
誌上発表が成立する研究発表について 2020 年 7 月 12 日（日） 

 

口演 【O-1 群】 看護福祉と相談支援 

212小講義室 9:00～10:00   座長： 倉田 康路 （西南学院大学） 
 

 
O-1-1 看護相談利用があるパーキンソン病患者の特徴 

○ 岩佐 由美 

神戸大学大学院保健学研究科博士課程後期課程 

 

O-1-2 希少難病患者の老難介護に関する研究 

－進行性骨化性線維異形成症（FOP）患者と家族への聴き取りを通して－ 

○ 山下 和也 

四天王寺大学大学院博士後期課程 

 

O-1-3 認知症の義母の娘家族との同居の推移 

＝安定的生活の要因を「語り」から考える＝ 

○ 西口 守 

東京家政学院大学現代生活学部人間福祉学科 

 

O-1-4 老年期におけるソーシャルネットワークの構築 

○ 川上 敦子 

Tarleton State University, Department of Hisotry, Sociology, &  

Geography/GIS 

 

 

口演 【O-2 群】 看護福祉と教育実践 

214小講義室 9:00～10:00   座長： 中嶋 恵美子 （福岡大学） 
 

 
O-2-1  入院しない、させないケアの実践に向けて 

○ 寺澤 真美 

学研ココファン・ナーシング熊本 

 

O-2-2  日本における一般病棟での身体拘束に関する文献研究 

～看護師を対象とした文献に焦点に当てて～ 

○ 帶刀 真澄 

済生会中和病院 

 

O-2-3 コミュニケーション教育における「4 つの指示での描画課題」で描かれた描画のパターン

分析による教材化研究 

～第 2報 高校生を対象として～ 

○ 増滿 誠 

福岡県立大学看護学部 



口演 【O-3 群】 看護福祉とエンパワメント 

213 小講義室 10:10～11:10   座長： 坂本 雅俊 （長崎国際大学） 
 

 
O-3-1 精神保健福祉士による成年後見人の実践 

ー本人の想いに寄り添いながらー 

○ 山田 妙韶 

日本福祉大学 

 

O-3-2 精神障害者のエンパワメント獲得のプロセスに関する文献研究 

○ 藤本 奈緒子 1), 滝口 真 2), 正野 逸子 1) 

1) 西九州大学看護学部看護学科 

2) 西九州大学社会福祉学部社会福祉学科 

 

O-3-3 短期大学生の実習前感染症予防対策についての一考察 

○ 木戸 矢主子, 坂本 豊子 

福岡こども短期大学 

 

O-3-4 日越高齢者の健康づくり分野における女性人財育成の現状 

○ TRINH THI NGO CLAN 

西九州大学 生活支援科学研究科 

 

 

口演 【O-4 群】 看護福祉と QOL 

216 小講義室 10:10～11:10   座長： 中島 洋子 （西九州大学） 
 

 
O-4-1 サービス付き高齢者向け住宅で生活する後期高齢者の香りに対する嗜好の有様 

○ 藤原 理香, 森川 千鶴子 

安田女子大学看護学部看護学科 

 

O-4-2 早期自宅復帰に向けた後期高齢者家族の介護負担感の変化 

○ 東田 志津子 1), 鳥原 佳代子 1), 小坂 志保 2) 

1) 南相馬市立総合病院看護部  

2) 東京医科歯科大学大学院 

 

O-4-3 カンボジア高齢者の医療とケア 

○ 原田 翼 

四天王寺大学大学院人文社会学研究科人間福祉学専攻博士前期課程 

 

O-4-4 回復期リハビリテーション病棟看護師の退院支援の現状と実践能力の特徴 

○ 吉田 公美 1), 生野 繁子 2) 

1) 前九州看護福祉大学院 ・ くまもと県北病院機構 公立玉名中央病院 

2) 九州看護福祉大学 



示説 【Ｐ-1 群】 看護福祉と価値 

116アクティブラーニングルーム 9:10～10:10   座長： 滝口 真 （西九州大学） 
 

 
P-1-1 中堅男性看護師の職業に対するキャリア意識に関する実態 

－テキストマイニング法による分析から－ 

○ 森 雄太 1), 葛原 誠太 2), 生野 繁子 3) 

1) 国際医療福祉大学福岡看護学部 

2) 西九州大学 

3) 九州看護福祉大学 

 

P-1-2 介護職員の「福祉の心」のとらえ方の特徴 

―共起ネットワークからの示唆を中心に― 

○ 鈴木 星 1), 趙 敏廷 2), 谷川 和昭 3) 

1) 特別養護老人ホームにしのみや聖徳園 

2) 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科 

3) 関西福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 

 

P-1-3 介護職員にとって好ましい身だしなみとは 

―髪型・髪色に焦点を当てて― 

○ 趙 敏廷 1), 井上 留依 2), 谷川 和昭 3) 

1) 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科 

2) 特別養護老人ホーム大和園白鳳 

3) 関西福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 

 

P-1-4 家族介護者支援において看護職と支援相談員が大切だと感じていること 

介護老人保健施設におけるアンケート調査をもとに 

○ 山角 敬子 1), 生野 繁子 2) 

1) 阿蘇医療センター 

2) 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 

 

P-1-5 韓国療養病院看護師が高齢者看護において重要視していること 

○ 松村 友紀子 1), 生野 繁子 2), 李 玄玉 3) 

1) 前九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科 

2) 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 

3) 九州看護福祉大学看護福祉学部社会福祉学科 

 

 

示説 【P-2 群】 看護福祉と包括ケア 

116アクティブラーニングルーム 9:10～10:10   座長： 山崎 尚美 （畿央大学） 
 

 
P-2-1 地域包括支援センター職員が男性独居高齢者の社会的孤立予防で感じる困難内容 

○ 清水 友紀 1), 生野 繁子 2) 

1) 九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻 

2) 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 



 

P-2-2 専門職が捉えた高齢者の家族介護者に対する支援の検討 

-第 32回日本看護福祉学会交流集会参加者アンケートの分析- 

○ 吉岡 久美 1), 生野 繁子 2), 正野 逸子 3), 中嶋 恵美子 4), 鷹居 樹八子 5),  

藤本 奈緒子 5), 吉田 公美 6), 松村 友紀子 7) 

1) 九州看護福祉大学看護福祉学部社会福祉学科 

2) 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 

3) 産業医科大学産業保健学部看護学科 

4) 福岡大学医学部看護学科 

5) 西九州大学看護学部看護学科 

6) 九州看護福祉大学看護福祉学研究科修士課程 

7) 前九州看護福祉大学看護福祉学研究科修士課程 

 

P-2-3 肝がん患者の母の療養生活を支える娘の体験 

○ 名越 恵美 1), 奥田 美香 2), 寺下 由華 3) 

1) 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 

2) 倉敷成人病センター 

3) 元淳風会健康管理センター 

 

P-2-4 介護老人福祉施設における介護職の医療的ケアの活性化方策に関する研究 

○ 石橋 亜矢 1), 田中 千恵美 2) 

1) 長崎国際大学 

2) アクトグレースサポート株式会社 

 

P-2-5 集合住宅における地域包括ケアシステムを支える住民間共同活動に関する研究 

○ 佐藤 光栄 1), 甲州 優 2) 

1) 東都大学ヒューマンケア学部看護学科 

2) 獨協医科大学看護学部看護学科 

 

 

 

示説 【P-3 群】 看護福祉と研究文献 

116アクティブラーニングルーム 10:10～11:10   座長： 渡辺 みどり （長野県看護大学） 
 

 
P-3-1 臨地実習におけるプロセスレコードの活用と効果に関する文献検討 

○ 釜屋 洋子 1), 釜屋 斉実 2) 

1) 和洋女子大学 

2) 独立行政法人国立病院機構東京病院 

 

P-3-2 看護職者の仕事と介護の両立に関する事例の文献検討 

～2010年～2018年の先行研究を対象として～ 

○ 道口 由美 1), 生野 繁子 2) 

1) 九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科 看護学専攻 

2) 九州看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科 

 

 



 

P-3-3 男性看護師を対象としたワーク・ファミリー・コンフリクトに関する文献検討 

○ 山本 詠子 1), 生野 繁子 2) 

1) 九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科 看護学専攻 

2) 九州看護福祉大学 

 

P-3-4 慢性疾患を持つ患者のセルフケアとその要因に関する文献検討 

○ 小林 幸恵, 白田 久美子 

西九州大学看護学部 

 

P-3-5 インスリン療法を必要とする介護施設入所高齢者に関する研究の現状 

○ 米村 八重子 1), 生野 繁子 2) 

1) 九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科 看護学科専攻 

2) 九州看護福祉大学 

 

 

示説 【P-4 群】 看護福祉と認知症ケア・看取り 

116アクティブラーニングルーム 10:10～11:10   座長： 正野 逸子 （西九州大学） 
 

 
P-4-1 認知症治療病棟における重度認知症高齢者に対する熟練看護師の想いと感情処理の

有様（その 1） 

○ 山本 美香 1), 森川 千鶴子 2), 瀬尾 良子 3), 織田 絵理 2) 

1) 安田女子大学大学院看護学研究科博士後期課程 

2) 安田女子大学看護学部看護学科 

3) 前広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

 

P-4-2 特別養護老人ホームにおける重度認知症高齢者に対する熟練看護師の想いと感情処

理の有様（その 2） 

○ 森川 千鶴子 1), 山本 美香 2), 瀬尾 良子 3), 織田 絵理 1) 

1) 安田女子大学看護学部看護学科 

2) 安田女子大学大学院看護学研究科博士後期課程 

3) 前広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

 

P-4-3 独居認知症高齢者への関わりにおける訪問看護師の認識 

-地域づくりをめざした支援の検討- 

○ 家根 明子 

敦賀市立看護大学看護学部看護学科 

 

P-4-4 在宅療養を希望した独居高齢者の看取りにおける訪問看護師の家族への支援 

○ 柄澤 邦江, 小野塚 元子, 富田 美雪, 安田 貴恵子, 千葉 真弓 

長野県看護大学看護学部看護学科 

 


