研究発表
平成 27 年７月 5 日（日）
口演

9:00～11:20

第１群

地域保健

4題
1 号館 1 階 1102 室

9:00 ～ 10:00

座長 ： 倉田 康路（西九州大学）
1-1 特別支援学校自立活動外部専門家の活動についての一考察
○幸福秀和（東京医療学院大学），森崎直子（近大姫路大学）
，
廣渡洋史（岐阜保健短期大学）
1-2 在宅要介護高齢者の栄養状態と健康関連 QOL との関連性
○森崎直子（近大姫路大学），幸福秀和（東京医療学院大学）
，
廣渡洋史（岐阜保健短期大学）
1-3 高齢者サロン参加の有無と社会関連性指標との関係
○古川明美（徳島文理大学）
1-4 高齢者と幼児の世代間交流の現状と課題
－大阪府Ａ市における幼稚園・保育所へのアンケート調査から－
○南部登志江（畿央大学）

第２群

在宅支援

4題
1 号館 1 階 1103 室

9:00 ～ 10:00

座長 ： 中島 洋子（久留米大学）
2-1 家族性特発性脳内石灰化症と告げられ症状の進行を予測しながら生きる人の体験
○竹内登美子(富山大学大学院)
2-2 発達的な課題のある子どもと家族への看護支援システム構築の現状と課題
－3 つの点を線で結ぶ試み－
○江口千代(福井県立大学)
2-3 介護協力がない軽度認知症患者のインシュリン療法や受診の継続を目指して
退院直後特別訪問看護指示書を活用した看護支援
○一宮順子，阿部久美子(一般社団法人宗像医師会訪問看護ステーション)

2-4 夫婦二人暮らしの高齢介護者の健康状態悪化の実態と訪問看護師の対応
○森山恵美，關優美子(東京家政大学大学院)，
橳島智恵(介護老人保健施設グッドウェル)，矢内つや子(吉井中央診療所)，
釜屋洋子(東都医療大学)

第３群

管理

4題
1 号館 1 階 1105 室

9:00 ～ 10:00

座長 ： 谷川 和昭（関西福祉大学）
3-1 大学病院一般病棟に勤務する看護師の道徳的感性の特徴
○野﨑茂正(九州看護福祉大学大学院)，生野繁子(九州看護福祉大学)
3-2 特定施設入居者生活介護施設に勤務する常勤看護職の離職・転職要因の検討
○井上里織(専門学校北海道保健看護大学校)
3－3 療養病棟における高齢者の廃用症候群予防ケアに関する看護職のジレンマ
とその対処
○畔上一代(松本短期大学)，渡辺みどり，千葉真弓，柄澤邦江(長野県看護大学)
３-4 特別養護老人ホームにおける障害高齢者への余暇活動歴に焦点をあてた
支援の実施 －個別支援計画策定と援助実践の視点より－
○岩本裕子(社会福祉法人くだまつ平成会 特別養護老人ホームほしのさと)，
滝口真(西九州大学)，岡本宣雄(川崎医療福祉大学)
末森尚美，岩本昌樹(社会福祉法人くだまつ平成会 特別養護老人ホームほしのさと)

第４群

精神看護

4題
1 号館 1 階 1102 室

10:20 ～ 11:20

座長 ： 岡﨑 美智子（国際医療福祉大学）
4-1 精神障がいをもつ人の園芸活動を介したグループにおける相互交流の意味
○玉田明子，大森眞澄(島根大学)
4-2 精神科病院に勤務する男性看護者が重視する看護 －記述回答の質的分析－
○藤川君江(金城大学)，橋本芳(佐賀大学)
4-3 精神科病院に勤務する看護者が重視する役割 －精神科 7 病院への調査分析から－
○橋本芳(佐賀大学)，藤川君江(金城大学)
4-４ 精神科看護職の専門職的自律性の特徴と継続教育における課題
○澤田龍正(前九州看護福祉大学大学院)，生野繁子(九州看護福祉大学)

第5群

多職種連携

4題

1 号館 1 階 1103 室

10:20 ～ 11:20

座長 ： 坂本 雅俊（長崎国際大学）
5-1 指節間関節に関する装具治療の一例
○廣渡洋史，宇佐美知子,藤井稚也(岐阜保健短期大学)，
森崎直子(近大姫路大学),幸福秀和(東京医療学院大学)
5-2 訪問看護における多職種連携のための情報共有のあり方
－ICT 情報共有支援システム事業を通して－
○白井由里子(八幡医師会訪問看護ステーション)
5-3

ALS 療養者のコミュニケーション障害に伴う問題と多職種連携の実際とあり方
○児玉美香代，
津沢今日子，
高橋睦美(若松区医師会訪問看護ステーション)

5-4 独居認知症高齢者が在宅で過ごすことを可能とする要因～地域住民とのつながり～
○上妻絵理(産業医科大学病院), 正野逸子(産業医科大学)

第6群

教育

4題
1 号館 1 階 1105 室

10:20 ～ 11:20

座長 ：生野 繁子（九州看護福祉大学）
6-1 若い人たちが介護の仕事に就くのに期待していること
－韓国学生調査の自由回答データから考える－
○谷川和昭(関西福祉大学)，趙敏廷(岡山県立大学)
6-2 地域の社会資源に関するフィールドワークにおける学生の学び
○藤本奈緒子(北九州市立看護専門学校)
6-3 管理者が捉えた在宅看護学実習受け入れによる訪問看護師への教育的影響
○本田彰子(東京医科歯科大学大学院), 菊池和子(岩手県立大学),
正野逸子(産業医科大学), 炭谷靖子,荒木晴美(富山福祉短期大学),
赤沼智子(千葉大学大学院)，平山香代子(亀田医療大学),
王麗華(国際医療福祉大学), 栗本一美(新見公立大学),
上野まり,土平俊子(日本訪問看護財団)
6-4 認知症医療センターによる事例検討会の取り組みと評価
〇中村香奈子(久留米大学病院)，中島洋子(久留米大学)，
秋吉知子(久留米大学病院)，福嶺初美(訪問看護ステーション高良台)

示説

9:00～12:30

第1群

地域保健

4題
ラマツィーニホール第１会議室

9:00 ～ 9：40

座長 ： 百瀬 由美子（愛知県立大学）
1-1 「野宿生活者の健康」に関する文献検討－内容と発行年度からみる傾向－
〇白井裕子(愛知医科大学)
1-2 沖縄離島に移住した介護支援専門員の定住の構造
○時本ゆかり(大阪人間科学大学)
1-3 季節の違いにおける血液透析患者の QOL の実態
○藤田美貴(帝京大学)
1-4

地方都市で生活する高齢者の人格特性的自己効力感の特徴
○ 雪田貴史(前九州看護福祉大学大学院)

第2群

認知症ケア

5題
ラマツィーニホール第１会議室

10:20 ～ 11:10

座長 ： 秋山 美栄子（文教大学）
2-1 生活全体に配慮が必要な認知症高齢者の生活場面で困ったこと
テキストマイニングを用いた検討
○小木曽加奈子(岐阜大学),山下科子(中部学院大学),
佐藤八千子(岐阜経済大学),平澤泰子(浦和大学),
今井七重(中部学院大学),樋田小百合(平成医療短期大学),
祢宜佐統美(愛知文教女子短期大学)
2-2 介護老人福祉施設における重度認知症高齢者への熟練看護師の観察の視点
○山本浩子,中村もとゑ(日本赤十字広島看護大学)，
森川千鶴子(安田女子大学)
2-3 認知症ケア専門職者が抱く感情規則の傾向
○窪内敏子(岐阜県立看護大学）
2-4 認知症高齢者を介護する介護老人保健施設介護職者の感情労働の現状
○片山弘菜(介護老人保健施設 清雅苑)，吉岡久美(九州看護福祉大学)
2-5 認知症医療センターにおける事例検討会の１年後の評価
―参加者のアンケート結果より―
○中島洋子，古村美津代，松本まなみ，姜旻廷(久留米大学）
中村香奈子(久留米大学病院)

第3群

看護師のワークライフバランス

4題

ラマツィーニホール第１会議室

9:40 ～ 10:20

座長 ：塚原 ひとみ（福岡大学）

3-1 介護支援専門員の感情労働の特徴 －先行研究との比較－
○上原千賀(熊本県阿蘇保健所)，生野繁子(九州看護福祉大学)
3-2 訪問看護師のワーク・エンゲイジメントの特徴
○渡邉真美(九州看護福祉大学大学院)，生野繁子(九州看護福祉大学)
3-3

100 床未満の病院に勤務する看護職のワーク・ファミリー・コンフリクト
○福山由可(九州看護福祉大学大学院)，生野繁子(九州看護福祉大学)

3-4 看護・社会福祉研究職者のワーク・ライフ・バランスの現状と QOL の関係
○馬場保子(活水女子大学)，坂本雅俊(長崎国際大学)，久木原博子(福岡大学)，
堀内啓子，河口朝子，新田祥子，山口多恵(長崎県立大学)

第4群

高齢者施設看護

5題

ラマツィーニホール第１会議室
座長 ： 馬場

11:10 ～ 12:00

保子(活水女子大学)

4-1 介護予防サロンの高齢者における認知機能と健康関連 QOL、気分尺度との関係
○澤見一枝(奈良県立医科大学)，藤井稚也(岐阜保健短期大学)，
片畑由佳理，水主千鶴子(奈良県立医科大学)，
廣渡洋史(岐阜保健短期大学)
4-2 韓国の高齢者ケア施設で働く看護師を対象とする研究の動向
○松村友紀子(九州看護福祉大学大学院)，生野繁子(九州看護福祉大学)
4-3 特別養護老人ホーム看護職による意思表示困難な入所者の終末期における
家族への代理判断支援の実態
○上田理英(九州看護福祉大学大学院)，生野繁子(九州看護福祉大学)
4-4 非経口摂取の高齢者における口腔内細菌数に関する検討
○釜屋洋子(東都医療大学)，關優美子(東京家政大学大学院)，
森山恵美(東京家政大学大学院)，釜屋斉実(国立病院機構東京病院)
4-5 ベテラン看護師の転倒転落予測の判断に寄与する因子
～フォーカスグループインタビューを通して～
○戸田敦子，馬越愛，上田淳子
(地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院)，
黒田寿美恵(県立広島大学)

第5群

在宅看護

4題
ラマツィーニホール第１会議室

9:40 ～ 10:20

座長 ： 渡辺 みどり（長野県看護大学）
5-1 治癒が困難になったがん患者に対する看護実践状況
～全人的苦痛のアセスメントと苦痛緩和のケア～
○岩﨑玲奈(労働者健康福祉機構九州労災病院)
5-2 訪問看護ステーションと介護サービス事業所との連携
－ストーマケアが必要な療養者の 2 事例を通して－
○中村由美子(きらめき訪問看護ステーション)
5-3 当ステーションで在宅看取りを行ったがん患者遺族への CES 短縮版を用いた
質問紙調査結果の報告
○五島早苗，木村久美子(小笠原訪問看護ステーション)
5-4 在宅版ＴＨＰ（トータルヘルスプランナー）の認定のために求められる能力
○木村久美子(小笠原訪問看護ステーション)

第6群

退院支援

4題
ラマツィーニホール第１会議室 11:10 ～ 11:50
座長 ： 千葉 真弓（長野県看護大学）

6-1 急性期病棟における退院調整活動の実際と活動時の看護師のもつ課題
○勝田和典(西九州大学大学院)

6-2 独居認知症高齢者の生活を支えるための連携のあり方
～退院調整看護師の立場から～
○神谷ゆかり，濱田和枝(産業医科大学病院)
6-3 「退院時のチームアプローチ」をテーマとした合同授業前アンケートの分析
～専門職連携教育のための新たな授業づくりの検討～
○荒木晴美，松尾祐子，牛田篤，炭谷靖子(富山福祉短期大学)
6-4 診断から初回治療後における肝がん患者家族の治療や療養に関する意思決定の様相
○永松有紀(産業医科大学)

第7群

教育

4題

7-1 老年看護学実習における学びの一考察―学生のレポートの内容分析から―

ラマツィーニホール第１会議室

○松原寿美恵(畿央大学)

9:00 ～ 9:40

座長 ： 中嶋 恵美子（福岡大学）

7-2 老年看護の倫理学習におけるおむつ装着体験の演習方法の検討と評価
－看護学生のおむつ装着体験アンケート結果より－
〇松本まなみ，中島洋子，古村美津代(久留米大学)，伊藤尚加(前久留米大学)
7-3 介護支援専門員専門研修Ⅱでの受講者の気づき
～4 側面のアセスメントシートと関連図を活用して～
○炭谷靖子(富山福祉短期大学)，本田彰子(東京医科歯科大学大学院)，
正野逸子(産業医科大学)，
菊池和子(岩手県立大学)，
上野まり(日本訪問看護財団)，
赤沼智子(千葉大学)，栗本一美(新見公立大学)，平山香代子(亀田医療大学)，
王麗華(国際医療福祉大学)，土平俊子(了徳寺大学)，
荒木晴美(富山福祉短期大学)
7-4 大学生の死生観と死を考えるきっかけとなる出来事
○森川由貴(社会福祉法人柚子の木福祉会)，吉岡久美(九州看護福祉大学)

第8群

地域活動

5題
ラマツィーニホール第１会議室 10:20 ～ 11:10
座長 ： 滝口 真（西九州大学）

8-1 水中運動に取り組む地域在住高齢者の身体機能と転倒予防自己効力感の特徴
○有賀智也，渡辺みどり，太田克矢，千葉真弓，松澤有夏，曽根千賀子，細田江美
(長野県看護大学)
8-2 地域福祉活動における情報ネットワーク研修とその課題
○前原なおみ(宝塚大学)
8-3 「在宅看取りを支える地域ネットワークづくりにおけるサイボウズ Live の活用」
－80 歳代女性の訪問看護事例における分析から－
○大山真奈美(ネリヤ訪問ステーション)，
徳田千登勢(ファミリークリニックネリヤ)
8-4 小規模多機能型居宅介護での看取りにおける専門職の調整技術
○吉田恭子(福岡県立大学)，
岡﨑美智子(国際医療福祉大学)，中島洋子(久留米大学)，
山崎尚美(畿央大学)，岡部由紀夫(西九州大学)
8-5 大学発 地域住民が集える「認知症カフェ」の展開
－地域調査から展開まで－
○木村典子(愛知学泉短期大学)

