
18 日本看護研究学会雑誌 Vol. 35　No. 3　 2012

一般演題・口演    

● ７月７日（土） ●

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41 壁の色の違いによるストレス緩和効果
○ 熊上　敬子（愛媛大学医学部附属病院）
　乗松　貞子（愛媛大学医学系研究科看護学専攻）



22 日本看護研究学会雑誌 Vol. 35　No. 3　 2012

一般演題・口演    

42 テーブルクロスの色が糖分・塩分の感じ方に及ぼす影響　－男子学生の場合－
○ 本多真知子（社会医療法人財団石心会狭山病院）
　一色　相佳（北海道大学病院）
　北嶋　結　横田ひろみ　工藤せい子（弘前大学大学院保健学研究科）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 外来化学療法に移行する進行がん患者の意思決定に影響する看護支援の分析
○ 北得美佐子（大阪市立大学大学院看護学研究科前期博士課程）
　石井　京子（大阪市立大学大学院看護学研究科）



日本看護研究学会雑誌 Vol. 35　No. 3　 2012 23

一般演題・口演    

53 乳房温存手術後，放射線療法による放射線皮膚炎を発症した患者への看護実践に関する調査
○ 野中　雅人（旭川医科大学病院）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


