
主要プログラム一覧 

2022年9月3日（土）13:00～16:30 

〇開会式（13:00～13:10） 

理事長   生野 繁子    挨拶 

〇会長講演（13:15～13:40） 

ICTを活用したポリファーマシーに関する高齢者看護アセスメント教育 

大会長   吉村 惠美子（国際医療福祉大学大学院 看護学分野 教授） 

〇基調講演（13:45～14:45） 

新型コロナのパンデミックを乗り越えた先に見えること 

講師 和田 耕治（前国際医療福祉大学 医学部公衆衛生学 教授） 

座長 吉村 惠美子（国際医療福祉大学大学院 教授） 

〇シンポジウム（15:00～16:30） 

“with COVID-19” これからの地域連携 ～保健、医療、福祉、介護の立場から～ 

座長   中島 洋子（西九州大学 看護学部長 教授） 

西又 玲子（介護付有料老人ホーム ジョイアス城山 施設長） 

シンポジスト   白垣 陽子（東京都中野区保健所保健企画課係長 保健師） 

     行田 菜穂美（聖マリアンナ医科大学病院 メディカルサポートセンター 

地域看護専門看護師） 

    田中 香枝（公益財団法人積善会 曽我病院 ソーシャルワーカー） 

加藤 馨（社会福祉法人長寿会 特別養護老人ホーム陽光の園 理事長） 
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2022年9月4日（日）9:00～15:10 

 

 ○一般演題発表 

   ※一般演題プログラムの頁参照 

     

 〇交流セッション（11:30～12:20／13:00～13:50） 

  ①生活保護利用者の社会参加促進に向けた取り組み 

      コーディネーター・発表者  

谷山 牧（国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科 教授） 

  ②コロナ禍の今こそ “口腔ケア” を見直そう 

      コーディネーター      

横島 啓子 （国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科 教授） 

発表者 

  小園 由味恵（安田女子大学 看護学部看護学科 准教授） 

  ③認知症高齢者が安心して地域で暮らすための医療・福祉の連携 

      コーディネーター      

鷹嘴 亜里（国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科 助教  

認知症看護認定看護師） 

発表者 

  染谷 京子（港北区医師会訪問看護ステーション/統括管理者・認定看護管理者） 

        富田 克利（看護小規模多機能施設のぞみ/管理者・介護福祉士・介護支援専門員） 

        新倉 健太郎（湘南いなほクリニック/看護主任・認知症看護認定看護師） 

  ④アフターコロナにおけるオンライン研修の実施方法の模索 

      コーディネーター・発表者  

照屋 健作（帝京平成大学 人文社会学部 経営学科 准教授） 

  ⑤災害支援活動から看護福祉の今後の備えを考える 

      コーディネーター  

皆田 良子 （国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科 講師） 

発表者 

   田之上 愛 （国際医療福祉大学熱海病院 看護副主任 DMAT隊員） 

        五十嵐 幸江（国際医療福祉大学熱海病院 外来師長） 

 

〇市民公開講座（14:00～15:00） 

   多文化共生時代のメンタルヘルス 

講師   上里 彰仁（国際医療福祉大学 医療福祉学部 教授）  

  

〇閉会式（15:00～15:10） 
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口演 【Ｏ-１群】 看護福祉と教育 

9：00～10：00   座長： 谷川 和昭 （関西福祉大学） 
 

 
O-1-1 病院に勤務する男性看護職の精神的エンパワメントの現状 

○ 山本 詠子 1), 生野 繁子 2) 
1) 前九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科・桜が丘病院 
2) 九州看護福祉大学 

 
O-1-2 福祉教育におけるヤングケアラーの教材の有効性に関する検討 

～テキストマイニングを用いて～ 
○ 三上 ゆみ 1), 山野井 尚美 2), 栗本 一美 2) 

1) 新見公立大学健康科学部地域福祉学科 
2) 新見公立大学健康科学部看護学科 

 
O-1-3 症状マネジメント論における ICT（Miro）を活用したアクティブラーニングの有用性 

～レポートと終了後アンケートの計量テキスト分析から～ 
○ 江頭 有夏, 青木 駿介, 熊谷 理恵, 小口 翔平, 伊藤 佑季, 浦野 理香 

長野県看護大学 
 
O-1-4 ADL の低下がある独居高齢患者の紙面事例展開による学び 

COVID-19 により学内実習となった看護学生に着目をして 
○ 小島 愛子 1), 小木曽 加奈子 2) 

1) 愛知県立大学大学院看護学研究科 
2) 岐阜大学医学部看護学科 

 
 

口演 【Ｏ-２群】 実践の中のケア 

9：00～10：00   座長： 中嶋 恵美子 （前福岡大学） 
 

 
O-2-1 長期の入院を要した発達障害患者の問題行動と看護のあり方 

○ 田辺 大介 
帝京大学大学院医療技術学研究科 

 
O-2-2 看護のケアリングにおける看護技術との関係 

○ 石田 文代 
元埼玉県看護協会 

 
O-2-3 摂食嚥下障害のある高齢者に対する QOL 向上に向けた看護支援に関する文献検討 

○ 小澤 公人 1), 吉村 惠美子 2) 
1) 常葉大学健康科学部看護学科 
2) 国際医療福祉大学大学院 保健医療学専攻 看護学分野 
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O-2-4 精神科看護師が語る、長期入院患者の看護継続要因と阻害要因 
○ 土居 稚奈, 小川 典子, 長沼 淳, 酒井 太一 

順天堂大学保健看護学部 
 
 

口演 【Ｏ-３群】 看護福祉と意思決定 

10：10～11：10   座長： 坂本 雅俊 （長崎国際大学） 
 

 
O-3-1 孤立し助けのサインを出せない独居高齢者を抽出するツールの開発（2） 

―New Scale の信頼性と妥当性について― 
○ 關 優美子 1), 小山田 路子 2), 中尾  達馬 3) 

1) 神奈川歯科大学短期大学部看護学科 
2) 日本医療科学大学 
3) 琉球大学 

 
O-3-2 熟練訪問看護師が実践する多職種連携を意図した認知症高齢者の意思決定支援の特徴 

○ 松田 優子 1), 加藤 和子 2), 村瀬 智子 3) 
1) 日本赤十字豊田看護大学 
2) 岐阜聖徳学園大学 
3) 前日本赤十字豊田看護大学 

 
O-3-3 人生会議の経験と高齢者の ACP に関する考え方 

○ 宗像 尚美 1), 生野 繁子 2) 
1) 前九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科・医療法人社団嵩山会 吉野乃丘 
2) 九州看護福祉大学 

 
O-3-4 慢性腎臓病患者の意思決定を支える熟達看護師による実践 

○ 平野 道枝 1), 吉村 惠美子 2) 
1) 東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科 
2) 国際医療福祉大学大学院小田原キャンパス 

 
 

口演 【Ｏ-４群】 地域で暮らす 

10：10～11：10   座長： 正野 逸子 （前西九州大学） 
 

 
O-4-1 夜間頻尿が改善せず自宅退院した高齢者を介護する家族の思い 

ー介護生活から家族の思いを通して看護を振り返るー 
○ 宮原 明子 1), 土屋 恵子 2) , 峯田 慶太 1) 

1) 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 
2) 静岡県伊豆の国市福祉こども相談センター 

 
O-4-2 在宅療養を送る重症心身障害児の養護者のコミュニケーションニーズに関する研究 

○ 堀 智子, 松本 七十子, 前川 麻記 
藍野大学 
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O-4-3 糖尿病の注射療法を必要とする高齢者の施設入所不可理由と必要な調整内容 

○ 米村 八重子 1), 生野 繁子 2) 
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 

 
O-4-4 病棟看護師のための退院支援学習尺度の開発とその検証 

○ 山本 多恵子, 小川 典子, 酒井 太一 
順天堂大学保健看護学部 
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