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O1 - 001 プロテインS低下の不育症女性の治療と産科異常 内山 美穂子 神戸大学　産科婦人科

O1 - 002 全身性エリテマトーデス合併妊娠における産科異常のリスク因子 窪田 詩乃 神戸大学　産科婦人科

O1 - 003 抗リン脂質抗体症候群合併妊娠において産科異常と関連する因子 出口 雅士 神戸大学　医学部　産科婦人科

O1 - 004 妊娠16週で完全破水し、その後妊娠継続し生児を得た1例 荒井 貴子 加古川中央市民病院　産婦人科

O1 - 005 出生体重較差が30％以上あった二絨毛二羊膜性双胎児の予後は比較的不良である 船越 徹 兵庫県立こども病院周産期医療センター

O1 - 006 妊娠中に両側卵巣腫大をきたし黄体化過剰反応が疑われた一例 村上 亨 長崎大学　産科婦人科

O1 - 007 卵巣腫瘍合併妊娠に対する腹腔教下卵巣腫瘍核出術の検討 渡邊 灯 長崎大学　産科婦人科

O1 - 008 周産期管理に苦慮した社会的ハイリスク妊婦の一例 森 信博 香川大学　医学部　母子科学講座　周産期学婦人科学

O1 - 009 不妊専門相談センターの認知と利用の実態 石村 美由紀 福岡県立大学　大学院　看護学研究科　助産学領域

O1 - 010 医療スタッフにおける悪性腫瘍患者の妊孕性温存に対する意識と患者への説明の実態 宮本 志織 岡山済生会総合病院

O1 - 011 治療終結後の女性が求める不妊治療終結期の支援と看護職者の実践と課題 三尾 亜喜代 愛知県立大学　看護学部

O1 - 012 不育症女性の不育症治療を受けながら妊娠を継続する経験 二川 香里 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）母性看護学

O1 - 013 不育症女性における妊娠中の職場でのストレスの実態 日笠 麻友子 岡山大学病院　看護部

O1 - 014 不育症女性における非妊娠時の末梢血NK細胞活性と病因、妊娠帰結との関係 蝦名 康彦 神戸大学　産婦人科

O1 - 015 リスク因子不明の習慣流産に対する妊娠初期免疫グロブリン療法 宮地 真帆 神戸大学　産科婦人科

O1 - 016 助産師が病的子宮収縮輪の上昇を疑い医師に伝達、事無きを得た症例 根津 八紘 医療法人登誠会　諏訪マタニティークリニック

O1 - 017 2例の子宮内反症に遭遇して-院内助産院体制下におけるB-scopeにて診断- 濱 正子 医療法人登誠会　諏訪マタニティークリニック

O1 - 018 分娩中に心肺停止し吸引分娩に至った心肺虚脱型羊水塞栓症の1例 西川 茂樹 愛仁会　高槻病院　産婦人科

O1 - 019 安全な緊急帝王切開術の実施に向けて～当院におけるシミュレーション導入とその効果～ 西野 由香里 兵庫県立淡路医療センター　産婦人科

O1 - 020 産科大量出血症例における早期新鮮凍結血漿（FFP）投与の妥当性を輸血前のフィブリノゲン値で検証する 丸尾 伸之 淀川キリスト教病院　産婦人科

O1 - 021 帝王切開術後の重症感染症に対して外科的治療を行った３症例の検討 澤田 茉美子 国立病院機構　神戸医療センター

O1 - 022 産褥 11 日目に産褥敗血症を発症し、多臓器不全にいたった一例－退院後早期の病態把握の重要性－ 杉本 麻帆 淀川キリスト教病院 産婦人科

O1 - 023 産後３か月で多発性椎骨骨折を発症した妊娠後骨粗鬆症の１例 加藤 宗寛 大阪回生病院　婦人科

O1 - 024 精神疾患を有する入院助産制度を利用した妊産婦の課題について考える 荻田 ゆかり motherゆり助産所

O1 - 025 妊娠期の色彩円環家族イメージ画の描線の特徴と産後うつとの関連 櫻井 薫 防衛医科大学校　医学教育部　看護学科

O1 - 026 妊娠後期のうつ傾向に関連する要因の検討－Relationships Questionnaireを用いた調査― 藤田 佳代子 目白大学　看護学部　看護学科

O1 - 027 妊娠中の母親の抑うつ状態と育児準備状態の関連性 大橋 知子 岡山大学大学院　博士後期課程

O1 - 028 産後うつの表出に関連する要因 宮崎 真代 徳島文理大学　助産学専攻科

O1 - 029 精神科病床のある総合病院における妊産褥婦のバースレビューからみたメンタルヘルスへの予防的介入のあ 山上 彩華 瑞祥会みずほレディースクリニック

O1 - 030 精神科病床のある総合病院における妊産褥婦の産後鬱病リスクとサポートの実態からみたメンタルヘルスの 入江 三佳 兵庫医科大学病院

O1 - 031 更年期女性の食生活を中心とした日常生活と不定愁訴との関係 高橋 綾佳 岩手看護短期大学　専攻科助産学専攻　19回生

O1 - 032 産前の両親の防災に関する知識と災害への備えの現状 山岸 亜実 岩手看護短期大学専攻科助産学専攻19回生  諏訪赤十字病院

O1 - 033 災害時にも母子の安全を確保しよう<BR>～産科に特化した火災対策の確立～ 川下 真里奈 社会医療法人　愛仁会　千船病院

O1 - 034 エルサルバドル国立女性病院における妊産婦死亡の実態と要因 笹川 恵美 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

O1 - 035 夫の通訳が必要な在日中国人初産婦の母親役割準備を高める助産ケア 三浦 和恵 KKR札幌医療センター　母子女性センター

O1 - 036 外国人妊産婦からの言葉の取り組みに対する評価 一沢 真由美 岩手県立中央病院

O1 - 037 外国人妊産婦とその家族への支援に向けた実践的取組みに関する助産師・看護師からの評価 奥寺 忍 岩手県立中央病院

O1 - 038 外国人女性の日本における妊娠出産育児体験：負の感情の要因と対策に関する文献レビュー 橋本 真貴子 佐賀大学大学院　医学系研究科修士課程　看護学専攻

O1 - 039 子育て学習・子育て経験が女子学生の子供を持つ意識への影響ー日本、アメリカ、インドネシア共和国の比 平岡 敬子 安田女子大学　看護学部　看護学科

O1 - 040 現在および妊娠中の体型に関する大学生の意識 越智 彩 岡山赤十字病院

O1 - 041 BMIと妊娠中の体重増加が出生体重に与える影響 野澤 優里 KKR札幌医療センター　母子女性センター

O1 - 042 手の使い方と身体トラブルの関係性 村田 広志 長崎百合野病院

O1 - 043 乳児を育てる母親における添い寝及び添え乳のインシデント経験に関連する要因の検討 徳武 千足 信州大学　医学部　保健学科

O1 - 044 早産児を出生した褥婦の母乳分泌に影響を及ぼす因子の検討 中山 梓 宮崎大学大学院　看護学研究科

O1 - 045 双胎児の母の母乳分泌に関する実態調査と母乳分泌促進の援助 植山 近代 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院

O1 - 046 流産・死産・新生児死亡ケアセミナーでの看護者のふり返りと気づき 大蔵 珠己 独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立総合医療セン

ター　総合周産期母子医療センター

O1 - 047 ペリネイタル・ロスへの看護者のケアリング行動とその関連要因 石原 望 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

O1 - 048 アクチグラフで評価した早期乳児の睡眠と成長・発達との関係 吉田 倫子 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻

O1 - 049 新生児と乳児の顔・臀部・四肢体幹の皮膚トラブル発症時期の実態調査 志賀 咲月 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

O1 - 050 離島における妊娠期の予防教育の現状と課題－A島B町のマタニティクラスの実態とニーズ調査より－ 井上 尚美 鹿児島大学　医学部　保健学科

O1 - 051 僻地の地域母子保健における助産師の役割　～妊産褥婦への聞き取り調査から～ 小柳 弘恵 名桜大学　助産学専攻科

O1 - 052 妊産婦相談事業『お産まつり』実践報告 佐藤 奈美 北見赤十字病院

座長　中塚　幹也（岡山大学大学院保健学研究科）

03　分娩・重症例　14：10～15：15

04　メンタルヘルス　15：15～16：20

座長　齋藤　益子（帝京科学大学）

座長　西口　富三（静岡県立こども病院周産期センター）

01　ハイリスク/合併症妊娠　09：10～10：15

02　不妊・不育　10：15～11：10

座長　藤原　浩（金沢大学産婦人科）

座長　瓦林　達比古（福岡県すこやか健康事業団）

07　優秀演題候補2　10：10～11：10

座長　田中　宏幸（兵庫医科大学産科婦人科）

08　妊娠1　09：10～10：05

座長　湯舟　貞子（関西国際大学）

05　災害対策・援助/異文化・国際　16：20～17：25

座長　斎藤　いずみ（神戸大学大学院保健学研究科）

06　優秀演題候補1　09：10～10：10

第２会場（展示場2号館 2階 2A会議室）

10月6日（金）

第３会場（展示場2号館 3階 3A会議室）

第５会場（国際会議場 301）
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O1 - 053 妊婦の妊娠に関する情報収集源の実態 梅田 幸子 鹿児島大学大学院　保健学研究科　助産学コース

O1 - 054 高年初産婦のための産前教育のあり方についての検討－育児サークルに参加することへの効果を検討する－ 久保 千奈実 一般財団法人　倉敷成人病センター

O1 - 055 妊娠中期にある妊婦の情報ニーズに関する研究－ソーシャルメディアにおける発言内容の分析－ 井田 歩美 関西福祉大学　看護学部

O1 - 056 妊婦のニーズに合わせた母親学級改訂の評価 西山 亜希 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院

O1 - 057 帝王切開準備クラスの評価と今後の課題 三田 和歌子 日本医科大学　武蔵小杉病院　産科病棟

O1 - 058 伝統療法を活用した安産支援プログラムに関する臨床的研究 辻内 敬子 せりえ鍼灸室

O1 - 059 妊娠期の運動経験と分娩期の産婦の主体的行動実践および主観的評価 渡邊 珠帆 医療法人　帯経会　さくら産院

O1 - 060 就労妊婦の産前休暇前後の身体活動量～事例研究～ 山田 彩季 NTT東日本関東病院

O1 - 061 就労妊婦が心がける活動と休息のバランス～就労妊婦の就労日と産前休暇日の身体活動に関する事例研究～ 長坂 桂子 NTT東日本関東病院　看護部

O1 - 062 就労妊婦の職務ストレスと妊娠アウトカムとの関連 高嶋 里会 東北大学大学院　医学系研究科

O1 - 063 助産師が認識する就労妊婦のニーズとその対応に関する質的研究 入山 茂美 名古屋大学大学院　医学系研究科　看護学専攻

O1 - 064 入院妊婦に対する胎児への愛着形成を促進するケア-胎児心拍数モニタリングに焦点をあてて- 藤原 菜奈美 伊勢赤十字病院

O1 - 065 成人先天性心疾患褥婦の第1子妊娠に至るまでの家族計画に関する経験 本末 舞 東京女子医科大学病院

O1 - 066 妊婦が自らに合ったつわり軽減方法を見出すセルフケア行動の向上を目指した看護援助プログラムの効果検 岩國 亜紀子 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

O1 - 067 妊娠期の助産ケア　助産実践のための妊娠期ガイドラインの作成 会陰裂傷予防のための効果的な方法は？ 増澤 祐子 京都大学大学院　医学研究科　社会健康医学系専攻 博士後期

課程

O1 - 068 妊婦が自身の姿勢に注意を払う取り組み～姿勢評価システムを用いて～ 長坂 桂子 NTT東日本関東病院　看護部

O1 - 069 妊婦がマタニティフォトを撮ることの意味－妊婦の自己像に焦点を当てて－ 岸本 優妃 地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪母子医療セン

O1 - 070 妊婦の後部座席シートベルト着用実態と着用・未着用理由の検討 小川 将太 群馬大学大学院　保健学研究科　博士後期課程

O1 - 071 妊娠末期の妊婦の夜間睡眠中酸素飽和度と体動指数が自覚的睡眠障害と精神健康度に与える影響 渡邊 美奈子 日本赤十字秋田看護大学

O1 - 072 非侵襲的ヘモグロビンの自己測定の継続による妊娠貧血予防の効果 鈴木 紀子 順天堂大学　医療看護学部

O1 - 073 妊娠末期に血圧上昇のあった妊婦の水分摂取の特徴 中田 かおり 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

O1 - 074 H28～29年A病院における母乳率の検討 尾関 久子 北里大学病院　周産母子成育医療センター　産科病棟

O1 - 075 高齢結婚・高齢出産に伴う母乳率の低下-1994.4.1～1995.7.31（A群）と2014.1.1～2016.3.31（B群）

を比較して-

三澤 朋子 医療法人登誠会　諏訪マタニティークリニック

O1 - 076 人工栄養または混合栄養での育児を経験した経産婦への母乳育児確立のためのかかわり 犬塚 早苗 川口市立医療センター

O1 - 077 入院中の児の栄養方法に対する母親の思い 宮丸 遥 独立行政法人　国立病院機構　小倉医療センター　2階病棟

O1 - 078 母子分離状態において母乳育児に影響する要因 神垣 早紀 独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院

O1 - 079 診療所における母子が主体となる母乳育児支援の取り組み～第1報～ 吉田 香織 医療法人　葵鐘会　ロイヤルベルクリニック

O1 - 080 母親が入院中に受けた母乳育児支援と医療者に望むケア－退院時の授乳法による分析― 藤木 久美子 国際医療福祉大学大学院　助産学分野（福岡）

O1 - 081 射乳感覚発生前後における哺乳運動リズムの変化について 斉藤 哲 ピジョン株式会社　中央研究所

O1 - 082 硬膜外麻酔分娩後のBirth Kangaroo Care(BKC)実施と母乳栄養確立についての検討 山口 知子 医療法人準和会　東京マザーズクリニック

O1 - 083 妊娠高血圧症候群を合併した褥婦の母乳分泌量の推移 福島 江美 国立病院機構　岡山医療センター

O1 - 084 帝王切開後の褥婦の母乳分泌促進に電動搾乳器を用いることの効果とその有用性 得松 奈月 総合母子保健センター愛育病院

O1 - 085 「性的マイノリティ」を授業で扱うことに対する教員の意識 北川 温子 岡山大学　養護教諭特別別科

O1 - 086 学生における「性同一性障害当事者との関係性」と「理解・受容」への意識 大西 沙紀 岡山大学病院　看護部

O1 - 087 ヒトパピローマウイルスワクチンについてのリプロダクティブ・ヘルスの視点と予防接種法における運用の 比名 朋子 川崎医科大学　付属病院　女性医療センター

O1 - 088 大学生が接したマスメディアの中での恋愛，デートDVの描写と実際の恋愛との関連 児玉 舞雪 岡山大学病院　看護部

O1 - 089 若者が医療者に臨むデートDV被害者支援 永江 真弓 人間環境大学　松山看護学部

O1 - 090 義務教育で要求される教育水準に達していない子の出産を続ける妊産婦への支援の在り方に関する考察 仲島 瑛美 川崎医科大学　附属病院　患者診療支援センター

O1 - 091 婚姻関係にある男女のセックスレス化がさらに進む 杉村 由香理 日本家族計画協会　家族計画研究センター

O1 - 092 子ども立ち会い分娩に関する父親の思い 加藤 沙耶 KKR札幌医療センター　看護部

O1 - 093 夫の分娩立会い体験の自己評価に対する助産師の関わりの影響 椎谷 由実 医療法人　愛和会　愛和病院

O1 - 094 妊娠期における父親の胎児への関心と対児感情についての検討 苅田 万紀 岡山大学　大学院　保健学研究科　博士前期課程

O1 - 095 妊娠期における父親の親役割行動と対児感情についての検討 齋藤 葉瑠紀 岡山大学　大学院　保健学研究科　博士前期課程

O1 - 096 周産期における父親に対するグリーフケアに関する検討 乾 菜実 川崎医科大学附属病院

O1 - 097 特別養子縁組を前提に新生児を迎えた養親への看護援助～養育観察期間中の養親が母親になる過程から～ 長通 貴子 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター附属岡山看護

助産学校

O1 - 098 A病院における妊婦からの電話相談内容の分析 加藤 麻衣 神戸大学医学部附属病院

O1 - 099 高年齢妊娠・出産の現状と課題―産科医療関係者へのインタビュー調査より― 伊藤 ゆかり 大阪大学　国際公共政策研究科

O1 - 100 母子健康手帳の活用状況についての検討 礒本 千愛 川崎医科大学附属病院

O1 - 101 妊娠期の口腔衛生に関する実態調査 松本 京子 岡山大学大学院

O1 - 102 妊婦の口腔内の衛生に関する知識と予防行動に対する調査 津島 麻衣 徳島文理大学助産学専攻科　8期生

O1 - 103 ベビービクスの定期開催が母親の発達的側面に及ぼす影響～「愛着―養育バランス」尺度による縦断的検討 三谷 明美 山口県立大学

O1 - 104 ベビービクスで楽しみながら乳児の事故予防を考える―地域子育て支援センター主催講座での実践報告― 横手 直美 中部大学大学院　生命健康科学研究科

O1 - 105 子育て支援のための支援者育成の試み：SAT（Structured Association Technique）学習会の効果 武田 江里子 浜松医科大学　大学院医学系研究科　助産学分野

O1 - 106 高校生の性意識を規定する要因の検討－認知的ソーシャル・キャピタルとの関連の分析－ 渡邊 香 国立看護大学校

O1 - 107 大学生のコンドームに関する知識習得状況およびコンドーム使用に関する自己効力感の実態 金 梨華 東京大学医学部附属病院

O1 - 108 大学4年生の自尊感情が大学生活や対人関係、恋愛観・結婚観に及ぼす影響について 二茅 真帆 信州大学　医学部　保健学科

O1 - 109 大学4年生の生活、対人関係及び身体イメージと恋愛・結婚に対する意識 飛澤 麻央 信州大学　医学部　保健学科

O1 - 110 女子大学生の性的リスク対処意識と妊孕性に関する知識の実態 北村 亜希子 元高知大学大学院　総合人間自然科学研究科

座長　岡田　浩子（助産所　ぼえむ）

11　母乳栄養1　15：15～16：05

座長　葛西　圭子（日本助産師協会）

12　母乳栄養2　16：05～16：45

座長　髙橋　眞理（順天堂大学大学院医療看護学研究科）

09　妊娠2　10：05～11：00

座長　工藤　美子（兵庫県立大学看護学部）

10　妊娠3　14：10～15：15

座長　田辺　けい子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部）

15　母子保健　14：10～15：15

座長　高田　昌代（神戸市看護大学）

16　思春期・青年期1　15：15～15：55

座長　大橋　一友（大阪大学大学院医学系研究科）

13　セクシュアリティ、DV・虐待　09：10～10：05

座長　島袋　香子（北里大学看護学部）

14　家族　10：05～10：55

第６会場（国際会議場 501）
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O1 - 111 青年期男女の成育環境と親準備性について 筒井 美有 岡山中央病院

O1 - 112 10代女性の妊娠・出産・育児に対する助産師の意識 原山 和子 九州大学大学院　医学系学府　保健学専攻

O1 - 113 助産外来で支援している助産師の10代の妊婦に対する認識 野間 由美 尾鷲総合病院

O1 - 114 「10代での妊娠・出産」に関する大学生の知識と意識 大林 恵 岡山大学大学院　保健学研究科　博士前期課程

O1 - 115 妊孕世代の味覚閾値と心理状態との関連 三宅 智子 大阪大学　医学系研究科　保健学専攻

O1 - 116 女子高校生が中学校卒業までに受けた月経教育と月経に対する思い 岡崎 愉加 岡山県立大学　保健福祉学部　看護学科

O1 - 117 高校生の月経随症状における実態調査１ー頻度と不快度ー 松野 友絵 川崎医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科

O1 - 118 高校生の月経随伴症状における実態調査２ー習得している対処行動ー 田坂 真紀 長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科

O1 - 119 女性の冷え症と月経随伴症状、自律神経活動との関係 近藤 桃子 秋田大学医学部附属病院

O1 - 120 職場における月経に伴う困難感 竹田 飛鳥 学校法人北里研究所　北里大学メディカルセンター　看護部

O1 - 121 三陰交への灸刺激が女性の体温、月経随伴症状、自律神経活動に及ぼす効果 近藤 桃子 秋田大学医学部附属病院

O1 - 122 母性看護学における映像アノテーションシステムを導入した新生児沐浴法の学内演習の検討 大塚 元美 　岡山大学大学院保健学研究科

O1 - 123 動画を活用した学生の対象者理解促進への試み 山田　 晃子 広島文化学園大学　看護学部

O1 - 124 母性看護・助産学における教育改革をめざして：ITを活用した新しいシステムの開発 早川 有子 群馬パース大学 保健科学部　看護学科

O1 - 125 母性看護学実習における男子学生の思い 平原 春美 東京都立北多摩看護専門学校　教務担当

O1 - 126 看護学生が分娩見学後に感じた思い 藤邉 祐子 八戸学院大学　健康医療学部　看護学科

O1 - 127 乳幼児健診に参加した母親の予期不安に影響する要因の検討―年齢・初経産別の４群比較から― 北村 亜希子 元高知大学大学院　総合人間科学研究科

O1 - 128 母性イメージに対する講義前後の比較<BR>-看護学生の色と言語表現に焦点化して- 篠原 良子 三育学院大学　看護学部　看護学科

O1 - 129 屋根瓦式教育法を用いた母性看護学における分娩期看護演習の試み 伊東 美智子 神戸常盤大学　保健科学部　看護学科

O1 - 130 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ実習における学生の学び－外国人母子支援施設のレポートの分析を通し 田中 恵子 大和大学　保健医療学部　看護学科

O1 - 131 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課題 小山 満子 日本医療大学　保健医療学部

O1 - 132 バーチャルリアリティモデルによる助産師の内診技術の検証～第2報　内診による先進部の回旋の精度～ 小河原 みゆき 神戸掖済会病院

O1 - 133 分娩介助実習における助産師の教育的関わり 北村 万由美 広島国際大学大学院　看護学研究科　看護学専攻　博士後期

O1 - 134 助産師学生の分娩介助技術の習得を困難にする要因と対策についての文献レビュー 富崎 祥子 佐賀大学大学院　医学系研究科　看護学専攻

O1 - 135 分娩介助実習による助産学生の“分娩”に対するイメージと変化－色彩象徴テストを用いて－ 山村 香織 北里大学病院

O1 - 136 授乳時のポジショニングの演習が母性看護学実習にもたらす効果の検討 第2報 鶴岡 玲子 千葉県立鶴舞看護専門学校

O1 - 137 周産期急変対応シミュレーション教育の評価（第1報）知識獲得及び専門職連携能力に関する分析 長田 久夫 千葉大学　大学院医学研究院　生殖医学

O1 - 138 周産期急変対応シミュレーション教育の評価（第2報） 意識・行動変容の分析 坂上 明子 千葉大学　大学院看護学研究科

O1 - 139 産後大出血シミュレーション学習が効果を奏した周産期危機管理意識と今後の展望 下川 友紀 公立八女総合病院

O1 - 140 NCPR　スキルアップコースの満足度調査 徳永 智美 四條畷学園大学　看護学部

O1 - 141 新人助産師合同研修会の3年間の成果と今後の課題 的場 美香 鹿児島県看護協会

O1 - 142 院内助産スキルアップ研修報告～平成28年度助産師職能企画研修～ 諌山 直美 福岡県看護協会　助産師職能委員会

O1 - 143 母親役割が看護師のキャリア形成に及ぼす影響－成人した子どもをもつ看護師への調査よりー 浜田 美幸 秋田厚生医療センター

O1 - 144 愛知県救急救命士に対する病院前分娩再教育講習会の指導効果の検討 藤田 紘子 名古屋市立大学病院　看護部

O1 - 145 育児休業中の体験が復職後の助産師のキャリアに与える意義 石川 優子 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院

O1 - 146 看護職者教育プログラムの実行可能性：わが子がNICUに入院した母親へのケア改善 木村 晶子 聖路加国際大学　大学院　看護学研究科

O1 - 147 産科混合病棟における、産科ケアでの看護師業務習得に対する看護師と助産師の2年間の意識の変化 安野 高子 福井大学医学部附属病院 看護部

O1 - 148 若年妊婦の愛着形成促進に向けた看護師の役割の検討 伊波 緒美 沖縄県立中部病院　周産期センター

O1 - 149 生殖補助医療の変化の中での臨床助産師-助産師がゆえに賛成しかねると語ったCさんの語りの現象学的分析- 郷司 律子 関西看護医療大学　看護学研究科　看護学部　看護学科

O1 - 150 助産外来実施施設での助産師の現任教育の実態とニーズ 渡邊 淳子 東京医療学院大学　保健医療学部　看護学科

O1 - 151 助産院における嘱託医療機関との連携 西村 美津子 あかり助産院

O1 - 152 大学病院における院内助産システムの運用と管理 蓮沼 恵梨奈 筑波大学附属病院

O1 - 153 院内助産院での医師との協働管理事例　―羊膜下血腫、サイトメガロウイルス陽性妊婦の一例― 市場 友佳 社会医療法人　愛仁会　千船病院

O1 - 154 院内助産における助産師の関わりに対する妊産褥婦の受け止めについての検討 大矢 幸子 筑波大学附属病院

O1 - 155 産科を含む混合病棟の看護量を可視化する　　-情報通信技術を活用した看護時間分析- 齋藤 いずみ 神戸大学大学院保健学研究科

O2 - 001 当院におけるNIPTの4年間の実施状況 平久 進也 神戸大学　産科婦人科

O2 - 002 新生児同種免疫性血小板減少症に対する出生前診断 白國 あかり 神戸大学　産科婦人科

O2 - 003 胎児エコー所見を契機に親の骨形成不全症が判明した2症例 澤井 英明 兵庫医科大学病院　臨床遺伝部

O2 - 004 当院で経験した胎児骨系統疾患13例の出生前診断 藁谷 深洋子 京都府立医科大学大学院　女性生涯医科学

O2 - 005 胎児異常の告知を受け出産し、出生後ダウン症と診断された母親のレジリエンスを支える要因 平松 千明 名古屋大学医学部附属病院

O2 - 006 女子大学生の妊娠中のジカウイルス感染症に関する知識と意識 西野 遼 山口大学医学部附属病院

座長　川村　千恵子（甲南女子大学教授）

19　母性看護学教育1　09：10～09：50

座長　成田　伸（自治医科大学看護学部）

20　母性看護学教育2　09：50～10：30

座長　吉沢　豊予子（東北大学大学院医学系研究科）

17　思春期・青年期2　15：55～16：35

座長　高島　えり子（順天堂大学医療看護学部）

18　月経・性周期　16：35～17：20

座長　中村　覚美（神戸大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター）

23　助産師・保健師　15：05～16：00

座長　小河原　みゆき（兵庫県助産師会）

24　助産システム　16：00～16：50

座長　太田　加代（姫路赤十字病院周産期母子医療センター）

21　助産学教育　10：30～11：10

座長　長田　久夫（千葉大学大学院医学研究院）

22　継続教育　14：10～15：05

座長　福島　明宗（岩手医科大学医学部）

25　出生前診断　09：00～9：40

座長　髙橋　健太郎（滋賀医科大学地域周産期医療学講座）

26　母子感染　09：40～11：00

第２会場（展示場2号館 2階 2A会議室）

10月7日（土）

第７会場（国際会議場 502）

3



第58回 日本母性衛生学会学術集会 一般演題（口演）プログラム案  2017年8月17日版

O2 - 007 ナチュラルチーズによると考えられる母児リステリア症の一例 牧原 夏子 済生会兵庫県病院　産婦人科

O2 - 008 妊婦のB型肝炎スクリーニングと児の垂直感染予防 笹川 勇樹 神戸大学　産科婦人科

O2 - 009 妊娠27週に母体サイトメガロウイルス感染した一例 石橋 めぐみ 香川大学医学部　母子科学講座周産期学婦人科学

O2 - 010 三重県におけるサイトメガロウイルス(CMV)母子感染児同定のための妊婦CMV抗体スクリーニング 鳥谷部 邦明 三重大学　産婦人科

O2 - 011 サイトメガロウイルス感染に対する妊婦抗体スクリーニング 市橋 さなえ 神戸大学　産科婦人科

O2 - 012 免疫グロブリン投与によるサイトメガロウイルス胎児感染の予防と治療 施 裕徳 神戸大学　産科婦人科

O2 - 013 トキソプラズマ妊婦スクリーニングの前向き研究 内田 明子 神戸大学　産婦人科

O2 - 014 母体パルボウイルスB19感染の妊娠管理と予防 佐藤 沙貴 三田市民病院　産婦人科

O2 - 015 三重県におけるHTLV-1抗体陽性妊婦への指導方針と出生児のフォローアップに関するアンケートの結果報告 徳山 智和 三重大学　産婦人科

O2 - 016 さらしを用いた継続的な骨盤軸固定による産後尿失禁予防への効果の検討 高田 有花 鳥取大学医学部附属病院

O2 - 017 産後骨盤トラブルに対するガスケ・アプローチの効果 藤島 淑子 川崎協同病院　産婦人科

O2 - 018 妊娠期から産褥期までを支援する姿勢補整と骨盤矯正機能を付加したサポートアンダーウェアの開発 城賀本 晶子 愛媛大学大学院　医学系研究科　看護学専攻

O2 - 019 姿勢補整と骨盤矯正機能を付加したサポートアンダーウェアの着用が身体に与える影響 城賀本 晶子 愛媛大学大学院　医学系研究科　看護学専攻

O2 - 020 腱鞘炎の痛みに即時的・持続的効果があった理学療法介入事例 愛下 由香里 霧島市立医師会医療センター　医療技術部　リハビリテー

ション室

O2 - 021 産後に重度の腹直筋離開を呈した症例に対してのアプローチ 村田 広志 長崎百合野病院　リハビリテーション科

O2 - 022 ピアグループで出産体験の振り返りをすることにより帝王切開を経験した女性に何が生じているか 刀根 奈津実 済生会松阪総合病院

O2 - 024 「妊娠後骨粗鬆症により多発性胸腰椎圧迫骨折を呈した一症例」～　育児復帰に向けた理学療法の試み　～ 春本 千保子 大阪回生病院リハビリテーションセンター

O2 - 025 産後ケア施設「母と子のふれあい広場」の開設報告 朝岡 みゆき 医療法人　清慈会　鈴木病院

O2 - 026 介護施設内に助産院を開院、産後ケアの利用と効果について～開院2年で526名の利用～ 古田 聡美 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

O2 - 027 当院における妊娠期から産褥期におけるリハビリテーションの関わり 後藤 友美 三菱京都病院

O2 - 028 産後ケア講座の継続性に与える影響～地域に戻った産後2か月以降の母らの追跡調査～ 寅嶋 静香 北海道教育大学岩見沢校　芸術スポーツ文化学科　ヘルスプ

ロモーション研究室

O2 - 029 切れ目のない妊産婦支援の実現に向けた取り組み～精神疾患既往妊婦の産後ケア施設と地域連携2症例の検討

～

野村 絵麻 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

O2 - 030 高齢出産者が求める産後ケア 松田 葉子 東京医科大学茨城医療センター

O2 - 031 高齢初産婦に対する産褥入院中の母乳育児支援 佐々木 寿美礼 秋田赤十字病院　産科病棟

O2 - 032 オホーツク圏内の2市における乳児を持つ母親の地域子ども・子育て支援事業活用実態 住江 菜摘 独立行政法人　地域医療機能推進機構　北海道病院

O2 - 033 大阪府における妊娠糖尿病妊婦の管理と病診連携の現状 山田 加奈子 大阪府立大学大学院　看護学研究科

O2 - 034 A圏における周産期搬送の現状～救急隊員へのアンケート調査より～ 歌代 ほのか 社会福祉法人　函館厚生院　函館中央病院

O2 - 035 東京都区南部分娩施設の産科救急システムの実態調査に基づく総合周産期センターとしての在り方の検討 佐々木 佑 昭和大学病院 総合周産期医療センター　産科部門

O2 - 036 総合周産期母子医療センターに勤務する助産師・看護師の未受診妊婦に対する思い 内村 真由美 東京都立多摩総合医療センター　MF-ICU

O2 - 037 会陰切開を最小限にするための分娩期のケアの現状 深町 久美 久留米大学病院　西棟5階病棟

O2 - 038 BMIやせ妊婦群とふつう妊婦群からみた分娩経過の比較検討 作治 万恵 府中病院　看護部　西2病棟

O2 - 039 骨盤の形態別、分娩経過曲線の作成および特徴について 武馬 緒和子 大雄会第一病院

O2 - 040 妊娠週数と分娩所要時間の関連性についての検討 川田 真里江 石井記念愛染園付属愛染橋病院

O2 - 041 生殖補助技術後の妊娠が分娩第4期までの異常と関連しているかの検討 片野田 菜実 社会福祉法人石井記念愛染園付属愛染橋病院

O2 - 042 クリステレル胎児圧迫法の実態調査から助産師主催による研修の開催報告 冨田 麻衣 医療法人　清慈会　鈴木病院

O2 - 043 超低出生体重児の分娩時胎児心拍数陣痛図連続記録の質に影響を与える因子に関する検討 河野 美津子 宮崎大学　医学部附属病院

O2 - 044 当院における緊急帝王切開のリスク因子の検討 石野 紫織 産科婦人科　舘出張　佐藤病院

O2 - 045 反復帝王切開で出産した女性の思い 荒谷 玲凪 名寄市立総合病院

O2 - 046 ローリスク初産婦における陣痛発来を目的とした乳頭刺激によるオキシトシンへの影響：準ランダム化比較 高畑 香織 聖路加国際大学

O2 - 047 助産師による胎児心拍数波形分類の相違と自動判別システムとの検討 加藤 沙帆 名古屋大学　医学部　附属病院

O2 - 048 初産婦が分娩に前向きに取り組めるようになったきっかけ 船越 絵美 国家公務員共済組合連合会　東北公済病院

O2 - 049 大学病院における産婦の出産体験満足度の実態 卯野 陽子 山形大学　医学部　附属病院　看護部

O2 - 050 妊娠中の運動が産婦自身の分娩促進行動と出産満足度に与える影響 水信 真美子 愛知医科大学　看護学部

O2 - 051 無痛分娩の希望とその分娩転帰：自然分娩との比較 宍戸 恵理 聖路加国際大学大学院　博士後期課程

O2 - 052 産婦の満足感に影響を及ぼす助産師の援助～和痛分娩を経験した褥婦へのインタビューから～ 山﨑 かおり 福岡山王病院

O2 - 053 硬膜外麻酔分娩後のBirth Kangaroo Care（BKC）中の児の哺乳行動に影響を与える因子の検討 藍畑 麻美 医療法人　準和会　東京マザーズクリニック

O2 - 054 新生児スキントラブルと入院中のスキンケア指導の現状 糟谷 ちひろ 愛知県立大学大学院

O2 - 055 母子分離を余儀なくされた両親が「泣き止まない児と向き合う疑似体験」により生じる感情 町村 美樹 前橋赤十字病院

O2 - 056 NICU入院児の両親の看護師への評価と医療者に求める退院支援 糸井 麻希子 京都光華女子大学　健康科学部　看護学科

O2 - 057 育児動作に伴う手と手首の痛みとQOLへの影響-産後早期と産後2か月の縦断調査から- 中野 理佳 佐賀大学　医学部　看護学科

O2 - 058 様々な授乳姿勢における上肢の筋活動評価 青木 真希子 神奈川工科大学　看護学部　看護学科

O2 - 059 育児期にある母親の飲酒実態に関する文献検討 児玉 史乃 広島国際大学　看護学部　看護学科

O2 - 060 里帰り分娩後から1か月間における初めて母親・父親となった夫婦の3人家族作りの体験 保田 ひとみ 金沢医科大学　看護学部

O2 - 061 第2子妊娠中の妻と夫の育児共同感と育児家事支援行動との関連 野田 朋美 四日市看護医療大学　看護学部　看護学科

O2 - 062 高校生における妊娠・出産に関する知識と妊娠・出産・子育て期における男性の望ましい行動に対する意識 和田里 泉 社会医療法人　鴻仁会　岡山中央病院

O2 - 063 「産後クライシス」の実態と関連する因子の解析 肥後 沙也子 鳥取大学　医学部附属病院

座長　大賀　明子（西武文理大学看護学科）

27　産後ケア1　13：40～14：45

座長　山﨑　圭子（東邦大学看護学部）

28　産後ケア2　14：45～15：50

31　分娩2　13：40～14：45

座長　森田　宏紀（六甲アイランド甲南病院産婦人科）

32　新生児・NICU　14：45～15：10

座長　佐々木　純一（総合守谷第一病院）

29　周産期医療　09：00～09：40

座長　菅沼　信彦（京都大学大学院医学研究科）

30　分娩1　09：40～10：55

第５会場（国際会議場 301）

第６会場（国際会議場 501）

座長　香取　洋子（北里大学看護学部）

33　産褥・育児1　09：00～9：55

座長　増田　美恵子（順天堂大学医療看護学部）
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O2 - 064 未就学児をもつ父親の育児困難感および育児参加の実態と育児困難感に関連する要因の検討 前本 京 東京臨海病院

O2 - 065 妊娠先行型結婚をした女性が母親役割に適応するプロセス 轟 千帆海 日本赤十字社医療センター

O2 - 066 高齢初産婦の産後の身体的心理社会的特徴に関する国内文献検討 植木 瞳 札幌医科大学大学院　保健医療学研究科　看護学専攻

O2 - 067 産褥初期の褥婦の支援ニーズ第２報～初産婦と経産婦における出産後の退院先選択理由の比較 新道 由記子 関西学院大学　人間福祉学部　社会福祉学科

O2 - 068 褥婦に対する退院後の育児に向けた支援の実施状況と影響要因 田畑 純芽 伊勢赤十字病院

O2 - 069 子育て支援サービスの情報提供に関する文献検討 生駒 妙香 関西医療大学　保健看護学部

O2 - 070 助産師が開催する「育児広場ファーストシューズ」の活動報告 石田 美佳子 石田助産院

O2 - 071 当院におけるハイリスク妊産褥婦へのソーシャルワーカー連携の実態 大田 友紀 東京慈恵会医科大学附属病院　看護部

O2 - 072 産褥初期の褥婦の支援ニーズ第１報～初産婦の出産後の退院先の選択理由から～ 及川 裕子 目白大学　看護学部

O2 - 073 助産師の行う産後2週間健診により、新生児の重大な危機を回避することができた一事例 久堀 裕美 一般財団法人　甲南会　六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ甲南病院　5階

O2 - 074 口唇裂児をもつ母親への支援-授乳に対しての心理的変化を通して- 前仲 智絵 沖縄県立中部病院　周産期センター

O2 - 075 乳児期予防接種についてインターネット上の情報から母親が受ける影響 横田 美於 医療法人　愛和会　愛和病院

O2 - 076 バースレビューと出産満足度との関連性 ー現方法の有効性の検討ー 津田 尚子 水戸赤十字病院

O2 - 077 体験記から読み取った双子の親の育児を通して抱く思い 吉田 茜 東京女子医科大学東医療センター

O2 - 078 母親役割獲得過程に応じた看護師の役割～母子分離状態にある入院中の母親の母性意識と愛着の視点から～ 小杉 鈴香 滋賀医科大学　医学部　附属病院

O2 - 079 周産期における母親の唾液中オキシトシン濃度の推移と児への愛着との関連 鈴木 敦子 信州大学　医学部　保健学科

O2 - 080 母子異室制度をとる病院における沐浴とドライテクニックの比較 小林 玲香 東海大学　医学部付属　八王子病院

O2 - 081 第2子出産に伴う第1子に対する母親の育児感情の変化:妊娠末期から産後1ヶ月までの縦断研究 浅川 友祈子 東京大学医学部附属病院

O2 - 082 早期母子接触の長さと産後1か月までの母親の愛着との関連 高橋 由紀 名古屋大学大学院医学系研究科

O2 - 083 産科発の社会的ハイリスク妊産婦連絡システムの現状（第1報）：構築と運用の実態 中塚 幹也 岡山大学　大学院　保健学研究科

O2 - 084 産科発の社会的ハイリスク妊産婦連絡システムの現状（第2報）：リスク因子の検討 山口 正寛 福山市立大学　教育学部

O2 - 085 産科発の社会的ハイリスク妊産婦連絡システムの現状（第３報）：家族リスクの問題 正保 正惠 福山市立大学　教育学部　児童教育学科

O2 - 086 産科発の社会的ハイリスク妊産婦連絡システムの現状（第4報）：医学的リスクについて 片岡 久美恵 岡山大学大学院　保健学研究科　看護学分野

O2 - 087 高年初産婦が妊娠中から産後にかけて心身の健康を保つ体験 村田 亜紀子 札幌保健医療大学　保健医療学部　看護学科

O2 - 088 妊娠・子育てをしている女性の就業に対する大学生の意識 上田 あゆか 岡山大学病院　看護部

O2 - 089 医療系学部に在籍する女子大学生の職業観と母性観・子ども観について 井佐子 真林 福岡市立こども病院　産科

O2 - 090 女性看護職が子育てしながら働き続けられる要因－女性看護職の夫の子育ての現状分析より－ 岸本 長代 一般財団法人　倉敷成人病センター

O2 - 091 子育て中の女性における管理職に就くことへの意識調査 泉田 萌杏 香川大学医学部附属病院

O2 - 092 日本人女性が男性主導の避妊法を変えられないのは？ 杉村 由香理 日本家族計画協会　家族計画研究センター

O2 - 093 搾取的傾向を持つ男性以外に社会的紐帯を持たない生活保護受給未婚妊婦に対する援助可能性の検討 松浦 啓乃 川崎医科大学　附属病院　女性医療センター

O2 - 094 総合周産期母子医療センター産科領域における患者・面会者問診票の有効性 井上 和香 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷浜松病院

O2 - 095 妊娠期からの子育て支援スクリーニングの検討（第１報）―セルフケア（身体の不調）と産後うつとの関連 磯貝 佳加 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院

O2 - 096 妊娠期からの子育て支援スクリーニングの検討（第2報）-セルフケア（気持ち）と産後うつとの関連- 平野 友美 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院

O2 - 097 妊娠期からの子育て支援スクリーニングの検討（第3報）―夫婦のセルフケアと産後うつとの関連― 神谷 実希 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院

O2 - 098 胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術を受けた母親の思いに関する研究 國吉 奈央 東邦大学医療センター大森病院

O2 - 099 ペリネイタル・ロスを体験した母親とその家族へのケア～グリーフケアの向上をはかるために～ 石井 翔 東京都立多摩総合医療センター　看護部　MFICU

O2 - 100 多職種連携を活用したグリーフケアの1症例 山崎 あや 昭和大学病院

O2 - 101 産科病棟における児の看取りケア 田中 育美 大垣市民病院

O2 - 102 人工妊娠中絶で児を亡くした両親へのケアの必要性～悲嘆過程が促進するケアの在り方～ 中木 美喜子 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院

O2 - 103 胎児異常を指摘された妊婦へのコミュニケーション　産科経験年数別における看護者の不安や悩みとその対 菊地 麻衣子 北海道大学病院

O2 - 104 当院における死産ケアの現状と課題～患者インタビューからみえてきた課題～ 村岡 亜希子 花みずきレディースクリニック

O2 - 105 周産期喪失を体験している女性と家族がバースプラン用紙に綴った希望 北園 真希 独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療セ

ンター　看護局

O2 - 106 流死産後の母親・家族へのケアや援助する看護者をとりまく現状 八木 芙美香 岡山大学病院

O2 - 107 当院における死産ケアの現状と課題～アンケート結果からみえてきたスタッフの抱える戸惑いと課題～ 村田 美香 花みずきレディースクリニック

O2 - 108 東海3県の周産期母子医療センターにおける周産期の胎内死亡を経験した母親へのケアの取り組みの現状 羽場 かおり 元四日市看護医療大学大学院　看護学研究科

39　周産期の実践1　13：40～14：45

座長　山田　新尚　（岐阜県総合医療センター）

40　周産期の実践2　14：45～15：40

座長　船越　徹（兵庫県立こども病院周産期医療センター）

座長　大月　恵理子（埼玉県立大学保健医療福祉学部）

37　女性を取り巻く社会問題1　09：00～9：40

38　女性を取り巻く社会問題2　09：40～10：30

座長　宮内　清子（横浜市立大学医学部看護学科）

第７会場（国際会議場 502）

座長　岸本　喜代子（兵庫県助産師会）

35　産褥・育児3　13：40～14：30

座長　立山　サナミ（助産院ツルマタニティクリニック）

36　産褥・育児4　14：30～15：20

座長　長谷川　ともみ（富山大学大学院医学薬学研究部）

34　産褥・育児2　09：55～10：50
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