プログラム
7月9日
（土）
第1会場
◆ 開会式

（3F メインホール）

9:30 ～ 9:40

◆ 会長講演

9:40 ～ 10:20

今、目の前のこの子にできること
～こどもの尊厳、生活、未来を守る小児看護実践～
三輪富士代（福岡市立こども病院 看護部長）
座長：荒木 暁子（東邦大学看護学部 小児看護学研究室）
10:40 ～ 11:40

私がディズニーと、難病を患う子どもとその家族に教えてもらったコトと、
いま、実践しているコト
大住

力（公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表理事）

座長：三輪富士代（福岡市立こども病院

◆ 共催セミナー 1

看護部）

12:00 ～ 13:00

先天性心疾患術後循環管理
小田晋一郎（京都府立医科大学大学院医学研究科 小児心臓血管外科 講師）
秀秋（令和健康科学大学 特任教授）
座長：角

共催：マリンクロット ファーマ株式会社
◆ 教育講演 1

13:20 ～ 14:20

神経発達症に関する基礎知識と子どもや家族へのかかわり
山下裕史朗（久留米大学医学部小児科学講座 教授、久留米大学高次脳疾患研究所 所長）
座長：益守かづき（久留米大学医学部 看護学科）
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１日目 プログラム

◆ 特別講演 1

◆ シンポジウム

1

14:40 ～ 16:10

看護師さん、ねえ、見て、聞いて
～日々の実践で子どもの権利を守るということ～
座長：野間口千香穂（宮崎大学

金子

S1-1

医学部

看護学科）

恵美（独立行政法人 国立病院機構 福岡病院 看護部）

病気の子どもの権利を守るために～支援者になった当事者の立場から～
三好

祐也（認定 NPO 法人ポケットサポート 代表理事）

S1-2	子どもと家族の “ 声 ”、“ 言葉として表現されない声 ” の意味をとらえて
ケアの変革につなげよう！
平田

S1-3

子どもの「待って。
」から考える権利擁護
井上

S1-4

美佳（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
絵未（済生会横浜市東部病院 チャイルド・ライフ・スペシャリスト）

大きな言葉の前に立ち止まる
笹月

１日目 プログラム

◆ 会員集会

桃子（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）

17:10 ～ 18:30

第2会場
◆ 共催セミナー

2

（5F 国際会議室501）

12:00 ～ 13:00

子どもと家族の力をエンパワーメントする動物介在療法
座長：田阪

祐子（福岡市立こども病院 看護部 小児看護専門看護師）

人の最良の友『犬』との協同作業
山本真理子（帝京科学大学 アニマルサイエンス学科 講師）

ファシリティドッグ・プログラムの活動の実際
権守

礼美（認定 NPO 法人シャイン・オン・キッズ ファシリティドッグ・ハンドラー /
小児看護専門看護師）

共催：認定
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NPO 法人シャイン・オン・キッズ

◆ 口演

1

14:30 ～ 15:30

小児看護教育１
座長：中新美保子（川崎医療福祉大学保健看護学部）

O-1-1	小児への手術看護に対する手術室スタッフの意識調査と効果的な教育方法に関
する検討
外山華菜子（福岡市立こども病院手術部）

O-1-2

臨地実習を鑑みた小児看護学援助論における学内演習の実践
亀田

O-1-3

芙蓉（日本医療科学大学 保健医療学部 看護学科）

コロナ禍における事例教材 DVD を活用した学内実習プログラムの実践と評価
田中

岳美（兵庫医科大学 看護学部 看護学科）

O-1-4	新型コロナウイルス感染拡大による臨地小児看護学実習の縮小が学生の認識す
る小児看護実践能力に及ぼす影響
監物
◆ 口演

16:00 ～ 17:00

小児看護教育２
座長：江本

O-2-1

リナ（日本赤十字看護大学）

小児病棟の看護師の離職願望と職業継続意思の要因の検討
森田

雄介（北海道立子ども総合医療・療育センター）

O-2-2	緊急時の気管カニューレ挿入に関するモデル人形を用いた教育の取り組み
－小児病棟看護師の知識の定着と状態不安の変化から見た有効性－
大川紗智子（久留米大学病院 東 6 階 小児科）

O-2-3

医療型障害児入所施設の教育担当看護師が考える継続教育の困難さと工夫
仁宮

真紀（中野区子ども発達センターたんぽぽ）

O-2-4	先天性心疾患の病態理解とアセスメント能力向上を目的とした看護スタッフへ
の勉強会の現状と課題
寺松

優（福岡市立こども病院 看護部 HCU 病棟）
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１日目 プログラム

2

佳子（聖路加国際大学大学院 看護学研究科）

第3会場
◆ 口演

3

（5F 502+503）

10:20 ～ 11:20

こどもの病気体験：小児がん
座長：藤田

O-3-1

小児がん経験者の退院後の日常生活上の困りごとや不快感の検討
西塚

O-3-2

紋佳（第一薬科大学 看護学部）

佳奈（山形大学 大学院 医学系研究科 看護学専攻）

長期フォローアップ受診における小児がん経験者の判断と行動化の過程
佐野

唯（東京医科歯科大学病院）

O-3-3	小児血液・がん疾患を経験した AYA サバイバーの自己開示に関する質的研究
－小児期から現在までの経験に着目して－
槇下

朱音（名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻）

O-3-4	造血幹細胞移植を受けた学童期から青年期にある小児がん経験者における退院
後の身体調整と健康管理
１日目 プログラム

長橋由実香（千葉大学 大学院 看護学研究科）
◆ 口演

4

14:30 ～ 15:30

こどもと家族への看護：小児がん
座長：新家

O-4-1

一輝（名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻）

小児がん患児の入院に付き添う親が同疾患の患児をもつ親から受ける影響
山崎菜津美（浜松医科大学医学部附属病院）

O-4-2

小児がん患児のきょうだいへの情報提供における看護師の経験プロセス
塚原

美穂（新潟県立看護大学 大学院 看護学研究科 看護学専攻）

O-4-3	
「小児がん患児とその家族へのトータルケア」の教材開発に参画した小児がん
患児の親の看護師への期待
ー Patient-and Family-Centered Care の理念に基づいてー
上村

浩太（北海道立子ども総合医療・療育センター）

O-4-4	白血病を経験した小中学生とその保護者の学校生活に向けた準備と退院後の調
整
鈴木

佳澄（千葉大学 大学院 看護学研究科）
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◆ 口演

5

16:00 ～ 17:00

こどもと家族への看護：先天性心疾患
座長：半田

O-5-1

浩美（神戸市看護大学 看護学部）

渡航心臓移植を受けた乳幼児期の子どもの親の体験
玄

順烈（東京医療保健大学）

O-5-2	先天性心疾患をもつ子どもが初めて退院するまでに小児病棟の看護師が抱く母
親の気になる様子
山岡

直子（地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター）

O-5-3	先天性心疾患の姑息術後、初めて家庭に帰る子どもや医療処置が必要な子ども
の母親への退院後指導の検討
関

O-5-4

由希（自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児集中治療部）

フォンタン循環にある思春期・青年期の人が病気とともに生きる体験
羽龍

幸栄（茨城県立こども病院）

◆ 口演

6

（4F 409+410）

10:20 ～ 11:20

こどもと家族への看護：NICU
座長：佐藤

O-6-1

朝美（横浜市立大学医学部看護学科）

NICU 退院児の親が家庭で抱える困難を軽減するための看護ケアニーズ
猪股

修也（東北大学 医学部 保健学科 看護学専攻）

O-6-2	NICU に入院する子どもの両親の入院初期の思いと現在の育児ストレスとの関
連
荒木

O-6-3

理沙（名古屋大学医学部附属病院 看護部）

A 病院における NICU 新人看護師が抱く不安
岩下

悠子（総合病院土浦協同病院 看護部）

O-6-4	A 病院 NICU における日常的看護場面での倫理問題に関する認識と倫理的行
動の関連性 ー倫理的感受性を高めるための取り組みに向けてー
竹丸

奈保（福岡市立こども病院 看護部）
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１日目 プログラム

第4会場

◆ 口演

7

14:30 ～ 15:30

こどもと家族への看護：医療的ケア児
座長：山崎あけみ（大阪大学大学院小児家族看護学教室）

O-7-1	短腸症候群により在宅注射を導入する幼児期の子どもと家族への治療継続のた
めの看護
橋爪

真奈（順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部）

O-7-2	Ａ病院における医療的ケア児を抱える母への質問紙調査
～次子妊娠と子育てについての現状と課題～
新村

有彩（神奈川県立こども医療センター）

O-7-3	生後から長期分離により親子関係が脆弱な医療的ケアを有する乳児の在宅移行
支援
齊藤

O-7-4

医療的ケアの必要な 18 トリソミーの児を在宅養育する母親の思い
腰山

１日目 プログラム

◆ 口演

8

志織（広島市立広島市民病院）
健人（名古屋市立大学 大学院看護学研究科 博士前期課程 成育保健看護学）

16:00 ～ 17:00

こどもと家族への看護：手術・集中ケア
座長：青木

雅子（東京女子医科大学）

O-8-1	ECMO 管理中に終末期医療に移行した心疾患を有する患児・その両親への緩
和ケア実践 症例報告
田中

O-8-2

手術を受けるこどもへのスタンプラリーの導入とその効果
近藤

O-8-3

郁美（東京大学医学部附属病院 看護部）

重篤な疾患を持つ児の家族中心のケアの一考察
吉岡

O-8-4

里奈（榊原記念病院 看護部 ICU）

祥子（佐賀大学医学部附属病院）

PICU に長期入院している乳児の発達を促すケアに関する一考察
西宮

園美（国立循環器病研究センター）
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第5会場
◆ スキルアップセミナー

1

（4F 411+412）

10:20 ～ 11:40

どんな時でも、こどもの最善を！こどもの急変を早期に発見し、正しく評価しよう！
小児救急看護認定看護師会

企画代表者：野中

美喜（福岡市立こども病院）

ファシリテーター：藤田めぐみ（福岡大学病院）

梶原 多恵（地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院）
橋本 優子（地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院）
伊與田久美子（地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院）
時津 晴美（飯塚病院）
平方多美子（地域医療機能推進機構 九州病院）
山岡 直子（地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター）
藤原 愛里（熊本赤十字病院）
野﨑 久美（宮崎大学医学部附属病院）
谷
千聡（社会医療法人 童仁会 池田病院）
今村 真美（訪問看護ステーション 縁小島）

◆ テーマセッション

1

健一（福岡市立こども病院 集中治療科）

13:00 ～ 14:20

日本に在住されている海外のこどもへのケアの現状
国際交流委員会

企画代表者：金泉志保美（群馬大学

ファシリテーター：加藤

大学院保健学研究科）

令子（関西医科大学 看護学部）
藤田 優一（武庫川女子大学 看護学部）
本田 順子（兵庫県立大学 看護学部）
名古屋祐子（宮城大学 看護学群）
西川 菜央（関西医科大学 看護学部）

話題提供者：萩原

彩（兵庫県立こども病院）
青木 智子（福岡市立こども病院 看護部）
河原 志保（済生会横浜市東部病院）
五十嵐ゆかり（聖路加国際大学 大学院看護学研究科）
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１日目 プログラム

話題提供者：鉄原

◆ 口演

9

16:00 ～ 17:00

COVID-19・災害支援
座長：田村

恵美（埼玉県立小児医療センター）

O-9-1	COVID-19 流行に伴い面会制限を受けた母親が求めていた支援
―NICU に入院している子どもの母親に焦点をあてて―
井上

朝海（公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院）

O-9-2	医療的ケア児の災害時受け入れ体制確立のための取り組み
ー A 病院通院中の医療的ケア児実態調査ー
須藤

O-9-3

あや（鶴岡市立荘内病院 看護部）

小児病棟看護師を対象とした防災訓練前後の知識・認識に関する検討
永井

さと（総合病院土浦協同病院 看護部）

O-9-4	PICU 看護師の終末期を迎えた患児や家族に対する思いと行動
～新型コロナウイルス感染症流行に伴う面会制限下での関わり～
河野

早苗（福岡市立こども病院 看護部 PICU）

１日目 プログラム

第6会場
◆ テーマセッション

2

（4F 413+414）

10:20 ～ 11:40

新型コロナウイルス感染症流行下における新人看護師への小児看護教育の現状
と今後の展望
教育委員会

企画代表者：来生奈巳子（国立看護大学校

ファシリテーター：岩崎

小児看護学）

美和（東京大学医学部附属病院 看護部 小児看護専門看護師）
佐藤 奈保（千葉大学大学院看護学研究院）
西田 志穗（共立女子大学看護学部）
山田咲樹子（東京女子医科大学病院 小児看護専門看護師）
野村 智実（国立看護大学校 小児看護学）

話題提供者：高木

志帆（東京女子医科大学病院 小児看護専門看護師）
平塚 奈希（久留米大学病院 東棟 6 階小児科病棟 小児看護専門看護師）
松下ゆかり（国立成育医療研究センター病院 看護部 7 階西病棟 副看護師長）
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◆ テーマセッション

3

13:00 ～ 14:20

NICU における新人看護師の教育を充実させよう！
～ Transition 支援プログラムの普及と実用化を目指して～
企画代表者：井出

由美（昭和大学病院／昭和大学保健医療学部看護学科臨床看護学）
千里（土浦協同病院）
理佳（聖路加国際大学大学院看護学研究科）

ファシリテーター：龜山

福冨

話題提供者：井出

由美（昭和大学病院／昭和大学保健医療学部看護学科臨床看護学）
小池恵梨香（昭和大学病院）
龜山 千里（土浦協同病院）
小室 悦子（土浦協同病院）

◆ スキルアップセミナー

2

15:50 ～ 17:10

赤ちゃんの未来のために、みんなで学ぼう！新生児のポジショニング
新生児集中ケア認定看護師会

企画代表者：轟

話題提供者：轟

恵美子（福岡市立こども病院 看護部）

第7会場
◆ テーマセッション

4

（4F 401+402+403）

10:20 ～ 11:40

保育所看護職と語ろう～保育所で働く看護職のための学習支援を考える～
企画代表者：及川

郁子（東京家政大学）
千琴（済生会横浜市東部病院）
朝野 春美（公益社団法人栃木県看護協会）
並木由美江（聖学院大学）

ファシリテーター：鈴木

話題提供者：須藤佐知子（文京学院大学）

宮前

尚子（社会福祉法人みくに会 丸子ベビー保育園）
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１日目 プログラム

恵美子（福岡市立こども病院）
いずみ（福岡市立こども病院）
坂田真理子（福岡市立こども病院）
松村美由紀（産業医科大学病院）
坂田 理絵（久留米大学病院）
菅
仁美（熊本市民病院）
中野 和代（北九州市立医療センター）
印藤 亜純（九州大学病院）
坂本美由紀（楽々サポートセンター）

ファシリテーター：前

◆ テーマセッション

5

13:00 ～ 14:20

小児プライマリケア領域の看護を広げよう～特定認定看護師の活動と展望～
企画代表者：鈴木

ファシリテーター：渡邊

鈴木

話題提供者：鈴木

森谷
不田

◆ テーマセッション

6

千琴（済生会横浜市東部病院小児プライマリケア認定看護師教育課程）
輝子（済生会横浜市東部病院）
千琴（済生会横浜市東部病院小児プライマリケア認定看護師教育課程）
千琴（済生会横浜市東部病院小児プライマリケア認定看護師教育課程）
幸絵（独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター）
貴希（日本赤十字社 姫路赤十字病院 総合周産期母子医療センター NICU）

15:50 ～ 17:10

子どもと家族のニーズの変化から考える小児看護領域の中での高度実践看護
小児看護政策委員会

企画代表者：市原

真穂（千葉科学大学看護学部）
暁子（東邦大学看護学部）
及川 郁子（東京家政大学）
河上 智香（東邦大学看護学部）
熊谷 智子（医療法人社団思葉会 MEIN HAUS）
小林 瑞穂（公益社団法人難病の子供とその家族へ夢を）
佐藤 奈保（千葉大学大学院看護学研究院）
西田みゆき（順天堂大学保健看護学部）

ファシリテーター：荒木

１日目 プログラム

話題提供者：荒木

市原
熊谷

暁子（東邦大学看護学部）
真穂（千葉科学大学看護学部）
智子（医療法人社団思葉会 MEIN HAUS）
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第8会場
◆ テーマセッション

7

（4F 404+405+406）

13:00 ～ 14:20

子どもの権利を護れる看護師になろう !
―「子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践を高める教育プ
ログラム（初級編）」の活用―
企画代表者：髙橋

衣（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
千尋（天使大学看護栄養学部看護学科）
遠藤 里子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
山田咲樹子（東京女子医科大学病院）
中山紗野子（東京慈恵会医科大学付属病院）

ファシリテーター：日沼

話題提供者：髙橋

衣（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
日沼 千尋（天使大学看護栄養学部看護学科）
遠藤 里子（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
山田咲樹子（東京女子医科大学病院）

8

15:50 ～ 17:10

地域コミュニティ発、こどもホスピス
～我が国の小児緩和ケアレベルの向上をめざして～
企画代表者：濱田

裕子（第一薬科大学看護学部 /NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト）
朝美（横浜市立大学医学部看護学科）
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）
下道知世乃（横浜市立大学医学部看護学科）
藤塚 真希（横浜市立大学医学部看護学科）

ファシリテーター：佐藤

話題提供者：佐藤

田川
植田
濱田

朝美（横浜市立大学医学部看護学科）
尚登（認定 NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクト）
洋子（認定 NPO 法人ファミリーハウス）
裕子（NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト）

33

１日目 プログラム

◆ テーマセッション

ポスター会場
◆ 示説

1

P-1-1

こどもと家族への看護１

美亜（弘前大学大学院保健学研究科 / 東北大学大学院医学系研究科博士後期課程）

重症心身障害児（者）の意思確認方法に関する文献検討
岡

P-1-3

13:00 ～ 13:30

「入院中の子どもの闘病意欲」の概念分析
橋本

P-1-2

（2F 多目的ホール）

麻由子（社会福祉法人 旭川荘療育・医療センター 看護部 /
川崎医療福祉大学大学院

医療福祉学研究科

保健看護学専攻）

早期離床が可能な小児整形外科手術における術前浣腸の必要性についての検討
田中奈那子（福岡市立こども病院 看護部）

P-1-4	心臓カテーテル検査を受ける就学前の子どもへのプレパレーションに対する看
護師の認識
服部佐知子（岐阜県立看護大学 看護学部 看護学科）

１日目 プログラム

P-1-5	幼児のリチウム電池誤飲による重症事例の振り返り
～自責の念が強い母親への支援～
下

P-1-6

侵襲的処置体験からの子どもの心理的回復を進めるケアモデルの検討
今西

◆ 示説

2

恵子（昭和大学 保健医療学部 看護学科）
誠子（京都先端科学大学 健康医療学部 看護学科）

こどもと家族への看護 2

13:00 ～ 13:30

P-2-1	子ども医療電話相談（# 8000）における電話相談員の職務満足に関連する因子
の探索
林

文子（奈良学園大学保健医療学部看護学科）

P-2-2	小児病棟の夜勤に関する看護体制の実態を明らかにする質問紙調査
～第一報 成人病棟との比較～
萩原

綾子（地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター）

P-2-3	小児病棟の夜勤に関する看護体制の実態を明らかにする質問紙調査
～第二報 日勤帯・夜勤帯における看護師の業務内容について～
山本

P-2-4

小児のベッドからの転落発生件数減少への取り組み
徳和

P-2-5

光映（聖路加国際病院 小児総合医療センター）
友紀（飯塚病院 北第五病棟）

海外における小児看護分野の患者満足度研究の系統的レビュー
松岡

聖美（九州看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科）
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◆ 示説

3

こどもと家族への看護技術

13:00 ～ 13:30

P-3-1	先天性心疾患の幼児後期・学童前期の子どものセルフケアを育む養育者の養育
態度に着目した看護援助の有用性
半田

浩美（神戸市看護大学 看護学部）

P-3-2	Food Allergy を持つ幼児の親を対象とした Electronic Diary の導入とその
評価
加藤

P-3-3

重症心身障害児の摂食嚥下機能のアセスメントの実態
足立

P-3-4

4

P-4-1

亮（順天堂大学 保健看護学部）

小児看護教育１

13:00 ～ 13:30

保育園実習で看護学生が捉えた子どもへの健康支援に関する学びのプロセス
佳寛（杏林大学 保健学部 看護学科看護養護教育学専攻）

多様な施設で行う小児看護学実習における教育方法の工夫
山野内靖子（東京情報大学）

P-4-3	小児病棟看護師と看護学生における医療安全認識と安全看護活動の重要性に関
する検討
林田

りか（長崎県立大学 看護栄養学部 看護学科）

P-4-4	看護基礎教育におけるビジュアル動画教材を用いた小児看護の医療安全教育の
効果
川端

智子（滋賀県立大学 人間看護学部 人間看護学科）

P-4-5	看護過程の展開と連動したシミュレーション演習「小児のバイタルサイン測定」
における学生の実施内容の特徴
山本

駿（名古屋女子大学 健康科学部 看護学科）
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１日目 プログラム

小林

P-4-2

綾（大分県立看護科学大学 看護学部 看護学科）

幼児を対象としたプレパレーション研究の動向
林

◆ 示説

依子（札幌市立大学大学院 看護学研究科 博士後期課程）

◆ 示説

5

こどもと家族への看護３

16:30 ～ 17:00

P-5-1	遺伝性稀少難病児の母親の妊娠・出産・育児における体験
－母親の語りから支援のあり方を考える－
西田

P-5-2

長期入院した子どもをもつ家族の家族機能のアセスメント視点
富田

P-5-3

6

昌宏（東京医療保健大学大学院 看護学研究科）

発達障害児を育てる家族が支援を受けるまでの現状に関する文献検討
吉野

◆ 示説

真衣（防衛医科大学校 医学教育部 看護学科）

ストレス経験に対する慢性疾患患児の父親の認知
原口

P-5-5

美香（愛知医科大学病院）

病気を抱える子どもの親に対する看護師が行う支援
直井

P-5-4

千夏（藍野大学 医療保健学部 看護学科）

妙子（亀田医療大学 看護学部 看護学科）

こどものセルフケア・成人移行支援 1

16:30 ～ 17:00

１日目 プログラム

P-6-1	1 型糖尿患児の退院後の生活における困難やセルフケアについて
合わせた支援の検討
大場

発達段階に

愛奈（福岡市立こども病院 看護部）

P-6-2	慢性疾患児の自立に向けた療養支援のための看護実践パフォーマンス向上学習
支援プログラムの実施と評価
野間口千香穂（宮崎大学 医学部 看護学科）

P-6-3

慢性疾患を有する子どもの成人移行支援
平賀

P-6-4

先天性心疾患の成人移行期支援を考える ～子どもと保護者のアンケートから～
林

◆ 示説

7

親による支援の実態調査

紀子（茨城県立こども病院）
哉絵（福岡市立こども病院 看護部）

地域連携・専門職連携１

16:30 ～ 17:00

P-7-1	慢性疾患をもつ小児と家族への小児クリニックの看護師が実施するケアプログ
ラム内容の検討：文献検討から
内

P-7-2

正子（神戸女子大学 看護学部）

障がい児の在宅生活をコーディネーションする看護師が使うアセスメントスキル
岡田

摩理（日本赤十字豊田看護大学）

P-7-3	災害時に焦点を置いた退院前指導と退院後継続指導による両親の意識、行動変
化に関する一考察 リモートを用いた退院前訪問を実施して
甲斐

美政（名古屋掖済会病院）

P-7-4	小児在宅療養者の外出環境改善の取り組み
の環境に着目して
森藤香奈子（長崎大学 生命医科学域 保健学系）
36

外出先での排泄介助・おむつ交換

◆ 示説

8

P-8-1

小児看護教育２

小児バイタルサイン測定の教育方法に関する文献検討
岩瀬

P-8-2

桃子（平成医療短期大学 看護学科）

コロナ感染拡大下での乳幼児のマスク着用の現状
中野

P-8-3

16:30 ～ 17:00

―保育実習後の調査から―

幸子（大阪信愛学院短期大学 看護学科）

小児看護学領域の統合実習におけるオンライン学会参加の学習効果
西田

志穗（共立女子大学 看護学部）

P-8-4	小児看護学領域の統合実習において地域の複数の施設を取り入れた効果
―障害児と家族の理解に関する学び―
鳥居賀乃子（日本赤十字豊田看護大学）

P-8-5	小児看護学領域の統合実習において地域の複数の施設を取り入れた効果
―看護師が実際に行っている活動に関する学び―
鳥居賀乃子（日本赤十字豊田看護大学）

P-8-6

小児看護学の教科書にみる小児看護技術の特徴

37

―おむつ交換と経管栄養法―
１日目 プログラム

越雲美奈子（獨協医科大学 看護学部）

