7月10日
（日）
第1会場
◆ 特別講演

2

10:00 ～ 11:00

天神さまの細道の先
味酒

（3F メインホール）

―こどもの守り神―

安則（太宰府天満宮 顧問、文化研究所 主管学芸員）

座長：森藤香奈子（長崎大学

◆ ランチョンセミナー

1

生命医科学域保健学系）

12:00 ～ 13:00

みんなでつくる子どもに優しい医療処置環境
座長：岡田

～疼痛緩和の意義と実践～

賢司（福岡看護大学 基礎・基礎看護部門 教授）

わたしだって、痛いの怖いのは嫌なんだ！
古野

憲司（福岡市立こども病院 総合診療科 科長）

子どもの痛みを少しでも減らす工夫と医療現場でできること
～針穿刺時の疼痛緩和とその実践～
原田


２日目 プログラム

◆ 教育講演

2

香奈（東邦大学医療センター大森病院 チャイルド・ライフ・スペシャリスト）
共催：佐藤製薬株式会社 / 北里薬品産業株式会社
13:20 ～ 14:20

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の実現に向けて
内田

愛子（厚生労働省子ども家庭局母子保健課 母子保健指導専門官）
裕子（第一薬科大学 看護学部）

座長：濵田
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◆ シンポジウム

2

14:40 ～ 16:10

小児看護の基礎教育・臨床教育について語ろう
－こどもと家族の反応と行動の意味を考えることと実践をつなぐ－
九州・沖縄小児看護教育研究会ジョイント企画
座長：飯野

松岡

S2-1

こどもと家族のセルフケアに着目した実践力の育成を目指して
原

S2-2

英親（福岡看護大学 健康支援看護部門）
聡美（福岡市立こども病院 看護部）

朱美（関西医科大学 看護学部）

「子どもと家族の反応を捉える」演習の展開～赤ちゃん先生＊の演習を通して～
松本祐佳里（福岡大学 医学部 看護学科）

S2-3

NICU における家族支援を含めた実習指導と新人教育
浦部

由紀（九州大学病院 看護部）

S2-4	重症心身障害児・者施設における看護師の役割と看護師教育
～命を支え、生活・人生を豊かにするための看護ケア～
佐野千枝子（姫路聖マリア病院 重度障害総合支援センタールルド）
◆ 閉会式

16:10 ～

◆ 口演

10

（5F 国際会議室501）

9:00 ～ 10:00

こどもと家族への看護技術
座長：小迫

幸恵（山口県立大学看護栄養学部看護学科）

O-10-1 プレパレーションの定着に向けた現状と課題
國永

綺子（九州大学病院 小児医療センター）

O-10-2 点滴固定中の幼児の行動特性
田久保由美子（東京医療保健大学 千葉看護学部）

O-10-3 保育園看護師が行う非外傷性急性腹症のフィジカルアセスメントの使用実態
立川

絵理（社会福祉法人 福栄会 品川区立就学前乳幼児教育施設 ぷりすくーる西五反田 /
放送大学

生活と福祉コース）

O-10-4 子どもの入院生活において医療者がケアに音楽を使用した際の思考の内容
片桐未唯菜（東北大学 医学部 保健学科 看護学専攻 小児看護学分野）
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２日目 プログラム

第2会場

◆ ランチョンセミナー

2

12:00 ～ 13:00

保育施設におけるイオンレス®（次亜塩素酸水）シーエルファイン® の除菌性能
に関する報告
三浦

美穂（久留米大学病院 感染制御部 副部長）
美里（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 感染管理認定看護師）
共催：ニプロ株式会社

座長：甲斐



◆ 口演

11

14:40 ～ 15:40

こどものセルフケア・成人移行支援
座長：本田

真也（関西国際大学保健医療学部）

O-11-1	慢性疾患をもつ移行期患者の意思決定能力を高めるために小児看護専門看護師
が実践している看護
福井

美苗（武庫川女子大学 看護学部 看護学科）

O-11-2	小児を対象にした診療科に通院・入院する小児期発症の慢性疾患患者の親の思
いと要望
栗田直央子（静岡県立こども病院 看護部）

O-11-3 先天性心疾患を持つ AYA 世代の自立生活に向けた移行準備の因子構造
佐藤

寿哲（四條畷学園大学 看護学部 看護学科）

O-11-4	思春期・青年期胆道閉鎖症患者が自ら療養生活を整えていくための患者と親へ
のケアガイドラインの開発
２日目 プログラム

平塚

克洋（昭和大学 保健医療学部 看護学科）
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第3会場
◆ 口演

12

（5F 502+503）

9:00 ～ 10:00

こどもと家族への看護：病気の認識とケア
座長：茎津

智子（京都光華女子大学）

O-12-1	疾患と医療的ケアへの必要性に疑問を抱いた患児とその母親への外来看護実践
思春期の二分脊椎症患児の事例を通して
永嶋

由美（栃木県自治医科大学附属病院 とちぎ子ども医療センター）

O-12-2	新生児壊死性腸炎による短腸症候群を発症した児の在宅移行に向けた医療的ケ
アの手技獲得への家族支援
香月有希子（独立行政法人国立病院機構 佐賀病院）

O-12-3	一般病院の小児病棟の看護師が発達障害をもつ子どもと親との関わりで感じる
困難
鷲見

正子（日本福祉大学 看護学部）

O-12-4 広汎性発達障害をもつ児のきょうだいの体験に関する文献検討
福地本
◆ 口演

13

唯（昭和大学病院）

10:40 ～ 11:40

こどもと家族の病気体験
O-13-1 治療適応となっていない低身長の子どもを持つ親の思い
重永友梨奈（福岡大学病院 看護部 小児科）

O-13-2	治療効果が乏しく転院を希望した子どもと家族の思いとそれを支える看護
－ 1 事例を通して－
牛ノ浜奈央（北九州市立八幡病院）

O-13-3	在宅重症心身障害児の気管切開実施に関する家族としての意思決定に至るまで
の母親の認識
庄司

宗和（学校法人 医療創生大学 葵会仙台看護専門学校）

O-13-4 採血・末梢静脈穿刺を受ける幼児後期の子どもの覚悟
藤井加那子（兵庫医科大学 看護学部 看護学科）
◆ ランチョンセミナー

3

12:00 ～ 13:00

携帯電話の電磁波って危ないの？

－ WHO の見解を紹介します－

大久保千代次（一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 所長）
座長：高田 雄史（一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター 所長代理）

共催：一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター
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２日目 プログラム

座長：名古屋祐子（宮城大学看護学群）

◆ 口演

14

13:20 ～ 14:20

子育て支援・養育環境・虐待
座長：友田

尋子（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部）

O-14-1 第 1 子の乳児をもつ父親の子育て支援におけるソーシャルサポートニーズ
清水いづみ（中部大学 生命健康科学部 保健看護学科）

O-14-2	養育期家族の育児ストレスと親性との関連
－子どもの年齢，子どもの特性による検討ー
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）

O-14-3 子どもの頭部外傷等により虐待を疑われ親子分離を余儀なくされた養育者の体験
北野

美月（摂南大学 大学院 看護学研究科）

O-14-4	児童心理治療施設に入所する被虐待経験のある中学生の身体症状の訴えに対す
る職員の認識
州崎
◆ 口演

15

悦代（児童心理治療施設ひびき）

14:40 ～ 15:40

在宅支援・訪問看護・継続看護
座長：河俣あゆみ（三重大学医学部附属病院

小児・AYA がんトータルケアセンター）

O-15-1	医療的ケアを必要とする小児の家族との関係構築に向けた訪問看護師の認識と
行動
２日目 プログラム

西田

光（神戸女子大学大学院 看護学研究科）

O-15-2	医療的ケア児が利用する障害児通所支援事業所における看護師の実践と課題
ー A 県の現状調査ー
久保田由香理（福岡市立こども病院 看護部）

O-15-3 放課後等デイサービスにおける実践に対する看護師の困難の検討
藤田藍津子（東京家政大学 健康科学部 看護学科）

O-15-4	重症児児童発達支援事業所における超重症児の自発性を育む多職種チームの取
り組み
熊谷

智子（医療法人社団 思葉会 MEIN HAUS）
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第4会場
◆ 口演

16

（4F 409+410）

9:00 ～ 10:00

こどもの健康支援
座長：桑田

弘美（滋賀医科大学医学部臨床看護学講座）

O-16-1	アトピー性皮膚炎をもつ子どもへの発達段階に応じたスキンケア指導の一例
ー遊びを交えた主体性を引き出す関わりと母親の変化－
牛ノ浜奈央（北九州市立八幡病院）

O-16-2 便・排便に関連した絵本の内容の分析
小泉

麗（昭和大学 保健医療学部 看護学科）

O-16-3	食物アレルギーのある中学生の社会的食事場面におけるヘルスリテラシー促進
に向けたプログラムの教材開発
橋本

美穂（千葉大学 大学院看護学研究科 看護学専攻 博士後期課程 /
順天堂大学

医療看護学部）

O-16-4	入院になる子どもの睡眠の質に対する実態調査
小児病棟に入院した児の適切な睡眠時間と環境についての検討
小田
◆ 口演

17

菜摘（株式会社麻生飯塚病院 看護部）

10:40 ～ 11:40

地域連携・専門職連携
正子（神戸女子大学 看護学部）

O-17-1	急性期病院の小児と成人の混合病棟における小児レスパイト入院拡充への取り
組み
中澤

淳子（医療法人 徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院）

O-17-2	障がい児の在宅生活を専門的に支援する看護師によるコーディネーションのプ
ロセス
市川百香里（岐阜県看護協会 重症心身障がい在宅支援センター みらい）

O-17-3 医療的ケア児の就学先選考プロセスと保護者の思い
加藤

美香（名古屋市立大学 大学院 看護学研究科 成育保健看護学）

O-17-4	小児在宅療養における入浴支援のあり方の検討
ー訪問入浴サービスを導入した実践報告―
水川

知恵（一般社団法人 Kukuru）
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２日目 プログラム

座長：内

◆ 口演

18

13:20 ～ 14:20

小児看護における看護倫理
座長：松浦

和代（札幌市立大学看護学部）

O-18-1	病名告知に対する意思形成支援への取り組み
～思春期患児の病名告知に対する倫理的ジレンマ～
林

晴香（あいち小児保健医療総合センター）

O-18-2	救急外来で子どもの権利を擁護するために小児看護のスペシャリストが行う看
護師への支援
古賀

将平（地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院）

O-18-3	がんの子どもと死別した母親が質的研究に参加することの利益と負担に関する
倫理的考察
平田

美佳（埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科）

O-18-4	外来で採血を受ける幼児期前期の子どもへの看護に関する文献検討
－抑制や親の同席の判断に与える影響に着目して－
小林
◆ 口演

19

亜美（静岡県立大学 看護学部）

14:40 ～ 15:40

終末期・緩和ケア
座長：松岡

真里（三重大学大学院医学系研究科看護学専攻）

２日目 プログラム

O-19-1 終末期にある子どもを看護する訪問看護師の体験
森

浩美（旭川医科大学 医学部 看護学科）

O-19-2 小児緩和ケアに関する看護師の認識と実践に関する全国調査
名古屋祐子（宮城大学 看護学群 小児看護学領域 /
東北大学大学院

医学系研究科

保健学専攻

小児看護学分野）

O-19-3	予後不良な子どもと家族への発達促進を目的としたケアの考察
－地域を含めた多職種との連携－
岡村

祐美（大阪府立病院機構 大阪精神医療センター）

O-19-4	自宅で最期を希望した 18 トリソミーの患者・家族への関わりを振り返りチー
ム医療の発展に繋げたい
花田

真弥（飯塚病院）
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第5会場
◆ スキルアップセミナー

3

（4F 411+412）

9:00 ～ 10:20

集中治療から病棟まで、みんなで考えよう
～点滴・ドレーン・挿管チューブの固定～

明日から活かせる看護の工夫

企画代表者：辻尾有利子（京都府立医科大学附属病院

ファシリテーター：新井

手塚
福富

PICU）

朋子（東京都立小児総合医療センター PICU）
園江（聖路加国際大学大学院看護学研究科博士後期課程）
理佳（聖路加国際大学大学院看護学研究科）

話題提供者：藏ヶ﨑恵美（福岡市立こども病院

PICU）

小林佳代子（あいち小児保険医療総合センター PICU）
金久保咲季（東京都立小児総合医療センター NICU）
五十嵐 遥（京都府立医科大学附属病院 小児医療センター（こども西病棟））

◆ テーマセッション

9

10:40 ～ 12:00

意思決定支援は診療報酬につながるか
診療報酬検討委員会

企画代表者：萩原

綾子（神奈川県立こども医療センター）

ファシリテーター：河俣あゆみ（三重大学医学部附属病院 小児・AYA がんトータルケアセンター）

芳子（東京情報大学看護学部）
志穗（共立女子大学 看護学部）
光映（聖路加国際病院 小児総合医療センター）
香織（神奈川県立こども医療センター）
寿江（神奈川県立こども医療センター）

話題提供者：河俣あゆみ（三重大学医学部附属病院 小児・AYA がんトータルケアセンター）

中谷
村上

◆ テーマセッション

10

扶美（兵庫県立こども病院）
寿江（神奈川県立こども医療センター）

13:00 ～ 14:20

掲載される論文のために、こんなところを見直してみませんか？
ー編集委員からの提案ー
編集委員会

企画代表者：平林

ファシリテーター：小川

杉浦
横山
新家
川田

優子（信州大学学術研究院 保健学系）
純子（淑徳大学 看護栄養学部）
太一（名古屋女子大学 健康科学部 看護学科）
由美（自治医科大学 看護学部）
一輝（名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻）
悠介（信州大学学術研究院 保健学系）
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２日目 プログラム

水野
西田
山本
齋藤
村上

◆ テーマセッション

11

14:40 ～ 16:00

利益相反（COI）を知っていますか？
学会活動における利益相反（COI）管理の必要性を学びましょう
総務委員会

企画代表者：塩飽

仁（東北大学大学院医学系研究科保健学専攻小児看護学分野）

ファシリテーター：野間口千香穂（宮崎大学医学部看護学科）

井上由紀子（仙台赤門短期大学看護学科）
三上千佳子（宮城大学看護学群）
相墨 生恵（岩手県立大学看護学部）
入江
亘（東北大学大学院医学系研究科保健学専攻小児看護学分野）
菅原 明子（東北大学大学院医学系研究科保健学専攻小児看護学分野）

話題提供者：塩飽

仁（東北大学大学院医学系研究科保健学専攻小児看護学分野）
井上由紀子（仙台赤門短期大学）

第6会場
◆ テーマセッション

12

（4F 413+414）

9:00 ～ 10:20

病院内での災害対策の取組み
小児病棟・NICU での災害時の対策や日頃の備えはできていますか？
災害対策委員会

２日目 プログラム

企画代表者：伊藤

久美（杏林大学保健学部看護学科）

ファシリテーター：野間口千香穂（宮崎大学医学部看護学科）

草野 淳子（大分県立看護科学大学）
松浦 和代（札幌市立大学）
祖父江育子（広島大学大学院）
西田みゆき（順天堂大学保健看護学部）
鎌田佳奈美（摂南大学看護学部看護学科）
上原 章江（伊東市民病院）
近藤美和子（埼玉県立小児医療センター）
荒武 亜紀（宮崎大学医学部看護学科）

話題提供者：伊藤

友弥（あいち小児保健医療総合センター 救急科）
宮川佑三子（大阪母子医療センター 看護部）
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◆ テーマセッション

13

10:40 ～ 12:00

小児看護学に遺伝ゲノム学を導入した実践モデル構築を目指して
・・子ども自身が遺伝・ゲノム・染色体についてわかることの意義・・
企画代表者：中込さと子（信州大学医学部保健学科）

ファシリテーター：野間口千香穂（宮崎大学医学部看護学科）

鈴木智恵子（佐賀大学医学部看護学科）
北村 千章（清泉女学院大学看護学科）
沓脱小枝子（山口大学医学部看護学科）

話題提供者：佐々木規子（長崎大学医学部看護学科）

◆ テーマセッション

14

13:00 ～ 14:20

患者・家族の意思を尊重する意思決定支援とは？
～もっと知ろう！子どもと家族が大切にしていること～
企画代表者：井上みゆき（和歌山県立医科大学）

ファシリテーター：齋藤

◆ テーマセッション

15

香織（神奈川県立こども医療センター）
由佳（聖隷浜松病院）
礼美（認定 NPO 法人シャイン・オン・キッズ）
雅子（愛知医科大学病院）
勇太（愛知医科大学病院）
見和（和歌山県立医科大学）
宏美（埼玉県立大学）
佑季（済生会横浜市南部病院）

14:40 ～ 16:00

子どもが力を発揮できる、ディストラクション・プレパレーション
企画代表者：弓気田美香（東京有明医療大学）

ファシリテーター：長田

割田

泉（大東文化大学）
陽子（東京大学医学部附属病院 看護部）

話題提供者：長田

泉（大東文化大学）
弓気田美香（東京有明医療大学）
割田 陽子（東京大学医学部附属病院 看護部）
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２日目 プログラム

杉野
権守
竹島
渡邉
狗巻
浅井
川名

第7会場
◆ テーマセッション

16

（4F 401+402+403）

9:00 ～ 10:20

子どもと家族を支える地域包括ケアについて考えよう
企画代表者：倉田

ファシリテーター：市原

仁宮
田中

話題提供者：仁宮

田中
倉田
市原

◆ テーマセッション

17

慶子（順天堂大学医療看護学部）
真穂（千葉科学大学看護学部）
真紀（中野区子ども発達センターたんぽぽ）
美央（新潟大学医学部保健学科看護学専攻）
真紀（中野区子ども発達センターたんぽぽ）
美央（新潟大学医学部保健学科看護学専攻）
慶子（順天堂大学医療看護学部）
真穂（千葉科学大学看護学部）

10:40 ～ 12:00

こどもの高次脳機能障害の症状出現を考慮したケアとは
－急性期からの退院支援－
企画代表者：小室

ファシリテーター：市原

佳文（東京医科大学医学部看護学科）
真穂（千葉科学大学看護学部 / 大学院看護学研究科）

話題提供者：小室

２日目 プログラム

佳文（東京医科大学医学部看護学科）
市原 真穂（千葉科学大学看護学部 / 大学院看護学研究科）
今橋久美子（国立障害者リハビリテーションセンター / 高次脳機能障害情報・
支援センター）

和田
◆ テーマセッション

18

明美（福岡市立心身障がい福祉センター 高次脳機能障がい支援センター）

13:00 ～ 14:20

小児慢性疾患をもつ子どもの保育園・幼稚園への就園支援を考えよう！
企画代表者：仁尾かおり（大阪公立大学大学院看護学研究科）

ファシリテーター：西田みゆき（順天堂大学保健看護学部）

野間口千香穂（宮崎大学医学部看護学科）
小柴 梨恵（千葉大学大学院看護学研究科 博士後期課程）

話題提供者：仁尾かおり（大阪公立大学大学院看護学研究科）

西田みゆき（順天堂大学保健看護学部）
大戸真紀子（幼保連携型認定こども園 浜分こども園）
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◆ テーマセッション

19

14:40 ～ 16:00

マルトリートメント事例にかかわる看護師の困難感・ジレンマ
企画代表者：川口めぐみ（地方独立行政法人

大阪府立病院機構

大阪母子医療センター）

話題提供者：川口めぐみ（地方独立行政法人

大阪府立病院機構

大阪母子医療センター）

ファシリテーター：竹田

佳子（東邦大学医療センター大森病院）
橋倉 尚美（社会医療法人 愛仁会高槻病院）
山岡 直子（大阪市立総合医療センター）
友田 尋子（甲南女子大学看護リハビリテーション学部）
楢木野裕美（大阪信愛学院大学 看護学部）
近藤美和子（埼玉県立小児医療センター）
馬場 恵子（滋賀県立小児保健医療センター）

竹田
橋倉

佳子（東邦大学医療センター大森病院）
尚美（社会医療法人 愛仁会高槻病院）

第8会場
◆ テーマセッション

20

（4F 404+405+406）

9:00 ～ 10:20

現場での後輩への教育の工夫を共有したい方、集合！
―先天性心疾患の子どもへの看護に焦点をあてて―
弥生（山梨県立大学看護学部 小児看護学）
純子（淑徳大学看護栄養学部）
水野 芳子（東京情報大学看護学部）
笹川みちる（国立循環器病研究センター）
長谷川弘子（アイケアキッズ京都）

話題提供者：村山有利子（聖隷浜松病院）

栗田直央子（静岡県立こども病院）
横山奈緒実（松戸市立総合医療センター）

◆ テーマセッション

21

10:40 ～ 12:00

COVID-19 パンデミック下におけるこどもの療養生活：
看護師の思い・経験を共有しよう！
企画代表者：小林

京子（聖路加国際大学大学院看護学研究科）
亘（東北大学大学院医学系研究科保健学専攻）
上原 章江（伊東市民病院）
佐藤 奈保（千葉大学大学院看護学研究院）
新家 一輝（名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻）
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）

ファシリテーター：入江
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２日目 プログラム

企画代表者：宗村

ファシリテーター：小川

ポスター会場
◆ 示説

9

P-9-1

終末期・グリーフケア

（2F 多目的ホール）

11:30 ～ 12:00

同胞と死別したきょうだいの思いに関する文献検討
菊留

小都（名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻）

P-9-2	重度な障がいをもつ子どもと家族へのエンド オブ ライフケアにおける小児看
護専門看護師の実践
有田

P-9-3

直子（高知県立大学）

親を亡くした子どもや家族への支援

親を亡くした子どもの文献から

竜田英里佳（自衛隊中央病院 看護部）
◆ 示説

10

子育て支援・養育環境・虐待

11:30 ～ 12:00

P-10-1 養育者による子どもへの虐待に関する国内文献検討
山口

未久（京都府立医科大学 医学部 看護学科）

P-10-2 医療者が捉えた医療的ケアを要する乳幼児をもつ親の不適切養育行動
楢木野裕美（大阪信愛学院大学 看護学部）

P-10-3	地域子育て支援機関での育児支援の実際と課題
ー継続支援を行った５事例の相談記録の分析からー
佐藤美奈子（帝京平成大学 健康医療スポーツ学部 看護学科）
２日目 プログラム

P-10-4 保護者の喫煙防止授業に対する認識と子どもの喫煙防止授業効果との関連
今野
◆ 示説

11

美紀（札幌医科大学 保健医療学部 看護学科）

こどもと家族への看護：小児がん

11:30 ～ 12:00

P-11-1 化学療法を受けている子どもと母親の食事のニーズ
白井

ー選択食を導入してー

澄（四国こどもとおとなの医療センター）

P-11-2	小児血液・がん疾患者のきょうだいの心理社会的ニーズ早期発見に向けたツー
ル開発
金子

太郎（名古屋大学 大学院 医学系研究科 総合保健学専攻 /
名古屋大学

医学部附属病院

看護部）

P-11-3 ビネット法を用いた小児がん経験者への大学生の態度に関する研究
本多

直子（長崎大学 生命医科学域 保健学系）
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◆ 示説

12

こどもと家族への看護：NICU

11:30 ～ 12:00

P-12-1	NICU に入院しているきょうだいへの面会を経験した子どもの反応
―養育者からみた子どもの反応および子どもがとらえた体験から―
黒岩めぐみ（群馬大学 医学部附属病院 NICU 病棟）

P-12-2 NICU 退院児フォローアップ外来における看護に関する国内文献検討
下野

純平（岩手保健医療大学 看護学部）

P-12-3 新生児病棟から一般病棟へ転棟した患児に対する母親の愛着とその関連要因
三代

侑佳（島根大学医学部附属病院 看護部 GCU）

P-12-4 NICU 経験 2 ～ 3 年目の看護師の家族への対応
和田久美子（福島県立医科大学 看護学部）

P-12-5	NICU に入院した医療的ケアのない低出生体重児と母親にかかわる退院支援看
護師の活動の現状と課題
後藤美名子（日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院）

P-12-6 NICU から退出困難と思われた子どもの在宅移行へ向けた看護師の関り
杉本
◆ 示説

13

智美（静岡県立こども病院）

小児看護教育３

11:30 ～ 12:00

P-13-1 臨床看護師に向けた小児看護継続教育プログラムの開発
山田咲樹子（東京女子医科大学病院）

村山有利子（聖隷浜松病院）

P-13-3	循環器疾患の子どもへの看護実践力を高める Web を活用した学習システムの
構築 －第 1 報 オンライン研修における教授方法の工夫－
小川

純子（淑徳大学 看護栄養学部）

P-13-4 小児鎮静下の MRI 検査の患者監視体制による看護師が抱く不安との関連
秋枝

佐知（綜合病院 山口赤十字病院 東 7 階病棟）
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２日目 プログラム

P-13-2	循環器疾患の子どもへの看護実践力を高める Web を活用した学習システムの
構築 ―第 2 報 研修プログラムの構造と参加者評価―

◆ 示説

14

地域連携・専門職連携２

14:30 ～ 15:00

P-14-1 訪問看護師が行う重症児に対するアセスメントの視点を構成する因子の検討
草野

淳子（大分県立看護科学大学）

P-14-2 児童発達支援センターでの子どもに関わる多職種・看護職の連携の現状と課題
岡永真由美（岐阜県立看護大学）

P-14-3	病棟看護師等への在宅支援を軸にした医療的ケア児のための研修モデルの検討
ー子ども在宅連携研修会を実施してー
小林

瑞穂（公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を 訪問看護ステーションダイジョブ）

P-14-4	障害児のライフイベントに対応する活動から地域包括ケアに向かう共助を探る
―相談支援専門員の活動から―
枝川千鶴子（愛媛県立医療技術大学 保健科学部 看護学科）
◆ 示説

15

こどものセルフケア・成人移行支援 2

14:30 ～ 15:00

P-15-1	PICU に入室しているこどものセルフケア能力とそれに対する看護師の支援の
事例検討 手術後の学童前期の 1 例を通して
西川

菜央（関西医科大学 看護学部）

P-15-2 思
 春期にある脊髄性筋萎縮症患者の感情変化による心拍数の変動をコントロール
するための支援 ‐ 社会性を伸ばし成人期への移行を目指した１事例の報告 小林三希子（独立行政法人国立病院機構 福岡病院）
２日目 プログラム

P-15-3	心身に障がいのあるこどもが日常生活を営むために看護師が行う発達支援のプ
ロセス
石浦

光世（関西医科大学）

P-15-4	小児期から慢性疾患のある AYA 世代の『自分らしくある感覚』に関する認識
と実際
川合
◆ 示説

16

弘恭（児童家庭支援センター高知ふれんど にじいろステーション）

COVID-19・災害支援

14:30 ～ 15:00

P-16-1 学童期の中越地震の被災体験が成人期に及ぼす影響
山田

麻耶（新潟県立新発田病院 看護部）

P-16-2 新型コロナウイルス感染症で入院した小児のプレパレーション 4 例の検討
栗山すみれ（国立病院機構福岡病院 看護部）

P-16-3 オンライン面会による愛着形成支援
安川

愛海（福岡赤十字病院 看護部 小児科）
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◆ 示説

17

小児看護における看護倫理

14:30 ～ 15:00

P-17-1 小児看護専門看護師が子どもの意思決定を支援するプロセス
佐藤

幸子（山形大学 医学部 看護学科）

P-17-2 子どもに関わる外来看護師の学習プログラムを通しての倫理的課題への取り組み
古屋

千晶（順天堂大学 医療看護学部）

P-17-3	子どもに関わる外来看護師への倫理的課題の解決のための学習会においてファ
シリテータ―が発揮した役割
菅原

淳（順天堂大学医学部附属浦安病院 看護部）

P-17-4	小児がんの子どもへのインフォームド・アセントに関する看護介入モデルの構
築に向けた実態調査（第 1 報）
米山

雅子（湘南鎌倉医療大学 看護学部）

P-17-5 小
 児がんの子どもへのインフォームド・アセントに関する看護介入モデルの構築
に向けた実態調査（第２報） ~CS 分析から得られた強化すべきかかわりとは ~
米山
◆ 示説

18

雅子（湘南鎌倉医療大学 看護学部）

こどもと家族への看護：医療的ケア児

14:30 ～ 15:00

P-18-1 医療的ケアを要する乳幼児の親と看護師の協働に対する看護師の認識
岡崎

裕子（大阪信愛学院大学）

P-18-2 医療的ケア児をもつ家族への看護師が行う退院支援の実態
P-18-3	医療的ケアを必要とする障がい児（者）家族への長期在宅支援の指針案（修正
版）の有用性の検討
宮谷

恵（聖隷クリストファー大学 看護学部）

P-18-4	医療的ケア児の家族が上手く行く生活を成り立たせるためのエンパワメントの
構造
矢野

薫（愛媛県立中央病院 新生児内科）
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２日目 プログラム

西村美紗希（新見公立大学 健康科学部 看護学科）

