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歓 迎 の ご 挨 拶

第 60 回日本母性衛生学会総会・学術集会
会長　関　博之

第 60 回日本母性衛生学会学術集会を担当させていただきます埼玉医科大学総合医療センター総合周産

期母子医療センターの関でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。

第 60 回の本学会は、「多職種で支える母性の確立と母と子の絆」をテーマに、千葉県浦安市のヒルトン

東京ベイで令和元年 10 月 11 日（金）、12 日（土）に開催させていただきます。テーマを視覚的にイメー

ジしていただけるよう、知人の日本画家である代島千鶴（だいしまちづる）さんに「母性」あるいは「母

と子の絆」をモチーフにして絵を描いていただき、それをポスターにしました。会員をはじめ多くの方々

が、この絵からそれぞれの感性で「母性」や「母と子の絆」をイメージしていただき、学会に参加して

いただければ大変嬉しく存じます。

また、第 60 回ということで本学会も還暦を迎えることになります。このため、10 月 11 日（金）午前

9 時から創立 60 周年記念式典を行います。是非、 ご参加ください。また、同日午後には埼玉県のコウノ

トリ大使であるダイアモンドユカイ氏に参加していただく「不妊症をテーマにしたパネルディスカッ

ション」を企画しております。

学術集会では、シンポジウム 6 題、教育講演 6 題、一般演題 460 題、ランチョンセミナー 12 題を予定

しております。これまでの学術集会では、挙手による質問がやや躊躇われるような場面にしばしば遭遇

しました。参加される皆様が躊躇うことなく質問でき、ホットなディスカッションができるよう、新し

い試みとして電子化統合アプリケーション（ツイートフィルタリングシステム、モバイルアンサー等）を

導入した会場を２会場用意しました。

学会の主役は、参加してくださる方々です。一人でも多くの方々に参加していただき、楽しく有意義

な学術集会にしてゆきたいと考えております。どうか、第 60 回の本学術集会にご参集くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。千葉県浦安市にて、お待ち申し上げます。
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交通のご案内

舞浜駅・ヒルトン東京ベイ間のシャトルバス

JR舞浜駅
ボン･ヴォヤージュ ウェルカムセンター

イクスピアリⓇヒルトン東京ベイ行き
バス乗り場

リゾートゲートウェイ・
ステーション

①

②③

④

ヒルトン東京ベイ行き（無料）シャトルバスは、約 20分間隔で運行しております。一般ご利用の
方もご乗車されますので、ご了承ください。

舞浜駅・学会場間のシャトルバスの運行時刻については、ヒルトン東京ベイのホームページより
ご確認ください。

学会場
ヒルトン東京ベイ
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車でのアクセス
首都高速道路湾岸線の葛西ランプ、または浦安ランプでお降りください。
舞浜ランプは東京方面進入のみ可能です。

空港からのアクセス
羽田空港・成田空港からは「東京ディズニーリゾート地区経由ホテル行きリムジンバス」をご利
用いただき、「ヒルトン東京ベイ」でお降りください。お帰りもホテル正面玄関からリムジンバス
をご利用いただけます。

ホテルから空港へのアクセス（エアポートリムジンバス）
羽田空港⇨運賃：830 円

所用時間：片道 約 50 分
成田空港⇨運賃： 1,900 円 

所用時間：片道 約 60 分

乗車場所：ホテル正面玄関

※交通事情により、時間が変動する場合がございます。
※ご乗車にはご予約が必要となります。事前にベルデスクまでお問い合わせください。

（運賃は 2019 年 8 月現在）

電車でのアクセス
JR 京葉線・武蔵野線　舞浜駅下車（東京駅より快速にて約 15 分）。
舞浜駅からは、ヒルトン東京ベイ直行のシャトルバス（無料）（ホテルまで約 7 分）を利用いただ
くか、ディズニーリゾートライン  リゾートゲートウェイ・ステーション（JR 舞浜駅隣接）より
モノレールに乗車し、ベイサイド・ステーション下車（約 4 分）。
ベイサイド・ステーションからヒルトン東京ベイまでは、徒歩または無料送迎バスで約 1 分です。

東京駅 ヒルトン
東京ベイ

約15分

約7分

約4分 徒歩1分

※交通事情により、時間が変動する場合がございます。

JR京葉線
および

JR武蔵野線

舞浜駅

ベイサイド・
ステーション

シャトルバス
（無料送迎バス）

リゾート
ゲートウェイ・
ステーション

のりかえ
ディズニー
リゾートライン

ディズニー
リゾートクルーザー
（無料送迎バス）
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会場のご案内



−　6　−

ハンズオンセミナー
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第 60 回日本母性衛生学会総会　ご案内

会員各位
第 60 回日本母性衛生学会総会・学術集会への参加方法につきましては、下記をご覧いただきますよう

お願い申し上げます。

記

Ⅰ．受付と参加者へのお願い

１．受付時間　　　10 月 11 日（金）　8：00 ～ 17：00

10 月 12 日（土）　8：00 ～ 16：30

２．受付場所 ヒルトン東京ベイ　１F　ラウンジ・オー

３．事前参加登録者は、参加章引換券【QR コード】をお持ちいただき、以下の方法にて、参加章兼領

収証の発券をお願いいたします。

４．学生で事前登録の方は、参加章を事前に代表者へ発送いたします。ホルダー（首掛け）とプログ

ラム集は当日、会場受付にご用意いたします。

※参加章兼領収証は、当日の再発行はいたしませんので、予めご了承ください。
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５．当日参加される方は、以下の方法での受付となります。

区　分 当日登録

会　員 13,000 円

学　生 6,000 円（個人単位にて受付）

非会員 16,000 円

※お支払い方法は、クレジットカードまたは現金となります。

※会員は参加受付に際し平成 31 年度 / 令和元年度の日本母性衛生学会年会費領収証（はがきまたは

事務局デスクで渡した確認書）の提示が必要となりますので、必ずご持参ください。領収証がな

い場合は受付に時間を要します。

※年会費はクレジットカードでの納入はできません。現金をご用意ください。

※学生は、学生証を受付に提示してください。

６．参加章は、参加章ホルダーに入れて、会場内では必ずご着用ください。

参加章をつけていない方は、入場できません。
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Ⅱ．懇親会について

下記の通り、懇親会を開催いたします。

日　　　　時：10 月 11 日（金）18：30 ～ 20：30

会　　　　場：ヒルトン東京ベイ B1F 第 6・7 会場（アンビオⅠ・Ⅱ）

〒 279-0031 千葉県浦安市舞浜 1-8　TEL：047-355-5000

会　　　　費：15,000 円

申し込み方法：事前予約のみ

※受付は、懇親会会場前で行います。

Ⅲ．学術集会の各種単位登録について

・日本産科婦人科学会会員の方は「ｅ医学会カード（UMIN カード）」をご持参ください。

 第 60 回日本母性衛生学会総会・学術集会では、「ｅ医学会カード」による専門医研修出席証明を行

いますので、参加登録の際に専用窓口で「ｅ医学会カード」をご提示ください。

・ 日本専門医機構の専門医共通講習（医療倫理、感染対策、医療安全）においても、各会場で「ｅ医

学会カード」による単位登録を行います。

・日本産婦人科医会研修参加証は、専用窓口でシールをお受け取りください（1 日 1 枚）。

※当日以外の発行、および再発行はいたしません。必ず会場でお受け取りいただき大切に保管して

ください。

※「ｅ医学会カード」が、お手元にない場合は、日本産科婦人科学会事務局までお問合せください。

・ 助産師の方は、学会参加章ならびに参加証明書（名札）を保管しておいてください。本学会は日本

助産評価機構の指定学術集会となっております。参加章ならびに参加証明書の再発行はできません。

Ⅳ．日本専門医機構　認定講習について

日本専門医機構の認定講習は、各講習会場で対象セッション開始の 10 分前から単位登録を開始します。

開始時間 10 分を過ぎた場合、聴講は可能ですが、日本専門医機構の単位は付与されませんので、ご

了承ください。

【専門医共通講習について】

・ｅ医学会カードで単位登録を行います。

・ｅ医学会カードをお持ちでない方には、受講証明書をお渡しいたしますので、対象セッション会場

前の専用受付にお越しください。

※日本産科婦人科学会会員でｅ医学会カードを紛失等でお持ちでない方は、運転免許証等でご本人

確認のうえ、登録を行います。

日本専門医機構単位付与講習は下記の予定です。

番号 分類 プログラム 日時 時間 会場

1 共通講習（医療倫理） 教育講演 1 10 月 11 日（金） 10：20～11：20 第 2 会場

2 共通講習（感染対策） 教育講演 2 10 月 11 日（金） 15：20～16：20 第 2 会場

3 共通講習（医療安全） 教育講演 4 10 月 12 日（土）  8：30～ 9：30 第 1 会場
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Ⅴ．クリニカルラダーについて

以下のセッションは、日本助産評価機構 CLoCMiP®（認証助産実践能力習熟段階 / クリニカルラダー）

レベルⅢ認証申請に活用可能な研修となります。

必修研修 フィジカルアセスメント : 脳神経 教育講演 5 10 月 12 日（土） 8：30 ～ 10：00 第 2 会場

※入場時にお渡しいたします出席カードに、必ず、必要事項を記入してください。セッション終了

後に、修了証と引き換えます。

※出席カードが記入不備のままお渡しされた場合は、修了証の引き換えが行えませんので、あらか

じめご記入いただきますようお願いいたします。

Ⅵ．Web アプリについて

本学術集会では、スマートフォンから閲覧できる Web アプリを提供する予定です。詳しい情報・使

用方法につきましては、学術集会ホームページまたは当日の学会場にてご確認ください。

Ⅶ．ランチョンセミナーについて

会期中、昼食時にランチョンセミナーを開催いたします。ランチョンセミナー参加希望の方は、ラ

ンチョンセミナーチケットカウンター（参加登録受付に併設）にてチケットをお受け取りください。

おひとり 1 日 1 枚、当日開催分のみ受け取り可能です。配布時刻は以下の通りで、なくなり次第、発

券を終了いたします。

当日公開予定の Web アプリでは事前にランチョンチケットの予約が可能となります。

※予約のみですので必ずチケットカウンターで発券をしてください。

ランチョンセミナーチケット配布時間

10 月 11 日（金） 8：00 ～ 12：10

10 月 12 日（土） 8：00 ～ 11：40

Ⅷ．クロークについて

会場内のクロークをご利用ください（ヒルトン東京ベイ 2F　クローク）。

Ⅸ．口演発表について

一般演題（口演）1 演題あたりの発表時間は 6 分、討論時間は 2 分です。なお、「優秀演題賞候補演題」

については、発表時間は 7 分、討論時間は 3 分となります。

シンポジウム、パネルディスカッション等は演者・座長の方に事前にご案内したとおりの時間にな

ります。時間厳守にご協力ください。

１．口演座長に関しまして

口演座長受付はありませんので、ご担当セッションの開始 20 分前までに、会場内右前方の「次座

長席」にご着席ください。
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２．発表方法に関しまして

１）発表形式は口頭での PC 発表です。スライドやビデオは使用できませんのでご注意ください。

２）発表データは、16：9、4：3、いずれのサイズでも可能です。

３）会場へは、USB メモリ、CD-R、パソコン本体のいずれかの形で発表データをお持ち込みくだ

さい。

４）講演開始 30 分前までに PC 受付にて発表データの試写と受付を済ませてください。

 PC 持ち込みの方も、30 分前までに PC 受付へお越しください。

５）パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません。

６）PC 受付のパソコンは台数が限られております。

 受付パソコンを独占しての長時間データ修正はご遠慮ください。

 学会場ではレイアウト修正のみとし、データ修正等は事前に済ませてから PC 受付へお越しく

ださい。

３．USB メモリ、または CD-R（RW 不可）をお持ち込みの方への注意事項

１）ソフトは、以下のものをご使用ください。

 Windows 版 PowerPoint 2010/2013/2016

※ Mac をご使用の方は、PC をお持ち込みください。

※動画ファイルをご使用の方は、PC をお持ち込みください。

２）フォントは OS 標準のもののみご使用ください。

３）CD-R（RW 不可）への書き込みは、ISO9660 方式をお使いください。

※パケット方式ですと、会場 PC で読み込めない恐れがあります。

４．ノート PC をお持ち込みの方への注意事項

１）バックアップとして、必ずメディア（USB メモリ、CD-R）もお持ち込みください。

２）PC 受付の液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行ってください。

※ PC の機種や OS によって、出力設定方法が異なります。

３）プロジェクターとの接続ケーブルは、Dsub-15 ピンです。

 PC によっては専用のコネクタが必要になりますので、必ずお持ちください。

※特に VAIO、MacBook 等小型 PC は、別途付属コネクタが必要な場合がありますので、くれ

ぐれもご注意ください。

４）スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除をお願いいたします。

５）コンセント用電源アダプタを必ずお持ち込みください。

※内蔵バッテリー駆動ですと、ご発表中に映像が切れる恐れがあります。

PC 受付場所 受付時間

ヒルトン東京ベイ
（1F ラウンジ・オー）

10 月 11 日（金）　8：00 ～ 17：00

10 月 12 日（土）　8：00 ～ 16：30
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Ⅹ．一般演題（ポスター）について

本会では、ポスター発表にてデジタルポスターを利用いたします。一般演題（ポスター）1 演題あた

りの発表時間は 4 分、討論時間は 2 分となります。紙媒体とは異なり、ポスターデータの事前の登録

が必要となります。登録期間になりましたら、学術集会ホームページ「デジタルポスターについて」

に登録システムへのボタンが表示されますので、指定のフォームに沿ってご提出ください。

１．デジタルポスター登録期間

8 月 8 日（木）～ 9 月 20 日（金）予定

当日の受付は行っておりませんので必ず事前登録をお願いいたします。

※ 1　締切日はアクセスが集中するため、 登録完了までの処理やお問い合わせへの回答に、 時間が

かかる場合があります。登録期間中は、何度でもデータの差し替え・内容確認・削除ができ

ますので、締切直前になる前に、登録システムにテストデータを登録してみるなど、お試し

になることをお勧めいたします。

※ 2　登録期間後は、データの変更はできなくなりますが、登録済みデータの確認や発表時の操作

確認などは可能です。

２．デジタルポスターとして登録できるデータ形式について

データは、Microsoft PowerPoint 形式、または PDF 形式で作成してください。

対応バージョン：
Windows 版 2003/2007/2010/2013/2016/2019/365
Mac 版 2008/2011/2016/2019/365
推奨バージョン：Windows 版 2016/2019/365
Microsoft PowerPoint 以外のソフト（Keynote など）をご利用の場合は、PowerPoint または PDF

の形式に変換してからご登録ください。

PowerPoint/PDF 形式に変換すると、文字化けなどが起きてしまう場合は、変換前のファイルで

も登録は可能ですが、登録完了までに時間が長くかかる場合や失敗する場合があります。ご了承く

ださい。

●動画・音声・アニメーションは使用できません。ご登録いただいたデータに含まれていた場合は、

無効化されます。

●大判サイズではなく、通常の講演データのように複数枚スライドにて作成してください。

 スライド枚数は 12 枚以内、サイズは［4：3］推奨です。それ以外のサイズ（16：9 など）では、表

示が小さくなる場合があります。スライドサイズは PowerPoint の「デザイン」ページ内上部の「ペー

ジ設定」から「スライドサイズ」をご指定ください。

 複数スライド（12 枚以内） 大判サイズ
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●利益相反については、日本母性衛生学会ホームページの「利益相反のご案内」をご参照ください。

●ファイルサイズは、200MB 以下で作成してください。

●ファイル名に指定はありません。

 （登録していただいたデータのファイル名は、システム側で自動変換しております。）

●フォントは OS 標準フォントを使用してください。（MS ゴシック、MS P ゴシック、MS 明朝、MS 

P 明朝、メイリオ、Century、Century Gothic など）

 特殊なフォントの場合、標準フォントに置き換わってしまうため、文字ずれ・文字化けが発生いた

します。

３．デジタルポスター発表形式

ポスター発表ブースには、デジタルポスターが表示される大型ディスプレイと操作用の PC が設置

される予定です。ご発表の際は、操作用 PC をご自身で操作していただきます。操作方法については、

登録システムにデータをご登録いただいた際の確認画面にて、実際の操作をお試しいただけます。

４．デジタルポスターセッション座長に関しまして

ご担当セッションの開始 20 分前までに、ポスターセッション座長受付までお越しください。座長

であることを示すためにリボンを用意いたします。必ずご着用ください。

５．発表時間

10 月 11 日（金）　15：20 ～ 16：20 / 16：20 ～ 17：30

10 月 12 日（土）　 9：40 ～ 10：50 / 14：10 ～ 15：20

Ⅺ．日本母性衛生学会事務局デスクのご案内（ヒルトン東京ベイ　１F ラウンジ・オー）

１．デスクオープン時間

10 月 11 日（金） 8：00 ～ 17：00

10 月 12 日（土） 8：00 ～ 16：30

（1）新規入会の手続き

（2）年会費未納の方の納入（現金）および未納の確認

（3）抄録集の販売

Ⅻ．会場での WiFi について

当日、学会場にてアクセス ID とパスワードを公開いたします。

場所や時間帯によっては、繋がりにくい可能性もありますので、ご了承ください。

XIII．撮影・録音、携帯電話、呼び出しスライドなどについて

１）講演会場内での撮影・録音は学術集会事務局側が認めた場合以外、禁止となります。

２）会場内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。予め、マナーモードに設定いただくか、電源

をお切りください。

３）学会運営業務を簡素化するため、「呼び出しスライド」は流しません。

XIV．演者・座長氏名、所属、抄録内容、略歴は、演者・座長が記載したとおりに掲載しております。
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総会、理事会ならびに都道府県母性衛生学会代表者懇談会　ご案内

１．総会

10 月 11 日（金） 13：40 ～ 14：10 第 1 会場　（2F ソアラⅡ）

２．都道府県母性衛生学会代表者懇談会

10 月 12 日（土） 12：00 ～ 13：00 第 5 会場　（1F プリマルーチェ サラ）

３．理事会

10 月 12 日（土） 13：10 ～ 14：40 第 5 会場　（1F プリマルーチェ サラ）
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学術集会への参加申込と参加費・年会費について

１．平成 31 年度（令和元年度）の日本母性衛生学会年会費を納入された方は、学会事務局よりお送り

しました年会費領収証（はがき）を学会当日持参し、参加受付にご提示ください。年会費領収証（は

がき）をお持ちでない方は、ご入場にお時間を要しますので必ずご持参ください。

２．入会希望は、下記学会事務局にお問い合わせください。

公益社団法人日本母性衛生学会
〒 135-0031 東京都江東区佐賀 1-11-11 東海永代ハイツ 406
TEL：03-3820-2117　FAX：03-3820-2118
E-mail：other@bosei-eisei.org

３．会員でない場合は、下記の非会員参加費をお支払いいただくことによって参加することが可能です。

４．第 60 回日本母性衛生学会総会・学術集会への参加費について

１）参加費登録費について（1 名分）

区分 事前登録 当日登録

会員 11,000 円 13,000 円

学生 3,000 円（学校単位にて受付） 6,000 円（個人単位にて受付）

非会員
─

（会員登録してからお申込みください）
16,000 円

懇親会 15,000 円（非会員・学生も可） ─

※学生とは、日本母性衛生学会会員外の各種学校、専修学校、短期大学、大学学部等の学生であり、
事前登録は学校単位での受付のみお取り扱いいたします。

 1 校につき 1 名の教員（会員に限ります）を代表参加者とし、事前参加登録期間内に学術集会ホー
ムページ「事前参加申し込み」からお申し込みください。

２）事前参加登録

・学術集会ホームページ（http://bosei60.umin.jp）より、事前参加登録受付期間内に参加者情報の

ご登録とお支払手続きをお願いいたします。

・事前参加登録でのお支払方法は、クレジットカードのみとなります。

・お手続き完了後、QR コード付の参加章引換券をメールでお送りいたします。

・印刷して、当日、必ず QR コードを受付にお持ちください。

３）当日参加登録

・当日受付で、クレジットカードまたは現金にて参加費をお支払いください。
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学術集会に関するお問い合わせ

第 60 回日本母性衛生学会総会・学術集会運営事務局

〒 102-0083　東京都千代田区麹町 4-7　麹町パークサイドビル 402

株式会社 MA コンベンションコンサルティング内

TEL：03-5275-1191　FAX：03-5275-1192　E-mail：jsmh60@macc.jp

令和元年 9 月

第 60 回日本母性衛生学会総会・学術集会

会長　関　博之
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利益相反のご案内

　本学会では利益相反について規程に基づき開示していただくことになっております。筆頭発表者は発
表スライドの最初に、またポスターの最後に利益相反状態について、開示ください。利益相反に関する
規程をお読みいただきまして、申請書の提出をお願いいたします。くわしくは学会本部（公益社団法人
日本母性衛生学会）ホームページ（http://www.bosei-eisei.org/coi.php）をご覧ください。

  例（すべての項目に該当なしの場合） 例（1 項目でも該当ありの場合）
 　　 

演題発表に関連し、開示すべき利益相反関係にある企業などとして、

① 役員・顧問職： なし
② 株： なし
③ 特許使用料： なし
④ 講演料など： なし
⑤ 原稿料など： なし
⑥ 研究費： ○○製薬
⑦ 奨学寄付金（奨励寄付金）： なし
⑧ その他報酬： なし

第60回日本母性衛生学会総会・学術集会

利益相反の開示
筆頭発表者名： ○○ ○○

演題発表に関連し、開示すべき利益相
反関係にある企業などはありません。

第60回日本母性衛生学会総会・学術集会

利益相反の開示
筆頭発表者名： ○○ ○○

◆学術集会での発表について
　以下の①～⑧に該当する場合は、申告書をダウンロードして下記事務局まで郵送でお送りください。
ただし、共同演者は対象外とし、演題登録時から遡って過去 1 年以内の利益相反の状況について申告
してください。

① 役員、顧問職寄付講座に属する者：100 万円以上
② 株式：100 万円以上、当該株式の 5％以上
③ 特許権使用料：100 万円以上
④ 日当・出席料、講演料など：50 万円以上
⑤ 原稿料：50 万円以上
⑥ 研究費：200 万円以上
⑦ 奨学寄付金（奨励寄付金）：200 万円以上
⑧ その他　報酬など：5 万円以上

◆申告書送付先
　〒135-0031　東京都江東区佐賀 1-11- 11 東海永代ハイツ 406
　公益社団法人日本母性衛生学会事務局
　TEL：03- 3820- 2117　FAX：03- 3820- 2118
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−　24　−

ポスター割り振り一覧
第 1 日（10 月 11 日（金））
●ポスター会場　ヒルトン東京ベイ　2F　アミ、エボ（閲覧／ 9：00 〜 15：00）

デジタルポスター閲覧コーナー　ヒルトン東京ベイ　2F　ホワイエ（閲覧／ 8：00 〜 18：00）

発表グループ セッション名 演題番号 発表時間 発表会場
ポスター発表
Group 1

①月経・性周期 P1-001 〜 P1-008 15：20 〜 16：20 Group 1
①〜③
アミ

②思春期・青年期/性教育/セクシュアリティ P1-009 〜 P1-017 15：20 〜 16：20

③不妊・不育 P1-018 〜 P1-026 15：20 〜 16：20

④女性を取り巻く社会問題 / 助産システム P1-027 〜 P1-035 15：20 〜 16：20 Group 1
④〜⑥
エボ

⑤家族 P1-036 〜 P1-045 15：20 〜 16：20

⑥産後ケア P1-046 〜 P1-055 15：20 〜 16：20

ポスター発表
Group 2

①継続教育 P1-056 〜 P1-062 16：20 〜 17：30 Group 2
①〜③
アミ

② NICU/ 災害対策・災害援助 P1-063 〜 P1-072 16：20 〜 17：30

③助産師・保健師 P1-073 〜 P1-079 16：20 〜 17：30

④母子保健 P1-080 〜 P1-090 16：20 〜 17：30 Group 2
④〜⑥
エボ

⑤妊娠 / 産後ケア１ P1-091 〜 P1-100 16：20 〜 17：30

⑥妊娠 / 産後ケア２ P1-101 〜 P1-110 16：20 〜 17：30

第 2 日（10 月 12 日（土））
●ポスター会場　ヒルトン東京ベイ　２F　アミ、エボ（閲覧／ 8：00 〜 9：20、15：30 〜 17：20）

デジタルポスター閲覧コーナー　ヒルトン東京ベイ　2F　ホワイエ（閲覧／ 8：00 〜 17：20）

発表グループ セッション名 演題番号 発表時間 発表会場
ポスター発表
Group 3

①婦人科疾患 / 更年期・老年期 P2-001 〜 P2-010 9：40 〜 10：50 Group 3
①〜③
アミ

②周産期医療 / 周産期の実践 P2-011 〜 P2-017 9：40 〜 10：50

③ DV・虐待 / 出生前診断 / 栄養 P2-018 〜 P2-026 9：40 〜 10：50

④母乳栄養 P2-027 〜 P2-036 9：40 〜 10：50 Group 3
④〜⑥
エボ

⑤母性看護学教育 P2-037 〜 P2-047 9：40 〜 10：50

⑥助産学教育 P2-048 〜 P2-058 9：40 〜 10：50
ポスター発表
Group 4

①産褥・育児１ P2-059 〜 P2-069 14：10 〜 15：20 Group 4
①〜③
アミ

②産褥・育児２ P2-070 〜 P2-080 14：10 〜 15：20

③産褥・育児３ P2-081 〜 P2-091 14：10 〜 15：20

④分娩 / 異文化・国際 P2-092 〜 P2-101 14：10 〜 15：20 Group 4
④〜⑥
エボ

⑤メンタルヘルス１ P2-102 〜 P2-110 14：10 〜 15：20

⑥メンタルヘルス２ P2-111 〜 P2-118 14：10 〜 15：20
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会長講演

10 月 11 日（金）
第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●会 長 講 演 （11：30 〜 12：10）

 「私のライフワーク『妊娠高血圧症候群』」

 座　長：静岡県立こども病院副院長 兼 周産期センター長
  西　口　富　三
 演　者：埼玉医科大学総合医療センター /

総合周産期母子医療センターセンター長・教授
  関　　　博　之
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創立 60 周年記念式典講演

10 月 11 日（金）
第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●創立 60 周年記念式典講演 （9：00 〜 10：00）

 「乳幼児の脳科学に基づく母の育児の重要性」

 座　長：埼玉医科大学総合医療センター /
総合周産期母子医療センターセンター長・教授
 関　　　博　之

 演　者：公益社団法人日本産婦人科医会会長 木　下　勝　之
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教育講演

10 月 11 日（金）
第 2 会場（2F ソアラⅠ）

●教 育 講 演１　「出生前診断からみた生命倫理」（10：20 〜 11：20）　 P

 座　長：大手前大学副学長・国際看護学部教授 大　橋　一　友

 演　者：岩手医科大学医学部臨床遺伝学科教授 福　島　明　宗

●教 育 講 演２　「母子感染〜最近の話題と対策」（15：20 〜 16：20）　P
 座　長：聖路加国際病院女性総合診療部教育・診療アドバイザー
  伊　藤　博　之

 演　者：神戸大学大学院医学研究科外科系講座産科婦人科学分野教授
  山　田　秀　人

●教 育 講 演３　「できる助産師の超音波検査」（16：40 〜 17：40）

 座　長：川崎医科大学産婦人科学 1 教授 下　屋　浩一郎

 演　者：埼玉医科大学総合医療センター
総合周産期母子医療センター教授 馬　場　一　憲
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10 月 12 日（土）
第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●教 育 講 演４　「母体死亡の原因疾患と対策」（8：30 〜 9：30）　P
 座　長：宮崎大学学長 池ノ上　　　克

 演　者：順天堂大学医学部産婦人科特任教授 竹　田　　　省

第 2 会場（2F ソアラⅠ）

●教 育 講 演５　「子癇、妊産婦脳卒中の治療戦略」（8：30 〜 10：00）　ク
 座　長：東京女子医科大学八千代医療センター

母体胎児科・婦人科教授 正　岡　直　樹

 演　者：大野レディスクリニック院長 大　野　泰　正

第 6 会場（B1F アンビオⅡ）

●教 育 講 演６　「妊婦管理における家庭血圧測定の重要性」（13：10 〜 14：10）

 座　長：福岡大学名誉教授 瓦　林　達比古

 演　者：東北医科薬科大学医学部衛生学・公衆衛生学教室教授
  目　時　弘　仁



−　29　−

パネルディスカッション

10 月 11 日（金）
第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●パネルディスカッション　「『タネナシ』、『イクジイ』を語る
　〜ロックシンガーが父になって、思ったこと」　（14：10 〜 15：10）

 司　会：埼玉医科大学総合医療センター産婦人科教授

  髙　井　　　泰

パネリスト：ロックシンガー・俳優 ダイアモンドユカイ

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科教授
  髙　井　　　泰

静岡県立大学看護学部・大学院看護学研究科准教授
 石　川　紀　子
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シンポジウム

10 月 11 日（金）
第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●シンポジウム１　「『産科混合病棟』という存在　産婦人科医師および病院の
トップ管理職の地位にある人と共に考える」（15：20 〜 17：20）

座　長：宮崎大学学長 池ノ上　　　克
座　長：神戸大学大学院保健学研究科看護学領域母性看護学・助産学分野教授
  齋　藤　いずみ

「実証データから『産科混合病棟』を可視化し分析する」

演　者：神戸大学大学院保健学研究科看護学領域母性看護学・助産学分野教授
  齋　藤　いずみ

「助産師も看護師も！みんながやりがいある産科混合病棟・産科ユニットをめざして！」

演　者：JA 高知病院副院長 兼 看護部長 松　永　智　香

「産婦人科医から見た産科混合病棟」

演　者：公益社団法人日本産婦人科医会会長 木　下　勝　之

「より充実した母子のケアのために〜産科混合病棟の現状と課題〜」

演　者：公益社団法人日本看護協会常任理事 井　本　寛　子

10 月 12 日（土）
第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●シンポジウム２　「妊産婦のメンタルヘルスケア　自殺対策
　～多職種の連携の充実～」（9：40 〜 11：40）

座　長：順天堂大学医学部産婦人科特任教授 竹　田　　　省
座　長：順天堂大学大学院医療看護学研究科教授 髙　橋　眞　理

「妊産婦メンタルヘルスと行政」

演　者：横浜市立大学産婦人科学講座准教授 倉　澤　健太郎

「いつから、どのように、どう連携していくのか？」

演　者：広尾レディース院長／東京慈恵会医科大学講師 宗　田　　　聡

「妊産婦のメンタルヘルスケア『病院助産師の役割、連携』」

演　者：埼玉医科大学総合医療センター
総合周産期母子医療センター助産師 小　澤　千　恵

「精神科との連携」
演　者：東京医科歯科大学医学部附属病院精神科講師 竹　内　　　崇
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10 月 12 日（土）
第 6 会場（B1F アンビオⅡ）

●シンポジウム３　「子宮内胎児発育不全（FGR）の管理を考える」（9：40 〜 11：40）

座　長：新潟大学医歯学総合病院
総合周産期母子医療センター（産婦人科）教授・部長
  髙　桑　好　一

座　長：宮崎大学医学部看護学科教授 山　﨑　圭　子

「総説─ FGR の発症要因ならびにその背景─」

演　者：新潟市民病院産婦人科副部長 田　村　正　毅

「FGR の発症予防を考える〜われわれの取り組みを中心として〜」

演　者：新潟大学医歯学総合病院産婦人科病院講師 能　仲　太　郎

「FGR として出生した児の特徴と予後を考える」

演　者：東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科教授
  和　田　雅　樹

「胎児発育不全（FGR）出生児の特徴から考える家族への看護」

演　者：東京女子医科大学病院主任・新生児集中ケア認定看護師
  中　野　恵　美

「胎児発育不全（FGR）の診断に引き続き子どもを亡くした女性へのケア」

演　者：神奈川県立こども医療センター看護局外来看護科主任看護師
聖路加国際大学大学院看護研究科博士後期課程

  北　園　真　希

第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●シンポジウム４　「多機関・多職種による切れ目のない母児支援」（13：10 〜 15：10）

座　長：大阪母子医療センター副院長 光　田　信　明

座　長：聖路加国際大学ウイメンズヘルス・助産学教授 片　岡　弥恵子

「産科医療機関からはじめる母児支援〜医療・保健・福祉の連携の実際〜」

演　者：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看護部
母性東棟看護師長 和　田　聡　子

「泉佐野市における特定妊婦の支援状況〜行政による切れ目ない母児支援〜」

演　者：泉佐野市こども部子育て支援課主査 仙　田　信　子

「母児支援におけるメンタルヘルスケアと精神科連携」

演　者：兵庫医科大学精神科神経科学講座講師 清　野　仁　美
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「母児支援のために産婦人科医師ができること」

演　者：独立行政法人大阪府立機構大阪母子医療センター産科副部長
  金　川　武　司

「NICU からの母児支援」

演　者：信州大学医学部小児医学教室助教 三代澤　幸　秀

10 月 12 日（土）
第 1 会場（2F ソアラⅡ）

●シンポジウム５　「妊娠糖尿病妊婦のケア」（15：20 〜 17：20）

座　長：公益社団法人日本看護協会会長 福　井　トシ子

座　長：聖路加国際大学ウイメンズヘルス・助産学教授 片　岡　弥恵子

「糖代謝異常妊産婦の妊娠各期のケア」

演　者：公益社団法人日本看護協会会長 福　井　トシ子

「妊娠糖尿病女性への助産師のかかわりと連携」

演　者：自治医科大学看護学部教授 成　田　　　伸

「妊娠糖尿病の二つの臨床的課題と現在の問題点」

演　者：国立病院機構長崎医療センター産婦人科部長 安　日　一　郎

「妊娠糖尿病の重症化予防を目的とした多職種連携・継続支援体制の構築に向けて」

演　者：聖路加国際大学大学院看護学研究科博士後期課程 松　永　真由美

10 月 12 日（土）
第 2 会場（2F ソアラⅠ）

●シンポジウム６　「周産期医療における災害対策（周産期リエゾン）」（15：20 〜 17：20）

座　長：亀田総合病院産婦人科部長 鈴　木　　　真

座　長：武蔵野大学母性看護学科教授 坂　上　明　子

「熊本地震での病棟看護および情報発信による周産期支援について

〜もしも、また災害がおきたら、この対策も！〜」

演　者：熊本大学病院総合周産期母子医療センター看護師 田　口　弘　美

「『病棟における大規模地震と災害対策』〜津波対策訓練の取り組み〜」

演　者：亀田総合病院総合周産期母子医療センター産科部門師長
  鈴　木　あすか
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「妊産婦の力を活かした避難生活の支援」

演　者：千葉大学大学院看護学研究科共同災害看護学専攻 鈴　木　聡　子

「小児精神保健からみた小児の災害時対応」

演　者：半蔵門のびすここどもクリニック／
厚生労働省委託事業 DPAT 事務局 河　嶌　　　讓

「有事における周産期医療・母子保健対応」

演　者：東北大学産婦人科教授 菅　原　準　一
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市民公開講座

10 月 12 日（土）
第 2 会場（2F ソアラⅠ）

●市民公開講座　（13：10 〜 15：10）

座　長：聖路加国際病院女性総合診療部教育・診療アドバイザー

  伊　藤　博　之

「水泳から学んだこと〜スポーツの力・夢に向かって〜」

演　者：ミズノ株式会社コンペティションスポーツ事業部

ミズノスイムチームコーチ 寺　川　　　綾

「我が子の存在の大きさ」

演　者：城西大学女子駅伝部コーチ 赤　羽　有紀子

「車いすバスケットボールと共に生きる」

演　者：日本パラリンピック委員会強化委員会強化委員 塚　本　京　子
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ハンズオンセミナー

10 月 12 日（土）
B1F アクアテラス

●ハンズオンセミナー　（14：30 〜 16：00）

　「鉗子分娩とは？　あなたも鉗子に触れてみませんか？」

受付：B1F アクアテラス会場入口
※受付方法につきましては、学術集会ホームページをご覧ください。

内容：講義、動画供覧、骨盤モデルを用いた実技演習（内診・鉗子遂娩術・分娩介助）、総合討論 

講師・アシスタント：埼玉医科大学総合医療センタースタッフ

・学会参加者は参加費無料

・助産師、看護師、学生・初期研修医の参加も大歓迎！
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ランチョンセミナー

10 月 11 日（金）　12：30 ～ 13：30

●ランチョンセミナー１　第 1 会場　（2F　ソアラⅡ） 共催：株式会社ステムセル研究所

　「羊水・臍帯血から得られた間葉系幹細胞治療
─脳性麻痺の治療が可能となる夢の時代が到来へ─」

座　長：埼玉医科大学総合医療センター
総合周産期母子医療センターセンター長・教授 関　　　博　之

演　者：慶應義塾大学医学部産婦人科学教室教授 田　中　　　守

●ランチョンセミナー２　第 2 会場　（2F　ソアラⅠ） 共催：ピジョン㈱・ピジョンにっこり授乳期研究会

　「『つまずき』感を抱える母親たちの心のケア〜後期早産児の母親へのインタビューを通して〜」

座　長：埼玉医科大学総合医療センター
総合周産期母子医療センター新生児部門教授 加　部　一　彦

演　者：山王教育研究所臨床心理士 / 日本周産期精神保健研究会副理事長
橋　本　洋　子

●ランチョンセミナー３　第 3 会場　（2F　G（ジー）） 共催：テルモ株式会社

　「母と子に優しい手術〜痛みの、そばに、アセトアミノフェン〜」

座　長：北里大学メディカルセンター産婦人科部長 三　木　明　徳

演　者：埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科教授 照　井　克　生

●ランチョンセミナー４　第 4 会場　（2F　S（エス）） 共催：有限会社青葉

　「妊娠（胎児）期・産褥（新生児）期・乳児期にしたいセルフホームケアの指導」

座　長：トコ助産院院長 / トコ・カイロプラクティック学院学院長
渡　部　信　子

「私が実感した骨盤ケア・まるまる育児の効果〜まさかの全足位自然分娩、外反位足も
きれいに〜」

演　者：うまじ助産所院長 馬　地　容　子

「幼児期・学齢期の子どもの姿から、胎児期・乳児期にできることを考える」

演　者：にじのわ ママとこどもの育ちラボ代表　作業療法士　森　田　綾

●ランチョンセミナー５　第 5 会場　（1F　プリマルーチェ サラ） 共催：株式会社ツムラ

　「満足できる産前産後ケアを目指して〜母子に寄り添う」

座　長：埼玉医科大学総合医療センター産婦人科教授 髙　井　　　泰

演　者：日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長 木　戸　道　子
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●ランチョンセミナー６　第 6 会場　（B1F　アンビオⅡ） 共催：東亜薬品工業株式会社

　「プロバイオティクスと早産」

座　長：宮崎大学医学部発達泌尿生殖医学講座産婦人科学分野
児　玉　由　紀

演　者：鹿児島市立病院産婦人科部長 上　塘　正　人

●ランチョンセミナー７　第 7 会場　（B1F　アンビオⅠ） 共催：オムロンヘルスケア株式会社

　「周産期の血圧管理の重要性：BOSHI 研究から」

座　長：社団法人東北血圧管理協会理事長 今　井　　　潤

演　者：帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座主任教授 大久保　孝　義

10 月 12 日（土）　12：00 ～ 13：00

●ランチョンセミナー８　第 1 会場　（2F　ソアラⅡ） 共催：アトムメディカル株式会社

　「産科危機的出血におけるフィブリノゲンの重要性」

座　長：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター所長
中　林　正　雄

演　者：埼玉医科大学総合医療センター産婦人科准教授 松　永　茂　剛

●ランチョンセミナー９　第 2 会場　（2F　ソアラⅠ） 共催：MSD 株式会社

　「脅かされている日本人女性のリプロダクティブ・ヘルス〜これでいいのか子宮頸がん予防〜」

座　長：埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科教授 鈴　木　幸　子

演　者：一般社団法人日本家族計画協会理事長 北　村　邦　夫

●ランチョンセミナー 10　第 3 会場　（2F　G（ジー））

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

　「帝王切開術における縫合方法の提案〜産科医・形成外科医の視点より〜」

座　長：自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科教授
桑　田　知　之

「連続縫合は本当に悪いのか ? ! 〜帝王切開時の子宮筋層縫合について〜」

演　者：杏林大学医学部付属病院産婦人科臨床教授 谷　垣　伸　治

「新しい吸収性縫合糸 STRATAFIX® Spiral PDS Plus® で、連続真皮縫合を早く、創縁血

流を妨げずに行えるのか？」

演　者：東京医科大学病院形成外科主任教授 松　村　　　一
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●ランチョンセミナー 11　第 4 会場　（2F　S（エス）） 共催：一般社団法人日本血液製剤機構

　「分娩後異常出血への対応〜産褥婦を救いたい〜」

座　長：順天堂大学医学部附属順天堂医院産科・婦人科先任准教授

牧　野　真太郎

演　者：北海道大学大学院医学研究院専門医学系部門
生殖・発達医学分野産婦人科学教室准教授 森　川　　　守

●ランチョンセミナー 12　第 6 会場　（B1F　アンビオⅡ） 共催：味の素株式会社

　「若年女性のやせ課題と栄養改善におけるうま味の活用」
　　　　　座　長：朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科治験部長 

「エネルギー不足がもらたす身体の変化」　

　　　　　演　者：神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部　教授

「和食文化とうま味」 

大　西　由希子

鈴　木　志保子

演　者：NPO法人うま味インフォメーションセンター 理事 

二　宮　くみ子
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NICU・GCUに入院した
後期早産児とそのお母様の写真展

後期早産児は、34週～ 36週で出生した「ちょっと早く生まれた赤ちゃん」。
後期早産児は、早産児の約8割、低出生体重児のうち約半数を占めます。しかし、NICUにおいて後期早産児
は極低出生体重児や超低出生体重児と比べると比較的軽症で、入院期間も短く、後期早産児とその母親
を対象にした研究はまだまだ少ない状況です。

ピジョンにっこり授乳期研究会では、この後期早産児とその母親に着目。このたび、出産ジャーナリストで
フォトグラファーの河合蘭さんと、埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センターの協力のも
と、「NICU・GCUに入院した後期早産児とそのお母様の写真展」を本学会にて開催いたします。

写真展では、後期早産児とお母様が入院されている時の様子や、ピジョンにっこり授乳期研究会が行った
退院後のインタビューの様子を展示します。写真を通じて、後期早産児のお母様が抱く想いの一端に触れて
いただけると幸いです。ぜひ、お立ち寄りください。

開催日	：令和元年10月11日（金）～ 12日（土）
場	所	：ヒルトン東京ベイ2F	写真展示コーナー
撮	影	：河合　蘭
協	力	：埼玉医科大学総合医療センター	総合周産期母子医療センター
主	催	：ピジョンにっこり授乳期研究会

＜河合蘭さん　プロフィール＞
1959年東京生まれ。20代前半はカメラマンとして活動していたが、自身の出産を機に出産専門のジャーナリストとなる。著書は『出生前診断 出産ジャーナリスト
が見つめた現状と未来』（朝日新聞出版／科学ジャーナリスト賞2016受賞）はじめ、『卵子老化の真実』（文藝春秋）など多数。現在は「東洋経済オンライン」

「文春オンライン」「現代ビジネス」等のニュースサイトに記事を寄稿するかたわら写真家としても活動中。国立大学法人東京医科歯科大学非常勤講師。



一  般  口  演



第６会場 B１F アンビオＩＩ  10 月 11 日(金)  

優秀演題賞候補  (10:10～11:30) 

座長 瓦林 達比古（一般社団法人福岡県社会保険医療協会）

  座長 髙桑 好一(新潟大学医歯学総合病院 総合周産期母子

医療センター（産婦人科））

HS-001 夫婦のコミュニケーションを促進する出産支援サービス 

Mama to Baby 

 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科附属メディアデザイン研究所  リサーチャー

伊東 春美

HS-002 妊婦の自動車事故およびヒヤリハットとマイナートラブルとの関連について 

 滋賀医科大学 医学部 看護学科 臨床看護学講座 母性看護学・助産学  花原 恭子 他

HS-003 熟練助産師の乳管開通法の指圧力と動作の特徴 

 畿央大学 助産学専攻科・国際医療福祉大学大学院  中居 由美子 他

HS-004 洗顔方法の違いが新生児の皮膚バリア機能の経時的変化へ与える影響 

 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

清水 咲月 他

HS-005 乳幼児を持つ家庭における南海トラフ地震震災対策の実態 

―A県における生活圏別の比較― 

 高知県立あき総合病院  中山 絵里名 他

HS-006 乳児の泣きのピーク期に揺さぶり行動をとった親の特徴 

 大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻  伊藤 絵美 他

HS-007 高度生殖補助医療を受けた患者の QOL に与える影響要因について 

 長崎大学病院 6 階西病棟  石橋 理恵子 他

HS-008 情報通信技術を活用した産科混合病棟の可視化 

 神戸大学 大学院保健学研究科  齋藤 いずみ 他

 

第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 11 日(金) 

一般演題(口演)１ 不妊・不育/出生前診断１  (10:20～10:55) 

座長 菅沼 信彦（名古屋学芸大学 看護学部）

O1-001 不育症女性におけるピア・カウンセリングでの体験 

 岡山大学大学院保健学研究科  片岡 久美恵 他

O1-002 不妊治療後妊婦の妊娠中の不妊治療体験の受けいれ状況と関連要因 

 久留米大学病院 看護部  大仁田 悠 他

O1-003 不育症女性の流死産後の妊娠、分娩、育児期の思い－2事例の検討－ 

 姫路大学 看護学部 看護学科  秦 久美子 他

O1-004 不育症カップルの不安やうつの実態と夫婦関係との関連 

 大阪府済生会 吹田病院  岩本 夏美 他
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第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 11 日(金) 

一般演題(口演)２ 不妊・不育/出生前診断２  (10:55～11:30) 

座長 大賀 明子（西武文理大学 看護学部）

O1-005 無精子症の男性にとっての子どもの意味 

～MD-TESE・TESE を選択した男性の語りから～ 

 新潟医療福祉大学 看護学部 看護学科  山口 典子 他

O1-006 無侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT)の普及に対する妊婦の意識 

岡山大学 大学院保健学研究科  千葉 智美 他

O1-007 産科の看護スタッフにおける NIPT に対する意識と受検妊婦への支援の実態 

 岡山愛育クリニック  爲房 佳志恵 他

O1-008 β2グリコプロテイン I/HLA クラス II 複合体に対するネオ・セルフ抗体は 

不育症の新たなリスク因子である 

 神戸大学 医学部 産科婦人科  谷村 憲司 他

 

第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 11 日(金) 

一般演題(口演)３ メンタルヘルス１  (15:20～16:10) 

座長 古谷 健一（防衛医科大学校名誉教授）

O1-009 産褥早期の色彩円環家族イメージ画の描線の形態と心理指標との関連 

 防衛医科大学校 医学教育部 看護学科  櫻井 薫 他

O1-010 産後１か月における母親の抑うつスキーマとストレッサーが抑うつ傾向に与える 

影響 

 東京医科大学病院  小熊 良佳 他

O1-011 妊婦の社会環境がメンタルヘルスに与える影響に関する研究 

 東北文化学園大学 医療福祉学部 看護学科  堀米 美智枝

O1-012 非妊若年女性の疲労の程度とその身体症状として現れる下腿のむくみ 

 愛媛大学大学院 医学系研究科 看護学専攻  城賀本 晶子 他

O1-013 周産期医療機関が行うメンタルヘルス支援の現状と課題 

―グループインタビュー調査より― 

 沖縄県立看護大学  下中 壽美 他

O1-014 産婦人科・産科における心理士の実践と多職種連携 

 東海大学 文化社会学部 心理・社会学科  菅沼 真樹 他
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第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 11 日(金) メンタルヘルス２ 

一般演題(口演)４ メンタルヘルス２  (16:10～17:00) 

座長 齋藤 益子（東京医療保健大学大学院 実践助産学）

O1-015 A クリニックにおける周産期メンタルヘルスの現状と 

メンタルヘルスケアシステムの有用性の検討 

 アルプスベルクリニック  黒木 貴代美 他

O1-016 A クリニックにおけるメンタルヘルスケアシステムに関する 

助産師の認識と改善点の検討 

 アルプスベルクリニック  黒木 貴代美 他

O1-017 地方都市に住む母親の産後 1か月間におけるメンタルヘルスの実態 

 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 近藤 彩 他

O1-018 生後 4か月までの子どもを持つ父親のメンタルヘルス 

－抑うつとマタニティブルーの尺度を使用して－ 

 水戸赤十字病院  渡邉 万宥 他

O1-019 特定妊婦への支援の実際～多職種連携における病院の役割～ 

 熊本大学病院 総合周産期母子医療センター  中村 祥子 他

O1-020 エジンバラ産後うつ病質問票と赤ちゃんへの気持ち質問票を用いた、 

妊娠中から産後１か月までの経時的調査 

 社会医療法人大雄会 総合大雄会病院  武馬 緒和子

 

第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)５ 女性を取り巻く社会問題  (17:00～17:50) 

座長 成田 伸（自治医科大学 看護学部）

O1-021 懲役刑の執行停止を得た妊娠女性に対する医療者のアプローチについての考察 

 神戸市看護大学  比名 朋子 他

O1-022 当クリニックにおける緊急避妊薬処方の現状報告 

 舞浜クリニック  杉浦 史恵 他

O1-023 性成熟期前期女性の骨盤底筋力の実態と関連要因の検討 

 済生会横浜市東部病院 ６西病棟  原田 真友子 他

O1-024 周産期女性のインターネット・ヘルスリテラシーに関する実態調査 

 順天堂大学 医療看護学部  植竹 貴子 他

O1-025 乳幼児をもつ看護系大学の女性教員におけるセルフマネジメントと 

それを支えるもの 

 岩手看護短期大学 専攻科 助産学専攻  高橋 淳美 他

O1-026 特別養子縁組を希望された妊婦への意志決定後の揺れ動く気持ちに 

寄り添うケアを通して 

 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院  井関 桜良 他
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第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)６ セクシュアリティ１  (10:20～10:55) 

座長 中塚 幹也（岡山大学大学院 保健学研究科）

O1-027 大学生における「性の多様性」「LGBT 家族形成」への意識 

岡山大学 大学院保健学研究科  千葉 智美 他

O1-028 トランスジェンダー当事者の部活動またはサークル活動」に対する大学生の意識 

岡山大学 大学院保健学研究科  千葉 智美 他

O1-029 セクシュアルマイノリティ女性（レズビアン）に関する研究の動向 

～国内文献検討～ 

 玉川レディースクリニック  大久保 美保 他

O1-030 セクシュアルマイノリティ女性（レズビアン）に関する研究の動向 

～海外文献検討～ 

 公立大学法人 神奈川県立保健福祉大学  吉田 安子 他

 

第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 11 日(金) 

一般演題(口演)７ セクシュアリティ２  (10:55～11:30) 

座長 北村 邦夫（日本家族計画協会 家族計画研究センター）

O1-031 看護系大学生に対する性的マイノリティ教育プログラムの開発と評価 

 独立行政法人国立病院機構埼玉病院  早川 愛子 他

O1-032 悪阻を契機として妊娠を受容できなくなった一例 

 川崎医科大学附属病院 女性医療センター  天川 慧美 他

O1-033 大阪市民の暮らしと働き方の多様性と共生にかんするアンケートからみた 

同性カップルの家族形成支援ニーズ 

 慶應義塾大学  藤井 ひろみ 他

O1-034 LGBT 当事者が生殖医療で子どもを持つことへの意識： 

産婦人科施設代表者への全国調査から 

 岡山大学 大学院 保健学研究科  細木 菜々恵 他
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第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)８ 母性看護学教育/助産学教育  (15:20～16:20) 

座長 高田 昌代（神戸市看護大学 看護学部）

O1-035 母子との接触体験による看護学生の母性意識・子どもイメージ形成への効果 

（第１報） 

 活水女子大学 看護学部 看護学科  服部 佳代子 他

O1-036 母子との接触体験による看護学生の母性意識・子どもイメージ形成への効果 

（第 2報） 

 活水女子大学 看護学部 看護学科  畠 知華子 他

O1-037 映像アノテーションシステムを用いた新生児沐浴法の学内演習の検討 

 岡山大学大学院保健学研究科  大塚 元美 他

O1-038 ペリネイタルロスを経験した当事者の語りが助産師学生に及ぼす影響 

 宝塚大学 助産学専攻科  中尾 幹子 他

O1-039 分娩介助技術習得におけるタブレット型端末を利用した学習効果の検証 

 岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科  川下 菜穂子 他

O1-040 分娩中の緊急判断が必要な場面のアドバンス助産師の判断と行動の特性 

 新潟大学 医学部 保健学科  石田 真由美 他

O1-041 「産婆學雑誌」にみる明治期の産婆がおこなった浮腫の看護 

 関西看護医療大学  小笠原 百恵 他

 

第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)９ 栄養/母乳栄養１  (16:20～17:10) 

座長 黒川 寿美江（聖路加国際病院 産科新生児科）

O1-042 生後 3日目までの母乳育児支援に 1/2 ミルクの哺乳を取り入れて 

母乳率、初期嘔吐、重症黄疸に与える影響 

 市立秋田総合病院  古仲 ひとみ 他

O1-043 授乳婦乳首のやわらかさの測定－測定装置の検討－ 

 ピジョン株式会社  打越 楓佳 他

O1-044 母乳育児クラス受講者における母乳率と母乳育児確立を妨げる要因 

 医療法人社団 スズキ病院 スズキ記念病院  杉山 真美子 他

O1-045 退院時直接授乳困難な母親の現状と直接授乳困難に影響する要因 

 浜松医科大学大学院医学系研究科修士課程  冨岡 ほなみ 他

O1-046 お母さんに優しい乳房ケア～A病院における乳腺炎急性期の対応～ 

 エンゼル病院  平川 早紀 他

O1-047 新生児期における直母授乳と哺乳びん授乳の併用について 

 ピジョン株式会社 中央研究所  斉藤 哲
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第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 11 日(金) 

一般演題(口演)１０ 栄養/母乳栄養２  (17:10～18:00) 

座長 福岡 秀興（福島県立医科大学 プログレッシブ DOHaD 研究講座）

O1-048 血糖コントロール良好な 2型糖尿病成人女性患者の食生活行動の特徴 

 熊本大学 医学部 保健学科  島田 久仁子 他

O1-049 乳児早期の栄養方法と母親の身体的・心理社会的要因との関連 

 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター  林 千春 他

O1-050 働く女性が母乳育児を続けていく中で抱く思い 

 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科保健学専攻 博士後期課程  梶井 敬子 他

O1-051 産褥期の発熱に苦慮した悪性リンパ腫の一例 

 医療法人 登誠会 諏訪マタニティークリニック  三澤 朋子 他

O1-052 助産院に来院した早産児・低出生体重児を持つ母親への母乳育児支援 

－来院目的と乳房状態に焦点をあてて－ 

 堤式乳房マッサージ法研究所  太田 和世 他

O1-053 早期断乳を必要とした褥婦 4例における妊娠中の CMI 調査表と 

産後のエジンバラ産後うつ病質問票との関係 

   医療法人 登誠会 諏訪マタニティークリニック 　濱　正子 他

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 11 日(金) 

一般演題(口演)１１ 災害対策・援助  (10:10～11:10) 

座長 佐々木 純一（総合守谷第一病院 産婦人科）

O1-054 妊婦の減災教育の開発に向けた「妊婦の災害への備え」という現象の探求 

 兵庫県立大学大学院 看護学研究科 共同災害看護学専攻 博士課程  有坂 めぐみ

O1-055 妊娠期に防災指導をうけた母親の防災意識の変化の実際 

 岩手県立久慈病院  古舘 慶子

O1-056 ３・４ヶ月児を育てる母親の地震への備えを促す要因 

 前）東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 看護学科 災害看護学コース

満井 優菜 他

O1-057 災害時における生活保護受給妊婦に対する支援の問題点 

 川崎医科大学附属病院 女性医療センター  礒本 千愛 他

O1-058 東日本大震災年に誕生した子を持つ父親の震災 5年後の心身の健康状態の回復に 

影響を与えた要因 

 日本赤十字社医療センター  樋渡 麻衣 他

O1-059 平成 28 年熊本地震で被災した妊産婦のレジリエンス発揮の様相 

 千葉大学大学院 看護学研究科  鈴木 聡子

O1-060 災害時における分娩取り扱い施設としてのチームの取り組み 

 高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院  坪井 志津 他
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第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)１２ 産褥１  (15:20～16:10) 

座長 下屋 浩一郎（川崎医科大学 産婦人科学 1）

O1-061 経腟分娩後の初回歩行時間とその関連因子 

 国立成育医療研究センター 看護部 周産期センター  本山 幸 他

O1-062 産後 1か月の尿失禁と影響要因 

 高知大学 教育研究部 医療学系看護学部門  小松 輝子 他

O1-063 産後４か月の女性の尿失禁の実態と関連因子 

 富山大学大学院 医学薬学教育部（博士後期課程） 看護学専攻  亀谷 茉里子 他

O1-064 産後 10 か月における母親のやせ願望の有無と食生活の実態 

 順天堂大学医学部附属浦安病院  池田 友紀 他

O1-065 家庭訪問事業における助産師の支援活動の実態 

～地域母子保健活動を担っている助産師インタビューから～ 

 国際医療福祉大学成田看護学部  新道 由記子 他

O1-066 初産婦と経産婦別にみたエジンバラ産後うつ質問票の得点の変化と不安因子 

 砺波総合病院 看護部  長岡 美帆 他

 

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)１３ 産褥２  (16:10～16:50) 

座長 金井 誠（信州大学 保健学科）

O1-067 産後女性の上肢機能障害のある手首痛の関連因子の検討 

 佐賀大学 医学部 看護学科  佐藤 珠美 他

O1-068 予定帝王切開を受けた女性の出産体験についての基礎的研究１ 

 聖バルナバ病院  丸本 紗奈江 他

O1-069 予定帝王切開を受けた女性の出産体験についての基礎的研究２ 

 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院  神倉 麻里 他

O1-070 予定帝王切開を受けた女性の出産体験についての基礎的研究３ 

 園田学園女子大学 人間健康学部 人間看護学科  竹内 佳寿子 他

O1-071 産後 1か月における高年初産婦の産後の疲労度と睡眠満足度の関連について 

久留米大学病院 国際医療福祉大学大学院 佐々野麻耶 他
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第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)１４ 育児１  (16:50～17:25) 

座長 中尾 優子（鹿児島大学 保健学科）

O1-072 産後１か月の母親の育児不安と期待する育児支援の関連と里帰りの有無による不安

と期待の経時的検討 

 神戸市看護大学  矢野 薫 他

O1-073 第 1子が 3歳以下の親におけるスマートフォン使用中のヒヤリ・ハット経験 

 川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健看護学専攻 助産学コース

鶴田 舞 他

O1-074 バースレビュー実施による母子愛着形成促進への取り組み 

 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院 総合周産期母子医療センター MFICU

後藤 千奈 他

O1-075 出産した子どもに聴覚障がいがあると知った女性の子育ての経験 

 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター  井口 真里 他

 

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)１５ 育児２  (17:25～18:05) 

座長 遠藤 俊子（関西国際大学 保健医療学部）

O1-076 産褥早期の初産婦における育児行動と疲労感の関連 

 千葉市立海浜病院  鑓水 陽子 他

O1-077 帝王切開術後 1か月間の睡眠の推移と育児困難感の関連 

 医療法人佐世保晩翠会 村上病院  古賀 奈津美 他

O1-078 産後 1ヶ月間の育児サポートの実際とその影響 

～エジンバラ産後うつ病質問票を用いた検討～ 

 一般財団法人 倉敷成人病センター  浅野 有紀奈 他

O1-079 乳児の夜泣きに対する父親の対応と母親のニーズ 

 久留米大学病院 総合周産期母子医療センター新生児部門  宮本 知花 他

O1-080 初めて親になる夫婦への妊娠期からの子育て支援の検討 

 岐阜県立看護大学 看護学部  小森 春佳 他
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第７会場 B１F アンビオＩ  10 月 11 日(金)  

一般演題(口演)１６ 思春期・青年期  (10:10～11:10) 

座長 髙橋 眞理（順天堂大学大学院 医療看護学研究科）

O1-081 青年期男性の被養育経験と愛着スタイルが育児準備状態に及ぼす影響 

 東北大学病院 看護部  望月 瑞希 他

O1-082 青年期女子の心理的自立と愛着スタイルの関係性について 

 山口大学医学部附属病院  大坪 明日香 他

O1-083 青年期の男女におけるライフプランニング強化性教育プログラムの開発と評価 

 社会福祉法人聖母会 聖母病院  仲澤 美都 他

O1-084 看護系女子学生の母性愛信奉傾向に関する調査  

 元高知大学大学院  北村 亜希子

O1-085 十代母親に対する医師と助産師の臨床判断の比較 

 沖縄県立看護大学 看護学部 賀数 いづみ 他

O1-086 大学 1年生と 4年生における自尊感情に影響する要因の検討 

 信州大学医学部保健学科  鮫島 敦子 他

O1-087 思春期に受けた親の養育態度と大学生のレジリエンス形成との関連 

 岡山大学病院  佐々木 麻裕 他

 

第２会場 ２F ソアラＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)１７ 妊娠１  (10:00～10:50) 

座長 稲井 洋子（埼玉医科大学短期大学 専攻科）

O2-001 看護職者が喫煙する妊婦への禁煙支援に対して感じる困難感 

 久留米大学病院 NICU  中村 美樹 他

O2-002 助産師外来における体重管理指導の有効性 

～低出生体重児発生予防に焦点を当てて～ 

 医療法人 帯経会 さくら産院  吉田 みゆき

O2-003 妊娠に伴う便秘の状況と対処行動 

 九州大学病院  杉山 円香 他

O2-004 妊娠中の過少な体重増加に関連する要因: 文献レビュー 

 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

田島 真里子

O2-005 妊娠糖尿病に関する助産師の保健指導の実態調査 

 東京大学 医学部 附属病院  横畑 玲奈 他

O2-006 妊娠 6か月の体格不満と妊娠中体重増加量の関係についての縦断研究 

 名古屋大学大学院医学系研究科  土屋 さやか 他
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第２会場 ２F ソアラＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)１８ 妊娠２  (10:50～11:30) 

座長 金子 政時（宮崎大学大学院 看護学研究科）

O2-007 はり又はきゅう用器具を用いた経穴刺激による骨盤位矯正の安全性についての検討 

 滋賀医科大学大学院医学系研究科 修士課程看護学専攻  三浦 みなみ 他

O2-008 A 病院における助産師外来を受診した妊婦の満足度及び今後の課題 

 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院  平田 順子 他

O2-009 胎児が骨盤位となった妊婦の体験 

 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター  斜木 綾乃 他

O2-010 妊婦のセルフケアとして産院の助産師が灸を勧める理由 

 せりえ鍼灸室  辻内 敬子 他

O2-011 妊娠前･中･後期における足部のマイナートラブルに対するアンケート調査の報告 

 互恵会 大阪回生病院リハビリテーションセンター  春本 千保子 他

 

第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 12 日(土) 

一般演題(口演)１９ 分娩１  ( 9:40～10:20) 

座長 山田 新尚（岐阜県総合医療センター）

O2-012 分娩室入室後の産婦の気持ちの変化と分娩第 2期遷延との関連 

―産婦へのインタビューによる分析－ 

 諏訪赤十字病院 4 東病棟  平出 深雪

O2-013 分娩経過中の怒責感について 

 ミオ・ファティリティ・クリニック  山田 浩美 他

O2-014 分娩第 3期におけるオキシトシン投与量の検討 

 医療法人 安永産婦人科医院  吉岡 小百合 他

O2-015 中堅助産師の分娩期における判断の過程 

―バースレビューを用いた助産師のリフレクションから― 

 日本赤十字社医療センター 信國 有紀

O2-016 正期産分娩時胎児心拍数陣痛図の連続記録の正確性に影響を与える因子に関する 

後方視的検討 

 宮崎大学 医学部 附属病院  宮川 和 他
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第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２０ 分娩２  (10:20～11:00) 

座長 杉浦 真弓（名古屋市立大学大学院 医学研究科産科婦人科）

O2-017 初産婦の妻を持つ夫の思いや支援の実際 

 三菱京都病院  亀谷 貴子

O2-018 夫立ち会い分娩における夫への支援に対する助産師の認識 

－夫への関わりの困難感に焦点を当てて－ 

 元東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科 看護学専攻修士課程  末延 睦与 他

O2-019 自然分娩・無痛分娩を選択する女性への意思決定エイド： 

国際基準に合わせたエイド開発までの道のり 

 聖路加国際病院  平安名 彩恵 他

O2-020 初産婦にとって主体的な出産体験となるために必要な 

バースプラン作成過程への支援 

 市立釧路総合病院 加地 靖菜

O2-021 助産師の分娩期ケアにおける心理的ストレスに関する縦断研究 

 名古屋大学医学部附属病院  原田 江美子 他

 

第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２１ 分娩３  (11:00～11:35) 

座長 神保 正利（福島県立医科大学 ふくしま子ども・女性医療支援センター）

O2-022 分娩施設の選択に関する意識調査 

 川崎医科大学 附属病院 女性医療センター  松浦 啓乃 他

O2-023 妊娠リスク自己評価表と誘発分娩の転帰予測の検討 

―妊娠リスク自己評価表の活用に向けてー 

 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院  原 順子

O2-024 出産前教室の受講が出産体験に及ぼす影響 

 医療法人社団純心会 パルモア病院  西口 碧 他

O2-025 お産の振り返りから考える産婦が分娩期に助産師に求めるケア 

 葛飾赤十字産院  浅利 華子 他
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第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２２ 周産期医療  (13:10～14:10) 

座長 板倉 敦夫（順天堂大学 産科婦人科）

O2-026 緊急帝王切開術をどれだけ減らせるか 

 医療法人 安永産婦人科医院  島名 啓加 他

O2-027 当院における超緊急帝王切開術シミュレーショントレーニングの効果の検討 

 東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科  山田 愛佳 他

O2-028 北海道の離島で生活する女性の妊婦健診及び出産に関する実態 

 日本赤十字北海道看護大学  新谷 純代

O2-029 栃木県北部における女性の出産施設選択の実態 

 東京女子医科大学 東医療センター  松村 起世乃 他

O2-030 当施設で経験した施設外分娩症例の転帰と電話対応の検討 

 熊本大学病院 総合周産期母子医療センター  吉見 侑香 他

O2-031 ＮＩＣＵにおける母子の初回面会時に産科看護職が行う母親への 

看護介入についての検討 

 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院  鈴木 美恵子 他

O2-032 産科混合病棟スタッフのやりがい感に関するアンケートから見えてきた今後の課題 

 岩手県立久慈病院  千葉 勝子

 

第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２３ 産後ケア１  (14:10～15:00) 

座長 毎田 佳子（金沢大学 医薬保健研究域保健学系）

O2-033 宿泊型産後ケアを利用した母親のニーズに働きかける効果：第１報 

 安田女子大学看護学科看護学部  衣笠 恵 他

O2-034 宿泊型産後ケアを利用した母親のニーズに働きかける効果：第２報 

 安田女子大学看護学科看護学部  衣笠 恵 他

O2-035 若年出産した女性が産後入院中に助産師・看護師から受けた産後ケアの認識 

 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院  深澤 絵里 他

O2-036 当院における双子の産後育児支援利用者に対する支援の実態と評価 

 社会福祉法人 聖霊会 聖霊病院 産婦人科病棟  輪倉 ゆづき

O2-037 産後ケア開設に向けて～「スタッフアンケート」からの体制作り～ 

 荒木記念東京リバーサイド病院 レディース病棟  菊池 富美子 他

O2-038 総合周産期母子医療センターで行う「産後ケア入院」の実際 

 大阪母子医療センター  甲斐 紀子 他
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第３会場 ２F Ｇ (ジー)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２４ 産後ケア２  (15:00～15:50) 

座長 抜田 博子（東京女子医科大学 看護学部）

O2-039 第 1次医療機関における母子連絡票の実態調査 

 医療法人 清慈会 鈴木病院  宮崎 英津子 他

O2-040 地域における産後ケア構築についての現状と課題 

－助産師への質問紙調査結果より－ 

 一宮研伸大学 看護学部 看護学科  谷 純子 他

O2-041 産後における訪問パーソナルトレーニングの実践～理学療法士による産後ケア～ 

 一般社団法人 WiTHs  荒木 智子

O2-042 パタニティマタニティハウスを利用した父親の産後１か月までの育児状況の実際 

 医療法人 愛和会 愛和病院  青木 美里

O2-043 出産を扱わない産後ケア助産院の入所者の内容と効果の検討 

 人間総合科学大学 保健医療学部 看護学科  古田 聡美

O2-044 Ａ病院の助産師における特定妊婦への継続支援への取り組み 

～Ｂ市の保健師が行う産後訪問への同行～ 

 大阪医科大学附属病院 看護部  足立 麻衣 他

 

第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２５ 基礎教育/継続教育１  ( 9:40～10:15) 

座長 鈴木 幸子（埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科）

O2-045 岩手県における助産師出向に関する調査第１報 

―周産期医療施設の認識― 

岩手県立大学 看護学部  金谷 掌子 他

O2-046 助産師出向に関する調査第 2報 

―助産師の研修目的出向に対する認識と学習ニーズ― 

岩手県立大学 看護学部  伊藤 沙織 他

O2-047 岩手県における助産師出向に関する調査第 3報 

―自由記述に見る助産師の助産業務に関する認識と学習ニーズ― 

岩手県立大学看護学部  木地谷 祐子 他

O2-048 助産師の考える復職支援とキャリア形成 

―育児休業取得後の助産師のインタビューから― 

 昭和大学 保健医療学研究科 水井 美生 他
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第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２６ 基礎教育/継続教育２  (10:15～10:50) 

座長 吉沢 豊予子（東北大学大学院 医学系研究科）

O2-049 屋根瓦式教育法を用いた分娩期看護演習が臨地実習に及ぼす効果と課題 

―学生の語りから探る― 

神戸常盤大学 保健科学部 看護学科  伊東 美智子 他

O2-050 シミュレーション教育を活用した緊急帝王切開術の学習課題の明確化 

 大分県立病院 総合周産期母子医療センター 産科病棟  竹中 千枝 他

O2-051 「身体感覚活性化マザークラス医療者セミナー」に参加した医療者の気づき 

 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 助産学分野(福岡） 藤木 久美子 他

O2-052 施設に勤務するアドバンス助産師のキャリア形成への思い 

 芳賀赤十字病院  南雲 佐苗 他

 

第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)２７ 育児３  (10:50～11:40) 

座長 小川 久貴子（東京女子医科大学 看護学部）

O2-053 「母親が知りたい」および「母親が父親に知ってほしい」育児知識 

～1歳半健診を受ける母親へのアンケート～ 

 徳島文理大学助産学専攻科 10 期生  間野 有希子 他

O2-054 分娩施設における正常新生児の父親に対する育児指導の実態 

 大阪母子医療センター  秋山 紗佑奈 他

O2-055 初産婦の周産期における保健指導の認識と産褥期育児生活肯定感との関連 

 富山大学大学院 医学薬学教育部 村上 利矢子 他

O2-056 3 歳児を育てる父親および母親を対象とした子育て講座の実施報告 

～妊娠期から取り組みを継続して～ 

 信州大学 医学部 保健学科  芳賀 亜紀子 他

O2-057 子育て支援センターを利用している母親の意識調査 

 和洋女子大学看護学部看護学科  西田 曜 他

O2-058 産後 1ヶ月の母親の育児肯定感と育児状況についての検討 

 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 看護部 藤本 佳穂子 他
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第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 12 日(土) 

一般演題(口演)２８ 育児４  (13:10～14:00) 

座長 河崎 和子（日本赤十字北海道看護大学 看護学部）

O2-059 A 病院における妊娠期の入院体験に関する調査

～EPDS とフェイススケールを用いて～ 

 社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院 周産期センター  西村 愛 他

O2-060 生後 3～4か月児を持つ父親の抑うつ傾向とその関連要因 

 社会医療法人社団 木下会 千葉西総合病院  藤田 雅美 他

O2-061 大学生における育児疑似体験と結婚，育児に対する意識の変化 

岡山大学 大学院保健学研究科  細木 菜々恵 他

O2-062 産婦人科病棟看護師、助産師の母乳育児支援に対する意識調査 

 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター  森塚 亜紗美 他

O2-063 助産師のバースレビューに対する理解と実施の実際 

 JCHO 大阪病院 看護部  中野 真由 他

O2-064 助産師が実施しているバースレビューの展開方法の実際 

 JCHO 大阪病院  高橋 唯 他

第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 12 日(土) 

一般演題(口演)２９ 育児５  (14:00～14:50) 

座長 玉上 麻美（大阪市立大学大学院 看護学研究科）

O2-065 新生児皮膚トラブル予防に向けたスキンケアの導入

～洗浄と保湿に着目して～ 

 JA 徳島厚生連 阿南医療センター  伊丹 恵美

O2-066 乳児の精神性発汗反応から評価する効果的なマッサージ速度の検証 

 大阪大学連合小児発達学研究科小児発達学専攻  神谷 千織 他

O2-067 乳児の洗浄後、保湿剤塗布による皮膚バリア機能への影響 

 東京大学大学院 医学系研究科 母性看護学・助産学分野  米澤 かおり 他

O2-068 母親は出産体験ノート上でどのように出産体験を再構築しているか 

元 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 修士課程 保健医療学専攻 助産学分野

岡澤 朋美 他

O2-069 超低出生体重児が新生児集中治療室に入院期間の親の面会の状況と 

それに影響を与える因子についての検討 

 宮崎大学 医学部附属病院  柳田 紗希 他

O2-070 周産期母子医療センターにおける特別養子縁組への支援の現状 

 聖路加国際大学大学院 博士後期課程  青山 さやか 他
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第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３０ 周産期の実践１  (14:50～15:25) 

座長 春名 めぐみ（東京大学大学院 医学系研究科）

O2-071 脊髄性筋萎縮症妊婦の看護（第１報） 

－倫理コンサルテーションの力を借りて「A氏の最善は何か」を考える－ 

 名古屋第二赤十字病院 総合周産期母子医療センター  木下 奈央子 他

O2-072 脊髄性筋萎縮症妊婦の看護（第２報） 

－A氏の揺れ動く気持ちに寄り添い、意思決定を支援する― 

 名古屋第二赤十字病院 総合周産期母子医療センター  牧戸 美樹 他

O2-073 脊髄性筋萎縮症妊婦の看護（第３報） 

－母親役割をイメージし、母親であることを実感する－ 

 名古屋第二赤十字病院 総合周産期母子医療センター  牧野 美奈 他

O2-074 予後不良な児を迎える家族のための看護支援を振り返る 

夫婦と共に考えた新生児の在宅での看取り 7日間の家族 

 東京女子医科大学 八千代医療センター  加藤 由似 他

 

第４会場 ２F Ｓ (エス)  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３１ 周産期の実践２  (15:25～16:00) 

座長 村上 明美（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部）

O2-075 救急隊員訓練生への周産期演習の評価と教育ニーズ 

 札幌医科大学 保健医療学部 看護学科  中村 彩希子 他

O2-076 予定帝王切開症例に対する術前経口補水療法による患者負担の軽減について 

 花みずきレディースクリニック  山口 市子 他

O2-077 多職種・部門連携による超緊急帝王切開(GradeA)への取り組み 

―助産師の視点から― 

 東京医科歯科大学医学部附属病院 看護部  大澤 まどか 他

O2-078 総合周産期母子医療センターにおける周産期喪失の現状と取り組み 

 昭和大学病院 総合周産期母子医療センター  鈴木 翔子 他

 

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３２ 新生児/NICU１  ( 9:40～10:20) 

座長 松永 茂剛（埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科）

O2-079 あわあわ沐浴指導後の家庭における沐浴・スキンケアの実施状況調査 

 名寄市立総合病院 看護部  荒谷 玲凪 他

O2-080 早期新生児期における清潔ケアの実態とその継続性 

 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院  小松 若菜 他
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O2-081 乳児のおむつ皮膚炎の症状・部位・治癒するまでの期間の実態調査 

 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

横山 萌莉 他

O2-082 新生児蘇生技術の実践力向上にむけてスマートフォンを活用した 

イメージトレーニングの効果 

 社会医療法人大雄会病院 総合大雄会病院  小野 枝里 他

O2-083 NICU・GCU における患児の口腔内細菌の実態調査 

 宮崎大学医学部附属病院 外来  近藤 亜希 他

 

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３３ 新生児/NICU２  (10:20～10:55) 

座長 山田 秀人（神戸大学 産科婦人科）

O2-084 幼児の生後月数層による利き手、利き足、歩き始めの調査 

 名古屋医専 看護学科  加城 貴美子 他

O2-085 子どもが NICU 入院中に育まれる父親の親性の特徴 

－ピアサポートグループに参加する父親の語りの分析から－ 

 社会保険田川病院 主税 晶 他

O2-086 NICU 入院中の児の母親が自宅での搾乳時に思うこと 

 金沢医科大学病院 新生児集中治療センター  岡本 和子 他

O2-087 NICU 入院中の児の母親が搾乳時に感じる困難性 

 金沢医科大学病院 新生児集中治療センター  北口 貴子 他

 

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３４ 月経・性周期/性教育  (10:55～11:35) 

座長 大月 恵理子（埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科）

O2-088 就労する性成熟期女性の月経随伴症状とセルフケア 

 群馬県立県民健康科学大学 看護学部  生方 尚絵 他

O2-089 月経随伴症状を有する女性の支援を目的とした男子大学生に対する教育的介入研究 

 元 神戸大学大学院 博士課程前期課程 看護学領域 助産師コース

久多良木 詩歩子 他

O2-090 大学生の緊急避妊薬および低用量経口避妊薬に関する知識習得状況ならびに 

低用量経口避妊薬使用に関する意識 

 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻母子看護学講座  亀崎 明子 他

O2-091 思春期の性に関する悩みに対応した性教育プログラムに参加した高校生の評価 

－男女の比較－ 

 岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科  岡崎 愉加 他
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O2-092 小学生・中学生を対象とした家庭における性教育の実施内容に関する文献検討 

 岡山県立大学 保健福祉学研究科 看護学専攻 高橋 澄子 他

 

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３５ DV・虐待  (14:40～15:20) 

座長 正岡 直樹（東京女子医科大学八千代医療センター 母体胎児科・婦人科）

O2-093 特定妊婦チェックリストの見直しと評価 

 東海大学八王子病院 看護部  立川 里枝 他

O2-094 周産期におけるドメスティック・バイオレンス（DV）に対する助産師の意識 

 福岡市立こども病院  大原 奈月 他

O2-095 妊娠期からの虐待予防 

―ファミリーサポートチームとの連携― 

 高知大学医学部附属病院 看護部  公文 典子 他

O2-096 子ども虐待発生予防を目指した産科医療機関の看護職者に対する 

教育プログラムの実践 ３ 

 国立看護大学校  唐田 順子 他

O2-097 臨床看護職者の DV 被害女性患者への対応事例から適切な看護実践を検討する 

 沖縄県立看護大学・大学院  井上 松代 他

 

第５会場 １F プリマルーチェ サラ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３６ 助産師・保健師  (15:20～15:55) 

座長 久納 智子（藤田医科大学 保健衛生学部看護学科）

O2-098 周産期領域における次世代中間看護管理者に求められるマネジメントスキルの検討 

 徳島大学 大学院 保健科学教育部 保健学専攻 博士後期課程  阿部 慈 他

O2-099 アドバンス助産師の現状と活用の課題 

 岐阜医療科学大学 可児キャンパス 助産学専攻科  唐沢 泉

O2-100 言葉の壁がある外国人褥婦への母乳育児支援 

―直接授乳場面における助産師の取り組みについて― 

 三重県立総合医療センター  加藤 彩子 他

O2-101 助産師業務における作業姿勢分析を用いた腰痛及び身体ストレスの 

リスク因子の検討＜第１報＞ 

 霧島市立医師会医療センター  愛下 由香里
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第６会場 B１F アンビオＩＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３７ 家族１  (14:20～15:10) 

座長 増田 美恵子（順天堂大学 医療看護学部）

O2-102 小学校１～２年生の子どもをもつ就労母の子育て・生活への影響と適応 

 東海大学 医学部 看護学科  石井 美里

O2-103 名古屋市「共働きカップルのためのパパママ教室」の運営状況と 

参加者による満足度評価 

 愛知県助産師会  横手 直美 他

O2-104 親への移行期における高年初産婦夫婦の認識からみた夫婦の関係性の変化 

 群馬パース大学 保健科学部 看護学科  中島 久美子 他

O2-105 子どもの成長発達と coparenting の変化－先行研究との比較から－ 

 高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院  徳岡 麻由

O2-106 産後 1ヵ月の母親を支援する祖母の生活状況と QOL に関する検討 

 岡山大学病院 看護部  田野 智子 他

O2-107 診断確定の為に繰り返しの検査を受ける児を持つ母親の対児感情 

 北海道立子ども総合医療・療育センター  小林 径子 他

 

第６会場 B１F アンビオＩＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３８ 家族２  (15:10～16:00) 

座長 渡邊 実香（名古屋市立大学大学院 看護学研究科）

O2-108 特別養子縁組 親と子の出会いから愛着形成を促す援助 

 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院  永原 美咲 他

O2-109 子どもの福祉としての里親制度の在り方の検討 

―ドイツの里親家族のインタビューを通して― 

 名古屋市立大学 大学院 看護学研究科  渡邊 実香 他

O2-110 妊娠中の妻をもつ男性の体験による父親役割行動と親性の発達に関する検討 

 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 看護局  苅田 万紀 他

O2-111 男性がパートナーの出産場所選択に対して重要視すること 

 三重大学 医学部 附属病院 中谷 有希 他

O2-112 0・1 歳児をもつ共働き家庭の父親の育児行動に関する検討 

 愛媛県立今治病院 看護部  齋藤 葉瑠紀 他

O2-113 受刑経験のある母親と子どもとの関係性再構築と女性の社会復帰後の体験 

 自治医科大学 看護学部  望月 明見 他
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第７会場 B１F アンビオＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)３９ 母子保健/助産システム１  ( 9:40～10:20) 

座長 田辺 けい子（神奈川県立保健福祉大学 看護学科）

O2-114 ベビービクスの定期開催が母親の自己効力感に及ぼした影響 

～集団教室に参加した母親を対象として～ 

 山口県立大学 別科 助産専攻  三谷 明美

O2-115 地域における母親の妊娠期ケアニーズ調査 

 新潟青陵大学看護学部看護学科  池田 かよ子 他

O2-116 地域で心身の健やかな成育が図られるために、医療機関がつなぐ 

特定妊婦と地域のきずな 

 鳥取市立病院 地域医療総合支援センター  河村 恵美子

O2-117 医療過疎地域で育児をする母親の悩みと地域特性に添った支援 

 北見赤十字病院  津田 真里奈 他

O2-118 沖縄県の離島に住む在日フィリピン人母親の子育て 

 沖縄県立看護大学 看護学部 母性保健看護・助産  西平 朋子

 

第７会場 B１F アンビオＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)４０ 母子保健/助産システム２  (10:20～11:00) 

座長 中江 華子（関東中央病院 産婦人科）

O2-119 当院に通院する特定妊婦の情報提供方法と内容の分析から 

地域保健師との連携方法についての検討 

 神戸大学医学部附属病院  山口 史緒里 他

O2-120 母子感染症対策に関する妊産婦の知識調査 

 長崎みなとメディカルセンター  井本 真由美

O2-121 母親の口腔保健行動と 3歳児の口腔衛生状態の関連 

 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院  寺内 桃子 他

O2-122 院内助産における安全性の後方視的検討 

 信州大学医学部附属病院  由井 千鶴 他

O2-123 若年女性の低用量避妊薬・緊急避妊薬の活用に関する横断調査 

 東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部看護学科  衣川 さえ子 他
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第７会場 B１F アンビオＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)４１ 異文化・国際  (11:00～11:40) 

座長 大橋 一友（大手前大学 国際看護学部）

O2-124 AMDA ネパールシッダールタ母子専門病院の周産期医療の実態 

－1年間の分娩データから見える現状－ 

 高知大学医学部附属病院 看護部  北村 恵美子 他

O2-125 東京都内におけるネパール人母子の母子保健サービス利用促進に向けた取り組み 

 特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会  山本 裕子 他

O2-126 ブラジル連邦共和国パラー州トメアスー郡に暮らす日系人女性の 

妊娠期から育児期に関する調査 

 岡山大学大学院 保健学研究科  形山 千明 他

O2-127 エルサルバドルの人間的出産を担う母子保健人材育成： 

ブラジル第三国研修の実践報告 

 東京大学 医学系研究科  笹川 恵美 他

O2-128 英国における 3D ホログラムシミュレーターを用いた助産演習 

 岡山大学大学院保健学研究科  大塚 元美

 

第７会場 B１F アンビオＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)４２ 妊娠３  (13:10～13:45) 

座長 立岡 弓子（滋賀医科大学 臨床看護学講座 母性看護学・助産学）

O2-129 胎動ウォッチを行う前後の妊婦の思い 

－初産婦のインタビューから－ 

 徳島文理大学助産学専攻科 10 期生  前元 千明 他

O2-130 妊娠期の母親意識と出産・育児の準備行動についての検討 

 昭和大学横浜市北部病院 看護部  塩田 裕子 他

O2-131 妊娠末期の初産婦における首尾一貫感覚と心理社会的適応状態および 

胎児への愛着との関連 

 北里大学メディカルセンター  奥瀬 芽生 他

O2-132 妊娠初期の SOC および妊娠期のケアと切迫早産の関連 

 金沢大学医薬保健研究域保健学系  鏡 真美 他
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第７会場 B１F アンビオＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)４３ 妊娠４  (13:45～14:20) 

座長 谷島 春江（埼玉医科大学総合医療センター 看護部）

O2-133 ソーシャルメディアに投稿された『帝王切開経験者の叫び』に対する 

意見交換の実態 

 関西福祉大学 看護学部 看護学科  井田 歩美 他

O2-134 妊娠期の女性が父親になる夫に望む夫役割・父親役割 

 松蔭大学  主濱 治子 他

O2-135 胎児ボンディングと妊娠・出産に対する態度の関連性における縦断的研究 

 聖路加国際大学大学院 看護学研究科 専門領域 助産学  山田 蕗子 他

O2-136 妊娠 22 週以降の妊婦が使用する衛生材料による影響  

 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院  西本 由季

 

第７会場 B１F アンビオＩ  10 月 12 日(土)  

一般演題(口演)４４ 婦人科疾患/更年期・老年期  (14:20～15:00) 

座長 髙橋 健太郎（滋賀医科大学 総合周産期母子医療センター）

O2-137 大学生における「遺伝性乳がん・卵巣がん」に関する知識と意識 

岡山大学 大学院保健学研究科  細木 菜々恵 他

O2-138 40 歳以上の女性看護師の更年期症状と孤独感、ストレス 

 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 高橋 綾佳 他

O2-139 更年期のホルモン補充療法を受ける女性の体験と婦人科外来看護の役割 

 金沢市立病院  大村 五輪美 他

O2-140 中高年勤労女性のストレスコーピングと生活習慣 

 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院 治療就労両立支援センター

井谷 美幸

O2-141 尿失禁に対する運動療法の応用例 

 長崎百合野病院 リハビリテーション科  下田 真太郎 他
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ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン



ポスター会場 ２F アミ  10 月 11 日(金) (15:20～16:20) 

ポスター Group １-① 月経・性周期 

座長 児玉 由紀（宮崎大学 発達泌尿生殖医学講座産婦人科分野）

P1-001 日本における思春期女子の月経教育に関する文献検討 

 関西福祉大学 看護学部 看護学科  原 直美 他

P1-002 月経時のセルフケアについて 

―月経困難症・月経前症候群／月経前不快気分障害の有無による検討― 

 群馬大学 大学院保健学研究科  小濱 夕美 他

P1-003 家庭内における母親からの娘に対する月経教育の現状と課題 

 神戸大学 大学院 保健学研究科 看護学領域 助産師コース  荻田 ひかる 他

P1-004 大学生男女の月経に関する認識 

－交際相手との話し合いや月経観尺度から－ 

 亀田総合病院 救急・画像科  名久井 玲奈 他

P1-005 PMS を有する女子大学生のアロマハンドマッサージ介入の効果 

 名桜大学 助産学専攻科  知念 彩華 他

P1-006 思春期の月経痛の特徴と関連する因子 

－毎回月経痛を有する高校生の月経痛の実態－ 

 鳥取大学 医学部 保健学科  池田 智子

P1-007 月経に関する測定尺度についての文献検討 

～月経異常をみきわめる尺度の開発に向けて～ 

 東京女子医科大学 看護学部  山本 江里子

P1-008 成熟期女性の性周期のセルフモニタリングが QOL に及ぼす影響 

 久留米大学病院 看護部  上田 未知

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 11 日(金) (15:20～16:20) 

座長 田中 佳代（久留米大学 看護学科）

ポスター Group １-② 思春期・青年期 

P1-009 女子大生のダイエット行動と心身に及ぼす影響に関する認識 

 大分県立看護科学大学 大学院看護学研究科 修士課程前期 看護学専攻 助産学コース

羽田野 朱音 他

P1-010 高校生自己肯定感を高める思春期教育の実践評価の検討 

 名桜大学 人間健康学部看護学科  長嶺 絵里子 他

ポスター Group １-② 性教育 

P1-011 子どもの性に関連した親の悩みと現状 

―インターネットを利用した相談の実態― 

 了徳寺大学 健康科学部 看護学科  山口 真理 他
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P1-012 助産学生による看護学生へのピアエデュケーションを用いた性教育の学習効果 

－看護学生の学びを通して― 

 群馬パース大学 保健科学部 看護学科  中島 久美子 他

P1-013 性感染症予防に最新の医療情報を取り入れた高校生への性教育プログラムの試み 

 横浜創英大学 看護学部  岩尾 侑充子 他

P1-014 高校生の性教育受講前後のジェンダーアイデンティティの変化 

 名寄市立大学  加藤 千恵子

P1-015 成人前期の女性が受けた性教育の役立ちと主体的な避妊行動の関連 

 大東文化大学 スポーツ・健康科学部 看護学科  水野 千奈津

ポスター Group １-② セクシュアリティ 

P1-016 妊産褥婦の性に関する保健指導についての勤務助産師の行動 

 埼玉医科大学短期大学 専攻科 母子看護学専攻  今村 久美子 他

P1-017 医療従事者に向けた LGBT 定期研修会の活動報告 

 津田助産院  津田 育久子 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 11 日(金) (15:20～16:20) 

ポスター Group １-③ 不妊・不育 

座長 安藤 紀子（横浜市民病院 産婦人科）

P1-018 不妊治療を受療する患者の看護師に対するニーズ 

（ART 患者対象の受け持ち看護師制における考察） 

 社会医療法人 生長会 府中のぞみクリニック  八木 佳奈子

P1-019 看護職が行う不妊症患者への初回受診から検査・終結に至るまでの看護の実態 

 元大分県立看護科学大学看護学研究科看護学専攻助産コース  永末 はるか 他

P1-020 不妊症患者への初回受診から検査・終結に至るまでの看護において 

看護職がジレンマを感じる要因 

 大分県立看護科学大学小児看護学研究室  草野 淳子 他

P1-021 不妊看護における看護職の心理的葛藤を構成する因子の検討 

 大分県立看護科学大学 大学院 修士課程 看護学専攻 実践者養成 助産学コース

冨田 志織 他

P1-022 不妊支援に携わる助産師が抱く課題 

 田川市立病院  城戸 葵 他

P1-023 不妊治療終結時の支援に関する課題―文献検討を通して― 

 目白大学 大学院 看護学研究科  濱嵜 信恵 他

P1-024 不育症夫婦における染色体 9番腕間逆位（inv(9)）保因者症例の 

妊娠予後に関する解析 

 新潟大学医歯学総合病院 産婦人科  能仲 太郎 他

P1-025 仕事と不妊治療の両立における女性看護師のセルフケア 

 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科  小野 仁美 他
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P1-026 女性がん患者の妊孕性支援に関する認定看護師の連携 

 高知県高知市病院企業団立高知医療センター  田渕 良枝 他

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 11 日(金) (15:20～16:20) 

座長 森 恵美（千葉大学）

ポスター Group １-④ 女性を取り巻く社会問題 

P1-027 褥婦が就業を継続する要因 

 大分県立看護科学大学 大学院 修士課程前期 看護学専攻 助産学コース

藤澤 彩花 他

P1-028 就労女性のマタニティハラスメントに関する新聞記事調査（第 2報） 

―前回調査との比較検討から― 

 姫路大学看護学部看護学科  山中 絵美 他

P1-029 未受診妊婦に関する研究の動向 

 東京女子医科大学病院 看護部  佐藤 まりえ 他

P1-030 月経関連症状の相談様式に関する大学生の意識調査 

（女性活躍推進のためのセルフケアのスタートとして） 

 奈良大学 社会学部 総合社会学科  島本 太香子 他

P1-031 死産を経験した親の思い 遺族交流会の語りから 

 盛岡赤十字病院 産科  田中 美礼 他

P1-032 「子どもを喪失した家族に携わる看護者の会」に参加した看護者の気持ちの変容 

 福岡県立大学大学院 看護学研究科 助産学領域  吉田 静 他

ポスター Group １-④ 助産システム 

P1-033 鳥取県における助産師出向支援事業による出向実績とその効果 

 鳥取県助産師出向支援協議会  鈴木 康江 他

P1-034 院内助産の運営継続のための方略と課題 

 長崎短期大学 保育学科  滝川 由香里 他

P1-035 助産師外来担当者に向けた教育プログラムの開発 

―ルーブリックにおける評価から― 

 東京医療学院大学 保健医療学部 渡邉 幸恵 他

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 11 日(金) (15:20～16:20) 

ポスター Group １-⑤ 家族 

座長 富岡 美佳（姫路大学 看護学部）

P1-036 形成期家族における糖尿病をもつ女性の療養アドヒアランスに関する文献検討 

 徳島文理大学 保健福祉学部 看護学科  佐原 玉恵 他

P1-037 父親が捉えた産後 1年 6ヵ月の妻の健康に関する調査研究  

 聖隷クリストファー大学 看護学部  神崎 江利子 他
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P1-038 A 県内の助産師が行う父親支援の実態と関連要因 

 和歌山県立医科大学 助産学専攻科  鈴木 真理奈 他

P1-039 日本語版 IFEEL Pictures (JIFP)を用いた父親と男子学生の情緒応答性の違い 

 聖路加国際病院 看護部  佐藤 愛奈 他

P1-040 共働き夫婦それぞれの成人愛着型とコペアレンティングとの関連性 

 慶応義塾大学病院 看護部  櫻井 碧 他

P1-041 口唇・口蓋裂の児を持つ家族への看護―バースレビューからの一考察― 

 済生会 山形済生病院  秋葉 公美 他

P1-042 父親に対する出産準備教育プログラムの傾向と課題 

 大分県立看護科学大学 大学院 看護学研究科 修士課程 看護学専攻 助産学コース

加藤 瑛可 他

P1-043 妊娠末期の夫婦の心の健康・睡眠の質と 

産後 1か月の母親のエジンバラ産後うつ病自己評価（EPDS）との関連  

 金沢医科大学 看護学部  保田 ひとみ 他

P1-044 妻の妊婦健康診査に付き添う夫の思い 

 桐生大学 別科 助産専攻  木村 優子 他

P1-045 育児期における夫婦の役割・調整に関する文献検討 

 東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科 医療保健学専攻 博士課程  内田 貴峰 他

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 11 日(金) (15:20～16:20) 

ポスター Group １-⑥ 産後ケア 

座長 新野 由子（帝京科学大学 医療科学部看護学科）

P1-046 長期療養している切迫早産妊婦の清潔ケアに対する思い 

 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科 看護学専攻 実践助産学課程

西山 美奈津 他

P1-047 子宮外妊娠患者への看護職者の関わりからみるグリーフケア 

 元 JA 愛知厚生連江南厚生病院  坂口 ゆい 他

P1-048 長期入院をしている切迫早産妊婦への看護ケアに関する文献検討 

 鹿児島大学大学院 保健学研究科  福留 遥香 他

P1-049 外国人妊産婦への外来での助産ケアの困難と工夫の実態 

 元地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター  小平 寿美礼 他

P1-050 産後ケアをアウトソーシングされた開業助産師が認識している遂行課題 

 富山県立大学 看護学部  村田 美代子 他

P1-051 産後ケア事業の実態と課題 

 常葉大学 健康科学部 看護学科  井指 真由子

P1-052 精神科入院を要した総合病院における産後うつ病に対する産後ケア入院の 1例 

 国家公務員共済組合連合会虎の門病院  水落 真紀
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P1-053 A 市における産後ケア利用状況と関連要因の検討 

―妊娠期から産後まで切れ目ない支援の実施にむけて― 

 滋賀県立大学 人間看護学部 人間看護学科  渡邊 友美子 他

P1-054 産後ケアセンター利用者の背景調査 

 医療法人 竹村医学研究会（財団） 小阪産病院  金 英仙 他

P1-055 当院における産後骨盤ケアチームの活動 

～ガスケアプローチをもちいた多職種チームによる骨盤底筋群ケア～ 

 亀田総合病院 消化器外科  三國 和美 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 11 日(金) (16:20～17:30) 

ポスター Group ２-① 継続教育 

座長 米山 万里枝（東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科）

P1-056 第 7回 福岡県看護協会 新人助産師研修実践報告 

～グループワークによる研修効果～ 

 福岡県看護協会 助産師職能委員会  飯島 紀子 他

P1-057 取下げ 

P1-058 A 県における 5年間の助産師出向支援事業 

 聖泉大学看護学部  木村 知子 他

P1-059 助産師の分娩介助件数と助産実践能力の達成度に関する研究 

 済生会滋賀県病院  香川 留美 他

P1-060 新人助産師の分娩管理能力に関する現状からみえた教育体制の課題 

 独立行政法人 国立病院機構 小倉医療センター  村上 沙織 他

P1-061 大阪府助産師会主催による J-cimels 研修会開催の実践報告 

 大阪府助産師会  津田 育久子

P1-062 若手助産師の助産実践能力向上を目指して 

―分娩の振り返りから個人の経験を共有する― 

 岩手県立中央病院 4 階東病棟  中村 美沙子 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 11 日(金)  (16:20～17:30) 

座長 金谷 掌子（岩手県立大学 看護学部）

ポスター Group ２-② NICU 

P1-063 NICU 入院児の家族へ看護職が行っている看護の実態―質問紙調査から― 

大分県立看護科学大学助産学研究室  安部 真紀 他

P1-064 NICU 入院児の家族へ看護職が行っている看護と困難の実態―自由記述から― 

 大分県立看護科学大学小児看護学研究室  草野 淳子 他
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P1-065 NICU 在宅移行時の NICU 看護師・訪問看護師連携・協働におけるニーズ調査 

 聖隷クリストファー大学 看護学部  室加 千佳

P1-066 NICU に孫が入院した祖父母の思い―祖父母面会児の看護記録から― 

 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター NICU  北村 有希 他

P1-067 NICU 退院後の電話訪問・電話相談の実態から見える退院後フォローに関する 

文献検討 

 鹿児島大学大学院保健学研究科  森 玲旺奈 他

P1-068 日本における NICU に入院した児と母親の愛着形成に関する看護実践についての 

文献検討 

 鹿児島大学大学院 保健学研究科  野上 萌子 他

P1-069 看護職者は後期早産児とその母親をどう捉えているか 

～看護職者へのインタビューを通じて～ 

 ピジョン株式会社  手塚 麻耶 他

P1-070 後期早産児の母親に対して看護職者が行うケアの実際 

～看護職者へのインタビューを通じて～ 

 東京情報大学 看護学部  市川 香織 他

ポスター Group ２-② 災害対策・災害援助 

P1-071 大規模災害に対する看護スタッフの知識・意識の向上を目指した 

学習・訓練方法の検討 

 近江八幡市立総合医療センター  角山 尚美 他

P1-072 産科病棟におけるアクションカードを用いた災害シミュレーションの取り組み 

 公立大学法人大阪 大阪市立大学 医学部 附属病院 産科病棟  相良 育代 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 11 日(金) (16:20～17:30) 

ポスター Group ２-③ 助産師・保健師 

座長 小澤 千恵（埼玉医科大学総合医療センター

総合周産期母子医療センター母体胎児部門）

P1-073 乏しい社会資源の市町村へ帰る医療的ケア児へ保健師が行った在宅療養支援 

 名寄市立大学 保健福祉学部 看護学科  渡邊 友香 他

P1-074 新人助産師の就業継続を支える要因に関する調査 

 広島国際大学 看護学部  田山 文菜 他

P1-075 助産師による継続した子育て支援に関する国内文献レビュー 

 安田女子大学 看護学部 看護学科  津間 文子

P1-076 助産師が妊産婦中心のケアをするための意識と行動の実態 

 山口県立大学 看護栄養学部 看護学科 別科助産専攻  田中 和子 他

P1-077 病院助産師と行政保健師の連携の実践 

 高知県農業協同組合連合会 JA 高知病院  斎藤 真由美
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P1-078 入院中の双胎妊婦へのケアに関する助産師の認識 

 香川大学 医学部 附属病院  赤垣 衣美 他

P1-079 分娩に立ち会った子どもに対する助産師の働きかけ 

 名桜大学 助産学専攻科  喜屋武 侑妃 他

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 11 日(金) (16:20～17:30) 

ポスター Group ２-④ 母子保健 

座長 遠藤 恵子（山形県立保健医療大学 看護学科）

P1-080 官学連携型産科救急研修の実際 

 広島文化学園大学 看護学部  山田 晃子 他

P1-081 官学連携協働型子育て支援事業の今後の課題 

 広島文化学園大学 看護学部  上林 聡子 他

P1-082 社会的な問題を抱える妊産婦への支援 

～妊娠中から産後も継続的なサポートをしていくための取り組み～ 

 医療法人 社団 政彬会 野田医院  田中 奈津美 他

P1-083 母子保健推進員の利点と課題に関する文献検討 

 鹿児島大学大学院 保健学研究科  常盤 玲華

P1-084 知的障害のある母親と家族への多職種協働による育児支援 

 岩手県立中部病院 3 東病棟  平野 まなみ

P1-085 子育て世代包括支援システム開発に向けた妊婦のニーズ調査 

―妊娠中に知りたい情報と情報源― 

 岐阜協立大学 看護学部  緒方 京 他

P1-086 子育て世代包括支援システム開発に向けた妊婦のニーズ調査 

―背景別にみる情報ニーズ― 

 岐阜協立大学 看護学部  長谷川 真子 他

P1-087 開業助産師が実践している地域で生活する母子への支援に関する想い 

 大分市保健所 健康課 西部保健福祉センター  渡邊 一代 他

P1-088 母子健康手帳における『妊婦自身の記録』の未記入要因の検討 

―母親へのインタビュー調査より― 

 医療法人社団尚ワ会  エンゼル病院  江口 薫 他

P1-089 妊産褥婦の EPDS 得点と、自己効力感、赤ちゃんを思う気持ちとの関連について  

 岐阜保健大学 看護学部 看護学科  野田 みや子 他

P1-090 情報の電子化に伴う母子手帳に関する文献・新聞記事に関する内容の検討 

 姫路大学 看護学部  富岡 美佳
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ポスター会場 ２F エボ  10 月 11 日(金)  

ポスター Group ２-⑤ 妊娠/産後ケア１  (16:20～17:30) 

座長 五十嵐 稔子（奈良県立医科大学大学院 看護学研究科）

P1-091 就労初産婦の妊娠期の心身の変化により生じた就労上の困難とその対処 

 名古屋第二赤十字病院  山田 陽加 他

P1-092 バースプランニングに関する語りからみた母親役割獲得のエンパワーメント 

 聖隷クリストファー大学 助産学専攻科  稲垣 恵子

P1-093 当院におけるマタニティ・ヨガクラスの取り組み 

 聖母病院  伊藤 理恵 他

P1-094 地域と大学の連携・協働による「初産婦夫婦への妊娠期からの子育て支援」 

実践報告 

 福岡大学 医学部 看護学科  佐久間 良子 他

P1-095 A 病院で褥婦が求める保健指導～妊娠期からの育児支援～ 

 諏訪赤十字病院  酒井 友美 他

P1-096 妊娠中期以降における妊婦の主観的な快適性 

 共立女子大学 看護学部  三里 久美子 他

P1-097 母親役割獲得を支える実母に向けた教育プログラムの検討 

 日本赤十字広島看護大学  中村 敦子

P1-098 官学連携で実施した産後の母親のための健康講座 

～「児とのコミュニケーション講話」を追加して～ 

 札幌保健医療大学 保健医療学部 看護学科  澤田 優美 他

P1-099 里帰り出産後自宅に戻った母親が抱えている問題とその対処法 

 鹿児島大学大学院 保健学研究科  山下 未聖 他

P1-100 「不妊治療後母子相互作用促進プログラム」パイロット研究評価 

－参加母親のインタビュー調査をとおして－ 

 大手前大学 国際看護学部 看護学科  齋藤 雅子 他

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 11 日(金) (16:20～17:30) 

ポスター Group ２-⑥ 妊娠/産後ケア２ 

座長 竹内 理恵子（竹内助産院）

P1-101 妊娠末期の妊婦における血圧と生活活動の実態 

 京都橘大学 看護学部  宗 由里子 他

P1-102 妊娠糖尿病妊婦のセルフケアに関する文献検討 

 鹿児島大学大学院 保健学研究科  酒井 里菜 他

P1-103 つわりの程度に影響する諸要因に関する文献検討 

 大阪府立大学大学院 看護学研究科 博士前期課程  菊川 佳世 他
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P1-104 産後早期の活動量と産後の腰痛の関連に関する検討 

 元神戸大学大学院 保健学研究科 博士前期課程 看護学領域 助産師コース

松永 友紀 他

P1-105 妊娠期間の葉酸長期過剰摂取がマウス胎仔発育に与える影響 

 大分県立看護科学大学  安部 真紀 他

P1-106 恥骨痛を生じた女性に対する産後からの介入と継続的なセルフケアにより 

症状が改善した一事例 

 創価大学 看護学部  片岡 優華 他

P1-107 産褥早期における出血量減少を目的とした骨盤帯装着 

 水戸済生会総合病院  浅野 さとみ 他

P1-108 妊娠糖尿病と診断された女性に対する糖尿病発症予防についての助産師の認識 

 藤田医科大学病院  馬場 公美恵 他

P1-109 大学病院で出産した経産婦における産後１か月の育児不安に影響する要因 

 佐賀大学医学部附属病院  川崎 寿磨子 他

P1-110 産後健診における理学療法士の介入の実際 

 大阪母子医療センター 看護部  藤井 紀久子 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 12 日(土) ( 9:40～10:50) 

座長 福島 明宗（岩手医科大学 医学部臨床遺伝学科）

ポスター Group ３-① 婦人科疾患 

P2-001 女子看護学生における HPV ワクチン接種の有無による意識の差 

 大分県立看護科学大学 大学院 修士課程前期 看護学専攻 実践者養成 助産学コース

松永 知亜紀 他

P2-002 無料クーポン対象女子学生の子宮頸がん検診の受診行動に影響する要因の検討 

 大分県立看護科学大学 大学院看護学研究科 修士課程前期 看護学専攻 助産学コース

桝田 志帆 他

P2-003 婦人科癌術後における下肢リンパ浮腫治療 

―文献による日本と諸外国の比較を通して― 

 滋賀県立大学 人間看護学部 人間看護学科  渡邊 友美子 他

ポスター Group ３-① 更年期・老年期 

P2-004 帯状疱疹の看護に関する文献レビュー 

 千里金蘭大学 看護学部 看護学科  田中 恵子 他

P2-005 更年期女性の健康情報に関する一考察―テレビ番組に着目して― 

 神戸市看護大学 健康生活看護学領域 ウィメンズヘルス看護学分野  井上 理絵 他

P2-006 地域在住中高年女性における冷え症の実態とその関連要因の検討 

 東京医療保健大学 和歌山看護学部  辻 久美子 他
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P2-007 更年期の看護に関する記述内容の検討 

－看護基礎教育用母性看護学教科書 A社と B社の比較から－ 

 昭和大学 助産学専攻科  上田 邦枝 他

P2-008 閉経後の健常な女性の骨代謝に対するエクオール摂取の効果に関する検討 

 大分県立看護科学大学 助産学研究室  梅野 貴恵 他

P2-009 保健師と連携した尿失禁症状を有する中高年女性への遠隔指導 

 岡山大学 大学院 保健学研究科  大井 伸子 他

P2-010 フォーカスグループインタビューによる更年期女性のための 

ヨーガプログラムの評価 

 帝京平成大学 ヒューマンケア学部 看護学科  日置 智華子 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 12 日(土) ( 9:40～10:50) 

座長 石川 紀子（静岡県立大学 看護学部大学院看護学研究科）

ポスター Group ３-② 周産期医療 

P2-011 乳腺炎重症化予防ケア・指導の導入１年の成績と導入前との比較検討 

 府中の森 土屋産婦人科  長尾 奈津子 他

P2-012 産科大量出血の場面を想定したシミュレーショントレーニングの取り組み 

 大阪市立大学 医学部 附属病院  丸山 聖美 他

P2-013 産科混合病棟で働く看護師に対するシュミレーション研修の効果 

 地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院  安藤 直美

P2-014 ユニットマネジメントを導入した産科混合病棟の看護師の助産師との 

協働に対する認識 

 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院附属看護専門学校  伊東 佳代 他

ポスター Group ３-② 周産期の実践 

P2-015 「硬膜外麻酔分娩における助産師のケア」の概念分析 

～Rodgers の概念分析を用いて～ 

 首都大学東京 大学院 人間健康科学研究科 看護科学域 水尾 智佐子 他

P2-016 妊娠期と産後における骨盤底筋群の呼吸様式による違い 

 文京学院大学  布施 陽子

P2-017 母体・胎児集中治療室（MFICU）看護セミナーの成果 

 埼玉県立大学  大月 恵理子 他
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ポスター会場 ２F アミ  10 月 12 日(土) ( 9:40～10:50) 

座長 篠原 ひとみ（秋田大学大学院 医学研究科保健学専攻）

ポスター Group ３-③ DV・虐待 

P2-018 大学生の子どもの虐待に関する知識 

 新見公立大学 助産学専攻科  四宮 美佐恵 他

P2-019 周産期における DV の実態と影響に関する文献レビュー 

 県立広島大学 保健福祉学部 看護学科  伊藤 良子 他

P2-020 子ども虐待発生予防を目指した産科医療機関の看護職者に対する 

教育プログラムの実践２－研修実践報告－ 

 国立看護大学校  唐田 順子 他

P2-021 子どもと女性を対象としたメール相談における性暴力被害者が求めるサポート内容 

 東京純心大学 看護学部 看護学科  竹元 仁美 他

P2-022 妊娠期からの保健指導による子ども虐待予防啓発に関する助産師の認識と現状 

 姫路大学 看護学部 看護学科  緒方 盛子

ポスター Group ３-③ 出生前診断 

P2-023 胎児染色体検査の説明に対する医療者の意識調査と問題点 

 医療法人清泉会 伊集院病院  野田 つくし 他

P2-024 羊水検査前後の妊婦の思いと支援の検討 

 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院  竹内 明香 他

ポスター Group ３-③ 栄養 

P2-025 妊婦のビタミン D状態と食生活の実態および母児への影響に関する文献検討 

 大阪府立大学大学院 看護学研究科 博士前期課程  宇佐美 景子 他

P2-026 女子大学生の食生活に関する意識と実態 

 北海道科学大学 保健医療学部 看護学科  笹尾 あゆみ 他

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 12 日(土) ( 9:40～10:50) 

ポスター Group ３-④ 母乳栄養 

座長 村井 文江（常磐大学 看護学部）

P2-027 妊娠期における母乳育児支援の強化 

 地方独立行政法人 大牟田市立病院  谷川 さつき 他

P2-028 食事摂取状況調査における妊産婦の栄養摂取状況と母乳成分の関係 

 埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター  小野寺 なつ美 他

P2-029 妊娠期・退院時・産後 1か月での母乳育児に対する意識の変化と実際 

―初産婦と経産婦の比較― 

 大分県立看護科学大学大学院 博士課程前期実践者養成看護学専攻助産学コース

久保田 彩加 他
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P2-030 母乳育児確立に関する母親の自覚尺度（試作版）の信頼性と妥当性の検証 

 山形大学大学院医学系研究科博士後期課程  山田 志枝 他

P2-031 周産期の乳房変化をとらえた装着型乳房モデルの試作 

 国立看護大学校  渡邊 香 他

P2-032 妊娠期からの腰痛の有無が母乳育児に与える影響～自記式質問調査を用いて～ 

 旭川医科大学病院 周産母子センター  澤田 侑希 他

P2-033 高年初産婦の母乳育児継続に向けた課題―文献検討を通して― 

 創価大学 看護学部  小平 明日香 他

P2-034 当院で出産した褥婦の母乳分泌を阻害する因子の探索 

 埼玉医科大学 総合医療センター 総合周産期母子医療センター  甲斐 杏奈 他

P2-035 退院後から１ヶ月健診時における母乳育児の現状と課題 

 岩手県立磐井病院  阿部 綾

P2-036 超低出生体重児を出産した母親の乳汁分泌増加に向けた支援 

～児の栄養を my own mother’s milk に～ 

 姫路赤十字病院  小塩 史子

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 12 日(土) ( 9:40～10:50) 

ポスター Group ３-⑤ 母性看護学教育 

座長 細谷 伊津美（埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センターMFICU）

P2-037 母性看護学実習における授乳支援の教育方法に関する文献検討 

 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校  宮野 三奈 他

P2-038 分娩施設と地域を連動させた母性看護学実習の効果 

 常葉大学 健康科学部 看護学科  徳留 静代 他

P2-039 男子学生の母性看護学実習における看護技術体験と実習の意義 

 富山福祉短期大学 看護学科  稲垣 尚恵 他

P2-040 演習のリアリティさから学生が学ぶもの 

―新生児おむつ交換演習における模擬便の効果― 

 松蔭大学 看護学部 母性看護学  松島 泰恵 他

P2-041 母性看護実習で想定される事故についての学生の認識（第 1報） 

―実習前後の比較― 

 八戸学院大学 健康医療学部 看護学科  坂本 保子 他

P2-042 日本における母性看護学のシミュレーション教育に関する文献検討 

 徳島文理大学 保健福祉学部 看護学科  板東 恭子 他

P2-043 母性看護実習で想定される事故に対する学生の認識（第２報） 

―実習後の振り返りより― 

 八戸学院大学 健康医療学部 看護学科  藤邉 祐子 他

P2-044 ロールプレイを導入した褥婦の観察技術演習の改善効果 

 岐阜協立大学 看護学部 看護学科  緒方 京 他
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P2-045 分娩期の演習にシミュレーション教育を用いることでの母性看護実習への効果 

 埼玉医科大学短期大学 看護学科  石川 裕貴 他

P2-046 妊娠期の親役割獲得にむけた支援に関する学生の学びの評価 

 名桜大学 人間健康学部 看護学科  大浦 早智 他

P2-047 母性看護学実習における効果的な事前学習の検討 

 吉備国際大学 保健医療福祉学部 看護学科  福岡 美和

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 12 日(土) ( 9:40～10:50) 

ポスター Group ３-⑥ 助産学教育 

座長 松岡 知子（京都府立医科大学 看護学科）

P2-048 KPT を用いた分娩介助演習の振り返り支援の試み 

 金沢医科大学 看護学部  山崎 智里 他

P2-049 助産学生を対象としたペリネイタルロスに関する教育プログラムの構築 

―ロールプレイの活用とその効果― 

 金沢医科大学 看護学部  河端 久美子 他

P2-050 助産学実習における学生の危機的状態とレリジエンスの構成要素 

 京都光華女子大学 健康科学部 看護学科  松枝 加奈子 他

P2-051 助産学実習で学生が困難に感じた経験と対処方法 

 独立行政法人 国立病院機構 小倉医療センター  池田 舞 他

P2-052 助産学実習への効果的な移行を目指したシミュレーション教育の検討 

―出生直後の新生児ケア演習を通して― 

 群馬パース大学 保健科学部 看護学科  臼井 淳美 他

P2-053 分娩介助実習指導に関わる臨床実習指導者が必要と考える能力 

 新見公立大学 助産学専攻科  安田 陽子 他

P2-054 助産学生の実習前の妊婦健診 OSCE による到達度評価と教育効果の検討 

 国立病院機構 京都医療センター附属京都看護助産学校 助産学科  伊藤 美栄 他

P2-055 臨床経験 10 年以上の助産師における職業継続意思について 

A 大学 1年課程修了生の後追い調査 

 国際医療福祉大学 保健医療学部 看護学科  鈴木 由美 他

P2-056 テキスト分析による新人助産師教育における弛緩出血に対する 

ミニマム・エッセンシャルズの抽出 

 新潟大学 大学院 保健学研究科 博士前期課程  花水 遥 他

P2-057 助産師の職業的アイデンティティの形成に関する研究 

修士課程で助産師教育を受けた助産師の検討 

 日本赤十字秋田看護大学 看護学部  猿田 了子

P2-058 助産・看護・心理・教育学分野の“寄り添う”の概念分析 

 福岡県立大学大学院 看護学研究科 修士課程  井上 ちはる 他
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ポスター会場 ２F アミ  10 月 12 日(土) (14:10～15:20) 

ポスター Group ４-① 産褥・育児１ 

座長 田口 眞弓（助産院もりあね）

P2-059 育児中の母親を対象とした「リフレッシュ講座」の実施の試みとその評価 

 弘前大学 大学院 保健学研究科  高間木 静香 他

P2-060 視聴覚教材の導入による母乳育児支援 

 医療法人 愛育会 曽根崎産婦人科医院  小野 陽子 他

P2-061 助産師が捉える 40 歳以上の高年初産婦における産褥期の健康および育児課題 

 名古屋学芸大学 看護学部  糟谷 ちひろ 他

P2-062 40 歳以上の高年初産婦における産褥期の健康および育児課題を踏まえた 

助産師の支援 

 名古屋学芸大学 看護学部  糟谷 ちひろ 他

P2-063 母親・祖母に向けた育児支援パンフレットの導入と効果 

 大阪府済生会吹田病院産婦人科病棟  李 佳英 他

P2-064 育児期の母親への他者からかけられた言葉による感情の変化 

 神戸大学医学部附属病院  西田 孝代 他

P2-065 乳幼児を育てる母親の主観的幸福感の実態と育児ストレス，精神健康度との関連 

 筑波大学 医学医療系 保健医療学域  川野 亜津子 他

P2-066 Ａ大学病院で出産した母親の産後 1か月までの育児不安とその要因 

 西九州大学 看護学部 看護学科  森本 眞寿代 他

P2-067 健康な乳児を育てる母親の感じる育てにくさと子育ての捉え方 

 山梨県立大学 看護学部  平田 良江 他

P2-068 父親の子育て参加に関する男子大学生の意識 

 北海道科学大学 保健医療学部 看護学科  関口 史絵 他

P2-069 子どもが IT を利用することについての地域住民の意識 

 北海道科学大学 保健医療学部 看護学科  関口 史絵 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 12 日(土) (14:10～15:20) 

ポスター Group ４-② 産褥・育児２ 

座長 長瀬 寛美（神奈川県立こども医療センター 産婦人科）

P2-070 出産後の会陰部痛と母児の属性および経日的変化との関係 

 大分県立看護科学大学大学院 博士課程前期実践者養成看護学専攻助産学コース

後藤 麻乃 他

P2-071 妊娠後期の妊婦の睡眠及び精神健康状態と出生後の乳児の睡眠及び泣きとの関連 

 秋田大学大学院 医学系研究科 保健学専攻  小西 真愉子 他

P2-072 初産・経産別の妊娠期と産褥期の尿失禁の関係と特徴 

 大分県立看護科学大学  永松 いずみ 他
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P2-073 児の合図のよみとりに関する母親の自信と産後うつ傾向との関連 

 奈良県立医科大学大学院 看護学研究科  吉田 菜津美 他

P2-074 産後 3～4か月の母親の疲労感に影響を及ぼす要因 

 田川市立病院  松尾 美穂 他

P2-075 産褥早期の出産体験の振り返りと児への愛着との関連 

 社会福祉法人 同愛記念病院  三木 美代子 他

P2-076 産後 1ヶ月までの実父母支援の有無と産後の疲労感の関連について 

 姫路聖マリア病院  辻 良 他

P2-077 産褥期の外陰部痛を緩和する補助具の開発 

－改良版試用後の質問紙分析による効果の検討－ 

 国立看護大学校  戸津 有美子 他

P2-078 産後 1か月の母親の早朝覚醒時の唾液中メラトニン濃度と睡眠、 

精神状態との関連 

 秋田大学大学院 医学系研究科 保健学専攻  工藤 直子 他

P2-079 産後、会陰部痛が継続することによる日常生活への影響と会陰部ケアに関する 

検討 

 元神戸大学大学院 博士課程前期課程 助産師コース  宮澤 理乃 他

P2-080 経産婦の後陣痛に対する経穴への温灸の効果 

 香川県立保健医療大学 助産学専攻科  野口 純子 他

 

ポスター会場 ２F アミ  10 月 12 日(土)  (14:10～15:20) 

ポスター Group ４-③ 産褥・育児３ 

座長 香取 洋子（北里大学 看護学部）

P2-081 月経再開時期と肌トラブル，脱毛，セックスに対する興味の推移との関連 

―産後６か月間に着目して― 

 香川県立保健医療大学 助産学専攻科  石原 留美 他

P2-082 「子どもといる生活支援」として大学の施設を活用し地域に開かれた 

体験型両親・祖父母学級の実践報告 

 福岡大学 医学部 看護学科  古賀 綾 他

P2-083 バースレビューの分析からみる病院で出産した褥婦の出産体験  

 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院  藤本 富美江 他

P2-084 パートナーからの情緒的サポートに対する産後 1か月の初産婦の思い 

 香川大学 医学部附属病院 看護部  岡 未奈 他

P2-085 子育て期女性の健康に関する調査研究－産後 3年の健康状態－ 

 聖隷クリストファー大学 看護学部 看護学科  村松 美恵 他

P2-086 今日における産後子育て不安の現状と今後の展望－母子保健施策の推移から－ 

 常葉大学 健康科学部 看護学科  濱松 加寸子 他
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P2-087 0-6 歳児を持つ親を対象とした日本語版 Coparenting Relationship Scale の 

信頼性と妥当性の検証とその特徴 

 東北大学大学院 医学系研究科  中村 康香 他

P2-088 抱っこを支援するおくるみの開発と評価 

 佐賀大学 医学部 看護学科  中野 理佳 他

P2-089 寝具別の乳児の臥床時間と向き癖と児頭の変形の比較 

 浜松医科大学  田坂 満恵 他

P2-090 早産となった母親のレジリエンス尺度の検討 

 川崎医療福祉大学 保健看護学部 保健看護学科  原田 さゆり 他

P2-091 地域育児支援センターを利用している母親の支援ニーズの特徴  

―助産師スタッフの相談記録の結果から― 

 姫路大学 看護学部 看護学科  佐藤 美奈子

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 12 日(土) (14:10～15:20) 

ポスター Group ４-④ 分娩 

座長 中島 義之（東京女子医科大学八千代医療センター 母体胎児科・婦人科）

P2-092 初産婦の産痛に対するコーピングに関する研究動向  

 徳島赤十字病院  助田 麻樹 他

P2-093 無痛分娩を選択した産婦へ実践している分娩期のケア 

 元千葉大学大学院 看護学研究科  宮崎 智絵 他

P2-094 硬膜外麻酔分娩を選択した女性への援助について 

 近畿大学病院  小山 友理架 他

P2-095 無痛分娩に対する妊婦の捉え方に関する文献検討 

 鹿児島大学大学院 保健学研究科  坂口 美里 他

P2-096 産科病棟における新生児蘇生法（NCPR)のチームトレーニングの効果 

 鳥取県立厚生病院  大谷 昭子 他

P2-097 無痛分娩の現状と出産前教育のあり方 

 東京女子医科大学病院  高峰 綾子

P2-098 死産を経験した母親へ分娩介助者が実施する電話訪問に関する考察 

 大阪市立大学 医学部 附属病院  柳 百合子 他

P2-099 胎盤の扱われ方の歴史と、現代においてなぜ胎盤を食べるのか 

－半構造面接を通して－ 

 医療法人財団 順和会 山王病院  鈴木 容子 他

ポスター Group ４-④ 異文化・国際 

P2-100 日本で出産を経験した在日中国人母親の産後ケアニーズに関する検討 

 大分県立看護科学大学 大学院 修士課程前期 看護学専攻 助産学コース

仲野 水稀 他
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P2-101 外国人妊産婦に寄り添うために～当院の外国人妊産婦の動向と支援内容～ 

 赤心堂病院 看護部 産婦人科病棟  西田 麻希 他

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 12 日(土) (14:10～15:20) 

ポスター Group ４-⑤ メンタルヘルス１ 

座長 本間 真紀（埼玉医科大学総合医療センター 看護部）

P2-102 産後 2週間産婦健康診査による産後うつ病の予防効果 

 株式会社 日立製作所 日立総合病院  杉本 佳那恵 他

P2-103 産後の母親の精神状態とその背景の実態調査 

～エジンバラ産後うつ病質問票を用いて～ 

 新潟県厚生連上越総合病院  松枝 杏奈 他

P2-104 3 つの質問票を用いた面談の導入による周産期メンタルヘルスケア実践報告 

 鳥取大学 医学部 附属病院  鈴田 悦子 他

P2-105 ３つの質問票を用いた面談の導入による周産期メンタルヘルスケア実践報告 

スタッフの視点から 

 鳥取大学 医学部 附属病院  鎌田 あゆみ 他

P2-106 育児不安が強い産後の母親の特徴：ストレス対処特性と事例より 

 医療法人碧会 ヤナセクリニック  岩塚 智美 他

P2-107 産後うつ予防にむけた今後の課題～EPDS スコアより見えたもの～ 

 茨城西南医療センター病院  渡辺 梢 他

P2-108 非特定妊婦におけるＥＰＤＳ高得点者のリスク因子の分析 

 大阪府済生会 野江病院  築山 晶子 他

P2-109 産後うつ病発症への予防的看護介入の効果に関する文献レビュー 

 春日井市役所  加藤 愛美 他

P2-110 産後うつ病への看護介入に関する文献検討 

 川崎医療短期大学 看護科  弘中 藍子

 

ポスター会場 ２F エボ  10 月 12 日(土) (14:10～15:20) 

ポスター Group ４-⑥ メンタルヘルス２ 

座長 坂口 けさみ（長野保健医療大学 看護学部）

P2-111 Ａ病院における精神疾患合併妊娠の現状と支援方法の検討 

 産業医科大学病院  守田 亜美 他

P2-112 精神疾患合併妊婦の妊娠初期の現状と助産師に求められる家族へのサポート 

 高崎健康福祉大学 保健医療学部 看護学科  川崎 綾子 他

P2-113 専門職がとらえる産後半年以内の女性が抱く不安の様相 

 横浜創英大学看護学部  永田 智子 他
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P2-114 精神疾患等メンタルヘルスに問題を有する母親支援における周産期看護職者の課題 

 島根県立大学 看護栄養学部 看護学科  井上 千晶 他

P2-115 産後うつの可能性が考えられた事例からみた現状と今後の課題 

 鳥取市立病院看護局  田邊 身江子 他

P2-116 QC story を用いた妊娠早期からの切れ目ない社会的ハイリスク妊産婦支援体制構築

に向けた取り組み 

 公益財団法人慈愛会 今村総合病院   堂園 涼子 他

P2-117 周産期の母親のメンタルヘルスにおけるマインドフルネスの効果に関する文献調査 

 中京学院大学  安田 裕子 他

P2-118 成熟期女性の月経周期における性ホルモンとストレスホルモンの関係 

 島根県立大学 看護栄養学部  藤田 小矢香
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座長索引

あ

安藤 紀子 P1-018 ～ 026
五十嵐 稔子 P1-091 ～ 100
池ノ上 克 シンポジウム 1
池ノ上 克 教育講演 4
石川 紀子 P2-011 ～ 014
石川 紀子 P2-015 ～ 017
板倉 敦夫 O2-026 ～ 032
伊藤 博之 教育講演 2
伊藤 博之 市民公開講座
稲井 洋子 O2-001 ～ 006
今井 潤 ランチョン 7
古谷 健一 O1-009 ～ 014
遠藤 恵子 P1-080 ～ 090
遠藤 俊子 O1-076 ～ 080
大賀 明子 O1-005 ～ 008
大月 恵理子 O2-088 ～ 092
大西 由季子 ランチョン 12
大橋 一友 O2-124 ～ 128
大橋 一友 教育講演 1
小川 久貴子 O2-053 ～ 058
小澤 千恵 P1-073 ～ 079

か

片岡 弥恵子 シンポジウム 4
片岡 弥恵子 シンポジウム 5
香取 洋子 P2-081 ～ 091
金井 誠 O1-067 ～ 071
金子 政時 O2-007 ～ 011
金谷 掌子  P1-063 ～ 070
金谷 掌子  P1-071 ～ 072
加部 一彦 ランチョン 2
河崎 和子 O2-059 ～ 064
瓦林 達比古 HS-001 ～ 008
瓦林 達比古 教育講演 6
瓦林 達比古 優秀演題賞
北村 邦夫 O1-031 ～ 034
久納 智子 O2-098 ～ 101
黒川 寿美江 O1-042 ～ 047
桑田 知之 ランチョン 10
児玉 由紀 P1-001 ～ 008
児玉 由紀 ランチョン 6

さ

齋藤 いずみ シンポジウム 1
齋藤 益子 O1-015 ～ 020

坂口 けさみ P2-111 ～ 118
坂上 明子 シンポジウム 6
佐々木 純一 O1-054 ～ 060
篠原 ひとみ P2-018 ～ 022
篠原 ひとみ P2-023 ～ 024
篠原 ひとみ P2-025 ～ 026
下屋 浩一郎 O1-061 ～ 066
下屋 浩一郎 教育講演 3
神保 正利 O2-022 ～ 025
菅沼 信彦 O1-001 ～ 004
杉浦 真弓 O2-017 ～ 021
鈴木 幸子 O2-045 ～ 048
鈴木 幸子 ランチョン 9
鈴木 真 シンポジウム 6
関 博之 ランチョン 1
関 博之 記念式典講演

た

髙井 泰 パネル
髙井 泰 ランチョン 5
髙桑 好一 HS-001 ～ 008
髙桑 好一 シンポジウム 3
髙桑 好一 優秀演題賞
高田 昌代 O1-035 ～ 041
髙橋 健太郎 O2-137 ～ 141
髙橋 眞理 O1-081 ～ 087
髙橋 眞理 シンポジウム 2
田口 眞弓 P2-059 ～ 069
竹内 理恵子 P1-101 ～ 110
竹田 省 シンポジウム 2
立岡 弓子 O2-129 ～ 132
田中 佳代 P1-009 ～ 010
田中 佳代 P1-011 ～ 015
田中 佳代 P1-016 ～ 017
田辺 けい子 O2-114 ～ 118
谷島 春江 O2-133 ～ 136
玉上 麻美 O2-065 ～ 070
富岡 美佳 P1-036 ～ 045

な

中江 華子 O2-119 ～ 123
中尾 優子 O1-072 ～ 075
中島 義之 P2-092 ～ 099
中島 義之 P2-100 ～ 101
長瀬 寛美 P2-070 ～ 080
中塚 幹也 O1-027 ～ 030
中林 正雄 ランチョン 8

成田 伸 O1-021 ～ 026
新野 由子 P1-046 ～ 055
西口 富三 会長講演
抜田 博子 O2-039 ～ 044

は

春名 めぐみ O2-071 ～ 074
福井 トシ子 シンポジウム 5
福岡 秀興 O1-048 ～ 053
福島 明宗 P2-001 ～ 003
福島 明宗 P2-004 ～ 010
細谷 伊津美 P2-037 ～ 047
本間 真紀 P2-102 ～ 110

ま

毎田 桂子 O2-033 ～ 038
牧野 真太郎 ランチョン 11
正岡 直樹 O2-093 ～ 097
正岡 直樹 教育講演 5
増田 美恵子 O2-102 ～ 107
松岡 知子 P2-048 ～ 058
松永 茂剛 O2-079 ～ 083
三木 明徳 ランチョン 3
光田 信明 シンポジウム 4
村井 文江 P2-027 ～ 036
村上 明美 O2-075 ～ 078
森 恵美 P1-027 ～ 032
森 恵美 P1-033 ～ 035

や

山﨑 圭子 シンポジウム 3
山田 秀人 O2-084 ～ 087
山田 新尚 O2-012 ～ 016
吉沢 豊予子 O2-049 ～ 052
米山 万里枝 P1-056 ～ 062

わ

渡邊 実香 O2-108 ～ 113
渡部 信子 ランチョン 4
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あ

愛下 由香里 O2-101
青木 美里 O2-042
青山 さやか O2-070
赤垣 衣美 P1-078
赤羽 有紀子 市民公開 2
秋葉 公美 P1-041
秋山 紗佑奈 O2-054
浅野 さとみ P1-107
浅野 有紀奈 O1-078
浅利 華子 O2-025
足立 麻衣 O2-044
阿部 綾 P2-035
安部 真紀 P1-063
安部 真紀 P1-105
阿部 慈 O2-098
天川 慧美 O1-032
荒木 智子 O2-041
荒谷 玲凪 O2-079
有坂 めぐみ O1-054
安藤 直美 P2-013
李 佳英 P2-063
飯島 紀子 P1-056
池田 かよ子 O2-115
池田 智子 P1-006
池田 舞 P2-051
池田 友紀 O1-064
井指 真由子 P1-051
石井 美里 O2-102
石川 紀子 パネル
石川 裕貴 P2-045
石田 真由美 O1-040
石橋 理恵子 HS-007
石原 留美 P2-081
井関 桜良 O1-026
礒本 千愛 O1-057
井田 歩美 O2-133
井谷 美幸 O2-140
伊丹 恵美 O2-065
市川 香織 P1-070
伊藤 絵美 HS-006
伊東 佳代 P2-014
伊藤 沙織 O2-046
伊東 春美 HS-001
伊藤 美栄 P2-054
伊東 美智子 O2-049

伊藤 理恵 P1-093
伊藤 良子 P2-019
稲垣 恵子 P1-092
稲垣 尚恵 P2-039
井上 千晶 P2-114
井上 ちはる P2-058
井上 松代 O2-097
井上 理絵 P2-005
井口 真里 O1-075
今村 久美子 P1-016
井本 寛子 シンポ 1-2
井本 真由美 O2-120
岩尾 侑充子 P1-013
岩塚 智美 P2-106
岩本 夏美 O1-004
上田 邦枝 P2-007
上田 未知 P1-008
植竹 貴子 O1-024
上林 聡子 P1-081
宇佐美 景子 P2-025
臼井 淳美 P2-052
打越 楓佳 O1-043
内田 貴峰 P1-045
生方 尚絵 O2-088
馬地 容子 ランチョン 4
梅野 貴恵 P2-008
江口 薫 P1-088
大井 伸子 P2-009
大浦 早智 P2-046
大久保 孝義 ランチョン 7
大久保 美保 O1-029
大澤 まどか O2-077
太田 和世 O1-052
大谷 昭子 P2-096
大塚 元美 O1-037
大塚 元美 O2-128
大月 恵理子 P2-017
大坪 明日香 O1-082
大仁田 悠 O1-002
大野 泰正 教育講演 5
大原 奈月 O2-094
大村 五輪美 O2-139
岡 未奈 P2-084
岡崎 愉加 O2-091
岡澤 朋美 O2-068
小笠原 百恵 O1-041
緒方 盛子 P2-022

緒方 京 P1-085
緒方 京 P2-044
岡本 和子 O2-086
荻田 ひかる P1-003
奥瀬 芽生 O2-131
小熊 良佳 O1-010
小澤 千恵 シンポ 2-3
小野 枝里 O2-082
小野 仁美 P1-025
小野 陽子 P2-060
小野寺 なつ美 P2-028

か

甲斐 杏奈 P2-034
甲斐 紀子 O2-038
賀数 いづみ O1-085
鏡 真美 O2-132
香川 留美 P1-059
角山 尚美 P1-071
加地 靖菜 O2-020
梶井 敬子 O1-050
加城 貴美子 O2-084
糟谷 ちひろ P2-061
糟谷 ちひろ P2-062
片岡 久美恵 O1-001
片岡 優華 P1-106
形山 千明 O2-126
加藤 彩子 O2-100
加藤 瑛可 P1-042
加藤 千恵子 P1-014
加藤 愛美 P2-109
加藤 由似 O2-074
金川 武司 シンポ 4-4
金谷 掌子 O2-045
鎌田 あゆみ P2-105
神倉 麻里 O1-069
上塘 正人 ランチョン 6
神谷 千織 O2-066
亀崎 明子 O2-090
亀谷 貴子 O2-017
亀谷 茉里子 O1-063
唐沢 泉 O2-099
唐田 順子 O2-096
唐田 順子 P2-020
苅田 万紀 O2-110
川崎 綾子 P2-112

川崎 寿磨子 P1-109
川下 菜穂子 O1-039
河嶌 讓 シンポ 6-4
川野 亜津子 P2-065
河端 久美子 P2-049
河村 恵美子 O2-116
神崎 江利子 P1-037
菊川 佳世 P1-103
菊池 富美子 O2-037
北口 貴子 O2-087
北園 真希 シンポ 3-5
北村 亜希子 O1-084
北村 恵美子 O2-124
北村 邦夫 ランチョン 9
北村 有希 P1-066
木地谷 祐子 O2-047
城戸 葵 P1-022
木戸 道子 ランチョン 5
衣笠 恵 O2-033
衣笠 恵 O2-034
衣川 さえ子 O2-123
木下 勝之 シンポ 1-1
木下 勝之 記念式典講演
木下 奈央子 O2-071
金 英仙 P1-054
木村 知子 P1-058
木村 優子 P1-044
喜屋武 侑妃 P1-079
草野 淳子 P1-020
草野 淳子 P1-064
久多良木 詩歩子 O2-089
工藤 直子 P2-078
久保田 彩加 P2-029
公文 典子 O2-095
倉澤 健太郎 シンポ 2-1
黒木 貴代美 O1-015
黒木 貴代美 O1-016
古賀 綾 P2-082
古賀 奈津美 O1-077
小塩 史子 P2-036
小平 明日香 P2-033
小平 寿美礼 P1-049
後藤 麻乃 P2-070
後藤 千奈 O1-074
古仲 ひとみ O1-042
小西 真愉子 P2-071
小濱 夕美 P1-002

演者・講師索引
（太字は発表者）
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小林 径子 O2-107
小松 輝子 O1-062
小松 若菜 O2-080
小森 春佳 O1-080
小山 友理架 P2-094
近藤 亜希 O2-083
近藤 彩 O1-017

さ

齋藤 いずみ HS-008
齋藤 いずみ シンポ 1-4
斉藤 哲 O1-047
齋藤 葉瑠紀 O2-112
齋藤 雅子 P1-100
斎藤 真由美 P1-077
酒井 友美 P1-095
酒井 里菜 P1-102
坂口 美里 P2-095
坂口 ゆい P1-047
坂本 保子 P2-041
相良 育代 P1-072
佐久間 良子 P1-094
櫻井 碧 P1-040
櫻井 薫 O1-009
笹尾 あゆみ P2-026
笹川 恵美 O2-127
佐々木 麻裕 O1-087
佐々野 麻耶 O1-071
佐藤 愛奈 P1-039
佐藤 珠美 O1-067
佐藤 まりえ P1-029
佐藤 美奈子 P2-091
佐原 玉恵 P1-036
鮫島 敦子 O1-086
猿田 了子 P2-057
澤田 優美 P1-098
澤田 侑希 P2-032
塩田 裕子 O2-130
四宮 美佐恵 P2-018
島田 久仁子 O1-048
島名 啓加 O2-026
島本 太香子 P1-030
清水 咲月 HS-004
下田 真太郎 O2-141
下中 壽美 O1-013
主濱 治子 O2-134
城賀本 晶子 O1-012
新谷 純代 O2-028

新道 由記子 O1-065
末延 睦与 O2-018
菅沼 真樹 O1-014
菅原 準一 シンポ 6-5
杉浦 史恵 O1-022
杉本 佳那恵 P2-102
杉山 円香 O2-003
杉山 真美子 O1-044
助田 麻樹 P2-092
鈴木 あすか シンポ 6-2
鈴木 聡子 O1-059
鈴木 聡子 シンポ 6-3
鈴木 志保子 ランチョン 12
鈴木 翔子 O2-078
鈴木 真理奈 P1-038
鈴木 美恵子 O2-031
鈴木 康江 P1-033
鈴木 由美 P2-055
鈴木 容子 P2-099
鈴田 悦子 P2-104
清野 仁美 シンポ 4-3
関 博之 会長講演
関口 史絵 P2-068
関口 史絵 P2-069
仙田 信子 シンポ 4-2
宗田 聡 シンポ 2-4

た

ダイアモンドユカイ パネル
髙井 泰 パネル
高橋 淳美 O1-025
高橋 綾佳 O2-138
高橋 澄子 O2-092
高橋 唯 O2-064
高間木 静香 P2-059
高峰 綾子 P2-097
滝川 由香里 P1-034
田口 弘美 シンポ 6-1
竹内 佳寿子 O1-070
竹内 崇 シンポ 2-2
竹内 明香 P2-024
竹田 省 教育講演 4
竹中 千枝 O2-050
竹元 仁美 P2-021
田坂 満恵 P2-089
田島 真里子 O2-004
立川 里枝 O2-093
田中 和子 P1-076

田中 恵子 P2-004
田中 奈津美 P1-082
田中 守 ランチョン 1
田中 美礼 P1-031
田邊 身江子 P2-115
谷 純子 O2-040
谷垣 伸治 ランチョン 10
谷川 さつき P2-027
谷村 憲司 O1-008
田野 智子 O2-106
田渕 良枝 P1-026
田村 正毅 シンポ 3-1
爲房 佳志恵 O1-007
田山 文菜 P1-074
主税 晶 O2-085
知念 彩華 P1-005
千葉 勝子 O2-032
千葉 智美 O1-006
千葉 智美 O1-027
千葉 智美 O1-028
塚本 京子 市民公開 3
築山 晶子 P2-108
辻 久美子 P2-006
辻 良 P2-076
辻内 敬子 O2-010
津田 育久子 P1-017
津田 育久子 P1-061
津田 真里奈 O2-117
土屋 さやか O2-006
坪井 志津 O1-060
津間 文子 P1-075
鶴田 舞 O1-073
手塚 麻耶 P1-069
寺内 桃子 O2-121
寺川 綾 市民公開 1
照井 克生 ランチョン 3
堂園 涼子 P2-116
常盤 玲華 P1-083
徳岡 麻由 O2-105
徳留 静代 P2-038
戸津 有美子 P2-077
冨岡 ほなみ O1-045
富岡 美佳 P1-090
冨田 志織 P1-021

な

中居 由美子 HS-003
中尾 幹子 O1-038

長尾 奈津子 P2-011
長岡 美帆 O1-066
仲澤 美都 O1-083
中島 久美子 O2-104
中島 久美子 P1-012
永末 はるか P1-019
永田 智子 P2-113
中谷 有希 O2-111
中野 恵美 シンポ 3-4
中野 真由 O2-063
仲野 水稀 P2-100
中野 理佳 P2-088
永原 美咲 O2-108
永松 いずみ P2-072
長嶺 絵里子 P1-010
中村 敦子 P1-097
中村 彩希子 O2-075
中村 祥子 O1-019
中村 美樹 O2-001
中村 美沙子 P1-062
中村 康香 P2-087
中山 絵里名 HS-005
名久井 玲奈 P1-004
斜木 綾乃 O2-009
成田 伸 シンポ 5-2
南雲 佐苗 O2-052
西口 碧 O2-024
西田 孝代 P2-064
西田 麻希 P2-101
西田 曜 O2-057
西平 朋子 O2-118
西村 愛 O2-059
西本 由季 O2-136
西山 美奈津 P1-046
二宮 くみ子 ランチョン 12
野上 萌子 P1-068
野口 純子 P2-080
野田 つくし P2-023
野田 みや子 P1-089
能仲 太郎 P1-024
能仲 太郎 シンポ 3-2
信國 有紀 O2-015

は

芳賀 亜紀子 O2-056
橋本 洋子 ランチョン 2
長谷川 真子 P1-086
畠 知華子 O1-036
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秦 久美子 O1-003
羽田野 朱音 P1-009
服部 佳代子 O1-035
花原 恭子 HS-002
花水 遥 P2-056
馬場 一憲 教育講演 3
馬場 公美恵 P1-108
濱嵜 信恵 P1-023
濱松 加寸子 P2-086
早川 愛子 O1-031
林 千春 O1-049
原 順子 O2-023
原 直美 P1-001
原田 江美子 O2-021
原田 さゆり P2-090
原田 真友子 O1-023
春本 千保子 O2-011
板東 恭子 P2-042
日置 智華子 P2-010
比名 朋子 O1-021
平出 深雪 O2-012
平川 早紀 O1-046
平田 順子 O2-008
平田 良江 P2-067
平野 まなみ P1-084
弘中 藍子 P2-110
樋渡 麻衣 O1-058
深澤 絵里 O2-035
福井 トシ子 シンポ 5-1
福岡 美和 P2-047
福島 明宗 教育講演 1
福留 遥香 P1-048
藤井 紀久子 P1-110
藤井 ひろみ O1-033
藤木 久美子 O2-051
藤澤 彩花 P1-027
藤田 小矢香 P2-118
藤田 雅美 O2-060
藤邉 祐子 P2-043
藤本 佳穂子 O2-058
藤本 富美江 P2-083
布施 陽子 P2-016
武馬 緒和子 O1-020
古田 聡美 O2-043
古舘 慶子 O1-055

O2-019
P1-043
O1-053

平安名 彩恵 
保田 ひとみ 
濱　正子
細木 菜々恵 O2-061

細木 菜々恵 O2-137
細木 菜々恵 O1-034
堀米 美智枝 O1-011

ま

前元 千明 O2-129
牧戸 美樹 O2-072
牧野  美奈 O2-073
桝田 志帆 P2-002
松浦 啓乃 O2-022
松枝 杏奈 P2-103
松枝 加奈子 P2-050
松尾 美穂 P2-074
松島 泰恵 P2-040
松永 茂剛 ランチョン 8
松永 知亜紀 P2-001
松永 智香 シンポ 1-3
松永 真由美 シンポ 5-4
松永 友紀 P1-104
松村 起世乃 O2-029
松村 一 ランチョン 10
間野 有希子 O2-053
丸本 紗奈江 O1-068
丸山 聖美 P2-012
三浦 みなみ O2-007
三木 美代子 P2-075
三國 和美 P1-055
三里 久美子 P1-096
三澤 朋子 O1-051
水井 美生 O2-048
水尾 智佐子 P2-015
水落 真紀 P1-052
水野 千奈津 P1-015
三谷 明美 O2-114
満井 優菜 O1-056
宮川 和 O2-016
宮崎 英津子 O2-039
宮崎 智絵 P2-093
宮澤 理乃 P2-079
宮野 三奈 P2-037
宮本 知花 O1-079
三代澤 幸秀 シンポ 4-5
宗  由里子 P1-101
村上 沙織 P1-060
村上 利矢子 O2-055
村田 美代子 P1-050
村松 美恵 P2-085
室加 千佳 P1-065

目時 弘仁 教育講演 6
望月 明見 O2-113
望月 瑞希 O1-081
本山 幸 O1-061
森 玲旺奈 P1-067
森川 守 ランチョン 11
守田 亜美 P2-111
森田 綾 ランチョン 4
森塚 亜紗美 O2-062
森本 眞寿代 P2-066

や

八木 佳奈子 P1-018
安田 裕子 P2-117
安田 陽子 P2-053
安日 一郎 シンポ 5-3
柳 百合子 P2-098
柳田 紗希 O2-069
矢野 薫 O1-072
山口 市子 O2-076
山口 史緒里 O2-119
山口 典子 O1-005
山口 真理 P1-011
山崎 智里 P2-048
山下 未聖 P1-099
山田 愛佳 O2-027
山田 晃子 P1-080
山田 陽加 P1-091
山田 秀人 教育講演 2
山田 浩美 O2-013
山田 蕗子 O2-135
山田 志枝 P2-030
山中 絵美 P1-028
山本 江里子 P1-007
山本 裕子 O2-125
鑓水 陽子 O1-076
由井 千鶴 O2-122
横手 直美 O2-103
横畑 玲奈 O2-005
横山 萌莉 O2-081
吉岡 小百合 O2-014
吉田 静 P1-032
吉田 菜津美 P2-073
吉田 みゆき O2-002
吉田 安子 O1-030
吉見 侑香 O2-030
米澤 かおり O2-067

わ

輪倉 ゆづき O2-036
和田 聡子 シンポ 4-1
和田 雅樹 シンポ 3-3
渡邊 香 P2-031
渡辺 梢 P2-107
渡邉 幸恵 P1-035
渡邊 一代 P1-087
渡邉 万宥 O1-018
渡邊 実香 O2-109
渡邊 友香 P1-073
渡邊 友美子 P1-053
渡邊 友美子 P2-003
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第 60回日本母性衛生学会総会・学術集会　企画委員・査読委員・協賛

会長　関　　博之（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター産科）

企画委員会（五十音順）

石川　紀子（静岡県立大学看護学部）
稲井　洋子（埼玉医科大学短期大学母子看護学専攻科）
小澤　千恵（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター看護部）
小野　義久（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター産科）
加部　一彦（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児科）
亀井　良政（埼玉医科大学産婦人科）
黒牧　謙一（蕨市立病院産婦人科）
小室　順義（小室医院・埼玉県産婦人科医会）
髙井　　泰（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）
高田　昌代（神戸市看護大学ウイメンズヘルス看護学）
田口　眞弓（一般社団法人埼玉県助産師会）
谷島　春江（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター看護部）
林　　正敏（大宮林医院）
松永　茂剛（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）

査読委員（五十音順）

五十嵐稔子（奈良県立医科大学大学院看護学研究科）	板倉　敦夫（順天堂大学産婦人科）
上野美由紀（和歌山県立医科大学助産学専攻科）	 遠藤　恵子（山形県立保健医療大学看護学科）
遠藤　俊子（関西国際大学保健医療学部）	 大賀　明子（西武文理大学看護学部）
大月恵理子（埼玉県立大学保健医療福祉学部）	 大橋　一友（大手前大学国際看護部）
大嶺ふじ子（琉球大学保健学科）	 長田　久夫（ファミール産院きみつ）
加藤千恵子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）	 香取　洋子（北里大学看護学部）
金子　政時（宮崎大学大学院看護学研究科）
河崎　和子（日本赤十字北海道看護大学看護学部）
瓦林達比古（一般社団法人福岡県社会保険医療協会）	北村　邦夫（日本家族計画協会）
児玉　由紀（宮崎大学発達泌尿生殖医学講座産婦人科学分野）
小林　敏生（新生会いしい記念病院診療部）
古山　将康（大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学）
齋藤　益子（東京医療保健大学大学院実践助産学）	 坂上　明子（武蔵野大学母性看護学科）
佐々木純一（総合守谷第一病院産婦人科）
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佐藤　昌司（大分県立病院総合周産期母子医療センター）
佐藤　珠美（佐賀大学看護学科）	 佐保美奈子（大阪府立大学大学院看護学研究科）
篠原ひとみ（秋田大学大学院保健学専攻）	 島袋　香子（北里大学看護学部）
下屋浩一郎（川崎医科大学産婦人科 1）
新小田春美（三重大学大学院医学系研究科看護学専攻）
神保　正利（福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター）
菅沼　信彦（名古屋学芸大学看護学部）	 杉浦　真弓（名古屋市立大学大学院産科婦人科）
杉山　　隆（愛媛大学産科婦人科学）
鈴木　幸子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
角川　志穂（自治医科大学看護学部）
髙桑　好一（新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター）
高島えり子（順天堂大学医療看護学部）
髙橋健太郎（滋賀医科大学総合周産期母子医療センター）
竹内理恵子（竹内助産院）	 立岡　弓子（滋賀医科大学臨床看護学講座）
田中　佳代（久留米大学看護学科）
田辺けい子（神奈川県立保健福祉大学看護学科）	 谷川原真吾（スズキ記念病院）
玉上　麻美（大阪市立大学大学院看護学研究科）	 柘植　久美（長崎大学病院看護部）
富岡　美佳（姫路大学看護学部）	 中江　華子（関東中央病院産婦人科）
中尾　優子（鹿児島大学保健学科）
中島　義之（東京女子医科大学八千代医療センター母体胎児科・婦人科）
長瀬　寛美（神奈川県立こども医療センター産婦人科）
中塚　幹也（岡山大学大学院保健学研究科）	 名取　初美（山梨県立大学看護学部）
波﨑由美子（福井大学看護学科）	 新野　由子（帝京科学大学医療科学部看護学科）
西口　富三（静岡県立こども病院周産期センター）	 抜田　博子（東京女子医科大学看護学部）
長谷川ともみ（富山大学大学院医学薬学研究部母性看護学）
林　　和俊（高知医療センター総合周産期母子医療センター）
春名めぐみ（東京大学大学院医学系研究科）	 平岡　友良（あおもり協立病院産婦人科）
平原　史樹（横浜医療センター）
福岡　秀興（福島県立医科大学プログレッシブ DOHaD 研究講座）
福島　明宗（岩手医科大学臨床遺伝学科）
正岡　直樹（東京女子医科大学八千代医療センター母体胎児科・婦人科）
増山　　寿（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学）
松岡　知子（京都府立医科大学看護学科）	 宮内清子（和洋女子大学看護学部）
宮坂　尚幸（東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学）
村井　文江（常磐大学看護学部）
村上　明美（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部）	森重健一郎（岐阜大学）
山﨑　圭子（宮崎大学看護学科）
山田　秀人（神戸大学大学院医学研究科外科系講座婦人科分野）
山田　新尚（岐阜県総合医療センター）	 吉沢豊予子（東北大学大学院医学系研究科）
米山万里枝（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科）
渡邊　典子（新潟青陵大学看護学部）	 渡邉由加利（札幌市立大学助産学専攻科）
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共催セミナー企業一覧（五十音順）

有限会社青葉
味の素株式会社
アトムメディカル株式会社
MSD 株式会社
オムロンヘルスケア株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
株式会社ステムセル研究所
株式会社ツムラ
テルモ株式会社
東亜薬品工業株式会社
一般社団法人日本血液製剤機構
ピジョン株式会社

展示企業一覧（五十音順）

有限会社青葉	 株式会社赤ちゃんの城
アトムメディカル株式会社 株式会社エムシーピー
オオサキメディカル株式会社 オムロンヘルスケア株式会社
花王株式会社 科研製薬株式会社
カネソン 株式会社京都化学
協立機電工業株式会社 キリンホールティングス株式会社
株式会社クマノミ出版 株式会社高研
NPO 法人ここはぐ 相模原商事株式会社
株式会社坂本モデル サラヤ株式会社
合同会社 GIFT 株式会社志学書店
株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー GeneTech 株式会社
株式会社シンフォニア 株式会社ステムセル研究所
認定 NPO 法人世界の医療団 大衛株式会社
大王製紙（エリエール）	 タカナシ乳業株式会社
株式会社ダッドウェイ 東亜新薬株式会社
株式会社東京美容科学研究所 東洋羽毛北関東販売株式会社
トーイツ株式会社 株式会社ナチュラルサイエンス
株式会社日総研出版 一般社団法人日本家族計画協会
株式会社日本トリム 株式会社ニホン・ミック
バイエル薬品株式会社	 ハクゾウメディカル株式会社
ピジョン株式会社	
ピジョン株式会社（ピジョンにっこり授乳期研究会）	株式会社 VIP グローバル
株式会社ベネッセコーポレーション	 株式会社ベビーカレンダー
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株式会社ミトラ
株式会社メディカルプロジェクト
株式会社メルシー
株式会社ヤマト

広告企業一覧（五十音順）

株式会社アムコ
医歯薬出版株式会社
キッセイ薬品工業株式会社

マドンナ株式会社
株式会社日本免疫粧研
メデラ株式会社
持田ヘルスケア株式会社
日本ライトサービス株式会社

有限会社青葉	
あすか製薬株式会社	
株式会社 LSI メディエンス	
協和キリン株式会社	 クラシエ薬品株式会社
サラヤ株式会社 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 株式会社ナチュラルサイエンス
日本赤十字 ハーゼスト株式会社
株式会社ビゴン・ジャポン 株式会社明治
雪印ビーンスターク株式会社

寄付・助成金一覧（五十音順）

医療法人愛和会
ウィメンズクリニックふじみ野
医療法人大宮林医院
医療法人恵愛会
医療法人成蹊会成田レディスクリニック
医療法人慈正会丸山記念総合病院
社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院
医療法人双鳳会山王クリニック
医療法人社団たかき医院
花岡立也
マキウィメンズクリニック
医療法人社団海里会池羽レディースクリニック

令和元年 9 月 1 日現在

本学術集会の開催にあたり、皆様より多数のご協力を賜りました。
ここに深甚なる感謝の意を表します。

第 60 回日本母性衛生学会総会・学術集会
会長　関　　博之
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看護実習の心強いパートナー！

ワークブック形式で
アセスメントや看護計画を
考える力が身につく！

最新刊

● 母性看護実習前のシミュレーション学習に最適！
● ワークブック形式で知識や思考プロセスも
　しっかり学べる！
● 近年増加している不妊治療後妊娠，妊娠糖尿病，
予定帝王切開例を新規収載！

看護過程の思考プロセス

母性看護実習
プレブック

直前

村本淳子・町浦美智子　編著
B5判　280頁　定価（本体 3,400円＋税）
ISBN978-4-263-23727-4

第2版

Ⅰ．正常例における援助
（妊娠期，分娩期，産褥期，新生児，退院後）

Ⅱ．正常から逸脱した例における援助
（不妊治療後妊娠，妊娠高血圧症候群，
妊娠糖尿病，切迫早産，微弱陣痛，遷延分娩，
予定帝王切開，乳房トラブル，
新生児の病的黄疸）

主な目次

模擬事例で
実習を

シミュレーション 豊富なイラストで
実習場面が
イメージできる

アセスメントに
必要な知識も
しっかり確認

目次＆頁サンプルは
こちら！

実習

〈おすすめ科目アイコン〉

　　　…実習のテキスト，
　　　　実習前学習書におすすめ
実習
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