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● ７月８日（日） ●

第７会場　第37群　看護教育（15）　11：00～11：50

353 看護大学１年生の看護イメージの変化と影響要因　－入学時と前期終了時の比較－
○ 遠藤　明美（吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科）
　谷田恵美子（福山平成大学看護学部看護学科）

354 卒業を前に看護学生が抱く不安と期待　－看護職へと導いたもの－
○ 内藤知佐子　山田美恵子（京都大学医学部附属病院）
　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）

355 看護学生が認知する守秘義務と違反に相当する行為の検討　－４年生と３年生との比較から－
○ 佐藤　智子　今留　忍　柳橋　正智　谷岸　悦子　津田美智子　上田由喜子
 （杏林大学保健学部看護学科）

356 看護大学生の食事摂取と食認識の状況　－食物頻度調査と食習慣アンケート－
○ 井村　弥生　伊井みず穂　石野レイ子（関西医療大学保健看護学部）

357 大学生の睡眠に影響する要因とそのメカニズムに関する検討
○ 石橋　知幸（島根県立中央病院）
　加納　友香　藤井　沙紀（鳥取大学医学部附属病院）
　土居　礼佳（高知県・高知市病院企業団高知医療センター）
　森本美智子　野口　佳美（鳥取大学医学部保健学科）

358 性別・学年が大学生の睡眠の質に影響する要因の検討
○ 藤井　沙紀　加納　友香（鳥取大学医学部附属病院）
　土居　礼佳（高知県・高知市病院企業団高知医療センター）
　石橋　知幸（島根県立中央病院）
　森本美智子　野口　佳美（鳥取大学医学部保健学科）

第７会場　第38群　看護教育（16）　11：00～11：50

359 看護学生の職業アイデンティティの特徴と自己効力感について
○ 松浦　江美（活水女子大学）
　楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　山川　裕子　藤本　裕二（佐賀大学医学部看護学科）

360 看護学生の志望動機と職業アイデンティティとの関連
○ 山川　裕子　藤本　裕二（佐賀大学医学部看護学科）
　松浦　江美（活水女子大学）
　楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）

361 看護学生の背景と職業アイデンティティの関連
○ 楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　松浦　江美　藤本　裕二（活水女子大学）
　山川　裕子（佐賀大学医学部看護学科）

362 看護職者の臨床倫理問題に対する見解の比較文化的研究（臨床看護倫理国際比較調査票 Ver. 2 ）
○ 山口　智美　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看護学講座）
　小橋川智美（長崎大学病院）
　キシ・ケイコ・イマイ（佐久大学看護学部看護学科）
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第７会場　第39群　看護教育（17）　11：00～11：50

363 精神看護学方法論における DVD教材活用の有効性に関する研究
○ 石川　純子　川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

364 高齢者の抑制に対する看護学生と看護者の認識と対処の特徴
○ 佐藤　夕紀（札幌社会保険総合病院）
　段　亜梅　岩坂　信子（名寄市立大学）

365 緩和ケア実習が学生に及ぼす影響　
○ 小湊　博美　花井　節子　園田麻利子（鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科）
　上原　充世（前鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科）

366 看護大学生がイメージするすてきな妊婦の構成要素
○ 木下　照子（新見公立大学看護学部看護学科）

第７会場　第40群　がん看護（２）　11：00～11：50

367 BIA体組成計による下肢リンパ浮腫患者のリンパドレナージ効果の評価【第一報】
○ 内山　朋香（タニタ体重科学研究所）
　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）
　山本　昌恵（関西看護医療大学）
　赤澤　千春　福田　里砂　本田　育美（京都大学大学院医学研究科）

368 上半身のみへの徒手リンパドレナージ施術による体水分変動の BIA体組成計による考察
○ 赤澤　千春　福田　里砂　本田　育美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）
　山本　昌恵（関西看護医療大学看護学部）
　内山　朋香（タニタ体重科学研究所）

369 簡易水分測定器の開発に向けた基礎調査：BIA体組成計による下肢リンパ浮腫患者のステージ評価
○ 福田　里砂　赤澤　千春　本田　育美（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
　内山　朋香（タニタ体重科学研究所）
　山本　昌恵（関西看護医療大学看護学部）
　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）

370 不眠の訴えのあるがん患者に対する足浴の効果
○ 上里　唯　江洲　鮎美（那覇市立病院）
　赤嶺伊都子（沖縄県立看護大学）

371 意思決定からみた外科系病棟看護師が考えるがん患者，家族にとっての“よい看取り”のケアと関連要因
○ 渡邉亜紀子（大阪市立大学医学部看護学科）

372 テキストマイニングによる「電話相談内容の記録」からの化学療法に関するニーズの抽出
○ 三苫　美和　東　ますみ　石垣　恭子（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科）

第７会場　第41群　看護管理（５）　11：00～11：50

373 看護場面における看護学生の眼球運動と危険認知の特徴
○ 江上千代美　田中美智子　近藤　美幸　福田　恭介（福岡県立大学）

374 インシデント報告の中に月経の時期を記入することに対する看護職の認識
○ 名城　一枝　小西　清美　仲村美津枝　石川　幸代（名桜大学人間健康学部看護学科）
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375 看護現場におけるインシデント・アクシデント発生と月経前症状との関係
○ 仲村美津枝　小西　清美　石川　幸代　名城　一枝（名桜大学人間健康学部看護学科）

376 看護現場におけるインシデント・アクシデント発生時の月経前期と不定愁訴に関する研究　
○ 小西　清美　仲村美津枝　石川　幸代　名城　一枝（名桜大学人間健康学部看護学科）

377 循環器専門病院における転倒のリスク要因
○ 葛西　泰香　矢野伸太郎（桜橋渡辺病院）
　山田　一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

378 転倒転落のインシデント報告から「事故に至らなかった要因」の分析
○ 加治木選江　下地　孝子（琉球大学医学部附属病院）

第７会場　第42群　老年看護（２）　11：00～11：50

379 チャプレンがとらえる高齢者の老いのスピリチュアリティ
○ 片山　康予　井上　智子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

380 療養中の高齢者のスピリチュアリティの特徴　－看護師が心豊かな状態と考える事例を通して－
○ 小薮　智子（川崎医療短期大学看護科）
　竹田　恵子　白岩千恵子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）
　太湯　好子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

381 認知症患者へのちんどん音楽の効果
○ 江口　富子（ホスピスライフサポート株式会社）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）
　安東　則子　八塚　美樹（富山大学医学部看護学科）

382 保健・医療施設で生活している軽度認知症高齢者の思い
○ 成島　美里　押領司　民（山梨勤労者医療協会共立高等看護学院）

383 在宅認知症高齢者の急変対応時に関する研究　－外来看護師の認識－
○ 名越　恵美（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）
　松本　啓子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）
　桐野　匡史（岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科）

第７会場　第43群　地域看護（３）　11：00～11：50

384 脊髄小脳変性症の自律神経障害に関する研究の動向　－日常生活への影響に焦点を当てた国内文献レビュー－
○ 押領司　民（山梨勤労者医療協会共立高等看護学院）
　浅川　和美（山梨大学大学院医学工学総合研究部）

385 就労型・地域型活動に参加する若年認知症者の思い　－２年間の縦断調査から－
○ 千葉　京子（日本赤十字看護大学）

386 配偶者を介護する介護者にとって介護を継続する上での重要他者とその相互作用
○ 真継　和子（大阪医科大学看護学部看護学科）

387 要介護高齢者を在宅介護している家族介護力に関する実態
○ 横山実加子　今野多美子（北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科）

388 意図的なセルフ・ネグレクト状態の高齢者に対応する専門職の困難と課題
○ 岸　恵美子　野尻　由香　吉岡　幸子　望月由紀子（帝京大学）
　小長谷百絵（昭和大学）
　米澤　純子（国立保健医療科学院）
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389 在宅で看取った家族が捉えるよい最期像　－１事例の語りから－
○ 桶河　華代（聖泉大学看護学部）
　奥田のり美（洛和会京都厚生学校）

第７会場　第44群　小児看護・母性看護（３）　11：00～11：50

390 初産婦夫婦・経産婦夫婦の子どものしつけに対する考え
○ 細谷　京子（前群馬県立県民健康科学大学）
　行田　智子　橋爪由紀子（群馬県立県民健康科学大学）

391 第２子を迎える親の心理・社会的側面の変化　－妊娠期と育児期の比較－
○ 行田　智子　橋爪由紀子（群馬県立県民健康科学大学）
　細谷　京子（前群馬県立県民健康科学大学）

392 仕事と育児・家事時間の調整に関する父親の意識構造
○ 川口弥恵子　小路ますみ　松原まなみ（聖マリア学院大学）
　吉田　亜由（国立佐賀病院）

393 テキストマイニングを用いた母親が望む父親からのサポート内容の分析
○ 山口咲奈枝　宇野日菜子　佐藤　幸子　藤田　愛　佐藤　志保（山形大学医学部看護学科）

394 「孫育て」をする祖母の経験の意味　－母親的存在の祖母の語りから－
○ 津間　文子（福山平成大学看護学部看護学科・助産学専攻科）
　名越　恵美（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

395 親の趣味活動と育児ストレスとの関連
○ 大浦　早智　宇座美代子　當山　裕子（琉球大学大学院保健学研究科）

第７会場　第45群　看護教育（18）　13：00～13：50

396 中堅期・新人期の看護師におけるコンピテンシーとその相違に関する検討
○ 細田　泰子　星　和美（大阪府立大学看護学部）
　石井　京子（大阪市立大学看護学研究科）
　藤原千惠子（大阪大学大学院医学系研究科）

397 実習指導者の実習指導に対する認識と職位との関係
○ 丸山　智子（福岡女学院看護大学看護学部）

398 臨床における看護研究の充実を目指した大学教員のかかわりを考える
○ 田口　豊恵　中森　美季（明治国際医療大学看護学部）

399 看護専門学校専任教師の教育力形成要因モデルの構築
○ 小松　智子（京都第一赤十字看護専門学校）
　浅野　弘明（京都府立医科大学医学部看護学科）
　高橋みや子（宮城大学看護学部）

400 国内の看護系大学教員に関する研究動向と今後の課題　－1992～2011年－
○ 追木さやか（山形大学大学院医学系研究科看護学専攻）
　田中　幸子（山形大学医学部看護学科）
　香取　洋子（北里大学看護学部）
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401 脳神経看護領域における NANDA-I看護診断に関する調査
○ 佐藤亜月子（帝京科学大学医療科学部看護学科）
　竹内久美子（東京医科大学医学部看護学科設置準備室）
　杉山由香里（独立行政法人国立病院機構北陸病院）

第７会場　第46群　看護教育（19）　13：00～13：50

402 チーム基盤型学習法（Team Based Learning）による小児看護学授業の展開と評価　－実施３年間の比較－
○ 尾原喜美子　川島　美保（高知大学医学部看護学科）
　和田　庸平　関　玲於奈　志田　友香（高知大学大学院総合人間自然科学研究科看護学専攻）

403 先輩看護学生参加の看護技術演習への取り組み：第２報　－先輩看護学生が教える体験から受けた影響－
○ 米田　照美　伊丹　君和（滋賀県立大学人間看護学部）

404 学生が自ら作成した接遇シートを初回臨地実習で活用したことによる学生・教員への効果と今後の課題
○ 三味　祥子　実藤　基子　吉田　和美（日本赤十字広島看護大学看護学科）

405 乳幼児生活指導の単元におけるグループ学習の評価　－多変量解析結果から－
○ 高橋　明美（川崎市立看護短期大学）

406 学士課程４年生の「看護の統合と実践」における行動目標の到達度
○ 毛利　貴子　光木　幸子　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）

407 授業過程評価スケールを用いた学生による臨床実習評価と実習を通した学びの自己評価の関連
○ 冨澤　理恵　新井　祐恵　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）

第７会場　第47群　看護管理（６）　13：00～13：50

408 看護師のストレッサーと職務満足度に関する研究
○ 岩城　彩子（東札幌病院）
　高橋　美和（名寄市立大学）

409 総合病院に勤務する女性看護師の職業性ストレスとレジリエンスとの関連
○ 小泉　仁子　川野亜津子　佐伯　由香　山海千保子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

410 看護職の二次的外傷性ストレスに対する関連要因の検討
○ 和田由紀子（新潟青陵大学）

411 看護師の職務満足度の高い10対１看護配置病院の特徴に関する一考察
○ 灘波　浩子　小池　敦　若林たけ子（三重県立看護大学）

412 夜勤時の看護師の身体活動量・エネルギー量および自覚的疲労に関する事例報告
○ 大重　育美　山口　多恵（長崎県立大学看護栄養学部看護学科）
　中島　充代（九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野）

413 看護師の主観的健康感による共感経験の比較
○ 石綿　啓子　米澤　弘恵　鈴木　明美　遠藤　恭子（獨協医科大学看護学部）

第７会場　第48群　老年看護（３）　13：00～13：50

414 脳波を用いた介護老人保健施設入居者における大脳を活性化させるための手洗い援助の基礎的検証
○ 徳重あつ子（摂南大学看護学部）
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415 ５年以上フットケアを継続している患者の重症足病変予防の効果
○ 上野千代子　中島　千里　荻野　朋子　大平　政子（中京学院大学看護学部看護学科）

416 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）後に生じた瘻孔周囲皮膚炎のケア効果の検証
○ 長谷川美智子（福井社会保険病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

417 看護補助者を対象にした学習プログラム作成の試み（第２報）　－介護福祉士と共同での指導を実施して－
○ 西島　澄子　灘村　昌子　櫻井　紀子　樋木　和子
 （医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院）

418 人工股関節置換術を受けた患者の退院支援に関する実態調査
○ 山本　美緒（和歌山県立医科大学保健看護学部）

419 コルセットの装着方法と活動によるズレ・着け心地との関連
○ 安田　千寿　北村　隆子（滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科）

第７会場　第49群　がん看護（３）　13：00～13：50

420 大腸がん患者が体験する持続性末梢神経障害「しびれ」に対する身体感覚
○ 神田　清子　京田亜由美　本多　昌子　藤本　桂子　中澤　健二　武居　明美　高井ゆかり
 （群馬大学大学院保健学研究科）

421 広範囲腫瘍切除術を受けた悪性軟部腫瘍患者のボディイメージの再構築
○ 竹内　可愛（岩手医科大学附属病院）
　森　一恵（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

422 沖縄県離島在住悪性腫瘍患者の療養生活における思いや体験に関する質的研究
○ 伊佐江利菜　渡慶次道太（琉球大学保健学研究科）
　垣花　シゲ　眞榮城千夏子（琉球大学）
　朝戸　美絵（東京大学医学部附属病院）

423 血液・造血器疾患患者の病名告知から病気を受容するまでの心理過程に関する研究
○ 片山　春奈（新潟厚生連上越総合病院）
　石岡　幸恵　石田　和子（新潟県立看護大学）

424 外来化学療法を受けるがん患者の仕事継続上の困難および取り組みとそれらの関連要因
○ 吉田　恵（恵佑会札幌病院）
　大橋　未季　前田　美樹　小野塚美香　中野　政子（北海道大学病院）
　佐藤　三穂（北海道大学大学院保健科学研究院）

第７会場　第50群　小児看護・母性看護（４）　13：00～13：50

425 NICUにおける搾乳の困難さに関する母親の思いの構造
○ 吉田　亜由（国立病院機構佐賀病院）
　川口弥恵子　小路ますみ　松原まなみ（聖マリア学院大学）

426 助産師の仕事意欲と仕事ストレッサーの関連　－産科単科病棟と混合病棟での比較－
○ 石倉　弥生（元島根大学大学院医学系研究科看護学専攻）
　三瓶　まり（島根大学医学部看護学科）

427 助産師による糖代謝異常妊婦への保健指導モデル作成の試み
○ 佐原　玉恵（徳島文理大学保健福祉学部看護学科）
　鈴井江三子（兵庫医療大学看護学部）
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428 沖縄県における分娩介助者　－60歳以上の出産体験者の調査より－
○ 儀間　繼子　宇座美代子（琉球大学医学部保健学科）
　仲村美津枝（名桜大学人間健康学部看護学科）

429 妊娠中の体重増加における栄養バランスの実態
○ 藤田　愛　山口咲奈枝　宇野日菜子　佐藤　幸子　佐藤　志保（山形大学医学部看護学科）

430 皮膚洗浄法の効果の検討　－湿疹範囲の違いによる落屑量の変化について－
○ 近藤　美幸　古田　祐子　江上千代美　田中美智子（福岡県立大学看護学部看護学科）

第７会場　第51群　精神看護（３）　13：00～13：50

431 実習における学生の精神障害者の捉え方の変化　－精神病イメージ調査と社会的距離尺度を用いて－
○ 伊礼　優　鈴木　啓子　平上久美子（名桜大学人間健康学部看護学科）

432 精神看護学実習における学生の精神障がい者観
○ 上田　智之　脇崎　裕子　増滿　誠（国際医療福祉大学福岡看護学部）

433 患者からの暴言に関する精神科看護師の報告行動と関連要因
○ 田辺有理子（岩手県立大学看護学部）

434 職場において暴言・暴力を体験した女性新人看護職に対する認知に焦点化したグループアプローチの効果
○ 新山　悦子（四国大学看護学部看護学科）
　岡村　仁（広島大学大学院保健学研究科）

435 精神科看護師が患者から受けた暴力とサポートの実態　－ A県下の単科精神科病院に於ける調査－
○ 酒井　千知　野中　浩幸（岐阜医療科学大学保健科学部看護学科）

436 過去３年間において世界で報告された暴力に関する文献のタイトルの特徴
○ 明神　一浩（新田塚医療福祉センター福井病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

第７会場　第52群　災害看護　13：00～13：50

437 大震災発生後５ケ月時の市町村保健師の代表者が認識する保健師が求める情報と研究協力負担
○ 遠藤　良仁　山内　一史　伊藤　收（岩手県立大学看護学部）

438 東日本大震災被災地における支援者の疲労適正評価について（第１報）
○ 霜山　真　佐藤　大介　澤口　利絵　山田　志枝　吉田　俊子（宮城大学看護学部看護学科）

439 東日本大震災被災地における支援者の疲労適正評価について（第２報）
○ 佐藤　大介　澤口　利絵　山田　志枝　霜山　真　吉田　俊子（宮城大学看護学部）

440 国内の災害看護に関する研究の動向と課題
○ 梅林かおり　松浦　純平　石澤美保子（奈良県立医科大学医学部看護学科）
　東田　佳子（奈良県立医科大学医学部附属病院）
　上野　栄一（福井大学医学部看護学科）

441 GMサーベイメータアラーム音の心理学的影響
○ 西沢　義子　北宮　千秋　野戸　結花（弘前大学大学院保健学研究科）
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第７会場　第53群　看護教育（20）　14：00～14：50

442 看護大学１年次にフィジカルアセスメント教育を効果的に行うための検討
○ 千田美紀子　松永　早苗　井上美代江　今井　恵　辻　俊子　上野　範子　森下　妙子
 （聖泉大学看護学部看護学科）

443 専門領域を超えてタイアップで展開したヘルスアセスメント教育の効果と課題
○ 渡邊　裕子　森田　祐代　井川　由貴　平田　良江　茂手木明美（山梨県立大学看護学部）

444 実践的なヘルスアセスメント演習を臨地実習前に行うことによる学習効果
○ 井川　由貴　渡邊　裕子　平田　良江　茂手木明美　森田　祐代（山梨県立大学看護学部）

445 基礎看護学実習での学生の観察内容　－ヘンダーソンの14項目からの分析－　第１報
○ 田中　瞳（日本赤十字秋田看護大学大学院看護学研究科）
　山元由美子（東京女子医科大学看護学部）

446 基礎看護学実習での学生の観察内容　－ヘンダーソンの14項目からの分析－　第２報
○ 山元由美子（東京女子医科大学看護学部）
　田中　瞳（日本赤十字秋田看護大学大学院看護学研究科）

第７会場　第54群　看護管理（７）　14：00～14：50

447 未就学児の母親である看護師のバーンアウトの影響要因
○ 丸山　昭子（埼玉医科大学保健医療学部看護学科）
　鈴木　英子（長野県看護大学）

448 復職前後の看護師の思い　－長期離職者と短期離職者の比較から－
○ 江洲　鮎美　上里　唯（那覇市立病院）
　赤嶺伊都子（沖縄県立看護大学）

449 看護職の職務意欲向上に寄与する看護部組織運営に関する研究
○ 今川　詢子　長谷川真美（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）

450 看護師の専門職自律性の様相　－入職10年以内の看護師の専門職自律性の実態調査から－
○ 竹内久美子（東京医科大学医学部公衆衛生学講座）
　石嶋みやこ（国立病院機構）

451 患者の性別から捉えた看護行為に対する看護師性別希望の特徴
○ 竹井　留美（小牧市民病院）
　横内　光子（名古屋大学大学院医学系研究科）

第７会場　第55群　精神看護（４）　14：00～14：50

452 デイケア通所者の生活背景による生活機能の実態
○ 齋藤　深雪　馬場　薫（山形大学医学部看護学科）
　吾妻　知美（甲南女子大学）
　鈴木　英子（長野県看護大学）

453 地域で暮らす精神障害者のリカバリーとその関連要因
○ 藤本　裕二　山川　裕子（佐賀大学医学部看護学科）
　楠葉　洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座）

454 統合失調症患者に対するフットケア研究についての検討
○ 鬼頭　和子　鈴木　啓子（名桜大学看護学研究科）
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455 農村地域で暮らす精神障がい者の事例分析（第２報）　－生活を続けていくための要因分析－
○ 揚野裕紀子　中田　涼子（山陽学園大学看護学科）
　曽谷　貴子　日下　知子（川崎医療短期大学看護学科）
　川野　雅資（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

456 総合大学に勤務する教員・研究者の精神的健康および個人背景と職務状況との関連
○ 片岡　三佳　奥田紀久子　千葉　進一　多田　敏子（徳島大学）
　小澤　和弘（岐阜県立看護大学）

第７会場　第56群　健康増進（２）　14：00～14：50

457 運動強度が異なるウォーキングにおける感情の変化
○ 三橋あゆみ（岩手県職員）
　川村和可奈（千葉西総合病院）
　井瀧千恵子（弘前大学大学院保健学研究科）

458 ウォーキングのストレス緩和効果　－直後と回復時の比較－
○ 川村和可奈（社会医療法人社団木下会千葉西総合病院）
　三橋あゆみ（岩手県職員）
　井瀧千恵子（弘前大学大学院保健学研究科）

459 日本の出生体重低下に関する統計的研究　－都道府県別出生体重と乳児死亡率の関係－
○ 阿部　範子（日本赤十字秋田看護大学）
　島田　友子（元長崎県立大学看護栄養学部）
　緒方　昭（緒方日中韓看護学研究会）

460 睡眠教育に関する海外の文献検討
○ 望月由紀子（帝京大学医療技術学部看護学科）

461 自立した一人暮らし高齢者の生きがいを支えているもの
○ 北村　雄児　青田　正子　山田　晧子（明治国際医療大学看護学部）

第７会場　第57群　地域看護（４）　14：00～14：50

462 養護教諭と保健師の職能間連携を促進する要因の検討
○ 高橋佐和子　伊藤　純子（聖隷クリストファー大学看護学部）

463 高齢化地域における社会活動に参加する高齢者のQuality of Lifeと Social Capital
○ 小林　佳人（弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程）
　木立るり子（弘前大学大学院保健学研究科）

464 在宅高齢者のQOLおよび主観的幸福感に関連する要因の検討
○ 稲田　真澄（恵佑会札幌病院）
　望月　吉勝（旭川医科大学）

465 個人・地域の文化的側面を尊重した在宅精神障害者への援助方法
○ 嶋澤　順子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

466 沖縄における模合参加と健康との関連
○ 久高　愛美　當山　裕子　宇座美代子（琉球大学大学院保健学研究科）

467 JICA仏語圏アフリカ母子保健（B）研修の効果と課題
○ 常田　美和（北海道大学大学院医学研究科予防医学講座国際保健医学分野博士課程）
　佐藤　洋子（北海道大学大学院保健科学研究院）
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第７会場　第58群　看護技術（４）　14：00～14：50

468 看護学教科書の記述分析からみたチーム医療の体制
○ 小林道太郎　山内　栄子　竹村　淳子　真継　和子（大阪医科大学看護学部）

469 我が国の看護学生の看護技術演習の教育方法に関する文献検討
○ 田中　志穂　松山　友子　穴沢小百合　吉満　祥子　竹前　良美　土田　由美
 （東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科）

470 看護学生に対する点滴静脈注射の看護技術教育に関する文献の検討
○ 土田　由美　竹前　良美　田中　志穂　吉満　祥子　穴沢小百合　松山　友子
 （東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科）

471 看護学生の看護技術教育における寝衣交換に関する文献の検討
○ 竹前　良美　土田　由美　田中　志穂　吉満　祥子　穴沢小百合　松山　友子
 （東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科）

472 基礎看護技術のテキストにおける寝衣交換に関する記載内容の分析
○ 穴沢小百合　松山　友子　吉満　祥子　竹前　良美　土田　由美　田中　志穂
 （東京医療保健大学）

473 指尖容積脈波を用いた中高年女性の冷却刺激に対する血管反応と冷えの自覚との関連
○ 平田　良江　名取　初美（山梨県立大学看護学部）
　浅川　和美　小林　康江（山梨大学大学院医学工学総合研究部）


