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● ７月７日（土） ●

第７会場　第１群　看護教育（１）　11：00～11：50

149 精神科外来の診察を見学した看護学生の学び　－２回見学したことの学びに着目して－
○ 千葉　進一　片岡　三佳　奥田紀久子　松下　恭子　藤井智恵子　岡久　玲子　宮崎久美子　 
多田　敏子（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部メンタルヘルス支援学分野）

150 看護学生が実習指導者の言動から学んだこと
○ 近藤　裕子　白木　智子　山田　智子　磯村　由美（広島国際大学看護学部看護学科）

151 医療系大学生の加齢に関する知識と認知症高齢者に対する認識との関連
○ 久木原博子　内山　久美（純真学園大学保健医療学部看護学科）
　安藤　満代（聖マリア学院大学看護学部）
　藤田　美貴（佐賀大学大学院医学系研究科）

152 女子看護学生の臨地実習体験と死生観
○ 内山　久美　久木原博子（純真学園大学保健医療学部看護学科）
　川本起久子（九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科）
　蔵本　文乃（東海大学医療技術短期大学看護学科）

153 ツール・ド・おきなわバリアフリーコースにボランティアとして参加した看護学生の障害理解　第１報
○ 松下　聖子　平上久美子　鈴木　啓子（名桜大学人間健康学部看護学科）

154 ツール・ド・おきなわバリアフリーコースにボランティアとして参加した看護学生の障害理解　第２報
○ 平上久美子　松下　聖子　鈴木　啓子（名桜大学人間健康学部看護学科）

第７会場　第２群　看護教育（２）　11：00～11：50

155 看護大学生が捉えた身近な人々からケアされた経験に関する研究
○ 坂梨　左織　松岡　緑　太田　里枝　柴田　裕子　鐵井　千嘉（福岡女学院看護大学）

156 生命倫理受講後の“いのちの尊さ”と“患者のQOL”についての学習関心度
○ 川本起久子　柴田　恵子（九州看護福祉大学看護学科）
　岩瀬　裕子（熊本保健科学大学看護学科）

157 精神科への抵抗感の強い学生の精神看護実習における学びの経験
○ 鈴木　啓子　平上久美子　伊礼　優（名桜大学人間健康学部看護学科）

158 助産所実習における実習記録からみた助産学生の学び
○ 篠原ひとみ　吉田　倫子　成田　好美（秋田大学大学院医学系研究科）

159 看護基礎教育課程修了時における看護技能到達度調査
○ 内海　桃絵　任　和子　谷口　初美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
　内藤知佐子　山田美恵子（京都大学医学部附属病院）

第７会場　第３群　看護教育（３）　11：00～11：50

160 新人看護職員研修における看護倫理教育に関する問題点の把握　－東海５県のアンケート調査より－
○ 伊藤　千晴　山田　聡子（中部大学生命健康科学部保健看護学科）
　太田　勝正（名古屋大学医学部保健学科）
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161 新任保健師の専門職としての成長について　－振り返りの面接調査から－
○ 宮城瑛利奈（沖縄県中部福祉保健所）
　宇座美代子　小笹　美子　當山　裕子（琉球大学医学部保健学科）

162 学士課程卒後３年までの看護職におけるストレス反応に影響する要因の検討
○ 眞鍋えみ子　小松　光代　植松　紗代　和泉　美枝　大久保友香子　杉原百合子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

163 A大学における一人前看護師育成プロジェクトの評価　－看護の統合と実践受講有無による比較－
○ 大久保友香子　小松　光代　光木　幸子　植松　紗代　和泉　美枝　杉原百合子　眞鍋えみ子　
岡山　寧子（京都府立医科大学）

164 客観的臨床能力試験の実施と評価　－クリニカルラダーの各レベルからみた評価－
○ 平松美奈子　中嶌真知子　大川　智美　大澤　智美　橋元　春美
 （京都府立医科大学附属病院看護部）
　倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学看護実践キャリアセンター）

第７会場　第４群　看護管理（１）　11：00～11：50

165 学士課程２年生における危険予知の傾向と特徴　－小児看護場面設定を用いた評価－
○内山かおる（桐生大学）
　上星　浩子（群馬パース大学）

166 地方都市の病院に就職した新人看護師の就職後３ケ月の職業選択の認識と職場適応の状況に関する研究
○ 坂田　五月（聖隷クリストファー大学）

167 多重課題シミュレーション研修４ケ月後の評価
○ 若山　正代　目野　千束（医療法人社団喜峰会東海記念病院）
　伊藤　千晴（中部大学生命健康科学部保健看護学科）

168 A病院看護職員の臨床能力に影響する要因　－臨床能力と自己研鑽，ストレス対処行動・能力に着目して－
○ 和泉　美枝　小松　光代　植松　紗代　神澤　暁子　西村布佐子　大澤　智美　中村　尚美　
倉ヶ市絵美佳　橋元　春美　眞鍋えみ子（京都府立医科大学）

第７会場　第５群　感染看護（１）　11：00～11：50

169 電子レンジによる清拭タオルの加温と殺菌効果
○ 山本　恭子（園田学園女子大学）
　田尾瑠利子（公立学校共済組合近畿中央病院）

170 HIV陽性患者の療養場所移行の困難　－エイズ治療ブロック拠点病院の職員への聞き取り調査より－
○ 九津見雅美（千里金蘭大学看護学部）

171 中学生に対する手指衛生教育効果の検証
○ 伊丹古都絵　安達　耐子　中田　涼子　林　由佳　中尾　美幸　千田　好子
 （山陽学園大学看護学部看護学科）

172 医療型介護施設における創傷ケアに関する看護職と介護職との連携
○ 林　由佳　千田　好子（山陽学園大学看護学部看護学科）
　齋藤　信也（岡山大学大学院保健学研究科）

173 感染管理認定看護師が認識する感染管理の専門的実践への影響
○ 休波　茂子（亀田医療大学）
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174 経管栄養に関連したノンクリティカル器材の衛生管理についての実態調査
○ 三善　郁代　篠田かおる　高橋　知子　土井まつ子（愛知医科大学看護学部）

第７会場　第６群　急性期看護　11：00～11：50

175 救急看護認定看護師の救命救急対応における看護実践能力の明確化
○ 森島千都子（香川大学医学部附属病院）
　當目　雅代（香川大学医学部看護学科）

176 開腹術後患者の排便セルフケアに関する研究（第１報）　－胃切除術後患者の排便促進行動と排便状態－
○ 高坂　梓　山崎　章恵（長野県看護大学看護学部）

177 開腹術後患者の排便セルフケアに関する研究（第２報）
○ 山崎　章恵　高坂　梓（長野県看護大学）

178 術後早期離床に対する説明前後の患者不安変化と看護介入
○ 金谷　奈美（国立循環器病研究センター）
　上野　和美　片岡　健（広島大学大学院保健学研究科）

179 「待機手術患者用心配事アセスメントツール」の開発と信頼性・妥当性の検討
○ 小笠　美春　當目　雅代（香川大学医学部看護学科）

第７会場　第７群　家族看護　11：00～11：50

180 手術中に待機している患者家族の不安と看護師の役割
○ 西岡　美香（広島記念病院）
　上野　和美　片岡　健（広島大学大学院保健学研究科）

181 胃瘻造設において意志決定代行を行った家族の決定プロセス
○ 中野みさと　斎藤　淳子　宮本　昌子（知多厚生病院）
　山口　桂子（愛知県立大学）

182 祖父母－孫関係の視点を踏まえた高齢者介護にかかわる孫に対する文献検討
○ 此島　由紀（藤田保健衛生大学医療科学部看護学科）
　泊　祐子（大阪医科大学看護学部）

183 語りにみる悪性脳腫瘍患者の家族がコミュニケーションの歪みを修復させるプロセスの検討
○ 野中麻衣子　瀬山　留加　藤野　彰子（東京慈恵会医科大学看護学科）

第７会場　第８群　看護教育（４）　14：00～14：50

184 看護短大生の初回基礎看護実習時のストレス
○ 中島　正世　金子　直美　澤田　和美　市川　茂子　吉川奈緒美　鈴木　恵
 （横浜創英短期大学看護学科）

185 看護学生の自己教育力と相談相手との関連
○ 遠藤　恭子　米澤　弘恵　石綿　啓子　鈴木　明美（獨協医科大学看護学部）
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186 成人看護学急性期実習における看護学生の心理的ストレス反応とコーピング
○ 奥　百合子（城西国際大学看護学部）
　棚橋千弥子　柴田由美子　河合　正成　福澤　大樹（岐阜医療科学大学）
　武井　泰（順天堂大学保健看護学部）
　長屋　江見（三重県立看護大学看護学研究科修士課程）
　小池　敦（三重県立看護大学）

187 看護大学生の生活・実習体験と社会的スキルの関連
○ 鉢呂　美幸　武田かおり（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

188 看護学生の日常生活スキルと Sense of Coherenceとの関連
○ 高橋ゆかり　古市　清美（上武大学看護学部看護学科）
　本江　朝美（人間総合科学大学保健医療学部看護学科）

189 看護学生の自己肯定感および文化的自己観と Sense of Coherenceとの関連
○ 古市　清美　高橋ゆかり（上武大学看護学部）
　本江　朝美（人間総合科学大学保健医療学部看護学科）

第７会場　第９群　看護教育（５）　14：00～14：50

190 解剖見学実習の教育効果　－解剖見学実習後のレポート分析から－
○ 森　洋子　七里　佳代（東邦大学佐倉看護専門学校）

191 人体解剖見学実習における看護学生の学びと教員からの要望
○ 井之口文月　松田　和郎　相見　良成　宇田川　潤　工藤　基（滋賀医科大学解剖学講座）
　曽我　浩美　吉川　治子　森川　茂廣（滋賀医科大学基礎看護学講座）

192 ボランティア活動に参加した学生の教育効果
○ 田村　美子　木下八重子　木宮　高代　森田なつ子（福山平成大学看護学部）

193 避難所疑似体験演習の教育的効果の一考察　－救援コース履修者と一般学生の比較－
○ 百田　武司　中信利恵子（日本赤十字広島看護大学）

194 リフレクティブジャーナルを用いた看護学生の《自己への気づき》を導く思考の特徴
○ 松永麻起子　鶴田　明美　山田みゆき（熊本大学大学院保健学教育部）
　前田ひとみ　南家貴美代（熊本大学大学院生命科学研究部）

195 日本人とフィリピン人看護師の職業的アイデンティティの比較
○ 高橋　美和（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

第７会場　第10群　看護教育（６）　14：00～14：50

196 老年看護学実習で学生が取り組んだ患者教育の成果－ THA後の高齢者に川柳・標語を用いて
○ 白木　智子　磯村　由美　山田　智子　近藤　裕子（広島国際大学看護学部看護学科）

197 生活の視点を育てる教育の試み　－新聞記事を用いたグループワーク－
○ 鈴木　和代　若村　智子（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

198 e-learningを用いた学生の看護技術自己評価と静止画教材の検討
○ 道面千恵子　大池美也子　長家　智子　原田　博子（九州大学医学研究院保健学部門）

199 手指衛生における細菌培養を取り入れた演習の教育効果
○ 安杖　優子　會津　桂子　横田ひろみ　工藤せい子　西沢　義子　佐藤真由美　小倉能理子
 （弘前大学大学院保健学研究科）
　小林　朱実　増田　育子（弘前大学医学部附属病院）
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200 iPadを用いた看護技術電子書籍の満足度の評価
○ 古田　雅俊　中村　恵子　蛭子　真澄　中島　千里　早川真奈美　上野千代子
 （中京学院大学看護学部）

201 成人慢性期の講義と看護過程演習を連動させたアセスメント能力向上への検討
○ 武田かおり　南山　祥子　村上　正和　小野　善昭　舟根妃都美
 （名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

第７会場　第11群　看護管理（２）　14：00～14：50

202 「特殊用語」を用いた記載が，記録に要する時間に及ぼす影響
○ 土田紫帆里　辻　貴子　山下みゆき　今野　香代　梶尾　智子　島本　順子　樋口　美紀　 
東　香代子（NTT西日本大阪病院）

　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））
203 臨床看護師の看護記録の現状と認識に関する実態調査

○ 鈴木　亜季（独立行政法人国立病院機構東埼玉病院）
　石光芙美子（目白大学看護学部看護学科）

204 医療機関における患者の“様”呼称に関する文献的考察
○ 今留　忍　柳橋　正智　谷岸　悦子　佐藤　智子　津田美智子　上田由喜子
 （杏林大学保健学部看護学科）

205 看護師の人格特性と，所属部署内チームワークに関する認識の関連
○ 濱口　愛　筒井　春奈　榎本由紀子（新宮市立医療センター）
　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

206 病院の組織的取り組みが看護職の組織コミットメントと離職意図に及ぼす影響
○ 飯野　祥之（九州大学大学院医学系学府保健学専攻）
　中尾　久子（九州大学大学院医学研究院保健学部門）
　古野　貴臣（九州大学病院）

207 精神科領域における看護師への処方権付与に関する医師・薬剤師の意識調査
○ 辻脇　邦彦　松下　年子（埼玉医科大学大学院看護学研究科）

第７会場　第12群　看護技術（１）　14：00～14：50

208 連続的な香り刺激が順応や慣れに及ぼす影響
○ 西山　江里　乗松　貞子（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

209 看護師の表情の違いが唾液アミラーゼ活性値に及ぼす影響
○ 松本　睦子　俵　由美子　濱井　和子　齋藤　愛　島谷　智彦（広島国際大学看護学部）

210 看護師の表情の違いによる循環動態への影響について
○ 俵　由美子　松本　睦子　濱井　和子　齋藤　愛　島谷　智彦（広島国際大学看護学部）

211 病室の光環境（照度）と統合失調症患者の睡眠活動状況の関連性　－慢性期閉鎖病棟における検証－
○ 西山　忠博（仁明会病院）
　武内　玲　若村　智子（京都大学大学院医学研究科人間健康科学専攻）

212 触覚刺激に対する前頭葉酸素交換機能検査の試み
○ 本江　朝美　杉山　洋介（人間総合科学大学保健医療学部）
　高橋ゆかり（上武大学看護学部）
　田中　晶子（昭和大学保健医療学部）
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213 処方箋確認前と確認中の認識と眼球運動の関連
○ 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）

第７会場　第13群　地域看護（１）　14：00～14：50

214 訪問看護サービスにおける24時間の電話対応と緊急時対応の実態
○ 森田　祐代（公立大学法人山梨県立大学看護学部）

215 退院調整部門への多様化する医療相談ニーズの背景と地域連携における対応のあり方
○ 善生まり子（埼玉県立大学）

216 病棟看護師が退院調整を行う上での困難と推進していくために必要なこと
○ 光本かおり　岡　　薫　福永たか子（京都府立医科大学附属病院地域医療連携室）
　岩脇　陽子（京都府立医科大学医学部看護学科）
　小城智圭子　今村　浪子（京都府立医科大学附属病院看護部）

217 病棟看護師に必要な退院調整の知識とスキル
○ 福永たか子　光本かおり　岡　　薫（京都府立医科大学附属病院地域医療連携室）
　岩脇　陽子（京都府立医科大学医学部看護学科）
　小城智圭子　今村　浪子（京都府立医科大学附属病院看護部）

218 修正版在宅療養移行時アセスメントシートからみえた「継続が必要な課題」
○ 樋口キエ子　小竹久実子　新山　裕恵　大園　康文（順天堂大学医療看護学部）
　高橋フミエ（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）

219 終末期がん患者の在宅療養に向けたチーム医療支援システムの構築
○ 大川　明子　安藤　詳子（名古屋大学大学院医学系研究科）
　梅田　徳男（北里大学大学院医療系研究科／医療衛生学部）
　高畑　正子（中京学院大学看護学部）
　澤井　美穂（公立学校共済組合東海中央病院）

第７会場　第14群　精神看護（１）　14：00～14：50

220 精神科看護介入時における患者－看護師間の互いの認識とその背景にある思い
○ 小西　奈美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

221 医療観察法病棟で薬物関連障害問題をもつ対象者に関わる看護師の変化のプロセス
○ 森　千鶴（筑波大学）
　大迫　充江（国立精神・神経医療研究センター病院）

222 医療観察法における内省プログラム「被害者について考える時間」の効果
○ 茂手木　彩　石崎　有希　菅原　裕美（国立病院機構下総精神医療センター）
　田中　留伊（東京医療保健大学東が丘看護学部）

223 医療観察法病棟における家族心理教育の試みと実践の評価
○ 石崎　有希　菅原　裕美　茂手木　彩（国立病院機構下総精神医療センター）

224 医療観察法の社会復帰に向けたニーズの検討
○ 菅原　裕美　石崎　有希　茂手木　彩（国立病院機構下総精神医療センター）
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第７会場　第15群　看護教育（７）　15：00～15：50

225 輸液ポンプのトラブルシューティング時における学士課程４年生の思考過程　－臨床看護師の対応を見て－
○ 占部　美恵　光木　幸子　毛利　貴子　眞鍋えみ子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

226 成人と老年のリハビリテーション看護の講義後に学生がとらえたリハビリテーションにおける看護師の役割
○ 岡田　初恵　福武まゆみ（川崎医療短期大学看護科）
　平上久美子（名桜大学人間健康学部看護学科）

227 看護学生による臨地実習指導者の役割に対する評価
○ 新井　祐恵　冨澤　理恵　九津見雅美（千里金蘭大学看護学部）
　金田みどり（財団法人住友病院）

228 学士課程４年生における感染予防に関する看護技術経験到達度と OSCEの自己評価の関連
○ 山縣　恵美　橋本　顕子　高尾　憲司　佐伯　良子　山本　容子　杉原百合子　滝下　幸栄　 
笹川　寿美　光木　幸子　岡山　寧子　眞鍋えみ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

229 看護職キャリアシステム構築プラン事業による看護基礎教育と臨床との教育連携
○ 岡山　寧子　眞鍋えみ子（京都府立医科大学医学部看護学科）
　神澤　暁子　倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学看護実践キャリア開発センター）
　橋元　春美（京都府立医科大学附属病院看護部）

第７会場　第16群　看護教育（８）　15：00～15：50

230 専門看護師・認定看護師・認定看護管理者の仕事の満足度と思考特性や参画力との関係
○ 吾郷美奈恵　石橋　照子　梶谷みゆき　三島三代子（島根県立大学短期大学部）

231 ICU看護師のリーダーシップを育成するために必要なこと
○ 山口起代美（福山市市民病院）
　藤田　倫子（福山平成大学大学院看護学研究科）
　名越　恵美（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

232 ファーストレベル研修修了者のキャリアにおける悩みと研修効果　－半日のキャリアアップ講座を実施して－
○ 横山　恵子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
　長谷川真美（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）

233 教育的役割を担う看護師の考える教育力の特徴
○ 大河原知嘉子　西村　礼子　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）

234 後輩育成に携わる人材育成の試み　－教育インストラクター研修の効果と課題－
○ 倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学看護実践キャリア開発センター）
　曽我　典子　中嶌真知子　橋元　春美（京都府立医科大学附属病院）
　笹川　寿美　山本　容子（京都府立医科大学医学部看護学科）

235 「復帰支援トレーナー育成事業」におけるキャリア構築支援効果の検討
○ 小林　千世（信州大学医学部保健学科）
　塩原　真弓（信州大学医学部附属病院）
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第７会場　第17群　看護教育（９）　15：00～15：50

236 学士課程４年生の「倫理的実践」の学習状況　－リフレクションシートの記載内容から－
○ 光木　幸子　毛利　貴子　占部　美恵　眞鍋えみ子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

237 臨地実習体験後のリフレクションと批判的思考態度の関連
○ 上田伊佐子（徳島大学大学院保健科学教育部）
　川西千恵美（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）

238 看護学教育における初学習者の自己学習力の志向性の検討
○ 西薗　貞子　原　明子　松尾　淳子　道重　文子（大阪医科大学）

239 領域別実習前 OSCEの評価からみた学士課程３年生の看護実践能力の現状
○ 笹川　寿美　山縣　恵美　光木　幸子　高尾　憲司　毛利　貴子　占部　美恵　佐伯　良子　 
室田　昌子（京都府立医科大学医学部看護学科）

240 クリティカルケア看護実習における学生の学び
○ 五木田和枝　山田　美穂（横浜市立大学医学部看護学科）

241 高校生及び看護学生の死生観の比較
○ 岩永　和代　浦　綾子　奥園　夏美　石橋　曜子　松永　明子　大城　知子　緒方久美子　 
高橋　博美（福岡大学医学部看護学科）

第７会場　第18群　看護技術（２）　15：00～15：50

242 Miyajima式腹部圧迫法の便秘者の安全性評価　－臨床適応範囲の拡大－
○ 宮島多映子（奈良県立医科大学医学部看護学科）

243 自律神経活動の視点からみた30度側臥位と90度側臥位の評価
○ 田中佐知子　鈴木　和代（京都大学医学部人間健康科学科）

244 心地よさを目的としたハンドマッサージの方法の検討
○ 岡本佐智子（日本保健医療大学）
　渋谷えり子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
　江守　陽子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

245 成人男性および高齢男性における背部マッサージの身体的・心理的効果
○ 藤田　佳子（日本保健医療大学）
　河野　保子（広島文化学園大学）

246 潤滑剤使用の有無によるハンドマッサージの心地よさ
○ 渋谷えり子（埼玉県立大学）
　岡本佐智子（日本保健医療大学）

247 温湯洗髪とドライシャンプーによる頭皮皮表の汚染除去効果に関する細菌学的評価
○ 永松いずみ　篠原　真未　荒川　満枝　原田　千鶴（大分大学医学部看護学科）

第７会場　第19群　精神看護（２）　15：00～15：50

248 児童思春期精神科医療における母子の服薬アドヒアランスの関連と影響要因に関する予備的研究
○ 永江　誠治　花田　裕子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻）
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249 児童精神科外来を受診した子どもの母親が体験した困難さの検討
○ 花田　裕子　永江　誠治（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　澤井　詩織（長崎大学病院）
　辻　かほる（駒木野病院）
　瀧本　美加（麻布飯塚病院）

250 精神科初回入院患者の家族支援に関する動向と課題
○ 植木　健康（精神医学研究所附属東京武蔵野病院）
　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）
　川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

251 精神科領域における特定看護師（仮称）の業務範囲に関する意識調査
○ 荒木とも子　松下　年子　丸山　昭子（埼玉医科大学大学院）

252 精神科リエゾンチームにおける看護師の役割
○ 桐山啓一郎（特定非営利活動法人地域精神医療ネットワーク）

第７会場　第20群　慢性期看護　15：00～15：50

253 人工股関節手術患者の身体活動量とQOLに関する研究　－術前と術後６ケ月の比較－
○ 明時由理子　藤田　君支　田渕　康子（佐賀大学医学部看護学科）

254 脳卒中患者のベッド・車椅子間における移乗時「見守り解除」指標の評価
○ 高柳　智子（新潟県立看護大学看護学部看護学科）
　泉　キヨ子（帝京科学大学医療科学部看護学科設立準備室）

255 血液透析患者の食事管理行動における望ましい態度の特徴　－感情と認知に焦点を当てて－
○ 恩幣　宏美　岡　美智代　越井英美子（群馬大学大学院保健学研究科）
　岡部　紋子（群馬大学医学部附属病院）

256 糖尿病患者の家族支援に対する思い
○ 岩崎　淳子（平成医療短期大学看護学科）
　足立　久子（岐阜大学看護学科）

257 褥瘡のアセスメントに関する研究の動向
○ 高田　直子（帝京大学医療技術学部看護学科）
　新井　龍（昭和大学）

258 妊娠・出産を契機に SLEを発症したと思われる女性の語り
○ 前田　祥子　鹿村眞理子　水田真由美　岩根　直美（和歌山県立医科大学保健看護学部）

第７会場　第21群　地域看護（２）　15：00～15：50

259 訪問看護ステーションの管理者が気をつけていること
○ 矢野　章永　西　留美子　野崎百合子（共立女子短期大学看護学科）

260 在宅看護教育における学内演習の学習効果に関する文献検討　－2006年から2010年までの文献の分析－
○ 王　麗華　木内　妙子　太田　浩子　寺本　正恵（東京工科大学医療保健学部看護学科）

261 地域看護学実習における同行家庭訪問の一考察　－保健センターと地域包括支援センターに焦点をあてて－
○ 野尻　由香　麻生　保子　望月由紀子　岸　恵美子（帝京大学医療技術学部看護学科）
　吉岡　幸子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
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262 看護学生の目に映る，訪問看護師の在宅看護実践の特徴
○ 山本十三代（星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校）

263 臨地実習におけるモバイルラーニング活用プログラム開発の基礎研究
○ 遠山　寛子　北　素子　吉田　令子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

264 住民インタビューから構築された地域観　－個人別態度構造（PAC）分析からの検討－
○ 北宮　千秋（弘前大学大学院保健学研究科）
　小田桐拓志（弘前大学医学部保健学科）

第７会場　第22群　看護教育（10）　16：00～16：50

265 看護シミュレーションセンターでの学習サポート制度の効果　サポートを受けた下級生への質問紙調査から
○ 吉田　和美　川西　美佐　岡田　淳子　山本　浩子　齋藤　志織
 （日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科）

266 領域別実習前 OSCEの自己評価とシミュレーション学習受講動機，学習効果との関連
○ 杉原百合子　小松　光代　笹川　寿美　毛利　貴子　大久保友香子　三橋　美和　村上佳栄子　
眞鍋えみ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

267 模擬患者参加型演習の教育効果について
○ 三宅由希子　青井　聡美　吉田なよ子　池田ひろみ　石原　克秀（県立広島大学保健福祉学部）
　石田　宜子（大阪府立大学看護学部）

268 模擬患者演習による看護系大学生の学びに関する研究（第１報：演習前の２集団の特徴）
○ 竹村　節子　新井　祐恵　池田　七衣　九津見雅美　森谷　利香（千里金蘭大学看護学部）

269 模擬患者演習による看護系大学生の学びに関する研究（第２報：学習意欲とコミュニケーション能力）
○ 森谷　利香　新井　祐恵　池田　七衣　九津見雅美　竹村　節子（千里金蘭大学看護学部）

270 模擬患者演習による看護系大学生の学びに関する研究（第３報：学習効果の質的分析）
○ 池田　七衣　森谷　利香　新井　祐恵　九津見雅美　竹村　節子（千里金蘭大学看護学部）

第７会場　第23群　看護教育（11）　16：00～16：50

271 子どもの遊びに関する看護学生の認識　－認識に関連する要因の検討－
○ 渡邉　晴美（福岡女学院大学人間関係学部子ども発達学科）
　斉藤ひさ子（佐賀大学医学部看護学科）

272 看護学生の身体拘束に対する認識
○ 柳澤麻理奈（新潟労災病院）
　川崎　久子（新潟医療福祉大学）

273 看護学生が抱くがんに対するイメージ
○ 平野　裕子　渋谷えり子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）

274 緩和ケア認定看護師による授業後の看護学生の「緩和ケア病棟」のイメージ変化
○ 小濱　優子（川崎市立看護短期大学）
　目時　陽子（川崎市立井田病院）

275 基礎看護学実習において看護学生がアサーティブになれなかった状況
○ 吾妻　知美（甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科）
　鈴木　英子（長野県看護大学）
　齋藤　深雪（山形大学医学部看護学科）
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276 学士課程卒後３年までの看護職のストレス認知と対処行動の特徴
○ 小松　光代　眞鍋えみ子　和泉　美枝　大久保友香子　植松　紗代　杉原百合子　岡山　寧子
 （京都府立医科大学）

第７会場　第24群　看護教育（12）　16：00～16：50

277 静脈留置カテーテル針穿刺のための血管アセスメントの実態
○ 岩永真由美　辻本　朋美　伊部　亜希　井上　智子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
　佐藤　浩美　中土居智子（大阪大学医学部附属病院看護部）

278 看護師の看護実践能力とクリティカルシンキング志向性との関係
○ 原　明子　松尾　淳子　西薗　貞子　道重　文子（大阪医科大学看護学部）

279 看護師のやりがい感と充実感に関与する看護研修（第１報）　－Ａ病院の研修参加意識の調査から－
○ 松浦智恵美（徳島健康生協徳島健生病院）

280 臨床中堅看護師研修プログラムを用いた活動の評価（2008～2010）
○ 赤嶺伊都子　新城　正紀（沖縄県立看護大学）
　宇座美代子（琉球大学大学院保健学研究科）
　中森　えり　藤本みゆき　宮城　とも　高江洲和代　譜久原明子　仲村　貴子
 （地方独立行政法人那覇市立病院）

281 臨床中堅看護師研修プログラムの評価　－受講者対象アンケートの結果より－
○ 藤本みゆき　宮城　とも　譜久原明子　仲村　貴子　中森　えり
 （地方独立行政法人那覇市立病院）
　赤嶺伊都子　新城　正紀（沖縄県立看護大学）
　宇座美代子（琉球大学大学院保健学研究科）

282 中堅看護師キャリアアップ研修の継続的効果の検討　－研修後３ケ月の調査から－
○長谷川真美（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）
　横山　恵子（埼玉県立大学）

第７会場　第25群　がん看護（１）　16：00～16：50

283 外来化学療法を受ける大腸がん患者の CVポート・ポンプ管理行動と自己効力感およびQOLとの関連
○ 合田　晴奈　中野　政子　小野塚美香（北海道大学病院）
　中嶋　祥平（東京大学医学部附属病院）
　鷲見　尚己（北海道大学大学院保健科学研究院）

284 胃癌術後患者の術後２ケ月までの心理・身体的回復状況と関連因子の検討
○ 高島　尚美　村田　洋章　野中麻衣子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
　渡邊　知映（昭和大学医学部乳腺外科）

285 乳がん患者が治療を継続していく力につながる家族のサポート
○ 山手　美和（名古屋市立大学看護学部看護学科）

286 成人期乳がん患者のジェンダー特性とQOL
○ 谷口　敏代（岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科）
　若崎　淳子（川崎医療福祉大学）
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287 卵巣がんをもちながら生活しているＡさんの体験
○ 長　光代　藤森　敦子（厚生連滑川病院）
　加藤　直美（富山大学大学院医学薬学教育部）
　安東　則子　八塚　美樹（富山大学大学院医学薬学研究部）

288 治療過程に在る初発乳がん患者のレジリエンスを高める看護介入プログラムの開発　－プログラム内容の検討－
○ 若崎　淳子（川崎医療福祉大学）
　掛橋千賀子（関西福祉大学）
　谷口　敏代（岡山県立大学）
　森　將晏（元岡山県立大学）

第７会場　第26群　看護管理（３）　16：00～16：50

289 看護中間管理者のマネジメント・コンピテンシー
○ 井上　仁美（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

290 中堅看護師のモチベーションと達成動機との関係
○ 鈴木　明美　米澤　弘恵　石綿　啓子　遠藤　恭子（獨協医科大学看護学部）

291 看護師長の倫理的問題に対する意思決定と倫理的感受性の関連性について
○ 竹見八代子（藍野大学医療保健学部看護学科）
　浅野　弘明（京都府立医科大学医学部看護学科）

292 看護職の属性の違いによるワーク・エンゲイジメントの特徴
○ 大島　祐美（あいち小児保健医療総合センター）
　箕浦　哲嗣　藤原奈佳子（愛知県立大学看護学部）

293 新人看護師臨床研修導入における大阪府内中小病院の教育担当者の特徴
○ 竹内　裕美（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）

第７会場　第27群　老年看護（１）　16：00～16：50

294 高齢者の入浴による体重変化の検討
○ 奥田　泰子　河野　保子（広島文化学園大学看護学部看護学科）
　棚崎由紀子（宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科）

295 高齢者の食事に対する意欲に関連する因子の検討
○磯村　由美　山田　智子　白木　智子　近藤　裕子（広島国際大学看護学部看護学科）

296 高齢者における「物事に対する前向き態度尺度」の開発
○ 大上　涼子（元富山大学大学院医学薬学教育部修士課程看護学専攻）
　新鞍真理子　竹内登美子（富山大学大学院医学薬学研究部老年看護学）

297 要支援後期高齢者におけるデイサービスの継続利用の意味
○ 根岸　貴子（埼玉医科大学保健医療学部看護学科）
　田代　和子（淑徳大学看護学部）

298 参加型授業としての『健康教室』参加高齢者の健康認識・健康度（第１報）
○ 齋藤　智江（兵庫大学健康科学部看護学科）

299 介護老人保健施設における看護職の蓄積的疲労と睡眠・覚醒パターンの関係の検討
○ 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）
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第７会場　第28群　小児看護・母性看護（１）　16：00～16：50

300 虐待事例の退院後の対応について考える　－３事例を通して－
○ 桑田　歩　玉城　和美（沖縄協同病院４階病棟）

301 こども虐待に関する市町村保健師の対応の実態と認識について
○ 長弘　千恵　波止　千恵（国際医療福祉大学福岡看護学部）
　小笹　美子（琉球大学医学部保健学科）
　斉藤ひさ子（佐賀大学医学部保健学科）
　外間知香子（沖縄県中央保健所）
　屋比久加奈子（那覇市役所）

302 母子保健における保健師の継続支援内容に関する研究
○ 赤嶺　沢子（那覇市役所）
　宇座美代子　當山　裕子（琉球大学医学部保健学科）

303 養護施設職員が被虐待児とのかかわりを進展させるプロセスの検討（第１報）
○ 佐藤　幸子　佐藤　志保　藤田　愛　山口咲奈枝　宇野日菜子（山形大学医学部看護学科）

304 養護施設職員が被虐待児とのかかわりを進展させるプロセスの検討（第２報）
○ 佐藤　志保　佐藤　幸子　藤田　愛　山口咲奈枝　宇野日菜子（山形大学医学部看護学科）

第７会場　第29群　看護技術（３）　16：00～16：50

305 超音波診断装置を用いた留置針穿刺のための血管識別能力調査
○ 辻本　朋美　岩永真由美　伊部　亜希　井上　智子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
　佐藤　浩美　中土居智子（大阪大学医学部附属病院看護部）

306 協同学習法を用いた注射技術演習における教育効果
○ 緒方　巧　西上あゆみ　山居　輝美　湯浅　美香　長井　雅代
 （梅花女子大学看護学部看護学科）

307 看護学生の注射準備操作における難易度の分析
○ 澤田　和美　市川　茂子　中島　正世　吉川奈緒美　鈴木　恵
 （横浜創英大学看護学部看護学科）

308 学生・看護師・教員によるフィジカルアセスメント・シミュレーション演習の効果に関する学生への調査
○ 川西　美佐　吉田　和美　三味　祥子（日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科）

309 看護師と看護学生の動作時前傾姿勢角度およびボディメカニクス活用意識に関する比較
○ 伊丹　君和　米田　照美（滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科）

310 腰痛を有する大卒女性看護師１年目と５年目の身体・心理・社会的姿勢の特徴
○ 武田　啓子　渡邉　順子（聖隷クリストファー大学大学院）

第７会場　第30群　看護教育（13）　17：00～17：50

311 臨床実習場面における看護師の看護学生に対するほめ言葉に関する研究
○ 佐藤　道子　伊藤　純子（聖隷クリストファー大学看護学部）
　岸　あゆみ（興風会北野病院）
　石塚　淳子（静岡県立大学看護学部）

312 助産学生を対象とした職業準備性を高める教育手法の試みとその有効性の検証
○ 山内まゆみ　杉田　久子（札幌市立大学看護学部）



46 日本看護研究学会雑誌 Vol. 35　No. 3　 2012

一般演題・示説    

313 看護学生に対するトリアージタッグを用いた災害看護教育の取り組み
○ 小林　祐子（新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科）

314 看護学生が臨地実習で自己効力感を高める要因　－４年次実習を終了して－
○ 片倉　裕子（北海道文教大学人間科学部看護学科）
　高橋　弘子（天使大学大学院助産研究科）

315 看護学生のプレパレーションの捉えと課題　－小児看護学演習における学生の学び－
○ 齊藤　史恵　齋藤美紀子（弘前学院大学看護学部）

316 小児看護専門領域へ就職する学生の自己教育力を高めるインストラクショナルデザインの基礎的研究
○ 中村　郷子　坪川麻樹子　松井由美子（新潟医療福祉大学健康科学部看護学科）

第７会場　第31群　看護教育（14）　17：00～17：50

317 月経痛を有する青年期女性に対する症状緩和のためのタクティールケア介入の検証　－事例分析－
○ 酒井　桂子　坂井　恵子　坪本他喜子　小泉　由美　河野由美子　松井　優子　岡山　未来　 
久司　一葉（金沢医科大学看護学部）

318 タクティールケアのリラクセーション効果に影響する要因の分析
○ 川原由佳里　千葉　京子　グライナー智恵子　松尾　香奈　殿城　友紀（日本赤十字看護大学）
　大石　朋子（神奈川県立保健福祉大学）

319 外来化学療法を受ける乳がん患者へのタクティールケア介入による効果
○ 坂井　恵子　松井　優子　酒井　桂子　坪本他喜子　河野由美子　小泉　由美　久司　一葉　 
岡山　未来　北本　福美（金沢医科大学看護学部）
　我妻　孝則　橋本　智美（金沢医科大学病院）

320 眼部温罨法が生理的・心理的・主観的に与える影響
○ 太田　一輝（弘前大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学領域基礎看護・看護教育学分野）
　内城　聡子（弘前市立病院）
　山田　早織（北海道教育大学養護教諭特別別科）
　工藤せい子（弘前大学大学院保健学研究科）

321 ホットアイマスクが睡眠に与える影響
○ 長坂　猛（宮崎県立看護大学）
　田中美智子（福岡県立大学看護学部）

322 看護師が作成した患者指導用パンフレットの分析
○ 垣内　悦子　小林　朱実　鎌田恵里子（弘前大学医学部附属病院）
　安杖　優子　會津　桂子　工藤せい子　西沢　義子（弘前大学大学院保健学研究科）

第７会場　第32群　緩和ケア　17：00～17：50

323 急性期病院における終末期がん患者の在宅移行の現状と課題　－医療ソーシャルワーカーの調査結果から－
○ 照屋　典子　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

324 一般病棟で最期を迎えたがん患者の end of life careにおける遺族の思いと careの検討
○ 泉　玲子　小山田理恵　松田　亜美　小神　菜々（北見赤十字病院）

325 エンゼルケアへの家族参加を阻害する要因
○ 徳永　里絵　葛西　泰香　山田　君代（桜橋渡辺病院）
　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））
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326 悲嘆に対する認識　－男性・女性の比較－
○ 谷田恵美子　橋本　和子　木宮　高代（福山平成大学）
　道広　睦子　齋藤　智江　滝本　茂子（兵庫大学）
　遠藤　明美（吉備国際大学）

327 看護職のグリーフ・ストレスと個人属性の検討
○ 竹下美恵子（愛知きわみ看護短期大学）

328 がん患者の在宅緩和ケアシステム構築に向けた病棟看護師の認識
○ 村上真由美（富山赤十字病院）
　山本　恵子（富山大学附属病院）
　泉　理美子（富山県立中央病院）
　四十竹美千代　八塚　美樹（富山大学医学部看護学科）

第７会場　第33群　感染看護（２）　17：00～17：50

329 中規模病院に対する院内感染対策の向上をめざす支援プログラムによる介入とその評価
○ 土井まつ子　橋本真紀代　三善　郁代　篠田かおる　高橋　知子（愛知医科大学看護学部）

330 臨地実習指導者が看護学生に指導する陰部洗浄時の手指衛生のタイミングと院内感染対策との関連
○ 秦　朝子　冨田　幸江　大堀　昇　石津みゑ子　舩津　沙織
 （埼玉医科大学保健医療学部看護学科）

331 地域のケア提供施設に勤務する看護者・介護者の感染管理に対する認識調査
○ 手島　芳江（東海大学医学部付属大磯病院）

332 ICU看護師の気管吸引操作における感染予防行動に関する実態調査
○ 東野　督子（日本赤十字豊田看護大学）
　神谷　和人（愛知県立大学看護学部）
　渡邉　順子　藤井　徹也（聖隷クリストファー大学）

333 結核病棟に入院中の結核患者の退院後の生活に対する思い
○ 藤村　一美　秋原　志穂（大阪市立大学大学院看護学研究科）

334 １つの高校のパイロット調査から　－フィリピンの教師の性感染症予防の知識と教える意識について－
○ 田中　祐子（聖泉大学看護学部）

第７会場　第34群　看護管理（４）　17：00～17：50

335 手術室新人看護師が抱く困難と対処法
○ 千田　寛子　堀越　政孝　辻村　弘美　二渡　玉江（群馬大学大学院保健学研究科）

336 臨床能力とストレス対処行動からみた新人看護職員研修再編の効果
○ 植松　紗代　小松　光代　和泉　美枝　神澤　暁子　西村布佐子　大澤　智美　中村　尚美　
倉ヶ市絵美佳　橋元　春美　眞鍋えみ子（京都府立医科大学）

337 A大学附属病院における新規採用者への「感染管理」研修の評価
○ 大川　智美　橋元　春美（京都府立医科大学附属病院看護部）
　光木　幸子　毛利　貴子（京都府立医科大学医学部看護学科）
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338 新卒看護師のアサーティブになれない状況
○ 鈴木　英子　小田　和美　井上　義久（国際医療福祉大学大学院）
　吾妻　知美（甲南女子大学看護リハビリテーション学部）
　齋藤　深雪（山形大学医学部看護学科）
　丸山　昭子（埼玉医科大学保健医療学部）

339 新人看護師の離職の要因とそれを防ぐ要因
○ 中川　晴加（奈良県立医科大学大学院看護学研究科）
　山口　曜子（梅花女子大学看護学部看護学科）

340 新卒看護師の離職意思と働いている中で感じることの関係
○ 田島真智子（岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻）

第７会場　第35群　小児看護・母性看護（２）　17：00～17：50

341 採血場面に家族が付き添う幼児後期の子どもの対処行動
○ 平田　美紀　流郷　千幸　鈴木　美佐（聖泉大学看護学部）
　古株ひろみ（滋賀県立大学人間看護学部）

342 思春期の気管支喘息児がとらえる病気への思いと影響
○ 細野　恵子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

343 先天性心疾患をもつ子どもの自立に対する親の望み
○ 石河　真紀（愛知医科大学看護学部）
　仁尾かおり（千里金蘭大学看護学部）
　高田　一美（大阪大学大学院博士後期課程）

344 障がい児の養育者の支援ニーズと悩み
○ 下村　明子　張　暁春（梅花女子大学看護学部）
　田中　秀樹（広島国際大学心理学部）
　三宅　靖子（太成学院大学看護学部）
　中野美智子（三田谷治療教育院）
　西田　千夏（武庫川女子大学大学院博士前期課程）

345 通園施設に通園している障害児の歯磨き行動の実態について
○ 平元　泉　大高麻衣子（秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻）

346 入院中の子どもと付添っている母親の睡眠の実態とその影響要因
○ 前川　紫乃（東京大学病院）
　上原奈緒美（国立病院機構高崎医療センター）
　三上　遥可（札幌社会保険総合病院）
　石川　予維（慶應義塾大学病院）
　佐藤　洋子（北海道大学大学院保健科学研究院）

第７会場　第36群　健康増進（１）　17：00～17：50

347 大学生の生活習慣と便秘の関係　－ CAS高得点男子の特徴－
○ 野田　孝平　升谷　英子　若村　智子（京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻）
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348 冷え性におけるオイルマッサージの皮膚表面温度の変化
○ 棚崎由紀子（宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科）
　奥田　泰子（広島文化学園大学看護学部）
　深井喜代子（岡山大学大学院保健学研究科）

349 看護学生を対象にした睡眠衛生への介入研究　－パンフレットを用いた検討－
○ 志水　琴美（独立行政法人国立病院機構埼玉病院）
　石光芙美子（目白大学看護学部看護学科）

350 高校生のメディア接触の現状
○ 伊藤　良子（元旭川大学保健福祉学部保健看護学科）

351 BMIと睡眠時間の関係性に関する検討
○ 高田　美子　田中　響　坂口　京子（園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科）

352 ストレス認知と仕事ストレスが女性看護職者の肩こりに与える影響
○ 本谷　紗希（総合病院国保旭中央病院）
　武田かおり　南山　祥子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）


