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プログラム（講演・シンポジウム等）
6月23日（土）

13：20～ 開 会 式 第1会場（本部棟 1F 講堂）

開催校挨拶：田中 滋（埼玉県立大学 理事長）

13：30～14：00 会長講演 第1会場（本部棟 1F 講堂）

座長：大平 光子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科）

ウィメンズヘルスを支える多職種連携

鈴木 幸子（埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科）

14：10～15：00 20周年記念講演 第1会場（本部棟 1F 講堂）

座長：森 恵美（千葉大学大学院看護学研究科）

リプロダクティブ・ヘルス＆ライツと生殖補助医療の近未来

菊地 盤（順天堂大学医学部附属浦安病院 産婦人科 リプロダクションセンター）

14：10～15：10 交流集会 第2会場（南棟 2F 205-206）

座長：松原 まなみ（日本母性看護学会 専門看護師委員）

母性看護専門看護師実践報告会
報告者：�佐藤 陽子（昭和大学病院、母性看護専門看護師） 

上澤 悦子（京都橘大学 看護学部） 
立松 あき（名古屋第二赤十字病院、母性看護専門看護師） 
吉森 容子（社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会三条病院、母性看護専門看護師） 
深澤 友子（群馬大学 医学部 保健学科、母性看護専門看護師）

15：10～17：10 20周年記念シンポジウム  第1会場（本部棟 1F 講堂）

座長：髙橋 眞理（順天堂大学大学院医療看護学研究科） 
山本 あい子（四天王寺大学看護学部準備室）　　

転換期に立つ母性看護学

1　米国にみるウィメンズヘルス高度実践看護の活動と今後
儀宝 由希子（  Division of Adolescent and Young Adult Medicine Children’s Hospital of 

Pittsburgh of UPMC, Women’s Health Nurse Practitioner）
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2　我が国の母性看護専門看護師の活動と今後
長坂 桂子（NTT東日本関東病院 母性看護専門看護師）

3　女性向け健康管理サイト「ルナルナ」にみる女性の健康の近未来
日根 麻綾（株式会社エムティーアイ ヘルスケア事業本部 ルナルナ事業部 事業部長）

4　母性看護学のこれからと本学会の役割
鈴木 幸子（日本母性看護学会 理事長、埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科 )

15：20～17：10 教育セミナー（CLoCMipⓇ認証） 第5会場（南棟 3F 332）

座長：松井 弘美（富山大学大学院医学薬学研究部）

周産期の糖代謝異常の考え方と対応

成田 伸（自治医科大学 看護学部）

15：30～16：30　 市民公開講座 第6会場（南棟 3F 333）

座長：萱場 一則（埼玉県立大学）

いつまでもいきいきと、美しく 
～加齢に伴う、女性のケア～

須永 康代（埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科）

15：30～16：30　 ナーシングサイエンスカフェ（高校生対象） （南棟 2F 204）

座長：齋藤 いずみ（神戸大学大学院）

助産師って楽しい！

村井 佳美（医療生協さいたま　埼玉協同病院）
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6月24日（日）

9：00～9：50 教育講演1 第1会場（本部棟 1F 講堂）

座長：吉沢 豊予子（東北大学大学院医学系研究科）

生涯を通じた『女性のうつ』の予防と対応

鈴木 利人（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 メンタルクリニック）

9：00～11：00 シンポジウム1 第6会場（南棟 3F 333）

座長：小堀 宏之（メディカルトピア草加病院）　　 
定方 美恵子（新潟大学大学院保健学研究科）

思春期・青年期のウィメンズヘルス

S1-1　学校保健の取り組みから
上原 美子（埼玉県立大学 保健医療福祉学部 共通教育科）

S1-2　 大学生から大学生に伝える 
「性交の同意」についてのパンフレット作製を通した多職種連携

高橋 幸子（埼玉医科大学 医療人育成支援センター地域医学推進センター、社会医学、産婦人科）

S1-3　 思春期・青年期女性が一生を元気に楽しく過ごすため 
出張開業助産師ができる事

櫻井 裕子（出張開業助産師）

S1-4　婦人科見学ツアー前後での女子大学生と医療者の認識の変化
土井 希実 1）2）、市石 遼 1）3） 

1）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科16期生、2）福山平成大学 助産学専攻科、 
3）東邦大学医療センター大森病院 新生児集中治療室

10：00～10：50 教育講演2 第1会場（本部棟 1F 講堂）

座長：田口 眞弓（一般社団法人埼玉県助産師会）

虐待予防の取り組み 
―子どもシェルターを開設して―

大倉 浩（弁護士、子どもセンター・ピッピ）
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11：00～12：00 特別講演 第1会場（本部棟 1F 講堂）

座長：町浦 美智子（武庫川女子大学看護学部）

つながる 
コミュニケーションスキル

三遊亭 楽生（落語家）

12：10～13：00 共催ランチョンセミナー1 第2会場（南棟 2F 205-206）

座長：工藤 里香（京都橘大学看護学部）

子宮頸がんと HPV ワクチンの現況 
～子宮頸がん患者を診てきた産婦人科医の立場から～

近藤 一成（NTT東日本関東病院）

� 共催：MSD株式会社

12：10～13：00 共催ランチョンセミナー2 第5会場（南棟 3F 332）

座長：佐々木 綾子（大阪医科大学大学院看護学研究科）

新生児黄疸と経皮ビリルビン測定

伊藤 進（香川大学 医学部 小児科 名誉教授）

� 共催：コニカミノルタ株式会社／旭化成メディカル株式会社

12：10～13：00 ランチタイムセミナー1 第6会場（南棟 3F 333）

座長：島袋 香子（北里大学看護学部） 

助産師が知っておくべき麻酔分娩について

照井 克生（埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科）

12：10～13：00 ランチタイムセミナー2 第7会場（南棟 3F 334）

座長：坂上 明子（武蔵野大学看護学部）

妊娠に悩む女性の支援 ―妊娠 SOS 相談窓口の活動

姜 恩和（埼玉県立大学 保健医療福祉学部 社会福祉子ども学科）
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13：10～14：10 総　会 第1会場（本部棟 1F 講堂）

14：20～16：20 シンポジウム2 第1会場（本部棟 1F 講堂）

座長：石井 邦子（千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科） 
星野 恵子（公益社団法人埼玉県看護協会）　　　　　　

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

S2-1　 産科施設における産後ケアの提供 
～院内で取り組む産後ケアの実際と課題について～

山田 千恵（つくばセントラル病院）

S2-2　公設公営の助産院におけるネウボラ機能
菊池 幸枝（遠野市 子育て応援部 母子安心課 遠野市助産院「ねっと・ゆりかご」）

S2-3　 行政からの委託事業・民設民営としての子育て包括支援センターへの 
取組について

伊東 優子（わこう助産院）

S2-4　ネウボラから産後ケア ―切れ目ない支援へ
福島 富士子（東邦大学 看護学部 家族・生殖看護学領域）

14：20～15：20 教育講演3 第6会場（南棟 3F 333）

座長：原 和彦（埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科）

快適な生活のためにからだを鍛える 
～骨盤底筋、姿勢、バランス～

山本 綾子（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科）

16：20～ 閉 会 式
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プログラム（口演発表）
6月24日（日）

9：30～10：30 口演1　［ 育児支援の実践等 ］ 第7会場（南棟 3F 334）

座長：三澤 寿美（東北福祉大学健康科学部保健看護学科）

O1-1 児を受け入れられない母親の育児支援を考える 
産婦人科病棟における「患者の権利」とは
○石川 幸恵
医療生協さいたま 埼玉協同病院

O1-2 地域保健師との連携を組織化・標準化に向けた母性看護専門看護師の 
意図的なスタッフ育成
○金 英仙 1）、三田村 七福子 2）

1）医療法人竹村医学研究会 小阪産病院、2）社会医療法人誠光会 草津総合病院

O1-3 カップ授乳に対する看護スタッフの意識調査　～積極的な実践を阻む因子の考察～
○竹田 由樹江、柳澤 美香
医療法人社団愛友会 千葉愛友会記念病院

O1-4 デジタル教材を活用した母性看護教育： 
特に、新生児のバイタルサインを含む生理機能の理解を深めるために
○早川 有子、中島 久美子、臼井 淳美、廣瀬 文乃
群馬パース大学 保健科学部 看護学科

10：30～11：30 口演2　［ ハイリスク妊産婦支援の実践等 ］ 第7会場（南棟 3F 334）

座長：齋藤 英子（日本赤十字看護大学看護学部）

O2-1 保育器に収容され母子分離状態となった新生児の母乳栄養率 
～母乳栄養確立に向けてのケアの振り返り～
○篠﨑 紗由美、山田 千恵
社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院

O2-2 ハイリスク妊産褥婦の継続支援を目的とした専門看護外来で 
母性看護専門看護師が行う実践に関する報告
○松浦 和枝、高尾 恭子、浅田 祥子
淀川キリスト教病院

O2-3 助産師による妊娠糖尿病妊産婦に対する多職種支援を活かした継続支援のあり方
○竹村 民千佳 1）2）、服部 律子 2）

1）前 岐阜大学医学部附属病院、2）岐阜県立看護大学

O2-4 初めて妊娠糖尿病と診断された女性の診断時から産褥早期までの現象学的体験の構造
○豊岡 望穗子
国立大学法人 富山大学附属病院
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14：20～15：20 口演3　［ 育児支援等 ］ 第7会場（南棟 3F 334）

座長：角川 志穂（自治医科大学看護学部）

O3-1 第1子の誕生を期待する男性の妊娠期における肯定的な体験 
―国内外の文献より―
○上池 梨紗 1）、中村 康香 2）、武石 陽子 2）、跡上 富美 3）、吉沢 豊予子 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、3）久留米大学 医学部 看護学科

O3-2 家庭で行われる新生児期および乳児期の沐浴・入浴についての 
初産婦・経産婦の困りごとに関する調査研究
○近澤 幸、佐々木 綾子
大阪医科大学 看護学部

O3-3 産後1か月における母親のソーシャル・キャピタルと育児幸福感の関連要因
○中村 登志子
帝京大学 福岡医療技術学部

O3-4 産後ケア利用希望者の産後うつ傾向と産後ケアに関する需要の実態
○須永 由華 1）、小林 和花子 1）、妻由 晃枝 2）、高野 和江 1）

1）国際医療福祉大学病院、2）国際医療福祉大学

15：20～16：20 口演4　［ ハイリスク妊産婦支援 ］ 第7会場（南棟 3F 334）

座長：中村 康香（東北大学大学院医学系研究科）

O4-1 死産を経験した父親がその子どもに会うことの意味
○十河 由紀
社会福祉法人 恩賜財団 母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病院

O4-2 地域周産期母子医療センターにおける産後ケアの現状と課題について
○山田 智子、丸杉 伊世梨、庄司 光希、山本 かおり
順天堂大学医学部附属浦安病院

O4-3 母体・胎児集中治療室（MFICU）入院中の切迫早産妊婦への看護の実際と 
妊婦による評価
○野中 悠 1）、兼宗 美幸 2）、大月 恵理子 2）

1）埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター 母体・胎児部門、 
2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科

O4-4 後期早産児出産後の初産婦における母親役割獲得過程
○木村 佳代子 1）、森 恵美 1）、坂上 明子 2）

1）千葉大学大学院 看護学研究科、2）武蔵野大学 看護学部
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プログラム（ポスター発表）

6月24日（日）

9：30～10：10 ポスター1　［ 看護職・教育 ］ 第3会場（南棟 2F 207）

　
P1-1 周産期心筋症を発症した母親に対する産褥期の看護 

―多職種連携と母性看護専門看護師の役割―
○高田 鼓
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

P1-2 産後の養育について特に支援が必要な妊産婦を対象とした 
助産師の地域連携への困難感尺度
○三浦 真依 1）、鈴木 幸子 2）、関 美雪 2）

1）元 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科、2）埼玉県立大学

P1-3 A大学病院の周産期診療部に所属する看護職が困難と感じる倫理的問題
○安田 美緒 1）、吾妻 知美 2）

1）京都府立医科大学附属病院、2）京都府立医科大学大学院 保健看護学研究科

P1-4 産科混合病棟における他科患者の死亡時の看護と病棟全体への影響 
看護管理の視点からの考察
○齋藤 いずみ 1）、佐藤 純子 2）、寺岡 歩 3）、中井 かをり 3）

1）神戸大学大学院 保健学研究科 看護学領域、2）王子総合病院、 
3）神戸大学大学院 博士後期課程 看護学領域

P1-5 ラオスの産後における伝統的プラクティスに対する日本の産科医療施設の対応
○齋藤 恵子 1）、鈴木 幸子 2）

1）埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科 博士後期課程、2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部

P1-6 看護中間管理者による妊娠・育児期にある助産師のワーク・ライフ・バランス支援の
現状と課題の認識
○濱田 愛理 1）、兼宗 美幸 2）

1）日本赤十字社医療センター、2）埼玉県立大学

P1-7 医療系以外の学生（一般学生）と看護学生に対する出生前診断の認識の比較
○川越 玲奈、富安 俊子
兵庫大学 看護学部

P1-8 分娩介助演習における模擬産婦による双方向性フィードバックが 
学生の気づきを促す効果
○森 美紀 1）、鈴木 幸子 1）、石井 邦子 2）、青柳 優子 3）、山本 英子 1）、北川 良子 2）、 

川城 由紀子 2）、東原 亜希子 1）、植竹 貴子 3）、妻倉 恵 2）

1）埼玉県立大学、2）千葉県立保健医療大学、3）順天堂大学

P1-9 母性看護実習における男子学生の肯定的な経験
○藤邉 祐子、坂本 保子、髙橋 雪子
八戸学院大学 健康医療学部 看護学科
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P1-10 看護学生が抱く「母性」に対するイメージの変化　―講義前後の自由記述分析から―
○篠原 良子
三育学院大学 看護学部

P1-11 母性看護学主題実習における学生の学びの要素
○橋本 富子、外村 晴美
森ノ宮医療大学 保健医療学部 看護学科

10：10～10：50 ポスター2　［ 育児支援 ］ 第4会場（南棟 2F 208）

　

P2-1 産後1ヶ月健康診査時における褥婦の骨盤輪支持の継続状況と 
マイナートラブルの実態
○大橋 桃子、安食 夕美子、伊藤めぐみ
島根県立中央病院

P2-2 産褥10日以内の抑うつ状態を高めている要因
○濱口 奈都希、中山 佳奈、藤田 織江
川口市立医療センター

P2-3 ふたりの子どもを育てる母親の妊娠期のイメージとそのギャップおよび 
ギャップに対する受け止め
○石岡 沙有理 1）、森田 亜希子 2）

1）草加市立病院、2）埼玉県立大学

P2-4 妊産婦のソーシャルサポートを高める看護
○亀谷 日菜子 1）、山本 英子 2）

1）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科 16期生、2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科

P2-5 就業継続を望む女性が抱く産後の不安
○永田 智子 1）2）、髙橋 眞理 3）

1）順天堂大学大学院 医療看護学研究科 博士後期課程、2）横浜創英大学 看護学部、 
3）順天堂大学大学院 医療看護学研究科

P2-6 中山間地域で助産師が行う育児支援活動の現状と課題
○坂本 めぐみ 1）、兼宗 美幸 2）

1）防衛医科大学校 医学教育部 看護学科、2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科

P2-7 初産婦の産後1か月間におけるソーシャルメディア利用体験
○山田 博美 1）、森 恵美 2）、坂上 明子 3）

1）元 千葉大学大学院 看護学研究科、2）千葉大学大学院 看護学研究科、3）武蔵野大学 看護学部

P2-8 インターネットリサーチによる授乳時の携帯電話等使用に関する調査 
～使用実態について～
○井上 千晶 1）、大平 光子 2）、橋本 由里 1）

1）島根県立大学 看護栄養学部、2）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科
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P2-9 母親の食行動と初乳中のうま味物質との関連　～グルタミン酸に焦点を当てて～
○和多田 抄子 1）、立岡 弓子 1）、宮口 由美子 2）

1）国立大学法人 滋賀医科大学 医学部 看護学科、2）医療法人智林会 山田産婦人科

P2-10 新生児清拭用ベイスンの湯を適温に維持・管理するための用具の検証
○近澤 幸、竹 明美、佐々木 綾子
大阪医科大学 看護学部

14：20～15：00 ポスター3　［ リプロダクティブヘルス ］ 第3会場（南棟 2F 207）

　

P3-1 「婦人科見学ツアー報告会」前後での医療系女子大学生の受診に対する 
自己効力感の変化
○土井 希実 1）、兼宗 美幸 2）

1）福山平成大学 助産学専攻科、2）埼玉県立大学

P3-2 看護系女子大学生における PMS（月経前症候群） 
―認知度・PMSだと自覚したきっかけ及び潜在患者の実態―
○鈴木 秋穂 1）、齋藤 恵子 2）

1）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 16期生、2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部

P3-3 女子大学生における乳がんへの関心の実態調査　―看護学生と一般学生の比較―
○久保田 成美 1）、富安 俊子 2）

1）静岡県立がんセンター、2）兵庫大学 健康科学部 看護学科

P3-4 恋愛観と結婚観をめぐる大学生の意識調査
○久保田 隆子
高崎健康福祉大学大学院 助産学分野

P3-5 月経血コントロールによる月経観、月経随伴症状への影響
○明野 華奈 1）、増田 美恵子 2）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院、2）順天堂大学 医療看護学部

P3-6 腹式単純子宮全摘術を受けた患者のアイデンティティに影響する要因
○黒澤 紀子、神崎 美佐、関村 妙子、蜂谷 享子、小山 晴洋、海老原 淳子
春日部市立医療センター

P3-7 小児期発症の1型糖尿病女性が経験する月経周期に伴うセルフケアに関する文献検討
○宇田川 直子、渡邊 香織、古山 美穂、中嶋 有加里
大阪府立大学大学院 看護学研究科

P3-8 産婦人科受診に対する抵抗感　セクシャルマイノリティ女性の場合
○吉田 安子 1）、大久保 美保 2）

1）神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部、2）玉川レディースクリニック
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P3-9 キャリア後期にある女性看護師の職務継続の要因とヘルスプロモーション行動
○兼宗 美幸 1）、坂本 めぐみ 2）

1）埼玉県立大学 保健医療福祉学部、2）防衛医科大学校 医学教育部 看護学科 

15：00～15：40 ポスター4　［ 妊娠、父親 ］ 第4会場（南棟 2F 208）

　

P4-1 高年初産婦の産後4か月における子育て生活体験
○森 恵美 1）、前原 邦江 1）、岩田 裕子 1）、坂上 明子 2）

1）千葉大学大学院 看護学研究科、2）武蔵野大学 看護学部

P4-2 妊娠中の体重管理と異常分娩、BMI、国籍の関連性
○天川 孝映
蕨市立病院

P4-3 児のダウン症の確定診断を待つ母親が、入院中に捉えた看護職の関わり
○本石 莉子 1）、大月 恵理子 2）

1）川口市立医療センター、2）埼玉県立大学

P4-4 出生後早期から母児分離となった母親の退院から児の退院までの生活の 
実態についての文献検討
○下越 あやか
さいたま赤十字病院

P4-5 妊娠先行結婚をした妻が妊娠期に感じる困難と夫へ求めるサポート
○小松 梨紗 1）、森田 亜希子 2）

1）北里大学メディカルセンター、2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科

P4-6 父親役割獲得を促す出生前看護介入プログラムの開発 
―初めて親となる男性のための Paternity Portfolioの開発―
○森田 亜希子 1）、森 恵美 2）、坂上 明子 3）

1）埼玉県立大学、2）千葉大学大学院 看護学研究科、3）武蔵野大学 看護学部

P4-7 夫の育児行動を促すための妻の関わり方の検討
○横井 麻乃 1）、大月 恵理子 2）

1）葛飾赤十字産院、2）埼玉県立大学

P4-8 妻が里帰り出産をした夫の妊娠期から産褥期における妻やわが子への思い
○山口 実優 1）、山本 英子 2）

1）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科 16期生、2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科

P4-9 1歳未満の子どもをもつ共働き世帯の父親の抑うつ状態に関連する要因
○福島 紗世 1）、藤本 紗央里 2）、小澤 未緒 2）、舩場 友木 2）、大平 光子 2）

1）元 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科、2）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科


