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● ７月８日（日） ●

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

123 食事の介護における主介護者の身体的負担感及び恐怖　－摂食・嚥下障害の症状との関係－
○ 川辺　千秋　吉井　忍（富山大学附属病院）
　東海奈津子　道券夕紀子　梅村　俊彰　安田　智美　寺西　敬子
 （富山大学大学院医学薬学研究部）
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124 要介護高齢者を夜間介護する家族における非介護日の効果　－睡眠と疲労感に焦点をあてて－
○ 高橋　智哉（北海道大学病院）
　寺島　陽香（旭川医科大学病院）
　濱本　早希（虎の門病院）
　大西路津子（JR札幌病院）
　大内　潤子　林　裕子（北海道大学大学院保健科学研究院）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


