
研究発表 

口演 【O-1 群】 終末期看護・地域看護 

O-1-1 その人らしく最期を迎えるための高齢者施設における地域包括ケア 

余命数ヶ月と告知された居住者様が施設で最期を迎えるための退院支援 

○ 青柳 優子

コンフォートガーデンあざみ野

O-1-2 京都府訪問看護ステーションにおける独居の看取りについての実態調査 

○ 關 優美子 1), 團野 一美 2), 小山田 路子 3), 佐藤 光栄 4)

1) 神奈川歯科大学短期大学部看護学科

2) 訪問看護ステーションひなた

3) 日本医療科学大学保健医療学部看護学科

4) 東都大学ヒューマンケア学部看護学科

O-1-3 離島における在宅死を可能にする要因 

在宅看取り後の家族のインタビューから 

○ 遠藤 肇 1), 佐藤 光栄 1), 關 優美子 3), 甲州 優 2)

1) 東都大学ヒューマンケア学部看護学科

2) 獨協医科大学看護学部看護学科

3) 神奈川歯科大学短期大学部看護学科

O-1-4 探索的因子分析による中高年齢期のひきこもりにある人々の生活困難の検討 

○ 矢ヶ部 陽一 1), 滝口 真 2)

1) 尚絅大学短期大学部 幼児教育学科

2) 大分大学 福祉健康科学部
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口演 【O-2 群】 地域看護と福祉 
 

 
O-2-1 消滅危惧集落で生活する一人暮らし男性高齢者の自覚する老い 

身体・心理・社会的状況の変化 

○ 藤川 君江 1), 緒方 浩志 2), 戸田 岳志 3) 

1) 松本看護大学看護学部 

2) 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 

3) 菊陽病院 

 

O-2-2 自然災害後の免疫系疾患指定難病患者に必要な支援 

○ 谷口 あけみ 

聖マリア学院大学看護学部看護学科 

 

O-2-3 脊髄損傷競技者の健康観からみる健康支援の方向性 

ツインバスケット競技者のインタビュー調査より 

○ 五月女 ひろみ 1), 長島 緑 2) 

1) 東都大学ヒューマンケア学部看護学科 

2) 千葉科学大学看護学部看護学研究科 

 

O-2-4 希少難病患者の老難介護に関する一考察 

○ 山下 和也 

四天王寺大学大学院人文社会学研究科博士後期課程 

 

 

口演 【O-3 群】 高齢者看護・看護管理 
 

 
O-3-1 高齢者の廃用性浮腫に対する下肢運動と足浴を組み合わせたケアの効果 

○ 村田 佑介, 金子 昌子 

獨協医科大学 大学院看護学研究科 

 

O-3-2 サービス付高齢者向け住宅に居住する後期高齢者の健康維持における被服調整への

想い 

○ 織田 絵理, 森川 千鶴子 

安田女子大学看護学部看護学科 

 

O-3-3 リハビリテーション病院に転職したキャリア中期の看護師の内的キャリアの様相 

○ 土屋 恵子 1), 吉村 惠美子 2) 

1) 医療福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 

2) 国際医療福祉大学 大学院 
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示説 【P-1 群】 終末期看護・退院支援 
 

 
P-1-1 高齢者の相談場所・相談したい場所 

～前期・後期高齢者のエンドオブライフの調査から～ 

○ 宗像 尚美 1), 生野 繁子 2) 

1) 九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科 

2) 九州看護福祉大学 

 

P-1-2 小児看護学における終末期看護、子どもの看取りに関する教育の動向 

○ 川合 美奈 1), 髙橋 梢 1), 光樂 香織 2) 

1) 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 

2) 東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科 

 

P-1-3 チーム医療における在宅緩和ケアでの看護師の役割に関する文献検討 

○ 欠ノ下 郁子 1), 佐藤 光栄 2), 光樂 香織 3), 甲斐 寿美子 4) 

1) 東京工科大学医療保健学部看護学科 

2) 東都大学ヒューマンケア学部看護学科 

3) 東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科 

4) 東京医療学院大学保健医療学部看護学科 

 

P-1-4 地域包括ケア病棟看護師と退院支援看護師の入退院支援実践と 看護問題対応行動

に関する現状と課題 

○ 山角 敬子 1), 生野 繁子 2), 渡邊 真美 3) 

1) 阿蘇医療センター阿蘇中部地域在宅医療サポートセンター 

2) 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 

3) 御幸病院 

 

P-1-5 回復期リハビリテーション病棟看護師の退院先に関する知識と退院支援実践能力 

○ 吉田 公美 1), 生野 繁子 2) 

1) 純真学園大学 

2) 九州看護福祉大学 
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示説 【P-2 群】 看護教育 
 

 
P-2-1 老年看護援助論におけるプロセスレコードの学習効果 

○ 釜屋 洋子 1), 釜屋 斉実 2) 

1) 和洋女子大学 

2) 独立行政法人国立病院機構村山医療センター 

 

P-2-2 老年看護学方法論における匿名の質問ツールを用いた同時双方向型授業の実践 

○ 葛原 誠太, 中島 洋子, 平原 直子 

西九州大学看護学部看護学科 

 

P-2-3 看護学生が健常高齢者へのアクティビティケアを通して学修した高齢者の気づき 

○ 平原 直子, 中島 洋子, 葛原 誠太 

西九州大学看護学部看護学科 

 

P-2-4 学内実習において模擬患者を用いたロールプレイと録画再生による振り返りの評価 

認知症高齢者に向き合う看護学生に対する敎育方法の一考察 

○ 中島 洋子, 平原 直子, 葛原 誠太, 岡﨑 美智子 

西九州大学看護学部看護学科 

 

 

示説 【P-3 群】 看護管理 
 

 
P-3-1 子育て中の看護職者の仕事と家庭との間で生じる葛藤と職業に対するキャリア意識の実態 

○ 森 雄太 

帝京大学福岡医療技術学部 

 

P-3-2 認知症看護認定看護師が活動する上で支えとしている内容の把握 

○ 曽根 千賀子, 渡辺 みどり, 細田 江美 

長野県看護大学看護学部看護学科 

 

P-3-3 病院に勤務する看護師の認知症高齢者へのパーソン・センタード・ケアに対する実践 

意識の比較 ―認知症に関する研修会への参加度から― 

○ 細田 江美, 渡辺 みどり, 曽根 千賀子 

長野県看護大学看護学部看護学科 

 

P-3-4 看護職者における仕事と介護の両立支援制度利用の実態 

○ 道口 由美 1), 生野 繁子 2) 

1) 九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科 看護学専攻 

2) 九州看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科 
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示説 【P-4 群】 高齢者看護・文献検討 
 

 
P-4-1 慢性疾患のある独居・同居高齢者のコロナ禍における気がかり 

○ 小林 幸恵, 白田 久美子 

西九州大学看護学部 

 

P-4-2 急性期医療を要する認知症高齢者への看護支援に関する文献検討 

○ 池添 貴子 

国際医療福祉大学 福岡看護学部 

 

P-4-3 分娩時のアロマを用いた介入に関する文献検討 －国内外の文献から- 

○ 小山田 路子 1), 關 優美子 2), 佐藤 光栄 3), 甲斐 寿美子 1) 

1) 東京医療学院大学保健医療学部 看護学科 

2) 神奈川歯科大学短期学部看護学科 

3) 東都大学ヒューマンケア学部 看護学科 
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