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プログラム（講演・シンポジウム等）
6月11日（日）

9：15～9：30 開 会 式 第1会場（公江記念講堂）

9：30～10：00 会長講演 第1会場（公江記念講堂）

座長：鈴木 幸子（埼玉県立大学保健医療福祉学部）

セクシュアリティ支援の多様性
町浦 美智子（武庫川女子大学看護学部）

10：05～10：45 理事長講演 第1会場（公江記念講堂）

座長：高橋 眞理（順天堂大学大学院医療看護学研究科）

エビデンスに基づく高年初産婦への産後ケア
森 恵美（千葉大学大学院看護学研究科）

10：50～11：40 特別講演 第1会場（公江記念講堂）

座長：吉沢 豊予子（東北大学大学院医学系研究科）

夫源病からみた夫婦の関係性
石蔵 文信（大阪大学人間科学研究科未来共創センター）

11：50～12：40 ランチョンセミナー1 第2会場（文学2号館 L2-23）

座長：西村 明子（兵庫医療大学看護学部）

姿勢と呼吸とペリネの理論とガスケアプローチが叶える 
生理的なお産

宋 美玄（日本ガスケアプローチ協会）

� 協賛：株式会社エムシーピー、株式会社メディカ出版
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11：50～12：40 ランチョンセミナー2 第4会場（文学2号館 L2-32）

座長：成田 伸（自治医科大学看護学部）

糖尿病と妊娠 Up to date
和栗 雅子（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター）

� 協賛：ロシュDCジャパン株式会社 メディカルアフェアーズ部

12：50～13：40 総　　会 第1会場（公江記念講堂）

13：45～14：45 教育講演 第1会場（公江記念講堂）

座長：町浦 美智子（武庫川女子大学看護学部）

学校等におけるセクシュアルマイノリティの現状と支援
日高 庸晴（宝塚大学看護学部）

13：45～14：45 ナーシングサイエンスカフェ（高校生対象） 第4会場（文学2号館 L2-32）

座長：松原 まなみ（聖マリア学院大学大学院看護学研究科）

女性の一生に寄り添う助産師の仕事
辻本 八千代（聖バルナバ病院 副看護部長、助産師）

14：50～16：50 シンポジウム 第1会場（公江記念講堂）

座長：工藤 美子（兵庫県立大学看護学部）　　　　　　	
佐々木 綾子（大阪医科大学大学院看護学研究科）

看護実践におけるセクシュアリティ支援の実際

S-1　乳がん女性のセクシュアリティを支える援助
鈴木 久美（大阪医科大学大学院看護学研究科）

S-2　多様なセクシュアリティを生きる人々への支援
藤井 ひろみ（神戸市看護大学看護学部）

S-3　女性に寄り添うセクシュアリティ支援
三宅 知里（独立行政法人 労働者健康福祉機構 大阪労災病院）
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15：00～15：45 交流集会 第4会場（文学2号館 L2-32）

母性看護専門看護師育成の現状と課題
日本母性看護学会戦略的プロジェクト担当理事・幹事�

成田 伸（自治医科大学）、齋藤 いずみ（神戸大学） 
坂梨 薫（関東学院大学）、工藤 里香（京都橘大学）

15：50～16：50 母性看護CNS実践報告会 第4会場（文学2号館 L2-32）

座長：峰 博子（地方独立行政法人 大阪市民病院機構 総合医療センター）

先をみとおす力を高める

CNS-1　 パニック障害をもつ妊婦への支援 
～精神科を併設しない病院～
濱田 恵美子（社会医療法人愛仁会 千船病院）

CNS-2　 虐待リスクが懸念された若年夫婦への支援 
―育児技術の獲得と継続支援のための調整
岡田 真奈（市立大津市民病院）

CNS-3　 胎児疾患を指摘された母親への意思決定支援 
―看取りを選択する母親の揺れる気持ちに寄り添い、チームで支える―
久世 宏美（社会医療法人愛仁会 高槻病院）

16：50～17：00 閉 会 式 第1会場（公江記念講堂）
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プログラム（口演発表）
6月11日（日）

14：30～15：45 口演1　［ ハイリスク妊産婦のケア ］ 第2会場（文学2号館 L2-23）

座長：渡邊 香織（大阪府立大学大学院看護学研究科）

O1-1 アクションリサーチを用いたハイリスク妊婦に対する産科外来 
―病棟の情報共有システム構築に関する研究
○峰原 奈緒子1）、桃井 雅子2）、松原 まなみ2）

1）佐世保市総合医療センター、2）聖マリア学院大学 大学院看護学研究科

O1-2 特定妊婦へのシームレスな看護を目指して 
～第1報 スクリーニングシステム導入までの母性 CNSの役割～
○石田 桐代
札幌市病院局市立札幌病院 看護部看護課

O1-3 特定妊婦へのシームレスな看護を目指して 
～第2報 特定妊婦スクリーニングシステム導入の効果～
○石田 桐代
札幌市病院局市立札幌病院 看護部看護課

O1-4 初期流産における外来での悲嘆過程への支援 
～外来ケアを行った2事例を通して～
○桒原 祐子
独立行政法人 労働者健康福祉機構 大阪労災病院

O1-5 セクシャルマイノリティの対象への看護実践
○三浦 由香里1）、佐藤 陽子1）2）

1）昭和大学病院、2）昭和大学 助産学専攻科

15：50～16：50 口演2　［ 母性看護学演習・実習 ］ 第2会場（文学2号館 L2-23）

座長：石井 邦子（千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科）

O2-1 母性看護技術修得のためのスマートフォンを活用した学習支援の有用性
○柴田 郁子1）、斉藤 早苗2）、辻本 裕子2）

1）元梅花女子大学 看護保健学部 看護学科、2）梅花女子大学 看護保健学部 看護学科

O2-2 母性看護学実習における分娩見学実習を通しての学生の語り 
―成長の可能性と支援の検討―
○伊東 美智子、島内 敦子
神戸常盤大学 保健科学部 看護学科
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O2-3 母性看護学における対象理解の力を育むための授業実践 
～産褥期の生活を劇化した DVD教材による学内演習～
○松原 まなみ、田中 千絵、柳本 朋子、川口 弥恵子、中村 登志子、井口 亜由
聖マリア学院大学 看護学部

O2-4 総合看護実習における学生の視点からみた評価 
―領域別実習での体験と学びとの相違点―
○篠原 良子
三育学院大学 看護学部 看護学科

14：30～15：45 口演3　［ 母性看護 CNS 実践・助産管理 ］ 第7会場（文学2号館 L2-51）

座長：山本 あい子（兵庫県立大学地域ケア開発研究所）

O3-1 産科を含む混合病棟における看護の分析 
―情報通信技術を活用したベッドサイド看護時間調査―
○齋藤 いずみ1）、三井 由紀子2）、寺岡 歩2）、中井 かをり2）、大滝 千文2）

1）神戸大学大学院 保健学研究科 看護学領域、2）神戸大学大学院 博士後期課程

O3-2 産科混合病棟における分娩時の助産師と看護師の滞在場所と滞在時間
○大滝 千文1）、齋藤 いずみ2）、中井 かをり1）

1）神戸大学大学院 保健学研究科 博士課程後期課程、2）神戸大学大学院 保健学研究科 看護学領域

O3-3 ハイリスク妊産褥婦の継続支援のための母性看護専門看護師が行う 
専門看護外来開設についての実践報告
○松浦 和枝、高尾 恭子、浅田 祥子
淀川キリスト教病院

O3-4 母性看護専門看護師が複数で協働した実践報告
○金 英仙1）、三田村 七福子2）

1）医療法人 竹村医学研究会 小阪産病院、2）社会医療法人 誠光会 草津総合病院

O3-5 助産師が担うウィメンズヘルスケアの現状 
―分娩取扱施設におけるウィメンズヘルスケアに関する調査から―
○山西 雅子、早川 ひと美、福井 トシ子
公益社団法人 日本看護協会
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15：50～16：50 口演4　［ 子育て支援 ］ 第7会場（文学2号館 L2-51）

座長：神﨑　光子（京都橘大学看護学部）

O4-1 初産婦による仕事復帰後のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた 
心理社会的・実践的準備
○稲 桂1）、森 恵美2）、坂上 明子2）

1）千葉大学大学院 看護学研究科 特任研究員、2）千葉大学大学院 看護学研究科

O4-2 初産婦が産後1か月間に行う子どもとの生活の調整
○三輪 尚子1）、森 恵美2）、坂上 明子2）

1）元千葉大学大学院 看護学研究科、2）千葉大学大学院 看護学研究科

O4-3 第2子誕生を迎える第1子のレディネスを高めるための親役割行動
○遠山 房絵1）、森 恵美2）、坂上 明子2）

1）元千葉大学大学院 看護学研究科、2）千葉大学大学院 看護学研究科

O4-4 ペアレンティングプログラム 
「赤ちゃんの寝かしつけ準備講座」Web教材開発とその効果
○佐々木 裕子1）、髙橋 眞理2）

1）杏林大学 保健学部、2）順天堂大学大学院 医療看護学研究科

14：30～15：30 口演5　［ 母性看護実践・教育 ］ 第8会場（文学2号館 L2-52）

座長：大平 光子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科）

O5-1 総合周産期母子医療センターにおける妊産婦の体重増加と 
胎児期・新生児期の発育との関連
○伊藤 可奈子1）、上里 佳那子1）、小幡 允里1）、津田 千明1）、土川 祥2）、臼井 康惠1）、	
立岡 弓子2）

1）滋賀医科大学医学部附属病院、2）滋賀医科大学医学部 看護学科

O5-2 1歳未満の子どもをもつ共働き世帯の父親の抑うつ状態の実態
○福島 紗世、大平 光子、藤本 紗央里、小澤 未緒、舩場 友木、村上 真理
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科

O5-3 保育士による母乳育児支援の現状および関連要因
○赤塚 七重1）、佐々木 綾子2）

1）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、 
2）大阪医科大学大学院 看護学研究科

O5-4 女子大学生とその父親の、双方における父娘関係についての研究
○池原 詩織1）、坂口 菜穂1）、天本 都2）

1）元兵庫大学 健康科学部 看護学科、2）兵庫大学 看護学部 看護学科
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プログラム（ポスター発表）
6月11日（日）

15：00～15：30 ポスター1　［ Sexuality & Women’s Health Care ］ 第5会場（文学2号館 L2-33）

　
P1-1 日本在住韓国人留学生カップルのセクシュアリティ  

～ワークライフバランスと日・韓の社会現象に関する思い～
○髙 知恵1）、羅 卿化2）

1）大阪府立大学大学院 看護学研究科、 
2）地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター

P1-2 性的マイノリティが望む医療機関の対応に関する文献検討
○成田 みゆき
東京医科大学医学部 看護学科

P1-3 更年期女性のためのヨーガプログラムに関する文献的検討：ナラティブレビュー
○日置 智華子1）、藤本 薫2）、永谷 実穂3）、高橋 眞理4）

1）帝京平成大学 ヒューマンケア学部 看護学科、2）東京医科大学 医学部看護学科、 
3）静岡県立大学 看護学部、4）順天堂大学 大学院医療看護学研究科・医療看護学部

15：00～15：30 ポスター2　［ ハイリスク妊婦のケア ］ 第6会場（文学2号館 L2-34）

　
P2-1 助産師がハイリスク妊産婦の地域連携時に感じる困難 

―A県の総合・地域周産期センター以外の施設調査から―
○三浦 真依、鈴木 幸子
埼玉県立大学 保健医療福祉学部

P2-2 健診間隔の空いている妊婦への受診勧告アプローチ
○八巻 和子
国立病院機構 甲府病院

P2-3 若年妊娠・出産を経験した母親が親になる自覚を抱くための支援に関する文献検討
○立野 葵1）、村上 真理2）、藤本 紗央里2）、舩場 友木2）、福島 紗世2）、大平 光子2）

1）独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター 中国がんセンター、 
2）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科

P2-4 成人先天性心疾患女性のリプロダクティブヘルスに関する文献検討
○本末 舞1）、渡邊 香織2）、中嶋 有加里2）、町浦 美智子3）

1）東京女子医科大学病院、2）大阪府立大学大学院 看護学研究科、3）武庫川女子大学 看護学部
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P2-5 高年妊婦における出生前診断に関する情報ニーズの明確化 
―初産婦と経産婦の比較―
○美甘 祥子1）、井田 歩美2）

1）奈良学園大学 保健医療学部、2）関西福祉大学 看護学部

P2-6 特別養子縁組を選択し出産した女性をどう捉えているのか？ 
―分娩・産褥期に関わった助産師の理解と気持ち―
○安部 葉子
東北大学大学院医学系研究科 周産期看護学分野

P2-7 東北・北海道圏に勤務する助産師の平成28年度助産実践能力調査 
―周産期に関連する能力―
○山内 まゆみ
札幌市立大学 看護学部

15：40～16：10 ポスター3　［ 妊婦・産婦・褥婦のケア等 ］ 第5会場（文学2号館 L2-33）

　

P3-1 妊娠期女性のメンタルヘルスとイソフラボンに注目した食行動との関連
○吉田 裕子1）、立岡 弓子2）

1）京都府立医科大学 医学部看護学科、2）滋賀医科大学

P3-2 切迫早産で入院した母親の母乳育児の意向を支える看護の検討 
―妊娠期から出産後1か月までの支援を通して―
○鈴木 仁子1）、成田 伸2）

1）元 自治医科大学 看護学研究科、2）自治医科大学 看護学部

P3-3 妊婦の生活と腟内細菌叢および腟分泌物 pHの関連
○佐々木 くみ子、鈴木 康江、大島 麻美
鳥取大学 医学部

P3-4 出産後女性の産後1か月までのホルモン動態
○関島 香代子1）、大矢 典子2）、定方 美恵子1）

1）新潟大学大学院 保健学研究科、2）本多レディースクリニック

P3-5 経産婦の育児においてイライラしたときに望んだこと
○島田 葉子1）、常盤 洋子2）、國清 恭子2）、深澤 友子2）、鈴木 禎子2）、岡田 奈緒美3）

1）足利工業大学 看護学部、2）群馬大学大学院 保健学研究科、 
3）富士重工業健康保険組合 太田記念病院
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P3-6 インターネットを活用した妊婦の周産期医療情報活用調査
○勝川 由美1）、水野 祥子1）、沢田 真喜子2）、坂梨 薫1）

1）関東学院大学 看護学部、2）元 関東学院大学 看護学部

P3-7 幼児の発熱に対する看護学生の認識調査
○馬場 貴子、富安 俊子
兵庫大学 健康科学部 看護学科

15：40～16：10 ポスター4　［ 助産実践・助産管理 ］ 第6会場（文学2号館 L2-34）

　

P4-1 妊婦の災害の備えに対する看護学生の認識調査
○堀口 友里
兵庫大学 健康科学部 看護学科

P4-2 「高年初産婦に特化した子育て支援ガイドライン」の現場適用における困難と対処
○青木 恭子、森 恵美、坂上 明子、前原 邦江、岩田 裕子
千葉大学大学院 看護学研究科

P4-3 院内助産システムにおける助産ケアの評価
○水野 祥子、坂梨 薫、勝川 由美
関東学院大学 看護学部

P4-4 中堅助産師のキャリア開発と関連要因の探索 
～フォーカスインタビュー調査より～
○常田 裕子
京都橘大学 看護学部


