
セッション セッション名 セッション情報 枝番号 発表者名 所属機関名 演題名

O-01 河原 今日子 川崎医科大学附属川崎病院 看護部 急な発症に伴う脳血管疾患患者主介護者の治療選択における意思決定に関する思いについて

O-02 島村 沙弥香 横浜新都市脳神経外科病院 看護部 3階東病棟 患者家族の思いを知り看護援助を検討する〜脳卒中を発症した患者配偶者へのインタビューを分析して〜

O-03 中川 幹雄 愛知県心身障害者コロニー 子どもの障害受容に向けた家族への意思決定の介入-家族のエンパワーメントを目指して-

O-04 藤原 真弓 淀川キリスト教病院 家族関係のストレスにより冠攣縮性狭心症の再発が懸念される患者家族の意思決定プロセス

O-05 吉見 誠子 川崎医科大学附属病院 高度救命救急センター 危機的状況に直面した家族への関わりに対する事例検討〜渡辺式アセスメントモデルを用いて考える〜

O-06 地本 里美 大分県立看護科学大学 特別支援学校に看護師導入後の医療的ケアの質に関する保護者の評価

O-07 飯田 好 大分県立看護科学大学 特別支援学校で医療的ケアに従事する看護師と保護者の連携と課題

O-08 大野 真実 札幌医科大学 保健医療学部 看護学科 大学を拠点とした子育て支援活動-ペアレンティングプログラムの効果的な実施の検討-

O-09 山本 裕子 立命館大学大学院 応用人間科学研究科 修士課程 特別支援学校での医療的ケアに関わる看護師・保護者・主治医との連携 〜実践を通して〜

O-10 佐藤 亮 旭川荘療育・医療センター 障がいのある子どもをもつ家族のピアサポート形成に向けての看護

O-11 古川 恵美 畿央大学 教育学部 現代教育学科 発達障害のある子どもの親が捉える学校資源としての養護教諭〜ペアレント・トレーニング経験者の語りから〜

O-12 末次 さゆみ 旭川医科大学病院 看護部 成人生体肝移植後治療経過が遷延した中で家族機能が保持された要因

O-13 田中 順也 地方独立行政法人 堺市立病院機構 市立堺病院 小児1型糖尿病患児・家族のコンサルテーションを振り返って―慢性疾患を視野に入れた支援―

O-14 宇都宮 望 東海大学 医学部付属病院 集中治療室(ICU)に勤務する看護師が患者・家族への関わりの中で生じるジレンマの要因に関する研究

O-15 福岡 泰子 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 脳梗塞再発予防の自己管理教育における家族介入の効果

O-16 高垣 優子 医療法人 土本医院 訪問看護ステーション むかいしま 医療依存度が高い障害児とその家族への支援  家族関係の変化と訪問看護師の関わり

O-17 松原 麻香 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター ディベロップメンタルケアに関する文献検討

O-18 中尾 瑞香 南国市立十市小学校 不登校の状態にある子どもをもつ親の子どもとの生活の受け入れ〜成長を認める局面に焦点を当てて〜

O-19 菅野 道世 千葉県こども病院 家族機能の変容により在宅困難となった人工呼吸器管理患者の家族への支援

O-20 古井 明菜 埼玉県立小児医療センター CCU面会時の看護師の関わりについて保護者が感じ、求めるもの ‐保護者への質問紙調査の結果から‐

O-21 井田 歩美 関西福祉大学 看護学部 乳児の母親がソーシャルメディア上に発言した愚痴の分析‐夫に焦点をあてて‐

O-22 野町 磨意 高知県立大学 看護学部 妊娠期における高年初産婦の家族の準備性―夫婦を取り巻く拡大家族との関係に焦点を当てて―

O-23 内田 裕子 岡山大学大学院 保健学研究科 博士後期課程 出産前後の「父親への育児参加の動機付け」への産科スタッフの意識

O-24 神田 真由美 滋賀県立小児保健医療センター 出産時に危機的状況を経験した母親への看護介入〜障害児とともに在宅に至るプロセスを通して〜

O-25 上林 聡子 広島文化学園大学 看護学部 社会的要因が父親意識に与える影響に関する分析

O-26 東浦  雅子 奈良県立医科大学附属病院  奈良県立医科大学大学院 看護学研究科精神障害をもつ同胞の存在に対するきょうだいの思い

O-27 浅井 桃子 兵庫県立こども病院 重症心身障害児の家族の強みに対する訪問看護師の認識

O-28 河原 智江 横浜創英大学 看護学部 看護学科 在宅療養児と死別したきょうだいに対する訪問看護師のグリーフケアと死別後の課題に関する検討(第1報)

O-29 浅野 悠佳 東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻 患者と死別した同胞間造血幹細胞移植ドナーが語る‘家族成員の役割と位置関係の変化’

O-30 櫻庭 三保 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 協働プログラムを活用した患者・家族の満足できる退院支援の検討 ― 質の向上と標準化 ―

O-31 芹澤 直子 済生会神奈川県病院 回復期リハビリテーション病棟入院直後の脳血管疾患患者家族の支援ニーズに関する研究

O-32 竹下 八重 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 住民を対象とした研修会による終末期の自己決定や事前指示書作成促進の試み

O-33 竹村 淳子 大阪医科大学 看護学部 重症心身障害児の二次障害の治療選択に直面した母親へのレジリエンスに働きかけた看護師の援助

O-34 西井 寿里 川崎医療福祉大学 マネジメント学部 秘書学科 母ロスにおけるグリーフケアとソーシャルサポートについての事例研究

O-35 吉野　仁子 千葉県こども病院 小児専門病院における家族看護研修と研修成果について

O-36 新村 直子 東海大学 医療技術短期大学 看護学科 事例分析を中心とした家族看護の学習による臨床看護師の家族の視点と関心の変化(その1)

O-37 永冨 美知子 名古屋第二赤十字病院 病棟看護管理者における入院患者家族に対するケア提供の実態 第1報 家族看護実践項目の尺度化のプロセス

O-38 永冨 美知子 名古屋第二赤十字病院 病棟看護管理者における入院患者家族に対するケア提供の実態 第2報　重回帰分析による関連要因の検討

O-39 槇本 香 高知県立大学 看護学部 家族看護エンパワーメントガイドラインを活用した看護介入‐親族や地域社会資源の活用に関する看護実践‐

O-40 那須 明美 川崎医科大学附属病院 がんリハビリテーションにおける看護師とセラピストの協働に関する思い

O-41 中田 有貴 JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 地域基幹病院におけるがん終末期患者への緩和ケア

O-42 戸田 愛 関西電力病院 終末期がん患者の配偶者が経験した家族内コミュニケーションと対処―支障をきたした状況に焦点を当てて―

O-43 小野 由樹 洛和会音羽病院 患者・家族に寄り添う看護〜患者参画型看護計画を導入して〜

O-44 川村 真澄 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 診断期から治療期にある壮年期がん患者を内包する家族に生じる距離―がん共有による家族の心理的距離の変化

O-45 樋口 妙子 倉敷中央訪問看護ステーション 癌終末期患者家族の混乱に対する家族面談

O-46 富山 まどか 札幌医科大学 保健医療学部 看護学科 「高齢者に対する『食支援の食事観』傾向把握質問紙」の検討‐家族介護者を対象として

O-47 栗原 明美 順天堂大学 保健看護学部 特別養護老人ホームにおける看取り介護受容を規定する要因

O-48 石川 亜衣 医療法人社団 三喜会 ライフプラザ鶴巻 施設入所高齢者をもつ家族にとっての面会の意味に関する記述的研究

O-49 大熊 渉太 東京都立小児総合医療センター 息子介護者による高齢者虐待の要因とそれに対する支援のあり方

O-50 渡邉 裕美 元岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科 軽度認知症高齢者の家族介護者のコミュニケーションとそれに影響する思い

O-51 高井 ゆかり 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 認知症高齢者を在宅で介護する家族員が介護サービスを決定・利用する際のパターン
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P-01 名越 恵美 岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科 緩和ケア病棟看護師のターミナルセデーションに関する家族への意思決定支援

P-02 榊原 香代子 愛知県 厚生連 知多厚生病院 癌終末期の患者・家族の意思決定にかかわった看護者の支援プロセス‐家族・医 療者への面接からの分析‐

P-03 岩戸 さゆき 大阪発達総合療育センター 家族の意思決定に寄り添い支える看護  -超重障児の在宅移行支援-

P-04 加藤 公美 川崎医科大学附属病院 感覚器センター 終末期がん患者の最期の迎え方に対する意思決定を支えた一症例

P-05 木村 藍子 東海大学医学部付属病院 大学病院における脳神経外科・内科病棟看護師の家族との「協働意識」と「意思決定支援」

P-06 田中 千絵 聖マリア学院大学 家族のスピリチュアルなゆらぎに寄り添い続けた助産学生のケアの意味を考える

P-07 楠原 明子 川崎医科大学 附属病院 12階東病棟 胃瘻管理のためのパンフレットによる指導の評価〜胃瘻注入が必要な患児の家族への指導〜

P-08 竹山 洋恵 川崎医科大学 附属病院 NICU入院患児に父親参加の育児環境を整えることへの看護師の意識〜看護師への勉強会前後の意識調査から〜

P-09 下中 優 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 母親役割を担うがん患者の子どもへの告知〜子どもに疾患を伝えるか否かに関する意思決定支援の考察〜

P-10 臼井 雅美 横浜市立大学 医学部 看護学科 日本における「親」研究の動向‐テキスト・マイニングを用いた医中誌シソーラス用語の解析‐

P-11 浅井 宏美 聖路加国際大学大学院 看護学研究科 博士後期課程 NICUの中堅看護師が認識する家族中心のケア(Family-Centered Care)の実践とその帰結

P-12 山本 修平 大阪市立総合医療センター 特別支援学校に通うこどもをもつ家族の役割の負担の要因に関する研究

P-13 山本 幸子 月山ベビィクリニック 重症心身障害児(者)の介護者の家族ニーズに影響を及ぼす要因

P-14 谷 洋江 徳島大学 大学院ヘスルバイオサイエンス研究部 ファミリーサポートセンター会員講習会「身体の発育と病気」に関する受講者のニーズ

P-15 富田 早苗 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科 乳幼児期における母親の就労希望別にみた退職時の理由

P-16 西原 みゆき 愛知県立大学 看護学部 障害のある子どもの就学以降に母親が体験した家族へのかかわり

P-17 横田 益美 東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻 異国文化の中で先天性障害児を育てる家族システムへの介入―弱小の夫婦システムを強化していく試み―

P-18 菅村 孝子 加賀市民病院 外来 外来入院支援室で家族の感情表出を促す介入方法とその技術の検討

P-19 定本 真由子 川崎医科大学附属病院 初回心不全患者における患者およびその家族への退院支援の振り返り

P-20 星川 理恵 高知大学医学部附属病院 生命危機状態から死の転帰を辿る子どもを内包する「家族の危機への働きかけ」を支える看護介入

P-21 岡本 亜紀 岡山大学 大学院 保健学研究科 看護学分野 精神科病院の看護師を対象とした,家族看護を含めたリカバリー支援のための研修の効果

P-22 甘佐　京子 滋賀県立大学 精神科看護師の急性期家族ケア項目の必要認識度と実施度の比較

P-23 岡安 誠子 島根県立大学看護学部 特別養護老人ホーム看護師が捉える家族支援

P-24 小河 育恵 元 関西福祉大学 看護学部 看護学科 在宅療養高齢がん末期の認知症患者家族の体験と課題

P-25 濱野 香苗 聖マリア学院大学 看護学部 離島在住高齢者のQOLと家族構成

P-26 堀島 由利 株式会社 コスモケア·エナジー  デイサービスエナジー 高齢者及び家族への心身両面から介入のあるデイサービスプログラムの作成とその有効性の検討

P-27 佐竹 陽子 奈良県立医科大学 医学部 看護学科 オストメイトの家族のレジリエンス(その1)―レジリエンスの因子構造―

P-28 前田 由紀 日本赤十字社和歌山医療センター オストメイトの家族のレジリエンス(その2)

P-29 吉松 恵子 島根県立大学 看護学部 看護学科 在宅における胃瘻のケア技術と知識に関連する家族介護者の要因

P-30 田久保 由美子 昭和大学 保健医療学部 看護学科 家族の健康観と家族間の健康の気づかい‐保健指導を受けた参加者とその家族への調査‐

P-31 荻 あや子 岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科 胃切除術後8年を経過する患者家族の病に対する気がかり

P-32 中井 芙美子 広島都市学園大学 健康科学部 看護学科 フィリピン共和国における現代若者達の恋愛のタイプと配偶者選択に関する研究

P-33 上原 和也 川崎医科大学附属病院 多職種カンファレンスにおける看護師の情報提供について

P-34 笹本 奈美 川崎医科大学附属病院 看護部 外来 外来通院患者の家族に対する関わりの実態調査 大学病院外来看護職員を対象として

P-35 井上 綾 川崎医科大学附属病院 看護部 看取りの経験を通して看護師が受ける心理的影響の分析と支援体制の考察

P-36 関谷 真美 慶應義塾大学 看護医療学部 自閉症の子どもをもつ親の看護師に対するニーズ ―医療機関受診に関する調査から―

P-37 長崎 恵美子 川崎医療福祉大学 大学院、岡山赤十字病院 倫理的葛藤をもつ家族における倫理に関する理論の活用状況の文献検討

急性期の健康問題と
家族

精神障がいと家族

高齢者と家族

示説１

8月9日（土）

第9会場

ポスター掲示
（11:30〜12:30）

示説自由討論
（16:00〜17:00）

ポスター撤去
（17:00〜17:30

地域で暮らす人と家
族

その他
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P-38 古瀬 みどり 山形大学 医学部 看護学科 遺族の語りにみる訪問看護師の意思決定支援―がん療養者の介護プロセスにおけるケア内容との相互分析から

P-39 片岡 恵理 川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健看護学専攻 わが国におけるDNARに関する研究の動向 〜家族への看護支援の課題〜

P-40 たざき 知恵子 日本保健医療大学 看護学科 ムコ多糖症児とその家族が酵素補充療法をめぐり抱える課題

P-41 山本 あずさ 光市立大和総合病院 終末期医療の代理意思決定をした家族の思い

P-42 細川 京子 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科 大学生をもつ保護者における子どもの臓器移植に対する認識

P-43 加藤　真紀 島根県立大学　看護学部 高齢者と家族の終末期における意思決定と支援に関する研究の動向と課題

P-44 伊東　美佐江 川崎医療福祉大学　医療福祉学部　保健看護学科 医療における高齢者の意思決定を尊重するうえでの課題と支援

P-45 守谷 雅美 おさむら産婦人科 知的障がいのある女子の性教育における母親の関わり

P-46 小野 美雪 神戸大学大学院保健学研究科、医誠会草津総合病院 家族同心球環境理論に基づく家族アセスメントツールを用いた家族インタビュー の有用性の検討

P-47 藤井 清美 兵庫大学 健康科学部 看護学科 自閉症スペクトラム障害児をもつ母親の基本的欲求の“満たされ感”に関する研究

P-48 野村 佳代 山陽学園大学 看護学部 看護学科 難病疾患の子どもの納得に向けた親の関わり‐自発的な意思表示が難しい子どもの見極め‐

P-49 亀井 徹 株式会社 コスモケア・エナジー おひさま・おひさま教室 児童通所支援事業所における指導員のマンツーマン方式による家族支援事例

P-50 小林 京子 自治医科大学 看護学部 在宅療養中の障がい児と生活する家族の「家族マネジメント尺度(FaMM)」因子構造

P-51 久保 泰子 広島文化学園大学　看護学部　看護学科 ネフローゼ症候群の子どもを持つ母親のストレスと対処行動に対する支援

P-52 岡本 陽子 広島文化学園大学 育児に不安を抱える母親への支援に関する調査研究

P-53 加藤 かほり 東京都リハビリテーション病院 高次脳機能障害者の家族が抱く介護肯定感と家族機能およびその関連要因

P-54 山田 正実 新潟県立看護大学 COPD患者家族の在宅療養支援上の困難と問題解決のための方策

P-55 坂東 千尋 旭川医科大学病院 看護部 NICUに長期入院している子どもの家族が望む発達支援

P-56 山下 留理子 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科 特定保健指導の効果に影響する家族にまつわる要因と支援方法

P-57 木村 裕美 佐賀大学 医学部 在宅認知高齢者家族の生活力量と介護家族のQOLに関する研究

P-58 小澤 芳子 山形県立保健医療大学 若年認知症の親を持つ子どもの現状

P-59 長澤 久美子 常葉大学 健康科学部 看護学科 認知症に罹患した親を介護するうえで息子介護者が感じている困難

P-60 中桐 亜紀 川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健看護学専攻 介護福祉施設職員の認知症高齢者の急変時対応に関する思い

P-61 松本 啓子 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科 ターミナルセデーションに関わる総合病院の緩和ケア病棟の中堅看護師の思い

P-62 古谷 なおみ 岡山済生会総合病院 終末期持続鎮静における苦痛緩和の評価を看護師と家族の視点から考える

P-63 石神 泉 静岡赤十字病院 在宅中心静脈栄養法を受けたがん終末期療養者を介護した家族の体験

P-64 大園 康文 順天堂大学 医療看護学部 在宅療養における終末期がん患者の家族への介入研究レビュー

P-65 白石 悦子 神奈川リハビリテーション病院 障害者の終末期を支えた家族の思い〜遺族への聞き取りからの分析〜

P-66 木下 みゆき 山口大学大学院 医学系研究科 家族へのエンゼルケア参加の促しと看護師のグリーフケアの認識

P-67 宮田 延子 中部学院大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 山間過疎地域の高齢者家族による看取りとその満足感を支える要因の検討

P-68 森川 真理 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 救命救急センター初療室で予期せぬ死を迎えた患者の家族に対する看護 第一報 ‐看護の現状と必要性の認識‐

P-69 森川 真理 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 救命救急センター初療室で予期せぬ死を迎えた患者の家族に対する看護 第二報 ‐家族ケアモデルの試作‐

P-70 人見 裕江 宝塚大学 認知症高齢者の看取りにおける家族の揺らぎ

P-71 矢田 昭子 島根大学 医学部 看護学科 がんに罹患した看護師の妻ががんの夫を看取った体験

P-72 福山 幸子 東海大学 大学院 健康科学研究科 看護専門学校で家族看護を教授する教員の認識と取り組み

P-73 岡本 双美子 大阪府立大学 看護学部 看護学科 家族看護に関する看護師の認識の変化‐家族看護講座前後の比較‐

P-74 岡崎 愉加 岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科 分娩期の家族ケアに関する助産師学生の学び
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