
O1-001

O1-002

O1-003

O1-004
神戸大学大学院保健学研究科  齋藤 いずみ 他

O1-005 立ち会い分娩時夫に対して行う助産師の援助～質問紙調査における夫の心理から考

察する～

O1-006
的不安‐

社会医療法人　生長会　府中病院  久保 千明

O1-007 助産師学生の実習中のストレスとストレッサーに関する研究

大阪教育大学　大学院  東尾 公子 他

O1-008
大阪教育大学　大学院  入江 眞理 他

O1-009
山口県立大学　別科　助産専攻  三谷 明美

O1-010

O1-011

O1-012



第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 14 日（金）

女性を取り巻く社会問題１ （O1-013～O1-018）　10:40～11:28

座長　春名　めぐみ（東京大学 医学部 健康総合科学科）

O1-013 妊産婦における「マタニティハラスメント」の実態と意識

岡山赤十字病院  難波 早織 他

O1-014 子育て中の女性へのマタニティハラスメントに関する調査

岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程  泉田 萌杏 他

O1-015 職場における妊婦が受けているマタニティ・ハラスメントの実態

鹿児島大学大学院　保健学研究科　保健学専攻　博士前期課程　看護学領域 

（助産学分野）  盛満 あゆみ 他

O1-016 「就労妊婦の健康」の概念分析

山陽学園大学　助産学専攻科  山中 絵美 他

O1-017 通常の判断力を有しない生活保護受給女性に対する妊娠・分娩制御可能性の検討

川崎医科大学　附属病院　女性医療センター  比名 朋子 他

O1-018 生活保護受給女性における売春を起点とした正期産飛び込み分娩に対する医療機関

の対応限界

川崎医科大学　附属病院　女性医療センター  天川 慧美 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 14 日（金）

母乳栄養１ （O1-019～O1-025）　9:00～9:56

座長　土江田　奈留美（東京女子医科大学）

O1-019 病院勤務助産師の卒乳支援の実態 (第 1報 )

横浜市立市民病院  藤野 幸枝 他

O1-020 病院勤務助産師の卒乳に関する認識と関連要因 (第 2報 )

横浜市立市民病院  藤野 幸枝 他

O1-021 分娩時の産科的処置・オキシトシンによる薬剤と母乳率の関係について

医療法人レニア会　アルテミスウィメンズホスピタル  富田 綾 他

O1-022 母乳育児の継続に影響している要因の一考察

すみ産婦人科医院  山口 まどか 他

O1-023 混合栄養で授乳を行う母親の児の栄養方法選択のプロセス

北海道大学大学院　教育学院  江本 千晴

O1-024 射乳感覚の発生に関する実態調査

ピジョン株式会社　中央研究所  斉藤 哲

O1-025 産婦人科病棟における授乳指導満足度調査～退院時と産後１ヶ月健診時の調査結果

から～

産業医科大学病院　産婦人科病棟  荒田 友里 他



第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 14 日（金）

母乳栄養２ （O1-026～O1-032）　10:00～10:56

座長　坂口　けさみ（信州大学 医学部 保健学科）

O1-026 Ａ周産期センターにおける母乳栄養の実態調査と基礎的産科学的要因との分析

大分県立病院　産科病棟  黒木 富美 他

O1-027 産褥早期の初回授乳開始および頻回授乳と母乳育児確立との関連

大分県立病院　産科病棟  黒木 富美 他

O1-028 助産師の乳房マッサージスキルの特徴　第 3報

弘前大学大学院保健学研究科  三崎 直子 他

O1-029 産後 7 日以内に発症する乳口炎の増加と姙・産・褥婦の高齢化・ハイリスク化との

関係

医療法人　登誠会　諏訪マタニティークリニック  藤本 妙子 他

O1-030 母乳育児支援に関する院内セミナー受講の効果～母親への母乳育児支援の満足度調

査を通して～

東京慈恵医科大学附属病院  前田 菜穂子 他

O1-031 母子分離となった褥婦の母乳育児支援

―母子ノートを活用して―

  棟病科産　部護看　ータンセ療医のなとおともどこ国四　構機院病立国　人法政行立独

山下 ひろみ 他

O1-032 母乳育児に対する父親の認識－正常新生児の父親に対するアンケート調査から－

地方独立行政法人大阪市民病院機構　大阪市立十三市民病院  三枝 雅美 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 14 日（金）

助産学教育 1、 助産システム （O1-033～O1-037）　11:00～11:40

座長　樋口　毅（弘前大学大学院　保健学研究科　看護学領域）

O1-033 心理・社会的リスクファクターを持った妊婦に対する助産外来の活動

－他職種連携のシステム構築－

高知大学医学部附属病院　看護部　産科婦人科病棟  北村 恵美子 他

O1-034 A病院における助産外来対象者拡大による受診妊婦状況の変化

東京医科大学茨城医療センター  小林 由美 他

O1-035 院内助産施設バースセンターでの産後過多出血の実態

名古屋第一赤十字病院  大島 和美 他

O1-036 超音波検査時の助産師の対応とその意図

徳島文理大学　助産学専攻科　7期生  山田 果奈 他

O1-037 妊娠期の超音波検査に携わる助産師に必要な助産（学）教育

野田医院  今村 梢



第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 14 日（金）

思春期 ・ 青年期１ （O1-038～O1-044）　9:00～9:56

座長　鈴木　幸子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）

O1-038 10代で妊娠した女性を支援する WEBサイトの立ち上げ

東京女子医科大学  竹内 道子 他

O1-039 10代で妊娠した女性を支援する WEBサイトから発信する情報メールの現状と課題

東京女子医科大学  小川 久貴子 他

O1-040 中学から大学までにおける若者のピアプレッシャーの実態

秋田看護福祉大学　看護学科  伊藤 洋介 他

O1-041 東京都内の高校生における性行動への意識と認知的ソーシャル・キャピタルとの

関連

国立看護大学校  渡邊 香 他

O1-042 高校生の SNS（social networking service）使用の実態とコミュニケーション，生

活習慣における課題

岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程  嶋田 雅子 他

O1-043 女子大学生における尿失禁の実態と尿失禁に対する知識・意識

東京大学　医学部　附属病院  清水 操子 他

O1-044 「健康な女性における卵子凍結」に関する大学生の知識と意識

岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程  山本 友里恵 他

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 14 日（金）

思春期 ・ 青年期２、 セクシャリティ （O1-045～O1-050）　10:00～10:48

座長　大月　恵理子（埼玉県立大学）

O1-045 ２０歳代未婚女性がとらえる自己の妊孕力の内容

国家公務員共済組合連合会東北公済病院  須原 涼子 他

O1-046 思春期ピアカウンセリング・ピアエデュケーション活動がピアカウンセラーに及ぼ

す影響

富山県済生会高岡病院　看護部４階病棟  畠山 美怜 他

O1-047 呼吸エクササイズによる若年女性の末梢皮膚温の変化

兵庫医療大学看護学部、兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科  飯尾 祐加 他

O1-048 看護学生の親性準備性と関連する要因

ー小児母性看護学講義・実習体験を通してー

県民健康プラザ鹿屋医療センター  迫 かおり 他

O1-049 教職員における性別違和感を持つ児童生徒に対する意識調査：学校内での啓発方法

岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程  林田 桃子 他



O1-050 教員における「性同一性障害当事者の支援に関する文部科学省の動向」の認知度

岡山大学　大学院　保健学研究科　博士前期課程  瀬尾 奏衣 他

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 14 日（金）

性教育 （O1-051～O1-056）　10:50～11:38

座長　堀　大蔵（久留米大学産婦人科）

O1-051 小学校教諭が行った性教育の体験

福岡県立大学大学院　看護学研究科　助産学領域  道園 亜希 他

O1-052 中学生が抱く「生命」と「性」のイメージの関連性とその変化

-3年間の「生命と性の健康教育」前後比較より - 

昭和大学　助産学専攻科  上田 邦枝

O1-053 思春期の性に関する子育て講演の評価

岡山県立大学　保健福祉学部　看護学科  岡崎 愉加

O1-054 大学生の避妊行動意思とその要因の検討　－計画的行動理論を用いて－

倉敷中央病院  大久保 花菜子 他

O1-055 経口避妊薬（OC）相談の 12年間

～わが国での OC 普及に向けての課題とは～

一般社団法人日本家族計画協会　家族計画研究センター  杉村 由香理 他

O1-056 健康教育講話「自分を大切に～将来母親となるあなたへ～」を受けた女性の思い

北見赤十字病院  佐藤 奈美

第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 14 日（金）

女性を取り巻く社会問題２ （O1-057～O1-062）　14:10～14:58

座長　清水　幸子（医療法人鉄蕉会  亀田メディカルセンター）

O1-057 特別養子縁組を選択肢に含む相談支援を受けた、妊娠中、出産後の相談事例につい

ての検討

特定非営利活動法人　環の会  星野 寛美

O1-058 中期妊娠中絶を選択した女性に対する援助

成和会山口病院  中村 奈峰子 他

O1-059 育児における就労女性のソーシャルサポートの実態

独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター  大崎 愛実 他

O1-060 中期キャリア女性看護職者からみたワーク・ライフ・バランスにおける課題

－妊娠期の経験から－

西神戸医療センター  摺元 歩美 他

O1-061 中期キャリア女性看護職者からみたワーク・ライフ・バランスにおける課題

－乳幼児の育児中の経験から－

西神戸医療センター  摺元 歩美 他



O1-062 中期キャリア女性看護職者からみたワーク・ライフ・バランスにおける課題

－若手看護職者に対する見解－

西神戸医療センター  摺元 歩美 他

第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 14 日（金）

DV ・ 虐待 （O1-063～O1-070）　15:00～16:04

座長　濱　耕子（石川県立看護大学 看護学部）

O1-063 学生を対象とした性暴力被害者支援に向けた啓発研修会のレイプ神話認識への影響

横浜国立大学　教育人間科学部　学校教育課程  山本 光 他

O1-064 性暴力被害者支援に向けた啓発研修会を受講した学生の思い

神奈川県立保健福祉大学　保健福祉学部  村上 明美 他

O1-065 ＤＶ被害が疑われた妊婦に関わった助産師の体験

千葉大学医学部附属病院  結城 ちなみ 他

O1-066 地域密着型病院で周産期に携わる看護職の DVに対する認識の実態

松本市立病院  曽根原 亜由美 他

O1-067 妊娠期シングルマザーの心身社会的特徴―非シングルマザーとの比較から―

聖路加国際大学大学院　博士後期課程  丸山 菜穂子 他

O1-068 児童相談所に寄せられた児童虐待通告事例の背景

岡山大学　大学院保健学研究科　博士前期課程  中谷 藍子 他

O1-069 周産期における乳児虐待防止の実態についての文献検討

順天堂大学　医学部附属　静岡病院  千野 椎花 他

O1-070 全国の産科医療施設における「気になる親子」の連携の実態１

－乳幼児虐待の発生予防をめざして－

国立看護大学校  唐田 順子 他

第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 14 日（金）

月経 ・ 性周期 ・ メンタルヘルス （O1-071～O1-077）　16:05～17:01

座長　杉浦　真弓（名古屋市立大学院 医科学研究科）

O1-071 看護学生が受けてきた月経教育満足度の関連因子

富山県立中央病院  坂木 奈都美 他

O1-072 看護学生の教育機関別に見た月経教育への要望

富山県立中央病院  坂木 奈都美 他

O1-073 女子大学生の月経随伴症状に対する対処行動の実態調査

聖マリア学院大学　専攻科　助産学専攻  立野 里菜 他

O1-074 現代女性の月経周期の実態と、半世紀前データとの比較

キューオーエル株式会社  北沢 眞澄



O1-075 妊娠末期の社会的 High risk・Low risk 妊婦とパートナーの Psychological 

Distress と親となる発達

洛和会ヘルスケアシステム　音羽病院  椿 真紀子 他

O1-076 誕生死を体験した母親への次子妊娠に向けたサポートシステム構築～妊娠前カウン

セリングの実践～

大阪医科大学附属病院　看護部  宮田 郁 他

O1-077 当院での助産外来の現状と課題　－周産期メンタルヘルスケアの充実に向けて－

神戸大学医学部附属病院  藤本 佳奈 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 14 日（金）

助産学教育２ （O1-078～O1-084）　14:10～15:06

座長　名取　初美（山梨県立大学）

O1-078 助産学生の母乳育児支援教育プログラムに搾乳シミュレーターを導入した試み　－

第２報－

青森県立保健大学　健康科学部　看護学科  齋藤 良子 他

O1-079 妊娠期から受け持つ継続事例における助産学生の学び

福山平成大学　助産学専攻科  藤原 弘子 他

O1-080 看護学生が考えるワーク・ライフ・バランスの理想に関する研究

山陽学園大学　助産学専攻科  山地 亜弥 他

O1-081 クリッカーを用いた母性看護学概論の模擬授業の効果

金沢  柳原 真知子 他

O1-082 Ａ病院周産期科新人教育の現状と課題　第一報

－産科・ＮＩＣＵ双方を看護できる教育プログラムを導入して－

独立行政法人　桑名市総合医療センター　桑名東医療センター　周産期科  今村 真有美 他

O1-083 A病院周産期科の新人教育における現状と課題　第 2報

―3カ月ローテーションカリキュラムの有用性の検討―

鈴鹿医療科学大学　看護学部　看護学科  杉山 泰子 他

O1-084 新人助産師の分娩介助技術習得の過程　―2年目助産師のインタビューより―

久留米大学病院　総合周産期母子医療センター  師岡 妙子 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 14 日（金）

母性看護学教育 （O1-085～O1-090）　15:10～15:58

座長　大賀　明子（西武文理大学　看護学部）

O1-085 母性看護実習における命の尊厳のとらえ方

八戸学院大学　健康医療学部　看護学科  藤邉 祐子 他



O1-086 母性看護学臨地実習での看護学生の実習体験　第２報　ー男子学生が印象に残った

母性看護技術ー

東京都立　北多摩看護専門学校  平原 春美 他

O1-087 周産期領域における看護学部実習充実のための、臨床指導に関わるスタッフへの

支援

聖路加国際病院　産科新生児科  高澤 壽子 他

O1-088 母性看護学を学んだ女子看護学生の母性意識に関する研究～ 1 年生と 4 年生の比較

検討～

日本赤十字社　岡山赤十字病院  野間 みちる 他

O1-089 看護学生の性的リスク対処意識と不妊の知識に関する調査

―大学生と専門学校生の比較―

新見公立大学、元高知大学大学院総合人間自然科学研究科  北村 亜希子

O1-090 日本人看護学生のフィリピン産科施設での学習体験に基づく事前学習の検討

名古屋大学大学院　医学系研究科　看護学専攻  入山 茂美

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 14 日（金）

家族１ （O1-091～O1-095）　16:00～16:40

座長　高橋　健太郎（滋賀医科大学医学部 産科学婦人科学講座）

O1-091 中山間地域での妊娠・出産・子育てに関する調査－ 妊娠・出産に関する検討 －

岡山大学　大学院　保健学研究科  逸見 友希 他

O1-092 中山間地域での妊娠・出産・子育てに関する調査－ 子育てに関する検討 －

岡山大学病院　周産母子センター  新田 笑 他

O1-093 分離型里帰り分娩の実際

順天堂大学　保健看護学部  古川 亮子 他

O1-094 ＭＦＩＣＵに母体搬送された妊産褥婦の家族心理の調査

産業医科大学病院　総合周産期母子医療センター　MFICU  堀口 涼子 他

O1-095 0 ～ 3 歳児を初めて育児する母親から見た育児満足感に影響を及ぼす家族維持機能

の要因探索

順天堂大学医学部付属　静岡病院　産婦人科  勝又 理恵 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 14 日（金）

家族２ （O1-096～O1-099）　16:40～17:12

座長　村上　明美（神奈川県立保健福祉大学）

O1-096 Web上に見る「孫育て」の相談内容

松蔭大学　看護学部  主濱 治子

O1-097 助産師、看護師による父親に対する死産のケアの実態と関連要因の探索

東海大学　健康科学部　看護学科  矢口 ゆり



O1-098 子どもの月齢別にみた父親の情緒応答性の測定

東北大学大学院　医学系研究科　保健学  坂村 佐知 他

O1-099 父娘関係が女子大学生の理想の父親像形成に及ぼす影響について

山口大学　医学部附属病院  三分一 七海 他

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 14 日（金）

産後ケア１ （O1-100～O1-106）　14:10～15:06

座長　今中　基晴（大阪市立大学大学院看護学研究科）

O1-100 産後の手関節腱鞘炎の一考察～体幹機能と腱鞘炎の関係について～

医療法人光善会　長崎百合野病院　リハビリテーション科  下田 真太郎 他

O1-101 頸・肩の筋緊張に影響を与える授乳姿勢との関連に関する研究

東京医療保険大学大学院　医療保健学研究科助産学  竹井 芳子 他

O1-102 帝王切開後の母親における電動搾乳器使用と血圧の関係

北海道大学病院　看護部  長内 ちづる 他

O1-103 授乳期の女性に対するハンドマッサージの生理的効果

福岡県立大学大学院　看護学研究科  淵上 結香理 他

O1-104 産後ケア施設の認知度と産後ケアのニーズ　

-Ａ病院で出産した褥婦の調査より -

徳島文理大学　助産学専攻科　7期生  野口 真由 他

O1-105 産後ケア入院を利用した褥婦の入院時と利用後の心身の変化

高知赤十字病院  溝渕 尋香 他

O1-106 高年初産婦に対する産後 3か月までの施設助産師と地域助産師との連携の一症例

富山県済生会高岡病院  畠山 矢住代 他

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 14 日（金）

産後ケア２ （O1-107～O1-113）　15:10～16:06

座長　松田　義雄（国際医療福祉大学病院）

O1-107 分娩退院後の育児支援から見た社会的ハイリスクスクリーニングの有用性の検討

昭和大学病院、昭和大学助産学専攻科  佐藤 陽子 他

O1-108 院内産後ケア「きずなクラブ」活動報告　

アンケート結果からの評価と課題

社会福祉法人聖母会　聖母病院  生井 真紀子 他

O1-109 介護施設に助産院を開院、産後ケア利用の結果と必要性について

～開院１年で 96名の入所～

医療法人天百合会ふるた助産院　産前・産後ケアハウス　サクララン  古田 聡美 他



O1-110 長期母子分離を余儀なくされた褥婦への援助〈母親となったことを実感するための

助産師の役割〉

東京女子医科大学病院　看護部  高橋 絵理 他

O1-111 地域に戻った産後女性に対する公的な場での産後ケア活動介入の提案～ケーススタ

ディからの報告～

北海道教育大学　岩見沢校　芸術スポーツ文化学科  寅嶋 静香 他

O1-112 産後ケアエキスパート助産師認定講習会の開始報告

一般社団法人大阪府助産師会　産後ケア講習会企画委員  柏葉 三千子 他

O1-113 座圧の左右均衡を整える授乳クッションの使い方～授乳中の腰痛予防～

ＮＴＴ東日本関東病院　看護部  長坂 桂子

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 14 日（金）

更年期 ・ 老年期、 その他 （O1-114～O1-120）　16:10～17:06

座長　高松　潔（東京歯科大学市川総合病院産婦人科）

O1-114 更年期女性の健康観をめぐって－要素・特徴の構造化の試み－

森ノ宮医療大学　保健医療学部　看護学科  橋本 富子 他

O1-115 大学生の母親の更年期症状と親離れ・子離れに関する認識の母子間の相違との関連

医療法人産育会　堀病院  清水 悠加 他

O1-116 祖母になった女性の子どもとの関係

―女性の年齢と子どもの性別の違いに着目して―

新潟大学大学院　保健学研究科  藍木 桂子 他

O1-117 冷え取り靴下着用による身体温度および主観的感覚の変化

鹿児島大学大学院保健学研究科保健学専攻（博士前期課程）看護学領域助産学分野 

津留見 美里 他

O1-118 長距離移動を考慮した分娩準備が必要な妊婦と教育内容

札幌医科大学助産学専攻科  林 佳子 他

O1-119 母親への子育て支援の活動内容と課題に関する文献検討

山口県立大学　大学院　健康福祉学研究科  浦山 晶美

O1-120 POP-Qにて Stage4を呈した骨盤臓器脱症例に対する理学療法の試み

大阪回生病院　リハビリテーションセンター  春本 千保子 他



第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 15 日（土）

妊娠１ （O2-121～O2-126）　8:30～9:18

座長　下屋　浩一郎（川崎医科大学 産婦人科学 1）

O2-121 妊娠初期にパルボウイルス B19に感染した 4例

神戸大学大学院医学研究科　外科系講座産科婦人科学分野  蝦名 康彦 他

O2-122 妊産婦の STSに対する隠された思いへの助産師の支援

大阪大学医学部付属病院　総合周産期母子医療センター  加藤 智子 他

O2-123 初産婦の体重コントロールに取り組んだ思いと目標体重を達成した健康行動の特徴

北里大学メディカルセンター  齋藤 彩 他

O2-124 高齢出産となる女性の情報ニーズ

-ソーシャルメディアにおける発言のテキストマイニングによる分析 -

畿央大学　健康科学部　看護医療学科  美甘 祥子 他

O2-125 妊娠中にインスリン療法が開始された妊娠糖尿病妊婦の生活

久留米大学病院　総合周産期母子医療センター  ロワイエ 留衣 他

O2-126 入院中の切迫早産妊婦が安静を継続できる要因

独立行政法人　地域医療機能推進機構　北海道病院  千葉 靖子 他

第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 15 日（土）

妊娠２ （O2-127～O2-132）　9:20～10:08

座長　大橋　一友（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

O2-127 切迫早産になった初産の看護師の就労を継続したことに対する思い

北見赤十字病院  池田 理絵

O2-128 骨盤の開きに対する妊娠の影響

慶應義塾大学大学院　理工学研究科　開放環境科学専攻、日本学術振興会  森野 佐芳梨 他

O2-129 妊娠後期における骨盤周囲痛誘発動作に関する検討

慶應義塾大学大学院　理工学研究科　開放環境科学専攻、日本学術振興会  森野 佐芳梨 他

O2-130 妊娠期の嗜好品の摂取状況に関する検討

社会医療法人　愛仁会　明石医療センター  村上 英里華 他

O2-131 妊娠期の嗜好品の制限と QOLへの関与に関する検討

社会医療法人　愛仁会　明石医療センター  村上 英里華 他

O2-132 妊娠 6か月の妊婦の体格認識は太っている方向に歪んでいる

名古屋大学大学院　医学系研究科　看護学専攻  土屋 さやか 他



第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 15 日（土）

妊娠３、 分娩１ （O2-133～O2-138）　10:10～10:58

座長　関谷　隆夫（藤田保健衛生大学医学部産婦人科学）

O2-133 品胎妊婦の辛さを分かち合える支援の模索～ 1事例の語りを通して～

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　保健学専攻　博士前期課程  宮西 美幸 他

O2-134 妊娠期から継続したハイリスク妊婦への支援の検討

岐阜県立看護大学　看護学部  名和 文香 他

O2-135 妊婦の母親像形成に向けた対処に関する研究

－初妊婦を対象として－

北里大学　看護学部  村井 佐知子 他

O2-136 県内にある三施設の自然分娩における所要時間の検討

学校法人北里研究所　北里大学メディカルセンター  川口 真理菜

O2-137 分娩陣痛開始の判断における助産師の視点

弘前大学大学院　保健学研究科  菊地 綾香 他

O2-138 緊急帝王切開術決定後の助産師による情報提供に対する女性の認識

地方独立行政法人大阪市民病院機構　大阪市立住吉市民病院  後藤 恵子 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 15 日（土）

不妊 ・ 不育１ （O2-139～O2-144）　8:30～9:18

座長　中塚　幹也（岡山大学大学院保健学研究科）

O2-139 不育症における流死産時の夫の悲嘆過程とその援助

川崎医療福祉大学　医療福祉学部　保健看護学科、岡山県不妊専門相談センター、 

広島大学大学院医歯薬保健学研究科  秦 久美子 他

O2-140 不育症女性の流死産に関する気持ちの実態調査

岡山大学大学院　保健学研究科　看護学分野、岡山県不妊専門相談センター  片岡 久美恵 他

O2-141 反復流産患者の心理社会的背景と着床前スクリーニングに関する意識調査の検討

名古屋市立大学病院　医事課  三木 有希 他

O2-142 悪性腫瘍等の治療に関与する医療スタッフにおける生殖機能温存についての意識と

その相談，支援の実態

岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程  宮本 志織 他

O2-143 健康な女性の卵子凍結に関わる社会的状況に対する意識：産婦人科施設代表者への

全国調査

岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程  薬師地 仁美 他

O2-144 健康な女性の卵子凍結，そのライフプランへの影響に対する意識 : 一般市民への全

国調査から

岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程  林 奈央 他



第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 15 日（土）

不妊 ・ 不育２ （O2-145～O2-150）　9:20～10:08

座長　上澤　悦子（福井大学看護学科）

O2-145 寛解を維持している慢性骨髄性白血病の若年女性が抱く子どもをもつことへの思い

金沢大学　大学院　医薬保健学総合研究科　保健学専攻　博士前期課程  太田 良子 他

O2-146 自然妊娠と生殖補助医療 (ART)後妊娠との産前産後の母性不安について

ミオ・ファティリティ・クリニック  宮田 樹里 他

O2-147 養護教諭における生殖に関する知識や教育への意識：所属別での検討

岡山市役所  山縣 末佳 他

O2-148 「子宮移植で子どもを持つこと」への大学生の意識

岡山大学病院　看護部  石畑 沙樹 他

O2-149 妊孕性に関する知識教育に対する中学校教員の負担感

大阪大学大学院　医学系研究科　保健学専攻  足立 朋子 他

O2-150 不妊専門相談員の思いに関する研究

～不妊女性の自己決定を支える関わりのプロセス～

山陽学園大学　助産学専攻科  藤原 奈摘 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 15 日（土）

不妊 ・ 不育３、 出生前診断 （O2-151～O2-156）　10:10～10:58

座長　西口　富三（静岡県立こども病院）

O2-151 不妊治療を行う女性の風疹に対する認知度について

不妊症専門外来のアンケートより

神奈川レディースクリニック　岡山大学大学院保健学研究科「妊娠中からの母子支援」 

即戦力育成プログラム 15修了生  吉村 敬子 他

O2-152 『東京都不妊・不育ホットライン』の 20年から現代の不妊事情を探る

一般社団法人日本家族計画協会　家族計画研究センター  杉村 由香理 他

O2-153 無侵襲的出生前遺伝学的検査で陰性と診断された女性の体験

北海道立旭川高等看護学院　助産学科、旭川医科大学大学院　修士課程　看護学専攻 

小児・家族看護学領域  伊藤 優美

O2-154 NIPTのカウンセリングを受ける男女 (夫婦 )の意識調査

熊本大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター  石松 あき 他

O2-155 看護学生に対する出生前診断の認識調査

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　看護部  増山 夏実 他

O2-156 着床前スクリーニング（PGS）と出生前診断に関する大学生の知識と意識

岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程  広保 沙紀 他



第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児 1 （O2-157～O2-162）　8:30～9:18

座長　金子　政時（宮崎大学医学部）

O2-157 高齢初産婦が母親役割獲得過程に抱く育児ストレス～テキストマイニングによる産

後 1か月の言動分析～

社会福祉法人　恩賜財団母子愛育会　愛育病院  中村 綺花 他

O2-158 初産婦の産褥１か月のストレスが身体活動量に及ぼす影響

山陽小野田市民病院  真倉 千明 他

O2-159 高齢初産婦の出産後 1 か月間の睡眠状況が出産後 1 か月時の育児困難感に及ぼす

影響

元　山口大学医学部附属病院  口石 利恵 他

O2-160 34歳以下初産婦と高年初産婦の育児不安に影響する要因の検討

新見公立大学  北村 亜希子

O2-161 妊娠高血圧症候群を合併した褥婦の産後における身体知覚とセルフケア行動

大津市民病院  岡田 真奈

O2-162 双胎を出産した母親が産後 1ヶ月間に経験した困難

～困難を乗り越えるために必要な支援の探求～

東京女子医科大学八千代医療センター  後藤 沙智代 他

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児２ （O2-163～O2-168）　9:20～10:08

座長　島袋　香子（石川県立看護大学）

O2-163
高知県立大学　看護学部  岩崎 順子

O2-164 助産師による帝切分娩した母親へのバースレビューの実施状況と課題に関する調査

新潟青陵大学　看護学部　看護学科  小林 正子 他

O2-165 帝王切開術を受けた母親が快適に授乳できる母乳育児ケア

医療法人　竹村医学研究会　小阪産病院  藤尾 有梨沙 他

O2-166 緊急帝王切開となった母親の看護

～バースレビューを活用し、出産体験の受容へつなげる関わり～

大阪府立急性期・総合医療センター  山本 鳴海 他

O2-167 幼児のスマートフォン使用の実態と母親の抑うつ症状の関係

養真堂　産婦人科　筑紫クリニック  福田 陽子 他

O2-168 周産期うつ病を予防するための看護支援

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科　14期卒業生  西岡 美和 他



第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児３ （O2-169～O2-174）　10:10～10:58

座長　秦　利之（香川大学医学部母子科学講座）

O2-169 ソーシャルメディアによる意見交換が及ぼす乳児をもつ母親の育児への効果

関西福祉大学　看護学部  井田 歩美 他

O2-170 早期からの産後うつ病への取り組み

～妊娠期からのスクリーニング～

八雲総合病院  須藤 真弓

O2-171 無痛分娩後の産褥期の排尿障害のケアに関する検討

医療法人準和会　東京マザーズクリニック  金澤 愛 他

O2-172 乳児を持つ母親のベビービクスクラスにおけるニーズと今後の課題

関西福祉大学　看護学部  川崎 千春 他

O2-173 妊娠期からの子育て支援教育プログラムの有用性の検討

～ 1歳児を育てる両親への子育て講座の開催を通して～

信州大学　医学部　保健学科  芳賀 亜紀子 他

O2-174 育児期女性のアイデンティティ様態と育児ネットワークとの関連

無所属  美濃口 真由美 他

第 3 会場 （メインタワー 12F シルバー）　　10 月 15 日（土）

助産師 ・ 保健師 （O2-175～O2-181）　14:00～14:56

座長　髙田　昌代（神戸市看護大学看護学科）

O2-175 産婦人科受診に対する看護学生の思いから見えてきた課題

岩手看護短期大学　専攻科助産学専攻　18回生  勝田 茉琴 他

O2-176 離島で働く助産師の仕事に対する思い

隠岐広域連合立　隠岐病院  加藤 真紀子 他

O2-177 生殖補助医療の変化の中での臨床助産師　－語りの現象学的分析から‐

関西看護医療大学　看護学研究科　看護学部  郷司 律子

O2-178 産科混合病棟で勤務する助産師の役割と意識及び支援を受ける産婦の思いの特徴

郡上市民病院  佐藤 加代子

O2-179 混合病棟に勤務する助産師の労働環境に関する課題

名桜大学　人間健康学部　看護学科、日本助産師会　勤務助産師部会  小柳 弘恵 他

O2-180 開業助産師と母親の関係性

東都医療大学　ヒューマンケア学部　看護学科  鈴木 祐子

O2-181 助産師の資格取得教育機関が就業状況に与える影響‐病院に勤務する 30 代助産師

に焦点をあてて‐

三育学院大学　看護学部、国際医療福祉大学大学院　研究生  篠原 良子 他



第 3 会場 （メインタワー 12F シルバー）　　10 月 15 日（土）

母子保健 （O2-182～O2-189）　15:00～16:04

座長　安達　知子（総合母子保健センター 愛育病院）

O2-182 母子健康手帳改正後の「妊婦自身の記録」欄の記入状況および記入要因

井槌病院  伊集院 美和 他

O2-183 総合周産期母子医療センターにおける特定妊婦支援～多職種との連携を通して～

東京女子医科大学八千代医療センター　医療支援室  田中 亜季 他

O2-184 健診受診歴からみる産後女性の健康管理の現状－エコチル調査宮城ユニットセン

ターにおける調査報告－

東北福祉大学　健康科学部　保健看護学科  渡邊 生恵 他

O2-185 新生児家庭訪問時期における母親の思いに関する質的研究

帝京大学　福岡医療技術学部　看護学科  松本 八千穂 他

O2-186 母親の育児感情とストレスコーピング行動

～夫の育児関与と子育て仲間に着目して～

京都府宇治市役所  中川 智子 他

O2-187 「父子手帳に対する意識」の夫婦間に見られる相違

社会医療法人愛仁会千船病院  長本 摩耶 他

O2-188 定期予防接種を受ける子どもの母親の意思決定に関する研究

山陽学園大学　大学院　看護学研究科　博士前期課程  渡辺 美佳 他

O2-189 乳幼児期の予防接種における産前の両親の認識と望む情報

岩手看護短期大学専攻科助産学専攻 18回生  畠山 香菜 他

第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 15 日（土）

分娩２ （O2-190～O2-195）　14:00～14:48

座長　古谷　健一（防衛医科大学校）

O2-190 第 1 子を予定帝王切開で出産することが妊娠中期までに決定した女性の出産まで

の体験 　

女性自身の語りから

広島大学　大学院医歯薬保健学研究科  高橋 恭子 他

O2-191 「出産準備教育における帝王切開分娩の情報提供を考えるセミナー」の開催報告　

中部  横手 直美 他

O2-192 分娩期における産婦の身体感覚と「産んだという実感」につながる助産ケアの検討

足利赤十字病院　看護部  本間 郁絵 他

O2-193 助産師主導ケアモデルにおけるフリースタイル分娩の実際

聖路加産科クリニック  永森 久美子 他

O2-194 分娩監視装置を用いた持続的な胎児心拍モニターに伴う妊婦の負担軽減への援助

成和会山口病院  田澤 由美子 他



O2-195 日本のお産文化による産痛の捉え方と無痛分娩の普及率の文献検討

医療法人　清慈会　鈴木病院、人間環境大学　大学院看護学研究科  朝岡 みゆき 他

第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 15 日（土）

周産期医療 （O2-196～O2-201）　14:50～15:38

座長　藤森　敬也（福島県立医科大学医学部）

O2-196 サイトメガロウイルス IgM抗体陽性妊婦の夫同伴に影響を与える要因に関する研究

宮崎大学医学部　看護学研究科  黒木 真菜 他

O2-197 妊娠・分娩・産褥期に用いられる補完代替医療に関する実態調査

順天堂大学　医療看護学部  植竹 貴子

O2-198 夜間・休日の時間外緊急帝王切開術の施行体制に関する研究

母児のリスク要因からの検討

地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立住吉市民病院　本館３階病棟 

長谷川 紀子 他

O2-199 産科領域における術後回復能力強化プログラム（ERAS）導入の効果

医療法人社団　愛育会　福田病院  中村 千夏 他

O2-200 帝王切開後の子宮筋層壊死により子宮全摘出術を余儀なくされた 3例

神戸大学　医学部　産科婦人科  出口 雅士 他

O2-201 総合周産期母子医療センターにおける集中治療系病床の環境の実態と課題

北海道大学　大学院保健科学研究院　／　株式会社竹中工務店  渡辺 玲奈 他

第 4 会場 （メインタワー 15F トパーズ）　　10 月 15 日（土）

周産期の実践 （O2-202～O2-207）　15:40～16:28

座長　吉田　幸洋（順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科）

O2-202 新生児蘇生の実践力維持に向けて（第 3 報）：NCPR 講習会後 6 カ月・12 カ月におけ

る NCPR の実践状況

四條畷学園大学　看護学部　看護学科、岡山大学大学院　保健学研究科　博士後期課程 

徳永 智美 他

O2-203 新生児蘇生の実践力維持に向けて（第 3 報）：NCPR 講習会後 6 カ月・12 カ月におけ

る NCPR の実践状況

四條畷学園大学　看護学部　看護学科、岡山大学大学院　保健学研究科　博士後期課程 

徳永 智美 他

O2-204 死産・新生児死亡を経験した対象者のケアに関わる助産師のセルフケアの実際

高知県立あき総合病院  西川 香穂 他

O2-205 社会的ハイリスク妊婦への支援の充実を目指して　―支援外来開設報告と今後の課

題―

医療法人社団向日葵会まつしま病院  幸崎 若菜

演題取り下げ



O2-206 当院における常位胎盤早期剥離への取り組み

花みずきレディースクリニック  田中 幸子 他

O2-207 多職種地域連携が効果的であったパニック障害合併妊婦への支援

草加市立病院  川田 久美子

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 15 日（土）

NICU （O2-208～O2-213）　14:00～14:48

座長　杉山　隆（愛媛大学医学部産科婦人科）

O2-208 新生児蘇生準備段階における保育器内汚染度に関する検討

宮崎大学大学院　看護学研究科、九州保健福祉大学総合医療専門学校　看護学科 

田中 美帆 他

O2-209 NICUに入院した未熟児の父親の困難な体験とレジリエンス要因の探索

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　保健学専攻　博士前期過程  南 香奈 他

O2-210 NICU長期入院を経験した児の母親の退院準備期の心境

北見赤十字病院　NICU  太田 香織 他

O2-211 NICU退院児とその家族の在宅療養移行支援に関わる退院調整上の課題

公益社団法人日本看護協会  山西 雅子 他

O2-212 「NICU に入院した新生児のための母乳育児支援ガイドライン」の実施状況について

の検討

広島県北部厚生環境事務所・保健所  皆川 明代 他

O2-213 「NICU に入院した新生児のための母乳育児支援ガイドライン」の活用と普及に関す

る検討

広島県北部厚生環境事務所・保健所  皆川 明代 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 15 日（土）

栄養 （O2-214～O2-219）　14:50～15:38

座長　山本　樹生（春日部市立医療センター）

O2-214 妊孕世代の塩味の味覚閾値と食事・栄養摂取量との関連

大阪大学　大学院　医学系研究科　保健学専攻  三宅 智子 他

O2-215 妊娠期から産後早期の水分摂取量の変化

日本赤十字社和歌山医療センター  大東 千晃 他

O2-216 妊娠女性の骨代謝動態に関する縦断調査

～妊娠初期から中期までの動態～

社会福祉法人聖母会聖母病院  大谷 紗弥子 他

O2-217 褥婦が妊娠中に受けた栄養指導の実態調査

松蔭大学　看護学部  柴田 文子 他



O2-218 当院における妊婦への栄養指導の改善とその結果

医療法人　下田産婦人科医院  長友 佐織

O2-219 食物摂取頻度調査（FFQ ｇ）による妊娠糖尿病妊婦と正常妊婦の栄養摂取状況と生

活習慣の比較

富士市立中央病院　看護部  大井 洋子 他

第 5 会場 （メインタワー 17F オパール）　　10 月 15 日（土）

災害対策、 異文化 ・ 国際 （O2-220～O2-225）　15:40～16:28

座長　水谷　敏郎（千葉県産科婦人科医学会・医会長）

O2-220 妊婦の防災意識と防災への知識・関心・行動の関連

医療法人　帯経会　さくら産院  吉田 みゆき 他

O2-221 道内の分娩施設に勤務する助産師の災害サイクル　フェーズ 0への備え

市立釧路総合病院  松野 絢 他

O2-222 防災知識向上への取り組み

ー災害発生時のアクションカード携帯の有用性の検討ー

東京女子医科大学病院　母子センター　助産師  中島 左絵 他

O2-223 エルサルバドルにおける分娩後異常出血の原因探索

東京大学大学院　医学系研究科　健康科学・看護学専攻　母性看護学・助産学分野 

笹川 恵美 他

O2-224 不妊治療に関する女子学生の意識差―日本、アメリカ合衆国、インドネシア共和国

の場合―

安田女子大学　看護学部　看護学科  平岡 敬子 他

O2-225 英国における日系クリニックでの在英邦人への周産期支援

岡山大学大学院保健学研究科  大塚 元美

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児４ （O2-226～O2-231）　14:00～14:48

座長　米山　万里枝（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科）

O2-226 乳幼児をもつ母親の育児不安の実態

―乳幼児健診に参加した母親へのアンケート調査結果より―

新見公立大学、元高知大学大学院総合人間自然科学研究科  北村 亜希子

O2-227 産後 6か月間における身体症状の推移

千葉大学　大学院　看護学研究科  岩田 裕子 他

O2-228 乳幼児がいる就労中の母親のインフォーマルサポートの活用

～保育所を利用中の母親アンケート調査から

白鳳短期大学  新道 由記子 他



O2-229 幼児期の子どもを持つ父親の養育行動に影響する要因

帝京大学　福岡医療技術学部　看護学科  前原 敬子 他

O2-230 初めて 2歳までの育児を体験した父親の育児の現状と望む育児サポート

日本赤十字北海道看護大学　大学院　看護学研究科　助産学分野　助産学領域  松原 史歩 他

O2-231 初産婦及びその夫への子育て支援教育プログラム介入の有無による妊娠期から分娩

後までの思い

信州大学　医学部　保健学科  徳武 千足 他

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児５ （O2-232～O2-236）　14:50～15:30

座長　小川　久貴子（東京女子医科大学看護学部）

O2-232 夫の父性行動と産後クライシスとの関連についての検討

岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程  肥後 沙也子 他

O2-233 家庭における 0歳児の不慮の事故の実態と事故防止対策の現状

山口大学医学部附属病院  中川 眞緒 他

O2-234 双子の孫を持つ祖母の育児支援体験

旭川医科大学大学院医学系研究科修士課程  渡邊 友香

O2-235 あわあわ沐浴・もちもちスキンケア方法定着の実践報告

山梨大学　医学部　附属病院  竹田 礼子 他

O2-236 ベビーオイルの脂質過酸化と保存条件及び UV照射の関連

大分県立看護科学大学　大学院  戸倉 史織 他

第 6 会場 （メインタワー 19F ゴールド）　　10 月 15 日（土）

新生児 （O2-237～O2-243）　15:30～16:28

座長　石川　紀子（総合母子保健センター 愛育病院）

O2-237 産科施設における新生児の清潔ケアに関する実態調査

～新生児の清潔ケア実施前の観察方法～

社会医療法人　鴻仁会　岡山中央病院  山村 三香子 他

O2-238 産科施設における沐浴前後の洗浄・消毒方法の実態

社会医療法人　鴻仁会　岡山中央病院  矢野 加佳子 他

O2-239 新生児のシャワー浴法によるスキンケア前後の深部体温変化についての検討

山梨大学医学部附属病院　看護部  保坂 拓也 他

O2-240 生後 1か月までの皮膚トラブルの実態と関連要因

東京大学大学院　医学系研究科　健康科学・看護学専攻　母性看護学・助産学分野 

米澤 かおり 他

O2-241 新生児膿痂疹予防に対する当院の取り組み

成和会山口病院  小倉 愛美 他



O2-242 新生児の低血糖予防および早期発見・ケア状況の調査

公益財団法人　日本心臓血圧研究振興会　附属榊原記念病院  福間 睦子 他

O2-243 新生児に対する経皮的ビリルビン計測の精度に関する検討

九州大学病院　総合周産期母子医療センター  藤島 有紗実 他


