
一般演題（ポスター）妊娠期のケア・1    3月19日（土）10：40～11：16 会議室5b（第7会場） 
座長：入山 茂美（名古屋大学） 

P－1 院内助産で分娩予定の妊婦における自然分娩への意識とセルフケアとの関連 
○五十嵐稔子1) 中西伸子1)  西幸江2)   中上幸2)   脇田満里子3) 

1)奈良県立医科大学大学院看護学研究科  2)奈良県立医科大学附属病院メディカルバースセンター 
3)元京都光華女子大学健康科学部看護学科 

P－2 院内助産で分娩予定の妊婦のセルフケア行動が分娩に与える影響 
○中西伸子1) 五十嵐稔子1) 西幸江2)   中上幸2)   脇田満里子3) 

1)奈良県立医科大学大学院看護学研究科  2)奈良県立医科大学附属病院メディカルバースセンター 

3)元京都光華女子大学健康科学部看護学科 

P－3 長距離移動妊婦の分娩に関する心配と準備 
○植木瞳1) 林佳子2)  相馬深輝2）   正岡経子1)

1)札幌医科大学保健医療学部看護学科   2)札幌医科大学助産学専攻科 

P－4 A病院における後期母親学級の評価と妊婦のニーズ 
山田智奈美 

大阪市立十三市民病院 

P－5 妊娠初期の腰痛・骨盤痛とその関連要因に関する検討 
○植村裕子1)  葉久真理2)

1)香川県立保健医療大学 2)徳島大学大学院医歯薬学研究部 

P－6 妊婦による腹部へのタッチングと胎児愛着との関連 
○大串和花1) 大石和代2) 永橋美幸2) 

1)長崎大学病院 2)長崎大学医歯薬学総合研究科 

一般演題（ポスター）妊娠期のケア・2  3月19日（土）11：21～11：51 会議室5b（第7会場）
座長：白石 三恵（大阪大学） 

P－7 妊娠初期からの骨盤ベルト使用によるマイナートラブル予防の効果 
○堀田真理1)   石井里奈1)    小森麻央1)   高木久美子1) 矢野真理1) 藤原郁 2) 久納智子2) 

1)藤田保健衛生大学病院 2)藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 

P－8 身体感覚活性化マザークラスに参加した妊婦のバースプランおよび出産体験 
○石村美由紀 佐藤香代 小林絵里子 吉田静 鳥越郁代 
福岡県立大学看護学部 

P－9 妊娠期の妻を持つ夫の不安 
○藤原弘子1) 四宮美佐恵2) 

1)福山平成大学助産学専攻科 2)新見公立大学助産学専攻科 

P－10 妊婦の精神的ストレスに関するBiomarkersとSelf-reported psychological distress： 
文献レビュー 
○椿真紀子 我部山キヨ子 

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

P－11 妊産褥婦が自覚する身体症状に関する実態調査 
○関口綾子 井本寛子 大野芳江 池田寛子 今井綾子 三木良恵 

日本赤十字社医療センター看護部 



一般演題（ポスター）ハイリスク妊娠他  3月19日（土）14：20～14：50 会議室5b(第7会場)  
座長：中井 葉子（京都大学医学部附属病院） 

P－12 産婦人科クリニックにおける妊娠期からの児童虐待予防  －特定妊婦の支援から見えてきた課題－ 
○長谷川鈴恵1) 宮崎つた子2) 井倉一政2) 柳瀬幸子1) 

1)医療法人碧会ヤナセクリニック 2)三重県立看護大学看護学部看護学科 

P－13 妊娠期・産褥期の身体的変化が重心動揺に与える影響 
○松岡あやか 兵頭慶子 

宮崎大学医学部看護学科 

P－14 合併症妊婦を対象としたハイリスク産科医療施設における周産期データのレトロスペクティブ調査 
○松崎菜美1)  川村由香子1) 赤松利笑1) 中村千佳子1) 赤星衣美1) 江藤宏美2)

1)長崎大学病院 2)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

P－15 常位胎盤早期剥離を起こした妊婦に対する助産師のアセスメントとケア 
○髙木由希 片岡弥恵子 

聖路加国際大学 

P－16  VBAC（帝王切開後経腟分娩）に挑戦した女性の出産体験－個別分析の結果－ 
〇鳥越郁代1)    横手直美 2)    山下恵2) 

1)福岡県立大学看護学部   2)中部大学大学院生命健康科学研究科 

一般演題（ポスター）産褥期のケア 3月19 日（土）14：55～15：31   会議室5b（第7会場） 
座長：竹澤 恵（洛和会京都厚生学校） 

P－17 産後２週間健診導入による産後うつへの効果 
奥寺睦子 

三沢市立三沢病院 

P－18 アロマオイルを用いた足浴の褥婦に対する効果に関する文献レビュー 
○小川千晶    白石三恵

大阪大学医学部保健学科 

P－19 産後1か月健診時の母体BMI分類による産後1か月間の体重減少量に関連する要因 
○松崎政代1） 松本弘子2） 白石三恵1）,3） 小林里沙1）   渡部紗智1） 春名めぐみ1） 

1)東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻   2)大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 

3)東京大学医学部附属病院 

P－20 マターナルボンディングの影響要因としての母親の睡眠  －1ヶ月健診における横断調査より－ 
○下中壽美  玉城清子

沖縄県立看護大学 

P－21  産後1か月に児がNICUに入院中の母親と児が退院後の母親の身体疲労と心理状態、支援の比較 
○森久美子1) 髙田律美1) 岡 靖哲 2) 

1)愛媛県立医療技術大学 2)愛媛大学医学部附属病院 

P－22  産後女性が活用できる骨盤底筋訓練アプリケーションソフトウェアの調査 
○木内佳織 大橋一友 

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 



一般演題（ポスター）思春期のケア   3月19日（土）15：36～16：24 会議室5b(第7会場) 
座長：鈴井 江三子（兵庫医療大学） 

P－23 思春期の性に関する子育て講演会に参加した親の講演会後の思い 
岡﨑愉加 

岡山県立大学保健福祉学部 

P－24 子どものセクシャリティに関する親の認識  －小学4～6年生を持つ母親に着目して－ 
○久保田美雪1)  渡邊典子1) 小柳恭子2)  

1)新潟青陵大学看護学部看護学科 2)とくなが女性クリニック 

P－25 高校生に模擬人形を用いた育児体験学習の評価 
○井上さくら1) 永橋美幸2)

1)久留米大学病院総合周産期母子医療センター産科部門  2)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座 

P－26 思春期ピアカウンセリング・コーディネーター研修会の実践報告 
○齊藤佳余子   笹野京子   松井弘美   二川香里 長谷川ともみ

富山大学大学院医学薬学研究部 

P－27 女子大学生を対象とした子宮頸がん検診に対する意識と受診行動についての実態調査 
○山口典子 中山和美 淺島宏美 下山博子 塚本康子 

新潟医療福祉大学健康科学部看護学科母性看護学・助産学 

P－28 大学生の子ども世話経験と性役割意識との関係 
○小野智佐子 長尾嘉子

国際医療福祉大学小田原保健医療学部 

P－29 東日本大震災後における女子大学生のリプロダクティブ・ヘルスに関する意識 
－妊娠・出産に対する意識の福島県内・県外比較－ 
○品川美紀子1),2) 寺口顕子3) 北川眞理子3) 
1)元名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程助産学分野 2)名古屋市立西部医療センター 

3)名古屋市立大学大学院看護学研究科  

P－30 更年期女性のストレス軽減へのアロマ芳香浴の効果－日本古来の精油での試み－ 
○夏山洋子 岡本留美 矢野惠子

明治国際医療大学看護学部 

神原祐美



一般演題（ポスター）子育て支援・１      3月19日（土）10：40～11：16 会議室5a（第7会場）      
座長：伊藤 良子（京都看護大学） 
 
P－31 乳児期の双子を養育する母親の産後５カ月と８カ月における育児への想い 

○島袋絹代1)        鶴巻陽子2)   

1)名護市役所   2)名桜大学人間健康学部看護学科 

 
P－32 関東圏における共働き夫婦の「小１の壁」に関する研究 

○小野智佐子       長尾嘉子      
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 

 
P－33 1歳6か月の子どもを育てている母親の体調と関連要因 

○安田孝子    
浜松医科大学医学部看護学科 

 
P－34 母児双方の大脳皮質活動から評価するインファントマッサージの快情動の検証 

○渡邊浩子1)      田中弥生2)      能町しのぶ3) 
1)大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻   2)京都光華女子大学健康科学部看護学科   
3)筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻 

 
P－35 ベビーマッサージの部位による母親の快情動に違いはあるのか 

－マッサージ中の心拍変動からの検証－ 
○田中弥生1)     渡邊浩子2)     能町しのぶ3) 

1)京都光華女子大学   2)大阪大学大学院医学区系研究科保健学専攻   
3)筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻 

 
P－36 親への移行期における夫婦関係の良好さを支援するプログラムの効果 

ー出産後３～４か月の自由記述の分析ー 
三上由美子 

防衛医科大学校医学教育部看護学科 

 
 
一般演題（ポスター）ウィメンズヘルス     3月19日（土）11：21～11：51 会議室5a（第7会場）      
座長：藤井 ひろみ（神戸市看護大学） 
 
P－37 恥骨結合上端部開角（PSA）と骨盤外計測値の関連 

○安達久美子      西内友里  

首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

 
P－38 生殖補助医療（ART）における自己決定権の概念 

○瀧川由美子     関永信子     田村博美 

藍野大学 

 
P－39 若年女性の大腿周径及び大腿四頭筋筋厚と大腿四頭筋筋力との関係 

○大石和代1)  永橋美幸1)  山本直子1)  赤星衣美2)   坪田幸子2)   江藤宏美1) 

1)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻   2）長崎大学病院 

 
P－40 看護における「美徳のことば」を用いたコミュニケーション方法の実践と今後の可能性について 

○浦山晶美     田中和子     青木美紀 
山口県立大学別科助産専攻看護栄養学部  

 
P－41 明治期の産婆テキストからみた産婆活動 

小山田信子 
東北大学大学院医学系研究科 

 
 
 



一般演題（ポスター）助産管理        3月19日（土）14：20～15：02   会議室5a(第7会場)     
座長：郷原 寛子（県立広島大学） 
 
P－42 産科単科病棟における助産ケアの質向上に向けた業務改善の過程 

○新田美里   武田恵美  小澤めぐみ  谷本美保子  坂上とし子  赤山美智代  井本寛子 
日本赤十字社医療センター 

 
P－43 周産期医療における組織的な安全管理システムの現状と課題 

川村紀子     
千葉県立保健医療大学  

 
P－44 開業助産師が準備している助産事故発生時の初期対応計画 

○髙島葉子1)     塚本康子2)      
1)新潟県立看護大学看護学部  2)新潟医療福祉大学健康科学部 

 
P－45 院内助産システムを運営する看護管理者が捉えたマネジメント上の課題と解決への取り組み 

木村きよみ 
元日本赤十字九州国際看護大学大学院看護学研究科 

 
P－46 院内助産所の費用効果分析 －従来の産科の出産との比較－ 

河野 幸子 
金沢大学大学院 

 
P－47 産科混合病棟に関する研究動向 

○鈴木由美1)     古賀裕子2)     島田葉子3) 
1),2)桐生大学 3)足利工業大学 

 
P－48 NICUにおける家族中心のケア(FCC)の理念に基づく面会方針およびケア方針、看護管理者のスタッフ

に対する教育・管理の実態 
浅井宏美 

埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 
 

 
一般演題（ポスター）助産師教育        3月19日（土）15：07～15：43  会議室5a(第7会場)      
座長：山名 香奈美（奈良県立医科大学） 
 
P－49 大学院助産師教育におけるアクティブラーニング活性化のためのTeam-Based Learning 

教育方法の開発 
○喜多里己  斎藤英子  千葉邦子  山本由香  久保昌子  井村真澄 

日本赤十字看護大学大学院 
 
P－50 母性看護学実習前後の学生の対児感情の変化とその要因の検討 

○田中和子1)     浦山晶美1)     青木美紀2) 
1)山口県立大学看護栄養学部看護学科，別科助産専攻   2)山口県立大学看護栄養学部看護学科 

 
P－51 母性看護学(講義・実習)での学びが影響する母性意識の学年比較 

○久保田隆子1) 
1)高崎健康福祉大学・大学院  

 
P－52 母性看護実習での男子学生のモチベーションに関する研究 

○佐藤愛   髙橋由美子   木村飛鳥   大井けい子   大関信子   齋藤良子 
青森県立保健大学 

 
P－53 母性看護学でのサブワークノートを用いた実践的授業報告 

○木野寛子   田尻后子   日隈ふみ子 
佛教大学保健医療技術学部看護学科 

 

P－54 小学生を対象とした人間関係を構築する教育にむけて「沐浴用赤ちゃん人形」の導入の効果第２報 

鈴木琴子 
東京学芸大学 



一般演題（ポスター）国際助産        3月19日（土）15：48～16：24   会議室5a(第7会場) 
座長：古田真里枝（京都大学） 
 
P－55 日本在住の難民女性に対するリプロダクティブヘルス向上をめざすプログラムの開発と評価 

○高松恵美1) 小黒道子2) 
1)立川相互病院   2)聖路加国際大学 

 
P－56 在日外国人女性における異文化圏での出産過程がもたらす自己概念の再形成の背景要因 

○金 愛理1)2)  杉下佳文3) 北川眞理子4) 
1)元名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程   2)聖隷三方原病院 

3)人間環境大学看護学部   4)名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 

P－57 中国天津地域における大学生の食文化 －中国の文化・教育と食の実態との関連－ 
○小林絵里子  佐藤香代  鳥越郁代   石村美由紀    吉田静  

福岡県立大学大学院看護学研究科助産学分野/福岡県立大学看護学部女性看護学領域 

 
P－58 聖路加JICA連携プログラム   

「タンザニア連合共和国母子保健支援ボランティア連携事業」の実践報告 
○新福洋子1)     堀内成子1)2)     

1)聖路加国際大学   2)聖路加産科クリニック 

 

P－59 英国の助産教育からみた日本の助産学生が考える課題 
○紺谷実生1)     織田茜1)     嶋田愛実1)   島田啓子2） 

1)金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻   2)金沢大学医薬保健学総合研究科保健学系 

 
P－60 在日ブラジル移民二世の女性の母親役割獲得過程とそれに影響を与える要因  

○藤田裕子1),2)       寺口顕子3)     北川眞理子3) 
1)医療法人清慈会鈴木病院   2)前名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程助産学分野  

3)名古屋市立大学大学院看護学研究科 
 
 
 

一般演題（ポスター）子育て支援・２       3月19日(土) 14：20～14：50 ミーティングルーム      
座長：伊藤 三紀子（京都府立医科大学附属病院） 
 
P－61 地域で活動する助産師の子育て支援の取り組み －男女が共に育児役割を担うための実践モデル－ 

○津間文子    兒島佳子    平岡敬子 
安田女子大学看護学部看護学科 

 
P－62 地域子育て支援拠点事業『子育て広場』に通う母子の実態と支援の実際 
       －子育て支援実践モデルの構築にむけての支援者インタビューから－ 

○兒島佳子    津間文子    平岡敬子 
安田女子大学看護学部看護学科 

 
P－63 初産婦の妊娠末期と産後１ヵ月における出産観と子育て観との関連 

○能勢圭子1)      山之上美智代2)    鈴井江三子1) 
1)兵庫医療大学   2)兵庫医療大学大学院看護学部看護学研究科 

 
P－64 新たに孫を迎える祖父母に対する役割獲得に向けた準備教育プログラムの有効性の検討 

 ○礒山あけみ    渋谷えみ    坂間伊津美        
茨城キリスト教大学 

 
P－65 男性の育児休業取得に対する女性の働きかけの実態 
      ○津本楓1)    安部真紀2)     樋口幸2)    石岡洋子2)     梅野貴恵2)      

1)元大分県立看護科学大学    2)大分県立看護科学大学 



一般演題（ポスター）子育て支援・３       3月19日(土)14：55～15：25 ミーティングルーム       
座長：長鶴 美佐子（宮崎県立看護大学） 
 

P－66 地域子育て支援サービスの利用と「子どもを持つことで豊かな生活を送ることができる」 
という考えの関連：母親だけでなく父親も対象とした全国横断調査の2次解析 
○杉本隆1)             松崎政代2)      

1)東京大学大学院公共政策学連携研究部   2)東京大学大学院医学系研究科母性看護学・助産学分野 

 

P－67 産後一ヶ月以内の母子への育児支援の実態調査 
○池田真由美1)         太田操2)         佐藤恵美子 2)         渡邉一代2） 

1)前福島県立医科大学看護学部母性看護学助産学部門   2)福島県立医科大学看護学部母性看護学助産学部門  
 

P－68 乳児をもつ母親における親子体操プログラムの有効性の検討 
      ○山本英子1)       森美紀2)       大月恵理子1)       髙橋紀子3) 

1)埼玉県立大学   2)元埼玉県立大学   3)北海道大学 
 

P－69 児童虐待を支援する専門職の認識する虐待と影響要因 
      ○馬場香里1)            片岡弥恵子2)      

1)聖路加国際大学大学院博士後期課程   2)聖路加国際大学 

 

P－70 NICUに児が入院した母親における児の退院前後の気分と睡眠の変化 
      ○髙田律美1)           森久美子1)           岡 靖哲 2) 

1)愛媛県立医療技術大学   2)愛媛大学医学部附属病院 

 

 

一般演題（ポスター）妊娠期のケア・１       3月20日(日)  10：00～10：36   会議室5b(第7会場)            
座長：渡邉 典子（新潟青陵大学） 
 
P－71 低出生体重児（LBW）と妊娠経過及び出産時状況との関連の検討 

○青山桂子1), 2) 
1)京都府立医科大学医学部看護学科看護学講座     2)札幌医科大学大学院医学研究科地域医療人間総合医学専攻 

 
P－72 妊娠末期の妊婦のセルフケアの継続が妊産婦に及ぼす影響の検討  

○山田忍1)    大嶺ふじ子2)    玉城陽子2)    遠藤由美子2)                

1)琉球大学医学部保健学研究科博士前期課程    2)琉球大学医学部保健学科 

 
P－73 不妊治療後の妊婦への母親役割獲得に向けた支援プログラム開発 
      ○松山久美         服部律子      

岐阜県立看護大学 

 
P－74 妊娠後期の夫婦が予測する産後の生活 
      ○松永佳子1)     岩崎和代2)     加藤千晶3) 

1)東邦大学   2)東都医療大学   3)杏林大学 

 
P－75 妊婦の運動習慣と分娩アウトカムとの関連 
      西岡笑子1),2)      

1)防衛医科大学校医学教育部看護学科   2)順天堂大学医学部衛生学講座 

 
P－76 妊婦の旅行に関する医療者への相談－妊婦、産科医、看護師・助産師の視点から－ 
      ○二村文子1)       安達久美子2) 

1)創価大学   2)首都大学東京大学院 

 



一般演題（ポスター）妊娠期のケア・２         3月20日(日)10：41～11：11   会議室5b(第7会場)          
座長：松崎 政代（東京大学） 
 
P－77 妊婦を対象とした非侵襲的ヘモグロビン測定の精度と再現性の検討 
      ○鈴木紀子1)      清水三紀子2) 

1)順天堂大学医療看護学部   2)藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 

 

P－78 わが国の周産期のメンタルヘルス評価の指標に関するシステマティック・レビュー 
      ○吉田裕子1)      仁科智香1)       立岡弓子2) 

1)滋賀医科大学大学院   2)滋賀医科大学 

 

P－79 薬剤による分娩誘発が必要となる前に自然陣痛発来を促す開業助産所のケア 
      ○大野真理1)       蛭田明子2) 

1)済生会横浜市東部病院   2)聖路加国際大学大学院 

 

P－80 妊娠初期から末期までの非侵襲的ヘモグロビン測定の経時的変化による信頼性の検討 
      ○清水三紀子1)    鈴木紀子2)      

1)藤田保健衛生大学医療科学部看護学科   2)順天堂大学医療看護学部 

 

P－81 初めて親になる夫婦の妊娠期からの育児協働に関する文献検討 
      ○片岡優華1)     安達久美子2)      

1)創価大学   2)首都大学東京大学院 

 

 

一般演題（ポスター）分娩期のケア・１     3月20日(日) 11：16～11：46  会議室5b(第7会場)      
座長：和泉 美枝（同志社女子大学） 

 

P－82 分娩進行を判断する助産師の経験知の実証 

○渡邉竹美 1)      田中みや子 2)      渡辺智美 2)  

1)山梨大学大学院総合研究部   2)山梨赤十字病院 

 

P－83 分娩進行を判断する助産師の経験知を観察項目化する試み 

○渡邉竹美 1)       渡辺智美 2)        田中みや子 2)  

1)山梨大学大学院総合研究部   2)山梨赤十字病院 

 

P－84 分娩後出血の予防介入と子宮収縮活動の関連性  －外側陣痛トランスジューサを用いて－ 

      ○増澤祐子1)     片岡弥恵子2) 

1)聖路加国際大学大学院看護学研究科博士後期課程    2)聖路加国際大学 

 

P－85 ２回以上の誘発剤投与を経験した女性の出産に向けた思い 

      ○田邉あゆみ1)        寺口顕子2)        北川眞理子2) 

1)元名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程    2)名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 

P－86 回旋異常の診断と対応・ケアに関する文献検討 

○佐々木綾子       竹明美      

大阪医科大学看護学部 

 

 



一般演題（ポスター）分娩期のケア・２    3月20日（日）14：00～14：24  会議室5b（第7会場）    

座長：山口 琴美（京都大学） 

 

P－87 分娩第1期における腰部温罨法の和痛効果 
○森川真衣1)     田淵紀子2)      鏡真美3) 

1)金沢大学大学院助産学分野    2) 金沢大学医薬保健研究域保健学系 

 
P－88 分娩第一期における初産婦の出産に対する自覚と行動 
      ○金粕仁美   磯村ゆき子   大川洋子 

福井県立大学看護福祉学研究科看護学専攻 

 
P－89 分娩第Ⅱ期持続時間が母児の周産期のリスク発生率に及ぼす影響－文献検討－ 

○梅本かおり1)   近藤好枝2)      辻 恵子2)      
1)平成帝京大学ヒューマンケア学部       2)慶應義塾大学看護医療学部     

 
P－90 大学病院における院内助産システムの成果と意義 

○髙木睦子1),2)  川嶋昌美1),2)  津川博美1),2)   石原昌2)  上田邦枝２）   湯舟邦子２）  
松井真弓２） 

1)昭和大学横浜市北部病院     2)昭和大学保健医療学部 

 

一般演題（ポスター）産褥期のケア      3月20日(日) 14：29～14：59   会議室5b(第7会場)       
座長：佐々木 綾子（大阪医科大学） 
 

P－91 母親の産後早期と産後1ヶ月における育児心理状況－初産婦と経産婦での比較－ 
○松原千晴1)     我部山キヨ子2） 

1)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻修士課程修了 

    2)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

 

P－92 妊娠方法別にみた産後早期と産後1ヶ月における育児への自己効力感とその影響因子 
        ―自然妊娠、一般不妊治療、ARTの比較― 
      ○我部山キヨ子1）    松原千晴2)      

1)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

2)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻修士課程修了 

 

P－93 妊娠糖尿病を指摘された女性の出産後の保健行動に関する研究 
   ○平本雅子1),2)      北川眞理子3) 

1)社会福祉法人聖母会聖母病院      2)元名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程 

3)名古屋市立大学大学院看護学研究科  

 

P－94 妊娠末期から産後1か月の抑うつ・不安の変化と睡眠の関連 
      ○渡辺綾子1), 2) 植松紗代1),3)  和泉美枝3) 眞鍋えみ子3)   

1)広島国際大学大学院心理科学研究科    2)旧京都府立医科大学大学院保健看護学研究科 

3)同志社女子大学看護学部 

 

P－95 都市部の助産師主導クリニックにおける産褥入院（ショートステイ）の意義 
○大林薫      仙波百合香      堀内成子 

聖路加産科クリニック 

 
 
 



一般演題（ポスター）新生児・乳幼児      3月20日(日)15：04～15：34   会議室5b(第7会場)      
座長：近藤 好枝（慶應義塾大学） 
 
P－96 自律神経活動からみた新生児の抱っこの有用性 
      ○諌山理沙      久納智子   

藤田保健衛生大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学領域 

 
P－97  低出生体重で生まれた子どもをもつ親の子育て支援 
      松永佳子 

東邦大学看護学部 

 
P－98 NICUに入院する児の父親の父性の質的研究に関する文献検討 

○糸井麻希子    我部山キヨ子 
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

 
P－99 ドライテクニック導入の産科施設における出生直後からのスキンケア介入による皮膚状態の調査 
      ○安藤希1) 田中聖子1) 佐藤嘉純1) 小谷野豊1) 天野博雄2) 佐藤雄一3) 小松令以子1) 

1)株式会社ナチュラルサイエンス2) 群馬大学大学院医学系研究科3)産科婦人科 舘出張 佐藤病院 

 
P－100 生後3ヶ月までの頭部の変形とその要因 

○田坂満恵1）  久保田君枝2） 足立智美1） 木村幸恵1） 兒島佳子3） 

1)浜松医科大学 2)聖隷クリストファー大学 3)安田女子大学 

 

 

一般演題（ポスター）助産師教育・1      3月20日(日)10：00～10：36   会議室5a(第7会場)       
座長：小笹 幸子（聖バルナバ助産師学院） 
 
P－101 助産師学生の分娩介助実習における課題（第1報）－分娩介助1例目から5例目－ 

○北村万由美１）  四宮美佐恵2）   藤原弘子3）   曽根清美3） 

1)広島国際大学助産学専攻科    2)新見公立大学助産学専攻科    3)福山平成大学助産学専攻科 

 
P－102 助産師学生の分娩介助実習における課題（第2報）－分娩介助6例目から10例目－ 
      ○四宮美佐恵1)  北村万由美2)   藤原弘子3)   曽根清美3) 

1)新見公立大学助産学専攻科    2)広島国際大学助産学専攻科    3)福山平成大学助産学専攻科 

 
P－103 助産師を希望していたが、看護師として就職することを選択した看護系大学生の 

進路決定までの思いのプロセス 
      髙取尚子 

元大阪赤十字病院 
 
P－104 助産師学生の臨地実習におけるヒヤリ・ハット体験 
   ○藤井美穂子  河内浩美  島田祥子  槌谷亜希子  原田奈美  米山万里枝 

東京医療保健大学 

 
P－105 助産学実習の臨床実習指導者の指導評価プロセスと得られる指導効果 
   ○小木曽友美1)       北川眞理子2) 

1)横西産婦人科      2)名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 
P－106 分娩介助実習において助産師学生が内診所見を「わかった」と認識できた要因 

 當波かおり 
富山県立総合衛生学院 

 

 



一般演題（ポスター）助産師教育・２      3月20日(日)10：41～11：17  会議室5a（第7会場） 
座長：倉本 孝子（愛仁会看護助産専門学校） 
 
P－107 助産師教員の就業環境に関する研究～研究活動・社会貢献活動に焦点を当てて～ 

○我部山キヨ子1) 2)  野口ゆかり1)3)   倉本孝子1)4)  増本綾子1)4)  竹元仁美1)5)  小笹幸子1)6) 
1)（公社）全国助産師教育協議会組織強化小委員会   2)京都大学   3)九州大学 

   4)愛仁会看護助産専門学校   5)東京純心大学   6)聖バルナバ助産師学院 
 
P－108 助産師教員の就業環境に関する研究～助産学実習環境に焦点を当てて～ 

○野口ゆかり1) 2)   我部山キヨ子1)3)   小笹幸子1)4)    倉本孝子1)5)   増本綾子1)5)   竹元仁美1)6) 
1)（公社）全国助産師教育協議会組織強化小委員会   2)九州大学   3)京都大学 
4)聖バルナバ助産師学院   5)愛仁会看護助産専門学校   6)元聖マリア学院大学 

 
P－109 助産師教員の就業環境に関する研究～助産学継続事例実習環境に焦点を当てて～ 

○野口ゆかり1) 2)  小笹幸子1)3)   倉本孝子1)4)   増本綾子1)4)   竹元仁美1)5)    我部山キヨ子1)6) 
1)(公社)全国助産師教育協議会組織強化小委員会   2)九州大学   3)聖バルナバ助産師学院   
4)愛仁会看護助産専門学校    5)元聖マリア学院大学    6)京都大学 

 
P－110 助産学生のバースレビュー体験から抱く困難 
      ○平田礼子1)          東園子2）           齋藤益子3) 

1)日本医療科学大学保健医療学部   2)東邦大学看護学部   3)帝京科学大学医療科学部 
 
P－111 助産学実習に関する文献レビュー ～2005年以降の研究動向～ 
      ○鈴木由美1)           古賀裕子2)           島田葉子3) 

1), 2)桐生大学   3)足利工業大学 
 
P－112 助産所実習に関する文献レビュー ～助産所実習の学習効果の研究動向～ 
      ○古賀裕子1)           鈴木由美2)           島田葉子3) 

1), 2)桐生大学   3)足利工業大学 
 

 

一般演題（ポスター）卒後教育        3月20日(日)11：22～11：52    会議室5a(第7会場)       
座長：松本 奈美（尼崎総合医療センター） 
 
P－113   研修事業をとおした指導的立場にある助産師の認識 

－自らの助産師としての自律・指導者としての課題・施設における実践能力向上に必要な卒後教育－ 
○岩田朋美1) 和智志げみ2) 田中利枝 3) 松本亜希 1) 西澤麻里子4) 二村良子1) 永見桂子 1) 

1)三重県立看護大学   2)北里大学看護学部   3)創価大学看護学部   4)前三重県立看護大学 

        
P－114 助産師の臨床指導実践能力に影響を及ぼす要因 
      菱沼由梨 

東京医療保健大学 

 
P－115  当院における超緊急帝王切開術シミュレーションの実際〜手術室との合同開催を通して〜 

○神谷 桂 大塚美沙子 奥田泉 林雅代  
武蔵野赤十字病院 

 
P－116 一施設における新人助産師教育のプログラムの評価と課題 
      ○小川朋子      明瀬桃子 

社会福祉法人聖母会聖母病院 

 
P－117 新卒助産師が入職時に求められる母乳育児支援能力と継続教育の現状 

－新卒者指導助産師の視座から－ 
○緒方京1)     志村千鶴子2)      神谷摂子1)    下睦子1) 

1)愛知県立大学看護学部     2)創価大学看護学部 

 



一般演題（ポスター）地域助産活動       3月20日(日)14：00～14：36   会議室5a(第7会場)      
座長：三島 みどり（和歌山県立医科大学） 
 
P－118 出産後の母親への早期家庭訪問に向けた基礎的調査 

○濱松加寸子       佐野由美子      
常葉大学  

 
P－119 出産施設と助産師会の連携による早期家庭訪問の効果 

○宇田公美子1)    濱松加寸子2)     山田美由貴1) 
1)浜松市助産師会   2)常葉大学健康科学部 

 
P－120 自宅出産を取り扱う助産師が捉える自宅出産を選択する女性 
    谷口千絵     

神奈川県立保健福祉大学 
 
P－121 いのちの学習会に参加した小学生の自尊感情の変化 
       ○名取初美      平田良江      萩原結花      伏見正江  

山梨県立大学 
 
P－122 産前傾聴ボランティア養成プログラム開発 第1報 多職種協働による取り組み 
       清水彩1) 2) 

1)神戸大学大学院保健学研究科看護学領域    2)神戸大学大学院保健学研究科国際保健学領域博士後期課程 
 
P－123 発災時の妊産婦、母子への情報提供マニュアル 
       葛西圭子  

公益社団法人日本助産師会 

 

 

一般演題（ポスター）ウィメンズヘルス     3 月20日(日)14：41～15：17 会議室5a（第7会場）       
座長：高橋 順子（四国大学） 
 
P－124 周産期女性におけるレジリエンス研究－出産前後の変化，産褥期精神的健康度との関連性－ 

○鈴木心佳子1),2）       寺口顕子3）        北川眞理子3） 
1)前名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程   2)名古屋市立西部医療センター 
3)名古屋市立大学大学院看護学研究科  

 
P－125 20～39歳未婚・就労女性のコンドーム使用に関する保健行動 
      ○竹内典子1)        寺口顕子2)      北川眞理子2) 

1)元名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程助産学分野   2)名古屋市立大学大学院看護学研究科 
 
P－126 有職未婚女性の月経随伴症状と睡眠・食習慣との関連 
      ○吉岡友香子1)   植松紗代2)   和泉美枝2)    渡辺綾子3)    眞鍋えみ子2) 

1)京都府立医科大学医学部看護学科   2)同志社女子大学看護学部   3)広島国際大学大学院心理科学研究科 
 
P－127 未分娩女性の恥骨結合上端部開角（PSA）測定の試み 
      ○西内友里        安達久美子 

1)首都大学東京大学院人間健康科学研究科 
 
P－128  看護系女子学生の布製ナプキン使用感 
      ○佐藤繭子        古田祐子 

福岡県立大学看護学部 
 
P－129 「生殖から離れている身体」の医療人類学的考察 （その２） 

 ＜孫は私の子どもではない＞という語りに見る世代間役割の分断と歪み 
田辺けい子 
神奈川県立保健福祉大学 
 
 

 



一般演題（ポスター）母乳育児・１        3月20日(日)14：00～14：30 ミーティングルーム      
座長：佐藤 美春（京都医療センター附属京都看護助産学校） 
 
P－130 妊娠後期の母乳育児の意欲・態度と産褥1ヵ月時の母乳育児の関連 

○中村優希1),2）       寺口顕子3）       北川眞理子3） 
1)聖隷浜松病院  2)元名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程  3)名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 
P－131 予定帝王切開術を受けた初産婦の産後1か月までの母乳育児自己効力感の変化の要因 

○堀井ゆり子1),2)     寺口顕子3)     北川眞理子3) 
1)元名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程助産学分野   2)淀川キリスト教病院  

3)名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 
P－132 母親が母乳育児に自信をもつまでの要因 

○田村博美1)     佐々木睦子2)    内藤直子3) 
1)藍野大学医療保健学部看護学科   2)香川大学医学部看護学科   3)人間環境大学看護学部看護学科 

 
P－133 文献検討から見た就労女性の母乳育児継続の課題 

○道谷内愛1)        吉田和枝2) 
1)金沢大学大学院医薬保健学総合研究科博士前期課程   2)石川県立看護大学 

 

P－134 冷蔵母乳の安全性に関する文献検討 
○楯亜希子          木村千里       

首都大学東京健康福祉学部看護学科 

 

 

一般演題（ポスター）母乳育児・２        3月20日（日）14：35～15：05 ミーティングルーム      
座長：秋田 浩子（ベルランド看護助産専門学校） 
 

P－135 10代の母親の母乳育児体験の特性と母乳継続にかかわる要因の検討 

鶴岡玲子 
千葉県立鶴舞看護専門学校 

 
P－136 新生児がリードする授乳支援の実施に関する産科スタッフへのグループインタビュー 第1報 

○星野麻衣子1)   井村真澄2）    黒川寿美江3）    金子美紀3）    久保昌子2） 

1)共立女子大学   2)日本赤十字看護大学   3)聖路加国際病院 

 
P－137 初産の母親の母乳育児における心配事 

○橋爪由紀子1)      堀込和代2)      行田智子1) 
1)群馬県立県民健康科学大学   2)高崎市医師会看護専門学校助産学科 

 
P－138 桶谷式搾乳法の垂直圧の実態 

○中村菜美子    湯浅礼子    野々村真理子    真木智子    武市洋美 
桶谷式乳房管理法研修センター 

 
P－139 わが国における産後1か月までの母乳育児支援のエビデンスに関する文献レビュー 

○千葉陽子1)    乾つぶら2)    斎藤祥乃3)    夏山洋子4)    長尾早枝子5) 
1)滋賀医科大学医学部看護学科   2)奈良県立医科大学医学部看護学科   3)藍野大学保健医療学部看護学科 

4)明治国際医療大学看護学部看護学科   5)長尾助産院 

 
 

 

 


