7 月 7 日（土） 一般演題発表
【口演】
第 2 会場：教育研究棟（1 階）
11：00 ～ 12：00

O-1

O-1 群

臨床看護１

座長

東野

督子（日本赤十字豊田看護大学）

クリーンルーム入室患者への看護師の思いとかかわり
津國 喜美子 （熊本赤十字病院） 他

O-2

A 病棟で検出された多剤耐性菌の拡大防止対策について
武藤 ひかり （広島赤十字・原爆病院） 他

O-3

感染管理の視点からブリストルスケールを導入して
中村 明世

O-4

感染防止対策に関しての意識の向上を目指して
吉野 大智

13：00 ～ 13：45

O-5

災害看護

座長

ソルステインソン みさえ（日本赤十字社医療センター）

インストラクショナルデザインを用いた災害看護セミナーの研修設計と実施評価
（日本赤十字九州国際看護大学） 他

熊本地震を経験したＡ病院Ｂ病棟の看護師が語った 1 年後の思い
堤 満理奈

O-7

（福岡赤十字病院）

O-2 群

有安 直貴
O-6

（総合病院 三原赤十字病院）

（熊本赤十字病院） 他

熊本地震被災地域の医療施設に勤務する看護師の心的外傷性ストレス症状の実態
黒田 裕美

（日本赤十字九州国際看護大学） 他

14：20 ～ 15：20

O-3 群 老年看護
座長

O-8

小林

尚司（日本赤十字豊田看護大学）

直達牽引療法患者に対する統一した食事のポジショニング実施のための手順書
の作成と手技の周知
八谷 由佳

O-9

（庄原赤十字病院） 他

両下肢の拘縮がある患者のポジショニング
松尾 香奈子 （日本赤十字社 今津赤十字病院）他

O-10

意思決定出来る患者の安楽なポジショニング～褥瘡保有者の 1 事例について～
東

O-11

早苗

（日本赤十字社 今津赤十字病院）他

100 歳の円背患者に対する安楽なポジショニング
石村 真子

（日本赤十字社 今津赤十字病院）他

第 3 会場：教育研究棟（2 階）
13：00 ～ 14：00

O-4 群 助産・母性看護１
座長

O-12

井村

真澄（日本赤十字看護大学）

小学 1 年生を対象とした演示と体験を用いた生命教育の実践報告
中村 敦子

O-13

中学生への性教育「健やかな学校生活を送るために」実践報告
亀石 知美

O-14

（日本赤十字広島看護大学） 他
（日本赤十字広島看護大学） 他

高校生と大学生を対象とした助産学教員の演示による性教育の効果
奥村 ゆかり （日本赤十字広島看護大学） 他

O-15

女子大学生を対象としたライフプランニングを考えるための性教育
勝田 真由美 （日本赤十字広島看護大学） 他

14：20 ～ 15：35

O-5 群 看護継続教育
座長

O-16

本田

多美枝（日本赤十字九州国際看護大学）

社会人経験を持つ新人看護師の強みを活かした看護師長の職場適応支援
荻原 香瑞誉 （安曇野赤十字病院） 他

O-17

手術室における新人看護師教育への取り組み
～技術だけに捉われない手術室看護師育成を目指して～
中村 加織

O-18

（庄原赤十字病院） 他

熊本日赤パートナーシップ制を行う看護師のパートナーシップ・マインド浸透
への取り組みの効果
枝川 雄樹

O-19

エビデンスに基づいた安全な看護実践を目指した学習の取り組み
森崎 美沙

O-20

（熊本赤十字病院）
（福岡赤十字病院）

アウトカム思考を取り入れた看護記録への取り組み
山本 由香

（福岡赤十字病院）

第 5 会場：教育研究棟（2 階）
15：00 ～ 16：00

O-6 群 クリティカル・救急看護
座長

O-21

三浦

英恵（日本赤十字看護大学）

重症心不全を来した外国人患者の家族への看護介入
長渕 典子

O-22

A 病院における院内急変対応システムの現状と今後の課題
鷲尾 和

O-23

（トヨタ記念病院）

ドクターカー搭乗看護師が経験する「困難」と「機会」
福田 ひろみ

O-24

（福岡赤十字病院） 他

（徳島赤十字病院）

三次救急初期治療における看護の構成概念の検討
－ヒューマンケアリングの見地から－
橋本 茜

（日本赤十字豊田看護大学）

第 6 会場：教育研究棟（2 階）
15：00 ～ 16：00

O-7 群 地域・在宅看護
座長

O-25

河口

てる子（日本赤十字北海道看護大学）

A 病院の地域包括ケア病棟の看護師が捉える退院支援の現状と課題
平岡 美紀

O-26

（三原赤十字病院）

病をもつ人のレジリエンスを高めるための環境を整える看護ケアモデルの構築（第 1 報）
－地域において保健師が行っている環境を整える看護ケア－
山下 恵

O-27

（修文大学） 他

地域医療連携・協働実践（IPW）の現状と課題
－「連携尺度」を用いた質問紙調査より－
小川 典子

O-28

（順天堂大学保健看護学部） 他

経口摂取の在宅高齢者に対する訪問看護師の栄養管理の実践とその推進要因の分析
笠原 幸恵

（日本赤十字豊田看護大学大学院修士課程）他

【示説】
第 8 会場

教育研究棟（1 階）

11：00 ～ 11：40

P-1 群 災害看護
座長

P-1

田村

由美

（日本赤十字看護大学）

日本赤十字社の災害救護活動における「こころのケア」、「PSS 活動」
資料アーカイブに対する予備的研究
長尾 佳世子 （日本赤十字豊田看護大学）

P-2

東日本大震災から 7 年、岩手県Ａ市における災害支援活動の報告
尾山 とし子 （日本赤十字北海道看護大学） 他

P-3

災害救護訓練Ⅱにおける救護班要員を体験した看護学生の学び
佐藤 由美子 （さいたま赤十字看護専門学校） 他

P-4

原発災害により避難生活を続ける福島県 B 町民の健康と生活
～発災 5 年後の実態調査～
内木 美恵

P-5

（日本赤十字看護大学） 他

住民の避難所運営に関する取り組みの検討
古賀 聖典

11：45 ～ 12：09

P-2 群 地域・在宅看護１
座長

P-6

（日本赤十字広島看護大学） 他

山田

典子

(日本赤十字秋田看護大学)

「認知症高齢者の在宅生活を支えるショートステイ施設看護師と訪問看護師の連携」
～第 1 報 訪問看護師の捉える看―看連携～
内山 孝子

P-7

大学における健康づくりグループのセルフケアに関する研究
眞崎 直子

P-8

（日本赤十字看護大学）
（日本赤十字広島看護大学） 他

専門・認定看護師による「療養のためのミニ講座」を開講して
玉置 由紀子 （広島赤十字・原爆病院） 他

13：00 ～ 13：24

P-3 群 精神看護
座長

P-9

石﨑

智子

（日本赤十字北海道看護大学）

精神科外来における看護師の患者と家族に対する支援内容
坪之内 千鶴 （日本赤十字豊田看護大学） 他

P-10

長期の入院治療が必要である精神障がい者への看護師の認識とケアの現状
鷺 忍

（武庫川女子大学院博士後期課程・
医療法人清心会八尾こころのホスピタル）

P-11

新卒看護師の抑うつ予防のための認知行動療法を用いた研修プログラム
笹本 美佐

13：30 ～ 13：54

P-4 群 看護管理１
座長

P-12

（日本赤十字広島看護大学） 他

大和田

恭子 （日本赤十字社

幹部看護師研修センター）

A 病院スタッフの母乳育児への思い
～育児休業後に復職したスタッフに焦点を当てて～
奥田 泉

P-13

（武蔵野赤十字病院） 他

職場の組織文化が育児短時間勤務制度を利用する看護師に与える影響
道木 葉子

P-14

（日本赤十字看護大学）

聴覚障害を持つ看護師の働き方への看護単位の管理者の支援
渡邊 譲太

14：00 ～ 14：24

P-5 群 看護管理２
座長

P-15

（日本赤十字看護大学）

小林

洋子

（日本赤十字豊田看護大学）

認定看護師に関する活用の現状と課題
～看護部および病棟の視点からの文献検討～
秋元 静香

P-16

看護管理者によるプレがん看護専門看護師への支援
上田 佳奈

P-17

（日本赤十字秋田看護大学大学院）他
（国立病院機構 岩国医療センター） 他

安全な生活援助のための看護補助者への研修
―看護師と看護補助者の協働にむけて―
垣田 みどり （広島赤十字・原爆病院） 他

14：30 ～ 15：02

P-6 群 看護継続教育
座長

P-18

中野

実代子 （日本赤十字北海道看護大学）

クリティカルケア領域において先輩看護師のフォローを受けながら実践する
新卒看護師の体験
酒井 千恵

P-19

（日本赤十字看護大学）

伴走型実地指導者支援からみえてきた新人看護師の成長を促す関わりと妨げる
関わりとその分岐点
三河内 敬子 （庄原赤十字病院）

P-20

Web を用いた研究支援プログラムの導入期における効果の検討
～参加者のインタビューデータから～
大野 晶子

P-21

看護実践を振り返るための取り組み 「看護を語る会」を実践して
木下 美穂

15：20 ～ 15：52

（山口赤十字病院） 他

P-7 群 老年看護
座長

P-22

（日本福祉大学） 他

姫野

稔子 （日本赤十字九州国際看護大学）

認知症ケアの質向上の取り組み
千布 さとみ （福岡赤十字病院）

P-23

急性期病院における認知症高齢者の看護にともなう困難感尺度の作成
西片 久美子 （日本赤十字北海道看護大学） 他

P-24

急性期病院における「高齢者看護コース」を修了した主任看護師の看護実践への試み
清田 明美

P-25

（日本赤十字看護大学） 他

「老年看護学実習における技術項目と実習終了時の到達度」の作成
加藤 和子

（日本赤十字豊田看護大学） 他

