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第10回聖路加看護学会学術大会は、あいにくの雨模様にもかかわらず、約270名の参加を迎え、
盛会のうちに終了いたしました（詳細はニュースレター18号をご覧ください）。企画運営へのご尽力・
学会へのご参加など皆様のご協力に心より感謝いたします。（事務局）

第10回 聖路加看護学会学術大会（終了）

ご案内
第10回聖路加看護学会学術大会のご案内をいたします。10年目の学術大会のメインテーマは、過
去・現在・未来の時間軸と学会の質的変化を大事にしていきたいと考え「生涯発達と看護」としまし
た。大会は、本学会の目的である「建学の精神の継承と実践重視の看護学の体系化」に向けて、こ
れまでの過去を振り返り、今どこにいて、これからどのように進みたいかを考える｢時｣と｢場｣にした
いと願います。
プログラムは、会長講演、特別講演、シンポジウム、一般演題(口演・示説)、事例検討、そして企画
交流広場などを予定しています。企画委員会の大きな希望は、会員からの研究発表が盛んになる
ことと次の世代の多くの若い方々のご参加です。演題は、メインテーマや広く看護全般に関するも
の、そして専門領域に特化した研究など幅広く歓迎します。
多くの会員とその関係者にご参加いただき意欲的な発表と活発な討論の展開されることを願ってい
ます。どうぞお誘い合わせの上、ご参加ください。
学術大会長 小澤道子（聖路加看護大学）
↑TOP

■詳細
テーマ：「生涯発達と看護」
会 期：2005年9月24日(土) 9:00～17:15
会 場：聖路加看護大学
東京都中央区明石町10-1
交通手段：営団地下鉄日比谷線 築地駅 徒歩3分
交通手段：営団地下鉄有楽町線 新富町駅 徒歩5分
大会長：小澤道子（聖路加看護大学）

↑TOP

■プログラム

会長講演：生涯発達と「たのしみ経験」
アリス Ｃ.セントジョン メモリアルホール
http://slnr.umin.jp/meeting/m10.html
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小澤 道子 (聖路加看護大学)
木下 幸代 （聖隷クリストファー大学）

口演

【 第１群 】第Ⅰ会場 研究発表･実践報告（301講義室）
10:00～10:45
座長 小松 美穂子（茨城県立医療大学）
1. 女子学生のリプロダクティブヘルス第1報 月経と食生活
○ 田島 悦子 （聖徳大学附属中学校・高等学校）
片平 敬子 （聖徳大学保健センター）
野田 洋子 （岐阜大学医学部看護学科）
深谷 いづみ （青山学院女子短期大学）
桂 きみよ （聖徳大学）
前澤 高子 （聖徳大学保健センター）
2. 妊娠期におけるドメスティック・バイオレンスの実態
○ 片岡 弥恵子 （聖路加看護大学看護実践開発研究センター）
3. 当院における多胎妊婦のための「マルチキッズクラス」のあゆみ［実践報告］
○ 川元 美里 （聖路加国際病院）
小川 さゆり （聖路加国際病院）
金子 美紀 （聖路加国際病院）
鈴木 智恵子 （聖路加国際病院）
高梨 友紀子 （聖路加国際病院）
深山 香代子 （聖路加国際病院）
井上 玲子 （医療法人財団仁寿会 荘病院）
桃井 雅子 （聖路加看護大学）

【第２群 】第Ⅰ会場 研究発表･実践報告（301講義室）
11:00～12:00
座長 角濱 春美（青森県立保健大学）
4. 水中歩行と疾病予防効率
○ 関 美奈子 （国際医療福祉大学大学院博士課程）
5. 日常生活援助場面における患者に「触れる」と「触れない」看護行為
○ 木村 佳枝 （済生会平塚病院）
6. 身体侵襲を伴う看護技術演習の取り組み［実践報告］
－静脈内採血法と皮下注射法演習の体制作りと倫理的配慮－
○ 水戸 優子 （神奈川県立保健福祉大学）
牧野 美幸 （神奈川県立保健福祉大学）
7. シリンジラベルの開発と運用の実際 －そしてシリンジ取り違えがなくなった－［実践報
告］
○ 屋良 千鶴子 （聖路加国際病院手術室）

【 第３群 】第Ⅰ会場 研究発表･実践報告（301講義室）
13:00～13:45
座長 鈴木 恵理子（聖隷クリストファー大学）
8. 看護基礎教育におけるコンピュータ利用教育の現状
－コンピュータ利用教育の変遷と学習理論－
○ 島田 智織 （茨城県立医療大学看護学科）
小松 美穂子 （茨城県立医療大学看護学科）
9. 科目等履修生に対するe-learningクラスの実施と評価
http://slnr.umin.jp/meeting/m10.html
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－パイロットスタディ－ 「EBNを臨床でどう展開するか？」
○ 小陽 美紀 （聖路加看護大学）
堀内 成子 （聖路加看護大学）
八重 ゆかり （東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 疫学・予防保健学
分野 後期博士課程）
10. 看護技術教材としてのe-learning導入の試み［実践報告］
○ 佐居 由美 （聖路加看護大学）
豊増 佳子 （University of Texas Health Science Center at Houston）
中山 和弘 （聖路加看護大学）
塚本 紀子 （聖路加看護大学）
小澤 道子 （聖路加看護大学）
香春 知永 （聖路加看護大学）
横山 美樹 （聖路加看護大学）
山崎 好美 （聖路加看護大学）

【 第４群 】第Ⅱ会場 研究発表（302講義室）
10:00～10:45
座長 麻原 きよみ（聖路加看護大学）
11. 小学生に対する排泄教育について
○ 谷口 珠実 （聖路加看護大学大学院博士後期課程、日本コンチネンス協会）
12. 子どもが自分のからだを学べる教材の開発
○ 菱沼 典子 （聖路加看護大学）
松谷 美和子（聖路加看護大学）
田代 順子 （聖路加看護大学）
横山 美樹 （聖路加看護大学）
中山 久子 （聖路加看護大学）
佐居 由美 （聖路加看護大学）
山崎 好美 （聖路加看護大学）
13. 看護大学が市民に開いている健康相談からみた市民の健康問題と看護職の対応
○ 徳間 美紀 （聖路加看護大学看護実践開発研究センター）
菱沼 典子 （聖路加看護大学）
川越 博美 （聖路加看護大学）
高橋 恵子 （聖路加看護大学）
松本 直子 （聖路加看護大学）
石川 道子 （聖路加看護大学看護実践開発研究センター）
新幡 智子 （聖路加看護大学大学院）

【 第5群 】第Ⅱ会場 研究発表･実践報告（302講義室）
11:00～11:45
座長 福田 紀子（横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター）
14. 急性期高齢患者のせん妄に関する看護アセスメントの構造
○ 長谷川 真澄 （聖路加看護大学大学院博士後期課程）
15. 看護学生における『べき思考』傾向が精神的健康に及ぼす影響
○ 中山 久子 （聖路加看護大学）
16. 総合健診におけるメンタルチェックの実際［実践報告］
○ 柳橋 礼子 （聖路加国際病院附属クリニック･予防医療センター）
紺井 理和 （聖路加国際病院附属クリニック･予防医療センター）

【第6群】第Ⅱ会場 研究発表（302講義室）
13:00～13:45
座長 吉川 久美子（聖路加国際病院）
http://slnr.umin.jp/meeting/m10.html
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17. 直腸肛門障害のある子どもをもつ親の困難
○ 西田 みゆき （順天堂大学医療看護学部）
18. 広汎性発達障害をもつ子どもを育てていく母親の体験
－乳幼児期に焦点を当てた事例の検討－
○ 今井 沙恵美 （山梨県立看護大学大学院看護学研究科）
千田 みゆき （山梨県立看護大学大学院）
19. 重度の脳障害をもつ子どもと看護師とのコミュニケーションの営み
－子どもの『反応がないという反応』に焦点を当てて－
○ 亀田 直子 （大阪府立急性期・総合医療センター）
山中 久美子 （大阪府立大学看護学部）
示 説

掲示 9:00～15:00

【第7群】第Ⅳ会場 研究発表（403講義室）
10:00～11:00
座長 荒賀 直子（順天堂大学）
20. リンパ浮腫患者へのケア －患肢の挙上の実践状況－
○ 木村 恵美子 （青森県立保健大学）
21. 在宅酸素療法実施者の長期療養管理を目的とした遠隔看護支援システムの開発と効果
○ 亀井 智子 （聖路加看護大学）
22. 患者の示す健康価値と若干の考察
○ 飯田 加奈恵 （杏林大学）
23. ナイチンゲール40歳の著述にみる「Nursing」という言葉の背景
「Notes on Nursing」と「Suggestions for Thought」
○ 助川 尚子 （聖路加看護大学）
小澤 道子 （聖路加看護大学）
香春 知永 （聖路加看護大学）
横山 美樹 （聖路加看護大学）
佐居 由美 （聖路加看護大学）

【第8群】第Ⅳ会場 研究発表（403講義室）
11:00～11:45
座長 齋藤 泰子（群馬大学）
24. 沖縄県離島における子育て支援の現状と食育支援に関する一考察
○ 桑畠 麻未 （城東保健相談所）
河原 加代子 （首都大学東京）
25. 地域保健と産業保健の「連携」の現状と課題 －文献検討から－
○ 寺山 奈見 （あきる野市福祉部健康課健康づくり係）
中島 由紀子 （中野区鷺宮保健福祉センター）
杉本 正子 （東邦大学医学部看護学科）
26. A保育所における核家族世帯の育児機能 －父親と母親の比較－
○ 仲村 秀子 （聖隷クリストファー大学）
藤生 君江 （岐阜医療技術短期大学）
中野 照代 （聖隷クリストファー大学）
荒木田 美香子（大阪大学）

【第9群】第Ⅳ会場 研究発表・実践報告（403講義室）
13:00～13:45
座長 数間 恵子（東京大学）
27. 臨床でがん看護研究に取り組む看護師が体験している困難
http://slnr.umin.jp/meeting/m10.html
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○ 酒井 禎子 （新潟県立看護大学）
28. ストレス・危機介入としての乳がん相談室の紹介［実践報告］
○ 伊奈 侊子 （神奈川県立保健福祉大学）
29. IVR看護研究会の活動報告 －5年間のあゆみ－［実践報告］
○ 黒田 正子 （聖路加国際病院）
高橋 恵子 （聖路加看護大学）
野口 純子 （東京医科大学病院）
今井 祐子 （静岡県立静岡がんセンター）
浅井 望美 （国立がんセンター中央病院）
関口 和子 （東京医科歯科大学医学部付属病院）

【第10群】第Ⅳ会場 研究発表（403講義室）
10:00～10:45
座長 武内 和子（川崎市立看護短期大学）
30. 看護学生にみる死生観とそれに関与する経験
○ 阪口 陽子（聖路加国際病院）
31. 「もし自分だったら…」は「相手の立場に立つ」ことか否か
○ 林 智子 （群馬大学医学部保健学科）
32. 初学者に対する対象理解の視点の提案 －ヘンダーソン看護論を基盤にして－
○ 野崎 真奈美（東邦大学医学部看護学科）
鈴木 琴子 （東京学芸大学教育学部 芸術・スポーツ科学系養護教育講座）

【第11群】第Ⅳ会場 研究発表･実践報告（403講義室）
11:00～11:45
座長 添田 啓子（埼玉県立大学）
33. ドレイファスの技能獲得モデルの第1・第2段階の構成要素にみる
基礎看護実習後の達成困難な援助技術項目
○ 牧野 美幸 （神奈川県立保健福祉大学）
34. HIV感染予防教育プログラム開発のためのIBL(Inquiry Based Learning)のプロセス［実践報
告］
○ 塚本 紀子 （聖路加看護大学）
松谷 美和子 （聖路加看護大学）
35. 小児看護学実習の日程の違いによる学生の実習に対する意識への影響［実践報告］
○ 多田 敦子 （自治医科大学看護学部）
朝野 春美 （自治医科大学看護学部）
川口 千鶴 （自治医科大学看護学部）

【事例検討１】第Ⅴ会場 （404講義室）
10:00～10:50
進行：杉本 正子（東邦大学）
36. 在宅とPCUとの連携事例
○ 松浦 志野（(有)ケアーズ 白十字訪問看護ステーション）
秋山 正子（(有)ケアーズ 白十字訪問看護ステーション）

【事例検討２】第Ⅴ会場 （404講義室）
11:00～11:50
進行：鈴木 久美（聖路加看護大学）
http://slnr.umin.jp/meeting/m10.html
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37. 妻の望みは患者にとって有益か？倫理的ジレンマに直面した一例
○ 村田 涼子 （聖路加国際病院）
中村 めぐみ （聖路加国際病院）

【企画交流広場】第Ⅲ会場（402講義室）
13:00～14:00（広場：9：00-15：00）
＜これまで・今・そして＞
聖路加看護学会と密な関係にある次の８つが一堂に集まり、｢今｣の活動を中心に紹介する自由な
情報交流の広場です。13:00から14:00は、演題番号38～41について担当者が紹介します。お楽し
みに。

聖路加看護大学
看護実践開発研究センター
ＷＨＯプライマリヘルスケア看護開発協力
センター
聖路加同窓会
38.
39.
40.
41.

図書館
21世紀COEプログラム
聖路加国際病院
聖路加看護学会

聖路加看護大学看護実践開発研究センター
聖路加看護大学 21世紀COEプログラム
ＷＨＯプライマリヘルスケア看護開発協力センター
聖路加国際病院

↑TOP

特 別 講 演
アリス Ｃ.セントジョン メモリアルホール

14:10～15:00

「聖路加看護学会への期待」
講師 日野原 重明（聖路加看護大学・聖路加国際病院理事長）
座長 小澤 道子 （聖路加看護大学）

↑TOP

シンポジウム
アリス Ｃ.セントジョン メモリアルホール 15：15～17:15

「生涯にわたる看護職業人の発達」
司会
http://slnr.umin.jp/meeting/m10.html
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森田 夏実（慶應義塾大学）
看護職業人としての発達を、個人の糸と環境の糸との織物にたとえ、自らの糸の発見と、新しいつ
むぎ糸との出会い、そしてユニークは未来の織物を描き出せる「時」と「場」でありたい。

シンポジスト
看護職業人のスタート地点にいる学部生として
江澤 綾（聖路加看護大学４年生）
ナースマネージャーと博士生として
高井今日子（聖路加看護大学大学院博士課程･聖路加国際病院）
ＣＮＳとして
深沢裕子（松原病院）
教育する立場として
渡部尚子（埼玉県立大学副学長）
↑TOP

理 事 長 挨 拶 菱沼 典子
アリス Ｃ.セントジョン メモリアルホール 9:00～9:05

総

会

アリス Ｃ.セントジョン メモリアルホール 12:10～12:50

↑TOP
■ 学会参加について
申し込み方法

参加ご希望の方は、下記に参加費の払い込みを行ってください。振込み用紙は、1人1枚ずつ使
用し、該当事項を記入してください（会員の方は会員番号の記入をお願いします）。
事前申し込みは、2005年8月12日（金）まで受け付けております。
学会員
3,500円（当日参加 4,000円）
学会員（大学院生）
2,500円（当日参加 3,000円）
非学会員
4,500円（当日参加 5,000円）
学生等（大学院生以外）1,000円（j事前・当日共 1,000円）

郵便振り込み先
口座番号 00180-0-584782
加入者名 第10回聖路加看護学会学術大会

http://slnr.umin.jp/meeting/m10.html
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郵便振込票をもって、領収書にかえさせて頂きます。参加証等は、事前には郵送いたしません。講
演集・参加証は、当日お渡しいたします。

会場の案内

聖路加看護大学 東京都中央区明石町10-1
東京メトロ日比谷線 築地駅下車 徒歩3分
東京メトロ有楽町線 新富町駅下車 徒歩5分
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