳神経の手術を受けた高齢者の家族への支援の検討
 ○金子　史代１

 　１新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科

351　小児看護師の家族とのパートナーシップの実態と関連要因（第３報）　－重回帰分析を用いた関連要因の検討－
 ○山口　桂子１，山口　智治２，服部　淳子１

 　１愛知県立大学看護学部，２愛知県心身障害者コロニー中央病院
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352　40代半ばで初めて父親となった育児参加のプロセス　－高齢化する父親に対する子育て支援－
 ○津間　文子１，橋本　和子１，木下　八重子１，田村　美子１

 　１福山平成大学看護学部看護学科

353　血友病患者の母親のニーズと支援の必要性
 ○藤井　宝恵１，大河　友美２，金藤　亜希子１，宮腰　由紀子１

 　１広島大学大学院医歯薬保健学研究院，２広島大学大学院医歯薬保健学研究科

示説会場１　14：00～14：50

在宅看護・地域看護・健康増進・予防看護

354　在宅療養者とその家族のペットに対する意識と心理的効果に関する研究
 ○掛川　静代１，猪下　光２

 　１兵庫大学健康科学部看護学科，２岡山大学大学院保健学研究科看護学分野

355　日中独居高齢者の終末期における多職種連携時の看護師の役割
 ○佐藤　幸１，平木　尚美２

 　１くろかわ訪問看護ステーション，２宮城大学

356　療養者・家族の力を活かす医療処置の習得への支援
 ○王　麗華１，平山　香代子２，太田　浩子３，木内　妙子３

 　１国際医療福祉大学，２東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科，３東京工科大学

357　在宅緩和ケアに「電子連絡ノート」が果たした役割　－療養者の安心感とケアスタッフのチーム力向上－
 ○錦織　広江１，内海　桃絵１，長澤　瑠海１，笹山　哲１，出木谷　寛２，野本　愼一１

 　１京都大学医学部人間健康科学科，２出来谷医院

358　在宅ケアにおける介護支援専門員の課題
 ○西村　千年１

 　１森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科

359　中学生の性交渉開始意図　－若年妊娠予防教育プログラム開発に向けて－
 ○高橋　佐和子１，伊藤　純子１

 　１聖隷クリストファー大学看護学部

360　地域住民が一人暮らし認知症高齢者を見出し，行政サービスにつなげる様相
 ○松下　由美子１

 　１千里金蘭大学看護学部

361　デイサービスの看護職が行う他施設との連携
 ○深谷　由美１，西片　久美子２

 　１愛知きわみ看護短期大学，２日本赤十字豊田看護大学
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362　山間過疎地域に暮らす超高齢者の元気の構成要因
 ○亀田　昌代１

 　１香川大学大学院医学系研究科看護学専攻

363　新任期保健師に提供した教育プログラムの検討　－テキスト解析ツールを用いて－
 ○田中　小百合１，桝本　妙子２，植村　小夜子３，堀井　節子４，三橋　美和５

 　 １明治国際医療大学看護学部，２元明治国際医療大学看護学部，３滋賀県立大学人間看護学部， 
４京都光華女子大学健康科学部，５京都府立医科大学医学部

364　新任期保健師が体験をもとに考える教育プログラムのあり方　－テキスト解析ツールを用いて－
 ○桝本　妙子１，田中　小百合２，植村　小夜子３，堀井　節子４，三橋　美和５

 　 １元明治国際医療大学看護学部，２明治国際医療大学看護学部，３滋賀県立大学人間看護学部， 
４京都光華女子大学健康科学部，５京都府立医科大学医学部

365　子ども虐待の歴史的経緯の国内外比較
 ○門間　晶子１

 　１名古屋市立大学看護学部

366　Ａ町における発達障害児地域支援システムの課題の検討
 ○入江　安子１

 　１奈良県立医科大学医学部看護学科

367　地域在住高齢者の転倒発生と下肢筋力および身体バランスとの関連
 ○江藤　真紀１，松元　悦子１

 　１宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科

368　Ａ地区における AED設置調査
 ○政時　和美１，松井　聡子１，村田　節子１，中井　裕子１

 　１福岡県立大学看護学部

369　児童・生徒期の生活習慣病に関する保健学習と大学生の現在の生活習慣との関連
 ○高尾　憲司１，園田　悦代１

 　１京都府立医科大学医学部看護学科

370　喫煙認識　－非喫煙者・過去に喫煙・喫煙者の比較－
 ○谷田　恵美子１，大元　雅代１，齋藤　智江１，木宮　高代１，村岡　江里１

 　１福山平成大学看護学部看護学科

371　睡眠障害と自律神経機能の関連について
 ○井上　美咲１，河西　あゆみ２，坂口　栄美２，岩佐　幸恵３

 　１愛媛大学医学部付属病院，２徳島大学病院，３徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
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372　看護系大学生における漸進的筋弛緩法の生理心理的反応　その２　漸進的筋弛緩法練習終了後の評価
 ○山田　智恵１，坂　恒彦１，盛田　麻己子１，西村　淳子１，倉田　亮子１，佐藤　ゆかり１，中村　小百合１

 　１藤田保健衛生大学医療科学部看護学科

373　動物介在活動がもたらす心理的効果
 ○ 中村　友里子１，西木　綾香２，山中　道代３，晋川　久美５，渡辺　陽子３，原田　俊英４，保永　高範５， 

石崎　文子６

 　 １尾道総合病院，２社会医療法人里仁会興生総合病院，３県立広島大学保健福祉学部看護学科， 
４県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，５NPO法人アニマルセラピー協会，６広島都市学園大学

374　動物介在活動の継続的な実施による長期的効果
 ○ 西木　綾香１，中村　友里子２，山中　道代３，晋川　久美５，原田　俊英４，渡辺　陽子３，保永　高範５， 

石崎　文子６

 　 １社会医療法人里仁会興生総合病院，２尾道総合病院，３県立広島大学保健福祉学部看護学科， 
４県立広島大学保健福祉学部理学療法学科，５NPO法人アニマルセラピー協会，６広島都市学園大学

375　看護系大学生における漸進的筋弛緩法の生理心理的反応　その１　漸進的筋弛緩法練習中の評価
 ○坂　恒彦１，山田　智恵１，盛田　麻己子１，西村　淳子１，倉田　亮子１，佐藤　ゆかり１，中村　小百合１

 　１藤田保健衛生大学医療科学部看護学科

376　保健医療分野におけるコントロール願望の概念分析
 ○山田　晃子１

 　１奈良県立医科大学医学部看護学科

377　保健学研究科－看護部連携による看護職のための健康生成の取り組みの効果
 ○柳　奈津子１，桐山　勝枝１，岩永　喜久子１，小板橋　喜久代２，荻原　京子３，塚越　聖子３，佐藤　未和３

 　１群馬大学大学院保健学研究科，２京都橘大学，３群馬大学医学部附属病院看護部

378　「住民参画型健康支援モデル」の開発と有効性の検討　－「模合」を活用した場づくりを通して－
 ○大城　凌子１，永田　美和子１

 　１名桜大学人間健康学部看護学科

示説会場２　11：00～11：50

精神看護

379　メンタルヘルス不調によって休職した看護師への復職支援
 ○一ノ山　隆司１，松浦　純平１，大津　聡美２，遠藤　加奈子３

 　１近大姫路大学看護学部，２平塚市民病院，３国際医療福祉大学保健医療学部

380　光トポグラフィー検査を受ける患者の検査前の思い
 ○南　光代１，大江　真人１，長山　豊２，田中　浩二２，大塚　亜寿香１

 　１金沢医科大学病院，２金沢医科大学看護学部
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381　光トポグラフィー検査を受ける患者の検査後の思い
 ○大塚　亜寿香１，大江　真人１，長山　豊２，田中　浩二２，南　光代１

 　１金沢医科大学病院，２金沢医科大学看護学部

382　看護職の達成動機と自尊感情ならびに自己効力感の関連　－精神科看護職と一般科看護職との比較－
 ○多田羅　光美１，國方　弘子２

 　１香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科，２香川県立保健医療大学保健医療学研究科

383　精神科病棟での作業療法における連携に向けた看護師と作業療法士の協働によるアクションリサーチ
 ○鷹合　洋一１，大江　真人１，田中　浩二２，長山　豊２

 　１金沢医科大学病院，２金沢医科大学看護学部

384　精神障がい者の地域生活の継続に関連する要因についての文献検討
 ○藤森　由子１

 　１徳島文理大学保健福祉学部看護学科

385　地域で暮らす精神障害者の自己効力感の特徴とリカバリーとの関連
 ○藤本　裕二１，藤野　裕子２，益田　和利３，樋口　裕也３，楠葉　洋子４

 　 １佐賀大学医学部看護学科，２長崎県立大学看護栄養学部看護学科，３国立病院機構肥前精神医療センター， 
４長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

386　看護師の自尊心と自動思考ならびに気分に関する検討
 ○江口　実希１，小谷　育代３，國方　弘子２

 　１四国大学看護学部，２香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科，３香川県立中央病院

387　精神科に勤務する看護師のリカバリー志向性と知識及び経験との関連
 ○樋口　裕也１，藤野　裕子２，藤本　裕二３，楠葉　洋子４

 　 １独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター，２長崎県立大学看護栄養学看護学科， 
３佐賀大学医学部看護学科，４長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

388　保護室での患者のイライラの原因を知る　－患者の訴えに対する私達の思いと取り組みを考える－
 ○櫻澤　真利子１，岡崎　啓子１，佐々木　愛１

 　１医療法人社団欣助会吉祥寺病院

389　精神疾患患者に対する睡眠援助についての文献検討
 ○西山　忠博１

 　１神戸市看護大学

390　精神疾患を有する患者へのターミナルケアの現状と課題　－看護師へのインタビューを通して－
 ○小林　純子１，林　和枝２

 　１医療法人成精会刈谷病院，２中部大学生命健康科学部保健看護学科



日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 3　 2014 59

一般演題・示説    

391　不登校になるまでの当事者の状況に関する研究の動向と課題
 ○柴　裕子１，宮良　淳子１

 　１中京学院大学看護学部看護学科

392　精神障がい者が地域生活を維持するための取り組みに関する文献検討
 ○海老澤　睦１

 　１北里大学看護学部

393　男女別にみた大学教員の精神的健康に影響を及ぼす要因
 ○片岡　三佳１，小澤　和弘２，奥田　紀久子１，千葉　進一１，多田　敏子１

 　１徳島大学，２岐阜県立看護大学

394　音楽活動に特化した地域活動支援センターを利用する精神障がい者の心理　－半年間の変化に焦点をあてて－
 ○田中　諭１，林谷　啓美２

 　１医療法人達磨会東加古川病院，２園田学園女子大学人間看護学科

395　精神科病院における摂食 ･嚥下機能改善への試み
 ○石橋　照子１

 　１島根県立大学看護学部看護学科

396　精神科看護師が意図的に用いる触れるケアの実際　－精神科看護師への面接調査を通して－
 ○小濱　大紀１，中田　純司２，鈴木　啓子３

 　１社会医療法人高清会高井病院，２駒木野病院，３名桜大学

397　高校生および大学生のデート DVの現状に関する文献検討
 ○玉木　佑奈１，下地　貴恵２，比嘉　あずさ１，藏根　麗奈１，野原　理沙３，平上　久美子４，鈴木　啓子４

 　 １社会福祉法人仁生社江戸川病院，２医療法人誠磬会千葉中央メディカルセンター， 
３岡山大学病院，４名桜大学

398　精神疾患をもつ方が地域で生活を継続している現状　－沖縄県北部の地域住民へのインタビューから－
 ○比嘉　あずさ１，藏根　麗奈１，玉木　佑奈１，野原　理沙２，下地　貴恵３，平上　久美子４

 　 １社会福祉法人仁生社江戸川病院，２岡山大学病院，３医療法人誠磬会千葉中央メディカルセンター，４名桜大学

399　沖縄県内北部における自殺者とその家族にかかわるソーシャルワーカーの現状に関する研究
 ○下地　貴恵１，比嘉　あずさ２，藏根　麗奈２，玉木　佑奈２，野原　理沙３，平上　久美子４，鈴木　啓子４

 　１医療法人誠磬会千葉中央メディカルセンター，２社会福祉法人仁生社江戸川病院，３岡山大学病院，４名桜大学

400　精神看護実習においてセクシュアル・ハラスメントを受けた女子看護大学生の体験
 ○藏根　麗奈１，野原　理沙２，玉木　佑奈１，比嘉　あずさ１，下地　貴恵３，平上　久美子４，鈴木　啓子４

 　 １社会福祉法人仁生社江戸川病院，２岡山大学病院，３医療法人誠磬会千葉中央メディカルセンター，４名桜大学

401　精神科病院での退院支援における多職種チームの形成過程
 ○笹本　美佐１

 　１日本赤十字広島看護大学
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402　ハンドマッサージがもたらす統合失調症患者の自己表現への影響
 ○鈴木　啓子１，平上　久美子１，鬼頭　和子１

 　１名桜大学人間健康学部看護学科

403　女性アルコール依存症者の回復支援システム構築に向けた課題（第１報）
 ○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

404　看護師のリカバリー志向を評価するための日本語版 RKIの一考察
 ○岡本　亜紀１，谷垣　靜子１

 　１岡山大学大学院保健学研究科看護学分野

示説会場２　13：00～13：50

がん看護・終末期ケア・緩和ケア・その他

405　女性健常者におけるリンパ浮腫用ストッキング着用下での運動による接触圧の変化
 ○野戸　結花１，北島　麻衣子１

 　１弘前大学大学院保健学研究科

406　再発した婦人科がん患者の配偶者の体験に沿った思い
 ○青池　智小都１，横井　真弓１，若島　貴恵１，山越　節子１，繁田　里恵２

 　 １福井大学大学院医学系研究科附属地域医療高度化教育研究センター看護キャリアアップ部門， 
２福井大学医学部看護学科

407　地域で暮らす療養者・家族・遺族のためのがんサロンの意味
 ○豊田　章江１，岡田　麻里１，今井　多樹子１

 　１県立広島大学保健福祉学部看護学科

408　尿路ストーマ造設術を受けた患者の日常生活行動の拡大に向けた援助の検討
 ○久保　江里１，高橋　歌子１

 　１宮崎大学医学部附属病院

409　外来化学療法を受けている進行がん患者の生きる力
 ○長　光代１，一ノ山　隆司２

 　１厚生連滑川病院，２近大姫路大学

410　がん放射線治療のチーム医療における看護の課題　－がん放射線治療にかかわる診療放射線技師調査から－
 ○小林　万里子１，中西　陽子１，二渡　玉江２

 　１群馬県立県民健康科学大学看護学部，２群馬大学大学院保健学研究科

411　婦人科がんリンパ郭清術後の下肢リンパセルフマッサージの効果
 ○蒔田　侑子１，横井　真弓１，石川　智尋１，青池　智小都１，山越　節子１，上澤　悦子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
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412　一般病棟で終末期がん患者の看取りにかかわり困難を経験した若手看護師の学び
 ○坂下　恵美子１

 　１宮崎大学医学部看護学科

413　尿路変更術を受ける患者が術式を決定し日常生活に適応していく過程
 ○村上　詩菜１，寳屋敷　佳奈１，澤田　裕子１

 　１旭川医科大学

414　がん患者が抱く不確かさに関する国内看護研究の動向
 ○坂根　可奈子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

415　初発乳がん患者の乳がん検診に対する心理的状況
 ○若崎　淳子１，掛橋　千賀子２

 　１島根県立大学，２関西福祉大学

416　がん治療に伴う続発性リンパ浮腫に関して看護師が抱える課題と思いの実際
 ○中尾　富士子１，梅木　彰子１，谷口　まり子１

 　１熊本大学大学院生命科学研究部環境社会医学部門看護学講座

417　死を望む発言をする終末期がん患者への介入のきっかけを熟練看護師が見出すプロセス
 ○藤本　麻里香１，山田　隆子２，大浦　まり子２

 　１岡山大学病院，２岡山大学大学院保健学研究科

418　看護師のターミナル患者へのケア態度に関する調査
 ○宮良　淳子１，早川　真奈美１，伊藤　香代２，久米　淳子３

 　１中京学院大学看護学部看護学科，２津島市民病院，３常滑市民病院

419　ターミナルセデーションに関わる総合病院の緩和ケア病棟のベテラン看護師の思い
 ○松本　啓子１，名越　恵美２

 　１川崎医療福祉大学医療福祉学部，２岡山県立大学保健福祉学部

420　自宅での看取り目的で退院した終末期患者に対する病棟看護師の退院支援の現状　－訪問看護師の視点から－
 ○田中　理恵１，赤司　千波２

 　１横浜市立市民病院，２福岡県立大学

421　緩和ケア病棟に勤務する看護師のその人らしさを支える援助の捉え方と援助を行う上での問題と対応
 ○天倉　真弥１，岡光　京子２，貞永　千佳生２

 　１JA尾道総合病院，２県立広島大学保健福祉学部看護学科

422　基礎資格が福祉職のケアマネジャーによるターミナルケアマネジメントの現状と課題
 ○林　裕栄１

 　１埼玉県立大学保健医療福祉学部
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423　国立ハンセン病Ａ療養所における看取り看護の実践と課題
 ○伊波　弘幸１

 　１名桜大学

424　緩和ケア病棟に勤務する看護師の癒しのケアの捉え方と援助を行う上での問題と対処
 ○板村　安記１，岡光　京子２，貞永　千佳生２

 　１県立広島病院，２県立広島大学

425　看取りを経験した訪問看護師の死生観の形成　－印象に残る看取り８事例の分析を通して－
 ○井手岡　愛実１，岡田　麻里１，今井　多樹子１

 　１県立広島大学保健福祉学部看護学科

426　初めて実施した死後の処置時の思いと現在の思いの検討
 ○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

427　アセスメントにおける看護者の思考過程　－インタビュー調査から－
 ○三上　佳澄１，會津　桂子１，西沢　義子１，土屋　涼子２

 　１弘前大学大学院保健学研究科，２弘前大学医学部附属病院

428　転落による解放骨折に至った患者の看護ケアに関する倫理的問題の同定
 ○東　真理１

 　１第二岡本総合病院

429　災害看護におけるグリーフケアの国内文献の検討
 ○小林　祐子１，和田　由紀子１

 　１新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科

430　医療職者を対象とした災害訓練の効果の計測方法に関する文献調査
 ○石田　佳代子１

 　１大分県立看護科学大学

431　フィリピン人看護学生の経済連携協定の認知度，受容度とその関連要因
 ○高橋　美和１

 　１名寄市立大学保健福祉学部看護学科

432　外国人看護師の受入れの実態と課題に関する調査①　質問紙調査
 ○小室　直美１，鈴木　友子２，路　璐１，池崎　澄江１，北池　正１

 　１千葉大学大学院看護学研究科，２千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

433　外国人看護師の受入れの実態と課題に関する調査②　訪問調査
 ○鈴木　友子１，小室　直美２，路　璐２，池崎　澄江２，北池　正２

 　１千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，２千葉大学大学院看護学研究科
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434　戦後の患者教育の教育理念と実践の変遷　－戦後から1980年代を中心に－
 ○二井矢　清香１

 　１広島国際大学看護学部

435　フットマッサージの効果に関する文献検討
 ○鬼頭　和子１，鈴木　啓子１，平上　久美子１

 　１名桜大学人間健康学部看護学科

436　TAE（Thinking At the Edge）の質的看護研究への適用
 ○田村　眞由美１，得丸　智子２

 　１宮崎大学医学部看護学科，２宮崎大学教育文化学部

示説会場２　14：00～14：50

老年看護

437　介護老人保健施設における認知症ケアに対する充実感の感じ方の傾向とテキストマイニングによる分析
 ○小木曽　加奈子１，今井　七重２，安藤　邑惠３

 　１岐阜大学医学部看護学科，２平成医療短期大学，３岐阜医療科学大学

438　中山間地域に暮らす後期高齢者の個人エンパワメントの様相
 ○松谷　ひろみ１，原　祥子２

 　１島根県立大学看護学部看護学科，２島根大学医学部看護学科

439　グループホームにおける転倒予防に向けた環境整備の実態
 ○山本　恵子１，柿山　英津子１，宮腰　由紀子２

 　１九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科，２広島大学大学院保健学研究科

440　女性高齢者の生活満足度に関連する心理社会的要因の検討
 ○讃井　真理１，河野　保子２

 　１広島文化学園大学看護学部，２広島文化学園大学大学院看護学研究科

441　特別養護老人ホームでの看取りの質を高める看護実践能力と影響要因
 ○大村　光代１，山下　香枝子１

 　１聖隷クリストファー大学大学院博士後期課程看護学研究科

442　施設で生活している高齢者の死生の在り様に関する研究
 ○西村　美穂１，大森　美津子１，政岡　敦子１，森河　佑季２

 　１香川大学医学部看護学科，２香川大学大学院医学系研究科修士課程

443　高齢者の午前入浴と午後入浴における体温と疲労の比較
 ○佐野　ひと美１，留畑　寿美江２

 　１山口大学医学部附属病院，２山口大学大学院医学系研究科
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444　安全な自己導尿のための患者教育のあり方
 ○沼田　朋江１，平木　尚美２

 　１公立黒川病院，２宮城大学

445　日本家屋の特徴を取り入れた施設を利用している認知症高齢者Ａさんにおける生活環境の意味づけ
 ○森河　佑季１，大森　美津子２，越智　百枝２，西村　美穂２，菊地　佳代子１，政岡　敦子１

 　１香川大学大学院医学系研究科修士課程，２香川大学看護学科

446　ストーマを造設したＢ氏のボディ・イメージに関連する経験の現象学的記述
 ○政岡　敦子１，大森　美津子１，越智　百枝１，西村　美穂１，菊地　佳代子２，森河　佑季２

 　１香川大学医学部看護学科，２香川大学大学院医学系研究科修士課程

447　在宅高齢者の予防的スキンケアに関する研究　－保湿成分入り入浴剤・ローションの比較－
 ○藤野　由紀子１，東海　奈津子２，道券　夕紀子２，梅村　俊彰２，安田　智美２

 　１国家公務員共済組合連合会東京共済病院看護部，２富山大学大学院医学薬学研究部

448　ブラジルにおける日系永住高齢者の生活満足度と関連要因
 ○落合　美名保１，山田　奈都美１，服部　紀子１，菅野　眞奈１，青木　律子１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学医学部看護学科

449　タクティールケア認定施術者の認知症ケアへの思い　－施術認定前から認定後にかけての変化－
 ○塚本　都子１，中澤　明美２

 　１横浜創英大学看護学部看護学科，２了徳寺大学健康科学部看護学科

450　在宅健常高齢者の入浴前測定指標を用いた入浴中循環変動の予測
 ○奥田　泰子１，棚㟢　由紀子２

 　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

451　リハビリ期にある高齢脳卒中患者の生きることへの困難感と主観的幸福感に関する研究
 ○瀬山　尚子１，牧野　真弓１，竹内　登美子１，新鞍　真理子１，青木　頼子１

 　１富山大学大学院医学薬学教育部

452　根治的前立腺全摘除術後の患者が排尿障害の改善を実感するまでの経験
 ○川口　寛介１，竹内　登美子２，新鞍　真理子２，青木　頼子２，牧野　真弓２

 　１富山大学大学院医学薬学教育部老年看護学，２富山大学大学院医学薬学研究部老年看護学

453　診断時期の認知症高齢者が語った自己のあり様
 ○菊地　佳代子１，大森　美津子２，政岡　敦子２，森河　佑季１

 　１香川大学大学院医学系研究科看護学，２香川大学医学部看護学科

454　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－（２）
 ○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
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455　認知症の高齢女性の夜間の排泄ケアと睡眠への効果
 ○溝口　晶子１，佐藤　和子２，宇都宮　里美３

 　１吉用学園看護学科，２元大分大学医学部看護学科，３杵築市立山香病院

456　日常生活行動を「選択する」時の前頭葉血流の変動
 ○山中　道代１，内田　麻美２，宮腰　由紀子３

 　１県立広島大学保健福祉学部看護学科，２社会医療法人近森会近森病院，３広島大学大学院医歯薬保健学研究院

457　後期高齢男性の主観的幸福感と生き方との関連　－質問紙による縦断調査から－
 ○青木　律子１，服部　紀子１，叶谷　由佳１

 　１横浜市立大学医学部看護学科

458　一人暮らしの軽度認知症高齢者が語る生活の工夫と適応
 ○田代　和子１，根岸　貴子１

 　１淑徳大学看護栄養学部看護学科

459　実習における認知症高齢者との関係性構築のプロセス
 ○根岸　貴子１，田代　和子２

 　１了徳寺大学健康科学部看護学科，２淑徳大学看護栄養学部看護学科

460　人工膝関節置換術後高齢者の日常生活の工夫点とQOLの関係
 ○倉田　亮子１

 　１藤田保健衛生大学医療科学部看護学科

461　東日本大震災における仮設型グループホームの現状と課題　－管理者へのインタビュー内容の考察－
 ○南部　登志江１，平木　尚美２，菊本　由里１

 　１畿央大学健康科学部看護医療学科，２宮城大学看護学部

462　重度認知症高齢者と家族の意思疎通について　－コミュニケーションと対応に焦点を当てて－
 ○上西　洋子１

 　１森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科

463　地域高齢者の転倒恐怖感・不安の特徴及び転倒予防の工夫
 ○石原　由貴１，段　亜梅２，岩坂　信子２

 　１医療法人社団旭川圭泉会病院，２名寄市立大学保健福祉学部

464　急性期病院において退院支援を必要とする患者や家族の実態
 ○髙橋　まゆみ１，新鞍　真理子２，竹内　登美子２，青木　頼子２，牧野　真弓２

 　１富山大学大学院医学薬学教育部老年看護学，２富山大学院医学薬学研究部老年看護学

465　介護施設で使用可能な認知症高齢者の行動・心理症状（BPSD）のケア指針の開発
 ○渕田　英津子１

 　１名古屋市立大学看護学部




