
一般演題 口演
朝日大学 6号館2階 6202教室

O-1 介護老人福祉施設に入所する高齢者の「自分らしさ」とケア職員が捉える「その人らしさ」

 ○ 秋本千佳1）　渕田英津子2）

 1） 名古屋大学医学部附属病院　　2） 名古屋大学大学院医学系研究科

O-2 認知症サポーターの活動継続に必要な条件

 ○ 廣田有希1）　渕田英津子2）

 1） 名古屋セントラル病院　　2） 名古屋大学大学院医学系研究科

O-3 ユマニチュードを取り入れた看護に対するスタッフの意識調査

 ◯ 藤村祐大1）　竹ノ下千尋1）　今村塁1）　近藤綾子1）　田中眞里子2）

 1） 社会医療法人弘仁会　大島病院　2） 花園大学

O-4 認知症カフェ運営におけるサービスの質に関する比較研究

 ◯ 池戸 初枝1）　前川厚子2）　渕田英津子2）　林登志男2）

 1） 津島市役所高齢介護課　2） 名古屋大学大学院医学系研究科看護学科

O-5 新人看護師が感じる職務上の困難と先輩看護師に求める支援

 ○ 三浦夏海　鎌田歩美　高橋真理子

 東北医科薬科大学病院

O-6 キャリア中期にある看護師のキャリア・アンカー

 ○佐藤智美1）　河津芳子2）

 1） 埼玉県総合リハビリテーションセンター　2） 常盤大学

O-7 男性看護師のキャリアアップの意識と特徴についての文献検討

 ○大山了士1）　津村直輝2）　辻川季巳栄3）　吉田和美3）

 1） 独立行政法人国立病院機構福山医療センター

 2） 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター

 3） 県立広島大学保健福祉学部看護学科

O-8 無投薬発生率に基づくPNS®導入効果の定量的検証

 ○川上利枝　神田眞理子

 島根大学医学部附属病院

口演Ⅰ　10：00～ 10：40 座長：井野 恭子（椙山女学園大学看護学部看護学科）

口演Ⅱ　11：00～ 11：40 座長：篠崎 惠美子（人間環境大学　看護学部　看護学科 )
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研究助成成果発表
朝日大学 6号館2階 6202教室

13：30 ～ 13：40 座長：渡邉 順子（静岡県立大学看護学部看護学科）

O-9 地域包括ケア病棟における退院支援シート活用の検証

 ―退院支援実践自己評価尺度を使用して―

 ○小浜七重1）　藤谷裕子1）　渋江仁美1）　岡田淳子2）

 1） 社会福祉法人恩賜財団　済生会広島病院

 2） 県立広島大学　保健福祉学部看護学科

O-10 「患者カルテ」という新たな看護ツール　―患者と協働するナラティヴの実践―

 ○坪之内千鶴1）2） 　木下由利子3）　 小田佳子3）　 古澤亜矢子4）

 1） 名古屋大学大学院医学系研究科 博士後期課程　2） 日本赤十字豊田看護大学

 3） 藤田保健衛生大学病院　4） 日本福祉大学 看護学部 看護学科

O-11 温水洗浄便座の吐水刺激による生理的に安全な排便促進方法の構築

 ○神谷美香1）　樹神千尋1）　須賀京子1）　西村直記3）　大橋隆弘2）　岩瀬敏4）

 1） 朝日大学保健医療学部看護学科　2） TOTO株式会社総合研究所商品研究部

 3） 日本福祉大学スポーツ科学部　　4） 愛知医科大学医学部生理学講座

NICU入院経験をもつ児の父親における職場の育児支援と退院後の親性の関連

－職場の育児支援取得に対する意思決定の要因と父親自身の評価を中心に－

　　　○河村江里子1）　浅野みどり2）

　　　1）大垣市民病院　2）名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻

口演Ⅲ　13：40～ 14：10 座長：藤井 徹也（豊橋創造大学　保健医療学部　看護学科 )



一般演題 示説
朝日大学保健医療学部看護学科 6号館1階 食堂

P-1 成人女性へのタクティールケアの生理的指標による効果の検証

 ○上原佳子1）　長谷川智子1）　北野華奈恵1）2）　礪波利圭1）　出村佳美1）

 1） 福井大学学術研究院医学系部門看護学領域

 2） 大阪大学大学院大阪・金沢・浜松医科・千葉・福井大学連合

    小児発達学研究科福井校

P-2 愛知県内の病院におけるアロマセラピーの現状

 ○伊藤佳央理1）　佐藤美紀1）

 1） 愛知県立大学看護学部

P-3 乳がん治療薬の筋肉内注射による硬結予防のための温罨法の効果について

 ○原　好恵1）　篠崎惠美子2）

 1） 朝日大学保健医療学部看護学科　2） 人間環境大学看護学部

P-4 看護師が実施するグリセリン浣腸と摘便の併用に関する実態調査

 ○栗田愛1）　武田利明2）

 1） 人間環境大学看護学部　2） 岩手県立大学看護学部

P-5 テキストマイニングによる洗髪の技術練習時の学生の思考の特徴と傾向

 ○柳田徳美　高倉裕美子　藤田文子　石綿啓子

 日本医療科学大学　保健医療学部　看護学科

P-6 看護過程授業方法の検討―課題の明確化を試みて―

 ○清水八恵子　神谷美香　須賀京子

 朝日大学保健医療学部看護学科

P-7 看護観育成の構造（第3報）

 ○神谷美香1）　武藤英理2）　清水八恵子1）　須賀京子1）

 1） 朝日大学保健医療学部看護学科　2） 羽島市民病院

P-8 看護学生のクリティカルシンキング力が育成される状況

 ○李慧瑛1）　下髙原理恵2）　深田あきみ3）　新橋澄子3）　緒方重光1）

 1） 鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻  2） 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

 3） 豊穣学園金沢医療技術専門学校看護学科

P-9 看護学生におけるエイジズムに関する文献検討

 ○名和祥子　樹神千尋

 朝日大学保健医療学部看護学科

示説　13：00～ 13：40
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示説　13：00～ 13：40

P-10 スタッフナースのリーダーシップ行動の構成要素に関する文献検討

 ○津村直輝1）　大山了士2）　辻川季巳栄3）　吉田和美3）

 1） 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター

 2） 独立行政法人国立病院機構福山医療センター

 3） 県立広島大学保健福祉学部看護学科

P-11 病棟における身体拘束の開始・解除基準に関する文献検討

 ○佐藤章伍　清水八恵子　須賀京子

 朝日大学保健医療学部看護学科

P-12 家族が穏やかに看取るためのパンフレットを用いたケアの有用性

 ○西川千恵子　宮本恵子　喜多貴子

 地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター

P-13 視線分析を活用した看護実践の可視化に関する文献検討

 高齢者理解プロセスの解明に向けて

 ○山田千春　末安明美

 兵庫医療大学看護学部

P-14 独居高齢者が健康に生活を継続できる条件に関する文献検討

 ○白砂恭子1）　渕田英津子2）

 1） 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校　

 2） 名古屋大学大学院医学系研究科

P-15 認知症の行動と特徴に関する研究の現状　～国内・国外の文献を対象とした検討～

 ○鈴木由紀子

 元浜松医科大学医学系研究科看護学専攻

P-16 認知症高齢者の行動・心理症状に関する国内の研究動向

 ◯佐久間美里1）　渕田英津子2）

 1） 名古屋大学医学系研究科看護学専攻 博士前期課程

 2） 名古屋大学医学系研究科看護学専攻

P-17 地域高齢者の健康の状態と健康に影響を及ぼす要因

 ～家族構成と食料品アクセス問題の視点から～

 ○高久範江

 福井大学学術研究院医学系部門看護学領域

P-18 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス内容から考察する生活支援のあり方

 ○髙倉恭子

 富山大学大学院医学薬学研究部地域看護
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