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Group１

P1 - 001 小中学生に対する思春期健康教育の評価方法の課題 北原 玉依 国際医療福祉大学 保健医療学部 看護学科

P1 - 002 A県B市思春期健康教育事業における本学大学教員の活動のあゆみ 遠藤 みどり 国際医療福祉大学　保健医療学部　看護学科

P1 - 003 「いのちの学習会」に参加した中学生の思い－自由記載の分析から－ 萩原 結花 山梨県立大学　看護学部

P1 - 004 親子間の会話の程度による性についての会話の実態 島田 佳奈 独立行政法人　那覇市立病院

P1 - 005 高校生の性意識を規定する要因の検討－Self‐Esteemとの関連の分析－ 戸津 有美子 国立看護大学校　成育看護学

P1 - 006 高校生を対象とした性に関するピアエデュケーションの実践報告 齊藤 佳余子 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）　母性看護学

P1 - 007 ピアプレッシャーに屈しないための健康教育プログラムの効果 伊藤 洋介 秋田看護福祉大学　看護学科

P1 - 008 女子大学生への性差医学的なヘルスケア教育のあり方の検討（ジェンダーという用語の理解の調査から） 島本 太香子 奈良大学　社会学部　心理学科

P1 - 009 性教育講座に参加した高校生のジェンダーアイデンティティと気質の変化 加藤 千恵子 名寄市立大学保健福祉学部看護学科

P1 - 010 看護学生の朝食摂取と生活習慣の関連 吉川　 奈利 元兵庫大学　健康科学部　看護学科

P1 - 011 女子大学生の冷えおよびPMSと食生活の関連 千場 直美 神戸大学大学院　保健学研究科　看護学領域

P1 - 012 女子大学生のPMSの現状と月経教育のあり方について 千場 直美 神戸大学大学院　保健学研究科　看護学領域

P1 - 013 看護系大学生の月経随伴症状に関する研究－月経の受け止めと受診行動に関する意識との関連－ 富岡 美佳 山陽学園大学　助産学専攻科

P1 - 014 看護系大学生の月経随伴症状に関する研究－月経教育と月経に関する知識の関連－ 梅崎 みどり 山陽学園大学　助産学専攻科

P1 - 015 月経痛がある女子大学生のセルフケアの尺度開発 山本 江里子 国際医療福祉大学　小田原保健医療学部　看護学科

P1 - 016 月経随伴症状を有する女子大学生におけるアロマハンドマッサージの効果－生理的及び主観的評価の検討 玉城 美佳子 豊見城中央病院　　看護局

P1 - 017 20代女性の低用量経口避妊薬（OC）の選択と生活への影響 寺島 采花 医療法人財団順和会　山王バースセンター

P1 - 018 月経前にみられる症状における男子学生と女子学生の認識の違い 増井 杏衣 徳島大学　大学院　保健科学教育部　保健学専攻　ウィメンズヘルス・助

産学専攻　助産実践コース

P1 - 019 男子大学生の女性の月経に対する認識と月経教育のあり方について 千場 直美 神戸大学大学院　保健学研究科　看護学領域

P1 - 020 「身体感覚活性化（世にも珍しい）マザークラス」に参加した女性の子どもの「性」に関する悩みと変化 吉田 静 福岡県立大学大学院　看護学研究科　助産学領域

P1 - 021 小学校で性教育を行う助産師の語り―学校と連携した性教育のあり方と助産師の役割－ 横溝 悠 前　福岡県立大学　大学院　助産学領域

P1 - 022 特別支援学校高等部の生徒を対象とした性教育 杉浦 絹子 川崎医療福祉大学　医療福祉学部　保健看護学科

P1 - 023 沖縄県在住の20歳未満の女子大学生の緊急避妊薬に対する知識 畠山 千洋 名桜大学　助産学専攻科

P1 - 024 大学生の「避妊をしよう」という意識を高める要因について 早川 愛子 東京医療保健大学大学院　看護学研究科　高度実践助産コース

P1 - 025 妊活の講座を受講した20～30代男女のライフプランと生殖・不妊に関する認識 照井 遥 日本赤十字社医療センター

P1 - 026 看護大学生の性教育に関する実態調査　第1報―教育機関の性教育について― 酒井 博子 日本医療科学大学　保健医療学部　看護学科

P1 - 027 看護大学生の性教育に関する実態調査　第2報―親の性教育について― 平田 礼子 日本医療科学大学　保健医療学部　看護学科

P1 - 028 看護大学生の性教育に関する実態調査　第3報―避妊等に関する知識について― 坂口 由紀子 日本医療科学大学　保健医療学部　看護学科

P1 - 029 大学生のデートDVに関する認識と実態―教育・生育環境からの考察― 松林 里穂 千葉中央メディカルセンター2F第一病棟

P1 - 030 ワンストップ支援センターにおける性犯罪・性暴力被害者のための看護支援 竹元 仁美 東京純心大学　看護学部　看護学科

P1 - 031 国内の社会的ハイリスク妊産婦と助産師に関する研究動向と今後の課題 坂井 望 北里大学大学院　看護学研究科　ウイメンズヘルス看護学専攻

P1 - 032 新聞記事から見る就労妊婦のストレス 馬場 英梨子 医療法人社団　碧水会　長谷川病院

P1 - 033 マタニティハラスメント尺度の開発に向けて―職場ハラスメント研究における尺度の利用に関する文献検 山中 絵美 山陽学園大学　助産学専攻科

P1 - 034 予期せぬ妊娠をし、特別養子縁組を選択した事例に対する関わり 増田 芽衣 兵庫県立柏原病院

P1 - 035 女子大学生を子どもにもつ保護者の子宮頸がんに関する知識と意識 藤尾 絵美 元兵庫大学

P1 - 036 子宮頸がん予防啓発冊子が子宮頸がん予防の認知および検診受診行動変容ステージに及ぼす効果の年代比 中越 利佳 愛媛県立医療技術大学　保健科学部　看護学科

P1 - 037 更年期の生活状況および健康行動―閉経後の女性のインタビュー調査から― 大宮 直美 埼玉医科大学　保健医療学部　看護学科

P1 - 038 更年期女性の受診行動に関する文献レビュー―受診促進要因と受診阻害要因に着目して― 井上 理絵 山陽学園大学　助産学専攻科

P1 - 039 閉経後女性の糖・脂質代謝、SMIに対するエクオール摂取の効果－授乳経験別の検討－ 梅野 貴恵 大分県立看護科学大学　助産学研究室

P1 - 040 保健師と連携した尿失禁症状を有する中高年女性への遠隔指導 大井 伸子 岡山大学　大学院　保健学研究科

P1 - 041 更年期女性の更年期症状及びストレスと起床時睡眠内省との関連 池田 智子 鳥取大学　医学部　保健学科

P1 - 042 本邦における女性の健康プログラムについての研究動向 西岡 笑子 防衛医科大学校　医学教育部　看護学科　母性看護学講座

P1 - 043 A大学における「不妊のおしゃべり会」開催に関する実践報告 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

P1 - 044 凍結受精卵を長期間保管している女性の思い 八木 佳奈子 社会医療法人　生長会　府中のぞみクリニック

P1 - 045 母体血清マーカー検査陽性の判定を受けた妊婦の検査受検から結果告知までの意思決定の過程 堀江 実可 ＮＴＴ東日本札幌病院

P1 - 046 出生前診断を受ける妊婦の心理状態に関する文献レビュー 下迫 小浪 兵庫県立淡路医療センター

P1 - 047 妊娠期女性のうつ傾向と血漿アミノ酸濃度の変化～CES‐D得点と血漿トリプトファン濃度に着目して～ 吉田 裕子 京都府立医科大学　医学部看護学科

P1 - 048 10代で出産した母親でエジンバラ産後うつ病自己評価表高得点者の関連要因 伊勢 美衣 岡山市民病院　６階東病棟

P1 - 049 産褥精神病既往のある患者の産後支援体制の調整 天野 莉夏 山梨大学　医学部　附属病院

P1 - 050 大阪府妊産婦こころの相談センター活動報告（第1報） 和田 聡子 大阪母子医療センター　看護部母性中央部

P1 - 051 妊娠に伴う食の好みの変化と食事に関する保健指導について 安藤 桃子 元共立女子大学　看護学部

P1 - 052 妊婦の食事の嗜好と妊娠期の食生活への注意の関係 柴田 文子 松蔭大学　看護学部　看護学科

P1 - 053 地方で出産する母親のマタニティマークの利用状況と認識 水町 祐理 国立病院機構　九州医療センター

P1 - 054 妊婦の冷えの自覚症状と体温との関係 神谷 映里 関西看護医療大学　看護学部　看護学科

P1 - 055 心拍変動バイオフィードバックによるマイナートラブルおよび自律神経機能への効果 成田 好美 秋田大学　大学院医学系研究科　保健学専攻

P1 - 056 妊産褥婦の冷えの対処方法に関する文献研究 松村 綾乃 広島国際大学　看護学部　16期生

P1 - 057 妊産婦の温泉入浴についての禁忌事項認知と利用頻度に関する実態調査 松井 咲樹 福岡バースクリニック

思春期・青年期　10：15-11：00

10月6日（金）

ポスター会場（展示場2号館コンベンションホール南1/2）

月経・性周期　10：15-11：00

性教育　10：15-11：00

DV・虐待　10：15-11：00

女性を取り巻く社会問題　10：15-11：00

婦人科疾患　10：15-11：00

更年期・老年期　10：15-11：00

不妊・不育　10：15-11：00

出生前診断　10：15-11：00

メンタルヘルス　10：15-11：00

栄養　10：15-11：00

妊娠1　10：15-11：00
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P1 - 058 当院における外来保健指導導入後の妊婦の体重増加の実態調査 川上 佳苗 JA広島総合病院　産婦人科病棟

P1 - 059 妊産婦体操を通した体重管理～安全な妊娠・出産のためのセルフケア～ 宮城 綾子 沖縄県立八重山病院

P1 - 060 骨盤位の妊婦が実施する棒灸の身体症状への影響 東原 亜希子 埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科

P1 - 061 妊娠中期から妊娠後期にかけての妊婦の身体活動内容の変化 高松 悠帆 東北大学　医学部　保健学科

P1 - 062 妊娠中期と末期における歩容指標、身体活動量および腰痛との関連性 渡邊 香織 大阪府立大学大学院　看護学研究科

P1 - 063 就労女性が妊娠中も仕事を続ける体験 鈴木 喜子 社会福祉法人　恩賜財団　済生会山形済生病院

P1 - 064 就労妊婦の就労日と休日の身体活動～一事例研究～ 五十嵐 美咲 NTT東日本関東病院 看護部

Group２

P1 - 065 ２時間の骨盤ケア教室が、参加者にもたらす心身の変化 金崎 久美子 有限会社青葉

P1 - 066 妊娠末期の妊婦の腰痛の実態と対処行動および分娩との関連 松永 友紀 神戸大学大学院　保健学研究科　保健学専攻　看護学領域　助産師コース

P1 - 067 高齢妊婦と非高齢妊婦の妊娠中の骨密度変化と生活要因の比較検討 仲田 靖子 元　京都大学　大学院　医学研究科　人間健康科学系専攻

P1 - 069 胎児異常を抱えながら妊婦健診を受ける妊婦の体験 井ノ山 真美 金沢大学附属病院　看護部

P1 - 070 妊娠中に発症した奇異性脳塞栓症を経験して 鶴田 美幸 医療法人　社団　政彬会　野田医院

P1 - 071 当院における妊娠糖尿病妊婦に対する指導の評価－将来の糖尿病発症予防に着目して－ 小手 美穂 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター

P1 - 072 妊娠期における母親の胎児への愛着形成に影響する因子と支援の示唆 常峰 瞳 山陽学園大学　助産学専攻科

P1 - 073 妊娠期における夫婦間コミュニケーションの実態と特徴－コミュニケーションパターン等による差異につ 鈴木 祐之 特定非営利活動法人グリーンパパプロジェクト

P1 - 074 大学病院の妊婦健康診査に通院する夫婦の親になる準備意識と夫婦間の相互協力・調整に関する実態 佐久間 良子 福岡大学　医学部　看護学科

P1 - 075 妊婦の母親像形成に向けた対処に関する研究　第2報　－初妊婦を対象として－ 村井 佐知子 北里大学看護学部

P1 - 076 妊婦のインターネット情報の利用と出産準備感に関する研究―母子保健教室受講妊婦への質問紙調査から 伊東 智美 日本赤十字北海道看護大学

P1 - 077 「身体感覚活性化（世にも珍しい）マザークラス」に参加した妊婦の出産に関するイメージの変化 吉田 静 福岡県立大学大学院　看護学研究科　助産学領域

P1 - 078 助産師が＜触れる＞という行動を通じた助産師と妊婦の関係性の変化を繰り返していくモデルの検討 西川 みゆき 愛知県立大学大学院　看護学部　看護学科

P1 - 079 助産学生の関わりによる継続妊婦のバースプランの変化に関する研究 細野 早梨 公立藤岡総合病院

P1 - 080 当院産婦のバースプラン立案におけるニーズの検討 山本 しずか 医療法人　帯経会　さくら産院

P1 - 081 分娩時に産婦が望む夫の関わりについての検討 池成 真代 市立福知山市民病院

P1 - 082 夫立ち合い出産時の夫の支援に関する研究～夫婦の満足度の比較～ 中島 悠里 足利赤十字病院

P1 - 083 分娩時の助産師と産婦のコミュニケーションについての研究：マスク着用の有無とマスクの種類による比 内田 裕美 あびこ助産師専門学校

P1 - 084 産衣への助産師の認識と産婦の快適性・医療者の利便性を考慮した産衣の改良に関する研究 中城 紗也子 大分県立看護科学大学大学院博士前期課程

P1 - 085 分娩第1期に助産学生が行った産痛緩和法による産婦の身体的変化と思いや要望 澁谷 瑳紀 前橋赤十字病院

P1 - 086 分娩期のケア　助産実践のための分娩期ガイドラインの作成　微弱陣痛による分娩進行異常に人工破膜は 飯田 真理子 聖路加国際大学大学院

P1 - 087 分娩期の助産ケア　助産実践のための分娩期ガイドラインの作成：乳房・乳頭刺激は分娩誘発の効果があ 江藤 宏美 長崎大学　生命医科学域

P1 - 088 産婦人科単科における初産婦の年齢と分娩転帰に関する調査 金 英仙 医療法人　竹村医学研究会　小阪産病院

P1 - 089 高齢初産婦を対象とした地域周産期母子医療センターにおける周産期データのレトロスペクティブ研究 白石 真奈美 長崎大学病院6階西病棟

P1 - 090 ローリスク女性を対象とした分娩後出血のリスク因子の探索と予測スコアの作成 藤田 美喜子 葛飾赤十字産院

P1 - 091 臍帯動脈血ガスと周産期アウトカムのレトロスペクティブ調査 高比良 純子 長崎大学病院

P1 - 092 『日本産育習俗資料集成』からみる異常分娩にまつわる産育習俗の分析 岡本 留美 明治国際医療大学　看護学部

P1 - 093 出産における喪失の概念分析 齊藤 佳余子 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）　母性看護学

P1 - 094 日本におけるバースレビューに関する文献検討 尾崎 雅代 徳島文理大学　大学院　看護学研究科

P1 - 095 育児期のバースレビュー（出産体験想起）に関する文献レビュー 中村 美由紀 聖泉大学　看護学部　看護学科

P1 - 096 記述式バースレビューの効果～褥婦への調査から～ 大熊 菜々子 社会福祉法人　恩賜財団　済生会　山形済生病院

P1 - 097 出産に対する認識を肯定的なものに再構築するためのバースレビューの検討 足立 みどり JA愛知厚生連　海南病院

P1 - 098 褥婦の満足度調査から見た妊産期の助産師・看護師の援助に対する期待度と満足度に関する研究 下田 未来 元　中国電力株式会社中電病院　産婦人科病棟

P1 - 099 新生児同伴での集団退院指導がもたらす初産婦への効果 片田 敦子 四国こどもとおとなの医療センター

P1 - 100 妊娠期から育児期を通した双胎児家族への育児支援に関する文献研究 別役 綾香 広島国際大学　看護学科16 期生

P1 - 101 双胎妊婦のセルフケアと育児支援について 渡邉 里慧 山梨大学　医学部　附属病院

P1 - 102 双子の母親と共に双子育児を行う祖母の生活の実態と適応状況　―孫二人の世話が中心となる祖母の生活 渡部 香名映 石川県立中央病院　看護部

P1 - 104 先天多発奇形のある児への退院支援 林 真莉花 岩手県立宮古病院　４病棟

P1 - 105 視覚障がいのある初妊婦の親役割の獲得に向けた看護援助の一考察 松浦 和枝 淀川キリスト教病院

P1 - 106 EPDS高得点の母親が感じる家事育児負担の月齢経過による変化について 北濱 まさみ 富山福祉短期大学　看護学科

P1 - 107 育児困難が予測される妊産褥婦に対する助産師の取り組み 日吉 紗央莉 神戸大学大学院保健学研究科看護学領域博士課程前期課程助産師コース

P1 - 108 十代母親の支援必要度を判断するための臨床評価指標～産科医・助産師への面接調査から～ 賀数 いづみ 沖縄県立看護大学　看護学部　看護学科

P1 - 109 高校在学中に若年妊娠・出産をした女性とその実母に行ったケアマネジメントの一事例 高尾 恭子 淀川キリスト教病院

P1 - 110 知的障害をもつカップルへの生活支援において助産師に求められること 杉浦 絹子 川崎医療福祉大学　医療福祉学部　保健看護学科

P1 - 111 乳幼児を養育する母親のスマートフォン利用時間とＱＯＬとの関連 前田 尚美 北海道科学大学　保健医療学部　看護学科

P1 - 112 産後一年までの母親の育児情報入手ツールの調査―インターネット、アプリケーション使用に焦点を当て 仲田 靖子 元　京都大学　大学院　医学研究科　人間健康科学系専攻

P1 - 113 母子相互作用に関する文献検討 樋渡 愛 山陽学園大学　助産学専攻科

P1 - 114 初産婦が早期に新生児の合図を読み取ることについての文献検討－ 愛着形成の促進に注目して － 吉濱 由奈 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

P1 - 115 対児感情評定尺度の形容詞項目の検討 河野 千佳 聖徳大学　心理・福祉学部　心理学科

P1 - 116 不妊症治療後に妊娠・出産した初産婦による産後１ヶ月母子相互作用の特徴 齋藤 雅子 大手前大学　現代社会学部

P1 - 117 大学を拠点とした子育て支援「親子ヨガ」に参加した母親の反応 高橋 順子 四国大学　看護学部　看護学科

P1 - 118 褥婦の冷え症とマタニティーブルーズとの関連 武石 知子 岩手県立久慈病院

P1 - 119 初産婦の産後3日目から2週間健診までの生活リズム移行期における睡眠状況と疲労感の実態 但馬 まり子 大阪医科大学大学院　看護学研究科　博士後期課程

P1 - 120 高年初産婦の産後1か月までの睡眠時間と睡眠効率の関係 山崎 圭子 東邦大学　看護学部　看護学科

P1 - 121 産後1か月の母親の疲労感と育児肯定感の関連 松原 芽郁 元北海道大学保健科学院保健科学専攻看護学コース助産学科目群

P1 - 122 子育て期女性の健康に関する調査研究－産後10ヵ月の健康状態－ 村松 美恵 聖隷クリストファー大学

P1 - 123 子育て期女性の健康に関する調査研究－産後1年6ヵ月の健康状態－ 村松 美恵 聖隷クリストファー大学

P1 - 124 育児中の就労女性の思いに関する文献検討 板谷 峰生 順天堂大学医学部付属練馬病院　看護部

P1 - 125 文献から見た現代の里帰り分娩についての一考察 平山 智菜 鹿児島大学病院

P1 - 126 育児期にある母親の育児肯定感を向上させる支援の検討 神田 里美 西吾妻福祉病院

P1 - 127 母親が求める育児サポートと父親の育児サポートの実態 山下 えりか 日本医科大学多摩永山病院　周産期病棟

Group３

P2 - 001 乳児をもつ母親の育児不安と地域助産師による支援のあり方 中尾 幹子 宝塚大学　助産学専攻科

P2 - 002 産後の不安を軽減するための保健指導とそのアプローチ方法 山下 笑佳 山梨大学　医学部附属病院

P2 - 003 助産師による産後２週目健診が母親の心理的健康状態にもたらす効果 川城 由紀子 千葉県立保健医療大学　健康科学部　看護学科

P2 - 004 A出張助産院開業後の5年間の実績と今後の活動のあり方 緒方 敏子 マーガレット出張助産院

P2 - 005 産後講座の開設とリハビリテーション～現状と今後の課題について～ 佐々木 聡子 広島医療生活協同組合　広島共立病院　リハビリテーション科

P2 - 006 産褥入院中からの子育て支援を考える～昼食の時間を利用した母親同士の交流会の試み～ 佐藤 加代 上都賀総合病院　4階東病棟

P2 - 007 高年初産婦に特化した産後１か月までの子育て支援ガイドラインの評価－ケアの有用性から－ 森 恵美 千葉大学　大学院看護学研究科

産褥・育児　14：10-14：55

妊娠2　14：10-14：55

分娩　14：10-14：55

10月7日（土）

産後ケア　10：05-10：50
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P2 - 008 高年初産婦に特化した産後１か月までの子育て支援ガイドラインの評価－夫からのサポート活用に向けた 森 恵美 千葉大学　大学院看護学研究科

P2 - 009 某市における1歳までの児をもつ母親の育児ストレスとソーシャルサポートとの関連 稲佐 郁恵 姫路獨協大学　看護学部　看護学科

P2 - 010 デイケア型産後ケアサービスが母親の心理的健康状態にもたらす効果 石井 邦子 千葉県立保健医療大学　健康科学部　看護学科

P2 - 011 日本の宿泊型産後ケア施設における研究－施設利用者への調査－ 岸畑 聖月 医療社会法人　愛仁会　千船病院

P2 - 012 A市の産科医療機関による産後ケアの現状と展望 徳丸 由布子 大分県立看護科学大学

P2 - 013 当院における産後サポート事業導入後見えてきた現状と課題 高崎 理奈 医療法人　定生会　谷口病院

P2 - 014 母親の語りからみえた産後ケアの効果 鈴木 麻衣加 地方独立行政法人　長野県立病院機構　長野県立須坂病院

P2 - 015 O市における産後ケア施設のニーズ及び支援に関する調査 長嶺 絵里子 公立法人　名桜大学人間健康学部看護学科

P2 - 016 産後ケアエキスパート助産師認定講習会受講後の受講生の動向実態報告 石田 美佳子 医療法人　恵仁会　田中病院

P2 - 017 産科医療施設における看護職の『母乳育児成功のための１０ヵ条』に対する認知度 花城 由佳 公立大学法人　横浜市立大学附属病院

P2 - 018 双子を持つ母親への母乳育児支援に関する文献レビュー 尾花 由枝 足利赤十字病院

P2 - 019 NICUに入院中の早産児をもつ母親の搾乳継続に対する思い 岡田 佳子 香川大学　医学部　附属病院

P2 - 020 出産後母子分離となった母親に対する搾乳支援の取り組み 溝渕 ひとみ 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

P2 - 021 母乳栄養確率支援とエジンバラ産後うつ病自己評価票点数の関連性 隅田 早耶 医療法人社団　純心会　パルモア病院

P2 - 022 前回混合栄養の母親の妊娠後期から1ヶ月検診までの母乳栄養に対する思いの変化 松田 由紀子 珠洲市総合病院　看護科

P2 - 023 母親が希望した授乳方法にならないと感じた思いの分析 青柳 桃子 東芝病院　看護部

P2 - 024 高齢出産と母乳育児支援の需要との関係性～当院母乳外来患者と東京都の出産年齢分布より比較検討～ 酒見 みのり 堤式乳房マッサージ法研究所

P2 - 025 A市における産科医療集約後の母乳育児支援の利用状況と母親の求める母乳育児支援の実際 飯塚 陽子 ひなた助産所

P2 - 026 A地区における周産期看護業務の現状～管理者への調査から～ 小林 絵里子 福岡県立大学大学院看護学研究科助産学領域

P2 - 027 妊娠期から産褥早期の母体血中のグルタミン酸濃度と母親の食行動の関連 和多田 抄子 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

P2 - 028 新生児黄疸治療のため光線療法を要した経腟分娩症例の母乳保育に関する検討 武田 智幸 医療法人明珠会　札幌白石産科婦人科病院

P2 - 029 妊娠中の乳頭ケアの有効性について 東野 有紀 鹿児島大学大学院　保健学研究科　保健学専攻　看護学領域　臨床看護学

分野　助産学コース

P2 - 030 乳頭痛の原因とケアについての考察 南田 理恵 助産所ママズケア

P2 - 031 産褥期の乳房緊満時のキャベツ葉湿布による血流変化 櫛引 美代子 元　弘前学院大学　看護学部

P2 - 032 夜間の光環境が乳幼児の寝付き時間に与える影響に関する研究 益子 恵里 コンビ株式会社　プロダクトセンター

P2 - 033 乳児の睡眠の質を改善するための遠位－近位部温度勾配緩慢上昇誘発の方法 阿部 範子 日本赤十字秋田看護大学

P2 - 034 生後2～3か月児の屋外外出時間・紫外線対策の実態とその関連要因 米澤 かおり 東京大学大学院　医学系研究科

P2 - 035 自閉症スペクトラム障害児の乳幼児期の行動特徴　－早期発見と早期支援を目指して－ 佐々木 和義 早稲田大学 人間科学学術院

P2 - 036 NICUにおける経口挿管児の口腔内病原菌感染の現状 山本 貴子 奈良県立医科大学附属病院　新生児集中治療部

P2 - 037 NICUに入院した子どもの母親の愛着形成のプロセスと看護介入に関する国内文献レビュー 草野 淳子 大分県立看護科学大学看護学部

P2 - 038 NICUで育つ早産児と母親の関係性に関する文献検討 橋野 美咲 順天堂大学　医学部　附属静岡病院

P2 - 039 NICU入院初期の児に対する母親の行動と看護者の関わり 嘉数 波紀 名桜大学看護学科

P2 - 040 NICUにおける初回面会時の衝撃緩和への取り組み<BR>～パンフレットと視聴覚教材を用いた出生前訪

問を試みて～

上 真弓 深谷赤十字病院

P2 - 041 NICU入院児の両親の心情変化―出生からのライフライン分析から― 糸井 麻希子 京都光華女子大学

P2 - 042 母体搬送され早産となった児の父親の育児期の思い 行田 智子 群馬県立県民健康科学大学

　

P2 - 043 口唇口蓋裂児をもつ親の受容に関する文献検討 木村 紗季 東京女子医科大学病院

P2 - 044 口唇口蓋裂の告知時期からみた母親の受容過程 相原 佳奈子 鹿児島大学大学院　保健学研究科　看護学領域　臨床看護学分野　助産学

コースP2 - 045 父親が捉えた産後6ヶ月の妻の健康についての調査研究 神崎 江利子 聖隷クリストファー大学　看護学部

P2 - 046 父親役割の概念分析 岡田 麻代 富山大学附属病院

P2 - 047 次子出産意欲に影響を与えた要因 ―夫の育児支援行動に着目して― 山田 愛理 前　札幌市立大学　看護学部　看護学科

P2 - 048 男性の育児雑誌の内容分析からみえる現代の父親像 金澤 悠喜 茨城県立医療大学大学院　保健医療科学研究科

P2 - 049 人工死産体験者に限定したお話会で語られる参加者の声 蛭田 明子 聖路加国際大学　大学院看護学研究科

P2 - 050 グリーフワークとしての産着つくりの試み 山下 恵子 子どもを亡くした親の会　たんぽぽの会代表

P2 - 051 周産期医療に携わる看護師・助産師のレジリエンス 岩尾 侑充子 横浜創英大学　看護学部

P2 - 052 英語文献レビューによる諸外国の助産師が行う超音波検査に関する調査 仲谷 紗稀 北海道大学　大学院保健科学院　看護学コース　助産学科目群

P2 - 053 助産所の分娩規模及び連携施設からの距離と移行・搬送率の関係 大友 香衣 府中の森　土屋産婦人科

P2 - 054 助産師が管理する経産婦の分娩のリスクを助産所との連携から検討 荒井 彩乃 府中の森　土屋産婦人科

P2 - 055 助産事故当事者間の信頼関係を繋ぐ初期対応モデルの構築　－開業助産師の助産事故初期対応準備の実態 高島 葉子 公立大学法人　新潟県立看護大学　看護学部　看護学科

P2 - 056 妊産褥婦とリラックスに関する文献検討 多賀 絵里奈 山陽学園大学　助産学専攻科

P2 - 057 安全・安心な分娩を目指した取り組み 千葉 勝子 岩手県立久慈病院

P2 - 058 母体・胎児集中治療室（MFICU）看護職に必要な学習項目案の妥当性 大月 恵理子 埼玉県立大学

P2 - 059 産科危機的出血に対応するための助産師向けシミュレーション学習への取り組み 山崎 信世 昭和大学江東豊洲病院

P2 - 060 兵庫県における緊急母体搬送を体験した女性への継続的助産ケアの実践状況と課題 駒井 江里 神戸市立西神戸医療センター

P2 - 061 母子早期接触・母子同室・授乳中において乳幼児突発性危急事態が生じた場合の助産師の注意義務 平塚 志保 旭川医科大学病院

P2 - 063 助産師に関する法律と業務内容の変遷 出石 万希子 聖泉大学　別科助産専攻

P2 - 064 伊吹島の出部屋で生活した女性の思い 松本 千佳 香川大学　医学部　附属病院

P2 - 065 胎盤の扱われ方の歴史と、現代においてなぜ胎盤を食べるのか－半構造面接を通して－ 鈴木 容子 医療法人財団　順和会　山王バースセンター

Group４

P2 - 066 中山間地域における母子保健の現状と必要とする専門職への支援 坂本 めぐみ 防衛医科大学校　医学教育部　看護学科

P2 - 067 4ヶ月健診時における保護者のニーズと課題～保護者の子育てに対する気持ちに焦点を当てて～ 有馬 美保 関西医療大学　保健看護学部　保健看護学科

P2 - 068 和歌山県の乳児家庭全戸訪問事業における訪問職種の違いによる保護者のニーズと課題 田中 静枝 関西医療大学　保健看護学部　保険看護学科

P2 - 069 和歌山県乳児全戸家庭訪問を受けた４か月健診時の乳児の栄養方法と課題 三宅 美恵子 関西医療大学　保健看護学科

P2 - 070 助産師による乳児家庭全戸訪問の実態と子育て支援課題 竹内 美由紀 香川県立保健医療大学　助産学専攻科

P2 - 071 北海道農村部に居住する妊産婦における医療アクセスの実態ー妊婦健診の受診に関する検討ー 安積 陽子 北海道大学大学院保健科学研究院

P2 - 072 北海道農村部に居住する妊産婦における医療アクセスの実態ー分娩時の医療アクセスに関する検討ー 安積 陽子 北海道大学大学院保健科学研究院

P2 - 073 母子保健向上のための妊婦サロンの運営 岸田 泰子 共立女子大学　看護学部

P2 - 074 本邦における育児プログラムについての研究動向 西岡 笑子 防衛医科大学校　医学教育部　看護学科　母性看護学講座

P2 - 075 母子保健における地域内連携体制構築の取り組み 佐藤 雅子 岩手県大船渡保健所

P2 - 076 母児がスムーズに地域へ帰るための効果的な地域連携について 山根 聖那 兵庫医科大学病院　産科病棟

P2 - 077 地域の実情に合わせた「切れ目ない妊娠・出産支援」の重点的な取り組み<BR>‐A県内の3市町村を対象 松嶋 弥生 群馬県立県民健康科学大学

周産期の実践　10：05-10：50

その他　10：05-10：50

母子保健　13：50-14：35

母乳栄養　10：05-10：50

新生児　10：05-10：50

NICU　10：05-10：50

家族　10：05-10：50

周産期医療　10：05-10：50
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P2 - 078 Ａ県下の母子保健担当者が望む医療機関との連携のあり方 滝爪 浩子 奈良県立医科大学附属病院

P2 - 079 妊娠・出産包括支援事業における理学療法士の関わり 梶原 由布 畿央大学　健康科学部　理学療法学科

P2 - 080 在宅療養児の母親が子どもの成長発達を実感するまでのプロセス 草野 淳子 大分県立看護科学大学看護学部

P2 - 081 フィンランドの保育施設の特徴と子どもネウボラとの相互連携 松原 紀子 人間環境大学　看護学部

P2 - 082 写真にみるフィンランドの妊娠から就学前までつながるネウボラのアメニティ 内藤　 直子 人間環境大学看護学部

P2 - 083 フィンランドA地区における特化された出産ネウボラのネウボラ員支援システムの実態 内藤 直子 人間環境大学看護学部

P2 - 084 公的臍帯血バンクについての認知に関する比較；2016vs.2002 西田 陽子 人間総合科学大学保健医療学部

P2 - 085 小児予防接種誤接種の現状と安全管理の実際 藤井 千代美 福井大学　学術研究院　医学系部門　臨床看護学講座　母子看護学

P2 - 086 家庭でのメディア利用についての課題 高田 律美 四国大学

P2 - 087 助産師外来の実績報告 國本 万智子 鳥取市立病院　3階東病棟

P2 - 088 大学附属病院における院内助産システムの実態調査―開設後5年間のカルテレビューから― 西 幸江 元奈良県立医科大学附属病院　メディカルバースセンター

P2 - 089 院内助産開設10年　今後の院内助産継続に向けての検討 舘下 卓子 岩手県立宮古病院

P2 - 090 院内助産における分娩の安全性の検討～経産婦に焦点をあてて～ 今津 瑞紀 地方独立行政法人　　市立大津市民病院

P2 - 091 院内助産における分娩の安全性の検討～初産婦に焦点をあてて～ 竹村 美咲 地方独立法人　市立大津市民病院

P2 - 092 災害時の母子支援に関する文献の検討 山野 愛実 山陽学園大学　助産学専攻科

P2 - 093 産科混合病棟における産科災害シミュレーションを実施した看護スタッフの意識の変化 佐藤 真由 JA秋田厚生連　大曲厚生医療センター

P2 - 094 A病院総合周産期母子医療センターに勤務するスタッフの災害に対する知識・行動変容 御堂 千尋 地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター

P2 - 095 総合周産期母子医療センターにおけるスタッフの災害に対する意識を高めるための取り組み 内野 夏希 聖マリアンナ医科大学病院

P2 - 096 母児同室における災害時に使用する新生児避難具の開発 中川 奈穂子 済世会兵庫県病院　地域周産期母子医療センター

P2 - 097 平成28年度熊本地震を経験したハイリスク妊婦の転帰 川田 紀子 熊本大学　医学部　附属病院 総合周産期母子医療センター

P2 - 098 妊娠期から産後1ヶ月までの在日外国人の主観的体験 西村 香織 レディースクリニックむらた

P2 - 099 当院における外国人妊婦の背景と分娩予後 前田 雄岳 昭和大学江東豊洲病院　周産期センター

P2 - 100 途上国における産科フィスチュラ問題の実態 小笠原 絢子 北村医院

P2 - 101 ブルキナファソの農村部における妊産婦とその家族の生活‐A県B村におけるエスノグラフィー‐ 北田 麻衣子 医療法人社団　葉山産婦人科

P2 - 102 国際的な母子保健人材育成を行うタンザニア長期派遣教育プログラム：三年目の報告 新福 洋子 聖路加国際大学　看護学研究科

P2 - 103 母性看護学の授業におけるTBLとシミュレーション融合によるアクティブラーニングが臨地実習へもたら 高島 えり子 順天堂大学　医療看護学部

P2 - 104 母性看護援助論における「はなまるノート」を活用したアクティブ・ラーニングの効果 上林 聡子 広島文化学園大学　看護学部　看護学科

P2 - 105 母性看護学実習において初回分娩見学が学生に与える影響～α‐AMY・POMS2日本語短縮版を用いて～ 佐藤 紘子 日本赤十字秋田看護大学

P2 - 106 母性看護学実習における助産所実習での学生の学び 片倉 裕子 北海道文教大学　人間科学部　看護学科

P2 - 107 母性看護学実習の学びの評価 近藤 邦代 平成医療短期大学

P2 - 108 プロジェクト学習で行った母性看護学実習の学び―第3報― 堀場 佳代 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院附属看護専門学校

P2 - 109 「装着型産褥子宮モデル」を活用した子宮復古の観察場面における看護学生の学習効果 山本 真由美 札幌市立大学　看護学部

P2 - 110 母性看護学実習のプログラム評価～テキストマイニングによる実習レポートの分析から～ 山田 晴佳 北海道文教大学　人間科学部　看護学科

P2 - 111 看護学生の母性看護学実習前後におけるほめ言葉の調査 富安 俊子 兵庫大学　看護学部　看護学科

P2 - 112 母性看護学実習における学生の褥婦に対する心理的理解の様相―褥婦の心配事への学生の関わりに焦点を 黒澤 範子 東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部　看護学科

P2 - 113 看護大学生の母性看護学に関する調査　第3報―実習前後の性に対する意識についてー 平田 礼子 日本医療科学大学　保健医療学部　看護学科

P2 - 114 看護学生がイメージした周産期における父親役割 鈴木 幹子 東京家政大学　看護学部

P2 - 115 母性看護学演習における学生取り組みの学習効果 大浦 早智 名桜大学　人間健康学部　看護学科

P2 - 116 B‐S評定スケールを活用した母性看護学実習プログラムの構築 後藤 守 北海道文教大学　人間科学部　こども発達学科

P2 - 117 子育て支援の場を通した母性看護学実習プログラムの構築 川端 愛子 北海道文教大学人間科学部こども発達学科

P2 - 118 A県内で看護基礎教育を学ぶ女子大学生の助産師教育に対するニーズ調査 石原 留美 香川県立保健医療大学　助産学専攻科

P2 - 119 カナダ・オンタリオ州における助産師教育・教育方法の視察報告 西方 真弓 新潟大学医学部保健学科

P2 - 120 分娩介助実習における実習指導者が助産学生に求める助産実践能力 四宮 美佐恵 公立大学法人　新見公立大学　助産学専攻科

P2 - 121 助産学教育における臨地実習前の客観的臨床能力試験の試みと評価 長岡 由紀子 茨城県立医療大学　助産学専攻科

P2 - 122 e‐syllabus・達成式テスト配信システムによる助産学生の安全管理教育プログラムの学習効果と課題（第 岩谷 久美子 金沢医科大学看護学部

P2 - 123 助産師基礎教育におけるシミュレーション教育の現状と課題に関する文献検討 中澤 紀代子 新潟県立看護大学　看護学部　看護学科

P2 - 124 助産学実習への効果的な移行を目指したシミュレーション教育の検討－妊娠期の助産学演習を通して― 中島 久美子 群馬パース大学　保健科学部　看護学科

P2 - 125 周産期異常の臨床判断力を高める助産教育プログラムの実施と評価 小黒 道子 聖路加国際大学大学院　看護学研究科

P2 - 126 大学院助産師コースにおける産科救急シミュレーショントレーニングプログラムの実践と検討 岩崎 三佳 神戸大学大学院保健学研究科

P2 - 127 学士課程で助産師教育を受けた新卒助産師の体験―入職後1年目をどう乗り越えたか― 松本 美緒 前福岡県立大学大学院　助産学領域

P2 - 128 助産学専攻科から継続教育の必要性と内容について～分娩介助援助の卒後教育に焦点をあてて～ 峯尾 アヤ 昭和大学江東豊洲病院　周産期センター

P2 - 129 病棟助産師の妊婦健康診査・指導実践能力向上に向けて～OSCEの結果から～ 吉見 あゆみ 市立福知山市民病院

P2 - 130 新人から熟練助産師の自己成長に影響を与えた経験学習 多賀 まりか 富山赤十字病院

P2 - 131 若手助産師の分娩室ケアの熟達化　第二報～プリセプター指導者との相互作用を通して～ 中川 光子 放送大学

P2 - 132 助産師の自己効力感に影響する要因 片山 祐理 和歌山県立医科大学大学院　保健看護学研究科

P2 - 133 中堅助産師が認識するキャリア発達のプロセス 阿部 慈 香川大学　医学部　附属病院

P2 - 134 助産実践能力習熟段階レベル3に相応する助産師の経験学習と他者支援 平塚 志保 旭川医科大学病院

P2 - 135 看護管理者が不十分と考える中堅助産師の実践能力 二村 良子 三重県立看護大学　看護学部　看護学科

母性看護学教育　13：50-14：35

助産学教育　13：50-14：35

助産師・保健師　13：50-14：35

助産システム　13：50-14：35

災害対策・災害援助　13：50-14：35

異文化・国際　13：50-14：35
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