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プログラム（指定演題）

1日目　9月 12日圡
9：40 ～ 10：20 会長講演　▶P.29 WEB会場：A

	 座長：大村 知子（中部大学生命健康科学部保健看護学科）

 
CL	 未来をひらく

 

○浅野 みどり
 

名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 看護科学

 
13：45 ～ 15：15 シンポジウム1　26th - 27th - 28 thつながるシンポジウム　▶P.32 WEB会場：A

あたらしい生活を見据え、今できること・すべきこと、今だからできること
－ポストコロナ時代の家族看護学にむけて－
	 座長：山本 則子（東京大学大学院医学系研究科）

	 山崎 あけみ（大阪大学大学院医学系研究科）

 
SY1-1	 子どものいる家族への支援における新たな協働の可能性

 

○小林 京子
 

聖路加国際大学看護学部

 
SY1-2	「高齢者ケアのために新型コロナウイルス対応情報を発信する会」
	 の活動経験から考えるポストコロナ時代における家族看護学

 

○深堀 浩樹
 

慶応義塾大学看護医療学部

 
SY1-3	 名古屋市における住民を守る活動～母子保健の立場から

 

○岡本 理恵
 

名古屋市子ども青少年局子育て支援部子育て支援課

 
15：30 ～ 16：30 市民公開講座　▶P.31 WEB会場：A

	 座長：影山 葉子（浜松医科大学医学部看護学科）

 
PL	 家族の喪失と再生の物語－アルプスの少女ハイジ

 

○松永 美穂
 

早稲田大学文学学術院
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プログラム（指定演題）

2日目　9月 13日㊐
9：30 ～ 10：30 特別講演　▶P.30 WEB会場：A

	 座長：浅野 みどり（名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 看護科学）

 
SP	 医療者として・当事者として家族を語る：アタッチメント（愛着）とジェンダー

 

○田村 毅
 

田村毅研究室／思春期・家族精神科医

 
10：40 ～ 12：00 シンポジウム2　▶P.35 WEB会場：A

家族をひらく、家族がひらく	 座長：児玉 久仁子（東京慈恵会医科大学附属病院 看護部／家族支援専門看護師）

	 影山 葉子（浜松医科大学医学部看護学科）　
 

SY2-1	 家族に恵まれない子どもたちを支える中で学んだこと
 

○近藤 日出夫
 

中日青葉学園 児童心理治療施設わかば館

 
SY2-2	 養子縁組の子ども当事者の語りから問い直す「子どものため」の支援

 

○野辺 陽子
 

大妻女子大学人間関係学部人間関係学科社会学専攻

 
SY2-3	 まちがあそび場！まちがリビング！まちが家族！

 

○星野 諭
 

NPO 法人 コドモ・ワカモノまち ing・つむぎやさん
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プログラム（一般演題　口演【質疑応答】）

1日目　9月 12日圡
13：00 ～ 13：20 口演A群（終末期にある人と家族）　▶P.41 WEB会場：B

	 座長：竹熊 千晶（熊本保健科学大学　地域包括連携医療教育研究センター）

 
O-01	 がん終末期の意思決定で生じる家族内葛藤に対する家族支援専門看護師の実践

 

○蓮見 歩、中山 美由紀、井上 敦子
 

地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター

 
O-02	 在宅での看取りに向けた意思決定に対する家族支援の検討

 

○藤原 佳代子、樋口 妙子、金尾 知子
 

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央訪問看護ステーション

 
O-03	 終末期の自覚がない患者の緩和ケア病棟における退院支援
	 －本人と家族の葛藤から見えた本当の願いを支える－

 

○野尻 清香1）、柄澤 清美2）、海道 智美3）、柳原 清子4）、土山 和美3）、津田 朗子5）、
　斎藤 瑠華5）

 

1） 元小松市民病院 緩和ケア病棟、2） 新潟青陵大学 看護学部、3） 小松市民病院 緩和ケア病棟、
4）「渡辺式」家族看護研究会、5） 金沢大学医薬保健研究域保健学系

 
O-04	 肺がん終末期高齢患者の介護家族に対するケア

 

○橋崎 駿将、三枝 真理、漆原 智、釼持 恵
 

東海大学医学部付属病院

 
O-05	 在宅終末期患者の家族への看護支援

 

○福井 美貴1）、小風 彩子2）

 

1） 人間総合科学大学 保健医療学部 看護学科、2） 在宅リハビリ訪問看護ステーション春

 
13：45 ～ 14：05 口演B群（親となる人と家族）　▶P.46 WEB会場：B

	 座長：高橋 由紀（名古屋大学大学院医学系研究科看護科学コース）

 
O-06	 行政保健師が子育て中の家族と対話をするための工夫

 

○中畑 ひとみ1）2）、加藤 まり2）、門間 晶子3）

 

1） 藤田医科大学 保健衛生学部 看護学科、2） 名古屋市立大学大学院 看護学研究科 博士後期課程、
3） 名古屋市立大学大学院 看護学研究科

 
O-07	 知的障害を持つ母親と家族への支援

 

○田中 わか、徳岡 麻由
 

高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院

 
O-08	 胎児異常を告知された家族が告知から出産までの過程で形成する家族コミットメント

 

○岩田 明日香1）、瓜生 浩子2）

 

1） 東京都 北区 健康福祉部 健康推進課 滝野川健康支援センター、2） 高知県立大学 看護学部
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O-09	 新生児治療回復室における家族写真が家族形成に与える影響
 

○山竹 綾音、坂井 洋子、西田 牧子
 

金沢大学附属病院 看護部 新生児治療回復室

 
O-10	 先天性疾患のある子どもと家族が危機的状況を回避した支援
	 アギュララの問題解決型危機モデルを用いて振返る

 

○伊藤 百合香
 

杏林大学医学部付属病院 NICU

 
16：30 ～ 16：50 口演C群（家族看護に関する教育・研究）　▶P.51 WEB会場：B

	 座長：涌水 理恵（筑波大学　医学医療系　保健医療学域）

 
O-11	 家族支援専門看護師による現任教育
	 ～研修・コンサルテーション・研究を連動させた教育プロセスの一例

 

○三枝 真理、木村 藍子、園川 雄二、小泉 織絵、伊内 さゆり
 

東海大学医学部付属病院 看護部

 
O-12	 在宅・療養型病院に勤務する家族支援専門看護師の実践内容
	 ～フォーカスグループ・インタビューを用いて～

 

○櫻井 大輔1）、三枝 真理2）、園川 雄二2）、小泉 織絵2）、伊内 さゆり2）、井上 玲子1）

 

1） 東海大学 医学部 看護学科、2） 東海大学医学部付属病院

 
O-13	 対人支援領域における「ダイアローグ（対話）」の研究と実践に関する
	 国内文献レビュー

 

○加藤 まり1）、中畑 ひとみ1）2）、門間 晶子3）

 

1） 名古屋市立大学大学院 看護学研究科 博士後期課程、2） 藤田医科大学保健衛生学部看護学科、
3） 名古屋市立大学大学院看護学研究科

 
O-14	 家族システム看護モデルを導入した発達障害児の家族支援の実際と課題

 

○滝口 里美、松森 直美
 

県立広島大学 保健福祉学部 看護学科
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プログラム（一般演題　口演【質疑応答】）

2日目　9月 13日㊐
9：00 ～ 9：20 口演D群（急性の健康問題をもつ人と家族）　▶P.55 WEB会場：B

	 座長：藤野 崇（近畿大学病院　看護部）

 
O-15	 段階的に心臓修復術を受けた子どもをもつ家族に、
	 病棟看護師が継続的に関わることの効果

 

○光藤 友美、西村 早紀
 

愛媛大学医学部附属病院

 
O-16	 食道亜全摘術を受ける食道がん患者の呼吸訓練に対する家族の認識

 

○迫田 典子
 

東京医療学院大学 保健医療学部 看護学科

 
O-17	 集中治療室で関わりが難しいと感じる家族に関わる看護者の体験

 

○松石 由美子1）、長戸 和子2）、瓜生 浩子2）、池添 志乃2）

 

1） 福岡市民病院、2） 高知県立大学 看護学部

 
O-18	 急性冠症候群で緊急カテーテル検査・治療を受けた患者家族の救急外来における
	 心理状況に関する研究

 

○杉村 友美1）、水野 春菜1）、柴田 実紀1）、伊藤 桃子1）、秋元 美佐枝1）、影山 葉子2）

 

1） 浜松医科大学医学部附属病院、2） 浜松医科大学 医学部 看護学科

 
13：20 ～ 13：40 口演E群（子どもと家族）　▶P.59 WEB会場：A

	 座長：塩飽 仁（東北大学大学院医学系研究科保健学専攻　家族支援看護学講座　小児看護学分野）

 
O-19	 療育教室通園中の幼児を持つ母親を対象としたペアレントトレーニングの評価

 

○荒木田 美香子1）、藤田 千春2）

 

1） 川崎市立看護短期大学、2） 国際医療福祉大学

 
O-20	 ΡΙCUに長期入院している児の母親が認知する学童期のきょうだいの変化や思い

 

○湯田坂 彩
 

東京都立小児総合医療センター

 
O-21	 思春期・青年期の小児慢性疾患患者への妊孕性、妊娠・出産に関する情報提供
	 －親へのインタビュー調査－

 

○森崎 真由美1）2）、小林 明日香1）2）、キタ 幸子1）2）、佐藤 伊織1）2）、関口 ひろみ3）、
　梶保 祐子4）、佐藤 敦志4）、上別府 圭子1）2）

 

1） 東京大学大学院医学系研究科附属 グローバルナーシングリサーチセンター、
2） 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野、
3） 東京大学医学部附属病院 看護部、4） 東京大学医学部附属病院 小児科

 
O-22	 青年期クローン病患者の家族が行う療養行動への支援内容

 

○田村 晃
 

自治医科大学附属病院
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O-23	 初発乳がん患者が病気や治療について子どもと共有していくプロセス
 

○豊田 孝子1）、服部 淳子2）、柴 邦代2）

 

1） 岡崎市民病院、2） 愛知県立大学 看護学部

 
14：00 ～ 14：20 口演F群（慢性の健康問題をもつ人と家族）　▶P.64 WEB会場：A

	 座長：高見 紀子（北里大学病院　トータルサポートセンター　家族支援専門看護師）

 
O-24	 筋萎縮性側索硬化症（ALS)患者の人工呼吸器装着を代理判断した家族の体験

 

○渡邉 一枝1）、伊藤 隆子2）

 

1） 順天堂大学医学部附属浦安病院、2） 順天堂大学大学院医療看護学研究科

 
O-25	 中高年の精神障がいをもつ人の家族の危機とそれに対する看護職等の支援

 

○原田 真澄1）2）、式守 晴子3）

 

1） 日本赤十字豊田看護大学 看護学部、2） 聖隷クリストファー大学大学院 看護学研究科 博士後期課程、
3） 聖隷クリストファー大学

 
O-26	 SNS上の患者会における活動とがん患者の孤独感・QOLに関する研究

 

○大城 怜1）2）、小林 明日香1）2）、目 麻里子2）3）、西口 洋平4）、上別府 圭子1）2）

 

1） 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野、
2） 東京大学大学院医学系研究科付属グローバルナーシングリサーチセンター、
3） 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 高齢者在宅長期ケア看護学／緩和ケア看護学分野、
4） 一般社団法人キャンサーペアレンツ

 
O-27	 成人がん患者の孤独感を測定する「日本語版Cancer	Loneliness	Scale」の開発

 

○小林 明日香1）2）、大城 怜1）2）、目 麻里子2）3）、西口 洋平4）、上別府 圭子1）2）

 

1） 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野、
2） 東京大学大学院医学系研究科付属グローバルナーシングリサーチセンター、
3） 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 高齢者在宅長期ケア看護学／緩和ケア看護学分野、
4） 一般社団法人キャンサーペアレンツ

 
14：40 ～ 14：55 口演G群（高齢者の健康と家族）　▶P.68 WEB会場：A

	 座長：渕田 英津子（名古屋大学大学院医学系研究科　総合保健学専攻 地域包括ケア開発看護学 老年看護学）

 
O-28	 後期高齢患者の健康状態・家族背景と退院先決定との関係

 

○竹下 みのり1）、小椋 正道2）、井上 玲子2）

 

1） 東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻、2） 東海大学 医学部看護学科 臨床応用看護系

 
O-29	 在宅療養高齢者の訪問看護の利用と家族のウェルビーイングとの関連
	 ：前向きコホート研究

 

○福井 千絵、野口 麻衣子、五十嵐 歩、目 麻里子、稲垣 安沙、片山 真登香、
　山本 則子

 

東京大学大学院医学系研究科 高齢者在宅長期ケア看護学分野

 
O-30	 高齢者に対する家族内暴力の要因に関する検討
	 －家族内勢力と家族の価値観に着眼した家族支援－

 

○浅岡 裕子
 

藤田医科大学 保健衛生学部 看護学科 成人看護学
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プログラム（一般演題　示説）

示説（地域で暮らす人と家族）　▶P.73 
	
 

P-01	 長期在宅療養者とその家族への家族システムに注目した
	 訪問看護実践に関する事例報告

 

○長谷川 さおり1）、穴吹 浩子2）、河原 宣子3）

 

1） 紀南医師会 訪問看護ステーション ほほえみ、2） 京都第二赤十字病院、3） 京都橘大学 看護学部

 
P-02	 訪問看護に携わる看護師が事例検討で振り返りを望むケースの特徴

 

○浅野 みどり1）、小野 里衣2）、河村 江里子2）3）

 

1） 名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻、
2） 名古屋大学大学院 医学系研究科 看護学専攻 博士後期課程、3） 大垣市民病院

 
P-03	 独居要介護高齢者の安全を守る訪問看護実践と
	 アドバンス・ケア・プランニング（ACP）

 

○藤谷 なおみ1）、志賀 茉利子1）、河田 眞理子2）、畠山 とも子3）

 

1） ときわ会 訪問看護ステーション きゅあ、2） 医療創生大学看護学部、3） 駒沢女子大学看護学部

 
P-04	 シングル男性介護者の在宅介護と就労の両立における困難と課題

 

○田中 結花子1）2）、青石 恵子3）

 

1） 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健医療学専攻 看護学分野 研究生、2） 修文大学看護学部、
3） 熊本大学大学院生命科学研究部

 
P-05	 高齢介護者の社会的孤立予防における課題

 

○永井 眞由美、堀井 利江
 

安田女子大学 看護学部 看護学科 在宅看護学

 
P-06	 福島県における訪問看護の現状と課題
	 ～訪問看護ステーションを利用している療養者の現状と要望～

 

○畠山 とも子1）、吉田 和樹2）

 

1） 駒沢女子大学 看護学部 看護学科、2） 医療創生大学 看護学部 看護学科

 
P-07	 福島県における訪問看護の現状と課題
	 ～訪問看護ステーションを利用している家族の現状と要望～

 

○吉田 和樹1）、畠山 とも子2）

 

1） 医療創生大学 看護学部 看護学科、2） 駒沢女子大学 看護学部 看護学科

 
示説（慢性の健康問題をもつ人と家族）　▶P.80 
	
 

P-08	 脳卒中患者の家族が統御力を獲得するプロセス～妻を介護するB氏の事例を通して～
 

○犬飼 智子
 

岡山県立大学保健福祉学部看護学科
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示説（災害と家族）　▶P.81 
	
 

P-09	 ソーシャルネットワークを活用した災害時患者安否確認と訓練を通した課題
 

○武田 知子
 

公立陶生病院 患者支援センター 在宅医療室

 
示説（親となる人と家族）　▶P.82 
	
 

P-10	 出産前教育におけるペアレンティングに関する文献検討
 

○那須 明美
 

山陽学園大学 看護学部 看護学科

 
P-11	 産前の教育的介入における方法及びその効果に関するシステマティックレビュー

 

○阿川 勇太1）、中山 美由紀2）

 

1） 兵庫医療大学 看護学部 看護学科、2） 大阪府立大学 地域保健学域 看護学類

 
P-12	 フランスの助産師役割と妊婦の意思決定を支える4段階の個別面談の特徴

 

○内藤 直子1）3）、朝岡 みゆき2）

 

1） 岐阜保健大学 看護学部、2） 岐阜保健短期大学 看護学科 非常勤講師、
3） 東京大学 大学院医学系研究科 健康科学・家族看護学

 
P-13	 医療者が捉える精神障害をもつ女性の妊娠・出産・育児体験の特性とニーズ

 

○永井 真寿美、佐東 美緒、藤代 知美、長戸 和子
 

高知県立大学 看護学部

 
P-14	 多胎児を育児していた母親が認識した家族からのサポートに関する文献検討

 

○横山 直美1）、藤田 千春2）

 

1） 国際医療福祉大学院 医療福祉学研究科 保健医療学専攻 看護学分野、
2） 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科 小児看護学領域

 
示説（子どもと家族）　▶P.87 
	
 

P-15	 NICUにおける危機的状況下の家族への家族形成支援
	 医療者と家族の意思が異なる事例から

 

○近藤 沙季、岩月 悦子、野田 由加
 

あいち小児保健医療総合センター NICU

 
P-16	 時期別にみたNICUにおける家族アセスメントの実態

 

○玉田 綾子1）、服部 淳子2）、柴 邦代2）

 

1） 名古屋第一赤十字病院、2） 愛知県立大学 看護学部
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P-17	 NICUから乳幼児外科病棟へ転棟したこどもを持つ母親の思い
 

○渡部 未来、渡邉 茜、松本 幸子
 

神奈川県立こども医療センター 乳幼児外科病棟 看護師

 
P-18	 13・18トリソミーの子どもをもつ家族への支援に関する国内文献の検討

 

○葛西 香織1）、杉村 篤士2）、井上 玲子3）

 

1） 東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻 家族看護学、
2） 東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻 小児看護学、
3） 東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻 小児・家族看護学

 
P-19	 ダウン症の子どもをもつ家族の子どもの成長発達に伴う家族ニーズの変化

 

○牧野 彩夏1）、藤井 わかば2）、本田 順子3）

 

1） 兵庫県立こども病院、2） 神戸大学医学部附属病院、3） 兵庫県立大学看護学部

 
P-20	 ペアレントトレーニングによる家族の心理状態の変化に関する国内文献の検討

 

○小林 佳寛1）、藤田 千春2）、高柳 亜紀1）

 

1） 国際医療福祉大学大学院 保健医療学専攻、2） 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部

 
P-21	 シングルマザーの子育てに関する国内文献レビュー（2005-2018）
	 －離婚を前向きに捉えられる子育て支援－

 

○藤本 美穂、浅野 みどり
 

京都先端科学大学 健康医療学部 看護学科

 
P-22	 概日リズム睡眠覚醒障害患者へSFE/FTA-Jを使用した生活時間の変化の可視化と
	 その有用性

 

○堀田 教史、入江 聡子、清水 樹里、西峪 杏奈、笹本 京子
 

兵庫県立リハビリテーション中央病院

 
P-23	 医療的ケア児の両親に対するターミナルケアの一事例

 

○安永 一江、千葉 知恵美、鈴木 郁
 

鶴岡市立荘内病院 小児病棟

 
示説（急性の健康問題をもつ人と家族）　▶P.96 
	
 

P-24	 ICU面会時間における患者家族の満足度調査
 

○藤原 章大
 

一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院

 
P-25	 A病院ICU看護師の家族看護に対する困難感について

 

○前島 梨沙、小山 智美、澄川 仁志、森川 みゆき
 

島根大学医学部付属病院 看護部

 
P-26	 集中治療室における家族カンファレンスの概念分析

 

○村田 光章1）、安武 綾2）、井上 玲子1）

 

1） 東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻 小児・家族看護学領域、
2） 熊本大学大学院 生命科学研究部 地域看護学
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示説（終末期にある人と家族）　▶P.99 
	
 

P-27	 終末期を病院で過ごす高齢者の家族支援に関する文献検討
 

○池添 貴子
 

国際医療福祉大学

 
P-28	 終末期患者の自宅退院への夫婦の温度差を解消する
	 家族支援専門看護師の家族看護実践

 

○城 真美1）、小野 美雪2）、萩原 智子3）、島田 なつき4）、米田 愛5）、松本 修一6）

 

1） 幹在宅看護センター、2） 社会医療法人 誠光会 草津総合病院、3） 訪問看護リハビリ はるかぜ豊田、
4） 市立伊丹病院、5） 兵庫県立尼崎総合医療センター、6） 滋賀県立総合病院

 
P-29	 終末期の夫をもつ妻への介入

 

○櫻井 春美
 

戸塚共立第 1 病院

 
P-30	 わが国の遺族会（SHG）の活動目的・内容に関する文献検討

 

○河合 真紀子、井上 玲子
 

東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻 家族看護学領域

 
示説（家族看護に関する教育）　▶P.103 
	
 

P-31	 家族支援専門看護師による「よろず相談」の取組み（第1報）
	 日本家族看護学会学術集会における3年間の実績

 

○藤井 淳子1）、関根 光枝2）、今井 美佳3）、加藤 智子4）、三枝 真理5）、櫻井 大輔6）、
　永冨 美知子7）、藤原 真弓8）、山内 文9）

 

1） 東京女子医科大学病院、2） 日本赤十字広尾訪問看護ステーション、3） 佐久総合病院佐久医療センター、
4） 聖隷浜松病院、5） 東海大学医学部付属病院、6） 東海大学医学部看護学科、7） 名古屋第二赤十字病院、
8） 堺市立総合医療センター、9） 大阪府立病院機構大阪母子医療センター

 
P-32	 家族支援専門看護師による「よろず相談」の取組み（第2報）
	 家族支援専門看護師の相談対応の分析

 

○関根 光枝1）、藤井 淳子2）、浅岡 裕子3）、石渡 未来4）、井上 敦子5）、佐藤 律子6）、
　澤田 紀子7）、野々山 敦夫8）、森川 真理9）、米田 愛10）

 

1） 日本赤十字広尾訪問看護ステーション、2） 東京女子医科大学病院、
3） 藤田医科大学 保健衛生学部看護学科、4） 横浜市立市民病院、5） 大阪府立大学 看護学研究科、
6） 神奈川県立こども医療センター、7） 東京医科大学病院、8） 愛知県医療療育総合センター、
9） 公立大学法人横浜市立大学附属病院、10） 兵庫県立尼崎総合医療センター

 
P-33	 家族看護コンサルテーションの内容と家族支援専門看護師へのニーズ

 

○井上 敦子1）、藤原 真弓2）、中山 美由紀1）

 

1） 大阪府立大学大学院 看護学研究科、2） 堺市立総合医療センター
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P-34	 統合看護実習においてウェブ会議ツールを用いた
	 ヴァーチャル家族インタビューの実施経験

 

○法橋 尚宏、平野 智佳子、堀口 範奈
 

神戸大学大学院 保健学研究科 家族看護学分野

 
P-35	 東北家族ケア研究会活動報告

 

○本田 香織1）、七海 麻美2）、加藤 久美3）、河田 真理子4）、児玉 久仁子5）、
　畠山 とも子6）

 

1） 一般財団法人脳神経疾患研究所看護小規模多機能型居宅介護事業所在宅看護センター結の学校、
2） 一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院、3） 恩賜財団済生会川俣病院、4） 医療創生大学、
5） 東京慈恵会医科大学付属病院、6） 駒沢女子大学

 
示説（家族看護学に関する研究）　▶P.108 
	
 

P-36	 特定機能病院家族支援専門看護師（FCNS）におけるコンサルテーションの実践報告
 

○伊内 さゆり、三枝 真理、園川 雄二、小泉 織絵、木村 藍子
 

東海大学医学部付属病院

 
P-37	 わが国の家族支援専門看護師が行う“実践”の概念分析

 

○井上 玲子1）、鈴木 和子2）、安武 綾3）、松坂 由香里4）、高見 紀子5）、櫻井 大輔1）、　
　葛西 香織6）、河合 真紀子6）、村田 光章6）

 

1） 東海大学 医学部 看護学科、2） 家族支援リサーチセンター湘南、3） 熊本大学、4） 神奈川県立保健福祉大学、
5） 北里大学病院、6） 東海大学健康科学研究科看護学専攻

 
P-38	 家族ケア／ケアリング理論における自己実現と他己実現に関する文献検討

 

○冷 佳月、法橋 尚宏
 

神戸大学大学院 保健学研究科 家族看護学分野

 
P-39	 家族レジリエンスが発揮されている状態に関する文献検討

 

○木島 夏海、橋本 明音、法橋 尚宏
 

神戸大学大学院 保健学研究科 家族看護学分野

 
P-40	 臨床研究コーディネーターとして認識する家族支援に関する文献検討

 

○久保田 千景1）、根本 順子2）

 

1） 国立大学法人 九州大学病院、2） 兵庫大学 看護学部 看護学科
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プログラム（委員会企画・交流集会）

1日目　9月 12日圡
10：40 ～ 12：00 委員会横断企画　▶P.115 WEB会場：A

	
 

COVID-19感染拡大をうけて家族に何がおこったか？
～さまざまな医療・介護・療養現場からの情報発信～

 

○井上 玲子1）、児玉 久仁子2）、荒木田 美香子3）、上別府 圭子4）、井上 敦子5）、
　鈴木 和子6）、式守 晴子7）、安武 綾8）

 

1） 東海大学医学部看護学科／日本家族看護学会将来構想委員会、
2） 東京慈恵会医科大学附属病院／日本家族看護学会教育促進委員会（実践促進班）、
3） 川崎市立看護短期大学／日本家族看護学会広報委員会、
4） 東京大学大学院医学系研究科／日本家族看護学会理事長、
5） 大阪府立大学地域保健学域看護学類／日本家族看護学会教育促進委員会（実践促進班）、
6） 家族支援リサーチセンター湘南／日本家族看護学会評議員、
7） 聖隷クリストファー大学／日本家族看護学会監事、
8） 熊本大学大学院生命科学研究部／日本家族看護学会将来構想委員会

 
14：40 ～ 15：50 編集委員会企画　▶P.116 WEB会場：B

	
 

学会発表から論文に投稿しよう！～実践編～
 

○奈良間 美保1）、中山 美由紀2）、山内 文3）、茂本 咲子4）、辻村 真由子5）、
　二宮 啓子6）、深堀 浩樹7）、古瀬 みどり8）、マルティネス 真喜子9）、伊藤 弘子9）

 

1） 都橘大学看護学部（編集委員会）、2） 大阪府立大学大学院看護学研究科（編集委員会）、
3） 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、4） 岐阜県立看護大学（編集委員会）、
5） 千葉大学大学院（編集委員会）、6） 神戸市看護大学（編集委員会）、7） 慶応義塾大学（編集委員会）、
8） 山形大学大学院（編集委員会）、9） 京都橘大学（編集委員会）

 
13：00 ～ 14：30 社会活動・政策委員会企画　▶P.117 WEB会場：C

	
 

家族志向の小児期から成人期への移行期ケア：トランジッション・ケア
 

○塩飽 仁1）、中込 さと子2）、吉岡 さおり3）、桐明 あゆみ4）、加澤 佳奈5）

 

1） 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻、2） 信州大学医学部保健学科看護学専攻、
3） 京都府立医科大学大学院 保健看護学研究科、4） 久留米大学医学部看護学科、
5） 広島大学大学院医系科学研究科
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10：40 ～ 12：00 交流集会1　▶P.122 WEB会場：B

	
 

機能不全家族の問題と回復に向けた介入方法－看護職は児童虐待にどう向き合うか－
 

○日下 修一、和田 佳子
 

聖徳大学看護学部

 
10：40 ～ 12：00 交流集会2　▶P.123 WEB会場：C

	
 

WEB(インターネット)を用いた親子支援、家族支援の試みについて
Internet-Parent	Child	Interaction	Therapy（I-PC	I	T）、
Internet-Child	Adult	Relationship	Enhancement（I-CARE）With	Family

 

○古澤 亜矢子1）、服部 希恵2）

 

1） 日本福祉大学 看護学部 看護学科、2） 名古屋第一赤十字病院／精神看護専門看護師

 
15：20 ～ 16：40 交流集会3　▶P.124 WEB会場：C

	
 

家族のストーリーとドラマに寄り添うための家族クロニクル
（家族同心球環境理論の機能性項目）

 

○法橋 尚宏、堀口 範奈、渡邉 幹生、川端 愛野、木島 夏海
 

神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野（家族支援 CNS コース）

 



日本家族看護学会第27回学術集会（2020年）24

プログラム（委員会企画・交流集会）

2日目　9月 13日㊐
15：20 ～ 16：40 教育促進委員会企画　▶P.118 WEB会場：A

	
 

わかりやすい事例検討の進め方～効果的なファシリテーションとは
 

○児玉 久仁子1）、井上 玲子2）、井上 敦子3）、藤原 真弓4）、藤井 真樹5）

 

1） 東京慈恵会医科大学附属病院、2） 東海大学医学部看護学科、3） 大阪府立大学、
4） 堺市立総合医療センター、5） 川崎市立多摩病院

 
10：40 ～ 12：00 教育促進委員会企画　▶P.119 WEB会場：B

	
 

基礎教育における効果的な家族看護学教育の方法
 

○山口 桂子1）、瓜生 浩子2）、中村 由美子3）

 

1） 日本福祉大学看護学部／教育促進委員会委員、2） 高知県立大学看護学部／教育促進委員会委員、
3） 文京学院大学保健医療技術学部看護学科／教育促進委員会委員

 
10：40 ～ 12：00 国際交流委員会企画　▶P.120 WEB会場：C

	
 

国際学会発表のすすめ－家族看護のネットワークを世界に広げよう－
 

○池田 真理1）、荒木 暁子2）、上野 里絵3）、本田 順子4）、山花 令子5）、山本 弘江6）

 

1） 東京女子医科大学看護学部、2） 日本看護協会、3） 東京医科大学医学部看護学科、
4） 兵庫県立大学看護学部、5） 東京医療保健大学千葉看護学部、6） 愛知医科大学看護学部

 
13：40 ～ 15：00 研究促進委員会企画　▶P.121 WEB会場：C

	
 

第5回家族看護学研究セミナー
臨床で活用できる『家族看護学研究』のエビデンスはどこまで来たか？

 

○法橋 尚宏1）、小林 京子2）、堀口 範奈1）、西垣 佳織2）

 

1） 神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野、2） 聖路加国際大学大学院小児看護学分野
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9：00 ～ 10：20 交流集会4　▶P.125 WEB会場：C

	
 

在宅で重症児を養育する家族へのエンパワメントプログラムの開発報告と
全国展開に向けた検討

 

○涌水 理恵1）、藤岡 寛2）、西垣 佳織3）、佐藤 伊織4）、松澤 明美5）、市川 睦2）、
壹岐 聡恵6）、後藤 あゆみ6）、海野 潔美7）

 

1） 筑波大学 医学医療系 保健医療学域 発達支援看護学、
2） 茨城県立医療大学 保健医療学部 看護学科 小児看護学、
3） 聖路加国際大学大学院 看護学研究科 小児看護学、
4） 東京大学大学院 医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学、
5） 茨城キリスト教大学 看護学部 看護学科 小児看護学、
6） 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 看護科学専攻 発達支援看護学、
7） 常磐大学 看護学部 看護学科 地域在宅領域

 
13：40 ～ 15：00 交流集会5　▶P.126 WEB会場：B

	
 

「渡辺式」事例検討会のお道具箱：現場で役立ツールの開発と工夫
 

○田口 かよ子1）、松本 修一2）、垣見 留美子3）、岡田 辰江4）、石井 由紀子5）、
金澤 比呂美6）、株崎 雅子7）

 

1） 姫路赤十字病院、2） 滋賀県立総合病院、3） 長浜赤十字病院、4） 県立広島病院、5） 千葉市立海浜病院、
6） 大津赤十字病院、7） 埼玉県立小児医療センター

 
15：20 ～ 16：40 交流集会6　▶P.127 WEB会場：B

	
 

「渡辺式」家族アセスメント/支援モデル　その11
－意思決定支援シートとACPの家族対話をつくるスキル－

 

○柳原 清子1）、木村 藍子2）、藤村 望3）、今井 美香4）、櫻井 大輔5）、澤田 紀子6）

 

1）「渡辺式」家族看護研究会 代表、2） 東海大学医学部付属病院 血液内科病棟（家族支援専門看護師）、
3） 船橋市立医療センター 外来（家族支援専門看護師）、
4） 佐久医療センター 患者サポートセンター（家族支援専門看護師）、
5） 東海大学 医学部 看護学科（家族支援専門看護師）、
6） 宮崎大学大学院 生命・医療倫理学講座（家族支援専門看護師）

 
15：20 ～ 16：40 交流集会7　▶P.128 WEB会場：C

	
 

専門看護師が組織の中で活躍するには：専門看護師と管理者のそれぞれの視点
 

○本田 順子1）、永冨 宏明2）、島田 なつき3）、伊藤 咲季4）

 

1） 兵庫県立大学看護学部、2） 加古川中央市民病院機構 加古川中央市民病院、3） 市立伊丹病院、
4） 国立病院機構 東京医療センター

 




