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2 日目　2022 年 9 月 11 日 （日）

第 1 会場（3F メインホール）

8:30-9:30	 教育講演 1
座長：三輪 富士代（福岡市立こども病院　看護部）

	 家族看護実践力を高める－家族看護エンパワーメントモデルの活用－
中野 綾美
高知県立大学　看護学部　教授

前日本家族看護学会理事（前教育促進委員会委員長）。専門は小児看護学・家族看護学。
多様化する家族を独自の存在としてとらえ、その家族のもつ力を見極め、力の発揮を支
える家族支援について、家族看護エンパワーメントモデルの基本的な考え方や、実践・
教育・研究への活用を通して考えてみたいと思います。

9:40-10:40	 学術集会長企画
座長：濵田 裕子（第一薬科大学　看護学部）

	 グリーフケアとしてのエンバーミングの実際
宇屋 貴
株式会社公益社　エンバーミング事業部　部長

IFSA 認定エンバーマー。エンバーミングを通して故人の尊厳を守ることと、公益社ひ
だまりの会に携わる等ご遺族のグリーフケア活動に取り組む。これまでの経験とご遺族
のお声から、大切な方を亡くされた方にエンバーミングがどのように役立っているのか
を考えてみたい。

10:50-11:50	 特別講演 2
座長：泊 祐子（関西福祉大学大学院　看護学研究科）

	 家族の “はじまり ”を支える～NICUの現場から～
豊島 勝昭
神奈川県立こども医療センター　新生児科部長 / 周産期センター長

24 時間 365 日体制のNICUでスタッフと共に新生児の救命救急医療に取り組む。元プ
ロ野球選手の村田修一氏とNICUサポートプロジェクトを発足、社会に新生児医療の
現状を伝える活動を継続。小中高校で 69回の「NICU命の授業」を行う。「神奈川県い
のちの授業大賞」第 1回優秀賞、第 2回審査員特別賞を受賞。2015 年、2017 年に放
送された周産期医療を題材としたドラマ『コウノドリ』では医療監修を担当した。
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12:10-13:10	 ランチョンセミナー 1
座長：田口 智章（福岡医療短期大学学長 / 九州大学名誉教授）

	 長寿研究から見えてきた食・腸内細菌・健康連関
内藤 裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科　生体免疫栄養学講座　教授

共催：ミヤリサン製薬株式会社

13:20-14:20	 教育講演 2
座長：池田 真理（東京大学大学院　医学系研究科　健康科学・看護学専攻　家族看護学分野）

	 ビジュアル・ナラティヴと支援
やまだ ようこ
京都大学名誉教授／立命館大学上席研究員／もの語り心理学研究所長

日本質的心理学会理事。教育学博士。専門はナラティヴ心理学、生涯発達心理学。
ビジュアル・ナラティヴ（視覚イメージによるもの語り）を用いて、患者さんや家族と
の関係づくりや共感的コミュニケーションを支援する方法を考えてみたいと思います。

14:40-16:20	 シンポジウム 2 
 家族の語りから学ぶ

座長：正野 逸子（元 西九州大学　看護学部） 
長戸 和子（高知県立大学　看護学部）

シンポジウム 2 では、3 名の患者 （療養者） さんのご家族に療養から看取りまでの体験
を語っていただきます。この家族の体験の中から患者さんの病を抱えての心身の苦痛、
生活への影響と想いを知り、そして一番身近に居た家族としての体験と想い、それらを
通して看護職に求めることを語っていただきます。病と共に生きる患者さんとそれを支
えるご家族は私たち看護職の想像を超えた世界を体験しています。家族の語りからそれ
らを理解し、支援に繋げるための機会にしたいと思います。また、本シンポジウムでは、
教育講演でご講演いただくやまだようこ先生に、指定発言としてもコメントをいただき
ます。シンポジストの皆様の語りへの理解をさらに深めることができるのではないかと
思います。

SY2-1	 ホームホスピスわれもこうでの看取り
木下 昌子
ホームホスピスわれもこう家族会　会長

SY2-2	 母を看取り、私は生きる　ALS 患者の娘の立場から
川口 有美子
ケアサポートモモ　代表取締役／ NPO 法人 ALS/MND サポートセンターさくら会　副理事長
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SY2-3	 精一杯生きた我が子を見送って
添田 友子
九州大学病院小児医療センター親の会 “ すまいる ”/ NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト啓発チーム

指定発言 やまだ ようこ
京都大学名誉教授／立命館大学上席研究員／もの語り心理学研究所長

 SY2-1　ホームホスピスわれもこうでの看取り
夫は定年退官後インフルエンザ脳症を患い、救急病院、リハビリテー
ション病院を経て退院してもよいと言われました。でも私たちは 2
人暮らしで、とても私一人で介護ができるような状態ではありません
でした。退院先を探していたときに「ホームホスピス」に出会いまし
た。気管切開し、鼻腔栄養で病院ではミトンの手袋をしていた夫が“わ
れもこう ”に入居しどのような生活をしていたか、どのような出会い
があり、どのように見送ったかをお話ししたいと思います。

 SY2-2　母を看取り、 私は生きる　ALS 患者の娘の立場から
ALS を発症した実家の母に 96 年から在宅人工呼吸療法を開始し、
03 年にNPO法人 ALS ／MNDサポートセンターさくら会とケア
サポートモモ（訪問介護事業）を起業。以来、難病患者家族や専門職
に介護情報を提供し、介護サービスの普及に努めている。自らの体験
からALS患者と家族の選択と葛藤を描いた『逝かない身体』（医学書
院）で 2010 年第 41 回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。2013 年
2月立命館大学大学院先端総合学術研究科博士課程修了。

 SY2-3　精一杯生きた我が子を見送って
2018 年 8月 7歳だった次女を急性リンパ性白血病で亡くす。娘が生
前に行っていた小児がん支援を地域の支えのおかげで続けるようにな
り、娘の名をつけた駄菓子屋を地域に開き、地域貢献できるような活
動に挑戦中。闘病中に支えてくれた医療スタッフの力が娘の短い人生
を豊かにし、そのことが今も遺族の支えであると感謝の意を抱き今後
の子どもたちに生かしてほしいと考える。元小学校教諭。福岡に子ど
もホスピスを作る活動にも注力中。

16:20-16:30	 閉会式

木下　昌子 氏
（きのした　まさこ）

川口　有美子 氏
（かわぐち　ゆみこ）

添田　友子 氏
（そえだ　ともこ）
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第 2 会場（5F 国際会議室 501）

8:50-10:10	 交流集会 5

	 COVID-19 パンデミック（＝大規模災害）下で家族支援専門看護師の活動や 
 活用を促進するためには何が必要か？

企画代表者：松枝 美智子（星槎大学大学院　教育学研究科　修士課程）
　　企画者：竹熊 千晶　 （熊本保健科学大学）
 久保田 千景（鈴鹿医療科学大学）
 浅野 悠佳　 （楽らくサポートセンター　レスピケアナース）
話題提供者：松枝 美智子（星槎大学大学院　教育学研究科　修士課程）
 竹熊 千晶　 （熊本保健科学大学）
 久保田 千景（鈴鹿医療科学大学）
 浅野 悠佳　 （楽らくサポートセンター　レスピケアナース）

10:30-11:50	 交流集会 7

	 臨床現場の問題に対する家族支援専門看護師の活動
企画代表者：小野 美雪　 （社会医療法人　誠光会　淡海医療センター）
　　企画者：川村 真澄　 （北海道厚生連　札幌厚生病院）
 山内 文　　 （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）
 森川 真理　 （公立大学法人　横浜市立大学附属病院）
 林 由紀　　 （医療法人社団明照会　大府あおぞら有床クリニック）
 本田 順子　 （兵庫県立大学　看護学部）

12:10-13:10	 ランチョンセミナー 2
座長：真部 淳（北海道大学大学院医学研究院　小児科学教室）

	 小児がんの治療と免疫グロブリン補充療法
古賀 友紀
九州大学大学院医学研究院　周産期・小児医療学講座　准教授

共催：CSL べーリング株式会社
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13:20-14:40	 将来構想委員会企画

	 法人化した今、新たに考える日本家族看護学会のめざすこと
企画代表者：井上 玲子　 （東海大学医学部　看護学科）
　　企画者：上別府 圭子（国際医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科）
 荒木田 美香子（川崎市立看護大学）
 鈴木 和子　 （家族支援リサーチセンター湘南）
 安武 綾　　 （熊本県立大学　総合管理学部）
 野々山 敦夫（愛知県医療療育総合センター）

 荒木 暁子　 （東邦大学　看護学部）
話題提供者：井上 玲子　 （東海大学　医学部　看護学科）
 藤井 淳子　 （東京女子医科大学病院）
 野々山 敦夫（愛知県医療療育総合センター）
 岡 順子　　 （熊本県健康福祉部　健康づくり推進課）

第 3 会場（4F 401+402+403）

9:20-10:10	 口演 4　意思決定・合意形成
座長：荒木 暁子（東邦大学　看護学部）

O-4-1	  子ども自身による健康関連 QOL 評価と保護者（親）による評価の双方を得る
意味：文献研究
佐藤 伊織、池田 真理
東京大学大学院　医学系研究科　健康科学・看護学専攻　家族看護学分野

O-4-2	 中途障害児の家族の持っている力を引き出す支援
前田 知夏
愛知県医療療育総合センター中央病院

O-4-3	 NICU に入院した児の退院先に関する合意形成プロセス 
 ー精神疾患合併妊娠における家族の事例からー

矢野 綾乃 1、伊内 さゆり 1、池田 麻美 1、清田 和佳菜 2

1 東海大学医学部付属病院、2 東大寺福祉療育病院

O-4-4	 我が子の医療的ケア導入を代理意思決定した母親のその後の経験 ： 
 現象学的研究

田中 雅美
関西医科大学　看護学部

O-4-5	  クリティカルケア領域における代理意思決定を行う家族の体験と看護師が行う 
家族支援のモデル化
小山 桜利奈 1、熊谷 理恵 2、柳原 清子 2、今井 美佳 3、園川 雄二 4、藤村 望 5

1 信州大学医学部附属病院、2 長野県看護大学　看護学部、3 佐久総合医療センター、 
4 東海大学医学部附属病院、5 船橋市立医療センター
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10:30-11:20	 口演 5　家族と看護師間の関係
座長：山本 則子（東京大学）

O-5-1	 維持透析が困難となった慢性腎臓病患者の家族への看護実践
黒田 真可 1、中山 美由紀 2、井上 敦子 2

1 一般財団法人　住友病院、2 大阪公立大学　大学院　看護学研究科

O-5-2	 家族看護と医師との連携 
 ～医師の説得力を活かした家族アプローチとは？ （第 1 報）

竹中 裕昭、馬渕 成美
竹中医院

O-5-3	 重症心身障害児者施設における家族への関わり　 
 －家族看護エンパワーメントモデルを活用して－

澤山 雅子、加藤 明美
愛知県医療療育総合センター　中央病院

O-5-4	 色素性乾皮症の姉妹とその家族に対する多職種連携での在宅移行支援
五十嵐 誌保 1、佐藤 幸子 2、今田 志保 2、佐々木 るみ子 1、高橋 聡美 1、今 陽子 1

1 山形大学医学部附属病院、2 山形大学　医学部　看護学科

O-5-5	 乳幼児を養育する保護者の地域における育児に関する認識の地域差
園田 和子、西地 令子、前原 敬子、名村 駿佑、平田 伸子
第一薬科大学　看護学部　看護学科

12:10-12:50	 GIVEN / ミニシアター
紹介：中村 加奈子（福岡女学院看護大学）

Given ～いま、ここ、にあるしあわせ～	
協力・提供：Hope＆Wish	公益社団法人	難病の子どもとその家族へ夢を

思いもよらなかった「現実」と向き合う 3 組の家族の日々の物語。一度は「どん底」に
突き落とされた家族たち。でも、いま、輝いているのは、あることに「気づいた」から
…あなたも一緒に探してみませんか？いま、ここ、にある「しあわせ」を。
語りと主題歌に綾戸智恵、音楽に KOTEZ を迎え、観ている人自身が引き込まれる、「い
のち」「しあわせ」について考えさせられるドキュメンタリー。日本医学ジャーナリス
ト協会賞映像部門大賞受賞。　 ※ 1 日目と同じ内容です。
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13:20-14:10	 口演 6　COVID-19 と家族
座長：野島 敬祐（京都橘大学　看護学部）

O-6-1	 在宅へつなげるシンプル創傷ケアの検討
鵜沼 祐子
秋田県厚生農業協同組合連合会　雄勝中央病院

O-6-2	 COVID-19 に感染した患者の家族が危機に陥った一事例 
 ーアギュララ危機モデルを使用して振り返るー

谷藤 貴子、山本 めぐみ、山本 優子、中野 和子
岩手県立中央病院

O-6-3	 コロナ禍における面会禁止中の家族対応に関する満足度調査 
 ～看護師の対応の実際と患者家族の思い～

阿部 美佐子、藤永 史紀、谷川 菜々実、仁田 美春、金子 祐子
国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院

O-6-4	 面会制限下での終末期看護に対する看護師の思い
小菅 久美子、越崎 美貴、増 由紀子
医療法人社団浅ノ川　心臓血管センター金沢循環器病院

O-6-5	 COVID-19 対策による面会制限中に一般病棟で看取りを行った家族の想い
阿部 紗也香、山平 尚樹、荒川 美由紀
山形県立中央病院 6 東病棟
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第 4 会場（4F 411+412）

8:50-9:50	 研究促進委員会企画

	 システマティックレビューにより家族看護のエビデンスを創生する
企画代表者：法橋 尚宏　 （神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野）
　　企画者：小林 京子　 （聖路加国際大学大学院　看護学研究科　小児看護学）
 西垣 佳織　 （聖路加国際大学大学院　看護学研究科　小児看護学）
 堀口 範奈　 （大阪大学大学院　医学系研究科　生命育成看護科学講座）
話題提供者：大田 えりか（聖路加国際大学大学院　看護学研究科　国際看護学）

10:30-11:30	 交流集会 8

	 地域における高齢者家族に対する家族看護の視点 
 ―高齢者と未婚の子供の世帯への支援の場合―

企画代表者：式守 晴子　 （家族支援リサーチセンター）
　　企画者：若杉 早苗　 （聖隷クリストファー大学）
 豊島 由樹子（豊橋創造大学）
 松坂 由香里（神奈川県立保健福祉大学）
 鈴木 和子　 （家族支援リサーチセンター）

13:20-14:40	 交流集会 10

	 コロナ禍での家族支援をめぐって看護師が感じた課題
企画代表者：竹村 淳子　 （大阪医科薬科大学）
　　企画者：真継 和子　 （大阪医科薬科大学）
 泊 祐子　　 （関西福祉大学）
 中島 真希　 （愛仁会高槻病院）
 三原 綾　　 （ハートコール訪問看護ステーション）
 橋倉 尚美　 （愛仁会高槻病院）
 溝部 由恵　 （高槻うの花訪問看護ステーション）
 松本 修一　 （滋賀県立総合病院）
 鈴木 美佐　 （大阪医科薬科大学）
 倉橋 理香　 （大阪医科薬科大学）
 本江 真人　 （愛仁会高槻病院）

15:00-16:00	 交流集会 12

	 家族アセスメント／インターベンションでもちかけるキラークエスチョンの実際
企画代表者：法橋 尚宏　 （神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野）
　　企画者：副島 尭史　 （神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野）
 渡邉 幹生　 （神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野）
 和辻 雄仁　 （神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野）
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第 5 会場（4F 413+414）

8:50-10:10	 交流集会 6

	 ロールプレイで学ぶ家族ケア　 
 ～終末期がん患者の夫の抗がん剤治療をやめたい妻と看護師の会話～

企画代表者：加藤 久美　 （社会福祉法人恩賜財団済生会川俣病院）
　　企画者：菅野 ひとみ（社会福祉法人恩賜財団済生会川俣病院）
 畠山 とも子（家族看護実践センター）

10:30-11:50	 交流集会 9

	 「渡辺式」家族アセスメント / 支援モデル　その 13　 
 －「渡辺式」が持つ本質的特徴を問う： 
 　解決をはかるということ、家族に入っていくということ－

企画代表者：柳原 清子　 （長野県看護大学（「渡辺式」家族看護研究会代表））
　　企画者：藤村 望　　 （船橋市立医療センター　ICU （家族支援専門看護師））
 松本 修一　 （滋賀県立総合病院　ICU （家族支援専門看護師））
 澤田 紀子　 （東京医科大学附属病院　ICU （家族支援専門看護師））
 三枝 真理　 （東海大学医学部付属病院　移植コーディネーター（家族支援専門看護師））
 園川 雄二　 （東海大学医学部付属病院　救命救急センター（家族支援専門看護師））
 佐藤 律子　 （神奈川県立こども医療センター　NICU（家族支援専門看護師））
 櫻井 大輔　 （東海大学医学部看護学科 （家族支援専門看護師））
 今井 美佳　 （佐久医療センター　患者サポートセンター （家族支援専門看護師））

13:20-14:40	 交流集会 11

	 子どもを亡くした家族へのグリーフケアの試み　 
 ～院内と院外の実践をとおして、遺族サポートを考える～

企画代表者：濵田 裕子　 （第一薬科大学看護学部）
　　企画者：藤田 紋佳　 （NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト）
 森口 晴美　 （NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト）
話題提供者：佐藤 律子　 （神奈川県立こども医療センター）
 藤田 紋佳　 （NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト）
GW ファシリテーター：市川 百香里（公益社団法人　岐阜県看護協会重症心身障がい在宅支援センターみらい）
 鍬田 晃子　 （熊本市民病院看護部）
 田代 恵理　 （九州大学病院）
 中村 加奈子（福岡女学院看護大学）
 松本 祐佳里（福岡大学）
 佐藤 律子　 （神奈川県立こども医療センター）
 藤田 紋佳　 （NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト）
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ポスター会場（4F 409+410）

10:00‐10:30	 示説 2

P-2-1	 「妊娠期にある父親の父性」の概念分析
田林 麻里絵、菊池 良太、川原 妙、山崎 あけみ
大阪大学大学院　医学系研究科保健学専攻　統合保健看護科学分野

P-2-2	 COVID-19 パンデミックが子育て期家族におよぼす影響に関する文献検討
Lin Qiting、法橋 尚宏
神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野

P-2-3	 病児保育に対する保護者の思いと看護職の関わりについての文献検討
小林 佳寛 1、藤田 千春 1、亀山 理加 2

1 杏林大学 保健学部 看護学科看護養護教育学専攻、 
2NPO 法人 WEL'S コミュニティプラットフォームあだち

P-2-4	  看護師が実践している家族ケア／ケアリングと自己実現・他己実現： 
統合レビュー
太田 浩子、法橋 尚宏
神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野

P-2-5	  在宅生活を望んでいた家族が急遽入所を決断する理由と訪問看護師の 
基本姿勢との関係
山本 一美 1、奥田 由美 2、三上 聡 2

1 社会医療法人三上会　東香里病院訪問看護ステーション、2 社会医療法人三上会　東香里病院

P-2-6	 日本におけるアディクションに関する看護研究の動向
生田 まちよ
純真学園大学

P-2-7	 家族支援専門看護師が認識している一般看護師に必要な家族看護実践
井上 敦子、中山 美由紀
大阪公立大学 看護学部看護学科

P-2-8	 がん看護専門看護師による家族への看護実践に関する文献検討
藤田 今日子 1、櫻井 大輔 2、塚越 みどり 2、井上 玲子 2

1 東海大学大学院　健康科学研究科　看護学専攻、2 東海大学　医学部　看護学科

P-2-9	 Ａ市の訪問看護における軽度発達障害児の支援状況と家族支援の課題
滝口 里美、松森 直美、川野 綾
県立広島大学　保健福祉学部　保健福祉学科看護学コース
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P-2-10	  言語障害や視力低下を抱える患者とその家族への意思決定支援 
～ナラティブアプローチを試みて～
小川 雅子 1、加藤 かおり 1、鈴木 絵利子 1、照井 彩子 1、伊藤 明子 1、上村 麻友美 1、 
後藤 百代 1、引地 誠美 1、打矢 和子 2、川原 明子 3

1JA 秋田厚生連 秋田厚生医療センター、2JA 秋田厚生連　由利組合総合病院、 
3 日本赤十字社　秋田赤十字病院

P-2-11	  医療的ケア児の家族の退院支援に対する認識 
～退院後１年以内のインタビューから～
塩崎 紀代 1、池田 未歩 1、福田 陽子 2

1 九州大学病院、2 日本赤十字九州国際看護大学

P-2-12	  超低出生体重児を出生した余命僅かな母親のエンドオブライフケアに 
カンガルーマザーケアが有意義だった一例
石川 明日香、石山 里緒菜、菊池 一仁、竹俣 紀代子
杏林大学医学部付属病院

P-2-13	 場面緘黙のある成人期の子どもをもつ母親の体験と心理
岡田 摩理、飯田 大輔
日本赤十字豊田看護大学

P-2-14	  家族スピリチュアリティ支援としてのファミリーライフレビューにおける 
家族プロット年表の有効性
津野 春香、副島 尭史、法橋 尚宏
神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野（家族支援 CNS コース）

14:10ｰ14:40	 示説 3

P-3-1	  養育期家族の家族機能からみた親性発達・育児ストレスの関係と年齢別にみた
育児への気がかりの特徴
大村 知子 1、浅野 みどり 2、大橋 幸美 3、古澤 亜矢子 3、山口 知香枝 4、小野 里衣 2、 
河村 江里子 2、清水 いづみ 1、野々山 友 2、 
1 中部大学　生命健康科学部　保健看護学科、2 名古屋大学大学院医学系研究科、 
3 日本福祉大学　看護学部　看護学科、4 金城学院大学　看護学部　看護学科

P-3-2	 家族による在宅での看取りを支えた訪問看護実践 
 － COVID-19 流行下で在宅療養継続を可能とした実践－

長谷川 さおり 1、穴吹 浩子 2、河原 宣子 3

1 紀南医師会訪問看護ステーションほほえみ、2 京都第二赤十字病院、3 京都橘大学　看護学部　看護学科

P-3-3	  親のがんを知らされた子ども（小学生）の支援プログラム「オンライン版コア
ラカフェ」の活動報告－第 2 報－
若松 千尋 1、南川 雅子 2、寺田 由紀子 2、古屋 洋子 2、三木 祐子 2、伊藤 文子 2、 
鈴木 良香 1、厚澤 博美 4、岩田 洋子 3、量 倫子 3

1 前帝京大学　医療技術学部　看護学科、2 帝京大学　医療技術学部　看護学科、 
3 杏林大学　保健学部　看護学科　看護学専攻、4 東京工科大学　医療保健学部　看護学科



日本家族看護学会 第29回学術集会（2022年）　45日本家族看護学会　第29回学術集会（2022年）　45

２
日
目 

プ
ロ
グ
ラ
ム

P-3-4	 家族／家族員を対象とした治療的コミュニケーション技術に関する文献検討
和辻 雄仁、法橋 尚宏
神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野（家族支援 CNS コース）

P-3-5	 行政保健師の対応した困難事例家族への予防対応のタイミングの検証
井上 美佐 1、勝又 理恵 2

1 伊豆の国市役所、2 順天堂大学医学部付属静岡病院

P-3-6	 糖尿病をもつ高齢者が施設入所可能となる治療条件と家族の関わり
米村 八重子 1、生野 繁子 2

1 前九州看護福祉大学大学院、2 九州看護福祉大学

P-3-7	  家族支援専門看護師が役割獲得 / 拡大についてグループディスカッションする
効果
小野 美雪 1、山内 文 2、森川 真理 3、林 由紀 4、本田 順子 5

1 社会医療法人　誠光会　淡海医療センター、 
2 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、3 公立大学法人　横浜市立大学附属病院、 
4 医療法人社団明照会　大府あおぞら有床クリニック、5 兵庫県立大学　看護学部

P-3-8	 医療的ケア児をもつ家族に関する国内文献の検討 
 ―テキストマイニングを用いた抄録からの分析―

川崎 真麻 1、井上 玲子 2、杉村 篤士 2

1 東海大学大学院　健康科学研究科　看護学専攻、2 東海大学　医学部　看護学科

P-3-9	 「家族とは」の気付きに結び付く家族看護学講義の取り組み 
 ―映画教材を用いた効果に関する検証―　第 1 報

浅岡 裕子
藤田医科大学　保健衛生学部　看護学科　成人看護学

P-3-10	 終末期患者・家族への訪問看護師による ACP 実践に関する国外文献検討
安井 渚 1,2、川原 妙 2、菊池 良太 2、山崎 あけみ 2

1 森ノ宮医療大学　看護学部　看護学科、2 大阪大学大学院　医学系研究科　小児・家族看護学教室 

P-3-11	 AYA 世代の重症心障害児・者と暮らす親の養育及び介護生活の実態
江藤 千晴 1、益守 かづき 2

1 大分大学　医学部　看護学科、2 久留米大学　医学部　看護学科

P-3-12	 がん患者遺族の生きる力を支える遺族ケア
打矢 和子 1、小川 雅子 2

1JA 秋田厚生連 由利組合総合病院、2JA 秋田厚生連 秋田厚生医療センター

P-3-13	 家族スピリチュアリティとその影響因子： 
 文献と半構造化面接調査のダイレクトコンテントアナリシス

Lin Qiting、渡邉 幹生、法橋 尚宏
神戸大学大学院　保健学研究科　家族看護学分野

P-3-14	  幼児と高齢者の世代間交流におけるヘルスケアシステムの可能性の検討 
―文献レビューによる－
伊藤 良子、西村 めぐみ
旭川大学　保健福祉学部　保健看護学科
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