
一般演題（口演）妊娠期のケア   3月19日（土）10：40～11：40 国際交流ホールⅢ（第３会場） 

座長：松岡 知子（京都府立医科大学） 

O－１ 双胎妊娠の妊婦の感情とその要因-自然妊娠と不妊治療後妊娠の比較- 
○大森ひとみ  大塚容子 
社会医療法人愛仁会高槻病院 

O－２ 正面写真像の実測値に基づいた妊娠6か月の妊婦シルエット図の作成 
○土屋さやか 大橋一友 
大阪大学大学院 

O－３ 妊婦の食事関心度に対する勤務場所別による助産師の認識 
○占部仁美1) 合田典子2)

1)川崎医療福祉大学大学院修士課程 2)川崎医療福祉大学

O－４ 生体インピーダンス法を用いた切迫早産およびその疑いのある妊婦の体水分に関する考察 
○中田かおり1) 堀内成子2) 
1)国立看護大学校 2)聖路加国際大学 

O－５ 助産師に求められる妊婦の口腔ケア －つわりと歯肉炎の関連からの検討－ 
○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 

O－６ 妊娠初期における妊婦の体組成と骨量に関する調査 
○大谷紗弥子  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 

一般演題（口演）分娩期のケア   3月19日（土）13：20～14：10 国際交流ホールⅢ（第３会場） 

座長：坂口 けさみ（信州大学） 

O－７ 院内認定助産師による会陰裂傷縫合の安全性 
○豊田香織 木村友香 村松理絵子 大島和美 真野真紀子 
名古屋第一赤十字病院バースセンター 

 O－８ 出産に関わる医療過誤により児を喪失した女性の次子の妊娠・出産に対する助産師の支援 
～積極的な関わりに関与するモデルの検討～ 

○山﨑由美子 加藤良子
川崎市立看護短期大学 

O－９ 助産師による自然に生じた会陰裂傷縫合の有効性と安全性の検討 
○竹内翔子1) 堀内成子2)3) 永森久美子2）  山内淳子2）  八重ゆかり3） 
1)横浜市立大学 2)聖路加産科クリニック 3)聖路加国際大学 

O－10 出産に対するイメージと産痛に繋がる要因分析 ～産痛緩和を目的とした保健指導を再考する～ 
○長本美由希 石田真央 西川桃子 
洛和会音羽病院 2D病棟 

O－11  正常に経過する分娩時の会陰切開に関する助産師の専門職的自律の現状と課題 
○林聡美1) 高木晴良2） 宮﨑文子2)  
1)東京医療保健大学大学院看護学研究科看護学専攻 2)東京医療保健大学大学院看護学研究科 



一般演題（口演）産褥期のケア          3月19日（土）14：20～15：20  国際交流ホールⅢ（第３会場） 

座長：谷口 千絵（神奈川県立保健福祉大学） 
 

O－12  ライフライン・インタビュー法による妊娠時から産後1年の夫婦の心の変化 
   ○千葉陽子1)    竹澤恵2)    我部山キヨ子3) 

1)滋賀医科大学医学部看護学科   2)洛和会京都厚生学校助産学科  3)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 
 

O－13 抑うつ状態の母親の育児心理に関する研究―産後早期と産後1ヶ月― 
○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 
 

O－14 新生児訪問助産師が捉えた産後早期における初産婦のメンタルヘルスの状況 
   ○葛西圭子1)   山城五月2）   田村千亜希1)   北目利子3）  渡邊香4）  岡本弘美1）  竹原健二5） 

1)公益社団法人日本助産師会    2)東京衛生病院    3)トコ助産所   4)国立看護大学校   5）国立成育医療研究センター   
 

O－15 帝王切開分娩による出産体験の満足度と産褥早期のうつ傾向の関連 
   ○箱崎友美1)           鳥越郁代2)           佐藤香代2) 

1)有松病院           2)福岡県立大学大学院助産学領域  
 

O－16 産褥早期における褥婦のポストトラウマティックグロウス（PTG）の要因 
   ○鈴木明日香1)     入山茂美1)     小幡さつき1)     大林陽子2)      真野真紀子3)      木全美智代3) 

1)名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻    2)愛知県立大学看護学部    3)名古屋第一赤十字病院 
 

O－17 産後の歩行数と生活の質（Quality of Life），ストレスに関する縦断調査 
   ○榊原愛           中河亜希          佐藤珠美  

佐賀大学医学部看護学科母子看護学講座 

 

 

一般演題（口演）助産師の体験          3月19日（土）15：30～16：30 国際交流ホールⅢ（第３会場） 

座長：太田 尚子（静岡県立大学） 
 
O－18 助産師が就業上経験した心的外傷体験 

   麓杏奈 
聖路加国際大学看護学研究科博士後期課程 

 
O－19 助産師外来において妊婦健康診査時に超音波断層法を用いる助産師が抱く思い 

   堀香純 
武蔵野赤十字病院 

 
O－20 妊婦健診に行く母親に同行した幼児への助産所における助産師の関わり 

   西井聡美 
千葉愛友会記念病院 

 
O－21 初めての死産のケアにおける二人の助産師の体験 

  ○秋葉友紀子1)              蛭田明子2) 
1)東京大学医学部附属病院       2)聖路加国際大学 
 

O－22 産後ケア施設でケアを提供する助産師が抱く思い 
  ○青島恵美子1)           村上明美 2)   

1)開業助産師（訪問出張専門）     2)神奈川県立保健福祉大学 
  

O－23 人工妊娠中絶をうける女性にかかわる看護者の感情 
   長田雅子 

北海道看護専門学校 

 

 

 



一般演題（口演）子育て支援     3月19日（土）10：40～11：40          会議室Ⅲ（第４会場） 

座長：北川 眞理子（名古屋市立大学） 

 
O－24 SAT学習会―子育て支援の支援者育成のための試み― 

○武田江里子          木村幸恵 
浜松医科大学大学院医学系研究科看護学専攻助産学分野 

 

O－25  産後4か月の母親のソーシャルサポートに対する認識-被災地域の子育て環境から- 
○坂田あゆみ        佐藤喜根子        小山田信子 

東北大学大学院医学系研究科 

 

O－26 生後1か月児をもつ母親が医療施設に期待する子育て支援の初経産別特徴 
○木村幸恵1)           武田江里子2)  
1)浜松医科大学大学院修士課程    2)浜松医科大学大学院 

 

O－27 夫婦役割調整指導が母親の育児不安に及ぼす影響  ―乳児家庭全戸訪問での介入研究― 
宮脇朋子 
畿央大学大学院健康科学研究科看護学分野修士課程 

 

O－28 産後の育児に支援が必要と思われる女性に対する医療機関と地域関係機関との連携の実際 
   ○高橋有美 樺澤由里子 山本智美 

社会福祉法人聖母会聖母病院 

 

O－29 育児支援クラス“HUG Your Babyプレママ・パパクラス”の実践 
   ○新福洋子1) 飯田真理子1) 麓杏奈1) 仙波百合香2) 永森久美子2) 田中夢子3) 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    3)聖路加国際病院 

 

 

一般演題（口演）母乳育児         3月19日（土）14：55～15：45         会議室Ⅲ（第４会場） 

座長：古川  亮子（京都大学） 

 
O－30  早産児の母親が危機的状況を乗り越える上で搾乳継続を支えたもの  

―搾乳ダイアリーの有用性の検討― 
○石田悠里   谷崎望    西恵利奈   紙尾千晶   塩崎ゆかり  三村あかね 
金沢大学附属病院 

 

O－31  舌小帯異常あるいは上唇小帯異常を有する児の母親の乳腺炎に関する研究 
―矯正術前後での変化および属性との関係― 

○西野友子1）  長尾早枝子2）  我部山キヨ子3） 
1)兵庫県立尼崎総合医療センター  2)長尾助産院  3)京都大学大学院医学研究科 

 

O－32 緊急帝王切開術後早期に母乳育児を行った母親の体験 
   金子瑞穂 

日本赤十字看護大学大学院看護学研究科国際保健助産学専攻 

 

O－33 無痛分娩と母乳栄養の関係 
   ○竹上亜紗子  我部山キヨ子      

京都大学医学研究科人間健康科学系専攻 

 

O－34 産後4か月における母親の授乳方法の受容とその関連要因 
   上原明子 

佐久大学大学院看護学研究科 

 



一般演題（口演）ハイリスク妊娠       3月19日（土）15：55～16：45         会議室Ⅲ（第４会場） 
座長：村山 陵子（東京大学） 

 
O－35 不育症妊婦の妊娠初期における経験 

   ○二川香里1)    長谷川ともみ1)    島田啓子2) 
1)富山大学大学院        2)金沢大学大学院 

 

O－36 周産期の社会的ハイリスク妊産婦のPsychological distressと親となる発達 
～パートナーを含めた社会的ハイリスク・ローリスク妊産婦の比較より～（第一報） 

○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 

 

O－37  VBAC（帝王切開後経腟分娩）に挑戦した女性の出産体験－総合分析の結果－ 
   ○横手直美1)         鳥越郁代2)      山下恵1) 

1)中部大学大学院生命健康科学研究科        2)福岡県立大学看護学部       

 

O－38 糖代謝異常妊産婦の病識とセルフケア行動の実態 
   ○春藤望     大久保和音       村田佐登美 
   社会医療法人愛仁会高槻病院  

 

O－39 「心理社会的ハイリスク妊娠の現状と課題についての文献検討 
－妊娠・養育に関する心理社会的リスク自己評価票の開発に向けて－」 

○大西舞子         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 

 
 
一般演題（口演）妊娠期のケア        3月20日（日）9：30～10：30      国際交流ホールⅢ（第３会場） 
座長：中根 直子（日本赤十字医療センター） 
 
O－40 妊婦のセルフケアプログラム「冷え症改善パック」の有効性 ランダム化比較試験による検証 

○中村幸代1)        堀内成子 2)       深澤洋子3) 

1)横浜市立大学   2)聖路加国際大学・聖路加産科クリニック     3)医療法人産育会堀病院 

 

O－41  マタニティヨガを実践した産婦の分娩時リラックスの評価 
   ○松尾佳奈1)          宮原春美2)  

1)花みずきレディースクリニック   2)長崎大学医歯薬学総合研究科保健学専攻  

 

O－42  妊娠期女性のワーク・エンゲイジメントの実態とその退職行動に関連する要因 
   ○阿部悠美子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)順天堂大学医学部附属順天堂医院看護部 

      3)人間環境大学看護学部看護学科              4)名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 

O－43  妊婦健診に同行する夫へ助産外来助産師が行うケアの実際 
   成田みどり 

東京女子医科大学病院  

 
O－44 第１子妊娠・出産時のバースプランに関する語りからみた母親役割取得過程 

－「意図しない妊娠」事例の妊娠中期における経験－ 
稲垣恵子 
聖隷クリストファー大学助産学専攻科 

 

O－45 妊娠期にある看護職者の労働の現状 
   ○市倉七海1)           柳吉桂子2) 

1)慶應義塾大学病院       2)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 



一般演題（口演）分娩期のケア     3月20日（日）10：40～11：40 国際交流ホールⅢ（第３会場） 
座長：五十嵐  稔子（奈良県立医科大学） 

O－46 出産における身体感覚と出産満足感の関連の検討 
○立松あき1)  野口眞弓2) 
1)日本赤十字豊田看護大学大学院修士課程（名古屋第二赤十字病院）     2)日本赤十字豊田看護大学 

O－47 吸引分娩で出産した女性の出産体験 
   原田雅美

中部大学大学院生命健康科学研究科看護学専攻 

O－48 初産婦における出産体験のとらえ方と影響要因の関連についての検討 
－出産時のコントロール感、助産師のサポートに焦点をあてて－ 
○大田康江1)  島袋香子2)

1)順天堂大学医療看護学部, 順天堂大学大学院医療看護学部研究科博士後期課程 2)北里大学大学院看護学研究科 

O－49 緊急帝王切開術で出産した女性の手術決定時の情報提供に関する認知とパンフレットによる 
介入方法の検討 

○後藤恵子1),2） 横手直美3）

1)中部大学大学院生命健康科学研究科看護学専攻 
2)地方独立行政法人大阪市民病院機構住吉市民病院 3)中部大学院生命健康科学研究科 

O－50 家族がお産に立ち会う際の助産師のケア 
○長坂愛里1) 太田尚子2) 谷口通英2) 
1)静岡赤十字病院 2) 静岡県立大学

O－51 夫にとって立ち会い分娩が肯定的な経験となる要因 －ケーススタディを通した質的分析－ 
○飯田みのり1) 新地裕子2) 髙松三穂子2)      高杢裕子2) 
1)医療法人財団今井会足立病院 足立病院  2)独立行政法人国立病院機構九州医療センター附属福岡看護助産学校 

一般演題（口演）助産師教育、国際助産 他  3月20日（日）13：20～14：10 国際交流ホールⅢ（第３会場） 
座長：江藤 宏美（長崎大学） 

O－52  妊婦健康診査の見学とリフレクションからの助産師学生の気づき 
～妊娠期の対象理解のための教育方法の工夫～ 
○高杢裕子 髙松三穂子 新地裕子
国立病院機構九州医療センター附属福岡看護助産学校助産学科 

O－53  母性看護学実習における学習状況と学習支援状況に関する学生の評価 
○安達直子 内田裕子 

  吉備国際大学 

O－54 ベトナム・ホーチミンの高校生における性意識、性行動の規定要因の検討
－Self-Esteemとの関連の分析－ 

渡邊香 
国立看護大学校生育看護学 

O－55  北インドにおいて活動を継続してきた地域ヘルスボランティアの体験 
  三浦菜緒 

武蔵野赤十字病院 

O－56 タンザニア農村部の思春期学生に対するリプロダクティブヘルス教育プログラム評価質問紙 
改善のための認知インタビュー 

○川野嘉子1) 新福洋子2) 堀内成子2),3) 
1)聖路加国際大学客員研究員 2)聖路加国際大学 3)聖路加産科クリニック 



一般演題（口演）助産管理・１         3月20日（日）14：20～15：00 国際交流ホールⅢ（第３会場） 

座長：柳吉 桂子（京都大学） 

O－57 産科病棟で働く助産師のワーク･エンゲージメント、バーンアウト、ワーカホリズムと

仕事中の活動度、仕事の快適さの関係 

○川内惠美子 大橋一友

大阪大学大学院医学系研究科 

O－58 ペリネイタル・ロスの支援グループが企画した医療者向け勉強会 

○蛎崎奈津子1） 遊田由希子2）  木地谷祐子1） 

1)岩手県立大学 2)岩手県立中央病院 

O－59  緊急母体搬送に付き添う助産師の臨床判断 

○田中安由子1) 福島裕子2) 

1)医療法人黒川産婦人科医院 2)岩手県立大学看護学部 

O－60 産科を含む混合病棟における分娩と死亡の重なり 

○斎藤いずみ1) 石川紗綾2) 栗山夏子2) 佐藤純子2) 寺岡歩3) 

1)神戸大学大学院保健学研究科看護学領域 

一般演題（口演）助産管理・２    3月20日（日）15：10～16：00 国際交流ホールⅢ（第３会場） 

座長：鈴木 康江（鳥取大学） 

O－61 豊かな出産にむけた周産期母子医療センターにおける産科師長の思考の様相 

○内田朋子1) 小川久貴子2) 宮内清子3) 原田通予４) 

1)東京女子医科大学病院 2)東京女子医科大学 3)横浜市立大学 4)慶應義塾大学 

O－62  地方都市の助産所における初産婦の産後ケアへのニーズ 

○鈴木未央1) 太田尚子2) 

1)前静岡県立大学大学院看護学研究科修士課程 2)静岡県立大学 

O－63  産科管理者交流集会における助産師の必要人数算出演習の実践報告 

○鶴見薫1) 山西雅子1) 小林正代1)    早川ひと美1) 福井トシ子2) 

1)日本看護協会健康政策部助産師課 2)公益社団法人日本看護協会 

O－64  助産師管理者交流会報告 

○清田哲子1),2)  佐藤香代1)    石田麗子1)   濱嵜真由美1)   市川博美1)   安藤由香里1) 栗丸香織1)  

田上ゆかり1)   藤原裕美子1)

1)福岡県看護協会助産師職能委員会 2)東野産婦人科 

O－65  助産師出向システムの普及に向けた取り組み ～助産師出向コーディネーター養成研修の成果～ 

○山西雅子 鶴見薫 小林正代  早川ひと美  福井トシ子 

公益社団法人日本看護協会 

2)王子総合病院 3)大和大学



一般演題（口演）産褥期のケア       3月20日（日）9：30～10：30         会議室Ⅲ（第４会場） 
座長：大石 和代（長崎大学） 
 
O－66 産後1か月の女性における間食回数と摂取食品群との関連 

   ○白石三恵1)2)       松本弘子3)      松崎政代2)        春名めぐみ2) 
1)大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻  2)東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 
3)東京大学医学部附属病院 
 

O－67 切迫早産で長期入院を経験した高年初産婦の産後1か月間の育児と疲労感に関する研究 
－実母とのかかわりに焦点をあてた分析－ 
○山﨑圭子  東園子 

東邦大学 
 

O－68  分娩施設が減少する地域における産後ケア施設のあり方 
   唐沢泉 

岐阜医療科学大学助産学専攻科 
 

O－69 産後一か月における夫婦の抑うつ状態と赤ちゃんへの気持ちの関連性 
   ○塩谷友理子1)         我部山キヨ子2)     

1)神戸大学医学部附属病院     2)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 
 

O－70 生後1か月児の皮膚状態と母親の認識の比較研究 
   樋口幸   

大分県立看護科学大学 
 

O－71 幼児を育てている母親の食事バランス 
   ○野口真貴子1)   村山より子2）   久米美代子3)     原田通予4）   飯塚幸恵5) 

1)北海道大学大学院保健科学研究院     2)上武大学看護学部       3)聖徳大学看護学部 
4)慶應義塾大学看護医療学部          5)大阪大学大学院医学系研究科 

 
  
一般演題（口演）子育て支援        3月20日（日）10：40～11：40         会議室Ⅲ（第４会場） 
座長：杉浦  絹子（川崎医療福祉大学） 
 
O－72 女子刑務所における被収容者妊婦とその子どもへの支援 

   菊地栄 
立教大学 
 

O－73 妊娠期からの家庭訪問による虐待予防のための親子の愛着形成支援 
○三輪与志子1)      久保田君枝1)      疋田百合香2)      宇田公美子3)      高橋由美子4) 
1)聖隷クリストファー大学      2)JA静岡厚生連遠州病院      3)ルツ助産院      4)岐阜聖徳学園大学 
 

O－74  学童前児童を養育する母親のしつけと虐待の境界の様相 
   ○細坂泰子                茅島江子      

東京慈恵会医科大学医学部看護学科 
 

O－75 乳幼児の育児に対して女性がもつ否定的感情に関する文献検討 
   ○永野来実1)              野口真貴子2) 

1)北海道大学大学院保健科学院        2)北海道大学大学院保健科学研究院 
 

O－76 初めて子育てをする母親とその実母の出産前後の里帰りを通した関係性再構築のプロセス 
   ○平間佳織1)              太田尚子2) 

1)前静岡県立大学大学院看護学研究科修士課程  2)静岡県立大学 
 

O－77 脳性麻痺児をもつ母親の出産の捉え方と助産ケアに関する研究 
   ○森田真理子1)       宮原春美2)       佐々木規子2)         坪田幸子3) 

1)九州大学病院       2)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科       3)長崎大学病院 

 



一般演題（口演）ウィメンズヘルス       3月20日（日）13：20～14：20      会議室Ⅲ(第４会場) 

座長：森 明子（聖路加国際大学） 
 
O－78 経膣分娩後5年以内の初産女性の腹圧性尿失禁と腹腔内圧増加との関連 

   ○南谷真理子1) 芦田沙矢香1) 春名めぐみ1) 白石三恵1)、2) 松崎政代1) 吉田美香子3) 鈴木美季子4) 

村山陵子5) 
1)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 
2)大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻 統合保健看護科学分野 生命育成看護科学講座 
3)東京大学大学院 医学系研究科ライフサポート技術開発学(モルテン)寄附講座    4)東京大学医学部附属病院 
5)東京大学大学院 医学系研究科アドバンストナーシングテクノロジー社会連携講座 

  
O－79  成熟期女性と更年期女性における姿勢のゆがみに関する検討 

   ○福嶋彩花1)                 我部山キヨ子2)      
1)医療法人愛和会愛和病院        2)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 
 

O－80  未婚就業女性を対象とした助産師による食事指導とセルフモニタリング 
   ○榎田香       平田もも子       小川朋子       山本智美 

社会福祉法人聖母会 聖母病院 
 

O－81  乳がんの早期発見に対する助産師の役割意識と実践に関する研究 
   ○三浦聡子1)                         塩野悦子2) 

1)仙台市立病院                   2)公立大学法人宮城大学 
 

O－82 妊孕世代における味覚障害と食事摂取量との関連 
   ○三宅智子                              渡邊浩子     

大阪大学医学系研究科保健学専攻 
 

O－83 子宮頸がん検診受診経験者が持つ子宮頸がんの認識と検診受診に対する思い 
中越利佳 
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 

 
 
一般演題（口演）卒後教育         3月20日（日）14：30～15：20         会議室Ⅲ（第４会場） 
座長：脇田 満里子（京都光華女子大学） 
 
O－84  病院勤務中堅助産師におけるキャリア形成支援の検討 

   ○三輪理絵1)                  寺口顕子2)      
1)刈谷豊田総合病院（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 
 

O－85 岩手県の中堅助産師を対象とした「助産実践能力強化研修」の効果（第一報） 
－勤務施設と異なる施設で実践型研修をするという助産師の経験－ 

○後藤仁子  木地谷祐子  野口恭子  金谷掌子  アンガホッファ司寿子  蛎崎奈津子    福島裕子 
岩手県立大学看護学部 

 
O－86 助産師の職業的アイデンティティの関連因子 

○小幡さつき                入山茂美             鈴木明日香 
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 
 

O－87 岩手県の中堅助産師を対象とした「助産実践能力強化研修」の効果（第二報） 
－勤務施設と異なる場所での実践型研修における成果の職場への還元状況－ 

○木地谷祐子  後藤仁子  野口恭子  金谷掌子  アンガホッファ司寿子  蛎崎奈津子  福島裕子 
岩手県立大学看護学部 

 
O－88 助産師キャリアサポート委員会の立ち上げの成果と今後の課題 

○井岡洋子     堀井有紗   谷村千鶴     浅野美和子    河野しづゑ   横山しのぶ   
公益財団法人天理よろづ相談所病院 




