
第21回日本在宅ケア学会学術集会　採択通知一覧

登録番号 日付 時間 セッション名1 セッションテーマ 筆頭演者の姓 筆頭演者の名 演題名

2000 7月17日 13:50～14:30 ポスター エンドオブライフケア3 下田 裕子 大学生の医療事前指示書に対する認識の実態調査

2002 7月16日 14:30～15:10 ポスター リハビリ・福祉1 内田 陽子 地域住民の排尿症状とQOLに影響する要因-運動習慣や骨盤底筋体操との関連-

2004 7月17日 11:25～11:57 ポスター 教育・研修3 渡辺 幸枝 小規模多機能型居宅介護事業所に勤務する看護職の研修ニーズ

2006 7月17日 9:20～10:00 口演 リハビリ・福祉 齋藤 優里香 地域住民の健康について住民自身が工夫している行動

2007 7月16日 16:40～17:30 口演 家族、介護、小児、退院 西尾 美登里 男性介護者の介護問題対処に影響する情的支援と手段的支援

2008 7月17日 13:50～14:40 口演 訪問看護2 石井 佳子 外来患者の受療継続を支援する外来看護師の実践

2009 7月17日 10:45～11:25 ポスター 教育・研修2 磯邉 厚子 在宅看護学実習における看護過程展開－地域で暮らす人々の理解と生活の場での学びを深めるために

2010 7月17日 10:50～11:30 ポスター 訪問看護2 松下 由美子 一人暮らし認知症高齢者の身体的，精神的症状の安定化を図る訪問看護師の援助の構造

2012 7月17日 10：10～10：50 ポスター 訪問看護1 眞野 明日花 訪問看護師の職務に対する欲求－質問紙開発のための文献検討による概念の整理－

2013 7月16日 16:00～16:40 ポスター 家族、小児、介護、退院調整2 伊藤 廣美 精神科訪問看護の開始時における説明と利用に対する当事者の思い

2014 7月16日 14:30～15:10 ポスター エンドオブライフケア1 大﨏　 美樹 終末がん患者のSelf-Perceived Burdenとサポートの互恵性の知覚との関係

2016 7月17日 10:45～11:25 ポスター 教育・研修2 松原 みゆき 新人訪問看護師が一人で訪問するときに抱く不安と必要と感じる支援

2017 7月16日 14:30～15:10 ポスター リハビリ・福祉1 今西 美由紀 在宅ケアサービス利用高齢者のQOLに関する質的分析

2018 7月17日 13:50～14:40 ポスター 地域連携・チームアプローチ 工藤 禎子 在宅高齢者の危機管理に関する研究の動向

2020 7月16日 15:45～16:17 ポスター 教育・研修1 仁科 祐子 多様な場で働く看護職を対象とした継続看護マネジメント研修会の試行と評価

2021 7月16日 16:00～16:40 ポスター 家族、小児、介護、退院調整2 稲葉　 典子 退院調整・退院支援に関わる看護師の役割ストレスと仕事に対する意欲の実態調査

2022 7月17日 11:25～11:57 ポスター 教育・研修3 雑賀 倫子 訪問看護体験プログラムによる病院看護師の在宅生活志向の育成

2023 7月17日 14:50～15:30 口演 地域連携・チームアプローチ 原田 光子 在宅におけるパーキンソン病療養者の看護職に関する服薬管理プログラム

2024 7月16日 14:30～15:10 ポスター エンドオブライフケア1 小林 裕美 在宅で看取りを行う家族の予期悲嘆への援助について　　～予期悲嘆尺度の活用に関する事例研究から～

2025 7月17日 10：10～10：50 ポスター 訪問看護1 伊藤 隆子 訪問看護師が経験するモラルディストレスと対処方法－がんの療養者とその家族介護者への支援の実際から

2027 7月16日 15:50～16:30 口演 訪問看護1 大木 正隆 在宅終末期がん療養者・家族における訪問看護師の在宅導入時期のケア効果

2029 7月16日 16:00～16:40 ポスター 家族、小児、介護、退院調整2 子吉 知恵美 発達障害児とその家族に対し保育士と連携しながら家族全体を支える保健師による支援

2030 7月17日 14:50～15:30 口演 地域連携・チームアプローチ 萩原 智代 短期入所生活介護（ショートステイ）の施設特性の実態―長期利用との関連と今後の課題―

2031 7月16日 15:50～16:30 口演 訪問看護1 木口 綾子 進行初期の在宅神経難病療養者のくらしと訪問看護の役割

2032 7月17日 13:50～14:40 口演 訪問看護2 河添 こず恵 訪問看護ステーションにおける受診支援の実態と意義

2033 7月16日 15:10～16:00 ポスター 家族、小児、介護、退院調整1 佐藤 明子 要介護4および5の高齢者の夜間の介護内容と介護者の睡眠状況および健康感

2034 7月17日 13:50～14:40 ポスター 地域連携・チームアプローチ 御家瀬 真由 道内訪問看護職が考える重症心身障がい児に関わる地域連携の現状-医療介護福祉の地域連携尺度を用いて-

2035 7月17日 10:45～11:25 ポスター 教育・研修2 笹森 佳子 認知症サポーター養成講座の効果検証―SD法による若年受講者のイメージ変化―

2036 7月17日 10:45～11:25 ポスター 教育・研修2 酒井 昌子 多職種チーム対象の継続看護マネジメント研修・実践編の試行と評価

2037 7月16日 15:45～16:17 ポスター 教育・研修1 吉本 照子 新人訪問看護師育成を担う事業所内指導者向け研修プログラムの開発　

2038 7月17日 10:10～10:45 ポスター リハビリ・福祉2 沖中 由美 要介護度別にみた独居高齢者の人生・生活満足感と健康状態との関連

2039 7月17日 9:20～10:00 口演 リハビリ・福祉 大野 洋一 在宅パーキンソン病患者に対する体性感覚キュー刺激の有用性の検討　-歩行および日常生活に与える影響について-

2040 7月16日 16:40～17:30 口演 家族、介護、小児、退院 新井 明子 医療的ケアを必要とする小児の在宅移行期における養育者の思いと訪問看護師の支援内容

2041 7月16日 15:50～16:30 口演 訪問看護1 鳥居 真由美 人生の終末期の生き方の意思決定の特徴と関連する要因ー１地域の住民を対象としてー

2043 7月17日 13:50～14:30 ポスター エンドオブライフケア3 川添 恵理子 通所介護施設における看取りを視野に入れた看護の実践

2044 7月17日 13:50～14:30 ポスター エンドオブライフケア3 柏木 久美子 外来における在宅看護専門看護師と訪問看護認定看護師の連携による在宅看取り支援

2045 7月17日 10:50～11:30 ポスター 訪問看護2 小枝 美由紀 独居要介護高齢者の安全に関する訪問看護実践の実態―近畿地方実態調査からの検討―

2046 7月17日 11:20～12:00 口演 エンドオブライフケア2 浅見 美千江 自宅で親を看取った経験について（第２報）－介護期間に体験したゆらぎと支え－

2047 7月17日 10：10～10：50 ポスター 訪問看護1 平尾 由美子 病棟勤務から訪問看護ステーション業務に移行した直後に看護師が感じる戸惑い・困難

2048 7月16日 15:10～15:45 ポスター エンドオブライフケア2 伊藤 智子 中山間地域に暮らす人の死生観と終末期ケアニーズ:3年間の変化

2049 7月16日 16:40～17:30 口演 家族、介護、小児、退院 彦 聖美 石川県能登地域における男性介護者・家族介護者と支援者のサポートネットワークシステム構築に向けた取り組み

2050 7月17日 9:20～10:00 口演 リハビリ・福祉 中谷 久恵 eラーニングを活用したケアマネジメントのICT教育の実践

2051 7月17日 9:20～10:00 口演 リハビリ・福祉 古川 美和 介護職における急変・突然死への不安因子とその関連要因 ：バーンアウト防止にむけた課題の検討

2052 7月17日 10:45～11:25 ポスター 教育・研修2 林 裕栄 地域高齢者と看護学生との世代間交流プログラムの試行-参加した高齢者の交流への意欲-

2053 7月16日 15:10～16:00 ポスター 家族、小児、介護、退院調整1 森岡 広美 慢性疾患をもつ在宅療養中の患者とその家族の療養生活における実態調査　第1報

2054 7月16日 14:30～15:10 ポスター エンドオブライフケア1 小野 若菜子 訪問看護におけるグリーフケアの実施上の課題

2055 7月17日 11:25～11:57 ポスター 教育・研修3 牛久保 美津子 在宅を見据えた看護実践度の調査結果をもとにグループインタビューで見出した在宅の視点をもつ病院看護師育成のための課題

2056 7月16日 14:30～15:10 ポスター エンドオブライフケア1 松下 恭子 訪問看護師のグリーフケアに対する意識と実施内容 

2057 7月17日 13:50～14:40 口演 訪問看護2 吉井 朋代 訪問看護事業所におけるプロトコルとシートを用いた課題解決型ケースカンファレンス方法の開発

2058 7月17日 14:50～15:30 口演 地域連携・チームアプローチ 原口 道子 在宅療養者支援における看護職と介護職の連携の認識 ―連携の質指標による比較―

2059 7月16日 15:10～15:45 ポスター エンドオブライフケア2 加藤 真紀 島根県の市街地と中山間地域に暮らす人の死生観と 終末期ケアニーズ

2060 7月16日 15:45～16:17 ポスター 教育・研修1 山口 絹世 訪問看護ステーションの経営安定に向けて管理者が適用している経営指標

2061 7月16日 15:10～15:45 ポスター エンドオブライフケア2 阿川 啓子 中山間地域での終末期における介護者への希望と理想的な死の関係

2062 7月17日 10:20～11:10 口演 エンドオブライフケア1 齋藤 信也 循環器疾患のエンドオブライフケアにおける看護師の意思決定支援-システマティックレビュー  

2063 7月17日 10:10～10:45 ポスター リハビリ・福祉2 中田 亜由美 積雪寒冷地在住の要介護・要支援高齢者の外出困難に関する質的研究

2064 7月17日 10:20～11:10 口演 エンドオブライフケア1 島内 節 （第1報）高齢者夫婦世帯の在宅終末期における開始期・臨死期のケアニーズと社会資源活用の特徴がん事例と非がん事例の比較

2065 7月17日 13:50～14:40 ポスター 地域連携・チームアプローチ 原田 由美子 サービス提供責任者による介護支援専門員や訪問看護とのチーム活動の実践における課題について

2066 7月16日 14:30～15:10 ポスター エンドオブライフケア1 福田 由紀子 （第2報）高齢者夫婦世帯の在宅終末期における開始期と臨死期の緊急ニーズ・対応と結果がん事例と非がん事例の比較

2067 7月17日 10:50～11:30 ポスター 訪問看護2 岡田 忍 訪問看護ステーションにおける口腔ケアと訪問看護利用者の口腔の健康状態に関する実態調査

2068 7月17日 10:50～11:30 ポスター 訪問看護2 宮里 夢乃 高齢者の使用する点眼薬の汚染状況について

2070 7月16日 16:40～17:30 口演 家族、介護、小児、退院 田中 道子 [演題名]　 医療的ケアを必要とする子どもの体調の変化に初めて直面した母親の判断に関する研究

2071 7月16日 15:50～16:30 口演 訪問看護1 橋本 友美 進行期パーキンソン病療養者が脳深部刺激術を選択した理由

2073 7月17日 10:20～11:10 口演 エンドオブライフケア1 石川 孝子 訪問看護師による終末期がん患者への死亡場所の意思決定支援と希望死亡場所の実現との関連

2074 7月17日 10:20～11:10 口演 エンドオブライフケア1 西川　 秋子 「保険外看護サービス」が緩和ケア病棟で期待される役割～緩和ケア病棟看護師へのインタビュー分析から～

2075 7月16日 16:00～16:40 ポスター 家族、小児、介護、退院調整2 戸塚 恵子 病棟看護師の在宅に向けての退院支援の現状と課題（第1報）―実践に対する認識と研修・学習会受講との関連を中心に―

2076 7月16日 15:10～16:00 ポスター 家族、小児、介護、退院調整1 滝 ゆず 要介護高齢者の主介護者の介護と仕事の両立に関連する要因-両立群と離職群の比較から-

2077 7月16日 14:30～15:10 ポスター リハビリ・福祉1 山口 幸三郎 リハ特化型訪問看護ステーション「訪問R-station」における利点と課題について

2078 7月17日 13:50～14:30 ポスター エンドオブライフケア3 冨樫 理恵 エンド・オブ・ライフケア実践における看護師の意思決定支援の現状と課題～慢性腎不全患者の意思決定に焦点を当てて～

2079 7月17日 11:25～11:57 ポスター 教育・研修3 島田 昇 訪問看護ステーションにおける療養者の状況および看護技術実施状況についての実態とその課題

2080 7月17日 10:50～11:30 ポスター 訪問看護2 井口 久美 便秘ケアを受けている神経難病療養者の排便状況の満足度と諸要因との関係性

2081 7月16日 15:10～15:45 ポスター エンドオブライフケア2 小林 澄子 訪問看護師が認識した独居高齢者の在宅エンド・オブ・ライフを 可能にする要因 

2082 7月17日 13:50～14:40 口演 訪問看護2 樋口 キエ子 訪問看護師が受け止める在宅看護学実習

2083 7月17日 10：10～10：50 ポスター 訪問看護1 吉田 美穂 訪問看護師のおける巻き込まれに関する研究

2084 7月16日 16:40～17:30 口演 家族、介護、小児、退院 石橋 史子 急性期病棟看護師が持つべき全人的に患者をアセスメントするための視点を身につけることへつながった過程－退院支援に着目して－

2085 7月17日 13:50～14:40 ポスター 地域連携・チームアプローチ 綾部 貴子 居宅介護支援・訪問看護・訪問介護のトランスディシプリナリーアプローチの構成要素

2086 7月16日 16:00～16:40 ポスター 家族、小児、介護、退院調整2 柴山 志穂美 病棟看護師の在宅に向けての退院支援の現状と課題（第2報） －実践に対する満足感や困難感とその理由に焦点を当てて－

2087 7月16日 14:30～15:10 ポスター リハビリ・福祉1 松尾 泉 独居高齢者のヘルスリテラシー向上にむけた

2088 7月17日 11:20～12:00 口演 エンドオブライフケア2 岡本 有子 地域包括ケアシステム構築における課題抽出（その１）：住民の終末期医療と介護に対する意識調査

2089 7月17日 11:20～12:00 口演 エンドオブライフケア2 福井 小紀子 地域包括ケアシステム構築における課題抽出（その２）：自宅看取りを希望する住民の特徴

2090 7月17日 10:10～10:45 ポスター リハビリ・福祉2 中野 理恵 日本における変形性膝関節症患者及び膝痛を抱えた対象者のQOLに関する評価法の検討

2091 7月16日 15:10～16:00 ポスター 家族、小児、介護、退院調整1 河野 由美子 認知症グループホームの介護職における介護行動に関する虐待の認識とストレスの実態

2092 7月16日 14:30～15:10 ポスター リハビリ・福祉1 松丸 直美 在宅におけるパーキンソン病療養者の日常生活を維持・拡大する上で困難となる要因への支援について―自己効力感を高める支援方法―

2093 7月17日 10：10～10：50 ポスター 訪問看護1 小森 直美 訪問看護事業所に従事する訪問看護師の目標設定の構造 　―訪問看護師の夢と訪問看護師が考える弱みから―

2094 7月16日 15:10～16:00 ポスター 家族、小児、介護、退院調整1 安武 綾 在宅認知症高齢者の家族介護者のソーシャルサポートと介護負担感の関連

2095 7月17日 11:20～12:00 口演 エンドオブライフケア2 藤田 淳子 地域包括ケアシステム構築における課題抽出（その3）：医療・介護関係者のコミュニティ意識

2096 7月16日 15:45～16:17 ポスター 教育・研修1 丸岡 紀子 初回訪問シュミレーション演習を取り入れた教育方略

2097 7月17日 13:50～14:40 ポスター 地域連携・チームアプローチ 松井 妙子 訪問看護・訪問介護・居宅介護支援事業所従事者の他職種との連携についての考え

2098 7月16日 15:10～16:00 ポスター 家族、小児、介護、退院調整1 清水 律子 女性介護者の介護状況の変化―６年間の縦断研究―

2099 7月17日 14:50～15:30 口演 地域連携・チームアプローチ 豊原 喜代美 独居高齢者の介護保険サービス利用アクセシビリティ

2100 7月17日 13:50～14:40 ポスター 地域連携・チームアプローチ 松永 洋子 地域包括支援センターの3職種の専門性に関する文献検討

2101 7月17日 13:50～14:30 ポスター エンドオブライフケア3 木村 典子 認知症高齢者グループホームで生活している高齢者が望む人生の最期

2102 7月17日 10:10～10:45 ポスター リハビリ・福祉2 橋本 理恵 訪問看護導入時におけるアセスメント視点の比較分析～訪問看護師とケアマネジャーの問題把握・開始時計画視点の特徴～   

2103 7月17日 13:50～14:40 口演 訪問看護2 横山 美智子 在宅ケアにおける訪問看護師の資質向上に向けた取組例-病院内訪問看護ステーションと研究センターとが併設しているメリットー　　

2104 7月17日 10:20～11:10 口演 エンドオブライフケア1 後藤 真澄 認知症高齢者の終末期ケアの場における特性と課題に関する文献検討


