プログラム
1 日目

2022 年 9 月 10 日（土）
１日目 プログラム

第 1 会場（3F メインホール）
9:30-9:40

開会式

9:40-10:30

学術集会長講演
座長：山崎

あけみ（大阪大学大学院）

家族のもの語りを紡ぐ
濵田 裕子

第一薬科大学

看護学部

教授

看護師・保健師活動を経て看護教育に携わる。専門は小児看護学・家族看護学。NPO
法人福岡子どもホスピスプロジェクトを立ち上げ、病気や障がいがあっても豊かに暮ら
せる社会をめざし、
子どもホスピスを創るための活動もしている。これまでの実践・教育・
研究で出会った家族のもの語りを辿りながら、伴走者となることについて考えてみたい。
10:40-11:40

特別講演 1
座長：上別府

圭子（国際医療福祉大学大学院）

あいまいな喪失と家族支援
石井 千賀子

石井家族療法研究室

代表

さまざまな喪失や死別に向き合う人々への支援として、家族療法による臨床と教育に携
わる。特にこの 10 年、Boss による「あいまいな喪失」理論と介入方法の普及に努める。
濃い霧に包まれたように先が見えないなかで、家族がもつレジリエンスの糸口を探り出
す支援についてご一緒に考えてみたい。
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12:00-13:00

スポンサードセミナー
座長：鐘ヶ江

１日目 プログラム

思いを看取るフットケア
井上 祐子

足のナースステーション

寿美子（医療法人ひらまつ病院 ひらまつクリニック）

フットケアの魅力を看護キャリアに活かすために

High Five

代表 / 足のナースステーショングループ
共催：特定非営利活動法人

13:10-14:50

統括責任者

TEAM フットサポーター's

シンポジウム 1

家族看護の現場からの発信～実践と課題～
座長：益守

かづき（久留米大学医学部 看護学科）
児玉 久仁子（東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科）

家族の誰かが病気に罹患し療養を強いられるようになったとき、家族はどのような体験
をするでしょうか。病気を抱える患者の看病が初めてという家族、介護する過程で家族
の絆を改めて捉え直した家族、自分の生活を調整することを強いられた家族など、家族
のあり様は多様です。家族らしく病気を抱える方と共に生活するためには、何らかの支
援が必要なこともあるでしょう。4 名のシンポジストより、活動している現場での家族
へのかかわりや、直面している問題、問題解決への取り組みなどを語っていただきます。
参加者の皆さまと共に家族看護を改めて考え、参加者が抱えている課題の打開策を見出
すことを目的として企画しました。
SY1-1 成人病棟での家族看護の現状と課題
大島 昌子

東海大学医学部付属八王子病院 / 家族支援専門看護師

SY1-2 精神科病棟での家族看護の現状と課題
畠山 卓也

駒沢女子大学

看護学部

看護学科

准教授 / 精神看護専門看護師

SY1-3 在宅療養児の家族支援～こども訪問看護の現場から～
山下 郁代

子ども訪問看護ステーションいちばん星

所長 / NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト

SY1-4 看取り文化の伝承 ―ホームホスピスわれもこうの活動―
竹熊 千晶

熊本保健科学大学

教授 / NPO 老いと病いの文化研究所ホームホスピスわれもこう
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代表

理事

SY1-1 成人病棟での家族看護の現状と課題
私は、助産師として産婦人科病棟、NICU および小児病棟にて従事
してまいりました。その中で、家族看護の難しさや楽しさを学んだこ
環器内科・心臓血管外科・腎透析科の混合病棟で、意思決定支援、
大島

昌子 氏

（おおしま

まさこ）

ACP（Advance Care Planning）導入時のケアおよび対応が難しい
ケースなどを通して、スタッフとディスカッションをしながら、ケア
を提供しています。シンポジウムでは、2 事例（実践事例と相談事例）
を皆様と共有し、現状と課題を考えたいと思います。

SY1-2 精神科病棟での家族看護の現状と課題
精神科病棟での看護実践に携わり、現在は大学で学部教育に携わる一
方、定期的に臨床看護の場で活動しています。家族の発達段階に応じ
て家族の抱える健康課題は様々であり、精神疾患をもつ人やその家族
も同様です。一人ひとりが尊重され、そして家族らしい生活を送るた
畠山

卓也 氏

（はたけやま

たくや）

めに、私たちにできることを考えてみたいと思います。精神看護専門
看護師（日本看護協会認定）。博士（看護学）。

SY1-3 在宅療養児の家族支援～こども訪問看護の現場から～
こども訪問看護ステーションいちばん星は、2008 年に開設して以来、
病気や障がいのある子どもの訪問をしている。在宅で、子どもは子ど
もらしく、家族はその家族らしく、楽しく暮らしていけるよう日々支
援している。
山下

郁代 氏

（やました

いくよ）

今回、家族、きょうだい児の現状や訪問看護での支援の在り方、家族
の声を現場から発信していきたいと思う。

SY1-4 看取り文化の伝承
ーホームホスピスわれもこうの活動ー
医療の高度化、長寿化は自ずと介護の長期化、重度化をもたらしまし
た。一方で、独居高齢者や老夫婦二人暮らしの増加は、長期の在宅で
の療養や看取りは困難な場合が少なくありません。2010 年 2 月に開
竹熊

千晶 氏

（たけくま

ちあき）

設した「ホームホスピスわれもこう」は、医療依存度が高くて家族だ
けでは不安、大きな施設には入りたくないなどの人たちのための、安
心して最期まで過ごすことのできる居場所です。空き家を活用したこ
の場所での「われもこう」の始まりは、お一人の介護の必要な高齢男
性の暮らしからでした。あれから 10 年以上が経過し地域で看取りを
行うことは、家族や地域の力を緩やかにつなぎ直す可能性があると感
じています。
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１日目 プログラム

とをきっかけに、家族支援専門看護師の道を選びました。現在は、循

15:10-16:10

市民公開講座
座長：浅野

みどり（名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻）

１日目 プログラム

あなたは子どもに何を遺せますか？
安武 信吾

映画プロデューサー兼監督 /「はなちゃんのみそ汁」著者

福岡県生まれ。新聞記者、書籍編集者等を経て、現在は映画プロデューサー兼監督。著
書にがん闘病中の妻と幼い娘との暮らしを綴った「はなちゃんのみそ汁」（文藝春秋）。
妻は 25 歳で乳がんを患い、結婚、出産を経て、2008 年に 33 歳で他界。闘病中、幼い
娘にみそ汁づくりを教えました。余命を覚悟した妻が娘に伝えたかったことは何だった
のか。2001 年に香川県で始まった「弁当の日」を紹介しながら、妻亡き後、娘と暮ら
した 13 年間を振り返ります。

第 2 会場（5F 国際会議室 501）
10:40-11:40

編集委員会企画

日頃の研究活動を論文投稿につなげるために
－編集委員とともに考えてみませんか－
企画代表者：奈良間
企画者：佐藤

美保（京都橘大学 看護学部）

伊織 （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）

中山 美由紀（大阪公立大学大学院 看護学研究科）
茂本 咲子 （岐阜県立看護大学）

辻村 真由子（滋賀医科大学 医学部 看護学科）
二宮 啓子 （神戸市看護大学 看護学部）

深堀 浩樹 （慶應義塾大学 看護医療学部）

古瀬 みどり（山形大学大学院医学系研究科 看護学専攻）
マルティネス 真喜子（京都橘大学）

伊藤 弘子 （京都橘大学 看護学部）

話題提供者：中山

美由紀（大阪公立大学大学院 看護学研究科）

茂本 咲子 （岐阜県立看護大学）

辻村 真由子（滋賀医科大学 医学部 看護学科）
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12:00-12:40

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～

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。

13:10-14:30

交流集会 2

重層的支援体制整備事業における看護職への期待と連携
～ダブルケアラー支援を考える～
企画代表者：寺田
企画者：荒牧

由紀子（帝京大学 医療技術学部 看護学科）

順子 （佐賀県医療的ケア児支援センター（社会福祉法人まごころ会））

若松 千尋 （兵庫大学大学院看護学研究科 広域看護学領域）
渋谷 郁恵 （人間総合科学大学 保健医療学部 看護学科）
山本 未央 （日本赤十字看護大学さいたま 看護学部）
柳 陽子

（帝京大学

医療技術学部

看護学科、自治体助産師）

吉岡 貴美代（神奈川歯科大学短期大学部 看護学科）
堀内 裕子 （目白大学 看護学部 看護学科）

話題提供者：清水

17:00-18:00

修

（厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課

地域共生社会推進室

室長補佐）

法人化記念・Jarfn29 交流会

詳細は P47 参照
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１日目 プログラム

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

第 3 会場（4F 401+402+403）
10:40-11:40

口演 1

家族の苦悩

１日目 プログラム

座長：飯村

O-1-1

第１子の乳児をもつ父親の育児ストレスと育児支援の満足度における実態調査
清水 いづみ 1、浅野 みどり 2
1

O-1-2

直子（秀明大学 看護学部）

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

総合保健学専攻

食事制限をしているクローン病患児の家族の食事の実際と思い
原 千花子、堂前 有香、鈴木 美香、北澤 和子
千葉県こども病院

O-1-3

NICU において出生直後より生命の危機状態にある子どもと家族への
エンド オブ ライフケア
源田 美香 1、池添 志乃 1、佐東 美緒 1、高谷 恭子 1、鍬田 晃子 2、笹山 睦美 3、
田村 恵美 4、田之頭 恵理 1、有田 直子 1、中野 綾美 1
1
4

O-1-4

高知県立大学 看護学部、2 熊本市立熊本市民病院、3 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター、
埼玉県立小児医療センター

慢性疾患患者と家族介護者における精神的健康の関連に関する文献検討
森谷 菜々絵、吉田 沙蘭
東北大学

O-1-5

教育学研究科

臨床心理学コース

救急外来に繰り返し受診する認知症患者を持つ家族の役割葛藤への支援
田口 育美、北本 千春、杉浦 定世
社会福祉法人

O-1-6

聖隷福祉事業団

総合病院

聖隷浜松病院

救急外来

脳神経疾患患者の家族の睡眠の質の実態とその影響
幾田 友梨恵 1、井上 玲子 2、吉川 隆博 2、川口 吉光 3

1

独立行政法人国立病院機構災害医療センター、2 東海大学医学部 看護学科、3 東海大学医学部付属病院

13:10-14:00

口演 2

家族内のコミュニケーション
座長：古株

O-2-1

ひろみ（滋賀県立大学 人間看護学部）

母親が疾患を有する早産児への家族支援
―妊娠中に白血病が再発した母親から出生した児と家族への支援―
齊藤 麻美、伊内 さゆり
東海大学医学部付属病院

O-2-2

家族形成期における夫婦をつなぐ関わりー産後 2 週間健診時に注目してー
野町 磨意

幡多けんみん病院
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O-2-3

妊娠中より多職種連携が必要な特定妊婦とその夫への関わり
ー夫婦ユニットに注目し夫婦の力を活かした事例ー
野町 磨意、廣畑 和未
幡多けんみん病院

コロナ禍における高齢者の緊急入院に対する外来での入退院支援
奥田 真理、前仲 さち、西本 弥江、桐谷 やよい、壽 由香利、二之宮 実
市立川西病院

O-2-5

服薬場面における慢性疾患を持つ子どもと養育者の相互作用の特徴
―かかわり指標の適用可能性の検討―
安本 卓也 1,2、藤野 陽生 2,3、石井 篤子 2、山本 知加 2、奥野 裕子 4
1
3

椙山女学園大学
大阪大学大学院

15:00-15:50

口演 3

看護学部 看護学科 小児看護学、2 大阪大学大学院 連合小児発達学研究科、
人間科学研究科、4 大阪公立大学大学院 看護学研究科

家族看護に関する教育・研究
座長：柳原

O-3-1

清子（長野県看護大学）

実践促進委員会 活動報告
～家族看護実践オンラインセミナー基礎編開催の概要と評価～
井上 敦子 1、藤原 真弓 2、児玉 久仁子 3、井上 玲子 4、志村 友理 3

1
4

O-3-2

大阪公立大学 看護学部 看護学科、2 堺市立総合医療センター、3 東京慈恵会医科大学、
東海大学 医学部 看護学科

家族看護実践促進委員会 活動報告
家族看護実践オンラインセミナー応用編の評価：家族カウンセリング入門
児玉 久仁子 1、藤原 真弓 2、井上 敦子 3、井上 玲子 4、志村 友理 1
1
3

O-3-3

東京慈恵会医科大学 医学部看護学科、2 堺市立総合医療センター、
大阪公立大学 看護学部 看護学科、4 東海大学 医学部 看護学科

家族支援専門看護師有資格者に対するフォローアップ研修の効果
小泉 織絵 1、井上 玲子 1、櫻井 大輔 1、鈴木 和子 2、松坂 由香里 3
1

O-3-4

東海大学

医学部

看護学科、2 家族支援リサーチセンター、3 神奈川県立保健福祉大学

回復期リハビリテーション病棟の退院支援での家族支援における看護師と
カンファレンスの特徴
吉田 公美 1、生野 繁子 2、正野 逸子 3
1

O-3-5

純真学園大学

看護学科

基礎看護学領域、2 九州看護福祉大学、3 前西九州大学

入院中の病児をもつ家族を対象とする家族機能尺度の開発と
信頼性・妥当性の検討
平谷 優子 1、西元 康世 2、法橋 尚宏 3
1
3

大阪公立大学大学院 看護学研究科 子ども・家族ケア科学分野、2 四天王寺大学
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）

看護学部、

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

１日目 プログラム

O-2-4

第 4 会場（4F 411+412）
10:40-11:40

国際交流委員会企画

１日目 プログラム

家族看護で世界とつながろう
―家族看護のネットワーキングの活動と今後の展望―
企画代表者：池田
企画者：荒木

小林
本田
森﨑
山花
山本

13:10-14:30

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）
暁子 （東邦大学 看護学部）
京子 （聖路加国際大学大学院看護学研究科）
順子 （兵庫県立大学 看護学部）
真由美（東京大学大学院 健康科学・看護学専攻）
令子 （国立がん研究センター東病院 看護部）
弘江 （愛知医科大学 看護学部）

交流集会 3

「家族看護エンパワーメントモデル」の臨床への活用
―家族の語りからその体験を読み解き家族像を形成する―
企画代表者：長戸
企画者

15:00-16:00

池添
瓜生
皆本
上村
関根
田井
松石
松下

和子 （高知県立大学 看護学部）
志乃 （高知県立大学 看護学部）
浩子 （高知県立大学 看護学部）
美喜 （兵庫県看護協会）
奈緒子（岡山大学病院）
光枝 （日本赤十字社医療センター）
雅子 （高知県立大学 看護学部）
由美子（ソフィアメディ訪問看護ステーション福岡中央）
由香 （高知県・高知市病院企業団立高知医療センター）

理事会企画

新型コロナウイルス感染症流行下の看護職における家族看護の困難と技：
日本家族看護学会会員への Web アンケート（第 1 回：2021 年夏実施）結果
企画代表者：佐藤

伊織 （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）
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）
荒木田 美香子（川崎市立看護大学）
森崎 真由美（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）
藤田 千春 （杏林大学 保健学部 看護学科）
（川崎市立看護大学）
村田 翔
深堀 浩樹 （慶應義塾大学）
キタ 幸子 （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）
（兵庫医科大学 看護学部）
大城 怜
菊池 良太 （大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻）
村本 美由希（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）
副島 尭史 （神戸大学大学院保健学研究科 看護学領域）
目 麻里子 （東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻高齢者在宅長期ケア 看護学分野）
上別府 圭子（一般社団法人子どもと家族の QOL 研究センター）

企画者：池田
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16:20-16:50

会員集会

10:40-11:40

交流集会 1

機能不全家族の問題からみるギャンブル依存症への介入方法
企画代表者：日下
企画者：和田

修一 （聖徳大学 看護学部）
佳子 （聖徳大学 看護学部）

野原 真理 （聖徳大学 看護学部）

13:10-14:30

交流集会 4

童話「白雪姫」の世界を「人間関係見えるかシート」で体感してみよう
企画代表者：岡田
企画者：松田

辰江 （県立広島病院）
洋美

富岡 里江 （訪問看護ステーションはーと）
株崎 雅子 （埼玉県立循環器病センター）
石井 由紀子（千葉市立海浜病院）

茶谷 妙子 （訪問看護ステーションひろば）
渡辺 美恵子（医療法人社団悠翔会）

樋口 敬子 （訪問看護ステーション ココパレ）
金澤 比呂美（大津赤十字病院）
15:00-16:00

教育促進委員会企画

家族看護実践力の基盤をつくる看護基礎教育の充実
―家族のニーズをとらえる力を高めるために―
企画代表者：中野
企画者：瓜生

綾美 （高知県立大学 看護学部）
浩子 （高知県立大学 看護学部）

関根 光枝 （日本赤十字社医療センター）
中村 由美子（横浜創英大学 看護学部）
藤井 淳子 （東京女子医科大学病院）

山口 桂子 （日本福祉大学 看護学部）

浅岡 裕子 （藤田医科大学 保健衛生学部 看護学科）
柄澤 清美 （新潟青陵大学 看護学部）

新村 直子 （東海大学 医学部 看護学科）

仁尾 かおり（大阪公立大学大学院 看護学研究科）

日本家族看護学会 第29回学術集会
第29回学術集会
（2022年）
31 31
日本家族看護学会
（2022年）

１日目 プログラム

第 5 会場（4F 413+414）

ポスター会場（4F 409+410）
14:30ｰ15:00
１日目 プログラム

P-1-1

示説 1

ハイリスク妊婦とそのパートナーの不安（育児・育児以外）
ー両者の違いと妊娠期から児の退院までの変化ー
河村 江里子 1、浅野 みどり 2
1
2

P-1-2

名古屋大学大学院
名古屋大学大学院

看護学専攻 博士後期課程、
総合保健学専攻

終末期がん患者の家族の介護力を支え高める看護
西 恵美

（医）東西会

P-1-3

医学系研究科
医学系研究科

千舟町クリニック

子どもを亡くした遺族に関わる医療福祉等関係者のグリーフに関する認識と
遺族支援の現状
藤田 紋佳 1,4、濱田 裕子 1,4、笹月 桃子 2、植木 慎悟 3
1
3

P-1-4

第一薬科大学 看護学部、2 西南女学院大学 保健福祉学部、
九州大学 大学院医学研究院 保健学部門、4NPO 法人 福岡子どもホスピスプロジェクト

子育て支援において親が保健師等に求めること：国内文献レビュー
山本 真実 1、門間 晶子 2、浅野 みどり 3
1
3

P-1-5

浜松医科大学 医学部 看護学科、2 名古屋市立大学大学院看護学研究科、
名古屋大学大学院 医学系研究科

救命救急センターに緊急入院した患者の家族と関わる臨床経験 2・3 年目の
看護師の思い
木元 千奈美

静岡県立総合病院

P-1-6

患者サポートセンター

介護経験がある看護職者の仕事と介護の両立の現状と支援に関する思い
道口 由美 1、生野 繁子 2
1
2

P-1-7

前九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科
九州看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科

看護学専攻、

育てにくさの予防に向けた看護実践にいたる熟練看護師の臨床判断の分析
―Tanner の定義に基づいて―
小野 里衣、浅野 みどり
名古屋大学大学院

P-1-8

医学系研究科

行政保健師への家族看護教育
ー困難家族事例を活用した家族アセスメントの学習ー
勝又 理恵 1、井上 美佐 2
1

順天堂大学医学部付属静岡病院、2 伊豆の国市役所
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P-1-9

婦人科がん患者と家族に関する看護研究の文献検討
―テキストマイニングによる抄録の分析―
加藤 陽子 1、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

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-1-11 救急・集中領域において認定・専門看護師が家族を看る専門的判断と実践
泊 祐子 1、堀 理江 2、林 みよ子 3
1

関西福祉大学大学院

看護学研究科、2 関西福祉大学、3 静岡県立大学

P-1-12 子どもを持つがん終末期の母親への支援
～バタフライプログラムへの調整を振り返って～
小川 雅子、加藤 かおり

JA 秋田厚生連 秋田厚生医療センター

P-1-13 終末期の娘に終日付き添うことで疲弊する両親が、自身の体調管理も必要だと
気付けるための看護介入について
高橋 由恵、萩谷 翔太

静岡県立静岡がんセンター

P-1-14 介護未経験男性の在宅介護の事前準備に関する年齢比較
長澤 久美子 1、山村 江美子 2、千葉 のり子 1
1

常葉大学

健康科学部

看護学科、2 聖隷クリストファー大学
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１日目 プログラム

P-1-10 生殖補助医療を受ける挙児希望未実現（家族症候）にあるカップル／パートナー
のデマンズに関する文献検討

