
11：30～12：30 

座長 　辻下守弘（甲南女子大学）

O1-01 在留資格のある外国人のHIV受療行動を阻害する要因分析
○仲尾唯治（山梨学院大学 経営情報学部）
　沢田貴志（神奈川県勤労者医療生活協同組合港町診療所, 
　　　　　　特活 シェア＝国際保健協力市民の会）
　樽井正義（慶應義塾大学 文学部）
　山本裕子，廣野富美子，李祥任（特活 シェア＝国際保健協力市民の会）
　川田薫，稲場雅紀（特活 アフリカ日本協議会)，則光明華（山梨学院大学経営情報学部）

O1-02 ナラティヴ・アプローチによる中堅看護師への教育的支援
○紙野雪香（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院）

O1-03 長期間症状安静が血圧変動および交感神経活動に及ぼす影響
○田中邦彦（岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術学科）
　岩瀬敏，西村直記，高田真澄，高田宗樹，佐藤麻紀（愛知医科大学　生理学第2講座）
　安部力，岩田ちひろ，森田啓之
　　（岐阜大学大学院医学系研究科神経統御学講座生理学分野）
　菅屋潤壹（愛知医科大学　生理学第2講座）

11：30～12：30 

座長 　小林昌廣（情報科学芸術大学院大学）

O2-04 看護師を対象としたレジリエンスプログラムの縦断的研究
○谷口清弥（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部看護学科）

O2-05 「生きづらさ共同体」による紐帯の生成と規範の刷新
○杉本洋（新潟医療福祉大学 健康科学部看護学科）

O2-06 新人教育研修の受講経験のある看護師のやりがい感と負担感の検討
○藤井洋子（岐阜医療科学大学）　
　灘波浩子，若林たけ子，小池敦（三重県立看護大学）
　松嵜美紀，松本ゆかり，谷眞澄，松井和世（山田赤十字病院看護部）

一般演題（口頭発表）

[ 口頭発表セッション 1 ]　　　　　　　　　　会場 1　（5階大会議室）

[ 口頭発表セッション 2 ]　　　　　　　　　　会場 2　（5階小会議室1）

【 第 1 日： 6 月 16 日 （土） 】

＜ セッション 1， 2 ＞



11：30～12：30 

座長 　田中邦彦（岐阜医療科学大学）

O3-07 失語症リハビリ教室ボランティアの負担感と関連要因の検討
○花家薫（堺市　健康部健康医療推進課，大阪教育大学大学院健康科学専攻）

O3-08 身体障害者研究における量的研究と質的研究のミックスメソッドへの試み
○藤田裕一（大阪府立大学大学院人間社会学研究科社会福祉学専攻博士後期課程）

O3-09 慢性疾患患者の行動目標設定に関連する看護師の発話
○木嶋千枝（群馬県伊勢崎市民病院）
　岡美智代，茂木英美子（群馬大学大学院保健学研究科）

11：30～12：30 

座長 　鍵小野美和（岐阜医療科学大学）

O4-10 思春期自傷行為の出現率と心理社会特性について
○山口豊（筑波大学大学院）
　窪田辰政（静岡産業大学），橋本佐由理（筑波大学大学院）
　宗像恒次（健康行動科学研究所）

O4-11 乳幼児をもつ母親の育児支援　　―介入の短期効果について―
○眞﨑由香，橋本佐由理（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

O4-12 乳幼児をもつ母親の育児支援　　―介入前後の効果について―
○橋本佐由理，眞﨑由香（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

[ 口頭発表セッション 4 ]　　　　　　　　　　会場 2　（5階小会議室1）

[ 口頭発表セッション 3 ]　　　　　　　　　　会場 1　（5階大会議室）

＜ セッション 3， 4 ＞

一般演題（口頭発表）
【 第 2 日： 6 月 17 日 （日） 】



12：30～13：30

座長 　高崎昭彦（岐阜医療科学大学）

P1-01 介護保険施設における高齢者ケアの看護・介護の協働と連携に関する文献検討
○仁科聖子（順天堂大学医療看護学部），
　北村有香，松尾淳子，小林貴子(大阪医科大学看護学部）

P1-02 在宅でのターミナルケアに関する訪問看護師の取り組みの一考察
　　　　　　―訪問看護師へのインタビュー調査から―
○奥野久美子（聖泉大学看護学部），
　溝端しのぶ（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター），
　大城未琴（大阪府立急性期・総合医療センター）

P1-03 医療情報開示の進展と「患者―看護師関係」　―看護師に対する時系列調査の分析から―
○豊田久美子（京都市立看護短期大学）, 馬込武志（湊川短期大学）,
　平英美（滋賀医科大学）

P1-04 精神看護実習生へのナラティヴ・アプローチ
　　　　　　―時間軸と異和感のスパイラルに視点を当てて―
○津田右子（広島都市学園大学　健康科学部看護学科）

P1-05 多職種による糖尿病支援におけるチーム医療10年の歩み
○石黒玲子（松波総合病院栄養科）,山田吉子（松波総合病院生活習慣病管理部看護師）
　戸崎小百合（松波総合病院栄養科）,重田和也（松波総合病院薬剤部）,
　林慎(松波総合病院内科）

12：30～13：30

座長 　上本野唱子（岐阜医療科学大学）

P2-06 看護倫理の参考図書を用いた教授内容の標準化の検討
○三毛美恵子（奈良学園法人本部），上平悦子（奈良県立医科大学医学部看護学科）

P2-07 看護短期大学生を対象としたSAT気質コーチング法による
　　対人ストレスマネジメント教育の試み
○渡部洋子（帝京平成看護短期大学），宗像恒次（健康行動科学研究所）

P2-08 心臓ペースメーカーを植え込んで仕事をする女性の体験　　―病みぬいた人生―
○小林久子（藍野大学）

P2-09 歯学部・歯科大学における有給常勤歯科医師の性別就業状況
　　　　　　―全国29 校への質問調査から①―
○村上多惠子，森榮，井上峰雄（愛知学院大学歯学部）

P2-10 歯学部・歯科大学に勤務する女性歯科医師への支援制度とその利用状況
　　　　　　―全国29 校への質問調査から②―
○森榮，村上多惠子，井上峰雄（愛知学院大学歯学部）

【 第 1 日： 6 月 16 日 （土） 】
一般演題（ポスター発表）

＜ セッション 1， 2， 3 ＞

[ ポスター発表セッション 2 ]　　　　　　　　ポスター会場 2　（4階研修室3）

[ ポスター発表セッション 1 ]　　　　　　　　ポスター会場 1　（4階研修室1）



12：30～13：30

座長 　岡田由香（岐阜医療科学大学）

P3-11 歩行運動が握力に及ぼす影響
○加藤豊広，稲葉陽介，岩原志保，金子奈生，佐藤和歩，杉本大祐，西潟晴花，伊林克彦，
　山村千絵，的場巳知子（新潟リハビリテーション大学医療学部リハビリテーション学科）

P3-12 要介護者が地域で自立した生活を送るためのケアマネジメントとインフォーマル資源
○大浜恵美子（広島都市学園大学）
　高尾文子，岡崎仁史（広島国際大学大学院医療福祉科学研究科）

P3-13 壮年期男性における肥満の構図
○洲崎好香，上野満里（日本赤十字九州国際看護大学）, 新谷奈苗（岐阜医療科学大学）

P3-14 歯学生のソーシャルスキルとレジリエンスに関する研究
○樋口倫子（明海大学外国語学部）, 新妻奈緒美（明海大学大学院応用言語学研究科）
　眞﨑由香，橋本佐由理（筑波大学大学院）

P3-15 アロマトリートメントの生理的・心理的効果の検証と評価指標の検討
○下元美佳（岐阜医療科学大学保健科学部看護学科）

[ ポスター発表セッション 3 ]　　　　　　　　ポスター会場 3　（4階研修室4）



12：30～13：30

座長 　村田正章（兵庫医科大学） 

P4-16 小売業従事者の生活習慣と生きがい
○黒谷万美子（愛知学泉大学家政学部）, 中出美代(東海学園大学)

P4-17 学生の地域における課外活動と社会人基礎力の育成
○山川智子，磯部将孝，猪飼洋平，小林康泰，番場諒
　（長岡大学経済経営学部環境経済学科）

P4-18 敷地内禁煙導入に関わる取り組みに関する検討―大学と精神科病棟における比較―
○片山知美（宝塚大学看護学部）, 高橋裕子（奈良女子大学）

P4-19 介護老人保健施設に入所する要介護高齢者の主観的幸福感に影響を与える要因について
○片山知美（宝塚大学看護学部）, 森崎直子（近大姫路大学看護学部）

P4-20 職業性ストレスと生活習慣・首尾一貫感覚との関係
○新谷奈苗（岐阜医療科学大学），岩永誠（広島大学大学院総合科学研究科），
　洲崎好香（日本赤十字九州国際看護大学）　

12：30～13：30

座長 片渕哲朗（岐阜医療科学大学）

P5-21 客観的臨床能力試験（OSCE）による学習活動への効果について
○山形力生，梅本静香（姫路獨協大学　医療保健学部作業療法学科）

P5-22 中高年対象の「本当の自分を知る」講座におけるSATイメージ療法による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自己価値観の上昇について
○寺嶋昌代（東海学院大学　健康福祉学部食健康栄養学科）

P5-23 大学生の飲酒と心理的要因に関する研究（1報） 　飲酒量との関係
○山内惠子，浅野奈々（名古屋学芸大学　管理栄養学部）
　山内崇裕（蒲郡市民病院内科）, 片山知美（宝塚大学看護学部）

P5-24 大学生の飲酒と心理的要因に関する研究（2報）　世代間の関係
○浅野奈々，山内惠子（名古屋学芸大学　管理栄養学部）
　山内崇裕（蒲郡市民病院内科）, 片山知美（宝塚大学看護学部）

P5-25 看護師国家試験の出題基準に沿った講義内容の検討
○渡邊美幸（岐阜医療科学大学保健科学部看護学科），
　奥百合子（城西国際大学看護学部看護学科），
　小平由美子，箕浦文枝，守本とも子（岐阜医療科学大学保健科学部看護学科）

【 第 2 日： 6 月 17 日 （日） 】
一般演題（ポスター発表）

＜ セッション 4， 5， 6 ＞

[ ポスター発表セッション 5 ]　　　　　　　　ポスター会場 2　（4階研修室3）

[ ポスター発表セッション 4 ]　　　　　　　　ポスター会場 1　（4階研修室1）



12：30～13：30

座長 紙野雪香（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院）

P6-26 高校中途退学者の語りの分析
○杉山雅宏（東北薬科大学）

P6-27 出産育児経験の有無と出産・育児に対する印象の相違
○中野純子（岐阜医療科学大学　助産学専攻科）

P6-28 重症心身障害者における介入による反応の客観的評価
○今村美幸，藤原理恵子（広島都市学園大学　健康科学部看護学科）
　徳森朋美，吉中順平，阿曽沼恵子（広島県立障害者リハビリテーションセンター）

P6-29 1型糖尿病の子どもの食生活に関する母親の意識―母親の食生活に焦点をあてて―
○大山真貴子（帝京平成大学　ヒューマンケア学部看護学科）

[ ポスター発表セッション 6 ]　　　　　　　　ポスター会場 3　（4階研修室4）


