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会場の感染対策方針 

現地会場での開催にあたっては、事前に十分検討を行い、会場の定める感染拡大予

防チェックリストの各項目を遵守して、感染拡大の原因となる状況が発生しないよう

運営いたします。 

富山国際会議場感染予防チェックリスト 

https://www.ticc.co.jp/wp-content/uploads/checklist.pdf 

ご参加の皆様へのお願い 

・ 発熱や倦怠感、風邪症状がみられる方や濃厚接触者の方はご来場をお控えくだ

さい。来場された場合でも参加をお断りいたします。 

・ 基礎疾患があるなど感染リスクをご心配の方は、オンラインでご参加ください。 

・ 手洗い・手指消毒およびマスク着用を徹底ください。 

・ 昼食時は対面せず、黙食ください。 

・ 飲料はペットボトルのみとし、その他のごみも含めすべてご自身でお持ち帰り

ください。 

・ 開催終了後は速やかにご退出ください。 

 

 

  



 

ご挨拶 

 

日本地域看護学会第 25 回学術集会にご参加いただき、ありがとうございます。心より感謝申し

上げます。また保健医療福祉職の皆様が、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大から、人々の

生命と生活を守るため、日夜ご尽力くださっていることに心より敬意を表します。 

日本地域看護学会は、地域看護学の学術的発展と教育・普及を図り、人々の健康と福祉に貢献

することを目的として、1997 年に創立されました。以来、地域看護学の専門学会として、また日

本学術会議協力学術研究団体として、地域保健医療福祉を支える研究、教育、実践の成果を発信

するとともに、国内外の諸機関や産業界、各省庁との連携・協力等による社会貢献を推進してま

いりました。そして地域看護学は個別支援に発し、個別支援に戻ることから、学術集会メインテー

マを「地域生活者の健康と存在を護る地域看護のプロフェッション～当事者・家族が普通に生活

できる暮らしの場づくり～」としました。 

地域看護が時代の要請を捉え、人々の健康と安寧により一層貢献するための方策を見出し、富

山県や北陸・近県での取り組みを発信することで、これまでの地域看護の実践を振り返ります。

さらにポストコロナと Society 5.0「新たな社会」に向けて、看護プロフェッションが果たすべき

役割機能・責務を追究する研究や取組みをプログラムしました。特別講演は「地域看護への期待：

看護職の自立のために」と題して、東京大学名誉教授/認定 NPO 法人 WAN ウィメンズアクショ

ンネットワーク理事長の上野千鶴子先生にお願いしました。教育講演は、「‛家族の総意‘をどう作

り上げるか；解決志向型の家族システムアプローチ」と題して長野県看護大学教授の柳原清子先

生に、「住民主体の共生型地域づくりと AAR 循環」と題して慶応義塾大学教授の堀田聰子先生に、

「働き盛り世代への健康へのアプローチ」に関して大神労働衛生コンサルタント事務所の大神あ

ゆみ先生に、「ポストコロナ時代の保健師の現任教育」と題して富山県立大学教授の佐伯和子先生

に、それぞれお願いしました。4 つのシンポジウムでは、「着実に積み上げる保健師活動」「地域で

ともに生きる」「ICT 利活用による多職種間情報共有」「アフターコロナ禍の自殺対策」を切り口

に、富山県と隣接県での地域看護の研究的実践の取り組みについて発信いただきます。地域看護

学の根幹にある実践的・研究的アプローチを確認し合える企画をお願いしました。さらに 137 題

の一般演題と 10 題のワークショップのお申し込みもいただきました。 

COVID-19 感染拡大の波が来ない確証はないのですが、「現地開催(一部 WEB)」で舵を取りま

した。そろそろ学術集会も元の形に戻す時機であると判断したこと、一方この間獲得した「移動

なしで参加できる方法」も採用したということです。残暑でまだまだ蒸暑い日が続いております

が、会場からは黒部立山アルペンルートも近く、富山湾の海の幸でおいしいものも食べることも

できます。また 1 週間後のおわら風の盆も開催予定ですので、そこでの幽玄なひと時をお過ごし

ください。 

どうぞ、多くの皆様にご参加いただけることを事務局一同、心よりお待ちしています。 

 

日本地域看護学会第 25 回学術集会 

学術集会長 田村 須賀子 

（富山大学学術研究部医学系 地域看護学講座 教授） 
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日本地域看護学会 第 25回学術集会ご案内 

 

■会 期 2022 年 8 月 27 日（土）～ 28 日（日） 

 （Web 開催）     ～ 9 月 16 日（金） 

 

■会 場 富山国際会議場 

 （〒930-0084 富山県富山市大手町 1 番 2 号） 

 および一部 Web 

 

■申 込 

学術集会 HP（https://jachn25.yupia.net/）より申込のうえ、 

下記申込期間内に参加費をお払込ください。 

 

1) 前期申込 

期間：2022 年 1 月 11 日（火）～6 月 30 日（木）24 時 

ゆうちょ振替口座へのご入金またはペイパルにて受付いたします。 

2) 後期申込・当日受付 

期間：2022 年 7 月 11 日（月）～8 月 31 日（水）24 時 

後期申込はペイパルのみ、会場での当日受付は現金のみ、ご入金をお受

けします。 

 

 

 

 

 

 

 

・参加費には講演集印刷冊子代、昼食代は含まれません。 

・講演集は、現地開催の 1 週間ほど前に公開する予定の「オンライン

開催ページ」から、PDF にてダウンロードいただけます。当日受付

の方にもその場でログイン情報をお渡ししますので、ログインして

ダウンロードしてください。 

・講演集は当日、会場において販売もします。 

・一度払い込まれた参加費等の返金には応じられませんのでご了承く

ださい。 

区分 学術集会参加費 

会員 
前期申込 10,000円 

後期申込 12,000円 

非会員 前後期共通 12,000円 

学生（院生を除く） 前後期共通   3,000円 
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 会 場 ： 富山国際会議場     （富山県富山市大手町1番2号）

アクセス方法のご案内  https://www.ticc.co.jp/access/    

現地会場へのアクセス 
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クローク
会議室101

物産展

休憩
スペース

観
光
案
内

※ 飲食不可 ※
(会話OK マスク必須)

会場
 
配置図 
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第４会場
特別会議室

第２会場
201～203

（多目的会議室）

第３会場
204

（多目的会議室）

本 部
205

企
業
展
示

受 

付
表
彰
論
文掲

示
板
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第１会場
メインホール

書籍展示

弁当販売

休憩スペース

企業展示

※ 飲食OK ※
(会話厳禁 黙食)
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9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

３階 2階

第１会場
メインホール

第2会場
201～ 203

第3会場
２０４

第４会場
特別会議室

開会の辞9：40 ～ 9：50

10：00 ～10：40
学術集会長講演

当事者・家族の暮らしの場で
生活を護る地域看護

10：50 ～11：50

理事会企画セミナー
ライフサイエンスと社会をつなぐ

13：20 ～14：20

特別講演
地域看護への期待：看護職の自立のために

16：30 ～17：30

拡大編集委員会

12：10 ～13：00
共催ランチョンセミナー
（一財）電気安全環境研究所

電磁界情報センター

14：30 ～16：00

ワークショップ1
「地域看護学」再定義（日本地域
看護学会,2019）に基づく “2040
リサーチアジェンダ24”の展開
【次世代研究活動推進チーム】

16：10 ～17：30

ワークショップ 3
公衆衛生看護の
思考を深める
対話法

14：30 ～16：00

ワークショップ 2
ウィズコロナ・ポストコロナ

時代の地域と
学校・職域との連携

【災害支援のあり方検討委員会】

16：10 ～17：30

ワークショップ4
どう活性化するのか、
日本地域看護学会

【活動推進エンジンチーム】

16：20 ～17：20

教育講演 1
‘家族の総意‘をどう作り上げるか；
解決志向型の家族システムアプローチ

14：30 ～16：10

シンポジウム A
個々のニーズに向き合い
対応していくことにより

着実に積み上げる保健師活動

14：30 ～16：10

指定集会 1
生活と医療を統合する
継続看護マネジメントの
教育・実践への適用

12：10 ～13：00

会員報告会

第 1日目 8月 27日（土） 受　　付 9:00 ～ 16:30
クローク 9:00 ～ 17:40
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9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

3 階 2階

第１会場
メインホール

第2会場
201～ 203

第3会場
２０４

第４会場
特別会議室

9：00 ～10：00

教育講演２
住民主体の共生型地域づくりとＡＡＲ循環

12：00 ～12：45
教育講演４

ポストコロナ時代の保健師の現任教育
※現地開催のみ・事後配信なし

10：10 ～11：50

シンポジウム B
地域でともに生きる

9：00 ～10：00

教育講演３
今、あらためて働き盛り世代
への健康へのアプローチ

10：10 ～11：50

指定集会２
地域で守る子どもの健康

～ネット依存～

12：00 ～13：40

指定集会３
コロナ禍における
訪問看護

12：20 ～14：00

指定集会４
生活保護利用者の
健康自己管理支援

9：00 ～10：30

ワークショップ 5
生活と医療を統合する
継続看護マネジメントの

教育への活用

9：00 ～10：30

ワークショップ6
つながろう !

地域包括支援センター
保健師職

10：40 ～12：10

ワークショップ 7
暮らしの場で広がる
新しい看護活動の実際

10：40 ～12：10

ワークショップ 8
実践的な

地域アセスメントを考える

12：20 ～13：50

ワークショップ 9
看護実践の看護師の

思考プロセスを可視化する
オマハシステム

14：00 ～15：30

ワークショップ10
令和時代の

人財（自分）育成
プロジェクト

14：00 ～15：40

市民公開
シンポジウム
アフターコロナ禍の
自殺対策：

地域で起きた分断の
回復に向けて

13：10 ～14：50

シンポジウムC
地域包括ケアに必要な

多職種間の情報共有を支える
ICTの利活用

閉会の辞
15：30 ～15：50

※現地開催のみ・事後配信なし

第２日目 8月 28日（日） 受　　付 8:30 ～ 15:30
クローク 8:30 ～ 16:00
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学術集会に参加される方へ 

【ハイブリッド開催について】 

1. 当学術集会は、現地会場とオンラインでのハイブリッド形式で開催いたします。

2. メインプログラムは現地会場にて講演を実施、一部動画を上映します。また、教育講演

4 と指定集会 4 以外のメインプログラムについて、現地開催の記録動画を後日掲載しま

す。

3. ワークショップは現地会場にて開催します。録画や配信はありません。

4. 一般演題はオンデマンド配信によるオンライン発表とし、発表データ（スライド・ポス

ターの PDF ファイル）を 9 月 16 日まで視聴可能とします。掲載期間中は随時、掲示板

にて質疑応答ができます。

5. 講演集やネームカードは後述するオンライン開催ページでダウンロードしてください

（印刷物の郵送はありません）。

 

オンデマンド配信がないプログラム

・教育講演４

・指定集会４

現地会場（富山国際会議場） Web（オンライン開催ページ）

8 月27 日（土）・28日（日）

メインプログラム

ワークショップ

オンデマンド配信

メインプログラム
（記録動画の掲載）

一般演題
（発表ファイルの掲載）

9月16日（金）まで

×

Zoom等によるライブ配信はありません

日本地域看護学会第25回学術集会 ハイブリッド開催イメージ

×
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現地会場へのご参加について 
 

 

【受 付】 

1. 受付場所と受付開始時間 

受付場所：2 階ホワイエ 

受付開始時間：8 月 27 日（土）9：00／8 月 28 日（日）8：30 

2. 事前申込をされた方へ 

1) 受付は不要です。オンライン開催ページでダウンロードできるネームカードをご自身

で印刷してご持参ください。 

2) 2 階ホワイエ（受付付近）に名札ケースを用意しています。ケース内にネームカード

を入れてご着用ください。 

（カラー印刷ができない方、当日お忘れの方は受付にお申し出ください。） 

3. 当日申込をされる方へ 

1) 受付にご用意する当日参加申込用紙をご記入・ご提出の上、当日参加費を現金にてお

支払いください。ネームカードと名札ケースをお渡しします。 

2) ネームカードに必要事項を記入し、名札ケースに入れてご着用ください。 

【会 場】 

1. 1 階会議室 101 にクロークを設置いたします。貴重品はお預かりできません。 

時間： 8 月 27 日（土） 9：00～17：40 

8 月 28 日（日） 8：30～16：00 

2. 会場内は禁煙です。 

3. 会場内では携帯電話の電源を切るか、マナーモードにしてください。 

4. 巻頭の「会場の感染対策方針」をご確認いただき、感染予防にご留意ください。 

【注意事項】 

1. 講演・発表内容の撮影・録音を行うことは権利侵害となりますため、固く禁止いたし

ます。撮影・録音等を行っていることが明らかとなった場合には、それ以降の学術集

会への参加をお断りいたします。 

2. 報道関係者（プレス用の腕章着用者）に限り、写真撮影・録画・録音を許可します。 

【昼 食】 

1. ホール内での飲食は禁止です（ランチョンセミナーを除く）。 

2. 第 2、第 3、第 4 会場内での飲食は可能です。ただし、ご自身でお持ち込みになった昼

食のごみは、必ずご自身でお持ち帰りください。会場内のごみ箱には投棄なさらないで

ください。なお、ワークショップなどで会話がある場面での飲食はお控えください。 

3. 3 階ホール横に昼食がとれる休憩スペースを用意しています。スペース内での会話はお

控えいただき、黙食にてお願いいたします（1 階にも休憩スペースを設けますが、1 階

では飲食厳禁・マスク着用必須です）。 
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4. 両日ともに、3 階休憩スペース横で 11:30 より弁当を販売します（税込み 1,000 円・数

量限定）。弁当のごみは当日指定する場所にご返却ください。 

5. 近隣にも飲食店がございます。飲食店のパンフレットは学術集会ホームページの「ご参

加の方へ」のページにリンクを掲載しています。また、当日は掲示板そばのチラシ置き

場および 1 階の観光案内で配布します。薬膳などは予約が必要なお店もありますので、

事前にご確認ください。 

【ランチョンセミナー】 

1. 8 月 27 日（土）の共催ランチョンセミナーでは弁当が提供されます。当日の朝 9:00 よ

り、2 階ホワイエにて共催ランチョンセミナーのチケットを配布します。チケットは名

札をお持ちの方（事前参加申込済み、もしくは当日参加受付を済ませた方）に、1 人 1

枚のみ配布します。 

【開催中止】 

1. 感染症の流行や災害等により、学術集会の自粛が必要な場合、速やかに現地会場での学

術集会の中止を決定し、講演集による誌上発表に切り替えます。 

2. 現地会場での学術集会の中止が決定された場合、学会ホームページに緊急掲示するとと

もに、会場の入口等に掲示します。 
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Webでのご参加について 
 

 

日本地域看護学会第 25 回学術集会 

オンライン開催ページ  

https://jachn25.online.yupia.net/ 

 

 

 

・ Web 開催の会場は上記の「オンライン開催ページ」です。 

・ オンライン開催ページは Google Chrome, Microsoft Edge の最新版で動作確認をしてい

ます。スマートフォンでもご覧いただけます。なお、Internet Explorer ではご利用いた

だけません。 

・ オンライン開催ページにログインするためには、「参加申込を受け付けました」という

メールに記載されている参加登録番号（ID）とパスワードが必要です。参加費のご入金

が確認できた方のみ、ログイン可能となります。 

 

【講演集・参加証・領収書】 

1. 講演集・参加証・領収書はオンライン開催ページでダウンロードできます。 

2. ログイン可能期間を過ぎるとログインできなくなり、ダウンロードができなくなります

ので、必ずログイン期間内にダウンロードしてください。 

3. 講演集に演者の略歴を掲載しておりますのでご参照ください。 

【注意事項】 

1. 講演・発表内容のスクリーンショットを撮ることや、撮影・録音を行うことは権利侵

害となりますため、固く禁止いたします。スクリーンショットの撮影、その他撮影・

録音等を行っていることが明らかとなった場合には、それ以降の学術集会への参加を

お断りいたします。 

2. ID とパスワードはご本人専用です。複数名でのご利用はお控えいただき、視聴する

方は全員参加登録および参加費のお支払いをお願いいたします。 

3. 同じ PC から別の方が参加される場合は、一度ログアウトをして頂き、改めてご自身

の ID とパスワードでログインしてください。 

【リアクション】 

それぞれの発表に対してリアクションすることができます。 

いずれについても、トラブル発生時などは事務局がリアクションした方やその内容を確認

する場合がありますこと、不適切と判断した内容については削除させていただく場合があり

ますことをご了承ください。 

  

ログイン可能期間：2022年 8月 27日（土） ～ 9月 16日（金） 
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１．メインプログラム（開催後オンデマンド配信） 

ページに設置しているコメント欄に感想などのコメントを投稿することができます。投

稿すると、内容の他にお名前や投稿時間が掲載されます。 

質問も可能ですが、演者から必ず返信があるわけではありません。ご了承ください。 

 

２．一般演題 

それぞれの演題に「いいね」「質問・感想」のボタンを用意しています。ブラウザによっ

ては正しく動作しませんので、推奨ブラウザ（Edge, Chrome）をご利用ください。 

 

１）いいね 

1 演題につき一度押すことができます。もう一度押すと「いいね」が取り消されま

す。その演題に「いいね」を押した参加者数が数字で表示されます。「いいね」は匿名

であり、誰が押したか発表者にはわかりません。 

複数の演題に「いいね」を押すことができます。発表者への応援の気持ちも込めて、

ぜひ積極的にご利用ください。 

 

２）質問・感想 

クリックすると該当演題の掲示板が開き、質問・感想を書き込むことができます。

氏名と時刻は自動的に記載されます。匿名での質問はできません。質問を書き込んで

も、発表者の都合によっては回答がない場合もあることをご了承ください。 

投稿内容は参加者が全員閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は入れないよう

ご注意ください。 

投稿の履歴は「メッセージボックス」のページで確認・ダウンロードできます。質

問への回答があると、メールでお知らせします。メール配信が不要の方はメッセージ

ボックスページで配信不要のチェックを入れてください。 
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一般演題発表者の方へ 
 

【リアクション（いいね、質問・感想など）への対応】 

各演題に「いいね」「質問・感想」のボタンを用意し、参加者がリアクションできるように

しています。不適切な内容を受け取ったり、対応に困ったりすることがあれば事務局へご連

絡ください。リアクションした方やその内容を確認し、対応致します。 

 

１．いいね 

参加者はそれぞれの演題につき一度ずつ「いいね」を押すことができます。もう一度押

すと取り消されます。「いいね」を押した人数は横に数字で表示されます。「いいね」は匿

名であり、誰が押したかはわかりません。「いいね」に関する通知メールは送信されません。 

 

２．質問・感想 

発表演題に新しい質問・感想（またはや自分以外の返信）があると、メールでお知らせ

します。また、「メッセージボックス」ページに表示します。メール配信が不要の方はメッ

セージボックスページで配信不要のチェックを入れてください。 

開催期間内に発表演題の「質問・感想」をクリックし、該当する投稿に返信してくださ

い。それぞれの質問・感想の投稿に対して返信ボタンがついています。返信は任意です。

発表者の都合によっては回答がない場合もあることを参加者へのお知らせでご案内して

いますが、できるだけご対応いただければ幸いです。 

質問・感想欄にご自身で投稿することも可能です。発表の補足など必要であれば、発表

者であることや発表の補足であることを添えて書き込んでください。 

投稿には氏名と時刻は自動的に記載されます。匿名での投稿はできません。 

なお、投稿内容は全ての参加者が閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は入れない

ようご注意ください。 

【優秀演題賞】 

優れた演題に優秀演題賞を授与します。受賞演題は学術集会ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

一般演題座長の方へ 
 

8 月 27 日から 9 月 16 日まで開催するオンライン開催において、開催中いずれかのタイミ

ングで各演題の抄録と発表用 PDF ファイルをご覧ください。各演題には質問・感想掲示板が

設置されています。期間内に、ご担当のすべての演題の掲示板に質問、またはコメントを投

稿してくださいますよう、お願いいたします。 
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ワークショップ世話人の方へ

1. ワークショップの番号、会場および開催日時は別途連絡担当者の方へメールでお知らせ

しておりますのでご確認ください。

2. 代表者の方は、開始時刻の 20 分前までに受付にお越しいただき、ワークショップ受付

をお願いします。

3. 会場には、前のプログラム終了後にご入場ください。前後のプログラムへのご配慮をお

願い申し上げます。

4. 会場はスクール形式（机のある形）となります。机の移動は可能ですが、時間内に原状

復帰してください。

5. 受付用として、部屋の外に机 1 台と椅子 2 脚、掲示物を吊り下げるためのスタンド 1 本

をご用意します。自由にご利用ください。

（なお、壁面への貼り付けは禁止させていただきます。壁面の保護にご留意ください。）

6. 申込時に PC レンタルを希望されていない場合は、PC をご持参ください。

7. HDMI 接続で会場のプロジェクター・スクリーンが使用できます。それ以外の機器が必

要な場合は原則として世話人でご準備をお願いいたします。

（なお、事前に申請された内容により、各ワークショップ世話人の方へレンタル物品・

レンタル機器についてご連絡しています。）

8. 会場の準備・運営・進行・片付けはすべて世話人が行ってください。時間内に片付けま

で終了し、終了時刻までに退出してください。終了後の休憩時間には次のプログラムの

方が準備できるよう、ご協力をお願いいたします。

9. 会場内は飲食可能となっていますが、意見交換など会話のある場面では飲食を控えてい

ただくよう参加者の方にお伝えください。

10. 世話人及び参加者は全員必ずマスクを着用し、感染予防に十分ご配慮ください。
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8月 27日（土） 
 

 

学術集会長講演 10：00～10：40 第 1会場 メインホール 

 当事者・家族の暮らしの場で生活を護る地域看護 

  演 者 田村 須賀子 富山大学学術研究部医学系地域看護学講座 教授 

  座 長 金川 克子 石川県立看護大学 名誉教授 

   
 

 
 

 

理事会企画セミナー 10：50～11：50 第 1会場 メインホール 

 ライフサイエンスと社会をつなぐ 

  演 者 菱山 豊 徳島大学副学長/順天堂大学/国立循環器病研究センター 

  座 長 荒木田 美香子 川崎市立看護大学 副学長・教授 

   
 

 
 

 

会員報告会 12：10～13：00 第 2会場 201～203 

   
 

 
 

 

共催ランチョンセミナー  12：10～13：00 第 1会場 メインホール 

 （共催：一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター） 

 送電線からの電磁波って危ないの?－WHOの見解を紹介します－ 

  演 者 大久保 千代次 一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター 所長 

  座 長 高田 雄史 一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター 所長代理 

   
 

 
 

 

特別講演 13：20～14：20 第 1会場 メインホール 

 地域看護への期待：看護職の自立のために 

  
演 者 上野 千鶴子 東京大学名誉教授/ 

認定NPO法人WAN ウィメンズアクションネットワーク 理事長 

  座 長 田村 須賀子 富山大学学術研究部医学系地域看護学講座 教授 

  
 

 

シンポジウム A 14：30～16：10 第 1会場 メインホール 

 個々のニーズに向き合い対応していくことにより着実に積み上げる保健師活動 

  演 者 利田 智恵 富山県砺波厚生センター 次長・保健予防課長(保健師) 

   亀山 敦子 富山県砺波厚生センター小矢部支所 主幹・地域健康課長(保健師) 

   中村 美菜子 伊那市役所総務課職員係 技術主査(保健師) 

   松下 光子 岐阜県立看護大学看護学部地域基礎看護学領域 教授 

  座 長 山田 洋子 岐阜県立看護大学看護学部地域基礎看護学領域 教授 

   土肥 裕美子 富山県新川厚生センター魚津支所 支所長(保健師) 
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指定集会 １ 14：30～16：10 第 2会場 201～203 

 生活と医療を統合する継続看護マネジメントの教育・実践への適用 

  演 者 長江 弘子 亀田医療大学看護学部/看護学研究科 教授 

   田中 晴美 市立砺波総合病院看護部 地域医療看護科長  

   
 

 
 

教育講演 1 16：20～17：20 第 1会場 メインホール 

 ‘家族の総意’ をどう作り上げるか；解決志向型の家族システムアプローチ 

  演 者 柳原 清子 長野県看護大学大学院看護学研究科成人看護学分野 教授 

  座 長 安田 貴恵子 長野県看護大学広域看護学講座地域・在宅看護学分野 教授 

   
 

 
 

拡大編集委員会 16：30～17：30 第 2会場 201～203 
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8月 28日（日） 
 

 

教育講演 2 9：00～10：00 第 1会場 メインホール 

 住民主体の共生型地域づくりとＡＡＲ循環 

  
演 者 堀田 聰子 慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授 

座 長 中島 眞由美 富山短期大学健康福祉学科 教授 

 
 

 
 

教育講演 3 9：00～10：00 第 2会場 201～203 

 今、あらためて働き盛り世代への健康へのアプローチ 

  
演 者 大神 あゆみ 大神労働衛生コンサルタント事務所 

座 長 春山 早苗 自治医科大学看護学部 教授 

 
 

 
 

シンポジウム B  10：10～11：50 第 1会場 メインホール 

 地域でともに生きる 

  
演 者 佐藤 伸彦 医療法人社団ナラティブホーム/一般社団法人ものがたりの街 

理事長   

   
八塚 美樹 富山大学学術研究部医学系成人看護学講座 教授/ 

富山聞き書きボランティアクラブ 代表 

   春木 加奈 富山市福祉保健部西保健福祉センター 所長(保健師) 

  座 長 堀田 聰子 慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授 

   中島 眞由美 富山短期大学健康福祉学科 教授 

   
 

 
  

指定集会 2  10：10～11：50 第 2会場 201～203 

 地域で守る子どもの健康～ネット依存～ 

  演 者 山田 正明 富山大学学術研究部医学系疫学・健康政策学講座 助教 

   武田 一仁 富山大学附属病院臨床研究管理センター 

   
 

 
  

教育講演 4 12：00～12：45 第 1会場 メインホール 

 ポストコロナ時代の保健師の現任教育 

  演 者 佐伯 和子 富山県立大学看護学部地域看護学講座 教授 

  座 長 越田 美穂子 富山県立大学看護学部地域看護学講座 教授 

 
 

 

指定集会 3 12：00～13：40 第 2会場 201～203 

 コロナ禍における訪問看護 

  
演 者 加藤 真理子 富山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長/ 

富山赤十字訪問看護ステーション 管理者 

   
藤田 愛 医療法人社団慈恵会北須磨訪問看護・リハビリセンター  

所長(慢性疾患看護専門看護師) 
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指定集会 4 12：20～14：00 第 3会場 204 

 生活保護利用者の健康自己管理支援 

  演 者 谷山 牧 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 教授 

   
山下 留理子 徳島大学大学院医歯薬学研究部看護リカレント教育センター  

特任教授 

   橋本(小市) 理恵子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 准教授 

   
 

 
 

シンポジウム C 13：10～14：50 第 1会場 メインホール 

 地域包括ケアに必要な多職種間の情報共有を支える ICTの利活用 

  
演者/座長 金井 秀明 北陸先端科学技術大学院大学知識学系 

創造社会デザイン研究領域 准教授 

  演 者 宮下 ゆり 能美市健康福祉部いきいき共生課 医療介護対策室長(保健師)  

   
仲井 培雄 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 理事長/ 

社会福祉法人陽翠水 理事長 

  座 長 塚田 久恵 石川県立看護大学看護学部地域看護学講座 教授 

   
 

 
 

市民公開シンポジウム 14：00～15：40 第 2会場 201～203 

 アフターコロナ禍の自殺対策：地域で起きた分断の回復に向けて 

  

演 者 明橋 大二 医療法人真生会富山病院心療内科 部長 

 
藤田 幸司 東京都健康長寿医療センター研究所 

社会参加と地域保健研究チーム 研究員 

   麻生 光男 富山県心の健康センター 所長 

  座 長 立瀬 剛志 富山大学学術研究部医学系疫学・健康政策学講座 助教 
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ワークショップ 

 

WS 1  8月 27日（土）14:30～16:00 第 3会場 204 

【2021年度理事会ワーキンググループ「次世代研究活動推進チーム」検討報告】 

「地域看護学」再定義（日本地域看護学会,2019）に基づく  

“2040 リサーチアジェンダ 24”の展開 

田髙 悦子 1), 石丸 美奈 2), 大森 純子 3), 蔭山 正子 4), 永田 智子 5),  

宮﨑 美砂子 2) 
1) 北海道大学大学院保健科学研究院 2) 千葉大学大学院看護学研究院  

3) 東北大学大学院医学系研究科 4) 大阪大学高等共創研究院 5) 慶應義塾大学看護医療学部 

 

WS 2  8月 27日（土）14:30～16:00 第 4会場 特別会議室 

【災害支援のあり方検討委員会】 

ウィズコロナ・ポストコロナ時代の地域と学校・職域との連携 

～人々の健康と生活を護る地域看護のあり方とは～ 

春山 早苗 1), 安齋 由貴子 2), 石田 千絵 3), 岩村 龍子 4), 奥田 博子 5),  

小寺 さやか 6), 島田 裕子 1) 
1) 自治医科大学看護学部 2) 宮城大学看護学群 3) 日本赤十字看護大学看護学部  

4) 和歌山県立医科大学保健看護学部 5) 国立保健医療科学院健康危機管理研究部  

6) 神戸大学大学院保健学研究科 

 

WS 3  8月 27日（土）16:10～17:30 第 3会場 204 

公衆衛生看護の思考を深める対話法 

演習で学生の発言にどのようにフィードバックするか 

牛尾 裕子 1), 斎藤 美矢子 1), 村上 祐里香 1), 田村 須賀子 2) 
1) 山口大学大学院医学系研究科 2) 富山大学学術研究部医学系 

 

WS 4  8月 27日（土）16:10～17:30 第 4会場 特別会議室 

【2021年度理事会ワーキンググループ「活動推進エンジンチーム」検討報告】 

どう活性化するのか、日本地域看護学会 

荒木田 美香子 1), 秋山 正子 2), 石橋 みゆき 3), 大木 幸子 4), 岸 恵美子 5),  

北山 三津子 6), 田村 須賀子 7), 宮﨑 美砂子 3) 
1) 川崎市立看護大学 2) 株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション 3) 千葉大学  

4) 杏林大学 5) 東邦大学 6) 岐阜県立看護大学 7) 富山大学 

 

WS 5  8月 28日（日）9:00～10:30 第 3会場 204 

生活と医療を統合する継続看護マネジメントの教育への活用 

基礎看護学教育や現任教育における活用例を通して 

長江 弘子 1), 谷垣 靜子 2), 片山 陽子 3), 彦 聖美 4), 酒井 昌子 5), 岡田 麻里 3),  

照井 レナ 6) 
1) 亀田医療大学 2) 岡山大学保健学研究科 3) 香川県立保健医療大学 4) 金城大学  

5) 聖隷クリストファー大学 6) 日本医療大学 
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WS 6  8月 28日（日）9:00～10:30 第 4会場 特別会議室 

つながろう! 地域包括支援センター保健師職 

～コロナに負けない！ 地域における工夫を通して～ 

保母 恵 1), 岡野 明美 2), 古賀 佳代子 3), 藤本 公恵 4), 志村 いづみ 5),  

曽我 智子 6), 永井 潤子 7), 小林 奈緒子 8) 
1) 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 2) 大阪府立大学大学院看護学研究科  

3) 福岡大学医学部看護学科 4) 木津川市地域包括支援センター木津東  

5) 医療法人徳洲会四條畷介護支援センター 6) 泉大津市社会福祉協議会  

7) 国立市役所 8）新潟上越市役所 

 

WS 7  8月 28日（日）10:40～12:10 第 3会場 204 

暮らしの場で広がる新しい看護活動の実際 

コミュニティヘルス・ナースの活動の展開プロセスを知る 

三輪 恭子, 河野 あゆみ 

大阪公立大学大学院看護学研究科 

 

WS 8  8月 28日（日）10:40～12:10 第 4会場 特別会議室 

実践的な地域アセスメントを考える 

組織で取り組む継続的な地域アセスメントの提案 

塩見 美抄 1), 吉岡 京子 2), 田村 須賀子 3), 井上 清美 4), 嶋澤 順子 5),  

成 玉恵 6) 
1) 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 2) 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学  

3) 富山大学学術研究部医学系 4) 姫路獨協大学看護学部看護学科  

5) 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 6) 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 

 

WS 9  8月 28日（日）12:20～13:50 第 4会場 特別会議室 

看護実践の看護師の思考プロセスを可視化するオマハシステム 

看護教育や訪問看護師教育における活用例を通して 

片山 陽子 1), 長江 弘子 2), 酒井 昌子 3) 
1) 香川県立保健医療大学 2) 亀田医療大学 3) 聖隷クリストファー大学 

 

WS 10  8月 28日（日）14:00～15:30 第 4会場 特別会議室 

令和時代の人財（自分）育成プロジェクト 

コロナの体験を未来へ生かす 

丸谷 美紀 1), 佐藤 美樹 1), 小宮山 恵美 1), 平  和美 2), 平瀬  綾 2) 
1) 国立保健医療科学院 2) 富山県厚生部医務課 
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一般演題 （オンデマンド配信） 

 

第 1群 子育て支援・虐待予防 A 

座長：北岡英子（湘南鎌倉医療大学） 

1-1 発達障害児の早期支援のための実践能力としての保健師の共感性の特徴 

子吉 知恵美 1), 千原 裕香 2) 
1) 金城大学看護学部 2) 石川県立看護大学 

 

1-2 新型コロナウイルス感染症流行下における発達障害児への支援に関する研究 

渡井 いずみ, 稗田 早織, 伊藤 花奈子, 石田 桜 
浜松医科大学 

 

1-3 保健師と助産師が捉えた「気になる妊産婦」の様相 

横溝 珠実 1,2), 長江 弘子 3), 中塚 幹也 4,5) 
1) 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科  

2) 岡山大学大学院保健学研究科博士後期課程 3) 東京女子医科大学大学院看護学研究科  

4) 岡山大学大学院保健学研究科 5) おかやま妊娠・出産サポートセンター 

 

1-4 児童虐待防止対策に携わった経験のある保健師が捉えた母子のニーズとその支援 

飯塚 瑞季 1), 大澤 真奈美 2) 
1) 群馬県立県民健康科学大学大学院看護学研究科博士前期課程  

2) 群馬県立県民健康科学大学大学院看護学研究科 

 

1-5 4か月児健康診査において養育者が安心して相談できるための保健師の支援 

松尾 由貴子 1), 安田 貴恵子 2), 御子柴 裕子 2), 柄澤 邦江 2) 
1) 飯田女子短期大学看護学科 2) 長野県看護大学 

 

1-6 1歳 6か月児健康診査に来所した親子への保健師の問診技術 

大比叡 和子 1,2), 尾﨑 伊都子 3), 門間 晶子 3) 
1) 椙山女学園大学看護学部看護学科  

2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科研究生  

3) 名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 

 

第 2群 子育て支援・虐待予防 B 

座長：和泉京子（武庫川女子大学） 

2-1 COVID-19感染拡大時において保健師が認識した親子の健康課題と保健師の対応 

赤石 春佳 1), 岸 恵美子 2) 
1) 東京医療保健大学東が丘看護学部 2) 東邦大学看護学部 

 

2-2 1歳 6か月児の母親の育児情報に関する SNS利用と孤独感との関連 

楳田 菜緒, 金谷 志子, 和泉 京子 
武庫川女子大学大学院看護学研究科 
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2-3 2歳 6か月児をもつ母親の育児交流と孤独感の関連 

山本 敬子 1), 和泉 京子 2), 金谷 志子 2) 

1) 川西市教育委員会こども未来部こども支援課 2) 武庫川女子大学看護学部 

 

2-4 デジタルネイティブ世代の育児におけるスマートデバイス使用の関連要因： 

6～11ヶ月児の母親に着目して 

大西 竜太 1), 知野 奈々2), 久保田 実里 2), 円山 芙那 3), 刀稱 華未 4) 
1) 北海道大学大学院保健科学研究院 2) 札幌医科大学専攻科公衆衛生看護学専攻  

3) 北海道科学大学公衆衛生看護学専攻科 4) 北海道大学大学院保健科学院 

 

2-5 乳児を育てる親の育児に対するヘルスリテラシー:文献レビュー 

坂井 文乃 
千葉大学大学院看護学研究院 

 

 

第 3群 健康づくり・ヘルスプロモーション A 

座長：平野美千代（北海道大学大学院） 

3-1 ナッジを活用した案内による健康相談会参加率向上効果の検討 

吉山 菜奈子 1), 西川 侑理 1), 宝里 沙織 1), 浅田 拓人 2), 高倉 恭子 3) 
1) 射水市保健センター 2) 株式会社キャンサースキャン  

3) 富山大学大学院医学薬学研究部 

 

3-2 成人女性の中食購入の実態 

坪川 悦子 1), 米澤 洋美 2), 長谷川 美香 2) 

1) 永平寺町福祉保健課保健センター  

2) 福井大学医学部看護学科コミュニティ看護学分野 

 

3-3 中年労働者が認知症予防を意識して健康行動を実行するプロセスと背景要因 

富塚 美和 1,2), 門間 晶子 3) 
1) 駒沢女子大学看護学部看護学科 2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科研究生  

3) 名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 

3-4 乳幼児を育てる母親ならびに父親における睡眠による休養の実態および育児状況 

との関連 

有本 梓 1), 田髙 悦子 2) 
1) 横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野  

2) 北海道大学大学院保健科学研究院地域看護学・公衆衛生看護学 

 

3-5 特定保健指導の積極的支援の対象者が未利用・途中終了を経て支援終了に至る過程 

内山 博幸 
北アルプス医療センターあづみ病院健康管理課 
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第 4群 健康づくり・ヘルスプロモーション B 

座長：矢庭さゆり（新見公立大学） 

4-1 コロナ禍における沖縄県での日雇い労働者・生活困窮者への健康支援活動の実践報告 

溝口 広紀 1), 稲垣 絹代 2) 
1) 名桜大学人間健康学部看護学科 2) 名桜大学大学院看護学研究科 

 

4-2 野宿生活の長期化に影響を与える野宿生活者の経験 

―A氏と B氏の語りの比較から― 

白井 裕子 1), 小塩 泰代 2), 橋本 亜弓 3), 佐々木 裕子 1), 溝口 広紀 4),  

野原 萌 5), 室 若葉 6), 井上 清美 6), 稲垣 絹代 7) 
1) 愛知医科大学看護学部 2) 中部大学生命健康科学部 3) 日本赤十字豊田看護大学  

4) 名桜大学人間健康学部 5) 医療法人タピックデイサービスやんばる  

6) 姫路獨協大学看護学部 7) 名桜大学大学院看護学研究科博士後期課程 

 

4-3 国内外の保健師活動モデルに関する文献レビュー 

友野 優梨 1), 岩本 萌 2), 中野 久美子 2), 大森 純子 2) 
1) 東北大学医学部保健学科 2) 東北大学大学院医学系研究科 

 

4-4 「健康まつり」での住民の身体計測の結果からわかることとその活用 

中尾 理恵子 1), 増田 桃佳 2), 川崎 涼子 1), 田中 準一 1), 小坂 理子 1),  

梅崎 昌裕 2), 大西 眞由美 1) 
1) 長崎大学生命医科学域保健学系  

2) 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻人類生態学分野 

 

4-5 離島で暮らす人々の健康に関する認識と行動の研究：文献レビュー 

丸山 あかね 1), 石丸 美奈 2) 
1) 城西国際大学看護学部 2) 千葉大学大学院看護学研究院 

 

4-6 喫煙の習慣化に至る経験及び卒煙に向けたニーズ  

～習慣的喫煙者への半構造化面接による質的記述的研究～ 

白谷 佳恵 1), 嶋澤 順子 1), 水谷 真由美 2) 
1) 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 2) 三重大学大学院医学系研究科看護学専攻 

 

 

第 5群 産業保健 

座長：表志津子（金沢大学） 

5-1 働きながら認知症の父母を介護した一労働者の経験 

田邉 綾子 1), 小林 裕美 2) 
1) 宮崎大学医学部看護学科 2) 株式会社在宅看護実践研究所 

 

5-2 在宅勤務をする未就学児の母親の困難とその対処 

佐々木 唯那 1), 中野 久美子 2), 岩本 萌 2), 津野 陽子 3), 大森 純子 2) 
1) 全国土木建築国民健康保険組合 

2) 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻公衆衛生看護学分野  

3) 埼玉県立大学健康開発学科健康行動科学専攻 
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5-3 大学事務職員における職場のソーシャル・キャピタルとワーク・エンゲイジメント

の関連 

中村 清美 1), 嶋津 多恵子 2), 鈴木 茜 3), 野尻 由香 2) 
1) 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科公衆衛生看護学領域実践コース  

2) 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科公衆衛生看護学領域 

3) 淑徳大学看護栄養学部看護学科地域看護学 

 

5-4 産業看護職の救急対応における評価項目の検討 

酒本 瑞姫 1), 松田 有子 2), 根岸 茂登美 3), 荒木田 美香子 2) 
1) 帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科救急救命士コース  

2) 川崎市立看護大学看護学部看護学科 3) 藤沢タクシー株式会社 

 

5-5 メタボリックシンドローム予備群・該当者の男性への生活習慣病予防のための支援

の評価方法 

鈴木 悟子 1), 高橋 秀治 2,3) 
1) 富山大学学術研究部医学系 2) 宮崎県立看護大学  

3) 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 

 

 

第 6群 高齢者保健・介護予防 

座長：岩本里織（神戸市看護大学） 

6-1 高齢者の保健行動に向けた ICTの利用に関連する要因 

谷脇 由真 1), 金谷 志子 2), 和泉 京子 2) 
1) 元武庫川女子大学大学院看護学研究科 2) 武庫川女子大学大学院看護学研究科 

 

6-2 自立高齢者のうつの知識とうつ疑いが生じた時の当事者の対応に関する実態調査 

前川 英子 
訪問看護ステーション結明の丘 

 

6-3 地域在住高齢者における年代別にみた転倒既往とフレイルの関連 

栄口 未野里, 呉代 華容, 樺山 舞, 神出 計 
大阪大学大学院医学系研究科 

 

6-4 地域高齢者グループのリーダー・メンバー別にみた地域コミットメントの関連要因 

－ミックスメソッド－ 

田口 陽菜 1), 田髙 悦子 2), 岩田 由香 3), 有本 梓 3) 
1) 東京大学医学部附属病院 

2) 北海道大学大学院保健科学研究院創成看護学分野 

3) 横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野 

 

6-5 COVID-19流行下での高齢者サロン活動実施の促進要因と阻害要因 

山口 桐葉 1), 岩本 萌 2), 中野 久美子 2), 大森 純子 2) 
1) 四日市市役所 2) 東北大学大学院医学系研究科 
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第 7群 思春期保健・学校保健／精神保健・看護 A 

座長：大森純子（東北大学大学院） 

7-1 大学生の排便状況に関する調査 

徳田 真由美 1), 阿戸 ひなた 2), 入江 紗世 3), 山二 夏子 4), 和田 華音 2) 
1) 公立小松大学 2) 石川県立中央病院 3) 京都大学医学部附属病院  

4) 金沢大学医学部附属病院 

 

7-2 青年期の精神的健康に関連する家庭・学校・地域環境の相互作用に関する 

応用エコロジカルモデルの開発 

森 凪沙 1), 有本 梓 2), 田髙 悦子 3) 
1) 名古屋市健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部新型コロナウイルス感染症対策室 

2) 横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻地域看護学分野  

3) 北海道大学大学院保健科学研究院創成看護学分野 

 

7-3 メンタルヘルスにおける「つながり」の概念分析 

藤代 知美 1), 塩見 理香 1), 髙橋 真紀子 1), 稲垣 佳代 2) 
1) 高知県立大学看護学部 2) 高知県立大学社会福祉学部 

 

7-4 地域で生活する統合失調症をもつ人の対人関係の構築に関する支援の文献検討と 

今後の課題 

中村 郁美, 堀越 薫 
桐生大学医療保健学部看護学科 

 

7-5 相談支援事業に携わる精神障害をもつピアサポーターが経験する困難と 

ピアサポーターの活動を支える要因 

竹内 葵和子 1), 嶋津 多恵子 2), 鈴木 茜 3), 野尻 由香 2) 
1) 中央区福祉保健部介護保険課  

2) 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科公衆衛生看護学領域 

3) 淑徳大学看護栄養学部 

 

 

第 8群 精神保健・看護 B 

座長：蔭山正子（大阪大学高等共創研究院） 

8-1 統合失調症患者の服薬に対するコンコーダンス・スキルの効果 

大久保 光輝 
医療法人杏和会阪南病院看護部 

 

8-2 治療を拒否する統合失調症を患う人の夫の経験：ライフストーリー研究 

河野 祝香 1), 蔭山 正子 2) 
1) 関西電力病院 2) 大阪大学高等共創研究院 

 

8-3 精神障がいを抱える母親と生きる発達障がいを抱える子どものライフストーリ― 

大田 綾香 1), 蔭山 正子 2) 
1) 大阪大学医学附属病院 2) 大阪大学高等共創研究院 
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8-4 訪問看護師の精神障害者支援困難に関する研究 精神特化型ステーションと 

一般ステーションの特徴の比較から 

守脇 富美, 三徳 和子, 長弘 千惠, 大植 由佳 
兵庫大学看護学部看護学研究科広域看護学領域博士前期課程 2 年 

 

8-5 在宅精神障害者支援における訪問看護師と自治体保健師の連携に関する看護研究の

検討 

嶋澤 順子 1), 飯塚 瑞季 2), 大澤 真奈美 3), 上野 まり 4) 
1) 東京慈恵会医科大学医学部看護学科  

2) 群馬県立県民健康科学大学大学院看護学研究科博士前期課程  

3) 群馬県立県民健康科学大学 4) 自治医科大学 

 

 

第 9群 障害児（者）支援 

座長：西嶋真理子（愛媛大学） 

9-1 ＜障がい者の文化に即した看護＞の概念整理―文化変容に向けて 

丸谷 美紀 1), 川内 美彦 2), 田野 ルミ 1), 岩室 紳也 3) 
1) 国立保健医療科学院 2) 東洋大学人間科学総合研究所  

3) ヘルスプロモーション推進センター〔オフィスいわむろ〕 

 

9-2 就学前に発達障害の診断を受けた児の母親が就学先を決定する過程で体験した困難 

羽田野 今日子 1), 西嶋 真理子 2) 
1) 愛媛大学医学系研究科看護学専攻博士前期課程 2) 愛媛大学大学院医学系研究科 

 

9-3 医療的ケア児支援体制構築に向けて保健師が把握する地域資源の実態 

後藤 奈穂, 簀河原 靖子, 井手 知恵子 
大分大学医学部看護学科 

 

9-4 在宅で生活する青年期にある医療的ケア者の日常生活の様相 

松浦 めぐみ 1), 石丸 美奈 2), 鈴木 悟子 2), 岩瀬 靖子 2) 
1) 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 2) 千葉大学大学院看護学研究院 

 

9-5 在宅障害者への健康支援の実際 －地域活動支援センターへの聞き取り調査から 

高橋 未来 1), 高橋 智子 1), 堀 里奈 1), 杉野 緑 2), 大川 眞智子 1),  

奥村 美奈子 1) 
1) 岐阜県立看護大学 2) 元岐阜県立看護大学 

 

9-6 成人期高次脳機能障害者家族介護者における「家族中心のエコマップシート」の 

信頼性・妥当性の検証 

岩田 由香 1), 田髙 悦子 2) 
1) 横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野  

2) 北海道大学大学院保健科学研究院創成看護学分野 
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第 10群 在宅ケア・在宅移行支援 

座長：小西かおる（大阪大学大学院） 

10-1 誤嚥性肺炎患者の退院支援における多職種の関わりの検討 

「退院支援クリニカルパス」作成に向けた取り組み 

金戸 麻衣子, 神田 友紀, 寿盛 志津子 
市立砺波総合病院 

 

10-2 終末期の在宅療養支援における外来看護師の実践能力について 

平 優子, 藤井 歩 
市立砺波総合病院 

 

10-3 家族介護者の健康支援家庭訪問の評価 1報 家族介護者の健康状態と健康行動 

和泉 京子, 金谷 志子, 松井 菜摘, 枝澤 真紀 
武庫川女子大学看護学部看護学科 

 

10-4 家族介護者の健康支援家庭訪問の評価 2報 保健師による健康支援の短期評価 

金谷 志子, 和泉 京子, 松井 菜摘, 枝澤 真紀 
武庫川女子大学看護学部 

 

10-5 高齢者の在宅療養生活が継続できる家族介護力確保のための看護支援 

張 平平 1), 青柳 寿弥 1), 刘 宇 2), 周 宇彤 3) 

1) 富山県立大学看護学部 2) 中国医科大学护理学院 3) 北京大学护理学院 

 

10-6 多職種協働の地域看取りケア振り返りの促進要因 

－振り返りを開催した訪問看護ステーション管理者の語り― 

岡田 麻里 1), 片山 陽子 1), 小出 恵子 2), 尾形 由起子 3) 
1) 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科  

2) 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 3) 福岡県立大学看護学部看護学科 

 

 

第 11群 訪問看護・ケアマネジメント 

座長：上野まり（自治医科大学） 

11-1 新卒者等訪問看護師育成プログラム研修参加者の実態 

林 裕栄 1), 武田 美津代 1), 水間 夏子 1), 阿部 真純 2), 三塩 操 3),  

渡邉 恵 3), 中村 由美子 3) 
1) 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科  

2) 埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科看護学専修博士前期課程 

3) 埼玉県訪問看護ステーション協会 

 

11-2 訪問看護における清潔ケアの実践過程 

窪川 眞佐美 
合同会社榮眞堂 

 

  

28



 

11-3 医療的ケアや社会的支援が必要な児・家族に対する医療機関の役割   

～訪問看護出向研修の学びを通して～ 

柿沢 有希子 
富山県立中央病院 

 

11-4 最期まで母親を見届けることができた、在宅での家族への看護 

篭橋 真由美 1), 高岡 茉奈美 2), 岩田 友里 2), 野口 麻衣子 3) 
1) 可児とうのう病院 2) 東京大学大学院高齢者在宅長期ケア看護学  

3) 東京医科歯科大学大学院在宅ケア看護学 

 

11-5 訪問看護ステーションにおけるアドバンスケアプランニングの実践と在宅看取りの

関連 

高井 悠花, 神出 計, 樺山 舞 
大阪大学医学系研究科保健学専攻 

 

 

第 12群 地域組織活動・グループ支援 

座長：山﨑洋子（健康科学大学） 

12-1 A県の食生活改善推進員の活動における援助成果 

御子柴 裕子 1), 高増 雅子 2) 
1) 長野県看護大学 2) 日本女子大学家政学部 

 

12-2 減塩対策を目的とした地区組織活動に参加する住民リーダーに対する保健師の 

支援内容 

城 諒子 
富山大学学術研究部医学系地域看護学講座 

 

12-3 セルフヘルプ・グループに参加する母親における活動を継続するための原動力 

足立 みち代 1), 野尻 由香 2), 嶋津 多恵子 2), 鈴木 茜 3) 
1) 埼玉県草加市保健センター 

2) 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科公衆衛生看護学領域 

3) 淑徳大学 

 

12-4 認知症カフェやつどいに参加した家族介護者が得た効果に関する文献レビュー 

中畑 ひとみ 1,2), 門間 晶子 3) 
1) 藤田医科大学保健衛生学部看護学科  

2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科博士後期課程 3) 名古屋市立大学大学院看護学研究科 

 

12-5 地域で暮らす失語症者の活動の場を通した体験 

櫻井 愛, 嶋津 多恵子, 鈴木 茜, 野尻 由香 
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科公衆衛生看護学領域 
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第 13群 地域包括ケア・協働・連携 A 

座長：河野あゆみ（大阪市立大学） 

13-1 高齢男性介護者支援  

―家事・育児・地域社会活動の経験と介護状況との関連に着目して― 

長澤 ゆかり 
国際医療福祉大学成田看護学部看護学科 

 

13-2 A市における精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築を目指して 

稲垣 幸 1), 越坂 裕子 1), 谷口 理恵 2) 
1) 富山県高岡厚生センター氷見支所地域健康課 2) 富山県高岡厚生センター射水支所 

 

13-3 COVID-19流行下における地域包括支援センター看護職・社会福祉士を対象とした 

高齢者ニーズの重要度の認識 

石川 皆実 1), 川端 優風 1), 中尾 理恵子 2), 大西 真由美 2), 川崎 涼子 2) 
1) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻  

2) 長崎大学生命医科学域保健学系 

 

13-4 COVID-19流行下における地域包括支援センター看護職・社会福祉士の 

高齢者支援活動の困難感 

冨永 瑞希 1), 川端 優風 1), 中尾 理恵子 2), 大西 真由美 2), 川崎 涼子 2) 
1) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻  

2) 長崎大学生命医科学域保健学系 

 

13-5 地域包括支援センターにおける独居認知症高齢者の地域生活継続を目指した 

支援指針の内容妥当性の検証 

鈴木 久美子 1), 石丸 美奈 2) 
1) 帝京大学医療技術学部看護学科 2) 千葉大学大学院看護学研究院 

 

13-6 在宅認知症高齢者の支援に関する地域包括支援センター看護職の困難感とその 

関連要因 

田中 哲也, 千田 みゆき 
埼玉医科大学大学院看護学研究科 

 

 

第 14群 地域包括ケア・協働・連携 B 

座長：石橋みゆき（千葉大学大学院） 

14-1 看護小規模多機能型居宅介護における看護職と介護職の連携・協働の実態： 

タイムスタディ研究 

尾形 菫 1), 松永 篤志 2), 花輪 美空 1), 張 騫允 2), 千葉 眞子 2),  

橋本 舞子 1), 小野 久惠 3), 佐々木 浩幸 3), 大森 純子 2) 
1) 東北大学医学部保健学科看護学専攻 2) 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分野  

3) 有限会社あおい 
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14-2 看護小規模多機能型居宅介護における事業所外の機関との連携・協働に関する 

インタビュー調査 

花輪 美空 1), 松永 篤志 2), 尾形 菫 1), 張 騫允 2), 千葉 眞子 2),  

橋本 舞子 1), 小野 久惠 3), 佐々木 浩幸 3), 大森 純子 2) 
1) 東北大学医学部保健学科看護学専攻  

2) 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分野 3) 有限会社あおい 

 

14-3 看護小規模多機能型居宅介護において看護職と介護職の連携・協働を可能にした 

背景に関する質的研究 

張 騫允 1), 松永 篤志 1), 花輪 美空 2), 尾形 菫 2), 千葉 眞子 1),  

橋本 舞子 2), 小野 久惠 3), 佐々木 浩幸 3), 大森 純子 1) 
1) 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分野  

2) 東北大学医学部保健学科看護学専攻 3) 有限会社あおい 

 

14-4 看護小規模多機能型居宅介護の事業展開のプロセスの特性 

小山 道子 
人間総合科学大学保健医療学部看護学科 

 

14-5 デイサービスで働く看護師の多職種との連携の実際 

棈野 ゆう子, 佐野 望, 小林 貴子 
横浜創英大学看護学部 

 

14-6 特定行為研修修了者から訪問看護師につなぐ課題 

～特定行為＜栄養及び水分管理＞活動を通して～ 

濱里 優子, 阿部 久美子, 比留間 真子, 櫻井 美枝 
武蔵野赤十字病院 

 

 

第 15群 地域包括ケア・協働・連携 C 

座長：永田智子（慶應義塾大学） 

15-1 「多機関連携会議」を通じて得た成果と今後の課題 

黒崎 実千代 1), 安念 恵子 1), 梅村 夕子 2), 谷崎 志津子 3), 浅野 敬子 4),  

春木 加奈 5), 加藤 浩子 6) 
1) 富山市福祉保健部中央保健福祉センター 2) 富山市福祉保健部南保健福祉センター  

3) 富山市福祉保健部北保健福祉センター 4) 富山市福祉保健部福祉政策課  

5) 富山市福祉保健部西保健福祉センター 6) 富山市福祉保健部 

 

15-2 A県内市町村保健師の他職種・他機関との連携の困難な状況の分析 

池田 由貴 1), 平澤 則子 2), 高林 知佳子 3) 
1) 学校法人北里研究所北里大学保健衛生専門学院保健看護科 2) 長岡崇徳大学 

3) 新潟県立看護大学 

 

15-3 九州地区地域包括支援センターにおける社会的脆弱性のある高齢者支援の実態調査 

川崎 涼子, 大西 真由美 
長崎大学大学院生命医科学域保健学専攻 
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15-4 地域を基盤とした住民の介護の仕事理解促進のための包括的プログラムの取組 

中島 眞由美, 白井 聡美, 関 好博, 吉牟田 裕 

富山短期大学健康福祉学科 

15-5 介護事業所での体験実習を付加した地域密着型の「介護に関する入門的研修」の 

取り組み 

白井 聡美, 中島 眞由美, 井上 理絵 
富山短期大学健康福祉学科 

 

15-6 地域活動に参加している高齢者が認識する人生の最終段階における在宅療養実現 

可能性とリスク認知との関連 

大瓦 直子, 丸尾 智実 
神戸市看護大学 

 

 

第 16群 地域づくり・ソーシャルキャピタル 

座長：岡本玲子（大阪大学大学院） 

16-1 認知症との共生を目指した地域づくり活動協働デザイン 

-協働方法によるケアリングコミュニティモデル検討- 

石丸 美奈 1), 牛尾 裕子 2), 岩瀬 靖子 1), 佐藤 太一 3), 坂井 文乃 1),  

鈴木 悟子 4), 斎藤  美矢子 2), 村上 祐里香 2) 
1) 千葉大学大学院看護学研究院 2) 山口大学大学院医学系研究科  

3) 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 4) 富山大学学術研究部医学系 

 

16-2 認知症との共生を目指した 地域づくり活動協働デザイン 

-活動成果によるケアリングコミュニティモデル検討- 

牛尾 裕子 1), 石丸 美奈 2), 斎藤 美矢子 1), 岩瀬 靖子 2), 佐藤 太一 3),  

坂井 文乃 2), 鈴木 悟子 4), 村上 祐里香 1) 
1) 山口大学大学院医学系研究科 2) 千葉大学大学院看護学研究院  

3) 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 4) 富山大学学術研究部医学系 

 

16-3 日本の高齢者の就労の場における健康づくりや健康管理に関する文献検討 

米澤 洋美 1), 秋原 志穂 2) 
1) 福井大学医学部看護学科コミュニティ看護学分野  

2) 北海道科学大学保健医療学部看護学科 

 

16-4 中山間地域の農村に暮らす住民組織活動に関わる高齢者の体験と健康な地域づくり 

篠﨑 由美 1,2) 
1) 愛媛大学大学院医学研究科博士前期課程看護学専攻  

2) 一般財団法人永頼会松山市民病院 

 

16-5 地区における高齢者サロンの立ち上げに関連する要素 

島田 裕子 1), 舟橋 千尋 1), 江角 伸吾 2), 青木 さぎ里 1), 塚本 友栄 1),  

春山 早苗 1) 
1) 自治医科大学看護学部地域看護学 2) 宮城大学看護学群 
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第 17群 健康危機管理 A 

座長：安齋由貴子（宮城大学） 

17-1 地域 DOTSでのフィリピン出生結核患者対応における保健師の困難感 

森 礼子 
日本福祉大学看護学部 

 

17-2 自然災害からの回復・復興と災害に強い地域づくりに向けた住民と支援者の 

パートナーシップ形成過程 

石橋 みゆき 1), 雨宮 有子 2), 佐藤 奈保 1), 坂上 明子 3), 高橋 良幸 4),  

拝田 一真 5) 
1) 千葉大学大学院看護学研究院 2) 千葉県立保健医療大学健康科学部  

3) 武蔵野大学看護学部 4) 東邦大学健康科学部 5) 千葉大学大学院看護学研究科 

 

17-3 自然災害からの回復・復興と災害に強い地域づくりに向けた住民と外部専門家の

パートナーシップ形成の要素 

雨宮 有子 1), 石橋 みゆき 2), 佐藤 奈保 2), 坂上 明子 3), 高橋 良幸 4),  

拝田 一真 5) 
1) 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 2) 千葉大学大学院看護学研究院  

3) 武蔵野大学看護学部 4) 東邦大学健康科学部 5) 千葉大学大学院看護学研究科 

 

17-4 COVID-19感染拡大に対応する新任と管理的立場の保健師が抱えた困難 

鳩野 洋子 1), 鶴田 華恋 2) 
1) 九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野  

2) 九州大学大学院医学系学府保健学専攻 

 

17-5 Covid-19に関する保健活動を経験した保健師の専門職者としての成長： 

文献レビュー 

井口 紗織 1), 石丸 美奈 2) 
1) 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 2) 千葉大学大学院看護学研究院 

 

 

第 18群 健康危機管理 B 

座長：川崎涼子（長崎大学） 

18-1 主観的な健康状態別にみるコロナ禍による生活上の不安 

板谷 智也, 高橋 裕太朗 
金沢大学医薬保健研究域 

 

18-2 COVID-19流行下における地域在宅における尊厳を守るケアの課題 

―オンライン研修会の実施からー 

大沼 由香 1), 工藤 美由紀 2), 加藤 美幸 1), 鈴木 るり子 1), 石田 知世 1),  

相澤 出 1) 
1) 岩手保健医療大学看護学部 2) 元岩手保健医療大学 

 

  

33



 

18-3 COVID-19パンデミックにおける看護学教育機関からの自治体支援 

-運営の工夫とその評価（第一報） 

荒木田 美香子 1), 松田 有子 1), 木全 真理 1), 岩瀬 和恵 1), 加藤 博之 1),  

五味 麻美 1), 洲崎 好香 1), 菊地 珠緒 3), 高山 裕子 2) 
1) 川崎市立看護大学 2) 国際医療福祉大学 3) 川崎市立看護短期大学 

 

18-4 COVID-19パンデミックにおける看護学教育機関からの自治体支援 

-支援活動の「継続を高める体験」 

松田 有子 1), 荒木田 美香子 1), 木全 真理 1), 岩瀬 和恵 1), 加藤 博之 1),  

五味 麻美 1), 洲崎 好香 1), 菊地 珠緒 2), 高山 裕子 3) 
1) 川崎市立看護大学 2) 川崎市立看護短期大学 3) 国際医療福祉大学 

 

18-5 COVID-19パンデミックにおける看護学教育機関からの自治体支援 

－支援活動の「継続する上での不可避な体験」 

木全 真理 1), 荒木田 美香子 1), 松田 有子 1), 岩瀬 和恵 1), 加藤 博之 1),  

五味 麻美 1), 洲崎 好香 1), 菊地 珠緒 2), 高山 裕子 3) 
1) 川崎市立看護大学 2) 川崎市立看護短期大学 3) 国際医療福祉大学 

 

 

第 19群 事業・施策のマネジメント 

座長：北山三津子（岐阜県立看護大学） 

19-1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する 

ポピュレーションアプローチ事業の評価検討 

清水 暢子 1), 越田 美穂子 1), 石丸 敏子 2), 佐伯 和子 1) 
1) 富山県立大学看護学部看護学科 2) 富山県後期高齢者医療広域連合 

 

19-2 A県自治体における一体的実施事業の組織連携体制の現状と今後の課題 

越田 美穂子 1), 清水 暢子 1), 石丸 敏子 2), 佐伯 和子 1) 
1) 富山県立大学看護学部看護学科 2) 富山県後期高齢者医療広域連合 

 

19-3 市町村保健師の事業化能力と保健師経験および人材育成体制との関連 

－小規模市町村と中・大規模市町村の比較 

柴生田 英香 1), 吉岡 幸子 2) 
1) 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻博士課程  

2) 帝京科学大学大学院医療科学研究科看護学専攻 

 

19-4 行政保健師の PDCAサイクルにおける改善の実施を促進・阻害する要因 

小出 恵子 1), 岡本 玲子 1), 岡田 麻里 2) 
1) 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻  

2) 香川県立保健医療大学保健医療学部 

 

19-5 保健事業実装点検シートを用いた全国調査に基づく新任期保健師プログラムの検討 

岡本 玲子, 宮本 圭子, 小出 恵子 
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 
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第 20群 看護管理・人材育成・キャリア支援 A 

座長：両羽美穂子（上智大学） 

20-1 若手保健師の保健師としての職業的アイデンティティの語りの分析 

米水 みなみ 1), 牛尾 裕子 2) 
1) 渋谷区幡ヶ谷保健相談所 2) 山口大学大学院医学系研究科 

 

20-2 看護師経験を有する新任保健師の現任教育に対する支援ニーズ 

塩ノ谷 朱美 1), 大澤 真奈美 1), 鈴木 美雪 1), 坪井 りえ 1), 飯田 苗恵 1),  

佐々木 馨子 1), 飯塚 瑞季 2) 
1) 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科  

2) 群馬県立県民健康科学大学看護学研究科博士前期課程 

 

20-3 A市における組織特性に合わせたプリセプター保健師研修の実践 

鈴木 茜 1), 嶋津 多恵子 2), 鳩野 洋子 3), 麻原 きよみ 4), 吉野 純子 5),  

遠藤 直子 6) 
1) 淑徳大学看護栄養学部 2) 国際医療福祉大学大学院 3) 九州大学大学院  

4) 聖路加国際大学大学院 5) 東海大学 6) 国立看護大学校 

 

20-4 プリセプター保健師が実践する新人保健師への教育的支援に関する文献検討 

金森 弓枝, 大河内 彩子, 谷川 千春 
熊本大学大学院生命科学研究部看護学専攻 

 

20-5 管理職保健師が捉える COVID-19流行下の保健所に入職した新人保健師の成長 

村上 祐里香 1), 牛尾 裕子 2) 
1) 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻 2) 山口大学大学院医学系研究科 

 

20-6 公衆衛生看護学実習で学生が捉えた保健師の役割 

松本 憲子 1), 中村 千穂子 1), 高橋 秀治 1), 河野 朋美 1), 岡崎 実子 2),  

髙本 佳代子 1) 
1) 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 

2) 沖縄県立看護大学 

 

 

第 21群 看護管理・人材育成・キャリア支援 B 

座長：田中美延里（愛媛県立医療技術大学） 

21-1 派遣保健師の体験 

伊丹 幸子, 山﨑 洋子 
健康科学大学看護学部看護学科 

 

21-2 委託保健師のジョブ・クラフティングの特徴と自己研鑽における課題 

佐藤 優子 1), 坂本 真理子 2), 山本 恵美子 3) 
1) 学校法人日本教育財団名古屋医専高度看護保健学科  

2) 愛知医科大学看護学部看護学研究科地域看護学領域  

3) 愛知医科大学看護学部看護学研究科基礎看護学領域 
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21-3 行政保健師の感情労働への対処行動 

本田 順子 1), 月野木 ルミ 1), 津田 紫緒 1), 佐々木 明子 1,2) 

1) 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科地域保健看護学  

2) 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 

 

21-4 病院に勤める看護師の夜勤の有無と睡眠時間から見た睡眠の質とストレスへの 

対処行動の特徴 

西嶋 真理子 1), 梅川 由紀 2), 青井 みどり 3), 伊場 紀子 4), 栗原 美香 5),  

笹山 千代美 6), 重見 美代子 7), 宮崎 里美 8), 山本 奈津美 9),立川 妃都美 10) 
1) 愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 2) 松山市民病院 3) 人間環境大学  

4) 大洲中央病院 5) 八幡浜保健所 6) 道後温泉病院 7) 美須賀病院  

8) 西条中央病院 9) 宇和島徳洲会病院 10) 愛媛県看護協会 

 

21-5 訪問看護師を対象とした家族支援教育プログラムに関する文献検討 

菱田 一恵, 野崎 真奈美 
順天堂大学医療看護学部 

 

21-6 インストラクショナルデザインを用いた教育・研修に関する文献検討 

武井 勇介, 神崎 由紀, 宮村 季浩 
山梨大学大学院総合研究部 

 

 

第 22群 看護管理・人材育成・キャリア支援 C 

座長：安田貴恵子（長野県看護大学） 

22-1 委託型地域包括支援センター職員の地域診断の実態（その１） 

―専門職研修参加者への質問紙調査― 

井上 清美, 室 若葉 

姫路獨協大学 

 

22-2 委託型地域包括支援センター職員の地域診断の実態（その２） 

専門職研修参加者への質問紙調査（記述データ） 

室 若葉, 井上 清美 
姫路獨協大学 

 

22-3 1歳 6か月児健康診査における地域課題発見型事後カンファレンス実装の 

阻害・促進要因 

斎藤 美矢子 1), 牛尾 裕子 2) 
1) 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻 2) 山口大学大学院医学系研究科 

 

22-4 予防活動の持続・発展のための地域看護実践の OJTの条件 

飯野 理恵 1), 宮崎 美砂子 1), 佐藤 紀子 2), 杉田 由加里 1), 石丸 美奈 1),  

時田 礼子 3), 鈴木 悟子 4), 坂井 文乃 1), 佐藤 太一 5), 栗栖 千幸 6),  

土屋 裕子 7) 
1) 千葉大学大学院看護学研究院 2) 千葉県立保健医療大学 3) 東京情報大学看護学部  

4) 富山大学学術研究部医学系 5) 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程  

6) 亀田医療大学看護学研究科 7) 横芝光町 
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22-5 管理期保健師の組織マネジメントに関する行動目標の達成につながる 

リフレクションの様相 

杉田 由加里 1), 米増 直美 2), 田中 美延里 3), 渡部 恵子 4), 石田 美由紀 5),  

彦根 倫子 6) 
1) 千葉大学大学院看護学研究院 2) 岐阜県立看護大学 3) 愛媛県立医療技術大学  

4) 松山市保健所 5) 千葉市稲毛保健福祉センター 6) 元神奈川県平塚保健福祉事務所 

 

22-6 リフレクションに基づく実践能力向上プログラムを受講した保健師の個別支援の 

現状と課題 

細谷 紀子, 雨宮 有子, 杉本 健太郎, 佐藤 紀子 
千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 

 

 

第 23群 看護教育 

座長：松下光子（岐阜県立看護大学） 

23-1 全国調査との比較にみる A大学公衆衛生看護学実習 3年間における学習到達度の課題 

富田 早苗, 石井 陽子, 西田 洋子 
川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科 

 

23-2 A大学で実施したコロナ禍の公衆衛生看護学実習における学内実習効果の検討 

石井 陽子, 富田 早苗, 西田 洋子 
川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科 

 

23-3 体験が制限された地域看護学実習における指導教員の関わり 

簀河原 靖子, 後藤 奈穂, 井手 知恵子 
大分大学医学部看護学科 

 

23-4 コロナ禍における市町村実習の学び 

～卒業生の学生記録とインタビュー調査からの検討～ 

渡部 幸子, 大澤 豊子 
了徳寺大学健康科学部看護学科 

 

23-5 退院調整看護師が看護学生に期待する学びと指導上の課題 

菊池 真弓, 渡部 幸子 
了徳寺大学健康科学部看護学科 

 

23-6 COVID-19感染拡大状況下における在宅看護学実習の内容と学生の学び 

松下 恭子, 中野 沙織, 多田 美由貴, 岡久 玲子 
徳島大学大学院医歯薬学研究部地域看護学分野 
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第 24群 特別なコミュニティ 

座長：田髙悦子（北海道大学大学院） 

24-1 米国先住民の文化的背景を取り入れた治療や予防的な取り組み 

熊田 悠 1,2), 中野 久美子 2), 岩本 萌 2), 大森 純子 2) 
1) 東北大学医学部 2) 東北大学大学院医学系研究科 

 

24-2 母子保健活動において保健師・助産師が在留外国人親とコミュニケーションをとる

中で困難を感じた場面と対応 

竹村 和子 1), 梅田 麻希 1), 淺野 いずみ 2), 西内 陽子 3), 相原 洋子 4),  

黒田 友子 5), 高橋 芙沙子 6) 
1) 兵庫県立大学地域ケア開発研究所 2) 愛知医科大学看護学部  

3) 医療法人回生会宝塚病院 4) あかし保健所  

5) 一般社団法人やさしいコミュニケーション協会 6) 関西医科大学看護学部 

 

24-3 外国出生結核患者が治療完遂に至るまでの療養生活における保健師の支援プロセス 

小川 夏渚子 1), 嶋澤 順子 2), 清水 由美子 2) 
1) 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻地域連携保健学分野地域看護学領域 

2) 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 

 

24-4 行政保健師が遭遇する「支援困難事例」の特徴 

－成人期の対象者に対する市町村保健師の支援に焦点をあてて－ 

佐藤 泰啓 1), 坂東 志乃 1), 二瓶 映美 2), 安齋 由貴子 1) 
1) 宮城大学看護学群 2) 秀明大学看護学部 

 

24-5 保健師活動における「コミュニティ」の概念分析 

藤田 萌衣 1), 岩本 萌 2), 中野 久美子 2), 大森 純子 2) 
1) 東北大学医学部保健学科看護学専攻 2) 東北大学大学院医学系研究科 

 

24-6 保健活動における地域診断の実践に関する文献検討―過去 5年間の和文論文から― 

坂東 志乃 
宮城大学看護学群 

 

 

第 25群 地域看護理論・モデル 

座長：春山早苗（自治医科大学） 

25-1 行政保健師の行う地区マネジメントの解明－国内文献を用いた構造図の検証－ 

石川 麻衣 
群馬大学大学院保健学研究科 

 

25-2 看護者対対象者の２者関係に基づく地域生活集団を対象とした看護モデルの開発（1報） 

松下 光子 1), 梅津 美香 1), 大井 靖子 1), 田村 須賀子 2), 堀 里奈 1),  

安田 貴恵子 3), 山田 洋子 1) 
1) 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 2) 富山大学学術研究部医学系  

3) 長野県看護大学看護学部看護学科 
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25-3 看護者対対象者の２者関係に基づく地域生活集団を対象とした看護モデルの開発（2報）

－精神障害者支援－ 

堀 里奈 1), 松下 光子 1), 山田 洋子 1), 大井 靖子 1), 梅津 美香 1),  

田村 須賀子 2), 安田 貴恵子 3) 
1) 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 2) 富山大学学術研究部医学系  

3) 長野県看護大学看護学部看護学科 

 

25-4 看護者対対象者の２者関係に基づく地域生活集団を対象とした看護モデルの開発（3報）

－医療的ケア児の支援 

山田 洋子 1), 大井 靖子 1), 梅津 美香 1), 城 諒子 2), 田村 須賀子 2),  

堀 里奈 1), 安田 貴恵子 3), 松下 光子 1) 
1) 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 2) 富山大学学術研究部医学系  

3) 長野県看護大学看護学部看護学科 

 

25-5 看護者対対象者の２者関係に基づく地域生活集団を対象とした看護モデルの開発（4報）

－糖尿病の重症化予防 

大井 靖子 1), 松下 光子 1), 山田 洋子 1), 堀 里奈 1), 梅津 美香 1),  

田村 須賀子 2), 安田 貴恵子 3) 
1) 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 2) 富山大学学術研究部医学系  

3) 長野県看護大学看護学部看護学科 
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協賛一覧（五十音順、敬称略） 

 

共催ランチョンセミナー 

一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター 

 

講演集広告 

株式会社池田模範堂 

医歯薬出版株式会社 

株式会社クオリティケア 

中央法規出版株式会社 

富山県タクシー協会 富山ブロック会 

 

株式会社富山第一銀行 

株式会社日本看護協会出版会 

株式会社北陸銀行 

株式会社北陸ワキタ 富山営業所 

株式会社ワールドプランニング 

 

バナー広告 

一般財団法人北陸予防医学協会 

 

企業展示・書籍展示 

助野株式会社 

東洋羽毛北信越販売株式会社 

冨木医療器株式会社富山支店 

中田図書販売株式会社 

株式会社能作 

株式会社 VIP グローバル 

株式会社ヒュー・メックス 

 

サンプル提供 

株式会社池田模範堂 

 

寄付 

いおざき印刷株式会社 

株式会社大江鐵工 

株式会社古太神 

有限会社日之出文具 

 

共催・助成 

共催：公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 

助成：公益財団法人田村科学技術振興財団  富山県  富山市 

（2022 年 7 月 7 日時点） 

 

 

学術集会の開催にあたり、以上の皆様から多大なるご支援を賜りました。 

謹んで御礼申し上げます。 

 

日本地域看護学会第 25 回学術集会 

学術集会長 田村 須賀子 
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日本地域看護学会第 25回学術集会 

企画委員会 

学術集会長 

田村 須賀子 富山大学学術研究部医学系地域看護学 教授 

企画委員（五十音順） 

加藤 真理子  富山県訪問看護ステーション連絡協議会 協議会長 

越田 美穂子  富山県立大学看護学部 教授 

塚田 久恵  石川県立看護大学看護学部 教授 

土肥 裕美子  富山県新川厚生センター魚津支所 支所長 2022.4.1～ 

中島 眞由美  富山短期大学健康福祉学科 教授 

安田 貴恵子  長野県看護大学看護学部 教授 

山﨑 洋子 健康科学大学看護学部 教授 

山田 洋子 岐阜県立看護大学看護学部 教授 

吉田 智子 公益社団法人富山県看護協会富山県訪問看護総合支援センター 

センター長 2022.3.31 まで

事務局 

鈴木 悟子 富山大学学術研究部医学系地域看護学 講師 2022.7.1～ 

陶山 公子 同 助教 

城   諒子 同 助教 

髙倉 恭子 富山大学学術研究部医学系人間科学Ⅱ 准教授 

浦山 晶美 金城大学看護学部 教授 

学会事務センター 

株式会社ワールドプランニング 

業務委託 

株式会社ユピア 
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日本地域看護学会第25回学術集会 事務局
富山大学 学術研究部医学系 地域看護学

〒930-0194  富山県富山市杉谷2630
Mail：jachn25@med.u-toyama.ac.jp

富山県　　富山市　　（公社）富山県看護協会　　（公社）富山県看護協会保健師職能委員会
富山県訪問看護ステーション連絡協議会　　全国保健師長会富山支部　　富山県保健師長会
富山県市町村保健師研究連絡協議会　　（公財）富山コンベンションビューロー
富山大学地域連携推進機構　　富山大学附属病院看護部　　　　　　　　　　　   ( 順不同 )

後　援

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

共　催

日本地域看護学会第25回学術集会
2022年８月発行

オンライン開催ページ

https://jachn25.online.yupia.net/
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