7 月 8 日（日） 一般演題発表
【口演】
第 2 会場：教育研究棟（1 階）
10：30 ～ 11：45

O-8 群 看護管理
座長

O-29

若林

稲美（武蔵野赤十字病院副院長 兼 看護部長）

職務満足度調査の結果からみた現状と課題
多田 香代子 （大森赤十字病院） 他

O-30

婦人科再開に伴う看護師の学習過程の実践報告
石田 聖美

O-31

（庄原赤十字病院） 他

病棟編成に伴う看護師の心理的状況に関する実態調査
～異動看護師と受け入れ側の看護師の思い～
直井 順子

O-32

（安曇野赤十字病院）

働きやすい職場環境を目指して
～内部システムの追加と、協働・承認の促進～
齋藤 由美子 （綜合病院 山口赤十字病院）

O-33

病棟再編における外科系混合病棟の組織づくり
～安全な看護の提供を目指して～
岡﨑 恵美子 （綜合病院 山口赤十字病院）

第 3 会場：教育研究棟（2 階）
9：50 ～ 10：50

O-34

O-9 群

臨床看護２

座長

中村

光江（日本赤十字九州国際看護大学）

AYA 世代の終末期がん患者・家族への家族ケア
檜山 千春

O-35

心不全再入院の特徴を明らかにする －心不全アセスメントシートを用いて－
紙本 史也

O-36

（庄原赤十字病院） 他

80 歳代の骨粗鬆症女性患者に対する生活指導の有効性
中間 章子

O-37

（那須赤十字病院）

（庄原赤十字病院） 他

病棟看護師の吸引行動における実態調査
水口 健創

（今津赤十字病院）

11：00 ～ 12：00

O-10 群
座長

O-38

看護基礎教育１
佐々木

幾美（日本赤十字看護大学）

日本語版 ECTB を用いた臨地指導に関する看護師の意識調査
柳田 恭子

O-39

初年次教育における病院施設見学への取り組み
山口 佳子

O-40

（日本赤十字北海道看護大学） 他

看護学実習において学校と実習施設が共に活用できる評価表の導入を目指した取り組み
大橋 幸恵

O-41

（熊本赤十字病院） 他

（石巻赤十字看護専門学校） 他

学生の学びを共有するための取り組み ～実習前 OSCE に参加して～
太田 加代

（姫路赤十字病院）

第 4 会場：教育研究棟（2 階）
10：00 ～ 11：00

O-11 群
座長

O-42

看護基礎教育２
川西 美佐（日本赤十字広島看護大学）

看護学生の傷つけ合うことを回避する傾向と実習評価との関連
井ノ上 ルミ子 （大阪赤十字看護専門学校）

O-43

基礎看護技術論におけるパフォーマンス評価の導入（その１）
－血圧測定の技術試験－
児玉 悠希 （日本赤十字秋田看護大学看護学部） 他

O-44

基礎看護技術論におけるパフォーマンス評価の導入（その２）
－シーツ寝衣交換の技術試験－
北林 真美 （日本赤十字秋田看護大学看護学部） 他

O-45

英語教材が看護学生に与える影響 ～文学作品の DVD を使用して～
鈴木 寿摩

11：10 ～ 11：55

O-12 群
座長

O-46

（日本赤十字豊田看護大学） 他

助産・母性看護２
志賀

くに子（日本赤十字秋田看護大学）

MFICU 入院中の妊婦の心情 －安静臥床にある妊婦の手浴後の語りから－
木全 美智代 （名古屋第一赤十字病院） 他

O-47

文献にみる不妊治療を受ける女性の思い
野竹 沙也加 （日本赤十字看護大学）

O-48

助産学生による中学生への生命教育の取り組み
渡邉 聡美

（日本赤十字広島看護大学） 他

【示説】
第 8 会場

教育研究棟（1 階）

10：00 ～ 10：32

P-8 群 看護基礎教育１
座長

P-26

山田

聡子 （日本赤十字豊田看護大学）

「Ａ大学の統合実習における臨地実習指導者との連携強化に向けて」研修会報告
志賀 くに子 （日本赤十字秋田看護大学） 他

P-27

ナーシング・スキルの効果的な活用推進に向けての取り組み
林

P-28

和恵

コミュニケーションの力を養う「基礎看護学実習Ⅰ」の取り組み
山本 美紀

P-29

10：35 ～ 10：59

山本

美紀

（日本赤十字北海道看護大学）

成人看護学実習における無菌操作技術演習の実際
荻原 麻紀

（日本赤十字秋田看護大学） 他

多様性に対応した看護を創造する力を育む成人看護学実習の取り組み
横山 奈未

P-32

（日本赤十字広島看護大学） 他

P-9 群 看護基礎教育２
座長

P-31

（日本赤十字北海道看護大学） 他

看護実践能力向上を目指した学部４年次シミュレーション演習の実践報告
宗内 桂

P-30

（広島赤十字・原爆病院） 他

（日本赤十字広島看護大学） 他

成人看護学実習における「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた取り組み
松本 由恵

（日本赤十字広島看護大学） 他

11：20 ～ 12：00

P-33

P-10 群

臨床看護１

座長

百田

武司

（日本赤十字広島看護大学）

心肺停止状態で搬送された患者および家族に対する看護師の認識
野澤 菜々子 （安曇野赤十字病院） 他

P-34

終末期がん患者が自分らしく生きることができるように支える臨床経験豊富な
看護師の考えと行動
小川 遥佳

P-35

（富山赤十字病院） 他

初めて急性心筋梗塞を発症した壮年期の男性患者への GROW モデルを用いた生活指導
坂本 聖佳

P-36

（福岡赤十字病院）

2 型糖尿病合併維持血液透析患者に対する療養指導の効果
有田 和子

P-37

（小田内科クリニック）

がん相談支援センターにおける看護師が実践するがん相談対応
Supports and counseling by nurses for the client at the cancer support center
札埜 和美

13：00 ～ 13：32

P-38

（広島赤十字・原爆病院)

P-11 群

地域・在宅看護２

座長

石田

千絵

（日本赤十字看護大学）

在宅看護論実習における教育の質保証を図るための取り組み
―他職種との連携についての学びの検討―
渡邊 正樹

P-39

（日本赤十字秋田看護大学） 他

在宅要介護者の口腔内衛生状態の実態調査
―居宅サービス計画における口腔ケアプラン立案との対応―
今里 佳代子

P-40

（下伊那赤十字病院）

地域住民の援助希求行動に影響する要因
播摩 優子（日本赤十字秋田看護大学） 他

P-41

赤十字病院の小児在宅医療・看護における中間施設としての現状と課題
遠藤 幸子

（日本赤十字豊田看護大学） 他

13：40 ～ 14：20

P-42

P-12 群

臨床看護２

座長

植田

喜久子 （日本赤十字広島看護大学）

豪州におけるアドバンス・ケア・プランニングの取組み
田中 孝美

P-43

（日本赤十字看護大学） 他

患者へのタッチングが看護師へもたらす思い
髙橋 阿友美 （富山赤十字病院） 他

P-44

緊急入院進行肺がん患者に対する退院への支援の実態と入院期間別退院への支援状況
加藤 恵

P-45

（武蔵野赤十字病院）

子宮頸がん検査で異常指摘され、再検査のために来院している患者の傾向
桐原 あずみ （日本赤十字看護大学） 他

P-46

高度生殖補助医療を受けて双胎妊娠した女性の母子健康手帳への思い
藤井 美穂子 （和洋女子大学 看護学部）

