
ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

思春期 ・ 青年期１ （P1-001～P1-009）　10:30～11:15

座長　山田　新尚（岐阜県総合医療センター）

P1-001 高校生における親性準備性と成育環境との関連

鹿児島大学大学院　保健学研究科  萬歳 優美

P1-002 女子高校生への「月経と上手につき合うための運動プログラム」実施による月経周

辺期症状・月経観の効果

青森中央学院大学　看護学部  高橋 佳子 他

P1-003 青年期女性の月経随伴症状と日頃のストレス要因との関連

熊本大学　医学部　保健学科  島田 久仁子 他

P1-004 大学生の親離れに関する認識の実態調査

東京医療保健大学　助産学専攻科  松田 優子 他

P1-005 思春期ピアカウンセリング・ピアエデュケーション活動を実施した大学生の学びと

変化

仙台青葉学院短期大学　看護学科  竹田 理恵 他

P1-006 乳児の泣きに対する女子大学生の理解と対処可能感

茨城キリスト教大学　看護学部　看護学科  坂間 伊津美 他

P1-007 女子大生の冷えの自覚と客観的指標による関連要因の検討

神戸大学大学院保健学研究科  千場 直美 他

P1-008 女子大学生の妊娠に関する知識の現状と学校教育の必要性

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院  新家 奈津美 他

P1-009 医療系女子学生の喫煙に関する意識

平成医療短期大学  近藤 邦代

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

思春期 ・ 青年期２、 更年期 ・ 老年期 （P1-010～P1-018）　10:30～11:15

座長　中江　華子（関東中央病院）

P1-010 看護女子大生の PMS,及び月経時随伴症状の実態と対処行動

元兵庫大学　健康科学部　看護学科  松本 真実 他

P1-011 助産師学生による大学生に対する思春期教育ピアサポートの効果－医療系学生と非

医療系学生の比較－

明治国際医療大学　看護学部　看護学科  矢野 惠子 他

P1-012 思いがけない妊娠の相談窓口「にんしん SOS」に寄せられる「着床出血」相談

大阪府立母子保健総合医療センター　母子保健情報センター  佐藤 拓代 他

P1-013 三陰交への灸刺激が女性の冷え症・月経随伴症状・自律神経活動に及ぼす効果

秋田大学医学部附属病院  近藤 桃子 他



P1-014 青年期にあたる小児がん経験者の長期フォローアップの看護の必要性―文献検討―

大阪府立母子保健総合医療センター  山口 茜 他

P1-015 妊婦や夫の愛着、対児感情形成とダンス体験との関係

日本保健医療大学　保健医療学部　看護学科  西脇 美春 他

P1-016 更年期のホルモン補充療法・漢方薬に関する文献検討

山陽学園大学助産学専攻科  井上 理絵 他

P1-017 40 ～ 50歳代女性の糖・脂質代謝に対するエクオール摂取の効果に関する研究

大分県立看護科学大学　助産学研究室  梅野 貴恵 他

P1-018 尿失禁の骨盤底筋訓練において注意すべき代償運動とは？

―骨盤底筋訓練時の筋電図波形から―

甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　理学療法学科  青田 絵里 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

性教育 （P1-019～P1-027）　10:30～11:15

座長　神保　正利（昭和大学江東豊洲病院 産婦人科）

P1-019 性教育講演前後での高校生の性に関する知識と認識の変化

香川県立保健医療大学　助産学専攻科、香川母性衛生学会　性の健康サポートワーキング

グループ  竹内 美由紀 他

P1-020 小学生低学年を対象とした「いのちの学習会」の学習効果－自由記載の分析から－

山梨県立大学　看護学部　看護学科  萩原 結花 他

P1-021 高校 3年生の妊孕性の知識とライフデザイン

佐久大学　看護学部  弓削 美鈴 他

P1-022 助産師学生による女子高校生を対象とした

プレコンセプショナルヘルス・ケアの概念を取り入れた健康教育

滋賀医科大学　医学部　看護学科  岡山 久代 他

P1-023 思春期ピア・カウンセリング養成講座に参加した大学生の自己肯定感の特徴

名寄市立大学保健福祉学部看護学科  加藤 千恵子

P1-024 青年期の若者の望まない妊娠予防のために助産師が行う健康教育の考察

－性行動・避妊行動の文献検討から―

京都民医連中央病院  饗場 志穂 他

P1-025 教育課程を選択した看護大学生の性教育に関する知識の現状

兵庫県立こども病院  新井 志歩 他

P1-026 性教育から得られる子宮頸がん予防行動に関する知識の実態

唐津赤十字病院  田代 萌 他

P1-027 女子刑事施設内での避妊教育の必要性―女子受刑者に実施した調査から―

自治医科大学　看護学部  望月 明見 他



ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

DV ・ 虐待、 メンタルヘルス （P1-028～P1-036）　10:30～11:15

座長　本田　みゆき（東京女子医科大学病院母子総合医療センター）

P1-028 10・20代を対象とした性暴力被害に関するメール相談活動報告

東京純心大学　看護学部　看護学科  竹元 仁美 他

P1-029 「ドメスティック・バイオレンス（DV）の現状を理解する授業」の導入に向けた研究

常葉大学　健康科学部　看護学科  菊地 美帆 他

P1-030 産婦人科医師の性暴力被害者に対する支援の実態

－妊娠検査および緊急避妊薬処方に焦点をあてて－

京都府立医科大学　医学部　看護学科  福本 環 他

P1-031 保育学生の児童虐待防止教育の課題

―他学科の学生との比較を通して

北海道科学大学　保健医療学部　看護学科  草野 知美 他

P1-032 分娩施設での妊娠中からのメンタルへルスの取り組み

医療法人社団　愛弘会　みらいウィメンズクリニック  的場 晴美 他

P1-033 地域連携におけるハイリスク妊産婦の継続支援状況

岩手県立宮古病院  吉田 綾子

P1-034 妊娠末期のストレス対処能力と抑うつ傾向の関連

香川県立保健医療大学　保健医療学部　看護学科  榮 玲子 他

P1-035 高年初産婦を対象とした産後うつ病状に関する文献検討

千葉大学　看護学研究科  金 チュウアイ 他

P1-036 生後 1か月児の父親の抑うつ傾向と父親意識の関連

北海道大学大学院保健科学院  松井 春菜 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

不妊 ・ 不育、 出生前診断 （P1-037～P1-044）　10:30～11:10

座長　大川　玲子（千葉きぼーるクリニック）

P1-037 不妊治療を受けた妊婦の母親役割獲得を促す看護介入に関する文献研究

千葉大学　大学院　看護学研究科  坂上 明子 他

P1-038 生殖補助医療における支援の在り方と課題に関する文献検討

山陽学園大学　助産学専攻科  黒瀬 詩織 他

P1-039 不妊治療継続の選択プロセス　

複線径路等至性モデル（TEM）を用いた 1例の分析の試み

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  久澤 康代 他

P1-040 第三者の卵子提供を受けた女性に対する看護実践時の女性看護者の態度

共立女子大学　看護学部  岸田 泰子 他



P1-041 不妊症女性患者の抑うつと関連要因に関する研究

熊本大学　教育学部　教育学研究科  秋月 百合

P1-042 産褥 1か月間に育児へ「大変」と「戸惑い」を感じた生殖補助医療後の母親の体験

札幌市立大学　看護学部　助産学専攻科  森川 由紀

P1-043 看護学生の出生前診断に関する知識や意識・考え～ SOCとの関連について～

長崎県立大学　看護栄養学部　看護学科  林田 りか

P1-044 出生前診断文献検討

山陽学園大学　助産学専攻科  堅田 智穂 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

分娩、 産後ケア１ （P1-045～P1-053）　10:30～11:15

座長　宮内　清子（横浜市立大学医学部看護学科）

P1-045 分娩に対する思い・対処行動が分娩の満足感に与える影響　妊婦・褥婦へのアンケー

トから

一般財団法人　倉敷成人病センター　周産期センター  金沢 美乃里 他

P1-046 出産における助産ケアの現状と産婦の思い

名寄市立総合病院　看護部  佐々木 葵 他

P1-047 事例を通して学んだお産の満足度を高める助産師の関わり

津軽保健生活協同組合　健生病院  山崎 香織 他

P1-048 分娩時の第５回旋娩出機転

―大坐骨切痕への肩甲回旋―

秋田看護福祉大学　看護福祉学部　看護学科  大瀬 富士子

P1-049 超緊急帝王切開術の手術室入室シミュレーションとその効果

旭川医科大学病院　周産母子センター  竹内 美紀 他

P1-050 唾液オキシトシン測定のため検体採取法の検討

聖路加国際大学大学院  堀内 成子 他

P1-051 ATP測定を活用した分娩室の環境改善への取り組み

聖マリアンナ医科大学病院　総合周産期母子医療センター  永野 智草 他

P1-052 産科医療過疎地域において分娩に関わる看護師の実際と思い

広島都市学園大学　健康科学部　看護学科  室津 史子 他

P1-053 高年初産婦と非高年初産婦の産後の身体症状と疲労感およびうつ傾向の比較

松江市立病院  菱本 敏美 他



ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

産後ケア２ （P1-054～P1-062）　10:30～11:15

座長　馬木　小夜子（東京女子医科大学東医療センター）

P1-054 帝王切開術後 2,3日目に改めて行う STSの愛着形成への効果

医療法人定生会　谷口病院  竹田 昌美 他

P1-055 帝王切開術後に髄膜炎による両不全下肢麻痺を呈した初産婦に対する看護援助

東北大学病院　看護部  佐藤 亜衣

P1-056 産後骨盤の X線形態変化

京都大学大学院医学研究科　人間健康科学系専攻  季 翔 他

P1-057 出産前後における骨盤底筋群機能低下の実態調査

～意識向上に向けてのアプローチの検討～

社会福祉法人　恩賜財団　大阪府済生会　野江病院  蜷尾 ひかり 他

P1-058 褥婦に対するマッサージ施行部位別の乳房表面温度変化と疲労の自覚についての

比較

大分県立看護科学大学　博士前期課程  矢野 杏子 他

P1-059 キャベツ葉による冷湿布時の血流変化

弘前学院大学　看護学部  櫛引 美代子 他

P1-060 産後 2週間健診の実態―北海道の分娩施設を対象とした調査―

医療法人　徳洲会　札幌徳洲会病院  吉田 絢香 他

P1-061 産科スタッフにおける 2週間健診や産後レスパイト型事業への意識

倉敷成人病センター  大廣 香織 他

P1-062 A市における産後 1か月の初産婦が産後ケアを希望する背景と内容

大分県立看護科学大学  江藤 由布子 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

産後ケア３ （P1-063～P1-071）　14:30～15:15

座長　島田　祥子（東京医療保健大学 医療保健学部）

P1-063 HTLV‐1 陽性患者の 3ヵ月間の母乳育児自己決定への助産師としての役割

東京女子医科大学病院　看護部  柿原 里美 他

P1-064 「産後ケア」の現状と課題

ー既存の施設を利用、従来のサービスを提供してー

池羽レディースクリニック  武藤 利枝 他

P1-065 関東圏内における産後ケア事業の実施状況

東京大学医学部附属病院  齋藤 友花里 他

P1-066 全国の産後ケア施設におけるケアの実態を調査することで、ケア施設における課題

を明らかにすること。

千葉大学　大学院看護学研究科  土岐 博美 他



P1-067 産後 1か月の母親の身体的・心理的状態・ケアニーズと関連要因の検討

上智大学　助産学専攻科  礒山 あけみ

P1-068 産後女性における身体組成と精神健康状態の推移とその関連

同志社女子大学　看護学部　看護学科  和泉 美枝 他

P1-069 産後１年間の自律神経活動と身体組成の推移

同志社女子大学　看護学部　看護学科  眞鍋 えみ子 他

P1-070 里帰り出産における産後の母親と祖母の産後支援内容の相違について

江別市立病院　看護部  宮本 紗樹 他

P1-071 地域に住む祖父母世代の孫育てを促す支援

～母親，祖父母を対象とした質問紙調査による一考察～

日本赤十字社医療センター  平田 久実 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

栄養、 母乳栄養１ （P1-072～P1-080）　14:30～15:15

座長　長澤　伸江（十文字学園女子大学 人間生活学部食物栄養学科）

P1-072 女子大学生の葉酸に関連する知識調査

山口県立大学　別科助産専攻  浦山 晶美 他

P1-073 女子大生の食生活に関する文献検討

山陽学園大学　助産学専攻科  小村 沙祈 他

P1-074 青年期女性のボディイメージと乳がん自己検診行動の関連

佛教大学　保健医療技術学部看護学科  利木 佐起子 他

P1-075 思春期女性の骨粗鬆症に対する認識とカルシウム摂取の実態

福岡大学　医学部　看護学科  佐久間 良子 他

P1-076 女性のダイエット願望と妊娠中の体重増加及び出生体重との関連性

医療法人社団　聖マリア吉祥会石原レディースクリニック  福元 靖子 他

P1-077 周産期における葉酸摂取の現状と課題

十文字学園女子大学　食物栄養学科  金高 有里 他

P1-078 妊産婦の栄養素および食品摂取の現状　-妊娠期の食・栄養教育の方向性の検討ー

防衛医科大学校　医学教育部　看護学科  坂本 めぐみ

P1-079 褥婦の退院後 1 ヶ月間の母乳育児に対する取り組みと母乳育児を阻害する因子に関

する実態調査

東海大学医学部付属八王子病院  安本 祥子 他

P1-080 母乳育児を成功させる要因の検討

独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター  新垣 由以子 他



ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

母乳栄養２ （P1-081～P1-088）　14:30～15:10

座長　新野　由子（神戸大学大学院保健学研究科）

P1-081 当院で出産した褥婦の授乳ケアの実態調査

さくら産院  与賀田 友理 他

P1-082 母乳育児に関する実態調査～分娩後 24時間の授乳回数と母乳栄養確立への影響～

大津市民病院  市岡 美奈子 他

P1-083 妊産褥婦の希望する新生児の栄養方法と分娩入院後の退院時及び 1 か月健診時の実

際の栄養方法との関係

元　大津市民病院  津川 千佳 他

P1-084 妊娠期の乳房ケアに関するテキスト分析

元山陽学園大学　看護学部　看護学科  松永 知佳 他

P1-085 産後に短乳頭の褥婦に行ったニップルシールドによる乳頭ケアの研究

医療法人　山内産婦人科クリニック  木戸 奈美子 他

P1-086 乳頭部の水疱形成時の対処方法の一考察

～安静を保つことの有効性についての検討～

堤式乳房マッサージ法研究所  安藤 彩乃 他

P1-087 退院後から卒乳まで、母乳育児継続のためのケア

医療法人　宇津野医院  福原 陽子 他

P1-088 Ａ大学病院における添い寝添い乳に関するスタッフの意識調査

福島県立医科大学附属病院  板垣 ひろみ 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

家族１ （P1-089～P1-096）　14:30～15:10

座長　牧野　仁美（東京女子医科大学病院）

P1-089 子育てと仕事を両立するための工夫の現状

―看護職者とその夫の自由記述の分析―

公立学校法人　新見公立大学　助産学専攻科  四宮 美佐恵 他

P1-090 妊娠・出産・育児期にある女性に対する補完代替療法に関する実態調査

東京都立大塚病院  森 有希 他

P1-091 初めて父親になる意識の変化のプロセスとその影響因子

名古屋市立西部医療センター  高橋 奈友子 他

P1-092 父親役割に関するテキスト分析の検討

山陽学園大学　助産学専攻科  川畑 里奈 他

P1-093 男性が考える父親の育児支援の研究　第 1 報－生後 1 週間の子どもをもつ父親が知

りたい内容－

サンタクルスザシュクガワ  田邊 康恵 他



P1-094 男性が考える父親の育児支援の研究　第 2報－育児休暇の取得状況と父親の意識－

兵庫大学健康科学部看護学科  中村 朋子 他

P1-095 妊娠期の妻への夫の関わりの実際ー妊娠期の妻を持つ夫へのサポートに向けてー

広島市立広島市民病院  石川 めぐみ 他

P1-096 第２子をもつ母親が必要とする父親の役割行動について

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科　14期生  早乙女 望 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

家族２ （P1-097～P1-105）　14:30～15:15

座長　田辺　けい子（神奈川県立保健福祉大学）

P1-097 死産を経験した夫の喪失体験に対する認識

岩手県立二戸病院  横濱 幸恵

P1-098 父親の育児意識と育児行動に関する文献検討

琉球大学医学部附属病院  崎原 望翠妃 他

P1-099 死産におけるグリーフケアに関する文献検討

山陽学園大学　助産学専攻科  藤田 こころ 他

P1-100 孫育て学級の実際からみる祖父母教育の今後の課題

岩手県立磐井病院  佐々木 昌子 他

P1-101 第 1 子出生前後において妻が感じる夫婦関係の変化－妻の質問紙の自由記述の分析

から－

JA神奈川県厚生連　相模原協同病院  杉 有希 他

P1-102 在宅育児家庭における『通園保育』利用の効果の検討

石川県立看護大学　看護学部　看護学科  金谷 雅代 他

P1-103 母から子へ伝わる育児に関する話

広島都市学園大学　健康科学部　看護学科  羽山 美和 他

P1-104 母から子へ伝わる分娩に関する話

広島都市学園大学　健康科学部　看護学科  羽山 美和 他

P1-105 母から子へ伝わる妊娠に関する話

広島都市学園大学　健康科学部　看護学科  柘植 静花 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

周産期医療１ （P1-106～P1-113）　14:30～15:10

座長　大場　隆（熊本大学大学院生命科学研究部　産科婦人科学）

P1-106 福岡県における周産期死亡率、死産率、早期新生児死亡率からみた

周産期医療の地域格差

福岡大学医学部看護学科  村田 愛



P1-107 IgG avidity と PCR法を用いたサイトメガロウイルス妊婦スクリーニング

神戸大学　医学部　産科婦人科  平久 進也 他

P1-108 胎児診断された先天性心疾患児の母親の心理過程の検討－ 診断直後から出産まで －

岡山大学　大学院　保健学研究科  大井 伸子 他

P1-109 胎児診断された先天性心疾患児の母親の心理過程の検討－ 出産後から児退院後１

か月まで －

岡山大学　大学院　保健学研究科  大井 伸子 他

P1-110 母体・胎児集中治療室（MFICU）看護職の研修プログラム案の妥当性

埼玉県立大学  大月 恵理子 他

P1-111 周産期における骨盤ケアの効果

～腰痛、恥骨部痛の身体不快症状に焦点をあて～

独立行政法人　大牟田市立病院　看護部  住吉 陽子 他

P1-112 地域における周産期医療連携を成立させる諸条件と連携を阻む要因―開業助産師か

らの聞き取りより―

京都光華女子大学　健康科学部  金森 京子 他

P1-113 グリーフケアに対する看護者の戸惑いへの介入

東京都立大塚病院  近藤 愛理 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

周産期医療２、 周産期の実践 （P1-114～P1-121）　14:30～15:10

座長　光田　信明（大阪府立母子保健総合医療センター）

P1-114 産科医療補償制度導入前後の助産業務の変化と産科医療安全要因

高崎健康福祉大学大学院　保健医療学研究科  久保田 隆子

P1-115 初産婦の自然陣痛初来を期待した早朝ウォーキングの指導

福島県いわき市立総合磐城共立病院  村田 亜希子 他

P1-116 HTLV-1キャリア女性の授乳に関する意思決定から断乳までの心理プロセス

-短期母乳を選択した一事例 -

近畿大学医学部奈良病院　看護部  和田 千咲 他

P1-117 助産所分娩の B 群溶血性連鎖球菌による母児垂直感染予防のため行った医療連携協

働管理の報告

府中の森　土屋産婦人科  椎名 亜紀子 他

P1-118 親子の愛着形成支援のための家庭訪問員養成講座の見直し

聖隷クリストファー大学　助産学専攻科  久保田 君枝 他

P1-119 他職種と連携しながら関わった特別養子縁組の一例

鳥取市立病院  田邊 身江子 他

P1-120 聴覚障害のある外国人妊婦の周産期ケアについて　―体験事例より―

昭和大学江東豊洲病院　周産期センター  峯尾 アヤ 他



P1-121 安静を要する入院中の初産婦に対する出産準備教育の効果

-STAIを用いて不安の測定を行って -

盛岡赤十字病院  兒玉 恵 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 14 日（金）

母子保健 （P1-122～P1-130）　14:30～15:15

座長　中島　義之（東京女子医科大学八千代医療センター 母性胎児科・婦人科）

P1-122 社会的ハイリスク妊婦の長期継続養育環境調整支援

鳥取市立病院　地域医療総合支援センター  河村 恵美子

P1-123 母子保健コーディネーター設置に関する現状と課題

公立学校共済組合中国中央病院  朝直 恵子 他

P1-124 母子健康手帳の有効活用を目指して　～リーフレットを用いた広報の実際～

地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪府立母子保健総合医療センター　看護部 

母性中央部  岩本 聡美 他

P1-125 助産師が担当する電話相談の役割意識からみた情動とその対処に関する研究

滋賀県立大学　人間看護学部  古川 洋子 他

P1-126 ＨＦＡの家庭支援訪問にみる「赤ちゃんと家族にやさしい出発」とは

－オレゴン州でのＨＦＡ研修から－

摂南大学　看護学部  泉川 孝子 他

P1-127 医療的ケアが必要な在宅療養児の母親の技術習得に関する文献検討

大分県立看護科学大学　看護学部　小児看護学  草野 淳子

P1-128 赤穂市民病院と赤穂市保健センターの 8年間の取り組み

―4か月健診の母乳率と新生児・乳児訪問数の推移―

赤穂市民病院　産婦人科  東田 太郎

P1-129 和歌山県の乳児家庭訪問事業における母子保健推進員の実態調査報告

関西医療大学　保健看護学部　保健看護学科  田中 静枝 他

P1-130 3歳児を養育する保護者の健康状態および受診行動

東京女子医科大学　看護学部  三浦 美奈子 他



ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

災害対策、 異文化 ・ 国際 （P2-001～P2-009）　10:00～10:45

座長　市川　剛（日本大学医学部産婦人科学教室）

P2-001 周産期に特化した災害看護研修を実施して

公益社団法人　大阪府看護協会助産師職能委員  宮川 祐三子

P2-002 全国県庁所在地の市の避難所運営マニュアルに記載されている妊産婦・乳幼児への

支援内容の分析

葛飾赤十字産院  中川 優美香 他

P2-003 産科を中心とした混合病棟における防災マニュアル～災害時の行動獲得への取り組

み～

大阪府済生会吹田病院　産婦人科病棟  谷中 真実 他

P2-004 熊本地震を経験した妊婦における車中泊の実態

熊本大学　医学部　附属病院　総合周産期母子医療センター  川田 紀子 他

P2-005 産科病棟における外国人妊産婦の現状の分析と今後の対策

茨城西南医療センター病院  石橋 美保 他

P2-006 台湾におけるシミュレーション教育の視察報告

姫路大学　看護学部　看護学科  大野 弘恵

P2-007 カンボジアにおける夫婦の役割分業と妻の満足度

－日本の夫婦との比較－　

日本保健医療大学　保健医療学部　看護学科  坂上 玲子 他

P2-008 国際的な母子保健人材育成を行うタンザニア短期・長期派遣教育プログラムの実践

報告

聖路加国際大学　看護学研究科  新福 洋子 他

P2-009 女性性器切除の実態と歴史文化的背景についての文献検討

大津赤十字病院  中村 優 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

母性看護学教育１ （P2-010～P2-018）　10:00～10:45

座長　増田　美恵子（順天堂大医療看護学部）

P2-010 母性看護実習と連動した学内演習の検討

―母性看護実習後の質問紙調査より―

埼玉医科大学短期大学  一花 詩子 他

P2-011 母性看護学実習と連動した学内演習の検討

―褥婦の観察技術の学内演習終了後の質問紙調査よりー

埼玉医科大学短期大学　看護学科  内田 貴峰 他



P2-012 看護大学生の母性看護学に関する調査　第 1報

―実習前後の興味関心について―

帝京科学大学　医療科学部　看護学科  志村 智絵 他

P2-013 看護大学生の母性看護学に関する調査　第 2報

―実習前後の母性に対する意識についてー

日本医療科学大学　保健医療学部　看護学科  平田 礼子 他

P2-014 看護学生が自己の誕生過程を親子でバースレビューを行って得られる学習効果

福山平成大学　助産学専攻科  若井 和子 他

P2-015 学生が取り組む地域貢献活動「いのちの授業訪問事業」の実践報告

横浜市立大学　医学部　看護学科  竹内 翔子 他

P2-016 共同学習を取り入れた母性看護学演習の効果的な関わりと今後の課題

名桜大学　人間健康学部　看護学科  鶴巻 陽子 他

P2-017 母性看護学実習における学生の聞き書き体験からの学習成果

～祖母の「産み育てた」聞き書きをとおして～

富山福祉短期大学　看護学科  村田 美代子 他

P2-018 母性看護学実習におけるペア学習に関する研究

－学生へのアンケート調査から－

愛知県立総合看護専門学校  鈴木 孝 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

母性看護学教育２ （P2-019～P2-027）　10:00～10:45

座長　児玉　由紀（宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター）

P2-019 母性看護学実習における看護技術の実施状況と課題

日本赤十字看護大学　看護学部　看護学科  志賀 くに子 他

P2-020 母性看護学実習における学生の自己評価

ー病棟実習期間および男女比からの考察ー

広島都市学園大学　健康科学部  友安 由貴子 他

P2-021 母性看護学実習における実習指導者からみた看護学生の特色と自己評価に及ぼす

影響

共立女子大学　看護学部  藤井 智惠美 他

P2-022 ウィメンズヘルス看護領域におけるチーム基盤型学習法（TBL）導入に対する学生

の評価

茨城県立医療大学　保健医療学部　看護学科  山波 真理 他

P2-023 看護基礎教育課程における性暴力被害者支援への教育内容の検討

日本医療大学　保健医療学部  小山 満子 他

P2-024 看護学生が持つ男性の性暴力被害に関するイメージと知識

－看護職者に必要な知識の検討―

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科　14期卒業生  鈴木 恵美



P2-025 母性看護実習における男子看護学生の父性意識の発達を高める要因

ＡＯＩ国際病院  吉川 優吾 他

P2-026 分娩介助実習における助産技術評価を振り返って

滋賀医科大学　医学部　看護学科  和多田 抄子 他

P2-027 分娩介助演習における模擬産婦の演技とフィードバックに関する評価

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科  鈴木 幸子 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

助産学教育１ （P2-028～P2-036）　10:00～10:45

座長　内田　朋子（東京女子医科大学病院）

P2-028 分娩介助実習における指導に関する研究の動向

広島国際大学　助産学専攻科  北村 万由美 他

P2-029 助産学実習における学生自己評価と分娩介助症例との関連

滋賀医科大学　医学部　看護学科　臨床看護学講座　母性看護学・助産学  新池 里沙子 他

P2-030 分娩介助技術と助産診断過程評価の推移－ 4年課程の助産専攻学生を対象に－

金沢医科大学　看護学部  岩谷 久美子 他

P2-031 母性看護実習において困難を克服した学生の実習体験

昭和大学  當山 里美 他

P2-032 地域産科医療のニーズに呼応した助産師教育課程の課題

～卒業生の従事動向調査から～

新潟大学　医学部　保健学科  石田 真由美 他

P2-033 模擬産婦を体験した助産師の評価

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科  山本 英子 他

P2-034 助産専攻の学生の産婦への関わり  ～産婦とその家族への接近に焦点を当てて～

公立大学法人　山口県立大学　別科助産専攻  白石 佳子

P2-035 助産師養成課程における調理実習の授業の効果について

中林病院助産師学院  森 聖美 他

P2-036 マタニティサイクル支援実習における家庭訪問実習からの学生の学び

滋賀医科大学　医学部　看護学科  千葉 陽子 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

助産学教育２、 基礎教育、 助産師 ・ 保健師１ （P2-037～P2-045）　10:00～10:45

座長　松本　めぐみ（東京都済生会中央病院）

P2-037 学士教育における助産学コースプログラムの学び

～卒業生のグループインタビューから～

新潟大学　医学部　保健学科  西方 真弓 他



P2-038 胎児心拍陣痛再生装置と模擬産婦を導入した分娩介助演習の効果

埼玉県立大学  岡津 愛子 他

P2-039 継続事例実習の学生指導に対する助産教員の思い

ベルランド看護助産専門学校　助産学科  秋田 浩子 他

P2-040 NICU看護演習におけるディベロップメンタルケアに焦点を当てた学生の学び

元　佛教大学　保健医療技術学部　看護学科  奥村 真美 他

P2-041 授乳時のポジショニングに焦点をあてた学生の思考を促す授業方法の検討

千葉県立鶴舞看護専門学校  鶴岡 玲子 他

P2-042 助産師の職業的アイデンティティと職務満足度との関連

北里大学看護専門学校  神山 利惠子 他

P2-043 助産師のストレス要因とソーシャル・サポートに関する研究

国際医療福祉大学大学院　保健医療学専攻　助産学分野（福岡）  有馬 瑞葵 他

P2-044 助産師の業務範囲を検討する

東京医療保健大学大学院看護学研究科博士課程  加藤 江里子 他

P2-045 助産師 -保健師間連携の展開過程とその影響要因および課題

高知大学大学院　総合人間自然科学研究科  津濱 由依

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

助産師 ・ 保健師２、 助産システム１ （P2-046～P2-054）　10:00～10:45

座長　高島　えり子（順天堂大学 医療看護学部）

P2-046 助産師ラダー申請のための取り組み　

盛岡赤十字病院  山口 裕子

P2-047 母体搬送受け入れ時の妊産褥婦が安心して治療・分娩に臨める環境とは

～五感と認識に焦点をあてて～

宮崎県立　日南病院　４階東病棟  村瀬 絵里加 他

P2-048 妊産婦の死に関わった看護職者の体験

社会福祉法人　賛育会病院  岩下 収美 他

P2-049 中堅助産師のキャリア開発と関連要因の探索～質問紙調査より～

京都橘大学看護学部  常田 裕子

P2-050 中堅助産師のキャリア開発と関連要因の探索～フォーカスグループインタビュー調

査より～

京都橘大学看護学部  常田 裕子

P2-051 助産師出向システムにおいて出向先施設の助産師が抱く思い－ A 病院の助産師を対

象として－

日本赤十字北海道看護大学  新谷 純代 他

P2-052 産科混合病棟における助産師の職務意欲向上に必要な要因

独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院  吉田 京子 他



P2-053 福岡県の助産師出向システムに関する現状

福岡県看護協会　助産師職能委員会  石田 麗子 他

P2-054 福岡県の助産師出向システムに関するニーズと課題

福岡県看護協会　助産師職能委員会  石田 麗子 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

助産システム２、 継続教育 （P2-055～P2-063）　10:00～10:45

座長　安藤　紀子（横浜市立市民病院産婦人科）

P2-055 院内助産システムにおける助産ケアのニーズ調査

関東学院大学看護学部  水野 祥子 他

P2-056 父親の育児参加促進プログラムの開発と実用化の検討―妊娠期からの切れ目ない子

育て支援―

安田女子大学看護学部看護学科  津間 文子 他

P2-057 助産師の職業生活の変化の様相

千葉県立保健医療大学　健康科学部　看護学科  北川 良子 他

P2-058 3 年目助産師の臨床判断能力と課題　～妊娠初期から産後 2 か月までの 3 事例の継

続事例からの分析～

山梨大学大学院総合研究部  石田 都乃 他

P2-059 大学病院における助産師ラダー導入の取り組み

神戸大学医学部付属病院  三井 由紀子 他

P2-060 母体・胎児集中治療室（MFICU）看護職のための研修会の試行

埼玉県立大学  大月 恵理子 他

P2-061 Team STEPPS®を取り入れた、周産期急変対応ワークショッププログラムの開発

千葉大学大学院看護学研究科  臼井 いづみ 他

P2-062 Team STEPPS® を取り入れた周産期急変対応ワークショップの評価‐参加者への質問

紙調査の分析‐

千葉大学  坂上 明子 他

P2-063 周産期に児を失った家族を支える看護実践の意欲を支える要因について

昭和大学病院、昭和大学　保健医療学部　看護学科  山崎 あや

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

妊娠１ （P2-064～P2-072）　14:30～15:15

座長　鈴木　真（亀田総合病院）

P2-064 看護職者の妊娠中絶に対するスティグマ

武蔵野大学　看護学部  杵淵 恵美子 他

P2-065 胎児奇形を告知された妊婦の告知から出産直前の経験と思い

長崎大学病院　6階西病棟  石田 綾奈 他



P2-066 胎児奇形を告知された妊婦の出産直前から出産後の経験と思い

長崎大学病院 6階西病棟  市成 沙由理 他

P2-067 早期流産を経験した女性に対するグリーフケアの実施状況と関連要因

元三重県立看護大学　看護学部  鈴木 優菜 他

P2-068 流産を経験した患者の悲嘆感情に寄り添った精神的ケアを考える―効果的なグリー

フケアをおこなうために―

医療法人宝生会 PL病院  亀井 晃子

P2-069 当院における若年妊婦の妊娠分娩経過と社会的背景

地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪府立母子保健総合医療センター　看護部　母

性西棟  平田 瑛子 他

P2-070 前置胎盤合併妊婦への心理的変化に合わせた関わり

山梨大学医学部附属病院  内藤 聖子 他

P2-071 入院中の切迫早産妊婦のストレス～アンケートによる実態調査～

社会福祉法人　恩賜財団　済生会　山形済生病院  齋藤 成美 他

P2-072 切迫早産妊婦が床上安静治療の体験の中で得ることができた満足感の分析

帝京大学　医療技術学部　看護学科  角田 知穂 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

妊娠２ （P2-073～P2-081）　14:30～15:15

座長　山中　伸美（日本大学医学部附属板橋病院　産科病棟）

P2-073 妊娠 36 週妊婦の体重増加に対する認識 ~ 体重増加不良妊婦と適正体重増加妊婦の

比較 ~

社会医療法人　愛仁会　高槻病院  中井 里美 他

P2-074 母体・胎児集中治療室入院妊婦の当事者視点に基づく QOL評価

～ QOL評価が高い妊婦と低い妊婦の特徴～

新潟大学　医学部　保健学科  西方 真弓 他

P2-075 妊娠中の就業形態が母体の腰痛出現時期と腰痛の重症度に与える影響

～妊婦を対象とした縦断研究～

京都大学大学院　医学部　人間健康科学科  川越 美嶺 他

P2-076 妊娠末期の夜間睡眠時の酸素飽和度と自覚的睡眠の質および精神健康度との関連

日本赤十字秋田看護大学  渡邊 美奈子 他

P2-077 運動が初産婦の妊娠中・産後早期の心身におよぼす影響

東京家政大学　看護学部　看護学科  井上 直子 他

P2-078 妊娠中期と末期における腰痛と歩容指標、身体活動量および抑うつ状態との関連性

大阪府立大学大学院看護学研究科  渡邊 香織 他

P2-079 妊婦のセルフケア行動に影響する要因の文献検討

鹿児島大学　大学院　保健学研究科  猪目 安里



P2-080 つわりの軽減を目的とした介入研究の文献レビュー

兵庫県立大学　地域ケア開発研究所　周産期ケア研究センター  岩國 亜紀子

P2-081 妊娠末期の妊婦の食行動と身体計測値との関連

金沢医科大学　看護学部  保田 ひとみ 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

妊娠３ （P2-082～P2-090）　14:30～15:15

座長　茅島　江子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

P2-082 妊婦の食習慣が腟内細菌叢と腟分泌物 pHに及ぼす影響

鳥取大学　医学部  佐々木 くみ子 他

P2-083 マタニティヨーガの効果に関する研究－身体ストレス指標および自律神経機能の評

価－

弘前大学大学院　保健学研究科  高間木 静香

P2-084 マタニティヨーガの効果に関する研究－ POMS短縮版および MCL-3の評価－

弘前大学大学院　保健学研究科  高間木 静香

P2-085 妊娠末期の出産不安と睡眠状態および疲労感との関連

秋田大学　大学院医学系研究科  成田 好美 他

P2-086 妊婦における日中の眠気の変化と睡眠習慣 ,自己管理能力との関連

同志社女子大学  植松 紗代 他

P2-087 「思いがけない妊娠」事例の妊娠中期から産後１か月における語りからみた母親に

なることへの思い

聖隷クリストファー大学　助産学専攻科  稲垣 恵子

P2-088 妊娠初期から妊娠末期における腰痛・骨盤痛の推移

香川県立保健医療大学　保健医療学部　看護学科  植村 裕子 他

P2-089 妊婦への理学療法介入～子宮頸管縫縮術後の一例～

光善会　長崎百合野病院　リハビリテーション科  村田 広志 他

P2-090 産科病棟に異動した看護師が役割認識を獲得するまでのプロセスと関連要因

富士市立中央病院　看護部  渡辺 恵里子 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

妊娠４ （P2-091～P2-099）　14:30～15:15

座長　佐藤　昌司（大分県立病院　総合周産期母子医療センター）

P2-091 妊婦の出産関連情報に関するインターネット利用と意思決定との関連　　　

関東学院大学　看護学部　看護学科  勝川 由美 他

P2-092 妊娠期のセルフケア向上に役立つアプリの検討

東北大学大学院　医学系研究科  中村 康香 他



P2-093 参加型マタニティクラス導入後の妊婦の意識調査

社会医療法人　明和会　中通総合病院  細谷 さつき 他

P2-094 指導を受けた妊婦の心理変化　

～妊娠期の振り返りを通して～

徳島文理大学　助産学専攻科　7期生  斉藤 夕貴 他

P2-095 妊婦健診時の保健指導に対する初妊婦の受けとめと取組み

国際医療福祉大学　小田原保健医療学部　看護学科  黒澤 範子 他

P2-096 妊婦歯科健康診査の受診行動の実際及び影響を与える要因

久留米大学医学部看護学科  加藤 陽子 他

P2-097 ハイリスク妊産婦における他機関との連携の際に埼玉県の病院勤務助産師が体験す

る困難

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科  三浦 真依 他

P2-098 Ａ病院におけるマタニティクラスの満足度とニーズ調査

-アンケート調査から見えた現状と今後の課題について -

日本海総合病院  村岡 史子

P2-099 出産・育児に向けた妊婦のセルフケア行動を引き出す看護 - セミオープンシステム

導入妊婦健診施設の実践から -

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科　14期卒業生  油井 望

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児１ （P2-100～P2-107）　14:30～15:10

座長　大浦　訓章（東京慈恵会医科大学）

P2-100 初産婦の母親役割取得過程に影響する実母による里帰り支援のあり方の検討

日本赤十字広島看護大学  中村 敦子

P2-101 高年初産婦とその夫の産後 1か月までの育児の実態

東邦大学　看護学部　看護学科  山崎 圭子

P2-102 双胎児の父親の育児参加状況に関する文献検討

広島都市学園大学　健康科学部　看護学科　4期生  伊藤 亜紀 他

P2-103 生後 1ヶ月の児をもつ父親の育児不安要因の検討

日本医科大学武蔵小杉病院  久保田 隆子 

P2-104 育児に困り感をもっていた親がその育児を肯定的に捉えるようになるターニングポ

イント

国際医療福祉大学成田看護学部  木戸 久美子

P2-105 在日外国人女性が日本で初めて第１子を育児するうえでの困難と支援の実際―産科

病棟勤務助産師の視点から―

市立伊丹病院  野田 祐里子 他

P2-106 産後１ヶ月の母親の育児感情とその影響要因

田村マザーズクリニック  生須 典子 他



P2-107 NICUに入院し母児分離となった母親への搾乳支援

青森県立中央病院　総合周産期母子医療センター　MFICU・産科病棟  宮口 和子 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児２ （P2-108～P2-116）　14:30～15:15

座長　讃岐　綾子（盛岡赤十字病院　助産師）

P2-108 産後 1 ヶ月における母親の育児に対する意識と関連要因 : エコチル調査宮城ユニッ

トセンターにおける調査報告

東北大学大学院医学系研究科　周産期看護学分野  佐藤 眞理 他

P2-109 初産婦が抱く産後の育児不安に関する研究　

～不妊治療後妊娠群と自然妊娠群の比較～

東邦大学医療センター　大森病院　看護部  山田 由海子 他

P2-110 辺縁前置胎盤、てんかん合併妊婦への産褥期の支援について

山梨大学医学部附属病院  柴山 みなみ 他

P2-111 経産婦の育児不安に関する文献の検討

山陽学園大学　助産学専攻科  平山 知佳 他

P2-112 9 ～ 11 か月児を養育する母親の子育て支援事業の認知と活用度の実態

大分県立看護科学大学　大学院博士前期課程  松尾 妃奈 他

P2-113 子育て期女性の健康に関する調査研究－産後 6ヵ月の健康状態－

聖隷クリストファー大学　看護学部  村松 美恵 他

P2-114 当院における母児同室の希望と実態～リーフレットを配布することでの効果～

さくら産院  金澤 成美 他

P2-115 在宅で子育てをする高齢初産の母親が自分なりの子育てを確立するまでのプロセス

国立看護大学校　看護学部  時田 純子 他

P2-116 母児同室・異室の選択に与える要因と支援者側の課題

社会医療法人　敬愛会　中頭病院  新里 葵 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児３ （P2-117～P2-125）　14:30～15:15

座長　中嶋　彩（産前産後ケアセンター 東峯サライ）

P2-117 高齢初産婦の産後 1 ヶ月までの思いについてのインタビュー分析－母親役割獲得の

プロセスに焦点をあてて－

北里大学病院  伊波 ちひろ 他

P2-118 双胎１子との愛着が築けていない母への育児支援

岩手県立宮古病院  大須賀 裕佳子 他

P2-119 体圧分散の違いによるマットでの乳児の向き癖や児頭の変形予防への比較検討

浜松医科大学  田坂 満恵 他



P2-120 新生児の沐浴に関する文献検の検討

山陽学園大学　助産学専攻科  小槇 ゆう葵 他

P2-121 ベビーマッサージが生後 6 ヵ月までの健康な児とその母親に及ぼす効果に関する文

献検討

大阪大学　大学院　医学系研究科　保健学専攻  神谷 千織 他

P2-122 乳幼児の保湿スキンケア実施における使用試験結果と母親意識の報告

ピジョン株式会社　中央研究所  黒河 正司 他

P2-123 乳幼児期の水分摂取に関する実態調査  －授乳状況別による検討―

ピジョン株式会社　中央研究所  大杉 佳美 他

P2-124 積雪寒冷地に居住し乳幼児を養育する母親の QOL　―夏季と冬季の比較―

北海道科学大学　保健医療学部　看護学科  前田 尚美 他

P2-125 積雪寒冷地に居住し乳幼児を養育する母親に必要な育児支援

北海道科学大学　保健医療学部　看護学科  前田 尚美 他

ポスター会場 （メインタワー 10F ムーンストーン）　　10 月 15 日（土）

産褥 ・ 育児４、 新生児、 NICU （P2-126～P2-133）　14:30～15:10

座長　抜田　博子（東京女子医科大学看護学部）

P2-126 幼児を養育する親が経験したこどもの不慮の事故の実態

横浜創英大学　看護学部　看護学科  山下 麻実 他

P2-127 わが国の産科施設における新生児の清潔ケアに関する研究

早期新生児期の臍処置の現状

山陽学園大学　助産学専攻科  梅崎 みどり 他

P2-128 生後１か月までの予防的スキンケアが皮膚バリア機能に与える影響

大分県立看護科学大学　大学院　助産学コース  竹内 いずみ 他

P2-129 わが国の産科施設における新生児の清潔ケアに関する研究

養成課程で学んだ沐浴方法と現状の見直し

山陽学園大学　助産学専攻科  富岡 美佳 他

P2-130 長期間 NICUに入院している子どもの母親が搾乳を継続するにあたっての思い

旭川医科大学病院　周産母子センター　NICU  林 遥香 他

P2-131 超低出生体重児の父親が妻・子との相互作用を通して体験している父親役割

東北大学病院　総合周産期母子医療センター　東 6階病棟　産科  小寺 由理 他

P2-132 NICUにおける両親学級を受講した母親の育児と対児感情に関する思いの変化

東北大学病院　周産母子センター　西６階病棟  戸澤 和恵 他

P2-133 自閉症スペクトラム障害児を持つ母親が体験した胎児期から乳幼児期の子どもの行

動特徴

人間環境大学　松山看護学部　設置準備室  門脇 千恵 他


