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大会長挨拶

合同学術集会開催のご挨拶

第５回看護理工学会学術集会、第１１回看護実践学会学術集会、国際

リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会第７回学術集会 合

同学術集会を平成２９年１０月１４・１５日に、金沢大学宝町・鶴間キャンパ

スにて開催させていただきます。大会長にご指名いただいた両学会、

研究協議会の理事・役員をはじめ関係各位に厚く御礼を申し上げま

す。

看護は実践科学です。有形・無形の看護技術を駆使し、私たちは目

の前の患者の苦痛を最小限にし、さらにより良い健康状態にすることを目標に２４時間ベッドサイ

ドでケアを行ってきました。この本質は今後も変わらないと考えています。しかし、少子・高齢

化と人口減少、医療の高度化、がんを含めた慢性疾患患者の増加により、対象者のケアニーズが

複雑化し、そしてそれを踏まえて、看護を提供する場も病院から地域へと拡大することが求めら

れています。医療環境が変動する今、看護を実践する者も対応し、看護の責務を果たすことを求

められているとひしひしと感じます。

奇しくも、全く接点のなかった３つの学術団体の学術集会を、時を同じくして開催することに

なりました。今回の合同学術集会のテーマは『多分野融合型イノベーティブ看護学の躍進』とし

ました。シンポジウム、教育講演はもとより、一般演題は非常にバラエティに富んだ内容となっ

ています。そのどれもが臨床でまさに課題となっていることをテーマとしています。参加者はど

の学術プログラムにも参加できます。この機会に異なる分野の領域に触れ、異なる視点から看護

を討論し、多分野融合によって看護技術の発展の糸口がみつかる期待感を感じていただければと

思っています。

学術集会とともに金沢の秋の町並み・食・文化をお楽しみいただき、看護実践を前進させる糧

となることを祈っています。

第５回看護理工学会学術集会、第１１回看護実践学会学術集会

国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会第７回学術集会

合同学術集会 大会長 須釜 淳子
（金沢大学 新学術創成研究機構 教授）



2

金沢大学医学類

金沢までのアクセス

会場までのアクセス

飛行機（小松空港着）→リムジンバス（JR金沢駅着）
札幌から………約１時間３０分
仙台から………約１時間０５分
東京から………約１時間
福岡から………約１時間３０分
沖縄から………約２時間１０分
小松空港から小松空港リムジンバス金沢駅ゆきに乗り
約４０分で金沢駅金沢港口（西口）到着

鉄道（JR金沢駅着）
東京から （北陸新幹線）……………約２時間３０分
大阪から （サンダーバード）………約２時間３０分
名古屋から（しらさぎ） ……………約３時間
（東海新幹線・ひかりー米原のりかえーしらさぎ）

………約２時間３０分
自動車
北陸自動車道・金沢西 I.C、金沢東 I.C より約２０分
（車でお越しの方は近隣の有料駐車場をご利用下さい）

公共バス
＜北陸鉄道バス利用の場合 バス停：金沢大学附属病院＞まで
金沢駅兼六園口（東口）６番乗り場発
●１３湯谷原行き（香林坊経由）

金沢駅兼六園口（東口）７番乗り場発
●１１金沢大学附属病院行き（兼六園下・金沢城経由）
●１６駒帰行き（橋場町経由）

※いずれも病院正門前の「石引広見」バス停に停まります。

タクシー
金沢駅から：所要時間／約１５～２０分

料金／１，２００円～１，５００円

＜北陸鉄道バス利用の場合 バス停：小立野＞まで
金沢駅兼六園口（東口）７番乗り場発
●１１東部車庫・金沢東高校・金沢学院大学行き
●１２北陸大学・湯涌温泉行き（小立野経由）

金沢駅兼六園口（東口）６番乗り場発
●１３湯谷原・医王山 １４田上行き（金商経由）

金沢駅金沢港口（西口）５番乗り場発
●１０東部車庫・金沢学院大学・金沢東高校行き

金沢大学附属病院内及び宝町キャンパス内の駐車場は、ご利用いただけません。
公共交通機関をお使いください。
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会場案内

フロアマップ
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日程表第１日目 １０月１４日（土）

宝町キャンパス

第１会場 十全講堂 第２会場 第一講義室 第３会場 第二講義室

９：００◆

―
―
― 9 : 30～9 : 35 開会式
― 9 : 40～10 : 10 大会長講演

「多分野融合研究によるアドバンストスキンケアの模索」
司会：坂本 二郎 演者：須釜 淳子１０：００◆

―
― 10 : 20～11 : 10

海外招聘講演

「Development of New Global Partnerships
through the LIMPRINT study」

司会：吉沢豊予子
演者：C. Moffat

(逐次訳）

10 : 20～11 : 50
オーガナイズドセッション１

「スキンメカニクスの計測と評価」
座長：坂本 二郎・佐久間 淳
演者：基調講演 佐久間 淳
   佐伯 壮一・田原 大輔

―
―

１１：００◆ 10 : 50～11 : 50
口演(1) O 1-1～6

「臨床の実態１」
座長：四谷 淳子・加藤 千夏

―
―
―
―

１２：００◆
12 : 00～13 : 00
ランチョンセミナー１-１

共催 株式会社リリアム大塚

12 : 00～13 : 00
ランチョンセミナー１-２

共催 ニプロ株式会社

―
―
―
―

１３：００◆

― 13 : 10～13 : 40 総会
（看護実践学会）

13 : 10～13 : 40
学術・教育委員会報告

（看護理工学会）
―
―
―

１４：００◆
14 : 00～14 : 50 教育講演

司会：稲垣美智子
演者：池田 満

― 14 : 20～15 : 20
口演(2) O 2-1～6

「臨床の実践１」
座長：赤瀬 智子・北岡 和代

― 14 : 30～16 : 30
オーガナイズドセッション２

「排尿自立指導とテクノロジー」
座長：岡山 久代・吉田美香子
演者：真田 弘美・鈴木 基文

小柳 礼恵・伊藤 由乃
半田 真弓・白崎 功

―
―

１５：００◆
15 : 00～16 : 30
理事会企画セミナー１

「ICT と IoT」
座長：山田 憲嗣
演者：山下 和彦・池川 充洋

下條 真司

―
―
― 15 : 30～16 : 30

口演(3) O 3-1～6
「臨床の実践２」
座長：松井 優子・多崎 恵子

―

１６：００◆

―
―
―
―

１７：００◆

１８： ― 懇親会 KKR 金沢

共催 日本機械学会
バイオエンジニアリング部門

「医療者のためのメタ認知スキル
 ～批判的思考・経験学習・
 信念対立アプローチ～」

8 : 30～ 受付開始

００
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スパンャキ間鶴スパンャキ町宝

第４会場 大多目的室
ポスター会場
医学部記念館

ハンズオン会場
保健学類演習室

９：００◆
（9 : 00～ 看護アイデア用品展示・準備） （ポスター 貼付・準備）

―

―

―

―

１０：００◆

― 10 : 10～11 : 10
交流セッション

「看護技術教育とテクノロジー」
座長：村山 陵子・樋之津淳子
演者：松井希代子・松井 優子

塚本 容子

―

―

―

１１：００◆
11 : 00～ ポスター閲覧

―

―

―

―

１２：００◆
12 : 00～ 看護アイデア用品 展示閲覧

―

―

―

―

１３：００◆

―

― 13 : 20～14 : 20
ハンズオンセミナー

「初めての看護師でも簡単にできる
2 Dエコーでの膀胱内尿量測定」
講師：藪中 幸一・吉田美香子
共催 富士フイルムメディカル株式会社

―

―

１４：００◆
14 : 00～14 : 40
ポスター（1)P 1-1～６
「臨床と基礎・教育」
座長 :東 栄美子

14 : 00～14 : 50
ポスター(2)P 2-1～7
「臨床の実態と実践」
座長：道場委希子

―

―

―

―

１５：００◆
15 : 00～16 : 00

看護アイデア用品
看工ものづくりサロン共催企画 in 金沢
座長：太田 裕治・紺家千津子
演者：岡山美佐子・松本 厚子・谷口 陽子

水野 裕志・安田 研一（NSE 1～5）
NSE 6～12

― 15 : 10～15 : 50
ポスター(3)P 3-1～6
「臨床の実態２」
座長 :橋本 陽子

15 : 10～15 : 50
ポスター(4)P 4-1～6
「注射・基礎」
座長：松本　勝

―

―

―

１６：００◆

―

覧閲ータスポ03:61～―

―

―

１７：００◆

１９：００
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日程表第２日目 １０月１５日（日）

宝町キャンパス

第１会場 十全講堂 第２会場 第一講義室 第３会場 第二講義室

8 : 30～ 受付開始

９：００◆
9 : 00～10 : 00 オーガナイズドセッション 4(AMED)
「摂食嚥下の看護技術を可視化する

：看護と工学の融合（AMED研究） 」
座長：真田 弘美・仲上豪二朗
演者：真田 弘美・藪中 幸一・吉田美香子

三浦 由佳・蔦岡 拓也

9 : 00～10 : 00
口演(4) O 4-1～6

「注射・血管」
座長：森川 茂廣・大貝 和裕

―

― 9 : 30～11 : 00
シンポジウム２

「慢性浮腫の炎症・感染管理」
座長：小林 範子・増島麻里子
演者：臺 美佐子・小川 佳宏

下山 良子

―

―

１０：００◆

― 10 : 10～11 : 10
口演(5) O 5-1～6

「計測と開発１」
座長：渡辺 哲陽・正源寺美穂

― 10 : 20～12 : 20
シンポジウム１

「看工ものづくりパートナーシップの構築」
座長：真田 弘美・土肥 健純
演者：村山 陵子・高橋 弘枝

道又 元裕・矢部 久夫
三村 真季

―

―

１１：００◆

―

― 11 : 20～12 : 20
口演(6) O 6-1～6

「計測と開発２」
座長：桑名 健太・小林 正和

―

―

１２：００◆

―

―

―

― 12 : 40～13 : 40
ランチョンセミナー２-１

共催 株式会社アデランス

12 : 40～13 : 40
ランチョンセミナー２-２

共催 越屋メディカルケア株式会社

１３：００◆

―

―

―

―

１４：００◆ 13 : 50～14 : 50 総会
（看護理工学会）

13 : 50～14 : 50
口演(7) O 7-1～6

「臨床の実践３」
座長：大桑麻由美・早松千恵子

―

―

―

― 14 : 40～16 : 30
オーガナイズドセッション３

「ヘルスケアへの工学的アプローチ
―計測と制御を中心に―」
座長：田中 志信・中島 一樹
演者：基調講演 田村 俊世
演者：中島 一樹・小山 修史

五十嵐 朗・鈴木 郁斗

１５：００◆
15 : 00～16 : 00

口演(8) O 8-1～6
「看護研究と教育」
座長：河村 一海・山下 伸子

― 15 : 10～16 : 20
理事会企画セミナー２

「待望の第 2弾！最新の ICUにおける機器と
危機管理の基礎と実践：人工呼吸器編」
座長：紺家千津子
演者：野口 裕幸・卯野木 健

志村 知子

―

―

―

１６：００◆

―

―

―

― 16 : 40～ 閉会式

１７：００◆

共催 SICE LE部門　
      ユビキタスヘルスケア部会
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スパンャキ間鶴スパンャキ町宝

第４会場 大多目的室
ポスター会場
医学部記念館

ハンズオン会場
保健学類演習室

９：００◆
9：00～ 看護アイデア用品 展示

―

― 9 :30～1 0 :10
ポスター(5)P 5-1～6
「臨床の実態３」
座長：中林美奈子

9 :30～1 0 :10
ポスター(6)P 6-1～6
「計測と開発３」
座長：峰松 健夫

―

―

１０：００◆

―

―

― 10 :30～11 :10
ポスター(7)P 7-1～6

「臨床の実践４」
座長：室谷 貴子

10 :30～11 :10
ポスター(8)P 8-1～6
「計測１」
座長：中谷 壽男

―

１１：００◆

―

―

― 11 :30～1 2 :10
ポスター(9)P 9-1～6
「計測と開発・基礎」
座長：森 武俊

―

１２：００◆

―

―

―

―

１３：００◆

―

―

―

―

１４：００◆

―

―

―

―

１５：００◆
00:51～00:51～

去撤ータスポ去撤示展

―

―

―

―

１６：００◆

―

―

―

―

１７：００◆

11 :30～12:00
ポスター( 10)P -1～3

座長：大桑 麻由美
「計測２」 

10
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ご案内

ご参加の皆さまへ

【参加受付】

受付は、金沢大学宝町キャンパス内 十全講堂１階エントランスホールです。

受付開始時間は，以下の通りです。

１０月１４日（土）８：３０～

１０月１５日（日）８：３０～

〈参加登録費〉

２日間参加 １日のみ参加
事前登録 当日参加 事前登録 当日参加

会 員 ５，０００円 ７，０００円 ３，０００円 ４，０００円
非会員 ８，０００円 １０，０００円 ５，０００円 ６，０００円
学 生 ２，０００円 ４，０００円 １，０００円 ２，０００円

〈当日参加登録〉

「当日受付」にて、当日参加登録用紙にご記入の上、当日参加費をお支払いください。参加証と抄録集

をお渡しします。

学生での参加登録の際は、学生証をご提示ください。

〈事前参加登録〉

「事前受付」にて、事前登録番号とお名前を申し出てください。また、参加費振込票（控）をご提示下

さい。事前参加費を納入されていることを確認させていただいた後、参加証と抄録集をお渡しします。

事前参加費を振り込まれていない場合は、当日参加費をいただくことになりますのでご了承ください。

なお、事前参加登録および参加費振込の際、「１日」を選ばれた場合は、１４日または１５日のいずれかの

みの参加となります。学術集会当日に「２日間」に変更される場合は、追加料金として「１日参加の当

日参加費」を申し受けます。ご了承ください。

【プログラム抄録集】

参加費には抄録集１冊が含まれております。紛失や予備でのご購入を希望の場合は、１冊２，０００円で販

売します。

【ランチョンセミナー】

１０月１４日（土）、１５日（日）両日とも８：３０～ 十全講堂１階エントランスホールにおいて、チケット

を配布いたしますので、ご参加希望の方はお越しください。定員になり次第締め切らせていただきます。

【ハンズオンセミナー】

申し込まれた方を会場へご案内（誘導）をします。１０月１４日（土）１３：１０までに、受付（十全講堂）に

お集まり下さい。



9

【参加者懇親会】

日 時：平成２９年１０月１４日（土）１８：３０～

会 場：KKRホテル金沢（〒９２０－０９１２ 石川県金沢市大手町２－３２）

参加費：６，０００円

参加登録者が対象です。ご参加希望の方は受付デスクにて、１０月１４日（土）当日１４：００までにお申し込

みください。

【クローク】

金沢大学宝町キャンパス内 医学類教育棟にてお荷物をお預かりします。なお、貴重品、パソコン、傘、

壊れ物はお預かりできません。保管の責任は当方では負いかねますので、あらかじめご承知おきくださ

い。お預かり時間は、以下の通りです。

１０月１４日（土）９：００～１７：００

１０月１５日（日）８：３０～１５：００

【企業展示】

金沢大学宝町キャンパス内 医学類教育棟ロビーおよび医学部記念館にて、協力企業の展示を行いま

す。是非お立ち寄りください。

【その他】

会場内では参加証を必ず身につけてください。

会場内では、携帯電話はマナーモードにしていただくか、電源をお切りください。

会場内、敷地内は全面禁煙です。

金沢大学宝町キャンパス内 医学部記念館（ポスター会場 併設）にてドリンクサービスをご用意して

おります。

会場内は、ランチョンセミナーの時間帯以外は原則飲食禁止です。

大学近隣には飲食店がほとんどありませんので、ご注意ください。
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一般演題発表の皆さまへ

【口演発表者へ】
発表時間
発表７分、質疑応答３分（計１０分）でお願いします。時間厳守をお願いします。

〈PC受付〉
受付場所：十全講堂１階エントランス（第１会場）

医学類教育棟ロビー（第２～４会場）
受付時間：１０月１４日（土）９：００～１６：３０

１０月１５日（日）８：３０～１４：００
「演者受付」で受付をお済ませください。
演者は口演開始６０分以上前までにPC受付にて発表データの試写・登録を行ってください。２日目早朝か
らご発表の先生は、前日（１日目）に発表データの登録をお願いします。
口演発表は、PCによる発表のみとさせていただきます。発表データは、CD-R またはUSBフラッシュメ
モリーでご持参いただくか、ご自身のPCをお持ちください。特にプレゼンテーションに動画などを含ま
れる方やMacintosh をご利用の方は、ご自身のPCをご持参ください。なお、音声の出力はできません。
〈発表データを持込まれる場合〉
本会での発表可能なデータ形式は次の通りです。
１．Windows７（Power Point２００７～２０１６，Windows Media Player１０）です。
フォントは標準装備されているものをお使いください。
（MS明朝，MSゴシック，MSP明朝，MSPゴシック，Times New Roman,Century 等）特殊なフォ
ントを使用されますと代替フォントが使用され、レイアウトが崩れることがあります。特殊なフォン
トをお使いになるときは画像化し、オブジェクトとして貼り付けてください。

２．ファイル名には演題番号・筆頭演者名を入れてください。発表データに他のデータをリンクされてい
る場合には、必ずもとのデータを同じフォルダに保存してご持参ください。

３．CD-R またはUSBフラッシュメモリーとしてください。MOなどそのほかのメディアには対応して
おりません。

４．事務局で用意したPC内にコピーした発表データにつきましては、発表終了後、事務局で責任を持っ
て削除いたします。

〈PCを持込まれる場合〉
１．発表の６０分以上前までにPC受付で、動作チェックをお済ませください。
２．発表の３０分以上前までに、会場内演者席付近のオペレーター席までご自身でご持参ください。
３．PC本体持込の場合には、ミニD-sub１５ピンに接続いたします。外部出力用に特殊なコネクターが必
要な場合は、そのコネクターを必ずご持参ください。

４．液晶プロジェクターの解像度はXGA（１０２４×７６８）まで対応しています。解像度の切り替えが必要な
PCはあらかじめ設定をお願いいたします。

５．PCのスリープ機能やスクリーンセーバーの設定は事前に解除してください。
６．バッテリーでの発表はトラブルの原因となりますので、ACアダプターは必ずご持参ください。
【発表前準備・会場内進行について】
１．発表２０分以上前までに口演会場にお越しください。前の演者が登壇されましたら次演者席にご着席く
ださい。発表は演題のモニターで確認しながら備え付けのマウスおよびキーボードを用いて演者自身
の操作で進めてください。

２．発表時間の終了１分前を黄ランプ、終了を赤ランプでお知らせします。（ランプは演台に設置）
３．PC本体をお持込の方は、発表終了後、速やかに会場内のPCオペレーター席（演台横）にてお持込
のPCをお引取りください。

【看護アイデア用品発表者へ】
発表時間
１０月１４日（土）１５：００～１６：００
第４会場で開催される看工ものづくりサロンとの共催企画となっております。発表時間は、一人あたり
発表５分を目安にしてください。
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〈詳細情報〉

「演者受付」で受付をお済ませください。

座長の進行に従い、ご自分の発表時間に加え、看護アイデア用品・看工ものづくりサロンのセッション

時間内はご自身の展示前に待機し、対応をお願いします。

用品の展示のほか、ポスターを作成してください。

ポスター内に記載していただく内容は以下の通りです。

①看護アイデア用品のタイトル（命名）

②用品作成者氏名と所属

③用品作成の背景

④用品の紹介・工夫した点

⑤今後改良したい点

ポスターサイズは横９０cm×縦１２０cmにおさまるようにご準備下さ

い。また、展示台は横９０cm×奥行き４５cmです。

演題番号、貼付用具は事務局で用意します。

ポスター・展示品は必ずご持参下さい。会場，事務局への事前送付

はご遠慮ください。

ポスターの貼付時間、撤去時間は以下の通りです。

展示・貼付時間：１０月１４日（土）９：００～１２：００ （第４会

場：同会場で１０：１０～１１：１０に交流セッションが行われていますが、用品展示・ポスター貼付

は可能です）

撤 去 時 間：１０月１５日（日）１５：００～１６：３０

撤去時間を過ぎても掲示してあるポスター・展示品は、事務局にて処分させていただきます。

【ポスター発表者へ】

発表時間

発表４分、質疑応答２分（計６分）でお願いします。時間厳守をお願いします。

〈詳細情報〉

「演者受付」で受付をお済ませください。

指定の時間、座長の進行に従い、ご自身のポスターの前で待機しご

対応下さい。

ポスターサイズは横９０cm×縦１６０cmにおさまるようにご準備下さ

い。

演題番号、貼付用具は事務局で用意します。

ポスターは必ずご持参下さい。会場，事務局への事前送付はご遠慮

ください。

ポスターの貼付時間、撤去時間は以下の通りです。

貼付時間：１０月１４日（土）９：００～１１：００

撤去時間：１０月１５日（日）１５：００～１６：３０

撤去時間を過ぎても掲示してあるポスターは、事務局にて処分させ

ていただきます。

【質疑応答】

１．座長の指示に従い、簡潔にお願いいたします。

２．質疑応答でのスライドの使用はできません。

【倫理的配慮について】

演題発表（口演、ポスター問わず）を行う際は、倫理的配慮について記載して下さい。

【表彰について】

参加者の投票により優秀口演賞、優秀ポスター賞を決定し、表彰します。



12

シンポジウム・セミナーの演者の皆さまへ

〈詳細情報〉

ご発表いただくプログラムの事前打ち合わせ（打ち合わせの有無は事前にお知らせ）前までに「演者受

付」で受付をお済ませください。事前打ち合わせ会場にご案内いたします。

発表データはUSBでご持参いただき、PC受付で受付をお済ませください。お預かりしたデータは、

学術集会終了後に責任をもって消去いたします。

ご講演で使用されるスライドの規格等は、前述の「２．一般演題発表の皆さまへ」の口演発表の内容を

ご参照ください。

ご講演中の画面操作はご自身で行ってください。

事前にお知らせしています時間に、座長との打ち合わせをお願いします。

プログラム開始１０分前になりましたら、会場にお入りください。

司会・座長の皆さまへ

【講演・シンポジウム・セミナー等座長】

ご担当いただくプログラムの事前打ち合わせ（打ち合わせの有無は事前にお知らせ）１０分前までに「司

会・座長受付」で受付をお済ませください。事前打ち合わせ会場にご案内いたしますので、演者の方と

打ち合わせをお願いします。

プログラム開始１０分前になりましたら、会場にお入りください。

各プログラムの進行は、司会・座長に一任しますが、終了時刻は厳守してください。

【一般演題座長】

ご担当いただく群の開始３０分前までに「司会・座長受付」で受付をお済ませください。

ご担当いただく群の開始１０分前になりましたら、会場にお入りください。

進行は時間厳守でお願いします。
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プログラム一覧

第１会場 十全講堂

9 : 30-9 : 35 開会式

9 : 40-10 : 10 会長講演

多分野融合研究によるアドバンストスキンケアの模索
司 会：坂本 二郎（金沢大学新学術創成研究機構）
演 者：須釜 淳子（金沢大学新学術創成研究機構）

10 : 20-11 : 10 海外招聘講演

Development of New Global Partnerships through the LIMPRINT study
LIMPRINT study を通じての新しいグローバルパートナーシップの構築
司 会：吉沢 豊予子（東北大学大学院医学系研究科）
演 者：C.Moffatt（University of Nottingham,UK）

12 : 00-13 : 00 ランチョンセミナー１‐１

「骨盤内臓器の位置評価における姿勢の影響及びその要因の検討」
司 会：岡山 久代（筑波大学医学医療系）

臨床における残尿測定を活かした排尿ケアの実践と報告
LS１‐１‐１：横山 剛志（国立長寿医療研究センター看護部）

核磁気共鳴（MR）画像を用いた骨盤底の形態・機能評価と排尿ケアへの活用
LS１‐１‐２：二宮 早苗（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

13 : 10-13 : 40 総会（看護実践学会）

14 : 00-14 : 50 教育講演

医療者のためのメタ認知スキル ～批判的思考・経験学習・信念対立アプローチ～
司 会：稲垣 美智子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
演 者：池田 満（北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科）

15 : 00-16 : 30 理事会企画セミナー１

「ICTと IoT」 看護師さんも知っておくべき ICTと IoT
座 長：山田 憲嗣（大阪大学大学院医学系研究科バイオデザイン学共同研究講座）

安全な医療現場を構築する ICTと IoT 情報を利用した根拠のある支援技術の確立
理１‐１：山下 和彦（大阪大学大学院医学系研究科バイオデザイン学共同研究講座）

ICT, IoT が変える看護業務．情報の連続性を担保した地域包括ケアシステム
理１‐２：池川 充洋（株式会社ケア環境研究所，株式会社ヘルスケアリレーションズ，

株式会社 ケアコム）

仕組みから知る IoT，ビジネス，セキュリティ，プライバシー
理１‐３：下條 真司（大阪大学サイバーメディアセンター）
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１０月１４日（土） 第１日目

第２会場 第一講義室

10 : 50-11 : 50 口演１ O１‐１～６

「臨床の実態１」
座 長：四谷 淳子（福井大学学術研究院医学部門系看護学領域）

加藤 千夏（やわたメディカルセンター）
O１‐１ 当病棟入院患者の口腔内状態の実態調査

菅沼 知世（国立敦賀医療センター）
O１‐２ A病院における尿路結石患者の食生活の実態調査

小西 登紀子（白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院）
O１‐３ NPPVに伴う医療関連機器圧迫創傷の発生状況とその要因に関する検討

田端 陽太（日本医科大学付属病院 看護部）
O１‐４ 腹水に対する治療を行っている患者の転倒・転落危険因子の検討

青山 尚太（金沢大学附属病院）
O１‐５ 離床センサーを使用している患者を対象とした転倒予防ケアの実態と看護師の認識

田原裕希恵（千葉大学大学院看護学研究科）
O１‐６ 老年期と青年期の女性における歩行時に身体に生じる振動の比較

三谷 篤史（札幌市立大学デザイン学部）

13 : 10-13 : 40 学術・教育委員会報告（看護理工学会）

司 会：藤江 正克（早稲田大学名誉教授・次世代ロボット研究機構顧問）
発 表：山田 憲嗣（大阪大学大学院医学系研究科バイオデザイン学共同研究講座）

14 : 20-15 : 20 口演２ O２‐１～６

「臨床の実践１」
座 長：赤瀬 智子（横浜市立大学大学院医学研究科看護生命科学分野）

北岡 和代（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
O２‐１ ２型糖尿病患者の療養行動の実態と関連要因

林 佑香（金沢大学附属病院）
O２‐２ 献腎移植登録を断念した透析患者の心理

大文字 愛（浅ノ川総合病院）
O２‐３ マタニティ・ヨーガにおける妊娠末期女性の身体的・精神的変化の検証

齊藤 里佳（開業助産師）
O２‐４ 妊娠期から出生後までの自己組織化による母子相互作用―母子相互相関の特異的変化について―

石山 さゆり（日本赤十字九州国際看護大学）
O２‐５ ステロイド忌避があるアトピー性皮膚炎患者と家族への、教育介入を振り返って～アレルギー

エデュケーターが介入した一例～
横山 裕介（金沢医科大学病院）

O２‐６ 期待と治療効果との間に乖離が生じている造血器悪性腫瘍患者の状況と看護師の思い
荒木 知子（金沢医科大学病院 看護部）

15 : 30-16 : 20 口演３ O３‐１～６

「臨床の実践２」
座 長：松井 優子（金沢医科大学看護学部）

多崎 恵子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
O３‐１ 神経難病患者と家族への退院支援と課題

畑野 和美（国立病院機構 石川病院）
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O３‐２ 在宅における家族介護者の睡眠と介護負担感の関連と影響を与える要因
龍野 洋慶（神戸大学大学院保健学研究科）

O３‐３ 豊橋市における介護・工学ハッカソンの取り組み
大村 廉（豊橋技術科学大学）

O３‐４ 緩和ケア病棟入棟患者に対する入院時栄養スクリーニングの妥当性についての検証
中川 明子（国民健康保険 小松市民病院 NST）

O３‐５ A病院緩和ケア病棟入棟に同意した家族の「緩和ケア病棟」への思いやニーズに関する調査
野尻 清香（小松市民病院緩和ケア病棟）

O３‐６ 終末期癌患者とその家族の関わりを通して学んだ事～療養病棟での患者とその家族を繋いだ看護～
高野 亜季（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）

第３会場 第二講義室

10 : 20-11 : 50 オーガナイズドセッション１

「スキンメカニクスの計測と評価」
座 長：坂本 二郎（金沢大学新学術創成研究機構）

佐久間 淳（京都工芸繊維大学繊維学系）
OS１‐１ 触れるだけで軟組織の変形特性を定量化する計測システムの実用化と展開

佐久間 淳（京都工芸繊維大学繊維学系）
OS１‐２ 多機能OCTを用いた毛細血管血流速マイクロ断層可視化による褥瘡診断法への応用

佐伯 壮一（大阪市立大学大学院 工学研究科 機械物理系専攻）
OS１‐３ 骨盤底サポート下着開発のための臀部軟組織のやわらかさ評価

田原 大輔（龍谷大学工学部機械システム工学科）

12 : 00-13 : 00 ランチョンセミナー１‐２

人間工学（Human Factor/Engineering）から考える患者安全と看護実践
司 会：中島 勧（東京大学医学部附属病院救命救急センター）
LS１‐２‐１ 塚本 容子（北海道医療大学大学院 看護福祉学研究科）
共 催：株式会社ニプロ

14 : 30-16 : 30 オーガナイズドセッション２

「排尿自立指導とテクノロジー」
座 長：岡山 久代（筑波大学医学医療系）

吉田 美香子（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学）
OS２‐１ 排尿自立指導料におけるテクノロジーの活用

真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

OS２‐２ 排尿ケアチームにおける医師の役割と実践内容
鈴木 基文（東京逓信病院 泌尿器科）

OS２‐３ 排尿ケアチームにおける超音波診断装置（エコー）活用の意義
小柳 礼恵（東京大学医学部附属病院 看護部）

OS２‐４ 当院排尿ケアチームにおける理学療法士の役割と実践
伊藤 由乃（国民健康保険小松市民病院）

OS２‐５ タブレット型エコーの排尿自立指導への利用可能性
半田 真弓（富士フイルムメディカル株式会社）

OS２‐６ 排尿自立を支援する残尿測定技術について
白崎 功（株式会社リリアム大塚）

１０月１４日（土） 第１日目
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１０月１４日（土） 第１日目

第４会場 大多目的室

10 : 10-11 : 10 交流セッション

「看護技術とテクノロジー」
座 長：村山 陵子（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー）

樋之津 淳子（札幌市立大学看護学部）
交流１ 超音波診断装置を用いた安全な採血のための血管アセスメント教育技法

松井 希代子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
交流２ シート型体圧測定器による褥瘡好発部位の体圧の視覚化による褥瘡予防ケア教育

松井 優子（金沢医科大学看護学部）
交流３ 看護における学習ストラテジーとしてのシミュレータ教育

塚本 容子（北海道医療大学看護福祉学部）

15 : 00-16 : 00 看護アイデア用品・看工ものづくりサロン共催企画 in金沢

座 長：太田 裕治（お茶ノ水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）
紺家 千津子（金沢医科大学看護学部）

NSE‐１ ちっくん ～新人看護師の採血・静脈注射の上達を目指して・明日から君も注射名人～
岡山 美佐子（公立羽咋病院 外来）

NSE‐２ 車椅子用外転枕 安い！抜けない！落ちない！
松本 厚子（三井記念病院）

NSE‐３ 洋式トイレの便座に採取容器をセットするだけで、安心簡単に尿・便が採取できる「検尿・検便
キャッチくん」の開発
谷口 陽子（金沢市立病院）

NSE‐４ 痩身者にやさしい電子体温計
水野 裕志（長崎大学総合科学大学）

NSE‐５ 看護用器具開発・事業化におけるコーディネーションのノウハウ研究
安田 研一（山口県産業技術センター イノベーション推進センター）

NSE‐６ 下腿褥瘡予防安楽クッション「やさしく包んで」の開発
松橋 里枝（金沢市立病院 ６階東病棟）

NSE‐７ 羞恥心に配慮した排尿バッグ入れブランケット～ おでかけブランケット～Winter Ver ～
木村 智春（金沢市立病院 ３階東病棟）

NSE‐８ ハート・ポシェット
喜多 貴子（公立羽咋病院）

NSE‐９ 端座位キープベルト
松本 厚子（三井記念病院）

NSE‐１０ 香りカプセルを吸着させた『安らぎアロマシート』の開発
横野 知江（新潟大学大学院保健学研究科）

NSE‐１１ くーるニー（膝）さん～ずれないで簡単に膝のクーリングができる用品をめざして～
村田 信子（公立羽咋病院）

NSE‐１２ 足底可視化システム
前田 宏行（金沢大学大学院自然科学研究科機械科学専攻）
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ポスター会場 医学部記念館

14 : 00-14 : 40 ポスター１ P１‐１～６

「臨床と基礎・教育」
座 長：東 栄美子（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院）

P１‐１ ATP検査測定用ルミノメータの学校感染管理への応用
～細菌発生箇所の状況と水拭きによるATP値の変化～
内藤 紀代子（びわこ学院大学教育福祉学部子ども学科）

P１‐２ インフルエンザアウトブレイク終息のための取り組み
米多 弘子（国民健康保険 小松市民病院）

P１‐３ 看護大学生におけるシート型体圧測定器とタブレット型端末を活用したポジショニングスキルの
教育効果
宮永 葵子（金沢医科大学看護学部）

P１‐４ 卒後２年目看護師が作る新人年間教育計画と現行の比較検討
東田 悠佳（金沢医科大学病院）

P１‐５ 疼痛保有状況の５年間の推移（第３報）
丸谷 晃子（金沢大学附属病院）

P１‐６ 看護マルチメディアデータ管理・解析のためのデータベースシステム
―褥瘡回診データを例にしたデータベース設計・実装―
野口 博史（東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄付講座）

14 : 00-14 : 50 ポスター２ P２‐１～７

「臨床の実態と実践」
座 長：道場 委希子（加賀市医療センター）

P２‐１ 生存期間１ヵ月以内におけるがん疾患患者の複数回転倒の実態
油野 規代（国民健康保険 小松市民病院）

P２‐２ 転倒・転落予測と予防の検討－病棟特性の違いから－
宮下 悦子（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）

P２‐３ ベッドサイドレールを用いた簡易型患者状態検出装置の開発
星 善光（東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科医療福祉工学コース）

P２‐４ モーションキャプチャを利用した高齢者の離床行動検知・記録システムの臨床への応用可能性の検討
宮本 まゆみ（島根大学医学部看護学科）

P２‐５ 緊急入院した認知症高齢患者のBPSD発生予防に対するアロマセラビーの効果
油 美奈（国民健康保険 能美市立病院）

P２‐６ 誤嚥性肺炎から見るイブニングケア、レクリエーション活動の成果と課題
―誤嚥性肺炎の再発予防を目指して―
松田 美由紀（公立穴水総合病院）

P２‐７ 排尿ケアチームによる排尿自立指導の現状と効果
―下部尿路障害の評価からみた排尿自立度と下部尿路機能の改善―
中田 晴美（国民健康保険小松市民病院）

１０月１４日（土） 第１日目
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１０月１４日（土） 第１日目

15 : 10-15 : 50 ポスター３ P３‐１～６

「臨床の実態２」
座 長：橋本 陽子（公立つるぎ病院）

P３‐１ A総合病院におけるエンゼルケア研修の効果と課題
加藤 あゆみ（医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院）

P３‐２ 化粧と健康について考える機会提供と化粧品被害予防の啓発活動の効果
吉田 和枝（修文大学看護学部）

P３‐３ 化粧行動と保健行動の関連性とヘルスプロモーションに向けての研究
吉田 和枝（修文大学 看護学部）

P３‐４ 助産所出産を選択した女性の意思決定に関する文献レビュー
－意思決定の特徴とその要因から助産ケアを検討するー
松野 智香子（修文大学看護学部看護学科）

P３‐５ 女性の性周期と認知機能の関連性に対する文献整理
青木 真希子（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻

神奈川工科大学）
P３‐６ 高校生の子どもや子育てに対する意識とその関連要因

千原 裕香（石川県立看護大学）

15 : 10-15 : 50 ポスター４ P４‐１～６

「注射・基礎」
座 長：松本　勝（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学）

P４‐１ Windows タブレットと深度センサ付きカメラを用いた静脈可視化試作機の可視化性能評価
木森 佳子（石川県立看護大学）

P４‐２ 前腕における皮神経と皮静脈の走行の定量化―静脈穿刺による神経損傷予防のための基礎研究
實石 達也（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）

P４‐３ 血管看護における高度実践としての血管エコー－超音波診断法を用いた看護に関する文献検討より－
溝部 昌子（国際医療福祉大学福岡看護学部）

P４‐４ 動作解析ソフトを用いた吸啜運動の分析：母乳と人工乳首の吸啜時下顎運動の相違
松原 まなみ（聖マリア学院大学専攻科助産学専攻）

P４‐５ 心不全患者向け遠隔リハビリテーションのプロトタイプシステムの実装および評価
浦 宏太朗（大阪大学大学院情報科学研究科）

P４‐６ ３種類の携帯型超音波診断装置における膀胱内尿量測定の妥当性評価と超音波診断装置用ファントム
を用いた性能評価
松本 勝（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学

東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナージングリサーチセンタービジュア
ライズドナーシング分野）

ハンズオン会場 保健学類実習室

13 : 20-14 : 20 ハンズオンセミナー

初めての看護師でも簡単にできる２Dエコーでの膀胱内尿量測定
講 師：藪中 幸一（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学）

吉田 美香子（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学）
共 催：富士フイルムメディカル株式会社

18 : 30 懇親会 KKR 金沢
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第１会場 十全講堂

9 : 00-10 : 00 オーガナイズドセッション４（AMED）

「摂食嚥下の看護技術を可視化する：看護と工学の融合（AMED研究）」
座 長：真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学）

仲上 豪二朗（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学）
OS４‐１ AMED研究の概要：高齢者が最後まで地域でくらすことの支援

真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

OS４‐２ ここまでできる！エコーを用いたフィジカルアセスメント
藪中 幸一（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学

東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）
OS４‐３ エコーを用いた観察用教育プログラム

吉田 美香子（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

OS４‐４ エコーを用いた嚥下観察方法の開発
三浦 由佳（金沢大学新学術創成研究機構）

OS４‐５ 工学研究者による、画像処理を用いた看護技術への支援
蔦岡 拓也（東京大学大学院医学系研究科 富士フイルム）

10 : 20-12 : 20 シンポジウム１

「看工ものづくりパートナーシップの構築」
座 長：真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学）

土肥 健純（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）
S１‐１ 看工連携のメリットが実感できるニーズ・シーズの共有

村山 陵子（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー）
S１‐２ 大阪府看護協会の取り組み～共創そしてブランディングを目指して～

高橋 弘枝（公益社団法人 大阪府看護協会）
S１‐３ クリティカルケア看護領域の立場から

道又 元裕（杏林大学医学部付属病院）
S１‐４ メリットが実感できるものづくり（企業における製品開発の視点から）

矢部 久夫（テルモ株式会社ホスピタルカンパニーホスピタルシステム医療器G R&D部門）
S１‐５ 看護理工学との連携について

三村 真季（株式会社モルテン）

12 : 40-13 : 40 ランチョンセミナー２‐１

「スカルプケアの視点から－抗癌剤治療中のウエルビーイング」
司 会：真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学）

乳癌患者の頭皮を科学する―医療用ウィッグの効果
LS２‐１‐１ 玉井 奈緒（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス

（東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

抗癌剤脱毛予防剤の開発 －看護研究から産まれ産学連携で実を結ぶ－
LS２‐１‐２ 猪股 雅史（大分大学医学部消化器・小児外科学講座）

共 催：株式会社アデランス

１０月１５日（日） 第２日目
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１０月１５日（日） 第２日目

13 : 50-14 : 50 総会（看護理工学会）

15 : 10-16 : 20 理事会企画セミナー２

待望の第２弾！ 最新 ICUにおける機器と危機管理の基礎と実践：人工呼吸器編
座 長：紺家 千津子（金沢医科大学看護学部）

理２‐１ 人工呼吸器の理解と管理～あなたの危機管理は大丈夫？
野口 裕幸（北里大学保健衛生専門学院臨床工学研究科）

理２‐２ 人工呼吸中の患者に対する看護師のしごと－ここ１０年での進歩を中心に
卯野木 健（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院集中治療室）

理２‐３ 人工呼吸療法中の患者に対するスキンケア
志村 知子（日本医科大学付属病院 看護部）

16 : 40 閉会式

第２会場 第一講義室

9 : 00-10 : 00 口演４ O４‐１～６

「注射・血管」
座 長：森川 茂廣（滋賀医科大学・神経難病研究センター）

大貝 和裕（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）
O４‐１ ウサギ耳介静脈を用いた末梢静脈カテーテルの擦過による血管外漏出モデル

田邊 秀憲（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー
テルモ株式会社）

O４‐２ 最適な肘窩の静脈穿刺部位の選定―超音波診断装置による駆血前後の血管面積・深さ・正中神経及び
上腕動脈との距離の計測から―
向井 加奈恵（金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域）

O４‐３ 注射針穿刺時の恐怖に対する眼球運動課題による軽減効果の可能性：パイロットスタディ
向畑 毅（関西看護医療大学看護学部看護学科）

O４‐４ 穿刺痛低減を目的とした局所冷却パッドの基礎研究
苗村 潔（東京工科大学医療保健学部臨床工学科）

O４‐５ 血糖自己測定に必要な血液量確保における自動穿刺・圧迫器械による吸血方法の検討
阿部 麻里（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー

東京大学大学院医学系研究科付属グローバルナーシングリサーチセンター）
O４‐６ 血管看護師の充実に求められること

岩倉 真由美（国際医療福祉大学福岡看護学部）

10 : 10-11 : 10 口演５ O５‐１～６
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「計測と開発１」
座 長：渡辺 哲陽（金沢大学理工研究域機械工学系）

正源寺 美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
O５‐１ 交代制勤務後の自律神経機能の経時的変化

岡島 恵子（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科）
O５‐２ 異なる睡眠段階で行う体位変換がその後の睡眠に与える影響の予備的検討

菅原 久純（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）
O５‐３ ドップラーセンサによる認知症における睡眠障害等の検出の可能性について

松本 三千人（富山県立大学工学部電子・情報工学科）
O５‐４ EHD現象を利用した新しいターニケット装置の開発

前田 浩行（順天堂大学医学部整形外科）
O５‐５ 軟質性ボール付き体温計測温部による温度予測の精度評価

水野 裕志（長崎総合科学大学 工学部 工学科 医療工学コース）
O５‐６ 脳血行動態に対する温熱手袋の影響

久田 智未（富山大学大学院医学薬学教育部看護学専攻）

11 : 20-12 : 20 口演６ O６‐１～６

「計測と開発２」
座 長：桑名 健太（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）

小林 正和（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）
O６‐１ 陰イオン交換膜を用いたスキンブロッティング法による皮膚の有機浸透圧調整物質の抽出

東村 志保（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野）
O６‐２ ブロッティング膜貼付によるMDCK単層培養の蛍光標識デキストラン透過性の変化：

スキンブロッティング法の原理解明を目指して
峰松 健夫（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座スキンケアサイエンス

東京大学大学院医学系研究科グローバルナーシングリサーチセンターケアイノベー
ション創生部門 バイオロジカルナーシング分野）

O６‐３ 頸髄損傷者の体温調節障害の実態
三上 功生（日本大学生産工学部建築工学科）

O６‐４ 携帯端末機を利用した外来癌化学療法患者の発熱性好中球減少症アラートシステムの開発
（第２段階報告）
外崎 明子（国立看護大学校）

O６‐５ 吸啜時舌運動の画像解析を用いた人工乳首の開発と評価
松原 まなみ（聖マリア学院大学専攻科助産学専攻）

O６‐６ 圧力センサ内蔵型エアマットレスを用いたベッド上動作分類精度の検証
荒木 大地（東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄附講座）

13 : 50-14 : 50 口演７ O７‐１～６

「臨床の実践３」
座 長：大桑　麻由美（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

早松 千恵子（国民健康保険 小松市民病院）
O７‐１ ゲル状擦式手指消毒剤の使用量と擦り込みの有無が手指の汚染除去効果に与える影響

山本 歩美（公立松任石川中央病院）
O７‐２ 意識下で白内障手術を受ける患者に対するタッチングを通した関わり

中川 純子（公立つるぎ病院 外来室（手術室））
O７‐３ 開腹肝臓摘出手術を受ける高齢者に生じる皮膚構造変化

－超音波画像診断装置を用いた多職種融合型アプローチによる一事例－
大橋 史弥（群馬大学大学院保健学研究科）

O７‐４ 超音波診断装置を用いた膀胱留置カテーテル挿入の試みについての症例報告
岡内 智美（高松市民病院HCU）

O７‐５ ハイケアユニットにおける全身麻酔術後患者のせん妄の実態調査～せん妄を予防するために～
中田 千鶴（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 HCU）

O７‐６ 初めてHCUに入室する術後患者が安心できる入室前訪問への取り組み
～パンフレットを使用したオリエンテーションを実施して～
赤坂 千秋（公立能登総合病院）

１０月１５日（日） 第２日目
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15 : 00-16 : 00 口演８ O８‐１～６

「看護研究と教育」
座 長：河村 一海（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

山下 伸子（白山医療企業団 公立松任石川中央病院）
O８‐１ 看護研究に関する理解の自己評価と看護研究実践状況

－クリティーク研修を受けた中堅看護師を対象にした実態調査－
下野 広美（金沢医科大学病院）

O８‐２ A病院における看護研究支援体制に対する看護師の思いとニーズ
角浦 裕里（国民健康保険 小松市民病院）

O８‐３ 日々リーダーを行う３～４年目看護師の課題
奥村 知里（金沢医科大学病院）

O８‐４ 精神看護学実習におけるコンコーダンス概念を活用した教育方法の検討
長山 豊（金沢医科大学）

O８‐５ ノンテクニカル・スキル演習において学生の思考を深めるファシリテートガイドの作成
松井 優子（金沢医科大学看護学部）

O８‐６ 新人看護師に対する看護技術修得のための研修に関する実態調査
石川 倫子（石川県立看護大学）

第３会場 第二講義室

9 : 30-11 : 00 シンポジウム２

「慢性浮腫の炎症・感染管理」
座 長：小林 範子（北海道大学病院婦人科）

増島 麻里子（千葉大学大学院看護学研究科）
S２‐１ リンパ浮腫の蜂窩織炎発症・再発リスク要因

臺 美佐子（金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域）
S２‐２ リンパ浮腫の炎症・感染管理 －保存的治療－

小川 佳宏（医療法人リムズ徳島クリニック）
S２‐３ スキンケアと感染管理―ケア実践者の立場から

下山 良子（十和田市中央病院）

12 : 40-13 : 40 ランチョンセミナー２‐２

在宅高齢者に多い慢性浮腫の診断とケア
司 会：戸島 雅宏（かみいち総合病院）

LS２‐２‐１ 小川 佳宏（医療法人リムズ徳島クリニック）
共 催：越屋メディカルケア株式会社
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14 : 40-16 : 30 オーガナイズドセッション３

ヘルスケアへの工学的アプローチ―計測と制御を中心に―
座 長：田中 志信（金沢大学理工研究域）

中島 一樹（富山大学大学院理工学研究部）
OS３‐１ 基調講演：看護現場におけるPOCTの役割

田村 俊世（早稲田大学次世代ロボット研究機構）
OS３‐２ IOTとしてのトイレとクラウド上データベース

中島 一樹（富山大学）
OS３‐３ 力感覚をフィードバックする制御技術の提案とその応用

小山 修史（金沢工業大学工学部ロボティクス学科）
OS３‐４ 非接触センサを用いたSASスクリーニングシステムの開発研究

五十嵐 朗（藍野大学医療保健学部臨床工学科）
OS３‐５ 在宅健康管理のための光学式試薬レス尿成分計測システムの開発

鈴木 郁斗（金沢大学大学院自然科学研究科機械科学専攻）
共 催：SICE LE部門 ユビキタスヘルスケア部会

ポスター会場 医学部記念館

9 : 30-10 : 10 ポスター５ P５‐１～６

「臨床の実態３」
座 長：中林 美奈子（富山大学大学院医学薬学研究部 地域看護学講座）

P５‐１ 母児同室導入に向けたA病棟の現状分析
西川 由紀子（白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院）

P５‐２ 産褥期の女性が抱く困りごとに関する調査研究
鈴木 雅登（パナソニック株式会社 先端研究本部）

P５‐３ 小児の体圧測定に関する文献検討
上東 琴美（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）

P５‐４ わが国における新生児・乳児の臥位姿勢に関する過去１０年間の文献的考察
井本 京・筒井 董子（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）

P５‐５ 新生児にかかる体圧の比較
安宅 和佳奈・藤浪 優花（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）

P５‐６ マットレス仰臥位時の蒸れ感計測方法の検討
有松 崇行（パラマウントベッド株式会社）

9 : 30-10 : 10 ポスター６ P６‐１～６

「計測と開発３」
座 長：峰松 健夫（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座スキンケアサイエンス）

P６‐１ 安全性の確保を目的とした足首硬縮予防リハビリテーション装置の開発
山口 孝弘（富山大学理工学教育部電気電子システム工学専攻）

P６‐２ 第５中足骨頭部の糖尿病性足潰瘍予防のために適した靴幅の検討
雨宮 歩（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）

P６‐３ 高機能靴を用いた歩行訓練システムの開発
早川 恭弘（奈良工業高等専門学校 電子制御工学科）

P６‐４ 高齢者における腰部加速度変化量に基づく多重課題が歩容バランスに与える影響評価
前田 宏行（金沢大学大学院自然科学研究科機械科学専攻）

P６‐５ 第１報：グラビティMRI による筋ポンプ作用の測定可能性
澤� 拓人（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻）

P６‐６ 第２報：若年者における筋ポンプ作用の体位による違い
澤� 拓人（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻）

１０月１５日（日） 第２日目
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10 : 30-11 : 10 ポスター７ P７‐１～６

「臨床の実践４」
座 長：室谷 貴子（金沢大学附属病院）

P７‐１ 精神症状が再燃し、家族に暴力行為があった統合失調症患者の自宅退院に向けたアプローチ
鷹合 洋一（金沢医科大学病院）

P７‐２ 取り下げ

P７‐３ 地域包括ケア病棟における看護管理・看護ケアの実態と課題
－病棟看護師長へのグループインタビューから－
田淵 知世（石川県立看護大学看護学部）

P７‐４ 地域包括ケア病棟における退院支援の実態と課題
－退院調整看護師へのグループインタビューから－
笠嶋 凪紗（石川県立中央病院）

P７‐５ 地域包括ケア病棟における退院支援の実態と課題
―看護師へのグループインタビューから―
田嶋 瑞穂（加賀市医療センター）

P７‐６ 整形外科患者の社会復帰に関する現状
中澤 瞳（石川県立中央病院）

10 : 30-11 : 10 ポスター８ P８‐１～６

「計測１」
座 長：中谷 壽男（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

P８‐１ 網羅的スキンブロッティングの開発に向けた基礎的検討
大貝 和裕（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）

P８‐２ 皮膚常在菌回収方法としてのテープストリップ法において，粘着剤の違いが皮膚常在菌の回収効率に
与える影響に関する検討
大貝 和裕（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）

P８‐３ 高齢者－若年者間における皮膚細菌叢を構成する細菌群の比較
長瀬 賢史（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻病態検査学講座）

P８‐４ 肥満者に対する最適な経皮的与薬方法の検討－皮膚内シトクロムP４５０発現変動の検証－
前澤 美佳（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）

P８‐５ 肥満に対する疼痛看護ケア方法の開発①
－肥満モデルマウスを用いた皮膚神経線維の基礎的検討－
大山 亜希子（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）

P８‐６ 肥満に対する疼痛看護ケア方法の開発②－ヒト検体を用いた基礎的検討－
堀井 麻里子（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）
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11 : 30-12 : 10 ポスター９ P９‐１～６

「計測と開発・基礎」
座 長：森 武俊（東京大学大学院医学系研究科・ライフサポート技術開発学（モルテン）寄付講座）

P９‐１ 皮膚動画に基づく生体情報計測の際の照明条件について
近藤 理子（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

P９‐２ 電気インピーダンス計測を用いた生体蛋白濃度測定システムの開発
平川 侃（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

P９‐３ マウス下肢慢性リンパ浮腫モデル作製に向けて
中島 由加里（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻）

P９‐４ 唾液腺保護ケア開発を目指したマウス唾液腺培養モデル構築の試みにおけるSerum Replacement の
効果について
関亦 明子（山形大学医学部看護学科）

P９‐５ 力学データに基づく口腔ケアの訓練・評価システムの開発に向けた歪ゲージを用いた歯列モデルの作製
森川 茂廣（滋賀医科大学 神経難病研究センター MR医学研究部門）

P９‐６ 重量物を保持する動作における腰部負担軽減のための「てこの原理」を用いた腰部サポート器具の開発
山本 創（富山大学大学院理工学教育部電気電子システム工学専攻）

11 : 30-12 : 10 ポスター１０ P１０‐１～３

「計測２」
座 長：大桑麻由美（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

P１０‐１ 酸化チタンの光化学反応を用いた有機物の臭気除去の定量的研究
門田 直之（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

P１０‐２ 臨床現場で使用するための浸透圧計の開発
下司 真佑美（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

P１０‐３ 電気的連続計測法による浮腫の原因推定のための基礎研究
岩津 星吾（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

１０月１５日（日） 第２日目
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オーガナイズドセッション１・２・３・４
交流セッション
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大会長講演

多分野融合研究によるアドバンストスキンケアの模索

須釜 淳子（すがまじゅんこ）（金沢大学新学術創成研究機構）

スキンケアとは，「基本的に薬効のない物・道具・手技により，機能または整容的に最善の状態に皮膚を

維持または改善するための日常的な処置（今村修平，２００８）」であると定義されています．特に看護では，

基礎看護技術として，患者の皮膚の清潔保持や保湿目的で入浴介助，清拭，足浴，洗髪，保湿剤の塗布等を

習得します．これらの技術は健康成人の皮膚の構造と機能を前提としています．

その一方，臨床においては，患者の高齢化，慢性疾患患者の増加，医療の高度化がすすみ，もはや基礎教

育のみでは対応できなくなっていることは事実です．生活習慣を支援するスキンケア技術においても私は同

様であると考えています．つまり，浮腫，加齢（８０歳以上），透析療法，放射線療法，化学療法，ステロイ

ド療法等による皮膚の脆弱化など，基礎看護技術教育において前提としていた皮膚の構造と機能とは異なる

ことは明らかです．私はこのような脆弱な皮膚を有する患者へのスキンケア，すなわちアドバンストスキン

ケアのニーズに応えるには，個体レベル・器官レベル・組織レベル・細胞レベル・分子レベルにおいて，生

活習慣を支援する看護技術としてのスキンケアを構築していく必要があると考えています．

本講演では，アドバンストスキンケアの構築を目指して取り組んできた研究の過程を紹介し，今回の学術

集会のテーマ「多分野融合型イノベーティブ看護学の躍進」について，参加者の皆様とともに考えてみたい

と思います．

略歴

昭和６０年３月 国立千葉大学看護学部看護学科 卒業 （看護婦，保健婦免許取得）

昭和６０年 金沢大学医学部附属病院 看護婦に採用昭和６３年 金沢大学医療技術短期大学部 助手 看護学科に転任

平成８年 金沢大学医学部保健学科 講師平成１１年 金沢大学医学部保健学科 助教授

平成１８年～平成２８年７月 金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻 教授

平成２０年４月～２３年３月 東京大学大学院医学系研究科アドバンストスキンケア（ミスパリ）寄付講座 客員教授

平成２１年４月～２５年３月 金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター コンサルティング部門長

平成２５年４月～平成２８年８月 金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター センター長

平成２８年８月～ 金沢大学新学術創成研究機構 革新的統合バイオ研究コア 先端的ヘルスケアサイエンスユニット

ユニットリーダー
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海外招聘講演

Development of New Global Partnerships through the LIMPRINT study
LIMPRINT study を通じての新しいグローバルパートナーシップの構築

Professor Christine Moffatt CBE

The LIMPRINT study is an internationally designed study that examined the size and impact of patients

with all forms of chronic oedema in health services within different countries. The project was co-ordinated

by the International Lymphoedema Framework（ILF）through its participating national frameworks. This

challenging project has demonstrated the possibility of global research within a charitable framework and

the power of strong academic partnerships to ensure delivery of robust evidence from each country.

From２０１４to２０１７，９countries with４０sites have contributed to an international data set of over１３，０００

patients. The study was supported by an electronic data capture system and data collection tools that had

been previously validated. The preliminary analysis has begun to illuminate the burden on acute and com-

munity health services across the world and to identify the patient populations most at risk.

Japan has made a major contribution to this work through a number of ways. Firstly they validated the

pitting method of oedema assessment through inter-rater reliability studies and secondly they contributed

over １０００ patients to the main study. Thirdly they undertook a prospective study in elderly care that

showed the high prevalence in this population and demonstrated that chronic oedema increases in these

populations over time. During the presentation the main results from the study will be presented and the

methodological and logistical challenges that were faced.

Christine Moffatt CBE
Professor of Clinical Nursing Research
University of Nottingham,UK

Christine is Professor of Clinical Nursing Research at the University of Nottingham, School of Health Sciences, UK,
and holds other visiting chairs at the following : University of Glasgow ; Cardiff University Medical School Wound Heal-
ing Institute ; Kanasawa University, Japan, Western Ontario University, Canada and LOROS Hospice UK . She is also
nurse consultant at the Royal Derby Foundation NHS Trust Lymphoedema service in which she leads a research team
as well as undertaking a clinical consultancy role in a service with over４０００patients.
She has been involved in wound healing research and practice for３０years and Lymphoedema for１５years. She has

undertaken extensive research in this field using mixed research methods including running national and international
clinical trials. She currently heads the International Lymphoedema Framework, an international charity, whose mission is
to develop effective Lymphoedema care throughout the world. Her areas of research include compression therapy ;
service development and evaluation ; psychosocial impact of disease ; chronic wounds and Lymphoedema. She has
presented and published internationally. She edited the EWMA position document series and the International Lymphoe-
dema Framework Best Practice Document（２００６）and is a member of international editorial boards, NICE boards on leg
ulcer management and advisory panels.
She was awarded a CBE in the２００６New Year's Honours List and made a life fellow of the Royal College of Nursing

that same year. She has received６life time achievement awards between２００６and２０１５in recognition of her work. In
December２００８she received a Nursing Times Diamond２０Award as one of the２０most influential nurses in the last６０
years. She received the Vice Chancellor's medal in ２０１５ from Nottingham University and the Nottingham University
Global Knowledge and Impact Exchange Award in２０１６．
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教育講演

医療者のためのメタ認知スキル
～批判的思考・経験学習・信念対立アプローチ～

演者：池田 満（いけだ みつる）（北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科）

司会：稲垣 美智子（いながき みちこ）（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

略歴

１９８９年 大阪大学大学院博士課程修了．工学博士．同年宇都宮大学助手．

１９９１年 大阪大学産業科学研究所助手．

１９９７年 同助教授．

２００３年 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科教授．教育工学，ナレッジマネジメント，オントロジー

工学，医療サービスサイエンスの研究に従事，人工知能学会設立１０周年記念優秀論文賞，２０１２年，２０１５

年教育システム情報学会論文賞受賞．情報処理学会，教育システム情報学会，各会員
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理事会企画セミナー１

『ICTと IoT』
看護師さんも知っておくべき ICTと IoT

座長：山田 憲嗣（やまだ けんじ）（大阪大学大学院医学系研究科バイオデザイン学共同研究講座）

本講演では，看護師さんが知っておくべき ICT と IoT について，言葉の定義などの入門から看護現場で

の実例までを丁寧に解説します．

ICT は，Information and Communication Technology の略語で，日本では“情報通信技術”と訳されてい

ます．皆さんがよくご存じの"IT"との違いは「Communication」という単語が含まれていることになります．

いわゆる”IT"は，「情報技術」であり，デジタル化や，OA（オフィス・オートメーション）化を進めるた

めの技術そのものを指していました．ICT は，情報技術を取り入れて業務効率を上げるのはあたりまえで，

通信技術を使ってどのように患者とコミュニケーションし，看護のケアを向上させるかの「使い方」がポイ

ントになります．

最近は，政府の後押しもあり，IoT という言葉が注目されてきています．IoT は，Internet of Things の略

語で，直訳して“モノのインターネット”となります．つまり，「モノ」をインターネットで繋げる技術や，

繋がっているモノそれ自体を指して呼びます．一番わかりやすいのは，スマートフォンやスマートウォッチ

などです．電話がインターネットに繋がることで，メールの受信やリアルタイムの天気予報などを確認でき

るようになりました．

本セミナーでは，この ICT と IoT の基本を紹介し，実際に活用されている事例を紹介します．

理１‐１

安全な医療現場を構築する ICTと IoT情報を利用した根拠のある支援技術の確立

山下 和彦（やました かずひこ）（大阪大学大学院 医学系研究科 バイオデザイン学共同研究講座）

日本の入院に関する有害事象は６．８％と報告されている．医療過誤の多いものに，薬剤・投薬，手術など
が挙げられる．大きな医療過誤が発生すればダブルチェック・トリプルチェックが求められ，新しい医療技
術が入れば知識と対応が求められる．一方で，医療現場は周囲にある様々なリスクに慣れてしまっているよ
うにも見える．
一般的にチェックの回数を増やしても安全は確保されない．ヒトは間違える生き物であり，理解・行動・
判断には限界がある．つまり技術とヒトの能力を組み合わせ，質がよく，安全な医療環境を作ることが重要
である．
社会を眺めてみると ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）と IoT（Internet
of Things：様々なものがインターネットにつながる）が急速に発達した．スマホが登場し，生活自体が大
きく変わった．世界中どこでも電話がつながり，スマホの地図で海外でも道に迷うことはなくなった．猫の
首輪にセンサをつければ一日の行動が見える化でき，牛につければ運動量からおいしい肉に仕上げる方策が
見えてくる．
医療分野の ICT の導入の一例として，投薬時の３点照合が挙げられ，薬剤・投薬時の過誤が大きく減少
した．患者，薬剤，自分の情報を読み取ると電子カルテと照合し，５R（Right Patient/ Drug/ Dose/ Route/
Time）を確認してくれる．入院患者の処方変更はかなりの割合で発生し，複雑化した薬剤相互作用を手作
業で確認することはすでに不可能である．
技術は大きく変わっているが，（印象で語って申し訳ないが）看護師は手作業が大好き（な人が多い）であ
る．医療従事者の力と ICT･IoT の技術が融合することで，“患者”と“医療従事者”双方にとって“安全”
で“満足度の高い”医療や介護，健康支援が実現できる．その方策の一部についてお話したい．
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理事会企画セミナー１

理１‐２

ICT, IoT が変える看護業務．情報の連続性を担保した地域包括ケアシステム．

池川 充洋（いけがわ みつひろ）（株式会社ケア環境研究所，株式会社ヘルスケアリレーションズ，株式会社ケアコム）

ICT, IoT の活用が進み現場の可視化が進んできた．今回は①スタッフステーションを従来概念である部

屋，もしくは固定した場所と捉えず，病室に近い位置にて業務遂行ができるようなカウンター方式を採用し

た病院における可視化の例，②可能な限り患者の傍ら（病室内・前）で業務遂行することを基本方針とし看

護提供方式の変革を進める病院における可視化の例，③療養環境をコントロールした影響についての可視化

例，などを紹介し現場の可視化の有用性について議論したい．さらに今後急速に拡充が必要な，④地域包括

ケアシステムにおける連続した情報の活用，最終的には在宅における生活実態を含む健康増進への情報活用

について検討したい．機能分化が進められている現状，単純な情報連携ではなくアウトカムのフィードバッ

クによる業務改善他への示唆，さらには在宅にて見守らざるを得ない医療依存度の高い患者に対する支援，

加えて健康長寿を支援する生活習慣へのアプローチを具体化していくことが今後非常に重要になる．はたし

て ICT, IoT，もしくは AI，ロボットはどのような方向性にて具体化するか．

理１‐３

仕組みから知る IoT，ビジネス，セキュリティ，プライバシー

下條 真司（しもじょう しんじ）（大阪大学サイバーメディアセンター）

IoT によって様々なセンサーから得られるデータを収集し，活用する仕組みを簡単に作れるようになりま

した．それによって，ビジネスやサービスのあり方は大きく変わっています．医療もその一つです．ここで

は，IoT の仕組みをやさしく解説するとともに，国内の IoT を活用した例を紹介し，また，IoT を導入する

際に重要となるセキュリティとプライバシーの観点を議論します．
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理事会企画セミナー２

待望の第２弾！
最新 ICUにおける機器と危機管理の基礎と実践：人工呼吸器編

座長 紺家 千津子（こんや ちづこ）（金沢医科大学看護学部）

前年は，患者の生命を見守るための機器としてECGと SpO２に焦点を絞って開催した．今回はその第２
弾として，ICUや手術室のみならず，一般病棟や在宅でも使用される機会が増えてきた人工呼吸器に注目した．
人工呼吸器とは，患者の肺の喚起を人工的に補助，あるいは完全に患者に代わって行う機器である．この
人工呼吸器は，換気の維持，酸素の供給，酸素化の改善，呼吸仕事量の軽減，全身管理の一環を目的に使用
されている．したがって，患者の命をつなぐために重要な機器といえる．しかし，人工呼吸器のケアに自信
がもてないという看護師の声をよく耳にする．
患者にとって，看護師にとって，より安全に人工呼吸器を使用するためには，やはり機器の原理を理解す
ることは必須である．さらに，患者が苦痛なく治療を受けるためには，最近話題となっている鎮静薬や鎮痛
薬の使い方，さらに身体拘束についても理解する必要がある．なお，虐待と誤認されることがある「スキン
－テア（皮膚裂傷）」や，「医療関連機器圧迫創傷」といった皮膚障害が人工呼吸器の装着によって生じる可
能性があり，予防的なケアが必要である．
そこで，本企画では，人工呼吸器について３名の先生方からそれぞれの専門的な立場から実践で役立つ最
新情報を含めてご講演頂く．なお，次回は人工呼吸器の患者管理についてさらに進んだ内容で行う予定であ
る．ぜひ，今回の企画からご参加ください．

理２‐１

人工呼吸器の理解と管理～あなたの危機管理は大丈夫？

野口 裕幸（のぐち ひろゆき）
［共同演者］相田 武則（北里大学保健衛生専門学院 臨床工学専攻科）

人工呼吸の目的は，酸素化の改善，換気の改善・維持，および呼吸仕事量の軽減・代行です．電源と医療
ガス（酸素・圧縮空気）を駆動源として作動します．ガスの流れは，吸気弁・呼気弁で制御するものが一般
的ですが，非侵襲的人工呼吸専用装置のように呼気弁を有さないものもあります．呼吸回路を通じて患者と
接続しますが，患者の気道確保の方法により，閉鎖回路タイプとオープン回路タイプの２種類に分類されま
す．
人工呼吸の目的を継続できないとき，人工呼吸器は警報装置（アラーム）を鳴動します．その際，アラー
ムが聞こえない，鳴動しなかったなどのトラブルが生じた場合，患者は致命的な状況に陥る可能性が出てき
ます．例えば，人工呼吸器本体がなんらかの影響を受けた場合，動作を停止し，かつアラームが鳴動しない
恐れがあるわけです．
そこで平成１３年に厚生労働省より，「人工呼吸器に関する医療事故防止対策」として，保守点検の適切な
実施，適切な設定・操作を促すための対策，および生体情報モニターの併用等に関する通達があり，現時点
に於いてはそれに基づき，各医療機関および医療機器関連会社では対策を講じているところです．
しかし，医療事故情報収集事業により開示されたデータによると，人工呼吸器に関する医療事故，ヒヤリ・
ハットの事例報告は２００９年～２０１５年までの６年間に８８０例あり，医療事故，ヒヤリ・ハットの対策には改善・
改革の余地があると考えます．
そこで，回路外れなどを防止する対策や，アラーム鳴動時の対応，ヒヤリ・ハットを減らすような試みな
ど，イノベーションが求められます．
今回のセミナーでは，人工呼吸器の基本的な役割，操作方法を改めて理解していただき，医療安全の対策，
およびこれから求められる技術などについて，お話しさせていただきたいと思っています．
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理事会企画セミナー２

理２‐２

人工呼吸中の患者に対する看護師のしごと－ここ１０年での進歩を中心に

卯野木 健（うのき たけし）（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 集中治療室）

人工呼吸療法は集中治療の主体となる支持療法のひとつであり，多くの患者で行われる．人工呼吸には大
きく分けて，気管挿管を通じて行う侵襲的陽圧換気，マスクで行う非侵襲的陽圧換気にわけられるが，ここ
では苦痛を伴う侵襲的陽圧換気に関して看護師がどのような業務を行なっているのかを述べようと思う．業
務として思いつきやすいのは機器の操作，作動状況のモニタリングだ．現在では保守点検は多くの場合臨床
工学技士が行う施設が多いが，現場での機器の設置や操作は看護師が行うことも多い．臨床工学技士が夜間
配置されている施設は少なく，人工呼吸器本体や回路，加温加湿器などのトラブルにも対処する必要もある．
人工呼吸器の操作で言えば，人工呼吸器からの離脱（Weaning）をプロトコルで行うことが推奨されており，
その際の操作には看護師が大きな役割を担っている．
ここ１０年で最も変わったのは患者の「ありよう」だろう．かつては，気管挿管患者は「眠らせる」ことが
当然とされてきたが，現在ではできるだけ覚醒した状況で管理することが推奨されている．この覚醒した状
態で管理するには，鎮痛薬と鎮静薬をタイムリーに調整する必要があるが，これら薬剤の調整は看護師が担っ
ていることが多い．つまり薬剤の知識とともに，患者の覚醒状態，疼痛の状況，せん妄の有無などを評価し，
対応するだけの能力が必要となった．
また，ICU-acquired weakness という概念が普及し，重症患者は筋力低下が生じ，それがQOLに影響を
与えることが覚醒した患者は，気管挿管中であっても離床するようになった．
本発表では，人工呼吸管理に関して実際に看護師が行なっている業務，特にこの１０年大きく変わったこと
に関して述べようと思う．

理２‐３

人工呼吸療法中の患者に対するスキンケア

志村 知子（しむら ともこ）（日本医科大学付属病院 看護部）

ICUで治療を受ける重症患者の多くは，重篤な病態によって生命の危機的状態にある．そのため身体機能

のみならず皮膚そのものの機能も低下し，様々な皮膚障害が容易に発生しやすい．

このセッションのテーマである“人工呼吸器”を装着している重症患者に発生する頻度が高い皮膚障害に

は，顔面に生じるスキン－テア（skin-tear：皮膚裂傷）や皮膚感染症がある．スキン－テアは，脆弱で菲薄

した皮膚が摩擦やずれなどの外力によって裂ける外傷性創傷であるが，患者に提供される治療やケアが発生

要因として関与しており，リスクマネジメントの視点からもその予防対策が重要視されている．また，健常

な皮膚は通常，表皮の最上層にある角層がバリア機能を有し，細菌やウイルスに感染することはない．しか

し免疫力が落ちた重症患者にスキン－テアが生じると，破壊された角層から感染源が侵入しやすく容易に皮

膚感染症を引き起こす．重症患者に一旦生じたこれらの皮膚障害は治癒しにくく，患者のwell-being を脅か

す．

このセッションでは，とくに経口気管挿管による人工呼吸療法を受ける患者に生じやすいスキン－テアと

皮膚感染症に対する当院の対策を例に挙げ，その予防的／治療的ケアを紹介したい．
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シンポジウム１

「看工ものづくりパートナーシップの構築」

座長 真田 弘美（さなだ ひろみ）（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野）

土肥 健純（どひ たけよし）（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）

超高齢化社会を迎えた現在の日本において健康寿命の延伸のための方策だけではなく，完治困難な疾患や

障がいを抱えたまま長期間すごす人々の生活を支える方策も求められている．その方策として，看護学と理

学・工学の専門分野と融合しイノベーションを生み出すことを目標のひとつに掲げ，看護理工学会が２０１３年

に設立された．

イノベーションを生み出すには，学問領域の融合のみならず産業界と協調しながら“ものづくり”を行う

環境を構築する必要がある．しかし，看護学においてこの環境を構築する力量が十分とは言えない．本シン

ポジウムでは，企業の立場，看護学の立場の双方から看護現場がもつ固有のニーズをいかに認識・分析し，

看護を含む医療技術として方策を生みだしていくかについて，各シンポジストの立場から発表ならびに討論

を行いたい．

S１‐１

看工連携のメリットが実感できるニーズ・シーズの共有

村山 陵子（むらやま りょうこ）（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー）

社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジーが病院内に設置されてから，４年半が経過した．教員

枠２名，共同研究員１名でスタートした本講座は，看護トランスレーショナルリサーチの円環を基盤に看護

の分野における産学連携を推進し，研究開発はもちろん，新技術・新事業の創出をも目指すべく活動してき

た．

看護に必要で求められる新技術を開発するためには，工学分野の「ものづくり」の知識と技術は欠かせな

いものである．その人らしい生活を支援することが看護の目的であり，我慢の多い療養生活のなかで，支援

すべき患者のニーズは溢れている．支援のためには患者自身にも，またケアを提供する看護者にとっても，

適切な道具が求められる場面が非常に多い．

医療技術の提供に直結する，医療機器開発の分野では，近年，「医工連携」は医療産業と結びつき，国家

的な支援を背景に進められつつある．そこにはパートナーシップを築くことが，互いにとって有益であるこ

とが周知され，実感を伴ってきたからに違いない．それに対し，「看工連携」を進めることのメリットが実

感できるまでに至るには，まだまだ互いの努力が必要であることを感じる部分がある．

看護と工学が連携し，産学で力を出し合い，ものづくりを進めたい．今回は，現在本講座で共同開発中の，

血管外漏出の早期発見を目指した「液晶感温フィルム」を例に，看工ものづくりにおけるパートナーシップ

構築について，看護研究者の立場から考えたメリットをお伝えできれば幸いである．



37

シンポジウム１

S１‐２

大阪府看護協会の取り組み～共創そしてブランディングを目指して～

高橋 弘枝（たかはし ひろえ）（公益社団法人大阪府看護協会）

少子・超高齢・多死社会に直面し様々な課題が山積しています．国民の「いのち・暮らし・尊厳を守り支
える看護」の実現に向けて看護職が果たす役割は大きく，活躍するフィールドも多肢にわたります．そのた
めには，「看護の質の向上」と「一人ひとりの看護職が誇りとやりがいをもって，生き生き笑顔で働き続け
られる職場環境づくり」の更なる推進が重要となります．
大阪府看護協会では「看護師が安全で安心してケア提供できる環境，患者とその家族も安心して安全なケ
アを受けることができる環境づくり」の一環として，医療・看護・介護現場に必要なものづくりを目指しま
した．ただ，この取り組みは看護職能団体単独では実現しがたいことであり，一般社団法人臨床医工情報学
コンソーシアム関西（以下，コンソーシアム関西）のご協力で，大阪府看護協会とコンソーシアム関西の連
携・協働を基盤に進めることができるようになりました．
大阪府看護協会として，まずは，看護職が臨床現場目線でニーズを掘り起こすために，看護協会会員の中
から熟練した看護実践者を選出し，ヒヤリングを行いました．非常に多くのニーズが抽出され，今後，看護
協会会員とコンソーシアム関西の先生方とそれらを整理・分類し，企業とのマッチング，事業化していくプ
ロセスを目指しています．この度のシンポジウムではこのプロセスと，その中での学びを紹介したいと思い
ます．
看護職がかかわった商品が，医療・介護の現場，暮らしの中で，看護職だけでなく，多職種そして患者・
家族が使われるのを楽しみに，創造的な取り組みを展開していきたいと思っています．

S１‐３

クリティカルケア看護領域の立場から

道又 元裕（みちまた ゆきひろ）（杏林大学医学部付属病院）

そう遠くない過去より，看護分野においては，散見程度ではあるものの臨床看護に係わる道具（device, in-
strument, tool, goods など）の開発，カイゼンに関するアイデア，創意工夫などの紹介や研究報告が見受け
られます．ここ数年来は，その数は増加傾向にある感があります．しかし，これらの道具類は，それは商品
化，普遍化されるでもなく，一時的産物として消えてゆくものが珍しくありません．つまり，臨床現場に広
く普及することなく，その考案，開発した当該施設に限っての使用が殆どであります．
商品化されない最大の理由は，道具を開発，カイゼンした人々に，その道具を同業者に広く普及しようと
する目論見（認識）が無いので，それ以上の経験を持つ者が存在しないからです．次に臨床現場では，それ
らを一般化，商品化しようというスタンスがあったとして，市場へ提供するまでノウハウを持ち得ていない
し，しかもそこに至るまで連携，支援してくれるたとえば企業のような組織そのものや企業などとの連携す
るシステムがほとんど無いが現状です．或いは，企業が存在していたとしても企業側が臨床側への情報を入
手するためのアンテナを設置していることが著しく少ないことも理由として挙げられるでしょう．
患者にとってより良い道具やデバイス，看護業務がより円滑，安全に行える道具などに関するニーズ情報
は，やはり臨床現場が持っているに違いありません．しかし，ニーズ情報だけでは実践の場で活用できる信
頼できる品質の道具は創れませんし，広く多くの人々に使われることもありません．したがって，患者のニー
ズに適したより良い道具の開発と商品化のためには，臨床側，教育側，研究側，企業側の各個ではなく，す
べてが連携を図っていくことが不可欠と考えます．
本シンポジウムにおいては，臨床現場の立場，特にクリティカルケア看護領域からものづくりのパートナー
シップの構築に関する見解を述べさせて頂きます．
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S１‐４

メリットが実感できるものづくり（企業における製品開発の視点から）

矢部 久夫（やべ ひさお）（テルモ株式会社ホスピタルカンパニーホスピタルシステム医療器G R&D部門部門長）

テルモは，「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもと，患者様や医療現場に安全と安心をお
届けするため，高品質な医療機器やサービスを供給する企業を目指しております．テルモは，第一次世界大
戦の影響下で輸入が途絶えた体温計を国産化するため，北里柴三郎博士をはじめとする医師らが発起人とな
り１９２１年に設立されました．その後，日本でのディスポーザブル医療機器の普及に取り組み，最近では最先
端の再生医療にも挑戦をしております．
昨今，さまざまな企業から高性能を有する医療機器や医薬品が生み出されておりますが，患者様に寄り添
い安全と安心をお届けするためには，看護の現場で日々使われる一般的な医療機器にも今の医療環境にあっ
た改善改良型の開発が必要であると思われます．
企業がこれらの改善改良型の開発で新製品を生み出すためには，「医療現場のニーズの特定」，「原因とな
る病態メカニズム等の解明」，「課題を解決できる技術開発」の３つの要素に対し，バランスよく検討を進め
る必要があります．
私たちは，東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジーを通じ，これ
ら３つの要素に対し，互いの専門性を活かし，試行錯誤しながら製品開発に取り組んでおります．
今回は，「点滴時の血管外漏出の早期発見を目的とした液晶感温フィルムの開発」を企業の立場からお示
しし，看工ものづくりにおけるパートナーシップ構築が，企業にとってどういう魅力があるか，お伝えでき
れば幸いです．

S１‐５

看護理工学との連携について

三村 真季（みむら まき）（株式会社モルテン）

我々はエアマットレス（床ずれ防止用具）を２６年前に発売開始して，これまで継続して開発しており，そ
の中で蓄積してきた看工ものづくりパートナーシップ構築について以下内容で発表する．
１．「看工ものづくり」でありがちな問題点
メーカ側の意見：開発した試作品を詳細に評価してもらえない．
看護側の意見：使い方がわかりにくく使用してみたいと思わない．
課題テーマに対するケアの目的が明確に共有できていない．
２．「看工ものづくり」ニーズのつかみ方
課題テーマは，ケアの手段ではなく，ケア全体の目的にする．
ケアの課題テーマから特性と要因を抽出し広く分析することが重要で，労力の負担／改善と費用対効果を
明確にする．
３．「看工ものづくり」ニーズの確認方法
実際に現場での体験が重要となる．患者様の立場，ケアする側の立場，両方ともに体験する．難しい場合
はできるだけ現場を再現して体験する．
看護の立場，工学の立場，一緒に体験して意見を共有する．
４．体験の事例
ポジショニング（体位保持，体位変換）を実際にしてみる，実際にされてみる．
言葉では伝わらないことを体験できる．
５．パートナーに必要なこと
工学側，看護側，どちらとも，５０：５０の関係で意見を言い合え，お互いの思想を理解し合える関係が重要
であると考える．
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シンポジウム「慢性浮腫の炎症・感染管理」

座長 小林 範子（こばやし のりこ）（北海道大学病院婦人科）
増島 麻里子（ますじま まりこ）（千葉大学大学院看護学研究科）

慢性浮腫（Chronic oedema）は，原因に関わらず浮腫が３ヶ月以上継続する状態と定義される．リンパ
浮腫は，ひとたび発症すると永続的に症状を有することから，慢性浮腫の１つに位置づく．高齢化が進む現
況においては，リンパ浮腫を含む慢性浮腫を有する人々が増加することが予測され，世界的にも深刻な問題
として着目されている．
浮腫に伴う急性炎症性変化は蜂窩織炎，リンパ管炎，丹毒など多様であるが，実際には明確に区別されず
に診断・治療されていることが多い．炎症は，虫刺されや擦過傷，外傷などの皮膚の損傷を契機に，細菌が
皮膚から侵入し皮下組織に感染が波及する経路が多いことが知られているが，足白癬などの局所真菌感染，
リンパ小胞・リンパ漏，カテーテルやストマも原因となりやすい．しかし，明らかな感染源が同定できない
症例も少なからず存在し，感冒（扁桃腺炎），疲労やストレス，あるいは肥満，糖尿病といった合併症や高
齢という因子も炎症のリスクファクターとなりうる．
リンパ浮腫に対する治療的介入あるいは治療による浮腫体積の縮小が炎症の頻度を減少させること，浮腫
の罹病期間が長くなると炎症の頻度が増加することが言われている一方で，浮腫の程度（体積，重症度）と
炎症の頻度や重症度に直接的な相関性はみられないとの報告もある．複数回の炎症を繰り返すことによりリ
ンパ浮腫が増悪し，QOLが低下するケースも少なくない．浮腫を良好な状態で維持するためには，炎症の
連鎖を断ち切ることが重要であるが，炎症の予防，管理に関する画一的な方法は確立していない．
本シンポジウムでは，慢性浮腫であるリンパ浮腫に焦点をあて，蜂窩織炎をはじめとする炎症の適切な診
断，治療やケアの実際について各演者よりご発表いただき，慢性浮腫の炎症・管理に関する今後の課題や展
望を考える時間としたい．

S２‐１

リンパ浮腫の蜂窩織炎発症・再発リスク要因

臺 美佐子（だい みさこ）（金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域）

リンパ浮腫は慢性浮腫の中でも，炎症・感染の代表的疾患である蜂窩織炎を生じやすい．蜂窩織炎蜂窩織
炎の最大発症要因であるリンパ浮腫の特徴は，蛋白質を含むリンパが真皮・皮下組織に貯留していること，
表皮伸展し創傷が生じやすい状態となっていることである．これまでの国内外での研究報告より，リンパ浮
腫患者らは蜂窩織炎発症リスクが約１０倍以上高く，蜂窩織炎既往割合は約３０％～５０％，１年以内に再発する
割合約４５％と，非常に大きな課題であるといえる．蜂窩織炎による炎症反応がリンパ浮腫増悪に関連する負
のサイクルをつくることから，リンパ浮腫管理にとって蜂窩織炎の発症・再発予防は極めて重要である．
リンパ浮腫管理において，蜂窩織炎の発症予防では複合的理学治療の継続，再発予防では抗菌薬の予防的
投与が追加される．炎症の対処としては，抗菌薬治療，患肢拳上，患肢冷却，圧迫療法と徒手的リンパドレ
ナージの休止が国内外の標準的方法である．しかしながら，発症・再発率は依然高い．この原因として，蜂
窩織炎の発症・再発リスク要因による個々への適切なケアが十分でない可能性がある．
蜂窩織炎の発症・再発リスク要因は，発症割合の高い下肢リンパ浮腫対象の文献レビューにおいて，皮膚
バリア機能の破綻（OR＝１３．９），下肢や足部のびらんや潰瘍（OR＝１１．９），同側の深部静脈血栓症（OR＝３．８），
がんの病歴（HR＝３．８），趾間の真菌（OR＝３．２），静脈不全（OR＝２．９），同側の皮膚炎（HR＝２．９）が主
なものとして報告されている．これらから，下肢の静脈機能低下と患部への創傷が蜂窩織炎の発症・再発危
険リスク要因であると考えられる．しかし，具体的にどのような状況下でどのような事象が生じたことで蜂
窩織炎発症・再発に至ったのか，どのような管理方法が蜂窩織炎発症・再発率減少に有効なのかは不明であ
る．
文献レビューを踏まえて，リンパ浮腫の蜂窩織炎管理のエビデンス構築に向けた，現状の課題と今後の展
望を述べる．
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S２‐２

リンパ浮腫の炎症・感染管理 －保存的治療－

小川 佳宏（おがわ よしひろ）（医療法人リムズ徳島クリニック）

【はじめに】リンパ浮腫患者の代表的な合併症が，患肢の蜂窩織炎である．炎症によりリンパ浮腫を発症し
たり，悪化したりするきっかけにもなる．複合的治療のうち「スキンケア」は，皮膚合併症や皮膚感染症を
予防することを主眼にしているが，十分なケアが実践されても蜂窩織炎を完全に予防できない．ただ当院で
は，複合的治療で浮腫を軽減させて炎症がみられた際の対処法を指導することにより，頻度や重症度が改善
することを経験している．今回リンパ浮腫の炎症・感染管理をするうえでの保存的治療の役割を解説する．
【炎症の原因・病態】リンパ浮腫の患肢に炎症がみられやすい理由は確定されていない．経験的にはリンパ
管内に侵入した細菌が，Dermal Backflow のある部位で皮下組織に運ばれ，組織間液内で増殖するためと考
えている．そう考えれば，点状の発赤で始まった炎症が患肢全体に広がることが納得できる．その細菌は皮
膚感染症の可能性が高いが，全身のどこかに侵入した細菌が血流で運ばれリンパ管内に侵入することも推測
される．従って患肢のスキンケアだけではなく，全身的に最近の侵入経路をケアする必要があるかもしれな
い．
【炎症の診断】患肢は炎症以外でも発赤がみられるため，感染症かどうかの診断は血液検査での炎症所見の
確認が必須になる．敗血症にまで至る症例もあり，炎症の重症度を確認するうえでも血液検査が必要である．
【炎症時の治療と浮腫のケア】炎症の際は抗生剤での治療が優先され，複合的治療が禁忌となる．抗生剤は
炎症所見を判断材料として投与期間を決定する．複合的治療の再開は，当院では白血球数の正常化を基準に
し，まず圧迫療法を再開する．CRPが正常化してから用手的リンパドレナージを再開している．
【さいごに】炎症を防ぐ治療はないが，最近の増殖する組織間液が少ない方が炎症は軽度になると考えられ
る．炎症を軽症化させるためにもスキンケアを含めた複合的治療が重要である．

S２‐３

スキンケアと感染管理―ケア実践者の立場から

下山 良子（しもやま よしこ）（十和田市立中央病院）

蜂窩織炎をはじめとする皮下組織の炎症は，リンパ浮腫を発症するきっかけとなったり，増悪する原因と
なるため，日常的なスキンケアと炎症を発見したときの対処を，患者さん自身で実践することが必要となり
ます．
リンパ浮腫発症の有無に関わらず，患者さんは経験していないことは自分のこととして捉えられず，スキ
ンケアがおざなりになることがしばしばあります．それは，手術後の治療継続や家庭生活，仕事の忙しさか
ら，リンパ浮腫のことだけに注意を払うことの難しさがあります．さらに最近は高齢の患者さんが増え，ス
キンケアを自分では実践できないケースもあります．
当院では，入院中の手術や放射線療法を受ける患者さんと，リンパ浮腫外来に通院している患者さんそれ
ぞれにリンパ浮腫療法士が関わっています．リンパ浮腫予防指導の機会や複合的治療のあいだに，清潔に関
する生活習慣と農作業やペットの有無などを確認し，実際の写真を用いて炎症について説明をしています．
高齢のため一人ではスキンケアが不十分と判断した場合には，患者さんの家族や介護スタッフに同席しても
らい，一緒にスキンケアの必要性や方法を説明します．そして，患者さん本人や家族，介護スタッフがスキ
ンケアを負担と感じることが少しでも減るように，「できるケア」を一緒に考えて実践してもらっています．
スキンケアを実施していても炎症が起きた場合には，当院の近郊に在住している患者さんにはすぐに当院を
受診すること，遠方の場合には近所のかかりつけ医を受診することを説明しています．
今回は当院で行っているスキンケアについて，報告いたします．
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オーガナイズドセッション１

スキンメカニクスの計測と評価

座長 坂本 二郎（さかもと じろう）（金沢大学新学術創成研究機構）

佐久間 淳（さくま あつし）（京都工芸繊維大学繊維学系）

OS１‐１

触れるだけで軟組織の変形特性を定量化する計測システムの実用化と展開

佐久間 淳（さくま あつし）（京都工芸繊維大学繊維学系）

ヒト軟組織の変形について，その力学的な諸特性を特に診察室でも活用可能なように低侵襲で定量化でき
る計測システムを開発した．この取り組み開始時には，コンピューター技術の発展を背景としたデジタル技
術との親和性も考慮して，物理学的な物性を評価指標として求めることを取り組み方針とした．この成果と
して実用化されたシステムは，特に医師の触診テクニックを数学的にモデルとして定式化した理論を用いて
いるので，薄い組織にもプローブを触れさせるだけで変形特性を定量化できる特徴がある．このため，さま
ざまな臓器へ適用できるが，特にヒト肌を評価するのに適した仕様を有するシステムとなるに至った．この
計測システムは，先ず研究室における利用を想定したデスクトップ型のものが実用化されたが，診察室を含
む様々なシチュエーションでも利用できるハンディ型が追加され，さらに現在に至っては様々な要望に応え
るためより多くのモデルの開発が進んでいる．ヒト肌の評価について幾つもプロジェクトが進んでいるが，
医療から美容，機器開発，さらにアパレル製品開発に至るまで，その目的・活用分野は現時点において拡大
を続けている．これは，物理学的な指標を評価に採用したことで，適用できるモノについて固体物質のすべ
てが対象となって，高い汎用性を有するシステムに仕上がった成果と考えている．さらに今後の取り組みに
関しては，その活用分野の急拡大から未だに少ない計測した数値データの蓄積を進めるとともに，特にQOL
の向上へ直接つながる臨床分野への展開が取り組み課題となってきている．科学の進展を考えると，ヒト臓
器を物理学的な指標で評価する技術は普及し続けるであろうから，これに関わる方々の取り組み展開に本成
果が一助となることを期待するばかりである．



42

オーガナイズドセッション１

OS１‐２

多機能OCTを用いた毛細血管血流速マイクロ断層可視化による褥瘡診断法への応用

佐伯 壮一（さえき そういち）（大阪市立大学大学院 工学研究科 機械物理系専攻）
［共同演者］古川大介（大阪市立大学大学院 工学研究科 機械物理系専攻）

楠本修也（大阪市立大学大学院 工学研究科 機械物理系専攻）
原 祐輔（大阪市立大学大学院 工学研究科 機械物理系専攻）
青木 晋（株式会社 東光高岳）
伊藤高文（株式会社 東光高岳）
西野佳昭（株式会社 東光高岳）
斯波将次（大阪市立大学大学院 医学研究科 消化器内科学）

皮膚の老化現象は，皮膚組織における代謝機能の低下に関連しており，組織液のやり取りを含めた微小循

環システムは，スキンケアやアンチエイジングの重要な評価指針である．また，老年看護の観点では血行低

下により褥瘡が発生するため，表皮直下の毛細血管における微小血流速のマイクロ断層可視化診断は効果が

期待される．本研究では，OCT干渉信号における位相変化を検出する隣接自己相関法を導入し，高精度に

ドップラー変調量を断層計測するOptical Coherence Doppler Velocigraphy（OCDV）を構築した．ヒト皮

膚を計測対象とし，圧迫による形態分布と毛細血管血流速分布の変化をマイクロ断層可視化し，その効果に

ついて報告する．

OS１‐３

骨盤底サポート下着開発のための臀部軟組織のやわらかさ評価

田原 大輔（たわら だいすけ）（龍谷大学理工学部機械システム工学科）
［共同演者］西木友浩（龍谷大学大学院理工学研究科機械システム工学専攻）

熊本真大（龍谷大学大学院理工学研究科機械システム工学専攻）
二宮早苗（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
岡山久代（筑波大学医学医療系）
内藤紀代子（びわこ学院大学教育福祉学部子ども学科）
森川茂廣（滋賀医科大学神経難病研究センター）

【目的】女性の腹圧性尿失禁の症状改善のため，効果的な膀胱頸部の挙上を実現する下着の開発が望まれる．これに対
し著者らは，大きな挙上量が達成可能な下着の着圧分布の探索と設計指針の提示を目指し，骨盤と臀部軟組織の有限要
素モデルによる検討を進めている．膀胱の挙上量は，骨盤と軟組織の力学特性と密接に関連するため，特に臀部軟組織
のやわらかさ（剛性）の評価が必要である．本稿では，骨盤周囲の軟組織の剛性の計測・同定を行うとともに，それを
反映した計算モデルを基に着圧分布の変化と膀胱頸部の挙上量の関係を評価し，症状改善に有用な下着の着圧比を提示
した．
【方法】まず，被験者の臀部軟組織の複数個所における荷重－変位特性をハンディーゲージによる押し込み試験により
求めた．次に，実験状況を計算モデル化し，押し込み試験で得られた荷重－変位特性と合致するような軟組織の剛性を
同定した．また，YAWASA試験機による軟組織の剛性の直接計測を行い，押し込み試験から得られた剛性の妥当性を評
価した．さらに，得られた剛性をモデルに反映した上で，既存下着の着圧と，着圧を変化させて与えた解析を行い，大
きな膀胱頸部の挙上量が期待できる着圧比を探索した．
【結果】骨直上の恥骨結合点以外において同様の荷重－変位特性が得られ，軟組織の剛性は３．７kPa と同定された．
YAWASA試験機では３．３kPa が得られ，押し込み試験の妥当性が確認された．また，この特性を反映した着圧分布探索
の結果，１．６mmの既存下着による膀胱頸部挙上量に対し，腹部側の圧力の低下と股下から尾骨周囲への圧力の上昇によ
り，４．１mmの挙上が期待できる着圧分布の組み合わせが提示された．得られた着圧比は，著者らの臨床的な実験結果の
傾向とも一致し，軟組織の剛性を反映した力学解析に基づくサポート下着の着圧分布の探索が下着の設計に有用である
ことが示された．
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オーガナイズドセッション２

排尿自立指導とテクノロジー

座長 岡山 久代（おかやま ひさよ）（筑波大学医学医療系）

吉田 美香子（よしだ みかこ）（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学）

OS２‐１

排尿自立指導料におけるテクノロジーの活用

真田 弘美（さなだ ひろみ）（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

H２８年度診療報酬改定において，排尿ケアが初めて保険収載された．その技術は「排尿自立指導料」であ
る．
この技術は，尿道カテーテル留置後に下部尿路機能障害を生じた患者に対して，排尿ケアにかかる専門的
知識を有した多職種からなるチームが，主治医や病棟看護師等と連携して，下部尿路機能の回復のための包
括的ケアを実施する．これにより，尿道留置カテーテルの早期抜去，尿路感染の予防とともに排尿自立（排
尿管理方法は問わず，自力で排尿管理が完結できること）の達成を目指している．
排尿自立指導料の主な流れは，①対象患者の抽出，②下部尿路機能を評価するための情報収集（排尿日誌・
残尿測定），③情報に基づく下部尿路機能評価と包括的排尿ケアの立案，④ケアの実施・評価である．治療
に伴い尿道カテーテル管理が行われる多くの場は急性期病院であり，短い入院期間の中で効率的に情報を収
集し，適切な下部尿路機能評価と，排尿ケアの提供を，多職種が協働して行う必要がある．そのためには，
テクノロジーの利用が欠かせない．
現在，２D超音波画像診断装置の小型化により，ベッドサイドで簡便に，そして正確に膀胱内尿量を測定
できるようになったり，超音波を原理としたウェアラブルディバイスによって膀胱内尿量の連続測定や排尿
日誌の自動作成が可能となってきた．これは，効率的な情報収集や多職種での共有につながっている．しか
し，現在のディバイスにも問題がある．例えば，認知症の患者において，超音波プローブと本体がコードで
つながったディバイスを継続的に装着することは難しい．また，下部尿路機能のアセスメントに使えるディ
バイスは多いが，ケアに使用できる機器は少ない．
今後，テクノロジーの活用により，様々な機器が開発され，排尿自立ケアが普及することを期待している．
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オーガナイズドセッション２

OS２‐２

排尿ケアチームにおける医師の役割と実践内容

鈴木 基文（すずき もとふみ）（東京逓信病院 泌尿器科）

【はじめに】排尿自立指導の目的は，「尿道カテーテルを１日でも早く抜去し，尿路感染を防止するととも
に自力で排尿管理が完結できること」です．従来は下部尿路機能障害発症後に他科医師から相談されること
が多く，その時点から排尿日誌や残尿測定を病棟看護師に説明・依頼するというプロセスを経ていたため，
退院までに介入することが困難でした．
【排尿ケアチーム】当院の皮膚・排泄ケア認定看護師は褥瘡管理とストーマケアにほとんどの労力を割いて
おり，チームに参加したくてもその余裕がありませんでした．そこで，看護部，医事課，リハビリテーショ
ン科に交渉したところ，各部署が協力して４月上旬には泌尿器科専門医２名，専任看護師２名，理学療法士
２名から成るチームメンバー選定，５月中には専任看護師の厚労省指定研修が修了しました．
【院内研修】院内研修では下部尿路機能障害の原因が加齢，医原性，薬剤性など多岐にわたることについて
強調し，尿道カテーテルの適正使用，抜去後に起こり得る下部尿路機能障害と対応，膀胱用超音波診断装置
の使用方法について講義・実地指導を行いました．
【運用】まず，各診療科長に介入の許可を得ました．病院経営に寄与するため，運用に反対する医師は皆無
でした．現在では外科，整形外科病棟を中心に１か月に５０件ほどの依頼を受けています．専任看護師の根気
強い取り組みもあり，病棟看護師の問題意識が徐々に高まり，排尿記録の取り方，膀胱用超音波診断装置を
用いた残尿測定にも慣れてきました．とある日，病棟看護師から，「常時残尿５００mLと表示されておかしい」
と相談を受け，肝硬変による腹水が原因であることが判明したこともあります．今後は，尿道カテーテル留
置前の排尿状況を質問票で把握しておくこと，抜去後の尿検査や残尿測定をルーティーンとし，電子カルテ
からデータ抽出を容易にすることが今後の課題です．

OS２‐３

排尿ケアチームにおける超音波診断装置（エコー）活用の意義

小柳 礼恵（こやなぎ ひろえ）（東京大学医学部附属病院 看護部）

平成２８年６月より排尿自立指導料の算定が開始となった．排尿自立指導料を算定し，効果を評価するため
に「排尿自立度」「下部尿路機能」」の各項目について評価している．これまで，「下部尿路機能障害」の評
価項目である残尿測定はカテーテルによる導尿を行っており，看護師の役割であることが多かった．導尿は
正確な残尿量測定することは可能であるが，患者の苦痛や逆行性尿路感染のリスクが高くなるといった難点
がある．そのような点から，携帯式残尿測定専門器が導入されることで，患者に苦痛を与えず，短時間で測
定が可能となった．しかし，携帯式残尿測定器より，超音波診断装置（以下，エコー）は２方向から描写し
体積を計算する点から正確性が高く可視化でき客観的評価が可能となる．エコーの特徴としては，①非侵襲
的な検査である②患者の苦痛が少ない③表在（軟部組織内）の描出に優れる④多方向からの観察が可能であ
る⑤リアルタイムでの動態観察が可能である⑥小型であり移動性に優れている，といった点がある．このよ
うな点から，看護師がベッドサイドで使用する機器としては適当であると考える．更に，骨盤底筋運動の評
価を行う際には，患者の感覚であり明確な評価方法がなかったが，下部尿路機能評価を実施したあと，状態
に応じて骨盤底筋運動の評価にエコーを活用すると，評価と指導が同時に実施でき効果的である．エコー画
像を用いて骨盤底筋群の収縮を患者とともにフィードバックしながら個別指導を行うことで効果的な訓練が
可能となる．
以上のように，看護師がエコーを活用することにより，患者に負担を与えず，看護実践を行い，実践評価
を実施することが可能となった．今後，様々な分野への活用を期待する．
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オーガナイズドセッション２

OS２‐４

当院排尿ケアチームにおける理学療法士の役割と実践

伊藤 由乃（いとう よしの）（国民健康保険小松市民病院）

２０１６年の診療報酬改定により「排尿自立指導料」が新設された．頻尿や尿失禁など下部尿路機能障害の症
状を有する患者または生ずると見込まれる患者に対して，多職種で構成された排尿ケアチームと病棟看護師
等が下部尿路機能回復のため包括的排尿ケアを行うシステムが動き始めている．当院では２０１６年７月より排
尿ケアチームを構成し活動を開始した．排尿ケアチームが主体となり運営システムづくりやマニュアル作
成，院内研修会を実施した．同年１０月から排尿ケアチームによるラウンドを実施し算定を開始した．
当院ではシステムの混乱を回避するため，下部尿路障害のリスクが高い患者が入院している①泌尿器科・
婦人科病棟②脳外科・整形外科病棟③重症疾患病棟の３病棟から排尿ラウンドを開始した．ラウンドは毎週
水曜日の１６時から医師・看護師・理学療法士・薬剤師の排尿ケアチームと病棟看護師で実施している．２０１６
年１０月から２０１７年５月までに排尿自立指導料を算定した患者は３９名，診療科は脳外科２１名，整形外科１５名，
泌尿器科２名，形成外科１名であった．そのうちリハビリテーション（以下リハ）を実施していたのは３８名
（９７．４％）であった．
当院排尿ケアチームの中での理学療法士の役割は，①担当療法士と排尿ラウンドの連携②ラウンドにおけ
る患者や病棟看護師への排泄動作指導，転倒予防のための環境整備，動作に合わせた自助具の選択③院内活
動：排尿ケア委員会・院内研修会④院外での研修会参加やリハ科内での伝達講習，などである．
今後は対象を全病棟に拡大することに伴い①リハ介入のない患者の身体機能に関する情報収集や評価をど
のように行うか②移動やトイレ動作は自立しているが尿閉や残尿がある患者に対して理学療法士がどのよう
に対応していくのかが課題である．

OS２‐５

タブレット型エコーの排尿自立指導への利用可能性

半田 真弓（はんだ まゆみ）（富士フイルムメディカル株式会社）

超音波診断装置（以下エコー）の小型化への進化は，携帯電話の進化の歴史をたどっている様にも思われ
る．最初は肩掛けタイプのショルダーホンから始まったポータブル電話機は，手のひらに乗るハンディータ
イプの無線化に進化し，ここで携帯電話と呼ばれるようになった．携帯電話はポケットに収まるほど小型化
され，通話機能に加えメールサービスが始まりカメラ付携帯が当たり前になり，ついにはアイフォン，スマー
トフォンへと進化を遂げた．
その携帯電話の進化がエコーにも現実化した．まさにそのエコーこそが，タブレット型エコーの『SonoSite
iViz』である．SonoSite iViz は，重さ約５８５g（バッテリ含）とペットボトル一本程の重量を実現し，バッテ
リー駆動，画像転送機能，カメラ機能，音声メモが可能になった．これにより，院内ばかりではなく院外で
も簡便にそして正確にリアルタイムで生体内部を可視化し，ベッドサイドから医療側へ画像や情報が送られ
共有化する時代が到来した．
H２８年度診療報酬改定において，『排尿自立指導料』が新設された事より更にベッドサイドで使用できる
エコーの重要性が増してきている．排尿自立に向けてのステップの中で，携帯超音波が活躍する場面は豊富
に存在する．『下部尿路機能を評価する為のアセスメント』では２Dエコーを利用し正確な膀胱内尿量測定
を行い排尿日誌や残尿測定を記録していくためのデバイスとして使用できる．更には，医療者と患者の両者
間が画像をリアルタイムに共有できる利点から『患者を交えた包括的排尿ケアの実施・評価』に用いること
ができる．さらに骨盤底筋訓練においては，骨盤底筋の収縮の成否を医療者と患者間で確認することで，バ
イオフィードバックツールとしても有用である．
エコーがタブレット型になったことで，残尿量をアセスメントだけではなく，患者教育ツールとしても使
用できる機器となった．近い将来，更にデバイスが進化をすることにより，医療に様々な場面にイノベーシ
ョンを起こすことを期待したい．
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オーガナイズドセッション２

OS２‐６

「排尿自立を支援する残尿測定技術について」

白崎 功（しらさき いさお）（株式会社リリアム）

排尿ケアは人間の尊厳にも関わる重要な臨床的課題であり，排尿障害やトイレ動作の状態が入院患者の在
宅復帰の障壁となっている１．近年の研究により，重病入院患者における排泄に関する心理的負担は大きく，
排泄の問題は，入院中のあらゆる不便不都合の中で最悪に位置づけられ，回答者の６８％が，「死と同等」も
しくは「死ぬより辛い」こと考えていると報告されている２．
本学会および日本老年泌尿器科学会など諸先生方のご尽力により，２０１６年より「排尿自立指導料」が診療
報酬化され，チーム医療によって，排尿障害が疑われる入院患者さんのカテーテル抜去を通して在宅復帰に
大きく貢献している．近い将来，外来での報酬化が実現することで，入院から外来，在宅に向けて病院と地
域医療を通してのシームレスな排尿ケアが期待されている．
下部尿路症状の診断には，妥当性が検証されている各種質問票に加えて「排尿日誌」が有用とされ，世界
の各種ガイドラインで推奨されている３が，排尿日誌に基づく患者の手間と労力は決して小さくないとされ，
これらのニーズを充たす為，膀胱用超音波画像診断装置「リリアム α－２００」を開発し，本邦にて２０１６年に
上市するに至った．

α－２００による連続的な尿量測定において，排尿後に記録ボタンを押すことで，時刻と残尿量，排尿量な
ど，排尿日誌を構成する主要な部分を自動的に生成することを可能にしており，排尿自立を支援する継続し
た技術開発を通じ，ポータブルかつリーズナブル，又，簡便な操作を実現する残尿測定器の普及が，排尿ケ
アに貢献に寄与すると考える．

１ 前田悠太朗ら，名古屋学院大学論集 医学・健康科学・スポーツ科学篇２‐１，pp１‐８（２０１４）
２ Rubin EB. Et al., JAMA Internal Medicine Vol．１７６，No．１０（２０１６）
３ NICE guidelines［CG１７１］Urinary incontinence in women : management（Sept．２０１３）
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オーガナイズドセッション３

ヘルスケアへの工学的アプローチ―計測と制御を中心に―

座長 田中 志信（たなか しのぶ）（金沢大学理工研究域）

中島 一樹（なかじま かずき）（富山大学大学院理工学研究部）

OS３‐１

看護現場におけるPOCTの役割

田村 俊世（たむら としよ）（早稲田大学 次世代ロボット研究機構）
［共同演者］陳文西（会津大学）

看護現場での ICT, IoT の活用が盛んになっている．ここではベッドサイドモニタから在宅モニタへの可

能性をもつ機器について解説する．

ベッドサイドでの観察として携帯型超音波装置による残尿量の測定や誤記を防ぐため血圧，体温データの

伝送例がある．さらに在宅看護対象者として，心拍数，心電図，血圧，活動量，エネルギ代謝，SPO２，深

部体温が測定可能となっている．心拍数，血圧は通信回線を介して，病院の看護センタに送信している．さ

らに摂食行動，服薬管理などのウェアラブル機器も開発されている．これらのデータは，より効率的な看護

の場を提供することができ，在宅看護の質の向上が期待される．
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オーガナイズドセッション３

OS３‐２

IOTとしてのトイレとクラウド上データベース

中島 一樹（なかじま かずき）（富山大学）
［共同演者］飯國高弘（富山大学）

池上駿介（富山大学）
井上大輔（富山大学）
杉本涼輔（富山大学）
金 主賢（富山大学）
長田拓哉（富山大学）
藤井 努（富山大学）
北村 寛（富山大学）
金山義男（NECソリューションイノベータ株式会社）
戸田和成（NECソリューションイノベータ株式会社）
川端 実（NECソリューションイノベータ株式会社）
萩原 衛（株式会社リッチェル）

看護領域では摂食や飲水の成分や量が管理されているが，排泄に関しては対象が必要とする場合だけで実
施されている．排泄に関しては，測定対象が不潔であることが原因であるためか，機器の開発が遅れており
定量データの収集や解析が十分に進んでいない．トイレ内の便器で排泄量を自動測定できる機器がすでに販
売されているが，大規模なトイレ改修や価格の問題のため十分に普及していない．我々は非接触に排泄量を
自動測定でき，病院だけでなく在宅の既存トイレに対してでも，簡便に後から取付けられる安価な排泄セン
サを開発している．また，トイレ利用者の歩行時の床振動から個人識別を行い，個人ごとの測定データとし
てクラウド上にデータベースを設けている．本発表ではこのようなセンサとクラウドシステムの概要を報告
する．
本研究の一部は総務省SCOPE（１６２３０５００３）の委託により実施した．

OS３‐３

力感覚をフィードバックする制御技術の提案とその応用

小山 修史（こやま まさし）（金沢工業大学・工学部ロボティクス学科）
［共同演者］鈴木亮一（金沢工業大学・工学部ロボティクス学科）

澤田隆之（金沢工業大学・工学部ロボティクス学科）

本研究では，内部モデル制御を基盤とする制御方法の特性を活用し，力感覚をフィードバックできる制御

技術を提案するとともに，手術用鉗子システムにこの技術が応用できることを実験により確かめた．

内部モデル制御は，外乱除去特性，目標値追従特性，外乱推定特性を有することから，制御系の構成を工

夫することで圧力センサや力センサを使用しなくとも，制御対象にどれだけの外力が加わるかを推定するこ

とが可能となる．提案する技術の有用性を実験的に検証するため，簡易的な手術用鉗子システムを試作し，

鉗子先端部に加わる力の感覚を操作者に伝達できることを実験により確認した．

実験では，鉗子先端部において，ストロー，ゲル，樹脂の３つを軽くつまみ，操作者が把持対象物の違い

が認識できることを確認した．また，デジタルフォースゲージを用いて把持対象物の硬さを測定した結果，

本研究で提案する制御技術により推定される力とほぼ同じ値を示していることも確かめられた．

鉗子先端部のような小さな機器に圧力センサや力センサを付加することは通常困難であり，提案する制御

技術の有用性は高い．また，計測対象や制御対象に加わる力を推定できることは，人と機器が干渉する環境

下において広く応用できるものであり，ヘルスケアの分野に大きく貢献すると思料する．
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オーガナイズドセッション３

OS ３‐４

非接触センサを用いた SAS スクリーニングシステムの開発研究

五十嵐 朗（いからし あきら）（藍野大学医療保健学部臨床工学科）

現在，日本には睡眠時無呼吸症候群（SAS）の潜在患者が人口の２％，約２５６万人いるとされている．SAS
はさまざまな生活習慣病を引き起こし，結果として狭心症，心筋梗塞，脳卒中などの発生率が上昇する．ま
た，職業運転手や夜勤時などの単独作業職種では，SAS患者の事故発生率は健常人と比べると優位に高く，
重症度が増すにつれ発生率が高くなる傾向にある．このように，健康被害だけでなく企業や社会に与える経
済損失は決して少なくない．SASのスクリーニング検査として，ODI（動脈血酸素飽和度（SpO２）低下回
数／時間）が AHI（無呼吸低呼吸指数）と高い相関を示し，スクリーニングとして有効といわれており，メ
モリ機能付きパルスオキシメータが利用されている．しかし，センサ装着が睡眠状態に影響を与えたり，寝
返りなどの体動によりSpO２を誤検出したりする可能性がある．そこで本研究では，Microsoft Corporation
製のモーション・キャプチャ・センサであるKinect for Windows（Kinect センサ）を用いて，体表面血流お
よび体表面変位の非接触計測に関する基礎的な検討を行った．その結果，Kinect センサより得たRGBカラー
画像に対してRed,Green,Blue の各画素の輝度差を時系列データとして処理することで血流状態を反映する
と思われる波形を抽出した．抽出した波形に対して高速フーリエ変換を行い，周波数スペクトル分布を求め
たところ，同時計測した光電容積脈波の周波数スペクトル分布と同様な結果が得られた．また，深度センサ
（Depth センサ）から得られた画像から体表面の変位を同様な手法により抽出・比較したところ，サーミス
タ法で同時計測した呼吸波形の周波数スペクトル分布とほぼ一致した．したがって，Kinect センサにより
脈波と呼吸波形の非接触計測が可能であることが示唆された．

OS ３‐５

在宅健康管理のための光学式試薬レス尿成分計測システムの開発

鈴木 郁斗（すずき いくと）（金沢大学大学院自然科学研究科機械科学専攻）
［共同演者］清野公宏（金沢大学大学院自然科学研究科機械科学専攻）

野川雅道（金沢大学理工研究域）
内藤 尚（金沢大学理工研究域）
五十嵐朗（藍野大学医療保健学部）

高田重男（金沢市立病院）
山越憲一（金沢大学理工研究域）
田中志信（金沢大学理工研究域）

生活習慣病の予防のためには従来までの医療機関での受診だけでなく，在宅下での健康管理も重要になる
と考えられる．在宅下で計測可能な生体情報としては血糖値や血圧といったものがあるが，侵襲性や拘束が
伴う．しかし尿は容易に採取可能かつ無侵襲に計測可能なため，これまでにも近赤外光を用いて尿成分を定
量する試みが多数報告されている．しかしそのほとんどが原理確認の域を出ておらず，実用化を目指した波
長数の削減等の取り組は成されていない．そこで我々は，多波長の近赤外 LEDを光源に用いることで，試
薬などを一切使わずに尿中の多成分を同時計測可能なトイレ内蔵型の光学式簡易分析システムの開発を最終
目標として研究を進めている．
現在は FT-IR 分光器を用いた実験的検討を行ない，LEDシステムの実現のため波長数の削減に取り組ん
でいる．具体的には５１名分の糖尿病患者尿をサンプルとして尿中多成分（グルコース：糖尿病の早期発見の
指標，尿素：蛋白摂取量の指標や窒素バランス把握に有用，塩化ナトリウム：塩分摂取量の指標，クレアチ
ニン：尿成分の総排出量の推定に有用，栄養状態の把握に有用）の濃度が高精度で推定可能な最適な波長数
とその組み合わせについて検討している．また慢性腎臓病（CKD）の進行予防に有効との報告がある蛋白
摂取量の指標である尿素／クレアチニン比の推定や，POCT（Point of Care Testing）検査としての利用可
能性を検討すべく本法と半定量法との比較なども行なっており，在宅下だけでなく医療施設での利用可能性
も視野に入れて研究を進めている．
本OSではこれまでの研究経緯を含め，我々が取り組んできた光学的尿成分計測システムによる尿中多成

分の濃度推定結果について示し，今後の展望について報告する．

小川充洋（宇都宮大学理工学部）
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オーガナイズドセッション４

摂食嚥下の看護技術を可視化する：
看護と工学の融合（AMED研究）

座長 真田 弘美（さなだ ひろみ）（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学

東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

仲上豪二朗（なかがみ ごうじろう）（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学

東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

高齢化が進む中で，最後まで住み慣れた場所で生活し，自立して「食べる・排便する」ことは人の究極の
望みであり，それを支えることが看護の重要な課題の１つとなっている．しかし，自分の症状を訴えられな
い認知症を患う療養者の場合，従来のフィジカルアセスメントではその症状を把握することは非常に難し
い．結果として，食べる（摂食嚥下）障害には安易な食事制限が，排便障害には過剰な下剤投与が行われて
いる現状がある．病態にあった適切なケアを行うには，療養者自身の症状とは別に客観的な観察に裏付けら
れたアセスメント技術が必要であり，そのためには，看護と工学を融合し，身体の内部を可視化する技術の
開発と，それを看護師が使えるための教育プログラムの充実が必須といえる．
我々は，「アドバンストな看護技術を導入した在宅・介護施設療養者の摂食嚥下・排便を支える多職種連
携システムの構築」というテーマでAMEDから助成を受けて，３年計画でこのプログラムの事業化を目指
している．今回は摂食嚥下障害の技術の可視化とその教育方法の開発ついて紹介したい．

OS４‐１

AMED研究の概要：高齢者が最後まで地域でくらすことの支援

真田 弘美（さなだ ひろみ）（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

OS４‐２

ここまでできる！エコーを用いたフィジカルアセスメント

藪中 幸一（やぶなか こういち）（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

OS４‐３

エコーを用いた観察用教育プログラム

吉田 美香子（よしだ みかこ）（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター

OS４‐４

エコーを用いた嚥下観察方法の開発

三浦 由佳（みうら ゆか）（金沢大学 新学術創成研究機構）

OS４‐５

工学研究者による，画像処理を用いた看護技術への支援

蔦岡 拓也（つたおか たくや）（東京大学大学院医学系研究科 富士フイルム）
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交流セッション

看護技術教育とテクノロジー

座長 村山 陵子（むらやま りょうこ）（東京大学大学院社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー）

樋之津 淳子（ひのつ あつこ）（札幌市立大学看護学部）

日頃から基礎教育や臨床現場で看護技術の教育に携わっているみなさん，あるいは新しい教材開発に共同

で関わっている企業のみなさん，本セッションでは主として現在開発されているテクノロジーを用いて看護

技術の可視化に挑みながら基礎教育をなさっている実践例，あるいは高度で専門的な技術のモデル開発事例

の現状等を紹介していただき，会場のみなさんにも実際にモデルや道具を見て，触れていただく機会を作り

ながらその評価や課題について共有する場にしたいと思います．

発表者の松井希代子先生には静脈血採血のように侵襲性の高い看護技術の教育に超音波診断装置を使用し

ている事例，松井優子先生には体圧測定器を用いた体圧の視覚化によるポジションニング教育の事例，塚本

容子先生には高度な専門的技術の演習モデルの開発例としてPICCモデルについてご紹介いただく予定です．

明日からの看護技術教育や教材作成に役立てていけるテクノロジーやアイディアにヒントを得て，１０年先

の医療現場を見据えた新たな教授法へのチャレンジの一歩となれば幸いです．

交流‐１

超音波診断装置を用いた安全な採血のための血管アセスメント教育技法

松井 希代子（まつい きよこ）（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
［共同演者］須釜淳子（金沢大学新学術創成研究機構）

臺 美佐子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
島田啓子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

侵襲のある看護技術の静脈血採血を安全に行えるようにするため，２０１５，２０１６年度と初めて採血する４年
次の学生に対して，超音波診断装置（以下，エコー）を用いて血管アセスメントを実施してきた．具体的に
は，採血DVDの視聴と解説を行い，模擬血管での技術習得後，人に対する採血前にエコーによる血管アセ
スメントを行う．エコーは，ポケット型（Vscan�オリックス・レンテック社）またはポータブル型（Noblus�

HITACHI,Mylab５�Esaote）を使用し，目視可能で触知可能な正中皮静脈の短軸像（水平面）の画像を取得
し，血管径，皮膚からの深さを計測する．次に長軸像（矢状面）を取得し，刺入対象範囲の末梢から中枢方
向の内腔径の変化，走行（皮膚との平行度，分岐）を観察する．その情報をもとに模式図を作成する．
このエコーを用いた血管アセスメント教育技法と従来の視診・触診で血管アセスメントを行う方法と比較
し，その教育効果を明らかにした．採血成功率は，両群の成功が９６％であった．人への侵襲的行為に対する
態度・情動質問紙では，「安堵感」「血管の深さをうまく判断できる感覚」「血管に針をうまく刺入できる感
覚」の３項目において従来群よりエコー群の得点が有意に高かった（松井，２０１６）．
血管アセスメントとして，血管の短軸像と長軸像を測定し，皮膚からの深さと走行を理解し，採血する血
管の皮下のイメージと採血穿刺点の知的な理解が安心につながったと推測された．この理解は，今後の臨床
での採血技術を上達させることにつながると考える．



52

交流セッション

交流‐２

シート型体圧測定器による褥瘡好発部位の体圧の視覚化による褥瘡予防ケア教育

松井 優子（まつい ゆうこ）（金沢医科大学看護学部）
［共同演者］宮永葵子（金沢医科大学看護学部）

坂井恵子（金沢医科大学看護学部）
杉森千代子（金沢医科大学看護学部）

基礎看護学では，褥瘡予防ケアの１つとして体位変換技術を教授している．体圧が高い部位を知り，その体圧をどの
ように再分配するかを考察することは，効果的な体位変換技術の習得のために重要である．本学では，臥床患者の体位
と体圧値の関係の理解を促進することを目的に，シート型体圧測定器による褥瘡好発部位の視覚化によるデモンストレー
ションを取り入れた授業を行っている．
授業内容は，①褥瘡の定義と発生要因，褥瘡好発部位についての講義，②デモンストレーションによる褥瘡好発部位

の体圧と体位変換による体圧分散の変化のリアルタイムな提示，③ギャッヂアップ・ダウン時のずれ体験とずれ値の提
示である．視覚化教材として，シート型体圧測定器：BPMS（Body Pressure Measurement System）HUGE-MAT（ニッ
タ株式会社），簡易体圧・ずれ測定器：プレディア（株式会社モルテン）を使用した．
看護学部１学年を対象にした自己評価において，視覚化群が対照群よりも有意に高かった項目は，「授業が楽しかった」

「褥瘡ケアがイメージしやすかった」「圧力の変化がわかりやすかった」「体圧を分散させる必要性が理解できた」「体圧
を分散させる方法が理解できた」「疾患や障害を予防するためのケアについて考えた」「患者と看護師の関係性について
考えた」であった．学生は，疾病予防における看護師の役割や患者との関係性に思考を拡大させていたことから，本授
業は，体圧に関する認知領域のみならず，情意領域の学習にも効果が期待できると考える．
上記をふまえ，２０１７年度は iPad を用いたグループ討議を取り入れた．この交流集会では，シート型体圧測定器と iPad

を使用した模擬授業を行い，視覚化教材の活用の可能性と学生の思考を深めるための教材活用について，参加者ととも
に検討する機会としたい．
金沢医科大学倫理委員会の承認を得た．利益相反なし．

交流‐３

看護における学習ストラテジーとしてのシミュレータ教育

塚本 容子（つかもと ようこ）（北海道医療大学 看護福祉学部）

２０１５年１０月より看護師の特定行為研修が厚労省にて定められ開始している．本学大学院において，この研

修が省令で定められた以前より，厚労省の養成調査試行事業から参加しており，大学院でナースプラクティ

ショナー養成教育として２０１０年より開始した．特定行為の一つである，末梢挿入中心静脈カテーテル（PICC）

について教育を含め実施している．このPICCについては，上腕の静脈からの挿入になるため，超音波ガイ

ド下での静脈穿刺が必須である．今までの看護実践では，静脈を超音波にて確認することはあっても，実際

にガイド下で挿入する手技はなかった．今回，坂本モデルと協働して，この超音波ガイド下で穿刺が可能な

PICC挿入シミュレータを開発した．技術教育にはシミュレータが不可欠であるが，シミュレータを単に活

用するだけでは，効果的な教育方法とならない．シミュレータを用いた教育を学習ストラテジーにするため

に，重要な３点の明大をこの交流セッションで話題提供する．

１）シミュレータを用いたどのような教育方法が，高いアウトカムを得ることができるのか

２）シミュレータを用いた授業における看護教員の役割は何か

３）シミュレーションデザインがどのように教育方法や学習経験に影響を与えるのか

話題提供後には，実際にArgyleTM PICC Kit を超音波ガイド下にてシミュレータを用いて，デモンストレー

ションを参加者にも見学してもらい，多角的にシミュレータ教育を検討する．
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ハンズオンセミナー

初めての看護師でも簡単にできる２Dエコーでの膀胱内尿量測定

講師 藪中 幸一（やぶなか こういち）（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学）

吉田 美香子（よしだ みかこ）（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座イメージング看護学）

加齢とともに下部尿路機能や排尿行動の障害が生ずることで，高齢者は尿失禁などの下部尿路症状を呈し

やすい．これまでに看護ケアでは，下部尿路症状の病態にかかわらず，対症的に一律のおむつ使用やカテー

テル管理を行ってきた経緯がある．しかし，障害に適したケアをすることで，障害があっても，超高齢者と

なって，自力で排泄を完結できる（排尿自立）ことの必要性が認識され，平成２８年度の診療報酬改定では「排

尿自立指導料」が新規保険収載された．

下部尿路機能には，尿をためる「蓄尿機能」と尿を出す「尿排出機能」があり，いずれの障害かによって

治療やケアは大きく変わる．例えば，下部尿路症状の１つである尿失禁は，膀胱の排尿筋が蓄尿中に不随意

に収縮することで出現する場合（蓄尿障害）もあれば，排尿時に十分収縮しないことで残尿が多くなり尿が

溢れ出る場合（尿排出障害）もある．このどちらの障害かは，症状（尿失禁）からだけではわからないため，

排尿前の膀胱内尿量と排尿後の膀胱内尿量（残尿）を計測することが重要となる．

近年，２D超音波装置（エコー）を用いた膀胱内尿量を測定する方法が主流となりつつある．２Dエコー

での膀胱観察は，膀胱を画像として描出することで正確な尿量を，非侵襲，リアルタイムに測定できる．ま

た，同じ観察方法により，膀胱結石の有無を確認し尿排出障害の重症度を推定したり，骨盤底筋訓練のバイ

オフィードバックとしても使用でき，ケアへの応用性が高い．

そこで，今回のハンズオンセミナーでは，明日からの排尿ケアに役立つよう，超音波検査の基礎知識から，

実際の膀胱観察の方法，所見からの下部尿路機能障害の推定とケア選択について，講義と演習を行う．

エコーでの身体観察にはちょっとしたコツがある．それはプローブを走査し，適切な画像を描出し，所見

を観察することであり，このコツは体のどの部位の観察にも共通している．２Dエコーでの膀胱観察は，他

の身体部位の観察にくらべて比較的容易であることから，エコーを使ったことがない看護師にはファースト

ステップとして是非試し，そこから様々な身体の観察にチャレンジしていただきたい．
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ランチョンセミナー





ランチョンセミナー１‐１

骨盤内臓器の位置評価における姿勢の影響及びその要因の検討

司会 岡山 久代（おかやま ひさよ）（筑波大学医学医療系）

LS１‐１‐１

臨床における残尿測定を活かした排尿ケアの実践と報告

横山 剛志（よこやま つよし）（国立長寿医療研究センター 看護部）
［共同演者］吉田正貴（国立長寿医療研究センター 泌尿器科）

１９９９年に行われた排尿障害の実態調査で，約３０～４０％では尿道留置カテーテルやおむつの不適切な使用が
明らかとなった（後藤ら，２００１）．また，２０１３年に同様の調査が行われたが，後藤らの調査結果とあまり変
わらなかった（吉田ら，２０１３）．
現場で排尿ケアを困難にしている要因として，下部尿路機能障害と下部尿路症状が必ずしも一致しないこ
とが挙げられる．また，尿道留置カテーテルやおむつを使用することによって，下部尿路症状は治まり，下
部尿路機能障害が改善したかのように見えることがある．その代表的なものとして頻尿がある．同じ頻尿で
あっても，過活動膀胱のように，膀胱に尿をためることができない（蓄尿障害）．また，膀胱内の尿を出し
切れず，残尿が多量にあるために，頻尿となることもある（尿排出障害）．
蓄尿障害と尿排出障害ではケアが異なるためアセスメントが必要不可欠である．臨床ではリリアム α－

２００�のような簡易超音波残尿測定装置が活用されている．また，２０１６年度新規保険収載された「排尿自立指
導料」は尿道留置カテーテル抜去前，抜去後の下部尿路機能障害が予測される，あるいは発生した患者が対
象であり，アセスメントの一つとして残尿測定は必須となっている．
超音波残尿測定装置は簡易に非侵襲的に膀胱内の尿量を測定できる．一般的に残尿測定は，仰臥位で行う．
それは，姿勢（体位）による膀胱形態の変化から，残尿量の多少の誤差が生じるためである．排尿ケアの対
象となるADL の低下した患者では移乗が困難なことも多く，リハビリ前に排尿し，残尿測定のためだけに
一旦ベッドで仰臥位になることは，患者は勿論のこと，看護師にとっても負担は大きい．また，臨床で日々
行われる残尿量は多少の誤差があっても問題はないと考える．本セミナーでは，超音波残尿測定装置の値を
どのようにアセスメントをし，ケアへ結びつけるのかについて実践的に考えたい．

略歴
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
看護教育研修室 副看護師長 臨床教員

平成１４年３月 国立金沢病院附属金沢看護学校（現・金沢医療センター附属金沢看護学校） 卒業
平成１４年４月 国立療養所中部病院（現・国立長寿医療研究センター） 看護師
平成２１年３月 放送大学 教養学部 卒業
平成２１年４月 国立長寿医療研究センター 副看護師長
平成２８年３月 愛知医科大学大学院 看護学研究科（修士課程） 卒業
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LS１‐１‐２

核磁気共鳴（MR）画像を用いた骨盤底の形態・機能評価と排尿ケアへの活用

二宮 早苗（にのみや さなえ）（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
［共同演者］岡山久代（筑波大学医学医療系）

内藤紀代子（びわこ学院大学こども教育学部）
森川茂廣（滋賀医科大学神経難病研究センター）

我々は，女性の腹圧性尿失禁や骨盤臓器下垂の予防・改善に向けたセルフケア支援の一環として，核磁気
共鳴（MR）画像を用いた骨盤底の形態・機能評価に取り組んでいる．MR画像は，軟部組織のコントラス
トに優れ，放射線被爆もなく骨盤内全体の情報を非侵襲的に把握することができる．滋賀医科大学には，臥
位のみでなく，座位や立位（立膝位）でも撮像可能な縦型オープンMRが稼働しており，骨盤底筋群の収
縮時や腹圧負荷時などのダイナミック撮像も可能である．腹圧性尿失禁や骨盤臓器下垂は，日中活動時に生
じやすいことから，重力の影響が大きいと考えられる．そこで，骨盤内臓器の形態・機能評価における，重
力のかかる方向すなわち姿勢の影響を検討することを目的として，臥位・座位・立位のMR画像の比較検
討を行った．今回は，この研究結果の報告を中心に，骨盤内臓器の形態・機能に影響する要因について，こ
れまでの研究で明らかになったことを報告する．
さらに，これらの研究結果を排尿ケアに活用していくための具体的な方法について検討したいと考える．
そのひとつとして，姿勢による膀胱の位置や形状の変化を膀胱内尿量の推測に活用できないかと考えてい
る．看護現場では，尿失禁や尿意低下を有する場合や排尿介助の適切なタイミングを計る場合などに，非侵
襲的な方法として携帯型超音波法による膀胱内尿量測定が行われている．現在使用されている膀胱内尿量測
定器は，姿勢による測定誤差を考慮して，臥位での使用が原則とされているが，患者の生活の質向上と介助
者の負担軽減のためには，車椅子上やトイレ付近など，座位や立位でも測定できることが期待される．今回
は，膀胱内尿量測定時の姿勢による測定誤差に対して，MR画像から考えられる課題と今後の可能性につい
て検討したいと考えている．

略歴：
１９９３年０３月 京都大学医療技術短期大学部看護学科 卒業
１９９３年０４月 京都大学医学部附属病院 外科病棟看護師
１９９７年１２月 京都府赤十字血液センター 看護師
２００８年０４月 滋賀医科大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻 入学
２０１０年０３月 同 修了
２０１０年０４月 神戸大学大学院保健学研究科博士課程後期課程 入学
２０１１年０４月 京都光華女子大学健康科学部看護学科 基礎看護学領域 助教
２０１３年０９月 神戸大学大学院保健学研究科博士課程後期課程 修了［博士（保健学）］
２０１４年１０月 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 基礎看護学講座 助教
現在に至る
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ランチョンセミナー１‐２

司会 中島 勧（なかじま すすむ）（東京大学医学部附属病院救命救急センター）

LS１‐２‐１

人間工学（Human Factor/Engineering）から
考える患者安全と看護実践

塚本 容子（つかもと ようこ）（北海道医療大学大学院 看護福祉学研究科）

カテーテル関連血流感染，尿道留置カテーテル関連尿路感染，手術部位感染など，医療関連感染は治療の一環である
ため，起こっても仕方がないと考えられていないだろうか．手術時の体内異物残存は許されないが，手指衛生を一回だ
け行わなかったら許されるのか．医療従事者は，とかく日常業務に追われて忙しいのは事実である．その中で，私たち
は患者安全についてどのように考えたらよいのか．ミスをしないだけが患者安全ではなく，医療関連感染を予防できな
いことも患者安全の脅威であることを認識する必要がある．
本講演では，Human Factor（人間工学）から患者安全を検討する．Human Factor の定義，考え方を押さえ，医療関

連感染予防の具体例を通じて看護実践における患者安全を検討する．以下が，本セミナーの目標である．
１） 患者安全の考え方を理解する
２） 患者安全における医療関連感染の脅威について，合わせて看護実践におけるリスクについて現状を知る
３） 看護実践におけるHuman Factor について理解する
４） Human Factor の原則から，患者安全に関わる製品（デバイス），特に医療関連感染予防に関わる製品，における

評価の視点を理解する
合わせて，実際にいくつかの製品を紹介しながら，参加者と一緒にHuman Factor について検討したい．

略歴
北海道医療大学 看護福祉学部 臨床看護学講座 教授
同大学院 看護福祉学研究科 感染看護CNS養成コース及びナースプラクティショナー養成コース担当 教授

学 歴
・千葉大学看護学部 １９９４年卒業
・University of Alabama, Dept. of Nursing：１９９２年８月から１９９３年６月まで文部省（現在文科省）派遣留学生
・University of South Carolina : Master of Public Health，１９９７年修了
・University of South Carolina : Master of Nursing and International Business（MBA）dual degree：１９９９年修了
・Stanford University, Department of Medicine : Ph.D． ２００６年修了
職歴等
・日本の病院で勤務：１９９４年４月より１９９５年６月までスタッフナース
・バプティストメディカルセンター（South Carolina）：１９９６年１月より１９９７年３月までスタッフナースとして勤務，１９９７
年４月から１９９８年１月まで主任として勤務

・オレンジバーグヘルスセンター（South Carolina）：１９９８年５月から２０００年４月までファミリーナースプラクティショ
ナーとして勤務

・カリフォルニア州立大学サンフランシスコ大学病院（California）：２０００年４月から２００３年９月までナースプラクティ
ショナー兼HIV クリニックマネジャーとして勤務．２００３年１０月から２００５年２月まで非常勤のナースプラクティショナー
として勤務（週１回）

・ブラウン＆トーランドメディカルグループ：２００３年１０月から２００５年３月までQuality Improvement Department Man-
ager・ナースプラクティショナーとして勤務

・WHO（World Health Organization）：２００４年１０月より現在まで HIV Consultant
教育歴
・２００１年８月から２００５年３月 カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校 Associate Clinical Professor
・２００５年４月より北海道医療大学 看護福祉学部 准教授
・２０１０年７月より 現職
資格等
日本国 看護師・保健師免許 １９９４年
米国看護師免許（CA/SC）１９９５年から現在
ファミリーナースプラクティショナー認定（ANCC, AANP）１９９８年から現在
Infectious Disease Specialist（感染症専門医）２００３年から現在
HIV Specialist（HIV 専門医）２００３年から現在
Certified Infection Control Practitioner （認定感染管理プラクティショナー）２００４年から現在
CRNI（輸液看護師認定）２００８年から現在
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ランチョンセミナー２‐１

スカルプケアの視点から-抗癌剤治療中のウエルビーイング

司会 真田 弘美（さなだ ひろみ）（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

LS ２‐１‐１

乳癌患者の頭皮を科学する―医療用ウィッグの効果

玉井 奈緒（たまい なお）（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

［共同演者］峰松健夫（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

麦田裕子（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

真田弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野
東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター）

我々の教室では，頭皮の異常のメカニズムを解明して治療することで，脱毛による患者の負担を軽減し，より健やか
な日々を支えることを目標に，頭髪や毛髪の健康を考える「スカルプケアサイエンス」に取り組んでいる．その取り組
みの１つに，乳癌患者の抗がん剤治療中の脱毛頭皮に関する研究がある．
早期乳癌の治療ではほとんど場合，補助療法として抗がん剤治療がおこなわれる．ご存知のとおり抗がん剤治療は脱

毛をはじめとする副作用を生じるため，患者の苦痛は大きい．特に脱毛による外見変化は，患者の精神面や社会生活面
へ多大な影響を及ぼす．この外見変化をサポートするものとして，ウィッグや毛付き帽子，バンダナなどが使用されて
おり，中でもウィッグは外見変化を最小限に保つために，患者にとって必要不可欠な治療用具となっている．しかも脱
毛中の患者は頭皮のピリピリとした痛みやかゆみを訴えるなど，頭皮が敏感になっているため，おしゃれ用から治療用
といったウィッグ全般が適合するとはかぎらない．つまり抗がん剤治療中の敏感になった頭皮に直接触れるウィッグは，
肌に優しいものである必要があり，治療中の患者の安心・快適な治療生活ための医療用ウィッグが重要といえる．
平成２７年４月に医療用ウィッグに関する JIS が制定され，直接頭皮に接触するネット部やスキンベース部，インナーキ

ャップ部，毛剤等の適正な規格基準による品質検査が定められた．これは，治療中に変化した頭皮のために“安心・安
全”なウィッグが提供できることを目的としたものである．今回，抗がん剤治療を開始する乳癌患者に対して，JIS 規格
を満たし，肌に優しいシルクプロティンをスキンベースに用いた新しい医療用ウィッグを使用した際の頭皮症状や頭皮
生理機能への効果を検証したので報告する．

略歴
２００１年３月 金沢大学医学部保健学科卒業
２００３年３月 金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻 修士課程修了（保健学修士）
２００３年４月 （財）聖路加国際病院 外科病棟勤務
２００９年４月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 博士課程入学
２０１２年３月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 博士課程修了（保健学博士）
２０１２年４月 東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄附講座 特任助教
２０１２年１２月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 老年看護学分野助教
２０１７年２月 東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス 特任講師
現在に至る

［主な学会］
看護理工学会（評議員），日本創傷・オストミー・失禁管理学会（評議員），聖路加看護学会（学術交流委員），
日本褥瘡学会（会員），日本創傷治癒学会（会員），日本乳癌学会（会員）
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LS２‐１‐２

抗癌剤脱毛予防剤の開発 －看護研究から産まれ産学連携で実を結ぶ－

猪股 雅史（大分大学 医学部 消化器・小児外科学講座）
［共同演者］佐川倫子（大分大学 医学部 消化器・小児外科学講座）

河野洋平（大分大学 医学部 消化器・小児外科学講座）
平塚孝宏（大分大学 医学部 消化器・小児外科学講座）
麻生結子（大分大学 医学部 消化器・小児外科学講座）
後藤瑞生（大分大学 医学部 皮膚科学講座）
波多野豊（大分大学 医学部 皮膚科学講座）
濱中良治（大分県立看護科学大学）
北野正剛（大分大学）

【はじめに】
がん患者の増加に伴い抗癌剤治療を受ける患者が増えている．脱毛は心的ダメージの大きな副作用がある
にもかかわらずその有効な治療法は未だ存在しない．今回，看護研究⇒基礎研究⇒臨床研究⇒産学連携に
よって，抗癌剤治療後の脱毛に対する予防剤の開発が実現した．
【A．看護研究： 日常診療の問題点をとらえる】
看護研究によって，乳癌患者の抗癌剤治療時に生じる日常臨床の問題点として，脱毛や頭皮の痛み・かゆ
みの頻度と発生時期について明らかにする．
【B．基礎研究： 治療へつながるシーズをとらえる】
ラット抗癌剤誘発脱毛モデルを用い，ラットの背部皮膚に αリポ酸誘導体含有軟膏を塗布し，脱毛の程
度，皮膚組織の病理解析を行った．１％塗布群で，著明な脱毛抑制効果を認め，病理組織像にて毛根・毛
幹の破壊の軽減，炎症細胞浸潤所見の減少を認めた．アポトーシスの指標であるカスパーゼ活性は，対照
群と比べ低値であった．
【C．臨床研究： 有効性を評価する探索的臨床研究】
乳癌患者を対象として，術後抗癌剤投与期間中に αリポ酸誘導体１％含有ローションの塗布を行った．
その結果，脱毛随伴症状（痛み，掻痒）の発生頻度が減少し，脱毛が著明に抑制された症例も認めた．ま
た３－４回／日塗布群は１回／日塗布群と比較しその効果が高かった．
【D．産学連携研究： 医学・看護学と理工薬学との連携】
２０１４年より乳癌患者の術後補助化学療法による脱毛への効果を評価する目的で，多施設共同臨床試験
（αCIA trial）を行った．２０１５年５月に１００例の目標登録数に到達した．化学療法終了後１年の追跡期間後
に最終解析を行った．この結果に基づき，産学連携にて新規治療薬の開発が実現した．

略歴
１９８８年３月 大分医科大学医学部卒業
１９８８年６月 大分医科大学医学部附属病院外科第一（研修医）
１９９０年４月 国立病院九州がんセンター乳腺部
１９９４年５月 国立がんセンター研究所病理部

（対がん１０カ年総合戦略・リサーチレジデント）
１９９７年３月 大分医科大学大学院修了博士（医学）取得
２００３年４月 大分大学医学部総合外科学第一講師
２０１０年４月 大分大学医学部総合外科学第一准教授

（消化器外科副診療科長）
２０１１年９月 米国コーネル医科大学大腸外科（NY）

Visiting fellow（厚生労働科学研究海外派遣事業）
２０１４年１０月 大分大学医学部消化器・小児外科学講座教授

［主な学会・資格］
日本内視鏡外科学会：技術認定取得医・評議員・理事
日本外科学会：指導医・専門医・代議員
日本消化器外科学会：指導医・専門医・評議員・理事
日本臨床外科学会：評議員・大分県支部事務局
日本創傷治癒学会：評議員
ASCO（American Society of Clinical Oncology）：Activemember
ESMO（European Society of Medical Oncology : Activemember

［特許取得］
がん化学療法誘発脱毛に対する抗脱毛用組成物（特許第５５７８９９７号 ２０１０年９月１６日）
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ランチョンセミナー２‐２

司会 戸島 雅宏（としま まさひろ）（かみいち総合病院）

LS２‐２‐１

在宅高齢者に多い慢性浮腫の診断とケア

小川 佳宏（おがわ よしひろ）（医療法人リムズ徳島クリニック）

【はじめに】難治性浮腫の代表はリンパ浮腫であり，全国で１０万人程度の患者数と言われている．高齢者に
多い下腿浮腫も難治性であり，リンパ浮腫と同様に蜂窩織炎やリンパ漏などの合併症がみられることもある
が，患者数はリンパ浮腫よりも桁違いに多い．高齢者の浮腫の原因は様々であるが，「圧迫療法」が有効で
あることは共通している．今回高齢者の「慢性浮腫」について，その原因・病態や診断，ケアについて解説
する．
【慢性浮腫の原因・病態】高齢者は高血圧・糖尿病などの生活習慣病に対して内服治療を受け，心疾患・腎
疾患などむくみにつながる全身疾患も多い．整形疾患や脳血管疾患などで日常生活が制限され，自宅で椅子
やベッドサイドで座る時間が長くなり静脈うっ血が生じやすい．筋力も低下して下腿筋肉ポンプが機能せず
静脈還流が障害されやすい．また皮膚・皮下組織が薄くなることで毛細血管の漏出が増加する．このように
何らかのむくむ原因と静脈還流障害や毛細血管漏出の増加が重なり高齢者の慢性浮腫が発症する．上記は肥
満によりさらに悪化する．
【慢性浮腫の診断】高齢者の浮腫の原因はいくつも重なることが多く，本当の原因を確定診断することは難
しい．ただ「圧迫療法」が禁忌となる「重症心不全」や「急性期深部静脈血栓症」を鑑別診断し，浮腫の治
療よりも優先される「悪性疾患」を否定することに主眼を置く．
【慢性浮腫のケア】ケアの基本は，「圧迫する力でむくみを取る」ことではなく，「毛細血管からの漏出を減
らす」ことである．高齢者は強い圧迫が難しいため，チューブ包帯でゆるく圧迫することが多いが，圧迫力
はゆるくても十分改善する．あとは静脈うっ血を防ぐような生活指導を行う．
【さいごに】高齢者の慢性浮腫は治らないと放置されることが多いが，皮膚合併症がみられないように改善
させることがADL の改善につながる．圧迫療法の禁忌事項がない限りは，圧迫は有効なケアと考える．

１９８９年徳島大学医学部医学科卒業し，同大学心臓血管外科入局．１９９６年より徳島大学心臓血管外科でリンパ浮腫診療に
携わる．２０００年リムズ徳島クリニックを開業し現在に至る．日本リンパ学会（理事），日本リンパ浮腫治療学会（理事），
日本脈管学会（評議員），日本リンパ浮腫学会（評議員），日本がんサポーティブケア学会（評議員），日本静脈学会（弾
性ストッキングコンダクター養成委員），NPO法人日本医療リンパドレナージ協会（理事長）
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一般演題 口演発表

O１‐１ 臨床の実態１

当病棟入院患者の口腔内状態の実態調査

菅沼 知世（すがぬま ともよ）（国立敦賀医療センター ４階病棟）
［共同演者］山�松美（敦賀市立看護大学）

野沢和也（敦賀市立看護大学）

【目的】入院患者の口腔内状態の実態を明らかにし，オーラルケア・オーラルマネジメントの必要性を検討する．
【方法】１．対象：５０歳以上の入院患者４０名（再入院患者は除く）
２．調査方法・調査内容：①聞き取り調査（歯科受診の有無，口腔ケア方法，喫煙・飲酒の有無，間食の有無）自力で
口腔ケアの行えない対象は家族からの聞き取りを行った．②カルテ調査（年齢，性別，現病歴，既往歴，検査結果，身
長体重，食事摂取の有無，食事形態・内容）③口腔内状態の観察（歯の本数，舌苔の有無，歯肉の状態，口唇の状態，
口臭，歯の動揺）
３．分析方法：歯の本数は，厚生労働省歯科疾患実態調査の年齢別１人当たりの歯の平均本数との差を算出した．口腔
内の状態は，自己ケアできる群・できない群に分け比較を行った．
【結果】１．対象の概要：①年齢の平均は７９±１０歳であった．②性別は，男性２３名・女性１７名であった．③経口摂取を
行っている対象は３８名（９５．０％），行っていない対象２名（５．０％）であった．④口腔ケアが自立しているのは２６名（６５．０％），
介助が必要なのは１４名（３５．０％）であった．⑤現病歴・既往歴に糖尿病を有している対象は１５名（３７．５％），心・脳血管
疾患を有している対象は２２名（５５．０％）であった．
２．歯の本数（平均本数との差）は－５．２±７．９本であり，３４名（８５％）が平均を下回っていた．その内，糖尿病有群は
－６．２±１０本であり，糖尿病無群との有意差はみられなかったが，６０歳７０歳代で歯の本数が０本の対象は，すべて糖尿病
であった．なお，歯の本数が平均を５本以上上回っていた５名のうち３名は定期的な歯科受診をしていた．
３．口腔内の状態は，自己ケアができる・できないに関わらず，口腔内状態の悪い対象が存在した．
【結論】当院内科病棟入院患者は一般の人よりも歯の本数が少ないことが明らかになった．
入院患者に対し，自己ケアできる・できないに関わらず，積極的にオーラルマネジメントを行っていくことが必要であ
る．

O１‐２

A病院における尿路結石患者の食生活の実態調査

小西 登紀子（こにし ときこ）（白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院）
［共同演者］永岡奈美（白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院）

【目的】尿路結石患者の食生活に関する情報を得て，水分摂取状況・食生活の傾向を明らかにし，今後の退
院指導につなげていく．
【方法】１．研究デザイン：アンケート調査 ２．期間：平成２８年３月～６月 ３．対象：尿路結石により，
手術・処置目的にてB病棟に入院した ADL が自立している患者３２名．４．研究方法：研究対象者の入院時，
食生活についてのアンケートを実施した．５．倫理的配慮：倫理規定に基づき対象者に不利益が生じないこ
とを説明し，書面で承諾を得た．また，所属する病院の倫理審査委員会で承認を得た．
【結果】男女比は男性が２０人，女性は１２人だった．尿路結石の再発数は１８人だった．一日の水分総摂取量は
２９人が１５００ml 未満で，その内１５人が再発者であった．普段飲んでいるお茶の種類は，緑茶１１人，ほうじ茶
１６人，麦茶９人だった．水道水は２０人だった．２７人が夕食後から就寝までの時間が４時間未満だった．眠前
に水分摂取をしているは２０人で，起床時に水分摂取をしているは１９人だった．ほぼ全員がコーヒーを飲んで
おり，その内無糖コーヒーは１８人だった．間食は２４人がしており，そのうちの半数が４日／週以上間食をし
ていた．間食の種類は，スナック菓子１１人，チョコレート９人，ナッツ類４人の順に多かった．
【結論】B病棟に入院した尿路結石患者の食生活の傾向として，１日の水分摂取量が少ない，コーヒーに何
も入れずに飲む人が多い，夕食後から就寝までの時間が４時間未満の人が多いことが明らかになった．今回
の研究結果を踏まえ，今後は栄養師の協力を得ながらチーム医療として取り組むことができれば，より充実
した退院指導に繋がると考える．
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O１‐３

NPPVに伴う医療関連機器圧迫創傷の発生状況とその要因に関する検討

田端 陽太（たばた ようた）（日本医科大学付属病院 看護部）
［共同演者］志村知子（日本医科大学付属病院 看護部）／山�直人（日本医科大学付属病院 看護部）

横山瑞恵（日本医科大学付属病院 看護部）／牛島麻衣（日本医科大学付属病院 看護部）
高橋幸憲（日本医科大学付属病院 看護部）／鈴木雅智（日本医科大学付属病院 看護部）
川原龍太（日本医科大学付属病院 看護部）／西畑 毅（日本医科大学付属病院 看護部）

【目的】非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）に伴う医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）の発生が問題視されて
いる．本研究の目的は，集中治療領域におけるNPPVに伴うMDRPUの発生状況を明らかにし，その要因
を探ることである．
【方法】研究デザインは症例対象研究で，研究施設の集中治療室に２０１６年１月～１２月の期間に入院し，NPPV
を受けた患者１７９名を対象とした．対象者の基本情報，MDRPUの危険因子や発生に関連すると推測される
変数を後方視的に調査し，MDRPUを発生した患者をケース群，その他の患者をコントロール群として２群
を比較した．有意水準を５％未満として単変量解析後，多重解析を行いMDRPU発生要因を推定した．ま
たMDRPUの発生率や創傷深達度，発生部位について記述統計を行った．本研究は研究施設の倫理審査委
員会の承認を得て実施した．
【結果】MDRPU発生率は１２．８５％であった．発生部位は鼻根，頬の順に多く，深達度はDESIGN-R の d１
が最も多かったが，D４，DUなどの深い潰瘍となるケースもあった．単変量解析により有意差を認めた変
数はブレーデンスケール，NPPV実施日数，血清総蛋白値，血清アルブミン値で，多重解析ではNPPV実
施日数[OR：１．２８８（９５％CI：１．１４５～１．４４９）］と血性総蛋白値[OR：０．４８９（９５％CI：０．３０１～０．７９３）］が５％
危険率で有意であると同定された．
【結論】NPPVによって生じるMDRPUの発生頻度は低くなく，低蛋白血症とNPPVマスク装着期間の長
期化がMDRPU発生に強い影響を及ぼす危険要因であることがわかった．これらの因子は患者が持つ個体
要因であるが，実際には医療者側のケア要因もMDRPUの発生に大きく関与している．今後は看護ケアの
現状について調査し，併せて要因分析を進め，ケアの質の改善に向けた具体策を見出す必要性が高い．

O１‐４

腹水に対する治療を行っている患者の転倒・転落危険因子の検討

青山 尚太（あおやま しょうた）（金沢大学附属病院）

【目的】腹水に対する治療を行っている患者の転倒・転落危険因子の抽出・検討を行い，転倒予防における看護の方向
性を導き出す．
【方法】１．デザイン：実態調査研究
２．対象：平成２７年４月～翌年３月迄に消化器内科病棟に入院し，転倒・転落した患者．
３．定義：腹水治療としてアルブミン製剤，利尿剤を投与した場合を腹水治療群（以下治療群），それ以外を非腹水治療
群（以下非治療群）とする．
４．データ収集方法：カルテから転倒・転落日の患者状態を治療群，非治療群に分け，泉の転倒・転落アセスメントツー
ル（以下ツール），独自の再評価基準６項目，看護チームで検討した転倒リスクを収集する．
５．分析方法：集計し類似した項目をコード・カテゴリー化し，転倒・転落危険因子を抽出する．
６．倫理的配慮：研究データは個人が特定されないよう十分配慮し同意を得た．金沢大学医学倫理審査委員会の承認を
受けた（番号２２４４）．
【結果】１．転倒・転落５３件のうち治療群は４７％，非治療群は５３％，治療群，非治療群の順に平均年齢７４歳，７６歳となっ
た．ツールの項目で評価すると，治療群：非治療群で比較し視力障害８％：３６％，ドレーン類２８％：５７％，運動・知覚
障害１２％：３６％は非治療群が多かったが，筋力低下５６％：３６％，薬剤使用１００％：５７％，腹水貯留４８％：１４％は治療群が
多かった．独自の再評価基準では１週間で±１．５㎏の体重変化３２％：１１％，安静度の拡大２０％：７％，睡眠剤使用５６％：
２９％と治療群が多かった．
２．看護チームで検討した転倒リスクは，３０のコード，１１のサブカテゴリーより５のカテゴリー【自覚症状の変化】【意
識レベルの変化】【排泄行動の問題】【環境因子が原因】【治療の影響】が抽出された．
【結論】１．治療群は非治療群と比較し，特に安静度の拡大で３倍，睡眠剤使用で２倍の転倒リスク発生があった．
２．治療群は薬剤の影響が出易い点を常に意識し行動するという看護の方向性が導き出された．
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O１‐５

離床センサーを使用している患者を対象とした転倒予防ケアの実態と看護師の認識

田原 裕希恵（たはら ゆきえ）（千葉大学大学院看護学研究科）
［共同演者］綿貫成明（国立看護大学校）

濱本洋子（国立看護大学校）

【目的】離床センサーを使用している患者への転倒予防ケアの実態と看護師の認識を明らかにすることにより，患者の
安全のみならず安寧を目指した転倒予防ケアの実施に向けた基礎資料とする．
【方法】転倒予防ケアの実施度と，離床センサーの使用に関連した病院・部署の特徴及び看護師の特徴について，無記
名自記式質問紙調査を行った．対象病院は全国の一般病院を病床規模で層別無作為抽出し，対象者は看護師経験１年以
上の者とした．調査票は病院の看護部を通して対象看護師へ配布した．本研究は国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンター倫理委員会の承認を得て実施した．
【結果】研究協力は７７病院から得られ，２０１６年６月から９月の間に１３０４部が回収された（回収率４６．１％）．未記入項目が
１／３以上のもの等を除外し，１２８０部を分析の対象とした（有効回答率：４５．３％）．
対象者の９割が離床センサーの使用により転倒予防が可能と回答していたが，患者の行動が制限されると回答した者

も約９割おり，多くの看護師が離床センサー使用に関してメリットとデメリットを認識していることが明らかにされた．
離床センサーの使用を終了した理由について，約７割の者が「患者の不穏症状が改善したため」，約５割の者が「患者の
歩行が安定したため」と回答していた．一方，「認知機能の変化の評価」や「ふらつきの程度の経時的な評価」を“よく
行っている”“時々行っている”と回答した者はそれぞれ約半数であった．
【結論】離床センサーは患者の行動を物理的に制限しないものとして普及してきたが，多くの看護師は，離床センサー
の使用により患者の行動が制限されていると認識していた．患者の安寧を目指すためには離床センサーの使用を可能な
限り短期間に留めることが必要であり，患者の認知機能状態及び歩行状態を評価し，改善する取り組みが有用である可
能性が示唆された．

O１‐６

老年期と青年期の女性における歩行時に身体に生じる振動の比較

三谷 篤史（みたに あつし）（札幌市立大学デザイン学部）
［共同演者］原井美佳（札幌市立大学看護学部）

鈴木英樹（北海道医療大学リハビリテーション科学部）

【目的】歩行時のリズムや動きにおける個人差は，各関節に生じる振動によって評価できると考えられる．本研究は，
老年期と青年期の女性の通常歩行時に身体に生じる振動を比較検討し，高齢者の歩行の特徴を明らかすることである．
本研究は，加速度センサを用いた実験研究である．
【方法】研究者らは，平成２３年７月に青年期の女性２０人，平成２５年７月に老年期の女性６人を対象とした調査を実施し
た．本研究における用語の定義は，「通常歩行」快適かつ日常的な動作による歩き方，「身体」３軸加速度センサを装着
する両腸骨稜部位および両腓骨小頭部位，「振動特性」センサ信号の解析により得られる振動の特性，具体的には「通常
歩行」時において「身体」に設置した加速度センサの信号解析により得られる波形の軌跡および大きさ（振幅）とした．
対象者に，直線１０mの室内歩行路を通常歩行してもらい，その際の振動特性を測定した．

【結果】平均年齢は，老年期７８．８±３．８（歳），青年期２１．５±３．７（歳），身長は，老年期１４５．５±６．２（cm），青年期１５６．２
±４．６（cm），体重は，老年期４６．５±２．９（kg），青年期５０．７±１０．４（kg）であり，身長に有意差がみられた．
老年期の女性における過去１年間の転倒歴は，あり３人（５０．０％），なし３人（５０．０％）で，転倒歴と身長，体重との間
に有意差はみられなかった．センサ信号の信号処理により速度に変換し，歩行時における両腸骨稜部位および両腓骨小
頭部位の進行方向に対する軌跡と横揺れの大きさをグラフ化した．その結果，軌跡は青年期が老年期に比して振幅が小
さく左右対称であることがわかった．また，各関節の動きは青年期の方が楕円又は直線で一定の軌道を描けており，老
年期と比較してスムーズであることがわかった．また，横揺れも青年期の振幅の方が小さく左右対称に生じている．
【結論】老年期の女性の歩行においては，滑らかさが減弱した各関節の動きを補うように歩行バランスを保持するため
に，歩行の振幅は青年期より大きく，その結果として歩行の軌道が不安定であることが伺えた．その背景には，関節可
動域や筋力の低下，体幹アライメントの変化，痛みをカバーする歩行の可能性が示唆された．
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O２‐１ 臨床の実践１

２型糖尿病患者の療養行動の実態と関連要因

林 佑香（はやし ゆか）（金沢大学附属病院）
［共同演者］大橋佳恵（金沢大学附属病院）／河合沙耶（市立輪島病院）

高柳亜希（宝塚大学助産学専攻科）／土居千紘（富山市南保健福祉センター）
中村有里（金沢大学附属病院）／浜野里菜（金沢大学養護教諭特別別科）
前田裕太（公立学校共済組合北陸中央病院）

【目的】診断後１０年以内の２型糖尿病患者の療養行動の実態と，関連要因の関係を明らかにした．
【方法】外来通院している患者１４４（有効回答１２５）名を対象に自記式質問紙にて調査した．調査項目は療養行動を「日
本語版・セルフケア行動評価尺度（以下，J-SDSCAとする）」および療養行動（食事，運動，薬物）に対する自己評価，
療養行動に対する診断時の思いと現在の思いおよびその変化を操作上の定義として用いた．また，関連要因は，知識，
教育経験，ライフイベント，療養イベントとした．分析は，療養行動と関連要因との関係について t検定，χ２検定を用い
た．本研究は金沢大学医学倫理委員会の承認を得て行った．
【結果】J-SDSCAにおける療養行動の得点は，薬物療法は１００点満点中約８０点であったが，それ以外は１００点満点中５０点
以下であった．療養行動の自己評価においても薬物療法が出来ていると評価した人は全体の約８０％であったが，食事，
運動は２５～３５％であった．療養行動に対する現在の思いでは，療養行動を実施できそうと思う患者の割合は５０％程度で
あった．しかし，悪化を防ぎたい，頑張りたいと思う患者の割合は９０％と高く，療養行動の取り組みへの意欲に関する
他の思いもすべて診断時よりも向上傾向にあった．
療養行動に対する関連要因では，知識の高い群，教育経験あり群，教育入院あり群，再教育あり群が，J-SDSCAの合

計得点の平均値が有意に高く，療養行動の実施に関係していた．初教育の時期と J-SDSCAにおける療養行動実施との関
係では，３ヶ月未満に初教育を受けた人において，J-SDSCA得点の高い群と低い群の人数を比較すると有意に高い群の
割合が高かった．また，糖尿病診断後の経過年数と J-SDSCA得点の高い群と低い群の人数を比較すると診断後２年を境
に不良群が有意に増加していた．
【結論】療養行動の実施を高めるには，行動につながる知識の提供と，教育の機会の増加および初教育と再教育の充実
が重要であることが示唆された．

O２‐２

献腎移植登録を断念した透析患者の心理

大文字 愛（だいもんじ あい）（浅ノ川総合病院）
［共同演者］北岡美恵子（浅ノ川総合病院）

目的 長期にわたる献腎移植登録期間の末，高齢などを理由に当院では毎年数名が登録の取り消しがされて
いる．献腎移植がなかなか受けられない現状において，献腎移植登録を断念した透析患者の心理を明らかに
することは，今後の支援方法の検討に繋がると考え，研究に取り組んだ．
方法 当院透析センターで，過去５年間（２０１２～２０１６年）に献腎移植登録を取り消した患者１２名のうち，研
究の同意を得られた１０名（男性５名，女性５名）．患者の年齢は登録抹消時平均年齢６０．４歳（４１歳～７２歳），
インタビュー時平均年齢６２．６歳（４３歳～７５歳）を対象に，献腎移植を断念した時の気持ちについて，半構造
的面接法でインタビューを行った．対象者の許可を得て，ICレコーダーに録音し，遂語録を作成した．遂
語録を切片化し，コード化した．その後同じ意味内容のコードをまとめてサブカテゴリー化し，類似するサ
ブカテゴリーをまとめてカテゴリー化した．
倫理的配慮 自施設の倫理委員会審査の承認を得た．
結果 分析の結果，献腎移植を断念した透析患者の心理は，３つのカテゴリーと７つのサブカテゴリーに分
類された．【 】はカテゴリー，＜＞はサブカテゴリーを示す．【不確かな移植治療に対する憤り】＜医療者
側への不満・怒り＞＜移植が受けられない経験の積み重ね＞＜長すぎる待機期間の疲れ＞＜更新手続きの負
担＞【長期待機中の身体変化による不安の増大】＜年齢・疾病による身体への不安＞＜移植手術後の変化へ
の不安＞＜家族に負担をかけたくない＞【平穏な生活の望みと未来へ希望】＜現状の変化を望まない＞＜緊
張感からの解放＞＜新たな治療への期待＞となった．
結論 今後の支援方法として，献腎移植待機患者が持つ不確かさの軽減，身体変化の不安を傾聴し患者の心
のケア，患者が希望を見出せるような看護師の関わり，が必要であると示唆された．
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O２‐３

マタニティ・ヨーガにおける妊娠末期女性の身体的・精神的変化の検証

齊藤 里佳（さいとう りか）（開業助産師）
［共同演者］横野知江（新潟大学大学院保健学研究科看護学分野）／奥田明子（新潟大学大学院保健学研究科検査技術科学）

／飯島淳彦（新潟大学大学院自然科学研究科電気情報工学専攻）／今村 孝（新潟大学大学院自然科学研究科電
気情報工学専攻）／前田義信（新潟大学大学院自然科学研究科電気情報工学専攻）／木竜 徹（新潟大学大学院
自然科学研究科電気情報工学専攻）／内山美枝子（新潟大学大学院保健学研究科看護学分野）

【目的】本研究は，妊娠中の運動として普及しているマタニティ・ヨーガの実施における循環動態や自律神経機能およ
び気分状態の変化を，生理学的指標と心理測定尺度を用いて検証することを目的とする．
【方法】マタニティ・ヨーガ受講中の妊娠末期（妊娠３２－３６週）で，正常経過の妊婦を対象とし，実施前後と実施中の
測定を行った．測定指標は，血圧（BP），経皮的酸素飽和度（SPO２），心拍数（HR），心拍変動（Heart rate variability :
HRV），加速度脈波（Acceleration plethysmography : APG），唾液コルチゾール（COR），唾液クロモグラニンA（CgA），
日本語版気分評価尺度短縮版（Profile of Mood States２短縮版：POMS２）とした．HRVと APGにおいては，低周波数
帯（Low frequency : LF，以下 LF），高周波数帯（High frequency : HF，以下HF）を測定し，HFは副交感神経活動の指
標，LF/HF 比は交感神経活動の指標とした．解析は，実施前後の測定は平均値を求め比較を行った．実施中は，心拍変
動を測定し，３回のリラックス・呼吸法・瞑想で区間を設定，一元分散分析と多重比較を行った．有意水準は５％とし
た．本研究は，新潟大学大学院保健学研究科倫理審査委員会の承認を得て実施した．
【結果】対象者は２９名，平均年齢３１．４±３．９歳，平均妊娠週数３４．９±１．３週であった．実施前後は，拡張期血圧（p＝０．０００），
SpO２（p＝０．０１１）が有意に上昇した．HRは，HRVでは有意に低下し（p＝０．００５），APGにおいても脈拍数が有意に低
下した（p＝０．０００）．実施中のHRは，３回目のリラックスで有意に低下した（p＝０．０１１）．自律神経活動は，実施前後
は，HFは有意に低下（p＝０．００５），LF/HF･COR･CgA は，有意差はなかった．実施中は，LF/HF が呼吸法（P＝０．０００）
と瞑想（p＝０．０３０）で有意に上昇した．POMS２は，総合的気分状態・怒り－敵意・混乱－当惑・抑うつ－落込み・疲
労－無気力・緊張－不安が，実施前後で有意に減少した．
【結論】自律神経活動では，心拍数が有意に低下し，他の指標では変化がなかった．気分状態は，ネガティブな項目が
有意に減少した．マタニティ・ヨーガは，１回の受講においても心身の安楽に関連する運動の可能性が示唆された．

O２‐４

妊娠期から出生後までの自己組織化による母子相互作用
―母子相互相関の特異的変化について―

石山 さゆり（いしやま さゆり）（日本赤十字九州国際看護大学）
［共同演者］田原 孝（医療・福祉基盤研究所）

岩永浩明（医療・福祉基盤研究所）
清岡佳子（日本赤十字九州国際看護大学）
大橋一友（大阪大学大学院医学系研究科）

【目的】妊娠初期から出生後までの母子がカオス複雑系であることを踏まえ，その相互作用の基本である自己組織化の
具体的内容を検討する．
【方法】妊娠１６週，１８週，２２週，２６週，２８週，３２週，３６週，出生後１週間の母子１カップルを対象に，超音波ドップラ
－法で母子の心音を同時測定した．毎回の測定は以下の状態①何もしない時，②母の声を聞かせた時，③母の声を聞か
せた後，④他人の声を聞かせた時，⑤他人の声を聞かせた後，を１クールとし各状態を１分間測定した．データはA/D（Ana-
log-to-Digital）変換し，Logger programで収集し，第１リアプノフ指数（λ１），アトラクターを抽出した．さらに状態
①～⑤の母子心音の時系列データの相互相関を計算した．
【結果】状態①～⑤に対応する場面では λ１とアトラクターは特徴的な変化を示した．母の声刺激に対して児が引き込ま
れ，またその反応に対して母が同調し，引き込まれる状態が観察された．同時にこのような同調が全く見られない状態
が存在することが観察された．そして，この状態は妊娠中のある特定の期間でしか観察できなかった．さらに，その変
化の由来を調べるために状態①～⑤の母子それぞれの場面に対して時系列データの相互相関係数を求めると，上記の状
態に対応して強い相互相関を持つ状態と全く相関を持たない状態が出現していることが判明した．
以上のことから胎児の発達に伴う自己組織化は連続した部分と相転移とも呼べるような不連続な部分の双方から構成

されていると考えられる．
【結論】１．母子はカオス・複雑系であり，その相互作用は自己組織化に由来する．
２．これは両者相互の引き込みからなり，その生成は連続した部分と不連続な部分の双方から構成されていると考えら
れる．
３．そしてその機能は妊娠週数によって特異的に変化する．
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O２‐５

ステロイド忌避があるアトピー性皮膚炎患者と家族への，教育介入を振り返って
～小児アレルギーエデュケーターが介入した一例～

横山 裕介（よこやま ゆうすけ）（金沢医科大学病院）

【目的】アトピー性皮膚炎は寛解，増悪を繰り返し，強い掻痒を伴う主病変とする慢性炎症性皮膚疾患である．日本皮
膚科学会により治療のガイドラインが作成され，標準治療が確立されている．しかし，第一選択薬の副腎皮質ステロイ
ド外用については未だに忌避感を持つ患者，家族は少なくない．
今回，ステロイド忌避によりステロイドを使用しない治療の結果，重症アトピー性皮膚炎，多抗原の食物アレルギー

を併発した患児家族に対し，小児アレルギーエデュケーターとしてスキンケア教育入院において患者教育を行うことと
なった．結果，ステロイド忌避が解消された事例を経験したため看護師の関わりについて考察する．
【方法】研究方法：事例研究 研究期間：２０１X年５月
【事例紹介】患児：０歳 男児 診断名：重症アトピー性皮膚炎，多抗原食物アレルギー 家族構成：父，母，患児
【倫理的配慮】提出する事例報告に関して個人情報が保護されていること，同意取り消しは自由でその際も不利益がな
いことを説明，同意書を戴いた．
【結果】専門医の指示のもと指導を実施した．アトピー性皮膚炎の病態と皮膚バリアを修復していくこと，現在の治療
はアトピー性皮膚炎の標準治療に基づいて実施している旨，皮膚状態改善の見通しを説明した．
スタッフに一貫したケア，教育が実施できるよう小児アレルギーエデュケーターが多職種カンファレンスを実施した．
スキンケア方法と，軟膏塗布する際 Finger Tip Unit を目安に塗布するよう，詳細に説明した．
治療を開始した当初は母親の表情は硬かったが，毎日の指導と皮膚状態改善に伴いケアへの参加は積極的になりステ

ロイド塗布も自身で行えるようになった．スキンケア手技を取得し退院となった．
【結論】１，母親がスキンケアや軟膏塗布に参加し，皮膚状態を改善させる体験をすることは，母親のステロイド忌避
の解消につながる．
２，アトピー性皮膚炎の教育入院には標準治療に基づく統一したケアができる環境が必要である．

O２‐６

期待と治療効果との間に乖離が生じている造血器悪性腫瘍患者の状況と看護師の思い

荒木 知子（あらき ともこ）（金沢医科大学病院看護部）
［共同演者］相上恵子（金沢医科大学病院看護部）

辻野麻里子（金沢医科大学病院看護部）
下野広美（金沢医科大学病院看護部）
村角直子（金沢医科大学看護学部））

【目的】造血器悪性腫瘍患者および家族は，治癒を期待して積極的治療を受けるが，治療効果と期待との間
に乖離が生じやすく，患者や家族に合わせたケアが看護師には求められている．本研究の目的は，造血器悪
性腫瘍の治療を受ける患者の期待と治療効果との間に乖離が生じている状況およびケアに従事する看護師の
思いを明らかにすることである．これらにてケアの指針を明確化し，看護ケアおよび患者のQOL向上に貢
献できると考えた．
【方法】対象及び方法：血液疾患の治療を行っている病棟勤務５年目以上かつ造血器悪性腫瘍患者を受け
持った看護師１０人に半構成的面接を行った．データ収集期間：２０１６年１１月～２０１７年１月．分析方法：録音し
たインタビュー内容を逐語録に起こし，フレーム・ワーク・アプローチ法を参考に質的帰納的分析にてデー
タの再分類と解釈を行った．本研究は金沢医科大学医学倫理委員会にて承認を得て実施した．
【結果】主題となる枠組みは『患者と家族の状況』，『状況から看護師が感じたこと』，『ケアの指針』の３つ
に大別された．『患者と家族の状況』の索引項目は，患者の特性，患者のステージ，患者の精神状態，意思
決定，家族の要望，患者と家族の理解・期待，患者の治療効果であった．『状況から看護師が感じたこと』
には「辛さ」，「無力感」などのネガティブな面と「思いにそった看護ができた」などのポジティブな面があっ
た．『ケアの指針』は，患者のとらえ方や時間を作って患者と話すなどの看護師の行動の信念が抽出された．
【考察】『患者と家族の状況』は，期待と治療効果との乖離している状況が示された．『患者と家族の状況』
と『状況から看護師が感じたこと』でのネガティブな面とポジティブな面を合わせて認識することで看護師
のケアの取り組みが広がると考える．『ケアの指針』は，同じ状況下におかれた患者理解や看護師の看護を
していく原動力となって患者のケアに活かされると考える．
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O３‐１ 臨床の実践２

神経難病患者と家族への退院支援と課題

畑野 和美（はたの かずみ）（国立病院機構 石川病院）

【目的】短期からの在宅療養を希望された患者の退院支援を振り返り，課題を明らかにする．
【方法】１．患者紹介：A氏，女性，５０歳代前半．膀胱直腸障害で膀胱留置カテーテル留置中（１回／３～４日で閉塞）
便秘と下痢を繰り返す．
２．倫理的配慮：対象患者・家族に目的，方法，任意性，匿名性，データ管理破棄について文書により説明し同意を得
た．所属施設倫理審査委員会の承認を得た．
【結果】＜入院時＞本人より「短い間でも，家に帰りたい．でも無理やろう．」との発言きかれた．母親への気遣いの発
言も聞かれた．母親「家で看たくても看れない．」と在宅療養の不安の声も聞かれた．病棟看護師として，母親の言葉に
なかなか退院支援が進められずにいた．
＜４週＞医師，MSW，病棟看護師，PT,OT,ST とカンファレンスで本人の意思が一番大事と再認識し，本人の意思支援
に取り組むこととした．起立性低血圧は医師による内服調整，看護師，PTによる全身状態の観察から移乗時の注意点を
確認した．嚥下障害について，嚥下造影検査による評価と指導．膀胱留置カテーテルは１６Fr に変更し，パンピング指導，
閉塞時の自覚症状や訪問看護師への連絡を指導した．便秘と下痢の繰り返しについて，内服調整，下肢運動を促した．
排便は泥状～軟便１回／３～４日となった．
＜７週＞退院前カンファレンスで情報共有と確認をしていった．患者・本人共に理解された反応が得られ，３日間退院
した．
【考察】退院支援を進める中で，本人の意思決定支援を再認識することで退院支援に繋がったと考える．チーム内の目
標統一が遅れ退院までに時間を要したと考える．現在もご本人の希望で退院期間を延ばして入院療養されている．
多職種でカンファレンスし家族負担を軽減することで，短期間でも家に帰ることで次も家に帰ってみたいと希望が持

て退院支援に繋がると考える．
【参考文献】
１）宇都宮宏子・三輪恭子他：これからの退院支援退院調整，２０１７

O３‐２

在宅における家族介護者の睡眠と介護負担感の関連と影響を与える要因

龍野 洋慶（りゅうの ひろちか）（神戸大学大学院保健学研究科）
［共同演者］グライナー智恵子（神戸大学大学院保健学研究科）／山口裕子（神戸大学大学院保健学研究科）／藤本浩一（神戸大学

大学院保健学研究科）／廣田美里（神戸大学大学院保健学研究科）／植村久世（社会福祉法人豊悠福祉会 祥雲館）／
井口 仁（社会福祉法人豊悠福祉会 祥雲館）／樺山 舞（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 総合ヘルスプロ
モーション科学）／神出 計（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 総合ヘルスプロモーション科学）

先行研究において，在宅で介護をする家族介護者の睡眠に影響を与える要因は，家族介護者のうつ症状や要介護者の
認知症が負の関連を示すとの報告はある．また，家族介護者の介護負担感に関連する要因は多くの報告がある．しかし，
睡眠と介護負担感との直接的な関連については一定した結論が出ていない．そこで本研究は，在宅で介護をする家族介
護者の睡眠と介護負担感の直接的な関連，及び家族介護者の睡眠と介護負担感に影響を与える家族介護者と要介護者の
双方の身体的・心理的・社会的要因を明らかにすることを目的とした．
研究対象者は，在宅で介護保険サービスを利用する要介護者とその主たる家族介護者の２３組４６人とした．調査内容は，

年齢，性別，要介護度，ピッツバーグ睡眠質問票（PSQI），主観的健康観（S-WHO‐５‐J），うつ（GDS１５），外出頻度
などを調査開始時に聞き取り，その後２週間，介護負担感（J-ZBI_８），睡眠（２４時間活動量計を装着），起床時血圧を測
定した．倫理的配慮として，神戸大学大学院保健学研究科倫理委員会の承認を経て行った．
年齢は家族介護者６６．９±１１．０歳，要介護者８２．７±８．５歳，家族介護者と要介護者ともに６９．６％が女性であった．家族介

護者において，うつ傾向の割合と介護負担感（２週間の J-ZBI_８の平均値）は女性の方が有意に高かったが，睡眠時間
などには有意な男女差はなかった．介護負担感と有意な単相関を認めたのは，PSQI（r＝０．６２；p＜０．０１），睡眠時間（r
＝－０．４２；p＜０．０５），入床時間（r＝－０．４４；p＜０．０５），要介護者の外出頻度（r＝－０．４２；p＜０．０５），要介護者の主観的
健康観（r＝－０．５０；p＜０．０５）であった．介護負担感を従属変数とした重回帰分析では，睡眠時間（β＝－０．４４；p＜０．０５）
が有意に関連し，その他の有意な単相関があった変数には独立した有意な関連は認められなかった（調整済みR２＝０．４５）．
本研究結果より，介護負担感には活動量計による客観的な睡眠時間の短縮が有意に関連することが明らかとなった．

今後，追跡調査によりこれらの因果の検証が必要である．
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O３‐３

豊橋市における介護・工学ハッカソンの取り組み

大村 廉（おおむら れん）（豊橋技術科学大学）
［共同演者］種田憲人（（株）サイエンス・クリエイト）

大林博美（豊橋創造大学）

介護現場における具体的な問題をものづくりや工学の立場からサポートすることを目的とし，豊橋市において「介工
ハッカソン」を開催した．
参加者は，介護・福祉施設や介護・福祉関連企業で働く社会人，IT 関連企業や建築関連企業などで働く社会人，介護・

福祉を学ぶ学生，工学を学ぶ学生など，３２名であった．ハッカソンは二部構成とし，第一部では，介護福祉現場におけ
る現状に対する講演や，盲目者への働く場の提供に関する取り組みなど，介護・福祉現場の状況に関する講演を行なっ
た．第二部では，それぞれ背景の異なる参加者が混在するよう５つのグループを作成し，「介護現場において物作りの立
場からどのような支援が可能か」という事についてアイデア出しを行なった．
報告会において，各グループからは，椅子がそのまま歩行補助器に変形する椅子といったユニークなアイデアや，排

泄介助のための器具，盲目者のための音声や物理的なインタフェースを用いた入力装置，より賢い車椅子など，既存の
器具を拡張するアイデアが多く出された．また，第一部の講演で紹介された食器固定台（介護士が段ボールで手作りし
たもの）は，後日，専門家が協力して木製のしっかりとした試作品が作成され，介護施設へ実際に導入された．結果，
介護施設からは大きな喜びの声が寄せられている．
今回のこのような取り組みについて，介護現場，および，ものづくり企業からの要望は非常に高いことが分った．ま

た，実施の結果，互いに理解を深める事ができ，このような取り組みは互いの理解を深め，新たな介護器具や介護支援
の方法の創出に極めて有効である，という感触が得られた．今回の取り組みでは「アイデアだし」を行なう側面が強く，
各グループで考えたアイデアを実際に試作するまでには至らなかったが，今後，この取り組みを継続し，実際に「もの
づくり」を含めたイベントを開催していく予定である．

O３‐４

緩和ケア病棟入棟患者に対する入院時栄養スクリーニングの妥当性についての検証

中川 明子（なかがわ あきこ）（国民健康保険 小松市民病院 NST）
［共同演者］田中美恵子（国民健康保険 小松市民病院 NST）

黒崎英里（国民健康保険 小松市民病院 NST）
高原優子（国民健康保険 小松市民病院 NST）

【目的】緩和医療を要するがん患者は蛋白エネルギー摂取が不足し悪液質に陥るが，適切な栄養管理により
QOLは維持されることから，NST活動の重要性が唱えられている．そこには，急性期疾患や周術期の栄養
管理とは異なる知識と計画が必要であるが，栄養障害の十分な評価からまず始まる．また，評価が予後予測
を指南するならば有効なNST活動につながる．当院の入院時スクリーニングはオリジナルであるが，終末
期がん患者に妥当な評価方法か検証した．
【方法】平成２８年度緩和ケア病棟に入棟した１０２名中，死亡退院となり入院期間が「確定した予後」となっ
た９９名を対象とした．栄養スクリーニングの判定と入院期間の相関を検討した．スクリーニング項目は，摂
食状況（０～２点），体重変化（０～２点），消化器症状（０～２点），TP/ALB 低値（０～１点），褥瘡（０
または２点）で，合計が０点は良好，１～２点は軽度，３点は中等度，４点以上は重度の栄養不良と判定す
る．主観的包括的評価（見た目）は含まない．栄養状態に関連する総コレステロール，CRP，末梢血リン
パ球数についても検討を加えた．原発臓器や治療歴が異なり，患者のみの要因で入院日が決定しないため，
統計学的検討は実施しなかった．
【結果】１１名の TP/ALB 値が不明であった．良好２３名，軽度不良３０名，中等度不良１３名，重度不良２２名で，
入院期間は各 １々３～１７０日（中央値６８日），７～１６４日（５３日），７～６５日（３５日），３～１４８日（３０日）であっ
た．ALB低値と入院期間に正の相関がうかがわれ，良好あるいは軽度不良であってもALB低値の患者は入
院期間が短かった．CRP高値，末梢血リンパ球減少では入院期間が短い傾向がみられた．総コレステロー
ルは相関が乏しかった．
【結論】当院の入院時栄養スクリーニングは緩和ケア病棟入棟患者の予後と関連した妥当な評価法であっ
た．
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O３‐５

A病院緩和ケア病棟入棟に同意した家族の「緩和ケア病棟」への思いやニーズに関する調査

野尻 清香（のじり さやか）（小松市民病院 緩和ケア病棟）
［共同演者］土山和美（小松市民病院 緩和ケア病棟）

海道智美（小松市民病院 緩和ケア病棟）

【目的】A病院緩和ケア病棟入棟に同意した家族の「緩和ケア病棟」に対する思いやニーズを明らかにする．
【方法】H２７年７～９月に入棟した１７名の患者家族に入棟後１週間以内に半構成的面接法を用いて行った．回答は研究者
間で話し合いカテゴリー化しその件数を数えた．本研究はA病院倫理委員会の承認を得，個人情報の保護や看護に不利
益は生じないことなどを文書に明記し行った．
【結果】A病院緩和ケア病棟のイメージでは「亡くなる人がいく病棟」が最も多く，次いで「穏やか，安心できる病棟」，
「個室で過ごせる病棟」であった．入棟説明時の思いは「入棟したい」が最も多く，次いで「治療中断へのショック」，
「死の実感」だった．入棟前から複雑な患者，家族の思いに対するケアの必要性が明らかとなった．
入棟説明後，緩和ケア病棟について「看護師」に相談したという回答はなく，病棟見学後のイメージは「明るい雰囲

気」，「設備が良い」など外観の良さへの回答が多かった．また，期待したケアは「特になし」が最も多かった．入棟に
際して，看護師の関わりとケアへの期待の薄さが明らかとなり，緩和ケア病棟での看護やケアを具体的にイメージや説
明ができる取り組みの必要性が明らかとなった．
患者の入棟説明時の思いでは，「入棟を希望した」が最も多く，次いで「本人は説明を受けていない」，「不明」だった．

患者が希望したケアは「なし」が最も多く，次いで「不明」だった．家族も患者の思いや意思の把握ができていない状
況が明らかとなり，患者の意思が反映されるように，意思が共有される仕組みの構築や院内で連携して患者に介入して
いく必要性が示唆された．
【結論】この結果より，現在「緩和ケア病棟の看護の見える化」の実践と周知活動を行っている．また，入棟前からの
情報収集や患者との関わり，一般病棟，外来との連携を目的とし，「入棟判定会議の改革」と「緩和ケア外来の一元化」
の実現に向けて取り組んでいる．

O３‐６

終末期癌患者とその家族の関わりを通して学んだ事
～療養病棟での患者とその家族を繋いだ看護～

高野 亜季（たかの あき）（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）
［共同演者］福井桂子 （医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）

小菅久美子（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）
板倉真由美（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）
木間美津子（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）

【目的】今回食道癌患者の約１年半の闘病生活において，互いに素直に接する事ができずにいた患者，家族を繋いだ看
護を行った．この事例を通し，家族看護の重要性を学んだので報告する．
【方法】１．研究デザイン：事例研究 ２．事例紹介：T氏 ５０歳代 男性 食道癌
無職（職業歴：内装業）長男，長女，孫２人の５人暮らし．キーパーソン：次女看護師．神戸在住．妻は低酸素脳症でA
病院入院中． 嗜好：喫煙，飲酒
入院期間：２０１X年 Y月～２０１X年＋２年 Z月死亡退院

【倫理的配慮】対象者の家族に事例研究の目的，方法，匿名性，データ管理，破棄について口頭で説明し同意を得た．
【看護の実際と結果】T氏は家族関係が悪く，家族の面会は少なかった．病状の進行と共にADLの低下をきたしたが喫
煙を強く希望した．本人の生きがいである喫煙が出来るように，１回／日スタッフが敷地外の喫煙所まで移送．週末や
休日は，長男，長女に喫煙に連れていってもらえるよう依頼し，本人が感謝している事を代弁した．体調が日々変化し，
終日点滴が必要になっても，出来る限り外泊行けるよう援助した．退院後，次女より「家族が意識的に病院へ行く事が
嬉しかった」「限られた時間の中で色々な所へ連れていく事ができて良かった」という言葉を貰った．
【結論】平は１）「終末期癌患者の家族における満足のいく介護体験には，患者がその人らしく過ごせていること，家族が
交流できる機会があること，家族が患者の心身をサポートでき患者がそれを喜んでいると実感できることなどの要素が
関連する」と述べている．喫煙を続けたい，外出，外泊がしたいという T氏の強い思いと，感謝の気持ちを看護師が子
供達に代弁した事で，ニーズを出来る限り叶えてあげたいという思いに繋がりまたコミュニケーションのきっかけを提
供できた援助だった．家族が意識的に病院へ足を運び，家族再生に繋がった．私たちの関わりが，満足のいく介護体験
の一要因となったと考える．
【参考文献】
１）柳原清子：ターミナル期家族の認知の研究－家族のゆらぎ－日本赤十字武蔵野短期大学紀要１１：７２－８．１９９８
２）熊谷有紀，小笠原和枝，長坂育代：末期癌患者を持つ家族の看護師に対する期待．死の臨床３２（１）：１１１－１１６．２００９
【引用文献】
１）平 典子：終末期がん患者の家族の看病を支える要因北海道医療大学看護福祉学部紀要６：１－７．１９９９
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O４‐１ 注射・血管

ウサギ耳介静脈を用いた末梢静脈カテーテルの擦過による血管外漏出モデル

田邊 秀憲（たなべ ひでのり）（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー）（テルモ株式会社）
［共同演者］竹村直人（テルモ株式会社）／富永貴則（テルモ株式会社）／寺尾籌子（テルモ株式会社）／図師泰伸（テ

ルモ株式会社）／村山陵子（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロ
ジー）／阿部麻里（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー）／
真田弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野）

【目的】末梢静脈カテーテルの血管外漏出（以下，漏出）は，機械的・生理的・薬理的要因によって引き起こされると
言われているが，そのメカニズムについては明らかになっていない．本研究では，カテーテルの機械的な刺激に着目し，
ウサギの耳介静脈を用いて漏出モデルの作製を試みた．
【方法】ウサギの左右耳介静脈に材質の異なる末梢静脈カテーテル２４Gを留置し（右耳：ポリウレタン，左耳：フッ素
樹脂（ETFE）），０．１％エバンスブルー溶液を投与しながら血管内をカテーテルで擦過し，その様子を肉眼的に観察した．
本研究はテルモ動物実験委員会の承認を得て実施した．
【結果】ETFEカテーテルを留置した血管では，擦過中にエバンスブルーが血管から皮下組織に浸み出す様子が観察され
た．一方，ポリウレタンカテーテルが留置された血管では，擦過後もエバンスブルーの浸み出しは認められなかった．
【考察・結論】ウサギ耳介静脈を用いて，カテーテルの機械的な刺激によって血管から薬液が浸み出す現象を示した．
曲げ弾性率の大きなETFEカテーテルでは漏出が起こったが，曲げ弾性率が小さいポリウレタンカテーテルでは漏出は
認められなかった．曲がりにくいカテーテルでは，その先端が血管壁と接触することにより，血管内皮細胞が損傷し，
薬液が血管外に浸み出したものと考えられる．一方，曲がり易いカテーテルでは，カテーテル先端が血管とほぼ平行に
なり，カテーテル先端が血管壁と接触しにくかったため，損傷が少なかったものと考えられる．今回作製した漏出モデ
ルは，漏出を予防するカテーテルを開発する際に有用な実験モデルとなりえる．今後，留置部位のHE染色および血管内
皮細胞マーカーとしてCD３１を用いた免疫染色を行い，組織学的に観察することで，今回の現象が血管壁の貫通によるも
のではなく，血管内皮細胞の欠損による薬液の浸み出しであることを確認し報告する予定である．

O４‐２

最適な肘窩の静脈穿刺部位の選定―超音波診断装置による駆血前後の血管面積・深さ・正中神経
及び上腕動脈との距離の計測から―

向井 加奈恵（むかい かなえ）（金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域）
［共同演者］中島由加里（金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻）

浦井珠恵（金沢大学新学術創成研究機構）
中谷壽男（金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域）

【目的】静脈穿刺は侵襲を伴う医行為であり，解剖学的根拠に基づいた穿刺部位の決定が重要である．しか
しながら，少なからず神経損傷等の医療事故が発生している．従って，本研究は安全に静脈穿刺を実施でき
るようなデータを提供するために，超音波診断装置を用いて最適な静脈穿刺部位を明らかにすることを目的
とした．
【方法】健常若年男女各１０名（BMI１９．５±１．３）の左上腕肘関節屈曲部において，駆血前後で橈側皮静脈，
肘正中皮静脈，尺側皮静脈，正中神経及び上腕動脈をエコー（HdTHI-R,Noblus，日立アロカメディカル）
にて撮像した．
【結果】血管の深さ（表皮から各皮静脈上壁までの垂直距離）は駆血前後で橈側皮静脈及び肘正中皮静脈で
有意に薄くなった（p＜０．０１）．各皮静脈の血管面積（長径×短径×π／４）は駆血前後で有意に拡大した（p
＜０．０５）．また，駆血後の肘正中皮静脈の血管面積は駆血後の橈側皮静脈及び尺側皮静脈の血管面積よりも
有意に大きかった（p＜０．０１）．肘正中皮静脈及び尺側皮静脈と正中神経との距離は橈側皮静脈と正中神経
との距離と比べて有意に近かった（p＜０．０１）．肘正中皮静脈及び尺側皮静脈と上腕動脈との距離は橈側皮
静脈と上腕動脈との距離と比べて有意に近かった（p＜０．０１）．また，肘正中皮静脈と上腕動脈との距離は
尺側皮静脈と上腕動脈との距離と比べても有意に近かった（p＜０．０１）．
【結論】以上の結果より，（１）駆血によって血管の深さは浅くなり，血管面積は拡大する（２）橈側皮静
脈は正中神経及び上腕動脈からの距離が最も離れている（３）肘正中皮静脈は駆血後の血管面積が最も大き
いが，正中神経及び上腕動脈に隣接していることが明らかとなった．従って，静脈穿刺時には，第一に橈側
皮静脈を選択すること，肘正中皮静脈を選択する際には静脈を貫通しないように留意することが示唆され
た．
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O４‐３

注射針穿刺時の恐怖に対する眼球運動課題による軽減効果の可能性：パイロットスタディ

向畑 毅（むかいはた つよし）（関西看護医療大学看護学部看護学科）
［共同演者］磯野洋一（関西看護医療大学看護学部看護学科）

【目的】Eye movement desensitization and reprocessing（EMDR）はトラウマの治療法として登場したが
（Shapiro２００１），介入の特徴の１つである眼球運動の効果が注目され，様々な研究に派生している．近年，
パソコン画面上を左右に平行移動する玉を追視する課題（眼球運動課題）を実施している間，人は鮮明に記
憶の想起が行えないという報告がされているが，これは２重課題による注意容量の分散で説明が可能であり
（Lee２０１４，Chantal２０１５），感情調整にも応用できると考えた．これらの研究から作成した眼球運動課題デ
バイス（タブレット）の使用によって注射針穿刺時の恐怖が軽減するかを実験するためのパイロットスタデ
ィを行った．
【方法】A大学健康診断の採血において研究参加に承諾の得られた健康な男女３２名を対象とし，介入群（眼
球運動課題群）と通常群の２群に無作為に分け採血を行った．測定項目は，属性（年齢，性別，注射苦手意
識）と穿刺時の恐怖（visual analogue scale（VAS））であった．分析は２群間比較，効果量とその９５％CI
の算出を行った．研究は，関西看護医療大学の倫理審査で承認を得た後，対象者に目的，方法，参加の自由
等を説明し承諾を得た．
【結果】脱落を除く２７名（介入群１３名，通常群１４名）を分析対象とした．属性は２群間で有意差はなかった．
穿刺時の恐怖（VAS）は，介入群１．７１±２．２１cm，通常群３．６１±３．５６cm，効果量（cohen's d）＝．６４，効果
量の９５％CI[－．１６，１．４４］，p＝．１０（対応のない t 検定）であった（F（１３，１２）＝２．５９，p＞．０５）．
【結論】パイロットスタディでは中程度の効果量（cohen's d＝．６４）が認められ，実験計画に役立つデータ
となった．

O４‐４

穿刺痛低減を目的とした局所冷却パッドの基礎研究

苗村 潔（なえむら きよし）（東京工科大学医療保健学部臨床工学科）
［共同演者］伊藤湧大（東京工科大学医療保健学部臨床工学科）

松本義和（株式会社ユニシス）
齋藤英也（株式会社ユニシス）

【目的】硬膜外麻酔，血液透析，ワクチン接種などに必要な穿刺は，多くの患者にとってストレスとなって
いる．ペルチェ素子を利用した既存のハンディタイプの局所冷却デバイスは，使用の煩雑さが課題となって
いる．そこで，本研究は局所的に皮膚を２５℃以下に冷却することで，患者の穿刺痛を低減するためにディス
ポーザルの冷却パッドを開発することを目的とする．
【方法】採血練習用の腕ファントムのチューブに３８℃の温水を循環させ，腕ファントム表面温度が３３℃とな
るようにした．尿素を水に溶解させた際に生じる吸熱反応を利用し，天然ゴム製の袋に尿素と水を入れて，
冷却パッドのモデルとした．冷却パッド内の温度が１５℃となった時点で，冷却パッドモデルを腕ファントム
に当て，腕ファントム表面温度が２０～２５℃となった時点で冷却パッドモデルを腕ファントムから離した．温
度変化は熱電対とサーモカメラにより計測した．
【結果】室温２６℃の環境下，尿素０．０２５mol を水３mLに溶解させたところ，冷却パッドモデルを腕ファント
ムに当て始めてから５０秒後に，腕ファントム表面温度は２２℃となった．冷却パッドモデルを腕ファントムか
ら離すとすぐに腕ファントム表面温度は上昇を始め，１３．５秒後には２５℃まで復温した．
【結論】実際の穿刺を想定して，冷却パッドをはがしてからアルコール消毒して穿刺するまでの時間を考慮
すると，本実験結果から冷却による穿刺痛低減は期待できると考える．
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O４‐５

血糖自己測定に必要な血液量確保における自動穿刺・圧迫器械による吸血方法の検討

阿部 麻里（あべ まり）（東京大学大学院医学系研究科アドバンストナーシングテクノロジー）
（東京大学大学院医学系研究科付属グローバルナーシングリサーチセンター）

［共同演者］大江真琴（東京大学大学院医学系研究科付属グローバルナーシングリサーチセンター）／村山陵子（東京
大学大学院医学系研究科アドバンストナーシングテクノロジー）（東京大学大学院医学系研究科付属グロー
バルナーシングリサーチセンター）／真田弘美（東京大学大学院医学系研究科付属グローバルナーシング
リサーチセンター）（東京大学大学院医学系研究科健康科学看護学専攻老年看護学／創傷看護学）

【目的】血糖自己測定の方法に血漿を用いて血糖を推定する方法があるが，リアルタイムで血糖測定が必要な場合は全
血で測定する必要がある．高齢者は，低血糖のハイリスクであり，リアルタイムで血糖を測定することが望ましい．し
かし既存品は，手技が煩雑で巧緻性も必要である．高齢者が簡便に血糖測定をするためには，全自動で穿刺から測定ま
でできることがのぞましい．そのためには穿刺と吸血を自動化することが必須であるため，自動で穿刺し，吸血する器
械を開発した．その器械を用いて必要な血液量が確保できるかを調査した結果，１４０名を対象とし必要血液量を確保でき
た率は，６１．９％であった．採血量が必要血液量に満たなかったケースは，十分な出血量が得られなかったためと考え，
出血量を増やすため，今回採血方法を変更し，必要血液量確保の成功率を調査した．
【方法】先行研究で使用した自動穿刺・圧迫器械は，穿刺後，穿刺孔周囲の圧迫と同時に，吸血部を穿刺孔近傍に密着
させて吸血させる方法であったが，本研究では，圧迫を先に行い出血させた後に吸血を行った．
対象者は先行研究で，採血量が必要血液量に満たなかった８名の指腹部（２か所／人）を対象に，３０G／０．８mmの穿刺
針で自動穿刺し，穿刺部周囲を１．５kgf で５秒間２回圧迫することにより出血した血液を吸血し，量を測定した．吸血量
が０．８μL 以上の場合を成功として，先行研究の結果と χ２検定を用いて比較した．（有意水準０．０５）．本研究は研究者の所属
する施設の研究倫理委員会の承認を得て実施した．
【結果】先行研究では，２５．０％であった必要血液量確保成功が，本研究では，８７．５％という結果であった．圧迫と同時
に穿刺孔近傍に密着させて吸血した場合と，穿刺部周囲を圧迫し，出血させてから吸血した場合で，必要血液量確保の
成功に有意に差がみられた．
【結論】圧迫と同時に穿刺孔近傍に密着させて吸血する方法ではなく，圧迫して出血させた後に吸血を行うことにより，
血糖自己測定に必要な血液量確保の成功率を上昇させることができる．

O４‐６

血管看護師の充実に求められること

岩倉 真由美（いわくら まゆみ）（国際医療福祉大学福岡看護学部）
［共同演者］溝部昌子（国際医療福祉大学福岡看護学部）／宮田哲郎（山王メディカルセンター）

重松邦広（三田病院）／田中理子（九州大学大学院）
林田賢史（産業医科大学病院）

【目的】血管診療に特別な役割を果たす看護師（以下血管看護師とする）の充実を図るために求められることを明らか
にする．
【方法】血管診療における看護の実態及び課題調査（自記式質問紙調査）のうち，血管看護師の役割遂行における課題
に関する項目（自由記載）の内容分析を行った．対象は，認定血管内治療医（日本血管外科学会）２７５名とその医師が指
名する当該施設の看護師とした．本研究は，発表者所属施設の研究倫理審査委員会の承認を得て実施し，研究対象者へ
は，書面による研究説明に，協力の諾否によって不利益は生じないことを付記した．
【結果】調査期間は平成２８年１２月～翌年１月で，回収状況は，医師６８名（２４．７％），看護師４０名（１４．５％）であった．自
由記載の回答率は，医師７２．１％，看護師８０．０％で，文字総数は１万語以上であった．
血管看護師の充実に求められることとして，≪医療制度≫≪専門性≫≪働き方≫の３つのカテゴリーが抽出された．

≪医療制度≫には，認定・専門看護師などの〈専門資格〉，血管看護師のケアへの診療報酬加算や，ベッドサイドで行う
無侵襲診断法の診療報酬加算などの〈診療報酬〉があった．≪専門性≫には，学会・看護協会・組織・地域・基礎看護
学教育などの〈教育の機会〉，血管看護の専門的内容，予防から終末期まで診療時期にあった看護などの〈知識〉，検査
（ABI，超音波エコーなど），特定行為（Aライン挿入・抜去，超音波エコー下CV挿入など），圧迫療法などの〈技術〉
があった．≪働き方≫には，組織横断的な活動や専門外来に従事するなどの〈組織の配置〉，病院・施設・在宅などの〈活
動の場〉の拡充，〈給与・報酬〉のインセンティブ，社会・組織トップ・看護協会などの〈認知度・理解度〉があった．
【結論】血管看護師の充実のために求められることとして，≪制度≫≪専門性≫≪働き方≫の３つの側面から取り組ん
でいくことが示唆された．
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O５‐１ 計測と開発１

交代制勤務後の自律神経機能の経時的変化

岡島 恵子（おかじま けいこ）（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科）
［共同演者］水野（松本）由子（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科

【目的】交代制勤務後に精神作業負荷を行い，脈波振幅値を用いた自律神経機能の変化を比較した．
【方法】対象は，研究に同意を得られた成人女性８名で，実験は日勤後，夜勤後，休日に実施した．実験で
は，継続的に指尖容積脈波の測定を行いながら，パソコン画面上に表示された十字マークを開眼して注視す
る「十字」，その後閉眼して安静にする「基準」，精神作業負荷としてクレペリン検査を行う「計算」，計算
後の「閉眼」を行った．各２分間，「十字」，「基準」，「計算１」，「閉眼１」，「計算２」，「閉眼２」の順に行
い，経時的に計１２分間測定を行った．脈波振幅値はそれぞれの実験毎に，「基準」の平均値をもとに相対値
を求め分析対象とした．
【結果】日勤後，夜勤後の「計算１」の脈波振幅値は，「基準」と比較して有意に低値を示した．休日にお
いては，「計算１」の脈波振幅値は，「基準」と比較して低値を示したが，有意差は認められなかった．日勤
後，休日において，「閉眼１」は「計算１」と比較して，有意に高値を示した．日勤後，夜勤後において，「閉
眼２」は「閉眼１」と比較して，有意に低値を示した．
【結論】日勤後，夜勤後は，精神作業負荷により，脈波振幅値が低値を示し，交感神経優位となることが分
かった．日勤後，休日は，閉眼により，末梢の血管収縮が改善されるが，夜勤後は有意な変化は認められず，
閉眼によっても交感神経の活動が持続していることが考えられた．日勤後，夜勤後は，「閉眼１」より「閉
眼２」が有意に低値を示し，精神作業後の交感神経活動が１回目より持続していることが示唆された．

O５‐２

異なる睡眠段階で行う体位変換がその後の睡眠に与える影響の予備的検討

菅原 久純（すがわら ひさよし）（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）
［共同演者］雨宮 歩（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）／加瀬竜太郎（千葉大学大学院看護学研究

科生体看護学専門領域）／田中裕二（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）／増島麻里子（千
葉大学大学院看護学研究科成人看護学専門領域）／酒井郁子（千葉大学大学院看護学研究科ケア施設看護
システム管理学）／小宮山政敏（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）

【目的】入院患者の約半数に不眠があるといわれており，褥瘡予防などの目的で睡眠中に行われる体位変換が睡眠の質
の低下に影響を与える要因の１つであると報告されている．多くの看護師が睡眠中の患者に体位変換を行った際に，覚
醒状態が遷延する場合と直後に睡眠状態となる場合を経験している．この事から，異なる睡眠段階で体位変換を行うこ
とで，その後の睡眠に違いが生じるのではないかと仮説を立てた．そこで，異なる睡眠段階で行う体位変換が睡眠にど
のような影響を与えるか検討することを目的とした．
【方法】睡眠に問題がなく夜間勤務を行っていない若年健常男性３名を対象として睡眠状態を判断する目的で終夜睡眠
ポリグラフ検査（PSG ; polysomnography）を行った．睡眠時間は７時間３０分で統一した．１夜目は環境適応日とし２～
４夜目の間で非介入日，浅い睡眠段階と深い睡眠段階の介入日を無作為に入れ替えた．介入日にはPSGの脳波，筋電図，
眼球運動の波形からリアルタイムに睡眠段階を判定し，１夜で２回の体位変換を行った．客観的指標としてPSGによる
覚醒と各睡眠段階の割合を算出し，主観的指標としてVAS（Visual Analogue Scale）を用いて睡眠の質を評価した．本
研究科倫理審査委員会の承認を得た．
【結果】介入日・非介入日の３日間で比較すると，浅い睡眠段階の介入日において覚醒の割合が３名とも少なかった．
介入日のみで比較すると，深い睡眠段階の介入日では浅睡眠の割合が２名において多かったが，反して深睡眠の割合も
２名において多かった．VASにおいては３名とも浅い睡眠段階の介入日が良く眠れたと評価した．
【結論】覚醒と浅睡眠の割合が深い睡眠段階の介入日で多かったことに加え，VASの評価で３名とも浅い睡眠段階の介
入日が良く眠れたと評価したことから，浅い睡眠段階での体位変換が睡眠の質の低下を防ぐ可能性が示唆された．しか
し，浅い睡眠段階の介入日では深睡眠の割合が低下した結果も出ており検討を重ねる必要がある．
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O５‐３

ドップラーセンサによる認知症における睡眠障害等の検出の可能性について

松本 三千人（まつもと みちと）（富山県立大学工学部電子・情報工学科）
［共同演者］鳥山朋二（富山県立大学工学部電子・情報工学科）／浦島 智（富山県立大学工学部電子・情報工学科）

池谷 薫（ILT office）／炭谷靖子（富山福祉短期大学看護学科）
寺西敬子（富山福祉短期大学看護学科）

【目的】２０２５年には認知症患者は７００万人を突破し，６５歳以上の５人に一人が認知症を患うと言われている．
一方，認知症は軽度のうちであれば，投薬や運動，食事療法，頭を使う事等の健康プログラムを実践する事
で，その進行を遅らせ，改善する等の可能性について，各種検討がなされている．従って，周囲の見守る人
が，高齢者の生活パターンの変化を知り，早期に認知症を検知する事が必要である．
【方法】本稿では，認知症を発症している人と健常者の生活パターンから，認知症の予兆の一つとして考え
られている睡眠障害を簡易なセンシングシステムから検知可能かを試みた．具体的には，実験協力頂いた方々
の寝室にドップラーセンサを設置し，ドップラーセンサデータと計測後の本人ヒアリング，時計型活動量計
等の結果から，室内での活動，睡眠状態，部屋からの入退出状況などについて推定を行った．
【結果】今回の実験においては，認知症を患っている方々の特徴として，夜間における中途覚醒の状況が，
ドップラーセンサによる計測によって確認できた．なお，健常者においては，時計型活動量計による計測を
試みたが，夜間における中途覚醒の状況は認められなかった．
【結論】認知症における一つの症状として考えられている睡眠障害の検知の可能性がある事を確認した．ま
た，認知症に繋がると言われる閉じこもりも検知可能であり，独居高齢者の場合においては，認知症の早期
発見に十分貢献可能である．
なお，本研究は，平成２８年度総務省戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）研究課題「高機能セン
シングと個人情報活用による独居高齢者の安心・安全・快適なコミュニティ創造（１６２３０５００７）」の一部とし
て実施した．

O５‐４

EHD現象を利用した新しいターニケット装置の開発

前田 浩行（まえだ ひろゆき）（順天堂大学医学部整形外科）
［共同演者］岩瀬英明（順天堂大学医学部整形外科）／大林治（順天堂大学医学部整形外科）

金子和夫（順天堂大学医学部整形外科）／前田睦浩（医療法人社団 山本・前田記念会 前田病院）
大磯紗穂（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）／蟻沢駿哉（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）
雨宮将太（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）／武井裕輔（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）
三井和幸（東京電機大学 工学部 先端機械工学科）

【目的】災害医療現場や整形外科領域における四肢の手術で，出血を回避し術野を確保するため圧力をかけ

血流を一時的に遮断するターニケット（駆血帯）が頻用される．従来のターニケット装置は，空気圧を駆動

源としコンプレッサー等が必要となり，装置が大型で持ち運び出来ず，振動や騒音が発生する問題点が多い．

そこで我々は，絶縁性流体に静電気レベルの高電圧を印加すると電極間にジェット流が発生するEHD（elec-

trohydrodynamics）現象を利用した無音で無振動かつ小型な流体駆動圧力発生装置（以下EHDポンプと略

す）を開発した．本研究はラット下肢における駆血実験をEHDポンプを用いて行い，採血による生化学的

評価をすることにより，運動器合併症が生じない至適な駆血圧条件を検討した．

【方法】Wister 系ラット（雄１３週齢）ハロセン吸入麻酔下で，ターニケットを右大腿部に装着し，空気圧

下４０kPa（３００mmHg,n＝１３），３０kPa（２２５mmHg,n＝１２），２０kPa（１５０mmHg,n＝１５），０kPa（コントロー

ル，n＝２５）の圧力で２時間駆血した．駆血解除後３日目で行動実験後の体重と生化学評価として採血（乳

酸，カリウム，ナトリウム，CRP，クレアチンキナーゼ（CK））を行った．【結果】体重は４０kPa 群でコン

トロールに比べ有意に減少した．CKはコントロールに比べ４０kPa で有意に上昇した．【結論】４０kPa 以上

の圧力で筋組織のダメージによる運動器合併症が生じる可能性がある．EHD現象を利用した新しい装置を

用い，４０kPa より低い圧力で駆血することで運動器合併症を生じないようにすることができると考えた．
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O５‐５

軟質性ボール付き体温計測温部による温度予測の精度評価

水野 裕志（みずの ゆうじ）（長崎総合科学大学工学部工学科医療工学コース）

【目的】家庭や病院で使用されている一般的な腋窩式電子体温計の先端は細く，高齢者や痩身者の腋窩には密着性が悪
い．そのため，測定中のズレなどが原因で再測定が頻発していることから，看護や介護業務の負担になっているのが実
状である．このような欠点を改善するため，本研究では誰でも簡単に腋窩にフィットできるように軟質性ボールを測温
部に取り付けた電子体温計を試作し，開発した温度予測メカニズムを用いて測定精度の評価を行い，有効性や実用性に
ついて検証することを目的とする．
【方法】測温部位に熱伝導率の低い材質を用いると測定時間は長くなる．そのため，短時間且つ高精度での飽和温度の
予測が必要である．試作した体温計が測定する温度変化は，異なる材質で構成されている測温部を電気回路的手法でモ
デル化することにより多次の微分方程式を解くことで表すことができるモデルを用いて開発した予測メカニズムで，温
度予測の精度を評価する．評価方法では，理想的な人体の腋窩を模擬するために貯留型標準恒温槽の内部に溜めた水の
温度を３２℃から４２℃，１℃毎に変化させ，測温部を浸漬させ１８００秒間の温度変化を実測データとして測定し，予測メカ
ニズムの演算結果と比較する．
【結果】開発した温度予測メカニズムを用いることにより，設定した温度に到達した時の微係数と測温部を構成する素
材の熱時定数を用いて予測演算すると，一般的に使用されている体温計の仕様と同等な結果が得られ，高精度な温度予
測が実現できた．しかし，予測時間が一般的に使用されるものに比べて長くなることから，外乱ノイズ等の対策が必要
だと示唆された．
【結論】今後の課題として，さらなる予測時間の短縮化と安定した予測精度の実現に向け，体温計測温部の改良を計画
する．また，より簡単な測温部の構造に変更し，測温部モデルを簡略化することで複雑な数値解析を改善し，誤差を低
減させる検討も行っていきたい．

O５‐６

脳血行動態に対する温熱手袋の影響

久田 智未（きゅうだ ともみ）（富山大学大学院医学薬学教育部看護学専攻）
［共同演者］四十竹美千代（富山大学大学院医学薬学研究部（医学）成人看護学）

黒川裕文（株式会社ユメロン黒川）
堀 悦郎（富山大学大学院医学薬学研究部（医学）行動科学）

【目的】前頭葉は高次脳機能と密接な関連を有しており，前頭葉の活動性の低下は様々な認知機能の低下と
相関を示す．このことから，前頭葉機能の賦活には大きな臨床的意義が存在する．これまでの研究結果から，
手の温浴（手浴）は前頭前野の血流を増加させることが確認されている．しかし，通常の手浴ではお湯を使
用するため，ベッド上での適用には注意が必要である．そこで我々は，お湯と同様に手を温める手袋があれ
ば，手浴よりも安全かつ手軽に手浴の効果が得られるのではないかとの仮説を立てた．今回，新規に開発し
た温熱手袋の効果を調べるため，温熱手袋装着時の前頭葉血流を調べた．
【方法】研究参加の同意を得た２４名（平均年齢２１±２歳）を研究対象とした．温熱手袋または手浴による加
温を２分間行い，近赤外線分光法（NIRS）を用いて脳血行動態を測定し脳活動を検討した．本研究では，
脳血行動態の指標としてOxy- Hb 濃度の変化量を用いた．また，処置前後に温かさ，落ち着き，心地よさ，
眠気の４項目の主観的気分をVASにて測定した．本研究は富山大学臨床・疫学研究等に関する倫理審査委
員会の承認（承認番号：臨２８－９５号）を得て実施した．
【結果】温熱手袋および手浴のいずれにおいても前頭前野の血流量が増加する傾向があった．しかし，温熱
手袋は手浴に比べて１）前頭前野の血流増加が緩やかであった．２）前頭前野の血流増加効果が有意に長く
持続していた．一方で，処置の前後に測定した主観的気分ついては，温熱手袋および手浴に差がなかった．
【結論】温熱手袋は，手浴と同様に前頭葉の血流を増加させることが明らかとなった．また，その効果は手
浴よりも緩やかに発現し，温熱刺激終了後も持続していた．これらのことから，温熱手袋は手浴よりも手軽
に前頭葉の血流を増加させる方法として，臨床応用の可能性が強く示唆された．
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O６‐１ 計測と開発２

陰イオン交換膜を用いたスキンブロッティング法による皮膚の有機浸透圧調整物質の抽出

東村 志保（ひがしむら しほ）（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野）
［共同演者］峰松健夫（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス）（東京大学大学院医学系研究科附属グローバ

ルナーシングリサーチセンターケアイノベーション創生部門バイオロジカルナーシング分野）／玉井奈緒（東京大学大学
院医学系研究科社会連携講座スキンケアサイエンス）（東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセ
ンターケアイノベーション創生部門バイオロジカルナーシング分野）／真田弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・
看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野）（東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンターケア
イノベーション創生部門バイオロジカルナーシング分野）

【目的】高齢者は高張性脱水の有病率が高く，重篤化しやすいため，早期発見・早期介入が必要である．高
張性脱水は血漿浸透圧によって診断されるが，在宅では血液検査を頻繁に実施することが難しく，また結果
を得るまでに時間を要する．そこで本研究では，有機浸透圧調整物質であるタウリンをマーカーとしたスキ
ンブロッティング法による新たな高張性脱水の評価法の開発を行った．
【方法】タウリンを吸着する基材として，陰イオン交換膜を用いた．特異性を検討するために，タウリン溶
液，グリシン溶液ならびに血漿の希釈液を陰イオン交換膜にブロットし，０．５％ニンヒドリン溶液で呈色し
た．定量性の検討では，タウリン希釈液（２０，４，０．８，０．１６，０．０３ならびに０mg/mL）を用い，染色強度
を４０５nmの吸光度として測定した．一方，陰イオン交換膜をスキンブロッティング法へ応用するために，
ニトロセルロースメンブレンで作製した枠との組合せを考案し，枠の有無によるニンヒドリンシグナルの強
度を比較した．
【結果】ニンヒドリン反応によりタウリンは明褐色に，グリシンならびに血漿は濃紺色に染色され，特異性
が示された．４０５nmの吸光度はタウリンの濃度に依存しており，定量性を有することが示された．一方，
陰イオン交換膜のスキンブロッティング法への応用では，ニトロセルロース枠を併用した場合に，陰イオン
交換膜単独使用の場合に比べて高い吸光度を示した．
【結論】陰イオン交換膜はタウリンを吸着し，ニンヒドリン反応によって特異的かつ定量的に評価すること
ができる．また，陰イオン交換膜をニトロセルロース枠と組み合わせることで，スキンブロッティング法へ
応用できる可能性が示された．

O６‐２

ブロッティング膜貼付によるMDCK単層培養の蛍光標識デキストラン透過性の変化：
スキンブロッティング法の原理解明を目指して

峰松 健夫（みねまつ たけお）（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座スキンケアサイエンス）（東京大学大学院医学系研究科
グローバルナーシングリサーチセンターケアイノベーション創生部門 バイオロジカルナーシング分野）

［共同演者］津國早苗（東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学分野）／工藤陽香（東京大学大学院医学系研究科 老年
看護学／創傷看護学分野）／玉井奈緒（東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座スキンケアサイエンス）（東京大学大学
院医学系研究科グローバルナーシングリサーチセンターケアイノベーション創生部門 バイオロジカルナーシング分野）／
真田弘美 （東京大学大学院医学系研究科 老年看護学／創傷看護学分野）（東京大学大学院医学系研究科 グローバルナー
シングリサーチセンターケアイノベーション創生部門 バイオロジカルナーシング分野）

【目的】経皮的に皮膚組織内可溶性因子を抽出するスキンブロッティング法は，新たな非侵襲的スキンアセ
スメント技術として期待されるものの，なぜ可溶性因子に皮膚バリア機能を透過させるのか，その原理は解
明に至っていない．今回，ブロッティングメンブレンの貼付が主にタイトジャンクションにおよぼす影響の
解明を In vitro 実験にて試みた．
【方法】セルカルチャーインサート上にイヌ腎臓尿細管上皮細胞株（MDCK）をコンフルエントになるまで
培養した．タイトジャンクションの形成を確認するために，一部の試料はタイトジャンクションタンパク質
ZO１の免疫蛍光染色に供した．他の細胞では，インサートのフィルターを介してニトロセルロース膜を１０
分間貼付した後，培養を継続した．可溶性因子の透過性を測定するため，インサート内培養液に３kDa の FITC
標識デキストラン（F-Dex）を添加し，２時間後にインサート外培養液の蛍光強度を測定した．ニトロセル
ロース膜貼付２時間前～貼付直前，貼付直後～２時間後，２～４時間後，４～６時間後の F-Dex の透過を
測定した．免疫蛍光染色の観察にはオールインワン蛍光顕微鏡（Keyence）を，培養液の蛍光強度の測定に
はマルチモードマイクロプレートリーダー（Beckman Coulter）を用いた．実験は４回繰り返した．
【結果】ZO１免疫染色はタイトジャンクションの網の目状の分布を明瞭に示した．一方，インサート外培
養液の蛍光強度はニトロセルロース貼付前に対し，貼付直後～２時間後に有意に増加し（P＝０．００９），直ち
に貼付前のレベルに低下した．
【結論】ニトロセルロースメンブレンの貼付はMDCK単層培養の F-Dex 透過性を一時的に増加させた．こ
の透過性の変化がタイトジャンクションの変化によるものか否か，更なる検討が必要である．
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O６‐３

頸髄損傷者の体温調節障害の実態

三上 功生（みかみ こうせい）（日本大学生産工学部建築工学科）

【目的】頸髄損傷者（以下頸損者）の体温調節障害の実態を把握する為に，人工気候室実験を行った．
【方法】被験者は１７名の頸損者と３７名の大学生である．実験条件は，室温１９，２１，２３，２５，２７，２９，３１℃，
湿度５０％，着衣量０．６clo（中間期の着衣の断熱性能に相当）で，１温度条件の曝露時間は９０分とした．実験
では体温として口腔温，皮膚温，血圧，脈拍，体重減少量を一定間隔で測定した．なお本研究では，実験終
了時の各測定値の結果を各温度条件における代表値と考えて分析に供した．測定値は学生，頸損者共に平均
値±標準誤差で表し，２群間を比較した．
【結果】学生の口腔温は全ての室温で一般的な平熱範囲内（３６．０～３６．９℃）にあった．一方頸損者の口腔温
は，室温２１℃以下では平熱範囲の下限付近或いは下限以下であり，また室温２７℃以上では平熱範囲の上限付
近或いは上限以上であった．頸損者の口腔温が標準誤差も含めて平熱範囲内に入る室温は２３℃及び２５℃のみ
であった．室温２１℃以下の頸損者の手背部皮膚温は，学生より有意に高かった．足背部皮膚温は，全ての室
温で頸損者の方が高い傾向にあり，室温２７℃以下では有意差がみられた．学生の体重減少量（水分蒸発量）
は，室温の上昇に伴い大きくなる傾向がみられた．一方，頸損者の体重減少量は全ての室温で学生より小さ
く，室温１９℃を除き有意差がみられた．
【考察】口腔温の測定結果より，頸損者の中間期安静時の至適環境条件は室温２４±１℃，湿度５０％であると
考えられる．室温２１℃以下の頸損者の口腔温が，平熱範囲の下限付近或いは下限以下であった事は，血管収
縮障害のために四肢末梢部の皮膚温が下降せず，乾性熱放散を抑制できなかった事が原因と考えられる．頸
損者の口腔温が室温２７℃以上で平熱範囲の上限付近或いは上限以上であった事は，ほぼ全身に及ぶ発汗障害
の影響と考えられる．

O６‐４

携帯端末機を利用した外来癌化学療法患者の発熱性好中球減少症アラートシステムの開発
（第２段階報告）

外崎 明子（とのさき あきこ）（国立看護大学校）
［共同演者］竹田雄一郎（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科）／松澤智史（東京理科大学理工学部情報科学科）

田畑耕治（東京理科大学理工学部情報科学科）／浅野真誠（徳山工業高等専門学校）
田中芳治（東京理科大学理工学部情報科学科）

【目的】外来癌化学療法（以下，化療）は発熱性好中球減少症（以下，FN）など重篤有害事象への早期対
処が重要である．本研究は肺癌化療患者に携帯端末装置を配布し，昨年報告された「FN発症推定式」の精
度を向上させる prospective データの収集，患者から送信される身体徴候情報（自己評価）を受けて医療者
が FN発症リスクのアラートを発信するシステムの実効性（データ送信アドヒアランス率）の検証を目的と
した．
【方法】都内特定機能病院で３ヶ月間に肺癌化療を受け本研究参加に同意した者を対象とし，対象者は研究
配布用または私用の携帯端末装置より連日，体温，体調自己評価（息切れ感，倦怠感，排便回数，全体的な
体調など）をWeb ブラウザ上の画面に入力後送信した．また FN発症関連因子，既往・治療歴は調査者が
電子カルテよりデータ収集し，これらはサーバPCに保存された．対象者が体温３７．５℃以上と送信時は，ア
ラート画面で＜予防的処方の抗菌薬内服，２４時間以内に病院へ電話＞を促した．これらは調査施設研究倫理
審査会の承認後実施した．
【結果】対象者５名のうち女性４名，平均年齢６９．０歳，４名が携帯端末器使用経験があった．外来／入院化
療，その後の在宅療養期間を通じた平均３８．２日間のデータ送信で，送信アドヒアランス率は９８．９％で送信の
負担・困難感はなかった．データ送信期間中の FN発症は１例（予防的入院中），好中球数の減少がない発
熱１例，発熱無いが急性上気道炎で抗菌薬投与例が１例だった．またデータ送信終了後の化療で FN発症し
入院した１例はステロイド投与歴があり FN発症関連因子を有していた．
【結論】システムのアドヒアランス率は良好で，昨年報告の FN発症予測因子は適切だった．対象者へ有害
事象対応事前教育の充実，早期受診を誘導するより詳細なアルゴリズムの開発の必要性が示唆された．
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O６‐５

吸啜時舌運動の画像解析を用いた人工乳首の開発と評価

松原 まなみ（まつばら まなみ）（聖マリア学院大学専攻科助産学専攻）

【目的】乳児の吸啜運動は乳首によって影響を受けることが知られている．WHOは母乳育児を推進する立
場から人工乳首による乳頭混乱をきたさないよう人工乳首の適用を吟味することを示している．本研究で
は，母乳育児を阻害しないよう意図して開発した人工乳首の機能を評価する目的で，人工乳首開発品と既に
市販されている人工乳首および乳房哺乳の吸啜運動の相違について画像解析法を用いて評価した．【方法】
対象は生後１．５カ月～３か月の乳児１１名．いずれも混合栄養児で普段から複数の人工乳首を併用している乳
児に協力を依頼した．同一乳児に形状の異なる人工乳首３種による哺乳瓶哺乳および乳房哺乳を行い，吸啜
時の舌運動を超音波断層撮影法（超音波診断装置（GE Healthcare LOGIQ Book XP）を用いて B-mode で
撮影．画像解析ソフトDippMotionPro（DITECT 社）により動画解析を行い，乳首別に舌運動の画像を比較
した．本研究は研究倫理委員会の承認を受けて実施した．【結果】吸啜時における舌運動の超音波映像は乳
首の違いによって異なる画像が得られた．乳房哺乳時の舌運動は哺乳瓶哺乳に比し，より活発な上下運動と
して描出された．舌表面各点の舌変位量にも相違が求められ，乳房哺乳時は舌前方よりも後方の舌変位量が
大きかった．哺乳瓶哺乳は母乳に比し舌運動量が小さく，人工乳首のタイプによって差が認められた．【結
論】人工乳首はその形状によって吸啜時の舌運動の様相が異なっていた．舌表面各点の変位量が舌前方と後
方であまり差がない単純な上下運動に近いもの，乳房哺乳と比較して舌の上下動は小さいものの舌前方より
も舌後方の変位量が大きく，乳房哺乳に類似したパターンを示すものがあった．これらの違いが母乳確立期
の乳頭混乱を生じる原因となる可能性があり，新生児期に使用する人工乳首を吟味する根拠になると考えら
れた．

O６‐６

圧力センサ内蔵型エアマットレスを用いたベッド上動作分類精度の検証

荒木 大地（あらき だいち）（東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄附講座）
［共同演者］野口博史（東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄附講座）／真田弘美

（東京大学大学院医学系研究科老年看護学／創傷看護学講座）／森 武俊（東京大学大学院医学系研究科
ライフサポート技術開発学（モルテン）寄附講座）

【目的】本研究は，離床の予測に向けて，圧力分布センサが内蔵されたエアマットレス（LEIOS，株式会社
モルテン）を使用し，離床までのベッド上での姿勢・動作を分類し，精度を検証することを目的に実施した．
【方法】対象者は成人男性３名で，試行回数合計は１７回であった．まず，ベッド上で研究者が指定した仰臥
位から離床へ移行するまでの８種類の姿勢・動作について１分間ごと圧力分布変化を記録した．また，加速
度計（TSND１５１，株式会社 ATR-Promotions）を用いて加速度変化を記録した．姿勢・動作時にはビデオで
の記録を行った．得られた圧力分布データから，圧力分布総面積・単位時間重心変動軌跡面積・重心変動周
波数帯域別パワー値（Low, Middle, High）・重心軸変移の５種類の特徴量を算出した後，加速度データを
参考として各姿勢・動作時間ごとに分類の為のラベル付けを実施した．その後，ラベル付データを教師デー
タとして k－分割交差検証にて機械学習を実施し，適中率（Accuracy）を算出した．適中率とは，全体の予
測結果に対する正解率である．機械学習手法はSupport Vector Machine（SVM）およびRandom Forest で
あった．
【結果】SVMでは適中率５７．３％，Random Forest では適中率７２．７％を示した．
【結論】本研究では対象者数・および試行回数は少ないものの，両機械学習手法ともに８姿勢・動作の分類
に適応可能であることを確認した．SVMは，有効ではない特徴量の影響を大きく受けていることが推測さ
れ，精度の向上に向けて，特徴量の見直しの必要性があることが示唆された．また，Random Forest は過
学習しやすい傾向があり，交差検証を用いた本研究のみの結果では評価が難しい．今後，対象者数を増やす
ことで，適合率・再現率を確認し，汎化性の検討を行うことが求められる．
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O７‐１ 臨床の実践３

ゲル状擦式手指消毒剤の使用量と擦り込みの有無が手指の汚染除去効果に与える影響

山本 歩美（やまもと あゆみ）（公立松任石川中央病院）
［共同演者］吉村友里子（公立松任石川中央病院）

松本万弥（神戸市立中央市民病院）
田村幸恵（石川県立看護大学）
中田弘子（石川県立看護大学）

【目的】本研究の目的は，手指消毒におけるゲル製剤の使用量の違いと擦り込みの有無による手指の汚染除去効果をATP
拭き取り検査法（以下，ATP法）により客観的に明らかにすることである．
【方法】対象者は健常な大学生３３名とした．対象者にはゲル製剤を用いた３条件の手指消毒，すなわち①ゲル製剤１．０ml
使用（以下，擦込み有１．０ml），②ゲル製剤０．７ml 使用（以下，擦込み有０．７ml），③ゲル製剤１．０ml 使用し，手指全体の
擦り込みの内，指先，拇指，手首への擦り込み無し（以下，一部擦込無１．０ml）を，すべての対象者にランダムな順序で
実施した．手指消毒前には手指を一定に汚染させた．手指の汚染度の評価は，ATP法で得られた相対発光量を用いた．
手指汚染度は，各手指消毒前後の指先，拇指，手首を測定した．
【結果】各条件による手指消毒後の平均汚染度の比較では，指先の「擦込み有１．０ml」は「擦込み有０．７ml」（p＝．００３）
と「一部擦込無１．０ml」（p＝．０４１）に比べて有意に汚染度が低かった．また，「擦込み有０．７ml」と「一部擦込無１．０ml」
の汚染除去は同程度であった（p＝１．０）．拇指では，「擦込み有１．０ml」は「擦込み有０．７ml」（p＝．００１）と「一部擦込無１．０
ml」（p＝．０００）に比べて有意に汚染度が低かった．また，「擦込み有０．７ml」と「一部擦込無１．０ml」の汚染度は同程度で
あった（p＝．０）．手首では，「擦込み有１．０ml」は最も汚染度が低かったが，各条件間における有意な差はみられなかっ
た．
【結論】指先は，ゲル製剤０．７ml では擦り込みを行っても汚染除去効果は劣っていた．また，ゲル製剤１．０ml では，擦り
込みの有無に関わらず同程度の汚染除去効果がみられた．拇指は，ゲル製剤１．０ml を用いて擦り込むことにより，最も高
い汚染除去効果がみられた．手首は，ゲル製剤１．０ml を用いて擦り込みを実施しても汚染除去効果には差がみられなかっ
た．以上のことから，ゲル状擦式手指消毒剤は１．０ml 用いることにより，指先は擦り込まなくとも汚染除去効果が得られ
るが，拇指は意識的に擦り込むことが必要であることが示唆された．

O７‐２

意識下で白内障手術を受ける患者に対するタッチングを通した関わり

中川 純子（なかがわ じゅんこ）（公立つるぎ病院 外来室（手術室））
［共同演者］北畑友美（公立つるぎ病院 外来室（手術室））

下村茉里（公立つるぎ病院 外来室（手術室））
山岸博美（公立つるぎ病院 外来室（手術室））
善治淳子（公立つるぎ病院 外来室（手術室））

【目的】意識下で白内障手術を受ける患者に対する精神的援助としてタッチングに努めているが，看護師間で実施方法
に差があると感じていた．そこでタッチングの現状を明らかにし，タッチングを通した効果的な関わりについて検討した．
【方法】研究期間：平成２８年６月～平成２９年１月．対象：手術室看護師７名と白内障手術を受けた患者２０名．方法：看
護師にタッチングの実施頻度を手術中の１６場面に分け調査，方法や分からない点の現状把握，手順を統一し勉強会を実
施．患者に入室前の不安の程度と，勉強会実施後の患者にはタッチングの事前説明を行い，感じ方の違いを調査した．
当院の倫理審査委員会の承認を得て対象者に研究目的を説明し同意を得た．
【結果】看護師調査：タッチングの実施頻度は３～１５回と看護師間で差があった．方法は全員が「軽くさする」で差は
なく，分からない点は強さやタイミングであった．
患者調査：①不安の程度：６段階のフェイススケールで６０％が４～６の高い値を示した．②タッチングの感じ方：勉強
会前は安心を表す意見が５０％，安心とは別の意見が５０％であったが，勉強会後は安心を表す意見が１００％となった．③タ
ッチングの強さ：勉強会前は「良い」１００％，勉強会後は「良い」５０％「弱い」５０％となった．④希望するタッチング方
法：勉強会前は「軽くさする」９０％「手を添える」１０％，勉強会後は「軽くさする」６０％「強くさする」４０％となった．
⑤タッチングの実施時間：勉強会前は「良い」８０％「短い」１０％「長い」１０％，勉強会後は「良い」７０％「短い」３０％
となった．
【結論】１．勉強会の実施とタッチングの手順統一により看護師が積極的にタッチングを行えた．
２．事前にタッチングの目的や方法を伝えることで患者はより安心を得ることができる．
３．事前の説明により患者の期待値も上がるため，患者にタッチングの感じ方を確認しながら個別性に合せた対応を行
うことが必要である．
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O７‐３

開腹肝臓摘出手術を受ける高齢者に生じる皮膚構造変化
－超音波画像診断装置を用いた多職種融合型アプローチによる一事例－

大橋 史弥（おおはし ふみや） （群馬大学大学院保健学研究科）
［共同演者］須藤貴史（群馬大学大学院医学系研究科麻酔科神経科学）／石川綾子（群馬大学医学部附属病院）／

松井弘樹（群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査科学講座）／齋藤洋子（群馬大学医学部附属病院）／
調 憲（群馬大学大学院医学系研究科肝胆膵外科学）／内田陽子（群馬大学大学院保健学研究科）

【目的】侵襲の高い手術を受ける高齢者は増加している．手術後のスキントラブルや体液貯留による体重増
加は，在院日数に大きな影響を及ぼす．先行研究では，手術前後の皮膚構造変化を客観的に評価した研究は
少ない．よって本研究の目的は，開腹肝臓摘出術を受ける高齢者一事例に生じる皮膚構造変化を明らかにす
ることである．
【方法】方法は，超音波画像診断装置（Sonosite S Series，１５～１６MHz リニア型プローブ）を用いた皮膚
構造の客観的評価と，皮膚水分量計（Mobile Moisture HP１０－N）による測定を行った．測定部位は上腕部・
側腹部・下腿部とし，手術前日・手術後１・３・５日目に実施した．また，巻き尺メジャー（FUTABA）に
よる周囲径の測定と体圧測定器（PalmQ）を用いた測定も行った．なお，本研究は群馬大学臨床試験審査
委員会の承認を受け，看護師・麻酔科医・臨床検査技師・外科医を含む多職種による研究チームで実施した
（承認番号：１５３６）．
【結果】肝細胞癌による開腹肝臓摘出術を受けた７０歳代男性の結果を報告する．超音波画像測定では手術前
と比較し，手術後５日目の皮下脂肪を含む側腹部皮下組織の厚さが増した．体重は手術後１日目に最大値を
示し，２．２kg 増加した．皮膚水分量測定及び周囲径の測定に関しても，側腹部における変動幅が他測定部位
と比較し大きかった．体圧測定では仙骨部・踵部での体圧が他測定部位と比べ高値を示し，手術後５日目の
時点でも継続された．また，本事例は手術後２日目に右下腹部及び背部中央における水疱が発生したが，手
術後１０日目で退院となった．
【結論】開腹肝臓摘出術に関連した皮膚構造変化は，側腹部での皮下組織の厚みが顕著な増加を示した．今
後は症例数を増やし，手術後のスキントラブルと皮膚構造変化，および本研究結果の妥当性を検証する必要
がある．

O７‐４

超音波診断装置を用いた膀胱留置カテーテル挿入の試みについての症例報告

岡内 智美（おかうち ともみ）（高松市民病院HCU）
［共同演者］廣畑直美（高松市民病院HCU）／南 裕博（高松市民病院HCU）

田原直美（高松市民病院HCU）／河原教代（高松市民病院HCU）
小林由紀（高松市民病院HCU）

【はじめに】近年，看護師が様々な看護場面において超音波診断装置（エコー）を用いた観察を行っており，当院でも
医師の指導の元，研修を行った看護師がプロトコル作成した．安全確実に膀胱留置カテーテル挿入を視点とし，挿入時
に患者から得た２症例について報告する．
【方法】対象は２０１５年１２月～２０１６年８月に当院HCUに入室し，膀胱留置カテーテルを挿入した５７例と挿入後膀胱留置カ
テーテル異常の可能性があった１２例．
HCU入室時，膀胱留置カテーテル挿入前後にエコーを実施した．挿入中の患者に対しても膀胱留置カテーテル異常の可
能性があった患者に対してもエコーを実施した．
【結果】入院患者７５名に対しエコーを施行した．入室時挿入した５７例のうち４５例が問題なく挿入することができ，１２例
に異常所見がみられた．異常症例の中で，尿道損傷・卵巣嚢腫について報告する．
①尿道損傷は救急外来で膀胱留置カテーテルを挿入後HCU入室し，血尿が持続していたためエコーを施行した．エコー
下ではカテーテル先端が確認できず，CTを確認すると，尿道内にカテーテル先端が留置されていた．医師に報告し，膀
胱留置カテーテル抜去後，透視下にて再度挿入となった．
②卵巣嚢腫について，HCU入室後エコー下で膀胱留置カテーテル先端が見当たらず，挿入後も尿流出がなかったため，
医師に報告しエコー画像を確認時に卵巣嚢腫を発見した．
入院患者に対してエコー下で安全確実に膀胱留置カテーテル挿入を行うことができ，早期に尿道損傷，卵巣嚢腫を発見
しリスク回避することができた．
【結論】エコーを用いた膀胱留置カテーテル挿入は，安全性確実性の点から有用である．カテーテル異常の可能性があ
るケースにエコーを用いることは，情報を可視化し，適切なケアを展開できる．
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O７‐５

ハイケアユニットにおける全身麻酔術後患者のせん妄の実態調査
～せん妄を予防するために～

中田 千鶴（なかだ ちづる）（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 HCU）
［共同演者］青野有紀（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 HCU）

矢倉由紀子（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 HCU）
大森有里（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 HCU）
大西真奈美（医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 HCU）

【目的】高齢の全身麻酔術後の患者や緊急入院患者など，せん妄となるリスクが高い対象は増加している．
せん妄となることで，治療・看護の妨げとなり疾患治癒・改善の遷延や二次的合併症を引き起こすなど患者
の治療予後に大きく関与すると言われている．しかし当病棟ではせん妄が発症してからの対応になっている
のと感じていた．今後せん妄を予測し，予防や悪化防止の対策や仕組み作りが必要だと考えた．そこで全身
麻酔術後患者を対象にせん妄の実態調査を行い，せん妄の対応につながる結果を得たので報告する．
【方法】①術前にせん妄アセスメントシート（独立行政法人国立がん研究センター東病院）を使用し全身麻
酔手術を行う患者にせん妄ハイリスクがないかを調べた．②対象者４２名の看護記録からせん妄が発症したと
思われる患者を４名抽出した．③４名の事例から共通点を探して患者への対応の方法を振り返った．
【結果】全身麻酔後の患者４２名の内，せん妄を発症した患者は４名だった．せん妄を発症した患者の共通点
としては，７５歳以上，骨折，緊急入院，せん妄アセスメントシートでハイリスクに該当した４項目であった．
事例の結果から，せん妄が発症する背景として，高齢，認知症，環境の変化，断眠，不動が当てはまった．
４事例に共通していたことは，疼痛・場所や時間の混乱だった．全身麻酔後で覚醒が良好でない時期から，
鎮痛剤の投与，場所・時間・現在の状態を伝えていくことが重要と考えられた．
【結論】１．術前訪問でせん妄アセスメントシートを使用することは，せん妄を予測するために有用である．
２．せん妄予防には，早い段階からの疼痛緩和や，時間・場所・現在の状態を伝えていくことが重要である．

O７‐６

初めてHCUに入室する術後患者が安心できる入室前訪問への取り組み
～パンフレットを使用したオリエンテーションを実施して～

赤坂 千秋（あかさか ちあき）（公立能登総合病院）
［共同演者］種谷敦子（公立能登総合病院）

正木 薫（公立能登総合病院）

【目的】術後ハイケアユニット（以下HCUと略す）に入室する患者から慣れない環境下に対する戸惑いや拘束感などの
不快感が聞かれたため，今回HCUについてのパンフレットを独自で作成した．HCU看護師によるオリエンテーション
を行い，術後イメージ化を図ることでHCU入室後に感じる苦痛や不快を少しでも和らげることができる入室前訪問を検
討する．
【方法】平成２８年８月～９月の期間にHCUに初めて入室する手術患者５名を対象に手術前日にオリエンテーションを行
い，パンフレットを配布した．オリエンテーション前後とHCU入室２～３日後にアンケート調査を行った．
（倫理的配慮）所属施設の倫理審査委員会の承認を得た後，個人情報の保護，研究参加の自由，不利益を生じないこと，
研究データは研究以外にしようしないことを説明し同意を得た．
【結果】HCUの環境のイメージについてオリエンテーション前は「ややできる」が２名，オリエンテーション後は「で
きる・ややできる」が５名，HCU入室後は「イメージ通り・ややイメージ通り」が４名であった．術後の身体状態のイ
メージについてオリエンテーション前は「ややできる」が２名，オリエンテーション後は「できる・ややできる」が５
名，HCU入室後は「イメージ通り・ややイメージ通り」が５名であった．パンフレットは２名が見返しており，内容は
「わかりやすかった・ややわかりやすかった」が４名であった．HCU入室後に「訪問は負担ではなく安心した・時間は
ちょうどよい」「絵があるところは目についた」「心電図の音，医療者の声，足音が気になった」などの意見が聞かれた．
【結論】
１．入室前訪問にパンフレットを使用したオリエンテーションは，術後の状態をイメージすることができ，安心感につ
ながった．
２．入室前後で環境の音に関するイメージの違いが生じたため，印象が残るようにHCUの環境の音に関する説明を増や
す必要がある．
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O８‐１ 看護研究と教育

看護研究に関する理解の自己評価と看護研究実践状況
－クリティーク研修を受けた中堅看護師を対象にした実態調査－

下野 広美（しもの ひろみ）（金沢医科大学病院）
［共同演者］日向千恵子（金沢医科大学病院）／北山哲也（金沢医科大学病院）

不動政代（金沢医科大学病院）／中村真寿美（金沢医科大学病院）
松井優子（金沢医科大学看護学部）

【目的】A大学病院では，研究プロセスの理解を深めることを目的に２００８年よりクリティーク研修を実施してきた．本研
究の目的は，研究方法の理解度の自己評価と意欲，研究実施の関係を明らかにすることである．
【方法】対象：２０１６年研修に参加した中堅看護師（看護師経験１０～２８年）３２名
調査日：２０１７年２月
研修内容：講義の後にグループワークでクリティークを実践
研究デザイン：実態調査型研究
調査方法：研修７ヶ月後に受講生全員に調査用紙を配布した．
調査項目：対象の背景（性別，年齢），研究方法の理解度の自己評価（「研究テーマの決定」「文献検討の方法」「データ
収集方法」「データ分析方法」「研究論文の書き方」「研究実施の意欲」（VAS：０－１０）を調査した．研修７ヶ月後の研
究実施の有無を調査した．実施有はテーマが決まっている状態とした．
分析方法：研究実施の有無別に，理解度の自己評価と研究の意欲について t検定で比較した．理解度の自己評価と研究の
意欲についてピアソンの積率相関係数を算出した．
倫理的配慮：調査の目的，参加は自由であることを文書にて説明し，無記名の調査用紙の回収をもって同意とした．
【結果】回収率は７５％（２４名）で，２０歳代１名，３０歳代１３名，４０歳代１０名であった．理解度と意欲の自己評価の相関係
数は，「研究方法全体の理解」０．５６（P＝０．０１），「テーマの決定方法」０．６１（P＝０．０１），「文献検討の方法」０．５７（P＝０．０１），
「データ収集方法」０．４１（P＝０．０５），「データ分析方法」０．３５（P＝０．１１），「論文の書き方」０．４７（P＝０．０３）であった．
研究の理解度と研究実施の関係は「文献検討の方法」において実施群６０．５±１２．７，非実施群４４．７±２０．７で実施群が有意
に高かった（P＝０．０４）．
【考察】本研究で研究実施群は「文献検討の方法」の理解の自己評価が有意に高かったことから，研究プロセスとりわ
け文献検討を学ぶことは研究への意欲を高め，研究実践に繋がる．

O８‐２

A病院における看護研究支援体制に対する看護師の思いとニーズ

角浦 裕里（つのうら ゆり）（国民健康保険小松市民病院）
［共同演者］野尻清香（国民健康保険小松市民病院）

福嶋裕子（国民健康保険小松市民病院）

【目的】A病院の看護研究や研究の支援体制に対する看護師の思いやニーズを明らかにし，今後の看護研究支援のあり方
を検討することを目的に調査を行った．
【方法】A病院で過去５年間に看護研究を行った看護師１６８名を対象に自記式質問紙を用いて行った．回答は単純集計し，
自由記載は研究者間で言語を統一しカテゴリー化した．本研究はA病院倫理委員会の承認を得，個人情報の保護などを
文書にて説明した．
【結果】研究委員会主催の研修や大学教授によるアドバイス会の運営は１６３名（９７．０％）が知っていた．研修には１３５名
（８０．４％）の参加経験があり，うち９５．６％が「役に立った」と回答した．院内で独自に作成した「研究の手引き」を１３８
名（８２．１％）が知っており，うち８１．２％が利用していた．アドバイス会以外のアドバイスを１４０名（８３．３％）が希望し，
その相手は「大学教授」が最も多いが，「院内で研究がわかる看護師」や「認定看護師」への希望もあった．１２９名（７６．８％）
が看護研究を行って良かったと感じており，内容は「自己の学習や意識の向上」が多かった．看護研究の苦労・負担は
１６７名（９９．４％）が感じており，研究活動による「時間外」や「精神的負担」が理由であった．「困ったこと」は１４４名（８５．７％）
があり，内容は「研究の方向性」や「人間関係」であった．看護研究が日常の看護に活かされていると「感じていない」
は６９名（４１．１％）で，理由は「やらされ感」，「業務改善に至らない」であった．研究支援への要望は「時間外の短縮」，
「身近なアドバイザー」であった．
【結論】１．研究委員会の活動は周知，活用されており効果的であった．
２．看護研究を行って良かったと感じていたが，約４割が看護に活かされていなかった．研究成果が活用でき看護の質
向上につながる支援の必要性が明らかとなった．
３．ほぼ全員が研究活動への負担を感じており，時間外や人事評価，継続的にアドバイスを受けることができる環境づ
くりが課題となった．
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O８‐３

日々リーダーを行う３～４年目看護師の課題

奥村 知里（金沢医科大学病院）
［共同演者］大河正美（金沢医科大学病院）

中村真寿美（金沢医科大学病院）

【目的】A病院では３～４年目看護師が日々リーダーとしての役割を担い始めることが多く，本研究の目的は３～４年目
看護師の日々リーダーとしての思いと課題を明らかにし日々リーダーの育成に関する教育方法の示唆を得ることである．
【方法】A病院に勤務する卒後３～４年目の看護師７４名に①〔日々リーダーの役割と業務チェックシート〕１）②〔日々リー
ダーを実践していて思う事（記述）〕を配布，そのうち日々リーダー経験のある者４１名を対象とした．①の結果は５段階
評価で単純集計し②の内容は日々リーダーとしての考えや思いの文節を抽出，カテゴリー化し質的に分析した．
【倫理的配慮】研究者所属機関の倫理審査委員会の承認を得た．対象者には参加・不参加は自由であり不参加による不
利益は生じないことを文書で説明し，アンケート用紙の提出をもって参加の同意を得た．また①は著作者の許可を得て
使用した．
【結果】①の結果は，全項目の中で「責任感を持つ」の中央値が４と最も高く，「日々の業務や看護を通してスタッフ教
育を行う」「チームの看護の質を高めるためのリーダーシップを発揮する」「看護計画の修正及び指導をする」で中央値
が２と最も低い結果であった．②の結果からは，１６サブカテゴリーが抽出され【日々リーダーとしての使命】【未熟さの
自覚と不安】【業務遂行上の葛藤】の３カテゴリーが導き出された．
【結論】３～４年目看護師は日々リーダーとして責任感を持ち，求められる役割を理解しているが，経験不足などの未
熟さにより実践できていない現状とその苦悩が明らかとなった．現場での日々の振り返りで上司が承認を加えながらフ
ィードバックを行い，役割を遂行できるような応用力を育てることが重要である．日々の経験の積み重ねとフィードバ
ックが自信につながり成長の糧となると考えられ，現場教育の重要性が示唆された．
【引用文献】１）西元勝子／杉野元子：固定チームナーシング（第３版）医学書院，P４７，２０１２年．

O８‐４

精神看護学実習におけるコンコーダンス概念を活用した教育方法の検討

長山 豊（ながやま ゆたか）（金沢医科大学）
［共同演者］新井里美（金沢医科大学）

田中浩二（金沢医科大学）
深沢裕子（金沢医科大学）
長谷川雅美（新潟県立看護大学）

【目的】コンコーダンス概念は，臨床において医療者と患者が対話を重ね，患者の価値観に根ざした意思決定を推進す
るプロセスを指す．研究者は，コンコーダンス概念を看護教育に応用することで，教員と学生間で対話が促進し，主体
的な学習態度の育成につながると考えた．本研究では，精神看護学実習においてコンコーダンス概念をどのように活用
できるか検討する．
【方法】対象者は２０１６年９月～１０月に精神看護学実習を受けたA大学看護学部３年生６名．学生の意思決定に関する特
徴的な場面をプロセスレコードに再構成した．その場面の教育効果を検討するために，安保らの「コンコーダンス 患
者の気持ちに寄り添うためのスキル２１」の介入技法と照合して分析した．本研究は金沢医科大学医学研究倫理審査委員
会の承認を受けて実施した．
【結果】プロセスレコードは合計１７場面であった．教員は学生が実習で看護実践を進める上での「実践的問題の整理」
による支援を行い，患者の疾患に起因する健康問題について適切に捉えられるよう助言していた．教員が「相手（学生）
の用いている言葉を使う」や「要約」を活用し，学生の思考や感情を適切に捉えられているか，繰り返し確かめていた．
また，学生が捉える患者像と教員が捉える患者像とのずれを埋めていくために「リフレーミング」や「反映的傾聴」に
よって教員側の解釈を伝えた．これらの介入により，学生が視野を広げて多面的に患者を捉えられたり，学生が意識化
していない自己の感情や関わりの傾向に気づけたりしていた．そして，教員は学生の主体的な学習姿勢に対して「支持
と承認を示す」ことにより，学生の自律性や自己効力感を高める働きかけを行っていた．
【結論】精神看護学実習においてコンコーダンス概念を活用することで，学生は教員との間で協働性が高まり，学生の
自己洞察・自己理解，および，対象患者への包括的理解が深まることが示唆された．
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O８‐５

ノンテクニカル・スキル演習において学生の思考を深めるファシリテートガイドの作成

松井 優子（まつい ゆうこ）（金沢医科大学看護学部）
［共同演者］坂井恵子（金沢医科大学看護学部）／宮永葵子（金沢医科大学看護学部）／杉森千代子（金沢医科大学看

護学部）／紺家千津子（金沢医科大学看護学部）／村角直子（金沢医科大学看護学部）／石丸章宏（金沢
医科大学クリニカル・シミュレーション・センター）／石浦夕奈（金沢医科大学クリニカル・シミュレー
ション・センター）／甘谷顕一朗 （金沢医科大学病院）

【目的】看護師は臨床のケア場面において，その場で収集した情報を組み合わせて評価し対処行動を選択することが求
められる．この認知的・社会的スキルであるノンテクニカル・スキルを高めるために，模擬患者とのロールプレイとグ
ループ討議で構成する演習を実施した．本研究の目的は，この演習時の有効なファシリテート技術を明らかにすること
である．
【方法】看護大学４年生２７名（６グループ）を対象とした．授業展開は１．場面を観察させるための模擬患者と模擬看
護師によるロールプレイ，２．グループ討議による対策の立案，３．代表学生によるロールプレイ，４．グループ討議，５．
まとめで構成した．場面は，軽度認知症と転倒リスクのある高齢者の事例とした．臨床経験とファシリテートに関する
研修の受講経験のある看護師がファシリテートした．グループ討議の録音と学生のレポートの内容を「系統的な情報収
集」「知識と観察の統合」「具体性」「多様性」「汎用性」で評価し，高得点だった４グループを選出した．討議において
ファシリテーターが実施したファシリテート技術を質的に分析しカテゴリー化した．
研究者の所属施設の倫理審査委員会の承認を得た．学生に文書と口頭で目的と方法を説明し，無記名のレポートの提

出をもって参加の同意とした．
【結果】学びの評価が高かったグループで行われていたファシリテート技術として，「早い段階での情報の整理」，「判断
に必要な情報の振り返りの促し」，「情報の統合と意味づけ」，「思考過程の言語化」，「学生の発言の概念化と意味づけ」，
「優先順位を考慮した行動の組み立ての促し」，「柔軟な発想の誘導」が抽出された．
【考察】ファシリテートによって臨床判断に近い思考過程が導かれ，さらに概念化と意味づけによって汎用性の高い学
びが得られたと考える．これらのファシリテートによって，学生のノンテクニカル・スキルの向上が期待できる．
利益相反なし．

O８‐６

新人看護師に対する看護技術修得のための研修に関する実態調査

石川 倫子（いしかわ のりこ）（石川県立看護大学）

【目的】大規模病院にむけて新人看護職員研修の際の看護技術修得のための研修支援方法の実態を明らかに
する．
【研究方法】全国の４００床以上の８０９病院（全数調査）を対象に質問紙調査を行った．調査方法は郵送法によ
る無記名自記式質問紙調査（回答者：研修責任者）で，調査内容は，１）新人看護職員研修ガイドライン等
の看護技術７３項目に対する講義・演習・職場内教育（以下OJT）の実施の有無，２）講義・演習・OJT の
方法，３）学習環境の整備状況とした．データ分析は記述統計により行った．倫理的配慮は東京医療保健大
学の倫理委員会の承認（番号：院２８－３１）を得て実施した．
【結果】１６８施設（２０．８％）から回答があった．回答した７５％以上の病院が，講義を実施していた看護技術
は「輸液ポンプ・シリンジポンプの準備と管理」等７項目，演習は「閉鎖式心臓マッサージ」等６項目で，
『与薬の技術』『救命救急処置』に関する項目が多かった．OJT では「入浴介助」「摘便」等２２項目であっ
た．講義方法は「e－ラーニング」が７０施設（４２．４％）であった．演習方法は「デモストレーションの見学」
１４０施設（８４．８％），「シミュレータを用いた技術練習」１３８施設（８３．６％）であった．OJT で実施している
項目は，「患者に提供する看護技術の方法の確認」９７施設（６１．０％），「看護技術の必要性の確認」８３施設
（５２．２％），提供した看護技術の「価値や意味を考える」４５施設（２７．３％）であった．学習環境は，「ラボ室
がある」６５施設（３９．４％），「Web 上での看護技術のビデオ利用」が６３施設（３８．２％）で，「採血・静注シミ
ュレータ」は１３９施設（８４．２％）が保有していた．
【結論】新人看護師が患者の個別性を考慮した看護技術を提供できる演習やOJT の方法，自己学習環境を
整えていく必要がある．
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P１‐１ 臨床と基礎・教育

ATP検査測定用ルミノメータの学校感染管理への応用
～細菌発生箇所の状況と水拭きによるATP値の変化～

内藤 紀代子（ないとう きよこ）（びわこ学院大学教育福祉学部子ども学科）

【目的】現在，学校保健では集団感染に対し学校欠席者情報収集システムを用いて対応している．しかし，感染が蔓延
する前段階で学校環境下の感染源を探索し，感染管理することが集団感染に有効と考えた．そこで，今回，医療機関で
使用されるようになった〝ATP（Adenosine triphosphate）検査測定用ルミノメータ″を用い，学校環境における細菌発
生箇所の状況を把握し感染管理の方法を検討することを目的とし調査を行った．
【方法】調査協力の承諾が得られた小学校において，児童が触れることが多い２０箇所を抽出し，放課後にATP検査測定
用ルミノメータを用いてATP値を測定した．本調査は，びわこ学院大学倫理委員会の承認を得て実施した．
【結果】測定した２０箇所は，「保健室の処置台」を除いて，全て管理基準値（３０RLU以下：合格域）を上回るATP値で
あった．最も値の高かった場所は，「階段の手すり」（９０６RLU），次いで，「箒の柄」（７７３RLU），「部屋のスイッチ」（３４８
RLU）であった．さらに，同箇所を水拭きした後にATP値を測定したところ，管理基準値以下になった場所は，「女子ト
イレの取っ手」（１３６→１９RLU），「男子トイレのレバー」（４１５→２３RLU），「部屋の取っ手」（７３→１１RLU）「鉄棒」（９２→２
RLU），「窓の取っ手」（５３→７RLU）などであった．逆に，水拭きでATP値が上昇した箇所は，「遊具ロープ」（３３０→１８１５
RLU），「下駄箱」（１８４→６７２RLU）などであった．
【結論】学校環境下において，保健室以外の箇所では管理基準値合格域を上回るATP値が示された．また，児童が触れ
る頻度の高い箇所と細菌の発生は比例している．現在，学校では主に水拭きによる環境整備を行っているが，鉄やプラ
スチック等の素材で出来ている箇所は水拭きにより管理基準値合格域となった．一方，ロープや木，布等の水を吸収す
る素材ではATP値は上昇し管理基準値要注意域となった．このことから，管理する箇所の素材に応じた環境整備を行う
ことの必要性が明らかになった．

P１‐２

インフルエンザアウトブレイク終息のための取り組み

米多 弘子（よねだ ひろこ）（国民健康保険 小松市民病院）
［共同演者］新木京子（国民健康保険 小松市民病院）

【目的】２０１７年１月～３月に延べ９部署で患者，職員合わせて９７人のインフルエンザのアウトブレイクが発生した．ア
ウトブレイク時に実施した感染対策について振り返り，今後の課題を検討したので報告する．
【方法】２０１７年１月～３月にA病院において延べ９部署でインフルエンザのアウトブレイクが発生した．同期間中，入
院後３日以内にインフルエンザを発症した患者が１１名みられた．患者や面会者等，人の移動を最小限にするためにリハ
ビリテーション等の出療禁止，ラウンジ閉鎖などを行った．さらに正面玄関と各出入り口で職員が患者・面会者にマス
クを配布し，手指衛生を促し面会制限や外出・外泊を禁止した．院内放送や地域の有線放送を利用して患者や市民らが
感染予防の行動が実施できるように啓発を行った．期間中，緊急会議を計１５回実施し，上記の対策やアウトブレイク発
生状況を会議毎に全職員へ一斉メールと文章の配布で周知を行った，地域の定点報告数を毎週全部署へ配布し，地域で
の流行状況を伝え，対策強化や継続の必要性を意識づけた．
【倫理的配慮】A病院看護部倫理委員会の承認を得た．
【結果】地域の定点報告数や発生状況と感染対策を全職員へ周知することにより感染対策に関する意識が高まり，職員
同士で不備を指摘し合い感染対策を促すことができた．しかし，持ち込み例からのアウトブレイクや感染経路不明な発
生も見られたことから，患者・職員間での交差感染防止対策が不十分であったことが考えられた．
【考察】緊急会議には全部署の代表者が集まって，一貫した対策がとれるよう周知を促し，地域の流行状況や院内での
発生状況等情報の共有を実施したことが効果的であった．医療機関や公的機関から市民に情報提供し，自ら感染予防行
動を取れることも効果的であると考える．今後，地域の流行状況に合わせた感染対策の強化が迅速に実施できるよう，
定点報告数も含めたフェーズ別マニュアルが必要である．
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P１‐３

看護大学生におけるシート型体圧測定器とタブレット型端末を活用したポジショニングスキルの
教育効果

宮永 葵子（みやなが あいこ）（金沢医科大学看護学部）
［共同演者］松井優子（金沢医科大学看護学部）

坂井恵子（金沢医科大学看護学部）
杉森千代子（金沢医科大学看護学部）

【目的】体位変換技術は，褥瘡予防技術として１学年次に基礎看護技術論で教授している．初学者が理解しやすいよう
にシート型体圧測定器を用い，褥瘡好発部位を視覚化し教授している．今年度はさらにポジションニングの留意点を理
解させる目的で，タブレット型端末（以下タブレット）を用いて体圧の変化を繰り返し閲覧しながらグループディスカ
ッションさせ，その学びを評価した．
【方法】看護大学生１年生７６名を対象とした．授業は，１．褥瘡に関する講義，２．シート型体圧測定器を用いた体位
別の体圧分布を提示するデモンストレーション，３．タブレットに録画したデモンストレーションの動画を閲覧しなが
らのグループディスカッションの３部構成とした．グループに１台のタブレットを使用した．ディスカッション時，グ
ループに１枚の無記名自記式調査用紙を配布し，「体圧分散枕を入れ，ポジションニングをとる時に留意すること」「タ
ブレットを使用することの良い点」を自由に記載してもらった．記載内容を質的にカテゴリー化した．金沢医科大学倫
理審査委員会の承認を得た．
【結果】ポジショニング時に留意する点では，指導内容以外の発展的な内容として「体にフィットするように枕を入れ
る」などの＜圧の軽減の具体的方法の思考＞，「枕を深く入れすぎないようにする」などの＜体軸を意識した方法の思考＞
があった．自由記載として，患者の安楽への配慮に関する記載があった．タブレット使用の利点については，「再現性」
「反復性」「拡大・詳細表示」「個々の学生の学習速度への適応」「復習への活用可能性」があった．
【考察】即時の「反復性」「拡大・詳細表示」などのタブレット機器の機能がグループディスカッションで効果的に活用
されたことにより，気づきが増え，これにより学生の思考が導かれたと考える．

P１‐４

卒後２年目看護師が作る新人年間教育計画と現行の比較検討

東田 悠佳（とうだ ゆか）（金沢医科大学病院）
［共同演者］桶川智代（金沢医科大学病院）／浅野きみ（金沢医科大学看護学部）

山田奈津子（金沢医科大学看護学部）／紺家千津子（金沢医科大学看護学部）
神野亜紀子（金沢医科大学病院）

【目的】A病院 ICUでは，例年教育担当者が改訂した新人年間教育計画（以後，計画）を使用している．しかし，昨年
実施した研究にて，当部署の新人は入職当初は記憶に残らない程の過緊張状態であるという結果を得た．そこで，現行
の教育を受けた看護師による計画の改訂案と現行の計画と比較することで，計画改訂のあり方を考察した．
【方法】A病院 ICUの教育内容の２１項目をそれぞれ１枚ずつ記載した付箋紙と新たな教育内容を記載できる付箋紙，さ
らに横軸に時期，縦軸に教育内容という表の枠を記載した模造紙を準備した．卒後２年目の看護師３名に，協同して模
造紙に教育に適していると思う時期に付箋紙の貼付とその理由を記載するよう依頼した．作成された改訂案と現行の計
画を比較して相違点を分類し，理由は分類ごとに類似している内容をまとめた．
【結果】相違点は５つに分類された．『時期を早める』は，「輸液ポンプの取扱い」の１項目で，使用頻度が高いという
理由であった．『時期を遅らせる』は，「シリンジポンプの取り扱い」「人工呼吸器関連肺炎サーベイランス」等の９項目
で，実際に体験しないと理解し難いという理由であった．『現行通り』は，「三測表の書き方」「動脈ラインからの採血」
等の８項目であった．『新たに追加』は，「緊急入室対応」「中心静脈カテーテル挿入介助」等の６項目で，通常経験でき
ない，一人で介助する可能性があるという理由であった．『不要』は，「脳室ドレナージ管理」等の３項目で症例数が少
なく，計画には不要だが患者入室時に指導を受けたいという理由であった．
【結論】現行の計画に対し，卒後２年次看護師は実施機会の多いものは時期を早めたほうがよいが，実施が伴わない項
目に関しては時期を遅らせたほうが良いと考えていた．今後は，改定案を反映させるだけでなく，入室患者の看護内容
も考慮したフレキシブルな計画を運用し，評価を行うことが課題である．
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P１‐５

疼痛保有状況の５年間の推移（第３報）

丸谷 晃子（まるたに あきこ）（金沢大学附属病院）
［共同演者］山上和美（金沢大学附属病院）

田向恵美（金沢大学附属病院）

【目的】国内では早期緩和ケアが推進されている．診断時期・治療時期から人生の最終段階の医療を受ける時期に至る
まで，切れ目のない心身の苦痛緩和が必要である．一方で，これまで，疼痛保有状況は十分，明らかにされていない．
本研究の目的は入院患者における疼痛保有状況を検討することである．
【方法】A病院の全入院患者を対象に疼痛保有状況の実態を調査した．調査期間は２０１２年－２０１６年の年１回，同意が得ら
れた入院患者に疼痛保有状況を調査した．基本情報は年齢 性別 疾患を診療録・看護記録より調査した．痛みの有無，
痛みの程度は持続痛，突出痛をNumeric Rating Scale（NRS）で評価した．NRSは NRS＜４を「除痛あり」とした．デー
タは単純集計を行い，がん群，非がん群に分け検討した．本研究は本学の医学倫理審査委員会の承認を得た．
【結果】入院患者の疼痛保有状況は，がん群は２０１２年１５４名（５８．１％），２０１３年１１９名（５２．２％），２０１４年１２２名（４５．３％），２０１５
年１２１名（４６．５％），２０１６年１１３名（４８．７％），非がん群は２０１４年１１０名（２４．６％），２０１５年６４名（４９．６％），２０１６年９１名（４６．４％）
であった．がん群における持続痛の除痛状況は２０１２年９４名（６１．０％），２０１３年９１名（７６．５％），２０１４年６７名（５４．９％），２０１５
年８３名（６９．６％），２０１６年６６名（５８．３％）であった．非がん群における持続痛の除痛状況は２０１４年７０名（６３．６％），２０１５年
４４名（６８．７％），２０１６年６１名（６６．９％）であった．
【結論】A病院における入院患者の疼痛保有状況の推移は約４割，がん群・非がん群の持続痛の除痛状態の推移は約５－
７割であった．これより入院時には苦痛緩和ケアが必要であることが示唆された．患者と家族が地域で安心して過ごす
ためには痛みの軽減は必要である．今後は痛みの原因やケア内容を把握し，効果的なケアを検討することが課題である．

P１‐６

看護マルチメディアデータ管理・解析のためのデータベースシステム
―褥瘡回診データを例にしたデータベース設計・実装―

野口 博史（のぐち ひろふみ）（東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄付講座）
［共同演者］大野昴紀（東京大学医学部健康総合科学科）／野寄修平（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専

攻老年看護学／創傷看護学分野）／仲上豪二朗（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看
護学／創傷看護学分野）／真田弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷
看護学分野）／森 武俊（東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄付講座）

【目的】近年，看護理工学研究において，カルテ情報や質問紙データだけでなく，機器による画像や動画のマルチメデ
ィアデータも増えている．加えて経過観察には時系列情報も必要である．それら膨大な多種のデータを管理・解析でき
るデータベースシステムの構築に取り組んでいる．その中で褥瘡回診を例にデータベース設計・実装したことを報告する．
【方法】褥瘡回診データでは，カルテ情報等から取得した患者の情報から，褥瘡評価の情報，更にはサーモグラフィ画
像・エコー画像などの情報が回診毎に記載されている．それらのデータ構造が各患者基本情報（年齢・性別等），回診毎
の全身状態（栄養状態など），個別の褥瘡の情報（DESIGN-R や写真など）の順に階層構造になることに着目し設計した．
また，画像情報などのマルチメディアデータについては，現状データとの共存のため，画像そのものではなくファイル
場所を管理する構造とした．加えてこれまでのデータ管理方法が，エクセル記載とフォルダとファイル名による画像管
理であったため，データベースへ変換する専用ソフトを作製し取り込んだ．また，格納データを確認する専用のインタ
フェーフェイスを持つソフトウエアも製作した．東京大学大学院医学系研究科倫理審査委員会にて承認されている（＃
３７５７－（４））．
【結果】２００９年４月から２０１７年１月までのデータをデータベース化した．全レコードは，１４５１件，患者数は３１８人であり，
一人あたりの回診回数は平均２．８回であった．画像情報は全てで９６０４枚であった．また，専用ソフトウエアを通じてデー
タベース化した患者情報を回診ごとに画像を含めて確認することができた．
【結論】褥瘡回診データを題材として看護マルチメディアデータ管理・検索のためのデータベースの設計・実装を行い
利用可能性があることが確認できた．今後は，検索機能の拡充や自由記載部分の処理などに取り組み，臨床現場での活
用や研究・解析への支援を考えている．
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P２‐１ 臨床の実態と実践

生存期間１ヵ月以内におけるがん疾患患者の複数回転倒の実態

油野 規代（ゆの のりよ）（国民健康保険小松市民病院）
［共同演者］加藤真由美（金沢大学大学院医薬保健学系看護科学領域）

小泉由美（金沢医科大学看護学部）
山崎松美（敦賀市立看護大学看護学部）
木戸口勝巳（国民健康保険小松市民病院）

【目的】本研究は，生存期間１月以内に複数回転倒したがん疾患患者の転倒の実態を明らかにする．
【方法】＜対象者＞平成２５年１月１日～平成２６年１２月３１日の２年間にA病院入院中に複数回転倒した生存期間１ヵ月以
内のがん疾患患者３７件１７人のがん登録者である．＜調査方法＞対象者の情報は電子カルテの記述内容とインシデントレ
ポートからの後ろ向き調査．＜調査内容＞基本属性：性別，年齢，主な疾患名，身体症状，転移の有無，認知機能，バー
サルインデックス．転倒状況：転倒回数，行動のきっかけ，治療・処置内容，薬剤の使用状況．＜分析方法＞統計的分析
【倫理配慮】A病院倫理審査委員会の承認を得た．
【結果】基本属性：男性２９件（７６．５％），女性８件（２３．５％），平均年齢７６．５±５．４歳，主な疾患名は肺がん１４件（４５．９％），
肝胆管がん７件（１８．９％）など．身体症状（複数）：膝が立たない２９件（７８．３％），食欲不振２７件（７３．０％），倦怠感１３
件（３５．１％）など．他臓器への転移あり２９件（７８．４％）．見当識障害２０件（５４．１％），せん妄の発症１４件（３７．８％），バー
サルインデックス６０点以下が３３件（８９．２％），６５点以上が４件（１０．８％）であった．転倒状況：２回転倒１５人（８８．２％），３
回転倒１人（５．９％），４回転倒１人（５．９％），行動のきっかけは排泄２５件（６７．５％），不明８件（２１．６％）．場所はベッ
ドサイド２２件（５９．５％），病室５件（１３．５％），時刻は日中（６‐２０時）１７件（４５．９％），夜間（２１－５時）２０件（５４．１％）．
使用薬剤：睡眠薬２４件（６４．９％），麻薬１９件（５１．３％），睡眠薬を含むベンゾジアゼピン系薬剤１５件（４０．５％）などであった．
【考察】生存期間１月以内に複数回転倒したがん疾患患者は，膝が立たずベッドサイドでの転倒が多かった．さらに睡
眠薬を含むベンゾジアゼピンの使用が４割見られた．また，バーサルインデックス６０点以下が約９割を占めていたこと
は，病状の悪化に加え睡眠薬の使用などが日常生活動作の低下に影響し，複数回の転倒に至ったと考えられる．

P２‐２

転倒・転落予測と予防の検討－病棟特性の違いから－

宮下 悦子（みやした えつこ）（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）
［共同演者］山下智子（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）

木間美津子（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院）
加藤真由美（金沢大学保健学系）
正源寺美穂（金沢大学保健学系）

【目的】転倒・転落（以下転倒）の発生は患者の状態・治療状況などで，看護師の転倒発生予測と予防状況が異なると
考え，超急性期 急性期 慢性期病棟の区分で調査結果を報告する．
【方法】研究デザイン：横断調査 グループインタビュー法
１．対象者：１病院の超急性期１・急性期２・慢性期２の病棟で勤務する経験年数５年以上の看護師１４人
２．調査方法・内容：病棟区分ごとにグループを設け １）転倒の可能性のある患者はどのような人か ２）センサを
使用する判断 ３）どのように設置しているか ４）問題点は何か等構成～半構成的に質問した．
３．分析方法：各質問内容を分析テーマとし，意味単位ごとに内容を抽出しコードとして抽象化した．
【倫理的配慮】金沢大学医学倫理審査委員会，金沢循環器病院倫理審査委員会から承認を得て実施
【結果及び結論】対象者は超急性期４人（経験年数：１８．５±７．３年），急性期５人（１９．２±７．０年），慢性期５人（１８．８±
１０．３年），転倒遭遇経験あり１４人，回数２－３０回であった．
転倒を予測する患者は：超急性期〈高齢者〉〈せん妄〉〈認知機能低下〉〈尿留置カテーテルの違和感がある〉〈説明を理
解しない〉等，急性期と慢性期〈自分でできると思い動く〉であった．
センサを使用する判断は：超急性期，転倒を予測する患者を複数受け持つ場合，急性期〈カンファレンスでADL状況か
ら判断〉等，慢性期〈センサの使用経験者〉等
どのように設置は：超急性期〈衣服につけ外れると作動〉急性期・慢性期〈衣服につけ外れると作動〉〈床に張り踏むと
作動〉を患者に合わせて選択していた．
問題点は：超急性期〈寝返りで外れる〉〈不審に思う〉急性期・慢性期〈怒る〉〈床センサを避ける〉〈看護師が来ると不
思議な表情をする〉本研究の結果から患者に負担の少ないセンサが必要と考える．
本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構 研究成果展開事業 「企業ニーズ解決試験」平成２８年度 課題番号：MP
２８１１６８０８６８６ 助成による研究の一部である．
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P２‐３

ベッドサイドレールを用いた簡易型患者状態検出装置の開発

星 善光（ほし よしみつ） （東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科医療福祉工学コース）

【目的】病院等において，ベッドからの患者転落や徘徊は問題である．転落防止を目的として患者をベッド
に拘束する，柵を強固にする等の対策が取られているが，患者のQOLが著しく低下する．また，状態を検
出する装置の研究開発が進められているが，多くは高価な装置や患者への機器取り付けを必要としているた
め普及が難しい．そこで本研究では，安価で簡便な方法として光センサによる簡易型患者状態検出装置の開
発を目的とした．
【方法】複数の赤外線 LEDと赤外線センサをベッドサイドレールに組み込み，患者のおおまかな体勢を検
出することを想定して実験を行った．ベッドを想定した面上に正方形の物体を配置し，物体の位置の変化に
伴う信号量の変化を測定した．柵の位置に設置した赤外線 LEDからの出力を，フォトトランジスタで検出
しRaspberryPi を用いて処理した．
【結果】実験の結果，赤外線センサと赤外線 LED間における物体の位置に応じて，検出の有無が変化する
ことが確認できた．また，複数個のセンサを用いて計測した場合，信号の検出されるセンサが物体の位置に
応じて明確に変化することが確認できた．
【結論】以上の結果より，複数の赤外線 LEDと赤外線センサをベッドサイドレールに配置し，計測された
信号を処理することにより，ベッド上に置かれた物体の位置や形状を確認できることがわかった．

P２‐４

モーションキャプチャを利用した高齢者の離床行動検知・記録システムの臨床への応用可能性の検討

宮本 まゆみ（みやもと まゆみ）（島根大学医学部看護学科）
［共同演者］太田有美（大分リハビリテーション病院）／児玉貴雅（大分豊寿苑）

坂根可奈子（島根大学医学部看護学科）／福間美紀（島根大学医学部看護学科）
津本優子（島根大学医学部看護学科）／内田宏美（島根大学医学部看護学科）

【目的】施設における夜間の高齢者の転倒は，スタッフの見回りの隙をついて発生する．我々は，人や物の動きを検知・
記録するシステムを開発し，転倒リスクのある高齢者の夜間離床行動を把握できるかどうか試行した．今回，このシス
テムの臨床への応用可能性について検討する．
【方法】本システムは，KINECT（Microsoft 社製）にプログラムを組み込んだパソコンを接続して使用する．プログラム
は，プログラミング関連技術者に作成を依頼し，デバイスの深度情報から動いた面積の変化を認識するよう設定しても
らった．人や物の面積が一定以上変化したら「動きあり」として検知し，その時間帯の動画が記録される．対象者は施
設に入居する９０代の方で，要介護２，夜間転倒の既往がある．居室に設置したデバイスで夜間（２０時～翌朝６時）の離
床行動の様子を２日間記録した．本研究は島根大学医学部看護研究倫理審査および大分岡病院倫理審査での承認を得て
実施した．対象者と家族に研究の目的，方法，研究協力への任意性等を説明し，同意を得た．また，画像は個人が特定
されないよう処理している．
【結果】記録されたデータから離床した時間と行動は容易に確認することができた．対象者の夜間の離床行動は１日目
が１５回，２日目が１１回であり，いずれもポータブルトイレへの移動であった．トイレ離床の間隔は最小で１１分，最大で
１時間４３分であった．３０分未満の間隔での離床は，１日目で７回，２日目で３回確認された．スタッフは３～４時間間
隔で訪室していた．
【考察】頻回のトイレ離床が確認される一方，対象者本人は一晩３回程度の認識であった．本システムにより，スタッ
フが訪室しない時間帯の対象者の行動を捉えることができ，予想よりも転倒リスクが高いことがわかった．本システム
は，認知機能の低下や夜間頻尿が疑われる高齢者の夜間離床の実態を把握するシステムとして有用と考える．
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P２‐５

緊急入院した認知症高齢患者のBPSD発生予防に対するアロマセラビーの効果

油 美奈（あぶら みな）（国民健康保険 能美市立病院）
［共同演者］横山美和（国民健康保険 能美市立病院）

�・研究目的：感染症で緊急入院したアルツハイマー型認知症患者（Alzheimer's disease 以下 AD）に対するBPSD（be-
havioral and psychological symptoms of dementia 以下，BPSD：認知症に伴う易刺激性，焦燥・興奮，脱抑制，異常行
動，妄想，幻覚，うつ等）予防を目指したアロマセラピーの効果について明らかにする．
�・研究方法：１）事例研究 ２）期間：２０XX年１０月１日～同年１２月３１日 ３）対象：①認知症老人の日常生活自立度
�b かつ認知症治療薬や睡眠薬を内服していない．②過去１年以内にA病院に入院歴があり，BPSDにより治療行為に支
障をきたした事がカルテから認められる．①～②の条件を満たしたAD４名 ４）方法：①１０～１２時まで，乾綿にローズ
マリー・カンファーとレモンの精油を２：１の割合で滴下したもの（以下朝用精油とする）を，２０時～翌６時まで，乾
綿に真正ラベンダーとスイートオレンジの精油を２：１の割合で滴下したもの（以下夜用精油とする）を患者の寝衣胸
元内側に貼る．５）分析方法：１日の活動及び睡眠状況をラウンドし調査票に記載，加えて看護記録より情報を補完し
BPSDの出現（自己抜針，徘徊及び夜間の睡眠状況に限定）を単純計算した．
�・倫理的配慮：本研究は，所属する看護研究倫理審査会の承認を得た．
�・結果：自己抜針は，A氏は２，６日目に１回，B氏は１，５日目に１回であった．C氏は発生なく，D氏は初日に２
回であった．徘徊は，A氏は４～６日目まで８回，B氏は無かった．C氏は４日目までに１０回，D氏は３～４日目に３回
であった．睡眠状況は，A氏，C氏，D氏は，消灯後に入眠したが，B氏は十分な睡眠は得られなかった．A氏，B氏，
D氏に自己抜針が，A氏，C氏，D氏に徘徊があったが，４名とも治療は完遂できた．BPSDが予防できたとは言えない
が，A氏，C氏，D氏は夜用精油の効果で睡眠や休息がとれたと考える．
�・結論：３名において夜用精油は夜間の睡眠や休息を促したが，１名はアロマの刺激が強くてBPSDを助長した可能
性がある．

P２‐６

誤嚥性肺炎患者から見るイブニングケア，レクリエーション活動の成果と課題
－誤嚥性肺炎の再発予防を目指して－

松田 美由紀（まつだ みゆき）（公立穴水総合病院 看護部）
［共同演者］小杉香里（公立穴水総合病院 看護部）／� 礼子（公立穴水総合病院 看護部）

辻谷亜津子（公立穴水総合病院 看護部）／障子正江（公立穴水総合病院 看護部）
松井亮太（公立穴水総合病院 内科）

【目的】誤嚥性肺炎の予防には口腔ケアと離床が有効であるが，当病棟ではマンパワー不足から複数回の口腔ケアの実
施や離床が困難な実状があった．２０１６年４月より看護補助者を中心としたレクリエーション活動，夕食後のイブニング
ケアの充実を図った．今回，その介入効果を検討することを目的とした．
【方法】当院３階病棟に誤嚥性肺炎の診断で入院加療を行った患者を対象とした．２０１５年４月から２０１６年１月までをコ
ントロール群，２０１６年４月から２０１７年１月までを介入群とし，比較検討を行った．介入方法は①イブニングケア（夕食
後にガーゼで口腔清拭），②レクリエーション（体操，発声，合唱など）とし，アウトカム基準はそれぞれ，入院中の誤
嚥性肺炎の再発率，Barthel（活動項目）利得とした．統計解析にはEZR（version１．３３）を使用し，２群間の比較には非
連続変数は Fisher 直接確率法，連続変数は t検定もしくはMann-Whitney U 検定を用いて解析を行い，P＜０．０５を統計学
的有意差ありと定義した．
【結果】コントロール群７０例，介入群４２例が解析対象となった．患者背景では年齢，性別，併存症（認知症，脳血管障
害，COPD，誤嚥性肺炎の既往），BMI，入院時 Barthel，絶食期間で両群に有意差を認めなかった．誤嚥性肺炎の入院中
再発率はコントロール群１０％，介入群７．１％と介入群で少ない傾向にあったが有意差は認めなかった（P＝０．６１２）．Barthel
利得はコントロール群５．２±１１．８，介入群１．２±３．９であり（P＝０．１１９），Barthel 利得が正の割合はコントロール群２１．４％，
介入群１１．９％と（P＝０．６２９），共に介入群で改善傾向が乏しい傾向にあった．入院中のリハビリオーダーの割合はコント
ロール群で２８．６％に対し，介入群で２１．４％と少なかった．
【結論】イブニングケアの介入で入院中の誤嚥性肺炎の再発は少ない傾向にあった．レクリエーションの介入ではBarthel
利得の改善に乏しかった．この理由として入院中のリハビリオーダーが少ないことが考慮された．今後はレクリエーシ
ョンのみでなく，入院中のリハビリオーダーを増やすよう働きかけが必要と考えられた．
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P２‐７

排尿ケアチームによる排尿自立指導の現状と効果
－下部尿路障害の評価からみた排尿自立度と下部尿路機能の改善－

中田 晴美（なかだ はるみ）（国民健康保険小松市民病院）
［共同演者］湯野智香子（国民健康保険小松市民病院）／西本由美（国民健康保険小松市民病院）／西野昭夫（国民健

康保険小松市民病院）／加藤浩章（国民健康保険小松市民病院）／内藤伶奈人（国民健康保険小松市民病
院）／伊藤由乃（国民健康保険小松市民病院）／川端歩実（国民健康保険小松市民病院）／小川依（国民
健康保険小松市民病院）／正源寺美穂（金沢大学大学院医薬保健研究域保健学系）

【目的】平成２８年度排尿自立指導料新設に伴い，平成２４年から取り組んできた早期排尿自立支援をマニュアル化し，平
成２８年１０月排尿ケアチームによるラウンドを開始した．本研究では，急性期病院において尿道カテーテル留置管理となっ
た患者に対する排尿ケアチームによる排尿自立指導の現状と効果について報告する．
【方法】１．対象期間：平成２８年１０月１日～平成２９年５月３１日 ２．対象者：排尿ケアチームが対象期間に介入した患
者４１名．３．介入方法：排尿ケアチームが週１回ラウンドし，病棟と連携して包括的ケアを実施した．４．調査方法：
排尿ケアチームメンバーがラウンド時の観察および対象者の電子カルテから情報収集し，下部尿路機能を評価した．５．
分析方法：介入前後および疾患別の下部尿路機能は，対応のある t検定，Mann-Whitney U 検定を用いて比較し，有意水
準は両側５％未満とした．６．倫理的配慮：対象施設の倫理審査会の承認を受け実施した．
【結果】１．対象者の概要：年齢は７５．９±１０．９歳（５３～９６歳），性別は男性２２名（５３．７％）・女性９名（４６．３％），診療
科は脳神経外科２２名（５３．７％），整形外科１５名（３６．６％），泌尿器科２名（４．９％），内科と形成外科各１名．２．排尿ケ
アチームによる介入：ラウンド回数は３．０±１．５回（１～６回）．介入前後における排尿自立度は６．４±２．３点から４．１±３．０
点，下部尿路機能は４．７±１．８点から２．３±１．９点と有意に改善した．また，脳血管疾患患者は他の疾患に比べて介入前後
の排尿自立度，介入前の下部尿路機能は有意に低かった．一方，介入後の下部尿路機能は改善し，他の疾患と有意な差
を認めなかった．
【考察】排尿ケアチームによる排尿自立支援により，排尿自立度および下部尿路機能が改善し，脳血管疾患患者に対し
ても生活機能の維持・拡大に貢献できる有用性が示唆された．

P３‐１ 臨床の実態２

A総合病院におけるエンゼルケア研修の効果と課題

加藤 あゆみ（かとう あゆみ）（医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院）
［共同演者］山岸小百合（医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院）

中村奈美（医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院）

【目的】A総合病院で行っているエンゼルケア研修後の効果を明らかにし今後の課題を見出す．
【方法】平成２７年度の研修に参加した２４名に，研修３か月後（以下３か月後）（２４名）と研修１年３か月後（以下１年後）
（２２名）に質問紙によるアンケート調査を実施．得られたデータは単純集計及び自由記載の内容は質的帰納的に分析し
カテゴリー化した．本研究は，所属機関の臨床倫理委員会の承認を得た．
【結果】研修後エンゼルメイクを行う機会があった参加者は３か月後では約半数であり，１年後では約８割であった．
エンゼルメイクを行う機会があった参加者のうち研修で学んだことを活用できたのは３か月後・１年後共に約９割で
あった．また，３か月後・１年後共に全員がエンゼルメイクを行う際にグリーフケアの一環として意識して行うことが
できていた．活用できたことのカテゴリーとして，３か月後では＜保湿＞＜ホットタオル＞＜マッサージ＞＜ケアの手
順＞＜メイクの方法＞＜チークの効果＞＜男性へのメイク＞＜男性へのケア＞＜家族と生前の患者について話す＞で
あった．１年後ではそれに加え＜メイクの手順＞＜皮膚の変化に応じたケア＞＜冷却＞＜家族への配慮について＞活用
できていた．研修によってエンゼルメイクの手順や方法が分かり，さらに遺体の変化を理解したうえでメイクを行うこ
とができるようになっていた．一方，１割の参加者が＜冷却＞について方法やタイミングが分からなかったとの意見が
あった．
【結論】研修の開催はエンゼルケアに関する知識と技術を習得し，実践に繋げられるものとなっており，今後も継続し
研修を開催していくことが必要である．本来早期の冷却が望ましいが，臨終時の状況も様々であることから，冷却のタ
イミングが図りづらかったのではないかと考える．今後，一般的な冷却のタイミングについてエンゼルケアの手順及び
研修内容に追加が必要である．
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P３‐２

化粧と健康について考える機会提供と化粧品被害予防の啓発活動の効果

吉田 和枝（よしだ かずえ）（修文大学看護学部）
［共同演者］松野智香子（修文大学看護学部）／小澤雪絵（修文大学看護学部）

那波閏美（修文大学看護学部）／米田昌代（石川県立看護大学看護学部）
長谷川昇（石川県立看護大学看護学部）／曽山小織（石川県立看護大学看護学部）

【目的】化粧は他人とのコミュニケーションツールの一つとして生活に役立ち使用され続けてきた．しかし多くの化粧
の被害が報告されている．ヘルスプロモーションにむけて化粧行動の実態を踏まえながら，化粧に関する消費者教育（啓
発活動）と位置づけて「化粧と健康について考える会」のワークショップのプログラム案を作成・試行し短期評価を行
うことを目的とする．
【方法】看護系大学で「化粧と健康について考えよう」の会への参加応募者５２人に対して，混合形式のプログラムを展
開した．グループディスカッションでは化粧とこころの健康，高齢者の化粧などのテーマで行い，講義は（皮膚の構造，
化粧とアレルギー反応，化粧被害とその事例，賢い化粧品消費者とは）等とした．水分計や顕微鏡などで学生自身が自
分の腕や顔の皮膚状態のチェックを行った．評価方法は開催前後のアンケートでおこなった．
【倫理的配慮】協力参加の自由，プライバシー保護厳守等を書面で約束した．化粧品会社との利益相反はない．修文大
学倫理委員会の承認を得た．
【結果】「化粧とこころおよび身体健康面について興味を持ちましたか」「皮膚の状態を気に留めていこうと思います
か」「化粧品の表示を見ようとしますか」「アレルギー反応や化粧品被害について知りましたか」「化粧と看護の仕事とは
関係あると思いましたか」「化粧被害に会った時の対処方法を知りましたか」等々の質問に対して開催前のアンケートよ
りも化粧と健康についての知識や興味や認識が向上している方向の回答や記述が得られた．
【結論】消費者庁の調べで化粧における皮膚の障害等の危害が多い現状を踏まえて，化粧と健康について考えてもらう
機会を持ったことは，開催後のアンケートの結果から化粧品被害予防知識や認識の面で効果があったと評価ができた．
ただ，短期評価にとどまっており今後の行動変容は未知である．
（この研究は科研費挑戦的萌芽研究の助成を受けて行った．）

P３‐３

化粧行動と保健行動の関連性とヘルスプロモーションに向けての研究

吉田 和枝（よしだ かずえ）（修文大学看護学部）
［共同演者］米田昌代（石川県立看護大学看護学部）

曽山小織（石川県立看護大学看護学部）
長谷川昇（石川県立看護大学看護学部）

【目的】一般的な人間の化粧行動の実態を知るとともに，化粧による健康被害が多いことを踏まえて，化粧行動の一連
の過程で化粧を行う人の健康意識，保健行動がどのように組み込まれているのかの関連を探ることを目的とする．
【方法】化粧の基本的な成分やアレルギーの知識の程度や，皮膚と化粧に関する保健行動の実態を全国的規模で量的研
究としてWebアンケート調査を行った．健康増進ライフスタイルと化粧行動との関連性を明らかにするためにHPLP�
尺度を使用した．尺度の項目以外の質問は主に化粧と健康面での安全面に関連した質問を行った．SPSS統計ソフトを使
用した．
【倫理的配慮】協力参加の自由，プライバシー保護の厳守等を書面で説明した．化粧品会社等との利益相反はない．石
川県立看護大学倫理委員会の承認を得た．
【結果】回答１６００名の内，化粧をしている１３９６人を分析対象とした．化粧品の身体への健康安全面に何らかの注意を払っ
ている人や関連知識がある人とそうでない人との間でHPLP�（日本語版健康増進ライフスタイルプロフィール尺度）に
差があるかどうかについて T検定を行った．結果，化粧品の成分表示を意識するか否か（t＝９．４３４，df＝１３９５，p＜．００１），
化粧品の保管場所に注意するか否か（t＝８．６５４，df＝１３９５，p＜００１），化粧は必ず落として眠るか否か（t＝３．６０４，df１３９５，
p＜．００１），アレルギーの知識の有無（t＝６．４２３，df１３９５，p＜．００１），毛染めをしている人対象に，セルフテストを行うか
否か（t＝５．７６１，df＝８４４，p＜．００１）であり，化粧品の健康面での安全面に注意を払っている人や関連知識がある人のほ
うがそうでない人よりもHPLP�総得点が有意に高く，総合的に健康的なライフスタイルを送っていることが示唆された．
【結論】全国調査から化粧について望ましい行動をとっている人のHPLP�総合得点が有意に高いという関係がわかった
ことにより，逆に化粧を通してそこから健康面に留意するようになれば，他の面でも健康に留意する行動につながる可
能性も示唆された．化粧に関する健康安全面で意識や理解が十分でない人もおり，今後，化粧被害予防の啓発的活動の
必要性が示唆された．
（この研究は科研費挑戦的萌芽研究の助成を受けて行った）
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P３‐４

助産所出産を選択した女性の意思決定に関する文献レビュー
－意思決定の特徴とその要因から助産ケアを検討するー

松野 智香子（まつの ちかこ）（修文大学看護学部看護学科）

【目的】助産所出産を選択した女性の意思決定の特徴とその要因について，国内文献を検討し，今後の助産ケアの課題
を明らかにする．
【方法】医学中央雑誌Web版（ver．５）とCiNii を用いて，過去２０年間（１９９７～２０１７年）の文献を『助産所』，『助産所出
産』，『選択』，『意思決定』のキーワードを掛け合わせて検索した．文献の種類は，国内論文，原著，総説，研究報告，
資料とし，会議録と抄録は除外した．医学中央雑誌３９論文とCiNii１６論文より重複した論文を除き，研究目的に合った１４
論文を抽出した．さらに抽出した論文にある文献一覧より関連する７論文を補完し，２１論文を分析対象とした．倫理的
配慮として著作権の侵害に留意した．
【結果】助産所出産を選択した女性の意思決定の特徴は，分娩歴に関わらず，自分が納得できる出産をしたい，医療介
入のない自然分娩をしたいなど，出産に対する自らの意志を持って，助産所での出産を選択していた．その意思決定に
関わる要因は，《病産院の医療に対する疑問》，《希望する出産への明確な意志》，《健康管理の自覚と自信》，《助産所や助
産師との信頼・人間関係》，《家族の理解》，《助産所の情報》，経産婦では，《前回の出産体験》の７つに分類された．女
性は自然な出産をしたいという自己実現に向け，正常な妊娠経過となるよう健康管理を行い，助産所出産を選択したこ
とで，その意識を高めていた．女性自身の意識のみならず助産師との関係を築く中で，自己管理の重要性への自覚が促
され，主体的意識を強めていた．さらに，家族の理解がその選択を後押ししていた．
【結論】一人ひとりの女性が出産に対してどのような考えを持っているのかを助産師は関係性を築く中でじっくりと時
間をかけて向き合い，女性の考えを尊重した支援が重要である．

P３‐５

女性の性周期と認知機能の関連性に対する文献整理

青木 真希子（あおき まきこ）（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）（神奈川工科大学）
［共同演者］川野亜津子（筑波大学医学医療系）

岡山久代（筑波大学医学医療系）

【目的】女性の性周期に伴う性ホルモンの変動によって気分不調，集中力低下などの不定愁訴が起こりやすく，視床下
部に支配されることが知られている．一方，視床下部は認知機能にも関与していることから，性ホルモンと認知機能に
ついて見かけの関連性（相関関係）が示唆されるが，因果関係の可能性も否定できない．これらに関し関連論文は散見
されるが，見解はばらついているようである．認知機能の評価法は複数あるが，本研究では脳血流に着目し，女性の性
周期における性ホルモンと認知機能の関係について検討している報告を調査・整理・体系化することを目的とし，研究
推進の効率化を図った．
【方法】医学雑誌データベースであるPubMed，医学中央雑誌（医中誌）を利用し，性ホルモンと認知機能の両方に関
連するワードを論文本文に含む文献を検索した．検索ワードは，女性の性周期の関連用語では「月経周期，性ホルモン」
や，認知機能では「認知機能，ワーキングメモリ，感情抑制，課題遂行」，脳血流では「脳血流，fNIRS,fMRI」など，合
計１００程度のワードを様々なパターンで組み合わせた．検索条件は「査読付き学術論文」とし，被験者が更年期や老年期
にあるものは対象から除外した．いずれの組み合わせにおいても，性ホルモンと脳血流に関する内容とした．
【結果】医中誌では条件に合ったものは２件，PubMed は７件であった．脳血流測定方法は fNIRS 使用が１件，その他
は fMRI であった．条件として既知の性周期において被験者に一定の課題を与え，課題遂行時（賦活状態）の脳血流を測
定していた．このうち，脳血流とエストラジオール値との関連を示した報告が４件あり，それ以外は定量的な報告は見
られなかった．
【結論】既往研究から性ホルモンと認知機能に因果関係を示す報告は無かったが，それが否定されることも確認されな
かった．今後，認知機能に対する条件設定や，不定愁訴を表すパラメータなどについて再考すべきと思われた．
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P３‐６

高校生の子どもや子育てに対する意識とその関連要因

千原 裕香（ちはら ゆか）（石川県立看護大学）
［共同演者］西村真実子（石川県立看護大学）／金谷雅代（石川県立看護大学）

坂本洋子（石川県立看護大学）／本部由梨（石川県立看護大学大学院前期博士課程）
寺井孝弘（石川県立看護大学大学院後期博士課程）／伊達岡五月（金沢大学大学院医薬保健研究域保健学類）

【目的】社会の変化に伴い身近に親モデルが少ない環境となり，親になることについて考える機会が少なくなっている
現代の高校生の，子どもや子育てに対する意識とそれに関連する要因を明らかにする．
【方法】１６校の高校生２，５９６名に「親子交流授業プログラム評価尺度」（２０１６年，千原ら）を使用し無記名質問紙調査を
行った．下位尺度�「子どもとの関わり方の理解」，�「子ども・子育ての特徴の実感」，�「親子のつながりの実感」，
�「子ども・子育てへのポジティブ感情」，�「子ども・子育てへのネガティブ感情」，�「夫婦や地域で助け合う必要
性の認識」の得点と，学校・性別・きょうだいの有無，乳幼児との接触経験の有無，家族形態，親からの被愛情感との
関連を，t検定または一元配置分散分析にて分析した．
【結果】「子ども・子育ての特徴の実感」，「親子のつながりの実感」，「夫婦や地域で助け合う必要性の認識」は右方に偏っ
た分布で，多くの生徒が実感・認識していた．「子どもとの関わり方の理解」，「子ども・子育てへのポジティブ感情」，「子
ども・子育てへのネガティブ感情」の得点は正規分布していた．
学校，性別，きょうだいの有無，乳幼児との接触経験の有無，親からの被愛情感と，６下位尺度の得点にはそれぞれ

有意な関連が見られた．特に親からの被愛情感別では，親から愛されていないと感じている生徒はそうでない生徒と比
べ，「子どもとの関わり方の理解」は低く，「子ども・子育ての特徴の実感」や「親子のつながりの実感」が乏しく，「子
ども・子育てへのポジティブ感情」は低く，「夫婦や地域で助け合う必要性の認識」も低かった．しかし「子ども・子育
てへのネガティブ感情」においては，有意差はなかった．
【結論】高校生の子どもや子育てへの意識には，「学校」，「性別」，「きょうだいの有無」，「乳幼児との接触経験の有無」，
「親からの被愛情感」が関連していることが明らかとなった．

P４‐１ 注射・基礎

Windowsタブレットと深度センサ付きカメラを用いた静脈可視化試作機の可視化性能評価

木森 佳子（きもり よしこ）（石川県立看護大学）
［共同演者］古市佑哉（金沢大学大学院 自然科学研究科）

久保 守（金沢大学）
佐藤賢二（金沢大学）

近赤外光により静脈穿刺に使用する静脈画像を鮮明化する既存機器はいくつか開発されているが，臨床
ニーズを満たす静脈可視化装置はない．我々は，在宅医療の現場で普及する装置の開発を目指し，安価で携
帯性が高い試作機を作成した．その構成はKinect の深度センサ付きカメラと，Windows タブレットを用い
近赤外光画像を獲得するもので，画像表示と穿刺部位を近接させる必要があった．看護職による試作機器の
操作性の評価は，穿刺の邪魔になりにくいとのことであったが，静脈の可視化性能は評価していなかった．
近赤外光を透視原理に選択した場合，画像化する静脈の深さが課題となる．そこで本研究では，現在の臨床
技術では目視困難な静脈に試作機器を用い，可視化が困難となる静脈深度を明らかにした．対象は健常若年
女性５人の肘窩部付近を走行する目視困難静脈２８本であった．目視困難静脈の深度と径を，超音波診断装置
を用いて計測した後，試作機器によって静脈が可視化したかを主観的に評価した．ROC解析により静脈が
可視化困難となる静脈深度を求めた．本調査は石川県立看護大学倫理委員会の承認を得て実施した（承認番
号９７１）．その結果，深さ３．１mmより深いと可視化が困難になりやすいことがわかった（感度８０％以上，偽
陽性率１０％以下で選択，AUC＝０．９８７，p value＝０．０４）．これでは臨床ニーズを満たす可視化性能を持ち合
わせているとはいえない．今後，安価で携帯性が高い操作性能を維持しながら深層静脈の可視化性能を向上
させる必要がある．



101

一般演題 ポスター発表

P４‐２

前腕における皮神経と皮静脈の走行の定量化
―静脈穿刺による神経損傷予防のための基礎研究

實石 達也（じついし たつや）（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）
［共同演者］松島絵里奈（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）

雨宮 歩（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）
小宮山政敏（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）

【目的】静脈注射や採血などの静脈穿刺によって神経損傷が起こるリスクがある．上肢では，様々な部位で神経損傷の
事例が報告されているが，皮神経と皮静脈との関係を調べた研究は，肘窩の部位に限定されたものが多い．本研究では
静脈注射に利用される前腕に着目し，皮神経の走行を定量的に解析して静脈穿刺の安全部位選定に関して検討すること
を目的とする．
【方法】A大学医学部に献体された解剖用遺体のうち，研究利用に関して本人および遺族の同意が得られている遺体３体
（男性２体，女性１体）の６上肢を対象とした．前腕の皮静脈および皮神経の剖出が完了した上肢は，距離・角度が同
一となるように写真撮影を行い，写真から画像処理ソフトPhotoshop を用いて前腕の外形，皮神経，皮静脈を抽出した．
抽出画像を前腕外形の平均値に合わせて標準化し，１mm四方の各区画における皮神経の密度を画像分析ソフト ImageJ
によって測定し，皮神経の存在確率を数値として表した．その解析をすべての画像で行い，平均値を算出することによっ
て前腕における皮神経の走行頻度として示した．
【結果】前腕掌側において，外側前腕皮神経はHuter 線の尺側３／５の位置から橈骨遠位端付近まで直線的に走行する確
率が高かった．特にこの直線上では，前腕の遠位１／３にて，橈骨神経浅枝の出現により皮神経の存在する確率が最も
高くなった．内側前腕皮神経はHuter 線の尺側１／５の地点を通過し，前腕尺側に向かって走行していたが，前腕尺側面
から背側に向かって走行し，遠位に進むほど走行の分散が大きくなっていた．肘窩においては，尺側から１／６～２／
６の範囲，３／５の地点，４／５の地点が最も皮神経の存在確率が高かった．
【結論】静脈穿刺の部位として，前腕掌側の中央は比較的安全であり，橈側の遠位１／３は避けるべきであることが示
唆された．以上のことから神経走行は定量化が可能であると考えられる．今後はデータの蓄積を行い，その精度を高め
る必要がある．

P４‐３

血管看護における高度実践としての血管エコー
－超音波診断法を用いた看護に関する文献検討より－

溝部 昌子（みぞべ あきこ）（国際医療福祉大学福岡看護学部）
［共同演者］岩倉真由美（国際医療福祉大学福岡看護学部）

宮田哲郎（山王メディカルセンター）
重松邦広（三田病院）

【目的】血管看護における超音波診断法（エコー）の活用の可能性を検討する．
【方法】下記の３種の資料に示されたエコーの活用について整理した．①医中誌Web 上のシソーラス「超
音波診断法」を，「看護」に限定し，解説・コメント等を除く実証的研究の報告，②血管診療に関する書籍
及びガイドライン，③厚生労働省チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ資料
【結果】①の対象文献は１８１件で，エコーによる観察対象を分類すると，胎児，運動器，血管，膀胱，血液
透析用シャント，注射部位，消化器，注射部位，心臓，創傷，肝臓，乳腺の順に多かった．助産領域を除く
看護への活用は，臥床患者に対するリハビリテーションにおける下肢筋肉量の評価，深部静脈血栓症予防策
の評価のための静脈血流測定，末梢静脈穿刺の技術向上のための活用，排泄ケアにおける膀胱容量・残尿測
定，血液透析シャントの穿刺技術向上のための活用，食物の胃内停滞時間の観察や嚥下・吸啜の評価，注射
部位・深度の特定，褥瘡部位における深部の評価があった．
血管診療ではエコーにより，動静脈の血管径や瘤・弁・血流等多くの機能的器質的情報が得られ，他の無
侵襲診断方法と併せて疾病重症度や治療の評価の資料の一部とされている．特定行為に係る議論では，下肢
血管エコーは，診療内容の決定に関わること，専門的な知識を要することから特定の医行為B１または B２
とされた．一方で，学会等の教育制度や院内研修で対応可能であること，他の職種との協働，医師の補佐と
しての役割が付記された．
【結論】血管看護におけるエコー活用の報告は，血液透析用シャント穿刺，深部静脈血栓症予防に限定され
ていた．看護師による血管エコーが看護の質・患者成果の向上に寄与する機序は明らかにされていなかっ
た．血管障害患者へのエコーは病態や治療の評価に関わる点で特定の医行為であり，高度実践としての何ら
かのトレーニングを要する．
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P４‐４

動作解析ソフトを用いた吸啜運動の分析：母乳と人工乳首の吸啜時下顎運動の相違

松原 まなみ（まつばら まなみ）（聖マリア学院大学専攻科助産学専攻）

WHO,UNICEF は「乳房と人工乳首の吸啜には動態上の差があり，人工乳首によって正しい母乳吸啜の学習過程が阻害さ
れる」として「母乳で育てられている乳児にゴム乳首やおしゃぶりを与えない」ことを明示している．
【目的】乳首の形状によって吸啜運動が影響を受けるのかどうかを知るために母乳と人工哺乳時における乳児の吸啜動
作を動作解析法により比較・検討した．
【方法】対象は，生後３～５日目の正常新生児．母乳６名，人工乳首１３名．直接母乳および本邦での普及率１位の人工
乳首を比較した．哺乳中の吸啜動作をDVDで撮影し，得られた映像を動画解析ソフトを用いて解析した．乳児の顎関節，
鼻尖部，顎関節の３点を経時的に追尾し，顎関節―鼻尖部および顎関節―下顎先端のラインで形成される３点角度（開
口角）および下顎運動の吸啜波形を描出した．哺乳開始早期の安定した吸啜波１０波形について，鼻尖部―下顎先端の２
点間距離と開口角，およびそれぞれの加速度変化を求め，乳首別に比較した．
【結果】母乳，人工乳首双方ともに①開口初期に加速度が大きく，開口後半に減速していた．②閉口時も同様に閉口初
期に加速度が大きく，閉口後半で減速するパターンを示した．③閉口時の加速度変化は開口時のそれより大きかった．
④母乳吸啜時における加速度変化が大きいのに比し，人工乳首吸啜時の加速度変化は相対的に小さかった．
【結論】加速度は運動量を表す指標であり，吸啜動作の加速度変化は吸啜の良否を評価するための有効な指標となりう
ると考える．今回，吸啜時下顎運動の加速度変化パターンを母乳，人工乳首で比較した結果，従来の知見と同様，母乳
の吸啜運動は人工乳首に比してダイナミックな運動であることが示された．人工乳首は，活発な開口運動でなくても飲
めるため，それが哺乳怠惰や nipple confusion につながり，母乳の確立を阻害する一因となる可能性が示唆された．

P４‐５

心不全患者向け遠隔リハビリテーションのプロトタイプシステムの実装および評価
Development and Evaluation of a Prototype Remote Rehabilitation System for Heart Failure Client

�浦 宏太朗（たかうら こうたろう）（大阪大学大学院情報科学研究科）
［共同演者］木戸善之（大阪大学大学院情報科学研究科）（大阪大学サイバーメディアセンター）

谷口逹典（大阪大学大学院医学系研究科）／八木雅和（大阪大学大学院医学系研究科）
山田憲嗣（大阪大学大学院医学系研究科）
下條真司（大阪大学大学院情報科学研究科）（大阪大学サイバーメディアセンター）

高齢社会が世界的に広がり，心不全患者が増加している．本邦では心不全患者に関する問題として高い再
入院率があげられる．再入院率を抑制する方法の一つとして，外来心臓リハビリテーションによる運動療法
がある．しかし高齢患者の場合，運動機能の低下などから外来リハビリテーションへの参加率が低く，リハ
ビリテーションを必要とされる心不全患者の１割程しか遂行できていないのが現状である．我々は，在宅な
ど遠隔で心臓リハビリテーションを行うことが可能なシステムの開発を行っている．
本研究では，遠隔心臓リハビリテーションシステムのプロトタイプシステムを作成し，臨床への適用につ
いて，リハビリを在宅で実施する際に必要となる医療従事者によるユーザビリティの基礎的なシステム評価
を行った．開発したプロトタイプシステムは，医療従事者によるモニタリング，ならびに患者管理を実現す
るために，運動機器および心電図センサから得た運動負荷情報や患者の身体状況を情報端末に統合表示し，
双方向通信を用いた患者ー医療従事者間ビデオチャット機能を提供するよう設計した，システムは心機能モ
ニタリング用ソフトウェア，負荷変更可能な運動機器，遠隔通信・制御を行うアプリケーションにより構成
した．ユーザビリティを考慮し，患者側はタブレット端末上で動作可能なアプリケーション，医療従事者側
はプラットフォームに依存しないWeb アプリケーションとして開発した．臨床的な観点から，双方向通信
機能の反応速度について利用者として想定される医療従事者（医師，看護師）による５段階評価を実施した
ところ平均４．０点という結果が得られ，ユーザビリティ面での評価が得られた．
今後は，より具体的な評価指標としてプロトタイプシステムのパフォーマンスやクライアント数のスケー
ラビリティの測定を行うことで心不全患者向け遠隔リハビリテーションシステムの構築を目指す．
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P４‐６

３種類の携帯型超音波診断装置における膀胱内尿量測定の妥当性評価と超音波診断装置用ファン
トムを用いた性能評価

松本 勝（まつもと まさる）（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学）
（東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナージングリサーチセンタービジュアライズドナーシング分野）

［共同演者］藪中幸一（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学）（東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナージングリサーチセンター
ビジュアライズドナーシング分野）／吉田美香子（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学）（東京大学大学院医学系研究科附
属グローバルナージングリサーチセンタービジュアライズドナーシング分野）／半田真弓（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看
護学）／蔦岡拓也（東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学）／真田弘美（東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナージ
ングリサーチセンタービジュアライズドナーシング分野）（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野）

【目的】尿排出障害の評価では，残尿量の cut off 値である５０，１００mLの見極めが重要とされ，携帯型超音波画像装置（Pocket
-size ultrasound device：以下 PUD）には尿量の少ない膀胱に対する高精度の計測が求められる．計測時は画像より膀胱
の縦・横・高さを測定するため，浅層から深層まで膀胱壁輪郭の明瞭な描出が必要であり，PUDの性能が影響する．本
研究の目的は３種類のPUDについて，①尿量実測値に対する妥当性を評価すること，②性能評価を行い正確な尿量計測
に必要な要件を明らかにすることである．
【方法】対象は健康成人１８名（３８．３±１２．２歳）で，排尿前にランダムな順序で各PUDによる膀胱内尿量計測を行い，直
後の排尿量を計測した（以下実測値）．手動で３点計測と計算を行う３機種（PUD-A,PUD-B,,PUD-C）を用いた．妥当性
評価では，従属変数を実測値，独立変数を膀胱内尿量とし，回帰係数を算出した．性能評価では，超音波診断装置用フ
ァントム（京都科学）を用い，無エコーとなる尿描出の指標としてCyst ターゲット，高エコーとなる膀胱壁描出の指標
としてString ターゲットを用いた．前者は１０－１００mmの５段階の深さで直径３㎜を観察できるか，後者は同じく５段階
の深さでターゲット間の距離を２mm以内の誤差で描出できるかを評価基準とした．
【結果】各PUDの回帰係数はPUD-A（β＝０．９５），PUD-B（β＝０．８７），PUD-C（β＝１．２０）の順で１に近く，PUD-A は
実測値に対する高い妥当性を示した．Cyst ターゲットは，PUD-A では１０－１００mmの深さで，PUD-B では５０，７０mmの
深さで観察され，PUD-C では観察されなかった．String ターゲットは，PUD-A では１０－１００mmの深さで，PUD-B では
３０－１００mmの深さで，PUD-C は３０，５０mmの深さで評価基準を満たした．
【結論】PUD-A は実測値に対する高い妥当性を示した．PUD-C は実測値に対し過小評価した．過小評価は尿排出障害の
見落としにつながる可能性があり，原因として浅層・深層における無エコー・高エコー斑点を識別する分解能が低いこ
とが考えられる．過小評価せず，正確な膀胱内尿量を行うための要件は１０－１００mmまでのCyst･String ターゲットが描
出できることであった．

P５‐１ 臨床の実態３

母児同室導入に向けたA病棟の現状分析

西川 由紀子（にしかわ ゆきこ）（白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院）
［共同演者］粟津友子（白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院）

橋村ひいろ（白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院）

【目的】近年，少子化に伴い分娩件数が減少し，総合病院では産科混合病棟が増加している．産科混合病棟では新生児
の感染防止対策として早期の母児同室が有効であると言われている．そのため母児同室を確立し，新生児の感染リスク
を回避することで母児に安全な出産環境を提供するためには，明確な病床管理ルールを作成し遵守することが必要であ
る．今回産科区域に感染症患者が入院する割合を算出し現状を把握することで，今後の産科混合病棟ユニットマネジメ
ントについて考察したので報告する．
【方法】電子カルテなどから月別の入院数，分娩件数，感染症患者の入院数を算出する．妊産褥婦の動線，看護師の部
屋割りと日中および夜間の業務に関した動線を考察する．
【結果】平成２６年４月から１２月の１ヶ月平均入院患者数は６８人で，うち感染症患者の平均入院数は２８人であった．産科
区域に入院する感染症患者は，病棟全体の６割を占めていた．褥婦へは新生児室に入る際手洗いを行ってもらっていた
が，病棟内の廊下は感染症患者と共有している状態であった．感染防止対策として，産科区域を担当するスタッフは感
染症患者を受け持たず，感染症患者を担当するスタッフは妊産褥婦および新生児には原則接触しない取り決めをしてい
た．しかしやむをえず産科区域担当以外のスタッフが妊産褥婦および新生児に関わるときは標準予防策を遵守しており，
今まで新生児の交叉感染は発症していない．
【結論】妊産褥婦が入院している時期に，産科区域に感染症患者が入院しており新生児への感染リスクが大きいが，標
準予防策の徹底により新生児への交叉感染を防ぐことができる．混合病棟において母児同室を確立し安全安楽な環境を
母児に提供するためには，交叉感染を防ぐため明確な病床管理ルールが必要である．
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P５‐２

産褥期の女性が抱く困りごとに関する調査研究

鈴木 雅登（すずき まさと）（パナソニック株式会社先端研究本部）
［共同演者］是永継博（パナソニック株式会社先端研究本部）

【目的】日本では少子高齢化が進み，労働人口の深刻な低下が懸念されている．女性労働力の向上がその解
決の重要な因子の１つと考えられており子育て支援施策に注目が集まっている．本調査では，産褥期の女性
の困り事を明らかにし，これらの困り事を解決する新たな商品開発のきっかけ作りを目的とした．
【方法】出産後１年以内の女性１２名に対して，半構造化面接を行った．このインタビュー調査から判明した
課題意識に対して定量性を確認するためにWEB調査を行った（妊婦１６８名，産後６ヶ月以内の女性１６７名）．
【結果】出産後の共通の困りごととして“睡眠不足”に代表される“身体的負担”，“赤ちゃんの泣き声”，“家
事への負担感”といった“労働負荷”の要因が多く見られた．また育児に対して強いストレスを感じている
女性からは“夫の育児への不参加・無理解・無共感”，“周囲に相談できる人がいない”といった“心理社会
的要因”を強く訴える傾向にあり，育児に対して強い孤独感を感じていることが判明した．WEB調査にお
いても同様の傾向がみられ，“育児による身体的負担（４２．５％）”，“睡眠不足（３９．５％）”に次いで，“夫婦間
のコミュニケーション不足（２１．０％）”が困り事の上位３つとなった．一方で，育児の悩みの相談先は親族
が最も多く（６５．３％），自治体のサービス例えば地域の子育て支援センターのスタッフは１９．４％であった．
育児に関する自治体のサービスの認知度は８３．２％と高かったことに対し，実際に使用したことがある割合は
全体で３５．３％に留まった．
【結論】本調査を通じて，産褥期の女性は強い孤独感を感じる傾向にあり，パートナー以外に相談できる仕
組みづくりが不十分である現状が明らかになった．家事や身体的な負担を軽減させる商品のみならず，心理
的な負担を軽減させるシステム開発の必要性が示唆された．

P５‐３

小児の体圧測定に関する文献検討

上東 琴美（うえひがし ことみ）（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）
［共同演者］飯泉慧美（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）

奥瀬芽生（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）
龜山千里（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）（総合病院土浦協同病院）
川野亜津子（筑波大学医学医療系）／岡山久代（筑波大学医学医療系）

【目的】成人では，一般的に接触圧が４０mmHg以上で褥瘡が発生しやすいとされているが，小児の具体的
な数値の指標はなく，褥瘡に関するガイドラインも存在していない．しかし，新生児および乳児は皮膚が脆
弱であり，自分自身で体位変換が困難なことから褥瘡のリスクが高いといわれている．よって，本研究の目
的は，新生児および乳児の体圧に関する測定方法と実際値について先行文献から明らかにすることとした．
【方法】「新生児」，「乳児」，「体圧」，「褥瘡」をキーワードにそれぞれを掛け合わせ医学中央雑誌を用いて
検索し，２２０件該当した．そのうち原著論文については発行年を問わず，会議録・症例検討については２００７
年以降に発行されたものを用いた．さらに，題名・抄録などから本研究に該当するものを抽出した結果，原
著論文５件，会議録・症例検討が７件を検討することとした．
【結果】測定方法は，すべての文献で頭部の体圧測定を行っており，仰臥位で行っているものは１１件あり，
頭部以外の測定部位としては，仙骨部や肘部，かかとなどがあった．測定機材は，BIGMAT（NITTA 社）や
PalmQ（ケープ社），エルゴチェック（ABW社）などを用いているものが多かった．実際値については，
日常生活同様に仰臥位で下着を着用し，タオルで包まれた状態で行われた研究が１件あった．BIGMAT を
用いて新生児および乳児の頭部の体圧を測定しており，頭部の最大圧力は１２７．４g/cm２，平均圧力は６０．３g/
cm２，最大接触面積は４４４９．２mm２，平均接触面積は３１７９．９mm２であった．
【結論】小児の体圧は複数の測定で，成人の褥瘡発生に至る可能性のある体圧４０mmHgよりも高い圧であっ
た．今後基礎データを収集し，小児の褥瘡予防や快適な寝具などの寝床環境の質向上に貢献していく必要が
ある．
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P５‐４

わが国における新生児・乳児の臥位姿勢に関する過去１０年間の文献的考察

井本 京（いもと けい）（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）
筒井 董子（つつい すみれこ）（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）
［共同演者］原田真友子（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）

藤田雅美（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）

【目的】わが国における，新生児・乳児の姿勢に関する研究では，主にNICU入院中の低出生体重児，早期産児など，何
らかの疾患がある児を対象に研究がなされているが，ポジショニングの方法は施設によって異なる現状がある．また，
産科病棟に入院中の児は，乳幼児突然死症候群のリスクを考慮し，コット内で仰臥位とされている．しかし，現在，児
の姿勢についてガイドライン等で明記されておらず，臨床におけるケアのエビデンスは定かではない．そこで，現在の
日本における児の臥位時の姿勢に関する実態報告を行うこととした．
【方法】医中誌Webを用いて文献を検索した．対象は新生児・乳児に限定し，正常新生児・ハイリスク児いずれも含む
ものとした．キーワードは［姿勢，体位，ポジショニング，良肢位］とし，さらに［臥位］に限定して，過去１０年間の
文献検討を行った．
【結果】母親に関する文献６件，児の関する文献６２件，計６８件の文献が抽出された．これらをカテゴリー分類し，児の
臥位姿勢に関する文献は【体位・姿勢】【ポジショニング】に該当する１７件となり，このうち，新生児・乳児の臥位姿勢
に関する文献は１４件であった．
調査対象は低出生体重児または早産児が１１件，正期産児が３件であった．また，ポジショニングの目的は，呼吸状態

改善５件，児の発達促進５件，児のストレス軽減４件，良肢位保持３件，不機嫌の解消１件，栄養状態改善１件であった．
ポジショニングの方法は，ポジショニングマットやタオルを使用した囲い込み，看護者の手で児の身体を包み込むホー

ルディングがみられた．
超低出生体重児において仰臥位と比較して腹臥位で呼吸状態が安定するという報告があった．

【結論】多くの研究は，低出生体重児・早産児を対象に行われており，正期産児を対象とした研究は少ない．また，実
施されるポジショニングの目的がさまざまであるため，ポジショニング方法も異なることが示唆される．

P５‐５

新生児にかかる体圧の比較

安宅 和佳奈（あたぎ わかな）（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）
藤浪 優花（ふじなみ ゆいか）（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）
［共同演者］小熊良佳（筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻）

川野亜津子（筑波大学医学医療系）
岡山久代（筑波大学医学医療系）

【目的】新生児は成人に比べ皮膚の生理機能が未熟であり褥瘡発生のハイリスク群とされている．褥瘡発生
には体圧が大きく影響しているが，新生児の体圧を測定した研究は少なく，それら先行研究では，児の体圧
はベビー用マットやコット上で一定の環境のみで測定されている．しかし児はコット上だけではなく，病棟
においては母親のベッドなど様々な条件に寝かされる．先行研究ではそのような状況を想定したものはな
い．様々な条件下で新生児を対象とした複数回の測定は侵襲があるため，今回はモデル人形を用いて測定し
た．
【方法】シートセンサー（XSENSOR社）を用い，３０００gのモデル人形（高研社）を褥婦のベッド（PARAMOUNT
社）・コット（PARAMOUNT社），台（全く除圧されていない環境）などに仰臥位で寝かせ，条件を変更
しながらの最大接触圧力を比較した．測定は１部位につき３回測定し，３回の最大値を採用した．
【結果】頭部の測定結果は，コット：４３．３mmHg，褥婦のベッド：３６．６mmHg，台：１１６．３mmHgであった．
また各条件にタオル１枚（２つ折り）を追加した結果は，それぞれ４３．１mmHg，３７．３mmHg，９０．２mmHg
であった．さらにタオルを２枚（２つ折り）にすると，それぞれ４３．８mmHg，３７．５mmHg，９０．９mmHgで
あった．
【結論】全く除圧されていない環境である台に児を寝かせた際が一番体圧は高く，コットやベッドに寝かせ
ると除圧されていた．成人の褥瘡ガイドラインでは体圧は４０mmHgを超えないようにとされているが，新
生児の頭部の体圧はコットで４０mmHgを超えており高い値であった．また，タオルを追加しても成人で安
全とされる値よりも高い値であった．新生児にかかる体圧は高く，またタオルを増やすと除圧されるが，コ
ットでは効果が期待できないと考えられる．このことから，タオルによる除圧を試みるよりコットのマット
そのものの改善が必要である．

川野亜津子（筑波大学医学医療系）／岡山久代（筑波大学医学医療系）
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P５‐６

マットレス仰臥位時の蒸れ感計測方法の検討

有松 崇行（ありまつ たかゆき）（パラマウントベッド株式会社）
［共同演者］田中 良（パラマウントベッド株式会社）

四谷淳子（福井大学医学部看護学科）

【目的】褥瘡発生要因には，圧力・ずれ力・蒸れがあり，蒸れに関しては計測方法の困難さ等から実験方法の確立がさ
れていない．そこで，本研究ではマットレス仰臥位時の蒸れ感計測方法の検討を行い，マットレスの防水タイプとドラ
イタイプのカバーとで比較評価した．
【方法】対象者は２０～４０代の健常成人５名，冷房２６℃設定の部屋で実施した．温湿度センサーは実験環境を測る１箇所，
対象者の左右肩甲骨下角点の中点，左右臀溝の中点の２箇所に設置した．センサーはマットレスの上にシーツを敷き，
その上に設置した．シーツや被験者の衣服，タオルケットは綿１００％とし，マット上に３０分仰臥位をとり，温湿度の実験
中の変化量を計測した．湿度は絶対湿度を計測した．実験はカバーが２つあるため，同時刻の２日にわけ，対象者の拘
束時間は１時間／日程度であった．各日の実験終了後に，官能評価として背中と臀部の蒸れ感と快適性を５件法で行った．
【結果】実験環境の温度の変化量は中央値で０．２５（-０．５－１．２）℃，湿度の変化量は-０．７（-２．２１－１．７）g/m３であった．寝
床内の湿度の変化量は，防水タイプ背中５．４（３．５－７．３）g/m３・臀部４．３（２．１－９．４）g/m３，ドライタイプ背中２．８（１．９－
９．７）g/m３・臀部４．６（-０．１－６．２）g/m３であった．統計的な有意差を判断するには n数が足りないが，ドライタイプのほ
うが通常防水タイプよりも湿度が低い傾向が見られた．温度は，カバーによる違いは大きくなく，官能評価は蒸れ感と
快適性に関して確認し，約２，３名は差があると回答した．
【結論】温湿度の計測は，恒温恒湿室など一定環境を保てる場所と，被験者を数時間／日にわたり拘束するため，簡便
に行うことはできない．今回，エアコンがある部屋で，被験者の拘束時間も少ない方法で実施することが可能で，マッ
トレス仰臥位時の蒸れ感を計測可能なことが示唆された．今後は n数を増やすとともにアンケート等の客観的な評価の
内容も検討する．

P６‐１ 計測と開発３

安全性の確保を目的とした足首硬縮予防リハビリテーション装置の開発

山口 孝弘（やまぐち たかひろ）（富山大学理工学教育部電気電子システム工学専攻）
［共同演者］戸田英樹（富山大学理工学教育部電気電子システム工学専攻）

杉原 新（富山大学理工学教育部電気電子システム工学専攻）

患者の歩行能力改善や拘縮予防として，足首リハビリテーションの機械化及び自動化が取り組まれてい
る．しかし，足首リハビリテーションの自動化は，患者の体重ほどの大きな力と適切な角度と力の制御が必
要，かつ，様々な状況下においても患者に怪我を負わせることがない装置設計を求められることから，現在
まで思うように進んでいない．本研究では，足首リハビリテーションの自動化のための安全機構を提案し，
安全機構の性能評価を行うことを目的とする．
本研究では，足首リハビリテーションの自動化を実現するために，二つの安全機構を取り入れた足首リハ
ビリテーション装置を提案する．（１）足首を押し込む初期角度の調整を手動で行う手動調整機構，（２）ナ
イロン糸を使用する機械的なヒューズとしての役割をもつ過負荷防止装置の開発を行い，これらの安全機構
を取り入れることで，装置の安全性の確保を図る．また，これらの安全機構を取り入れた足首リハビリテー
ション装置の評価試験として，従来装置との比較および過負荷防止装置の張力試験を行った．
評価試験の結果，手動調整機構により，足首の押し込みに掛かる処理時間は，従来までの自動制御のみの
押し込みと比較して，装置の処理時間を約５６％減らすことが出来た．また，過負荷防止装置の性能は，５８．０
Nのナイロン糸を使用した場合に３６．５±４．４Nでの可動を実現し，過負荷がかかった場合に足首にかかる力
をゼロにすることが可能になった．
提案する二つの安全機構により，足首を押し込む初期角度の調整は，従来の約５６％の時間での調整が可能
となり，角度調整時には，理学療法士が施術する徒手療法と同等の安全性が確保された．また，装置が誤作
動を起こし足首に過負荷がかかってしまう場合であっても，過負荷防止装置によって，足首の安全性を確保
することが可能となった．これらの機構は足首リハビリテーション装置の開発に有用であると考えられる．
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P６‐２

第５中足骨頭部の糖尿病性足潰瘍予防のために適した靴幅の検討

雨宮 歩（あめみや あゆみ）（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）
［共同演者］菅原久純（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）／小此木怜奈（自治医科大学附属さいたま医療セ

ンター）／山川広樹（Nature's walk 株式会社）／實石達也（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）
／田中裕二（千葉大学大学院看護学研究科生体看護学専門領域）／小宮山政敏（千葉大学大学院看護学研究科生
体看護学専門領域）／森武俊（東京大学大学院医学系研究科ライフサポート技術開発学（モルテン）寄付講座）

【目的】多くの糖尿病性足潰瘍は，発症前に胼胝（たこ）を形成する．胼胝・潰瘍好発部位の第５中足骨頭部の胼胝形
成と，幅が狭い靴を着用していることの関係が示されている．また，第５中足骨頭部に胼胝を形成する糖尿病患者は，
胼胝を形成しない者と比較して，その部分の最大せん断応力が高いことが明らかになっている．そこで本研究は，幅が
狭い靴の着用により胼胝形成と関連する最大せん断応力が高値になるかを確認し，足潰瘍予防のために適した靴幅を検
討することを目的とする．
【方法】健常者１７名を対象に立位で足のサイズを測定し，サイズに合わせた靴を義肢装具士が選定し，適した靴とした．
使用した実験用靴はEE幅で，糖尿病患者の潰瘍予防のために推奨されているものである．適した靴に厚さ６㎜のコルク
を挿入すると靴の内径が狭まり，普通とされる幅であるDから E幅となる．これを幅が狭い靴とした．それぞれの靴を
着用した状態で１５mを往復し，歩き始めと歩き終わりの３歩ずつを除き，１２歩以上を解析し比較した．外力の変数とし
て，１歩ごとの最大せん断応力，せん断応力時間積分値，最大圧力と圧力時間積分値を算出した．
【結果】幅が狭い靴着用時の最大せん断応力は平均４５．７±１６．４kPa，適した靴では平均３９．５±１２．９kPa であり，幅が狭い
靴を着用すると適した靴を着用した場合と比較し，最大せん断応力が有意に高値であることが示された（p＜０．００１）．ま
た，足と靴の適合度として足囲と靴内径の差の値を示すと，適した靴では平均＋０．７cm，幅が狭い靴では平均－０．３cmで
あった．その他の結果としてせん断応力時間積分値も，幅が狭い靴を着用すると適した靴と比較して有意に高値であっ
た．最大圧力と圧力時間積分値では，有意な差はみられなかった．
【結論】靴選択時に立位で足囲を測定し，足囲より大きめの靴を着用することで，第５中足骨頭部の胼胝形成と関連す
る最大せん断応力が小さくなり，胼胝・足潰瘍形成を予防できる可能性が示唆された．

P６‐３

高機能靴を用いた歩行訓練システムの開発

早川 恭弘（はやかわ やすひろ）（奈良工業高等専門学校 電子制御工学科）
［共同演者］長渡知明（奈良工業高等専門学校 電子制御工学科）

横田理樹（奈良工業高等専門学校 電子制御工学科）

本研究では，高齢者が自身で歩行訓練を行うことが出来，かつ使用環境を限定することのない高付加価値
歩行訓練システムの開発を行う．本システムは，歩行動作の補助を行う歩行アシスト装具，足裏荷重分布を
検出する高機能靴，歩行訓練中の安全確保と体の支持を行うアクティブ歩行器から構成されている．製作す
る歩行アシスト装具は，アクチュエータにゴム人工筋を使用しており，空気により駆動する空気圧機器であ
り，外力を伸縮性で吸収できる等のメリットを持つ．一般的に空気圧機器は，駆動に必要な圧力以上に圧縮
した空気をタンク等に蓄え，弁を介して随時使用していくシステムで構成され，圧縮空気を用意する為のエ
アーコンプレッサーが必要となる．流量と圧力そして安全性を兼ね備えたエアーコンプレッサーは大型で，
重量が重くなり，移動を目標とした歩行訓練で使用する機器の動力源として適さない．また，専用の小型タ
ンクを製作した場合，タンク自体の管理や充填に別の機器が必要になり，複雑化してしまう．そこで，今回
開発する歩行アシスト装具の動力源は，一般的に市販されているCO２ガスボンベを使用する．さらに，ガス
ボンベ単体では気温状態や残量により放出される空気の圧力が変動するため，CKD株式会社が製作する炭
酸ガスレギュレータにより，一定圧まで減圧した状態で使用する．提案するシステムの有効性を実験により
明らかにする．
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P６‐４

高齢者における腰部加速度変化量に基づく多重課題が歩容バランスに与える影響評価

前田 宏行（まえだ ひろゆき）（金沢大学自然科学研究科機械科学専攻）
［共同演者］正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系高齢者・リハビリテーション看護学分野）

渡辺哲陽（金沢大学理工研究域機械工学系）

【目的】転倒は日常生活中で発生する代表的な事故の一つであり，時に致命的な事態に至る原因になりうる．また，転
倒の多くは歩行動作中に発生すると報告されている．
そこで，本研究では，歩行動作中のバランスの可視化のために，被験者に対し直進歩行以外に複数の課題を与え，多

重課題条件下にすることで歩行の難度を上昇させ，被験者の身体動作に変化を発生させる．その時の被験者の腰部の加
速度の変化量について調べることで，多重課題が歩容バランスに与える影響を評価する．そして，歩行中に評価可能な
歩容バランスの評価方法の確立を目指す．
【方法】被験者の腰部に IMUセンサを取り付け，多重課題条件下において歩行を行ってもらう．また，センサから得ら
れた加速度，角速度データからカルマンフィルタを用いて，基準座標系に対するセンサ座標系への回転行列を計算する
ことで，歩行時の基準座標系における腰部の加速度を算出する．さらに，通常歩行時を基準とした場合の多重課題条件
下での腰部の加速度の増減率から多重課題が歩容バランスに与える影響の評価を行う．また，従来の転倒リスク評価方
法の結果と比較して本研究の妥当性を評価する．
【結果】歩行難易度が上昇するにつれて増減率が小さくなる傾向が見られた．このことから，多重課題が腰部の加速度
の増減率減少に影響していることが示唆された．また，増減率の変化が大きい被験者と小さい被験者が見られた．さら
に，従来の転倒リスク評価方法の結果と比較すると負の相関関係が得られた．
【結論】腰部の加速度の変化量について調べることで，多重課題が歩容バランスに与える影響を評価した．従来の転倒
リスク評価方法の結果と比較すると負の相関関係が得られ，歩行中のバランスを評価できることが示唆された．

P６‐５

第１報：グラビティMRI による筋ポンプ作用の測定可能性

澤� 拓人（さわざき たくと）（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻）
［共同演者］井内映美（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）／大野直樹（金沢大学医薬保健研究域保

健学系）／小林正和（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）／宮地利明（金沢大学医薬保
健研究域保健学系）／横川正美（金沢大学医薬保健研究域保健学系）／松本 勝（東京大学大学院医学系
研究科健康科学・看護学専攻）／臺 美佐子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）／大桑麻由美（金沢大
学医薬保健研究域保健学系）／中谷壽男（金沢大学医薬保健研究域保健学系）／須釜淳子（金沢大学新学
術創成研究機構）

【目的】高齢者は運動機能低下や活動量減少により下腿の筋ポンプ作用が低下するため，下腿浮腫が生じやすくなる．
筋ポンプ作用とは，「下腿の静脈弁の閉鎖と周囲の筋肉の収縮により静脈が圧迫され静脈血流を促す作用」である．筋ポ
ンプ作用の測定には様々な機器が使用されているが，静脈血流量のみの測定であり，筋肉と静脈を可視化し，面積を定
量化できる機器は使用されていない．筋肉と静脈面積を定量化することで，それらの血流上昇への関与が検討可能であ
る．本研究では，組織分解能が高く高精度な血流測定が可能なMRI を用いて，筋ポンプ作用が測定可能かを検討した．
【方法】筋ポンプ作用の測定には，任意の体位で撮像可能なMRI（グラビティMRI：日立製作所）を使用し，撮像体位
は立位とした．平均２５．６±３．６歳の男性３名と女性５名の８名を対象とした．筋ポンプ作用の定義より，「筋肉の収縮」
と「静脈の圧迫」を評価するために，下腿屈筋の弛緩時と収縮時の T１強調画像の撮像を行い，下腿屈筋面積と膝窩静脈
面積を測定した．また「静脈血流の促進」を評価するために，足関節底屈運動３０回／分の運動前後のPhase contrast 法
画像の撮像を行い，膝窩静脈血流量を測定した．分析は対応のある t検定を用いた．本研究は，金沢大学医学倫理審査委
員会（承認番号：４２）の承認を得て実施した．
【結果】下腿屈筋面積は，下腿屈筋の弛緩時と比べて収縮時で有意に大きくなり，特にヒラメ筋面積の変化が大きかっ
た．膝窩静脈面積は，下腿屈筋の弛緩時と比べて収縮時で有意に小さくなった．膝窩静脈血流量は，運動前０．５２±０．２５ml
/s と比べで運動後１．００±０．３２ml/s で有意に増加した．
【結論】グラビティMRI を用いて，筋ポンプ作用の評価に必要な下腿屈筋の弛緩時と収縮時の下腿屈筋面積と膝窩静脈
面積の変化と運動前後の膝窩静脈血流量の変化が測定可能であった．
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P６‐６

第２報：若年者における筋ポンプ作用の体位による違い

澤� 拓人（さわざき たくと）（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻）
［共同演者］井内映美（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）／大野直樹（金沢大学医薬保健研究域保

健学系）／小林正和（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）／宮地利明（金沢大学医薬保
健研究域保健学系）／横川正美（金沢大学医薬保健研究域保健学系）／松本 勝（東京大学大学院医学系
研究科健康科学・看護学専攻）／臺 美佐子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）／大桑麻由美（金沢大
学医薬保健研究域保健学系）／中谷壽男（金沢大学医薬保健研究域保健学系）／須釜淳子（金沢大学新学
術創成研究機構）

【目的】我々の先の研究でグラビティMRI を用いて筋ポンプ作用の測定が可能であった．これまで立位，仰臥位，座位
の３体位での筋ポンプ作用の比較はされておらず，体位によって筋ポンプ作用が異なるのか明らかでない．本研究では，
組織分解能が高く高精度な血流測定が可能なMRI を用いて，若年者における筋ポンプ作用の体位による違いを検討した．
【方法】平均２５．６±３．６歳の男性３名と女性５名の８名を対象とした．筋ポンプ作用の測定には，任意の体位で撮像可能
なMRI（グラビティMRI：日立製作所）を使用した．撮像体位は立位，仰臥位及び座位とした．下腿屈筋の弛緩時と収
縮時の T１強調画像の撮像を行い，下腿屈筋面積と膝窩静脈面積を測定した．足関節底屈運動３０回／分の運動前後のPhase
contrast 法画像の撮像を行い，膝窩静脈血流量を測定した．分析は対応のある t検定を用いた．本研究は，金沢大学医学
倫理審査委員会（承認番号：４２）の承認を得て実施した．
【結果】下腿屈筋面積は，全体位において下腿屈筋収縮時に有意に大きくなり，特にヒラメ筋面積の変化が大きかった．
膝窩静脈面積は，立位と仰臥位において下腿屈筋の弛緩時と比べて収縮時で有意に小さくなったが，座位では有意な変
化がなかった．運動前の膝窩静脈血流量は，立位では０．５２±０．２５ml/s，仰臥位では０．５７±０．１８ml/s，座位では０．６７±０．３９
ml/s となり，運動後には，それぞれ１．００±０．３２ml/s，０．８５±０．２３ml/s，０．８０±０．５１ml/s となり，立位と仰臥位では運動前
と比べて運動後に有意な上昇がみられた．
【結論】立位と仰臥位では，ヒラメ筋の収縮と膝窩静脈面積の縮小による膝窩静脈血流量の上昇が見られたが，座位で
は血流量の有意な上昇がなかった．座位で血流を上昇させるためには，運動負荷を増やす必要がある．

P７‐１ 臨床の実践４

精神症状が再燃し，家族に暴力行為があった統合失調症患者の自宅退院に向けたアプローチ

鷹合 洋一（たかご よういち）（金沢医科大学病院）

【目的】多職種と連携を図りながら退院支援を行うことで自宅退院に至った患者の事例を振り返り，家族からの支援が
得られにくい患者の自宅退院へと繋ぐための効果的な介入についての示唆を得る．
【方法】研究デザイン：事例報告
分析方法：患者への関わりのプロセスを振り返り，有効と考えられた支援を考察する．
倫理的配慮：個人情報の保護について十分配慮することを書面で説明し同意を得た．
【結果】４０歳代男性，２０歳代で統合失調症を発症し当院入院歴あり．通院は不規則であったが，受診できない時は父親
（キーパーソン）が内服を取りに行き服用していた．姉は県外に嫁ぎ，患者とは疎遠．父親の病死後，母親（認知症）
と２人暮らしとなった患者は，通院や服薬が不規則となり，症状が再燃し母親への暴力行為のため措置入院となった．
入院後，患者は自宅退院を希望していたが，姉夫婦は患者をサポートする人がいないこと，母親の病状や患者との関

係について不安があり，転院を希望していた．姉夫婦をキーパソンとしカンファレンスを繰り返し行い，これまでは父
親のサポートで服薬できており，地域での生活に問題がなかったことや，服薬の継続が症状の再燃を予防できることを
説明し理解を求め，自宅退院に向けて調整していった．面会毎に病状が落ち着き，家族も自宅退院への協力が得られる
ようになった．今後起こりうる問題として患者と母親との会話がかみ合わず，感情的になり行動化する可能性があった．
また，患者は通院・内服継続にはお金がかかるなど金銭面の不安が大きく中断が予測された．そのため訪問看護の導入，
通院場所の調整のため退院前訪問を実施し，実際の生活状況を把握した．訪問後，地域サービスの導入を検討し，自宅
退院へと繋げることができた．
【結論】・早期から家族を交えた多職種カンファレンスを実施し，家族の不安を軽減できるように関わる．
・退院前訪問を行うことで，予測される困難に対して適切な社会資源の導入が可能となる．
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P７‐２

P７‐３

地域包括ケア病棟における看護管理・看護ケアの実態と課題
－病棟看護師長へのグループインタビューから－

田淵 知世（たぶち ともよ）（石川県立看護大学看護学部）
［共同演者］笠嶋凪紗（石川県立中央病院）

田嶋瑞穂（加賀市医療センター）
丸岡直子（石川県立看護大学看護学部）

【目的】平成２６年度の診療報酬改定により新設された地域包括ケア病棟の機能は，急性期医療を経た患者の在宅復帰支
援など多岐にわたるため，病棟運営における看護師長の役割は重要である．本研究の目的は，地域包括ケア病棟におけ
る退院支援の実態と課題を看護管理上の視点から明らかにすることである．
【方法】対象は，A県内の地域包括ケア病棟を担当する看護師長で研究協力を得た７名とした．調査方法は，半構成的な
グループインタビュー（１回９０分）を施設名簿順に２回に分けて実施した．内容は，地域包括ケア病棟における退院支
援のプロセスと支援体制，病床管理，病棟看護師の退院支援力，チーム医療や地域連携に関する課題，患者への退院支
援に地域包括ケア病棟はどのように貢献しているかとした．インタビューは平成２８年８月に実施した．インタビュー内
容から作成した逐語録を質的記述的に分析した．
石川県立看護大学倫理委員会による承認（看大第３５５号）を得て実施した．

【結果】看護師長は，【治療が削げ落ちたゆとりを患者・医療職の双方から感じる】ものの，【看護師配置基準変更に伴
う業務改善を迫られる】なか【看護師にありとあらゆる患者への退院支援力を向上させる】とともに，自らも【退院支
援がスムーズに進むように患者の受け入れ準備】をし，退院後を見据えて【地域・外来・病棟間をつなげるために多職
種間での情報共有を強化】していた．医療の動向，経営方針，看護師の気持ちが揺れ動くなかでも【ぶれずに病棟を引っ
張っていかなくてはいけない】という使命感を持って病棟を運営していた．
【結論】地域包括ケア病棟において，看護師長はぶれずに看護師を引っ張っていくことが重要だと考えていた．今後の
課題は，退院後の患者家族からの評価を退院支援力の向上につなげることである．また，院内全体で退院支援力が向上
するように，病棟間連携の強化が管理職に求められている．

取り下げ
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P７‐４

地域包括ケア病棟における退院支援の実態と課題
－退院調整看護師へのグループインタビューから－

笠嶋 凪紗（かさしま なぎさ）（石川県立中央病院）
［共同演者］田嶋瑞穂（加賀市医療センター）

田淵知世（石川県立看護大学看護学部）
丸岡直子（石川県立看護大学看護学部）

【目的】地域包括ケア病棟は２０１４年の診療報酬改定により新設され，主たる機能は急性期医療を経過した患者の在宅復
帰支援であり，この支援には病棟看護師と退院調整看護師の連携が重要である．そこで，本研究の目的は，地域包括ケ
ア病棟の退院支援に果たす退院調整看護師の役割と課題を明らかにすることである．
【方法】対象は，A県内の地域包括ケア病棟を有する病院の退院調整部門に所属する退院調整看護師で研究参加の同意が
得られた１０名とした．
調査方法は，５名１組の半構成的グループインタビュー（１回９０分）を２０１６年８月に実施した．インタビュー内容は，

病院内および地域包括ケア病棟に対する退院調整看護師の役割，地域包括ケア病棟での退院支援の課題，患者への退院
支援に地域包括ケア病棟はどのように貢献しているか，である．逐語録を作成し，質的記述的に分析した．
本研究は，石川県立看護大学倫理委員会の承認（看大第３５５号）を得て実施した．

【結果】２３のサブカテゴリーから，最終的に７つのカテゴリーを抽出した．
退院調整看護師は【地域包括ケア病棟は現代の“駆け込み寺”のような役割がある】と捉えるとともに，患者・家族

に対して【退院支援の質を確保できる】病棟であると考えていた．退院調整看護師は【安心できる退院を目指して看護
師をサポートする】とともに退院調整看護師として【専門性を発揮して退院支援に参画する】取り組みを行っていた．
一方で，【病棟での退院支援には課題がある】【退院調整看護師としての課題を自覚する】や，退院支援の発展のため

には【患者の退院後における看護のフィードバックが重要である】と自覚していた．
【結論】退院調整看護師の役割は，看護師の支援や教育，多職種連携の架け橋であった．在院日数短縮化の中，医療的
管理を抱えつつ退院する人々が安心して退院できる環境整備のため，課題解決に向けた検討の必要性が示唆された．

P７‐５

地域包括ケア病棟における退院支援の実態と課題
―看護師へのグループインタビューから―

田嶋 瑞穂（たじま みずほ）（加賀市医療センター）
［共同演者］笠嶋凪紗（石川県立中央病院）

田淵知世（石川県立看護大学看護学部）
丸岡直子（石川県立看護大学看護学部）

【目的】地域包括ケア病棟は平成２６年度の診療報酬改定により新設され，主たる機能は急性期医療を経過した患者の在
宅復帰支援であり，病棟数は急速に増加している．そこで，本研究の目的は，地域包括ケア病棟における退院支援の実
態と課題を，病棟看護師の立場から明らかにすることである．
【方法】研究協力を得たA県内８病院の地域包括ケア病棟開設当初から勤務し，実務経験が３年以上で退院支援の中心
的役割を担ったことがある看護師８名を対象にグループインタビューを平成２８年８月に実施した．
調査内容は，①地域包括ケア病棟の入院患者に実施している退院支援のプロセスと内容，②退院支援を行う上での課

題，③患者への退院支援に地域包括ケア病棟はどのように貢献しているかであった．インタビュー内容から逐語録を作
成し，研究目的に関連するワードや文章を抽出し，コード化した．コードの類似性・差異性を検討し，カテゴリー化し
た．
本研究は石川県立看護大学倫理委員会の承認（看大第３５５号）を得て実施した．

【結果】看護師は，【患者・家族の人生の一部をお手伝いしている】という気持ちで患者・家族の退院後の希望・思いを
聞き，入院期間を意識しながら【チームで生活者である患者・家族と関わる】ことを行っていた．また，多様な疾患の
患者に対して【病棟全体で学びを共有しスキルを高める】という努力を重ねていた．しかし，急性期病棟での情報収集
不足や病院経営に左右されることで，適した退院支援が行えないことから【６０日という在院日数内に退院支援すること
は難しい】という困難を感じていた．
【結論】急性期病棟に入院した時点から，患者の退院後の生活を見据えた情報収集の強化と病院内外との継続看護の体
制整備の必要性が示唆された．
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P７‐６

整形外科患者の社会復帰に関する現状

中澤 瞳（なかざわ ひとみ）（石川県立中央病院）
［共同演者］坂本夕子（石川県立中央病院）

牧野巳恵（石川県立中央病院）
橋田可奈子（石川県立中央病院）
東川世奈（石川県立中央病院）

【目的】先行研究では，整形外科患者の日常生活に対する困難と対処に関しては明らかになっているが，整形外科患者
の復職に関する困難については明らかにされていない．そこで整形外科患者の社会復帰に関する現状を明らかにし，入
院中に看護師が求められる支援は何かを明らかにするために研究に取り組んだ．
【方法】研究期間：２０１６年８月～１１月．研究対象：①受傷時就労している．②青壮年期の同意が得られた患者３名．③
退院後１年以内．研究方法：半構成的面接法で聴取した．分析方法：各事例のインタビュー項目ごとに会話を一文化し，
抽出した思いや行動をカテゴリー分けした．倫理的配慮：インタビューで得た情報は研究以外では使用しないことを文
章と口頭にて説明し，署名による参加同意を得た．
【結果】分析結果：４９個のコードを抽出し，【身体機能】【疾患に対する感情】【職場に関して】【身体症状】【必要な支援】
の５個のカテゴリーと『日常生活動作』『リハビリ』『正の感情』『負の感情』『工夫』『復帰』『疼痛』『看護師に対して』
『リハビリテーション（以下リハビリとする）に対して』の９個のサブカテゴリーに分類した．看護師に対し希望する
支援は，疼痛コントロール，リハビリへのモチベーションを保持できる声かけなど心理的サポートや病棟でも可能なリ
ハビリ方法などの情報を求める声が聞かれた．
【結論】看護師に希望する支援として情報を求める声が聞かれたことにより他職種との橋渡しが必要である．薬剤師と
協働し服薬指導を行う，日々の看護を通して患者が求めている情報を把握し，リハビリスタッフと情報共有，退院後の
生活を見据えた動作訓練ができるよう支援していく．心理的サポートとしてリハビリへのモチベーションを維持できる
よう患者の努力を認め出来ることを伝えていく．

P８‐１ 計測

網羅的スキンブロッティングの開発に向けた基礎的検討

大貝 和裕（おおがい かずひろ）（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）
［共同演者］青木未来（金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻）

峰松健夫（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻）
真田弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻）
須釜淳子（金沢大学新学術創成研究機構）

【目的】スキンブロッティングは非侵襲的に皮膚内部の可溶性タンパク質（炎症性サイトカインなど）を検
出できる方法であり（Minematsu et al., Adv２０１４），肥満，スキン－テア，褥瘡といった皮膚脆弱性の客観
的評価に応用されつつある．現行のスキンブロッティングでは，標的とするタンパク質をあらかじめ決定し
ておく必要がある．本研究ではスキンブロッティングを，例えば「肥満者の皮膚で増加・減少するタンパク
質を網羅的に解析する」といった探索的研究に応用すべく，スキンブロッティングを一般的なペプチド分析
と組み合わせることを検討した．
【方法】スキンブロッティングによって得られた皮膚内部タンパク質を回収・濃縮した後，SDS-ポリアク
リルアミド電気泳動（PAGE）でタンパク質のサイズごとに分離し，銀染色によってタンパク質を可視化し
た．その後，代表的なタンパク質バンド（本研究では濃度の高い６つに限定）を切り出し，質量分析（nanoLC
-MS/MS）によってタンパク質の同定（ペプチド解析）を試みた．本研究は金沢大学医学倫理審査委員会の
承認を受けている（No．７５７－１）．
【結果】切り出したタンパク質バンド６つのうち５つのペプチド解析に成功し，それぞれトランスグルタミ
ナーゼ-３（前駆体／活性体），ケラチン-１０，アルギナーゼ，グリセルアルデヒド-３-リン酸デヒドロゲナー
ゼであると同定できた．
【結論】スキンブロッティングとペプチド分析を組み合わせることによって，皮膚内部の可溶性タンパク質
を網羅的に解析できる可能性が示唆された．この方法を応用し，スキンブロッティングで検出できるタンパ
ク質のうち，疾患特異的に変化するタンパク質を決定できれば，新たなバイオマーカーの探索につながるこ
とが期待される．
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P８‐２

皮膚常在菌回収方法としてのテープストリップ法において，粘着剤の違いが皮膚常在菌の回収効
率に与える影響に関する検討

大貝 和裕（おおがい かずひろ）（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）
［共同演者］柴田佳奈（金沢大学医薬保健学域保健学類）／松原瑛美（金沢大学医薬保健学域保健学類）

長瀬賢史（金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻）／岡本成史（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
須釜淳子（金沢大学新学術創成研究機構）

【目的】近年，皮膚常在菌のインバランスと，アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患との関連が報告されるなど，皮
膚常在菌の研究が注目されている．皮膚常在菌を回収する方法にスワブ（綿棒）法があるが，素材や擦過の仕方によっ
て皮膚常在菌の回収効率が安定しないことが知られている．演者らは，皮膚にテープを貼ってはがすことで安定的かつ
効率よく皮膚常在菌を回収するテープストリップ法を提唱している．本研究では，テープの粘着剤の違いが皮膚常在菌
の回収効率に与える影響について検討した．
【方法】本研究は金沢大学医学倫理審査委員会の承認を得ている（No. HS２８－３３－１）．用いたテープは３種類の医療用
滅菌ドレッシング材（粘着剤：アクリル系，シリコン系，ウレタン系）である．皮膚疾患を有さない健常若年者１２名（２０
－２１歳，男性５名，女性７名）を対象者とした．書面によるインフォームドコンセントを取得後，背部に３種類のテー
プを貼付した．５分後，貼付した順にテープを剥離し，各テープを血液寒天培地に貼り付け，一定期間培養した．培養
後，細菌のコロニーを回収し，菌種特異的PCRによって菌種の有無を決定した．粘着剤による菌種ごとの検出比を，フ
ィッシャーの正確確率検定によって比較した．
【結果】検出された皮膚常在菌の種類について，アクリル系が最も多くの種類の皮膚常在菌を検出でき，ウレタン系が
それに準ずる検出数であり，シリコン系の検出数が最も少ない傾向が認められた．ただし，統計学的にはどの菌種にお
いても，粘着剤の違いによる有意な差は認められなかった．
【結論】皮膚常在菌の回収にテープストリップ法を用いる場合，回収効率はアクリル系≧ウレタン系＞シリコン系であ
ることが判明した．アクリル系粘着剤は他の粘着剤に比べて粘着力が大きいため，皮膚が脆弱な高齢者などに適用する
場合はウレタン系粘着剤の使用を検討する必要があると考えられる．

P８‐３

高齢者－若年者間における皮膚細菌叢を構成する細菌群の比較

長瀬 賢史（ながせ さとし）（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻病態検査学講座）
［共同演者］大貝和裕（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）／向井加奈恵（金沢大学医薬保健研究域

保健学系看護科学領域臨床実践看護学講座）／浦井珠恵（金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域
臨床実践看護学講座）／須釜淳子（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター）（金沢大学医薬保
健研究域保健学系看護科学領域臨床実践看護学講座）（金沢大学新学術創成研究機構）／岡本成史（金沢大
学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻病態検査学講座）（金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学セ
ンター）

【目的】近年，各種皮膚疾患発症と皮膚細菌叢の構成の関連性が示唆されている．高齢者は，若年者と比べて各種皮膚
疾患に罹患しやすい傾向にあるが，その理由が加齢による皮膚細菌叢構成の変化によるものかどうかは明らかでない．
そこで本研究では，高齢者と若年者の皮膚細菌叢を構成する細菌群の相違を明らかにすることを目的とし，以下の解析
を行った．
【方法】対象者は若年健常者８名（２０～２４歳），高齢健常者８名（７５～８９歳）とした．皮膚細菌叢の採取は滅菌テープを
背部の皮膚に貼付し，１０分後に剥離することにより行った．剥離したテープから細菌DNAを抽出し，１６S rRNAの V３V
４領域をターゲットにPCRを行った．その後，MiSeq を用いた次世代シーケンス解析を行い，細菌叢の分布を検討した．
本研究は金沢大学医学倫理審査委員会の承認を受けて行った．
【結果】高齢者と若年者における皮膚細菌叢の比較検討を行った．その結果，高齢者の皮膚細菌叢は，若年者と比較し
て細菌叢の多様性の指標である α多様性指数が有意に減少していた．また，高齢者では Propionibacterium 属などの皮膚
常在細菌叢を構成する細菌種の分布が減少する傾向にあることが明らかとなった．さらに，一部の高齢者において日和
見感染症の原因菌となりうる Acinetobacter 属などの細菌種がドミナントになっていることを見出した．
【結論】各種皮膚疾患を発症しやすい高齢者は，若年者と比べ，皮膚細菌叢の多様性が小さく，一部の被験者において
日和見感染症の原因となりうる細菌種がドミナントになっていることを見出した．皮膚細菌叢の多様性の低下は各種皮
膚疾患発症に関与するという報告があることから，高齢者での皮膚細菌叢の多様性低下が皮膚疾患発症と関連する可能
性が示唆された．現在，重篤な皮膚疾患を罹患しやすい高齢入院患者の皮膚細菌叢構成の詳細について解析中である．



114

一般演題 ポスター発表

P８‐４

肥満者に対する最適な経皮的与薬方法の検討
－皮膚内シトクロムP４５０発現変動の検証－

前澤 美佳（まえざわ みか）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）
［共同演者］槇原弘子（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）（横浜市立大学大学院医学研究科

看護学専攻周麻酔期看護学分野）／伊吹 愛（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分
野）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）／赤瀬智子（横浜市立大学大学院医
学研究科看護学専攻看護生命科学分野）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）

【目的】近年，患者の身体的特徴等を考慮し，最適な与薬方法を検討する「看護薬剤学」の重要性が認識されはじめて
いる．薬物代謝は主に肝臓で行われ，代謝において最も重要な酵素はシトクロムP４５０（CYP）と呼ばれる酵素群である
が，近年，ヒトの肝臓等におけるCYP酵素群の発現が，肥満によって変化することが明らかとなってきている．先行研
究では，このCYP酵素群がヒトの皮膚ケラチノサイトにも発現していることが報告されており，経皮吸収型製剤におい
て，吸収の過程で代謝を受けていると考えられる．皮膚内CYP酵素群の発現変動は，薬物の血中濃度の変動に伴い薬理
作用に影響を及ぼす可能性が示唆され，看護師が行う与薬管理において見過ごせない課題である．しかしながら，皮膚
内CYP酵素群の発現における肥満の影響は明らかとなっていない．そこで，本研究ではCYP酵素群の中で最も多くの
薬物代謝に関与しているCYP３A４に着目し，ヒトの皮膚組織を用いて肥満に伴う発現変動を検証することにより，個々
の患者の肥満度に応じた新しい経皮的与薬方法の確立を目指す．
【方法】乳房再建術を施行する患者を対象とし，手術時に腹部の余剰皮膚を採取した．BMI＜２５を非肥満群，２５≦BMI を
肥満群とし，免疫組織染色法により，肥満群と非肥満群におけるCYP３A４の発現や局在について組織学的比較を行っ
た．
【結果・結論】免疫組織染色法による組織学的解析から，表皮ケラチノサイトにおいてCYP３A４酵素に対するシグナ
ルが認められた．また，肥満群では，非肥満群と比較して発現の低下傾向を示した．以上の結果より，皮膚における薬
物代謝が肥満によって変動している可能性が示唆された．さらに，RT-PCR法によってmRNAレベルの発現変動に関し
ても解析予定である．

P８‐５

肥満に対する疼痛看護ケア方法の開発①
－肥満モデルマウスを用いた皮膚神経線維の基礎的検討－

大山 亜希子（おおやま あきこ）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）
［共同演者］堀井麻里子（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）／槇原弘子（横浜市立大学大

学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学
分野）／伊吹 愛（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）（横浜市立大学大学院
医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）／赤瀬智子（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔
期看護学分野）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）

【目的】肥満は，術後創部痛の増悪など疼痛との関連が報告されているが，現在まで十分に解明されていない．疼痛管
理はQOLに大きく影響し，重要な看護ケア課題の一つである．そこで我々は，肥満に対する疼痛看護ケア方法の開発を
目指して，肥満と疼痛に関連した病態メカニズムを解明することを目的とし，神経線維の形態変化とその制御分子とし
て軸策ガイダンス分子に着目して解析を行った．
【方法】肥満モデルである TSODマウスと，対照マウスである TSNOマウスおよび TSODマウスに高脂肪食を摂取させ
た重度肥満モデル TSOD-HF マウスを用いて解析を行なった（n＝９，１２週齢，雄）．抗 protein gene product９．５（PGP９．５）
抗体を用いて免疫組織染色を行い，神経線維密度を算出した．また，神経線維数変動のメカニズムとして，神経の伸長・
増生を制御する軸策ガイダンス分子のmRNA発現量をRT-PCR法によって定量した．
【結果】抗PGP９．５抗体で染色された自由神経終末は，表皮真皮境界部に観察され，TSNOと比較し TSODでは，神経
線維密度に増加傾向が認められた．さらに各ガイダンス分子の遺伝子発現を解析した結果，NGFの有意な減少と，Sema
３Aの減少傾向が認められた．さらに，肥満を促進させた TSOD-HF では，TSODと比較し，NGF,Sema３A発現量の有
意な減少が確認された．
【結論】神経線維の伸長はNGF,Sema３Aのバランスによって制御されていることが報告されているが，肥満モデルマ
ウスにおける神経線維密度の増加から，特に反発性の分子であるSema３Aの発現低下が重要な役割を果たしていると考
えられた．これらの結果から，肥満による疼痛感度の変動が示唆されており，ヒトの皮膚組織を用いた検証を踏まえて，
Sema３Aを新たな創薬ターゲットとした疼痛看護ケア方法の開発を目指していく．
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P８‐６

肥満に対する疼痛看護ケア方法の開発②－ヒト検体を用いた基礎的検討－

堀井 麻里子（ほりい まりこ）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）
［共同演者］大山亜希子（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）／槇原弘子（横浜市立大学

大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護
学分野）／伊吹 愛（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護生命科学分野）（横浜市立大学大学院
医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）／赤瀬智子（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻看護
生命科学分野）（横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻周麻酔期看護学分野）

【目的】世界的に重大な健康問題の１つとなっている肥満は，生活習慣病やがんなど様々な疾患の原因因子であり，肥
満が身体の健康に与える影響については多くの研究が行われている．その中で，肥満が皮膚における疼痛感受性などの
知覚に影響を与える可能性が示唆されているが，詳細は明らかになっていない．我々は，肥満モデルマウスを用いて，
疼痛の受容と伝達を担う神経線維の形態変化と，神経線維の伸長および退縮を制御する軸策ガイダンス分子の発現変動
を解析してきた．その結果，表皮真皮境界部における神経線維数の，肥満による増加傾向と，軸策ガイダンス分子のmRNA
発現における有意な変動が認められた．そこで，本研究ではモデルマウスで得られた解析結果を，ヒトの皮膚組織にお
いて検証し，肥満による疼痛感覚の変動について解析することを目的とする．
【方法】腹直筋皮弁法にて乳房再建術を施行する患者を対象とし，手術時の腹部残余皮膚を用いて解析を行なった．BMI
＜２５を非肥満群，２５≦BMI を肥満群とし，抗 protein gene product９．５抗体を用いた免疫染色法により，皮膚における神
経線維の形態変化を観察した．また，非肥満群と肥満群で神経伸長を制御する誘因性因子のNGFと反発性因子のSema
３AのmRNA発現量をRT-PCR法によって定量した．
【結果】ガイダンス分子のmRNA発現量の解析から，肥満群においてSema３Aの有意な低下が認められた．一方で，NGF
の有意な変動は認められなかった．
【結論】Sema３AのmRNA発現変動はモデルマウスで得られた結果と一致しており，肥満により神経伸長・増生が皮
膚で生じていることが示唆された．今後，人の皮膚における神経線維の形態変化と合わせて，さらに検証を行い，肥満
による知覚の変動の有無を明らかにすることによって，個別性を重視した疼痛ケアへとつなげる．

P９‐１ 計測と開発・基礎

皮膚動画に基づく生体情報計測の際の照明条件について

近藤 理子（こんどう のりこ）（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）
［共同演者］太田裕治（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

長澤夏子（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）
才脇直樹（奈良女子大学大学院人間文化研究科）

【目的】近年，人々の健康を守るための診断や治療といった医療の高度化が求められている状況の中で，光学技術を生
物・医学分野へ応用する生体医用工学が進歩を遂げている．その中でも画像情報に基づくことで使用者への負担が少な
い，非侵襲・非接触・無拘束にて生体情報を得る研究が進められている．本研究の目的はビデオカメラを用いてストレ
スモニタリングを行うシステムの構築である．カメラを用いて人体を撮影する際，撮影条件の課題として，看護現場や
介護現場で使えるようにするためには就寝中も情報を得たいが，照度が低いと動画が撮影できないという点がある．そ
のため，今回は生体情報取得の際の信号ノイズ比と照度並びに framerate の条件に関し検討を行った．
【方法】手のひらや顔などの皮膚表面をカメラを使用し動画像として撮影し，動画像中の関心領域内の平均輝度値の時
間変化を計測することで皮膚血流情報を得ることができる．そして，この皮膚血流情報から心拍数や平均呼吸数等を非
接触で計測することが可能となっている．この手法を使用し，様々な現場での使用を可能とするために照度を３００lx（読
書），２００lx（食卓），１００lx（玄関），５０lx（トイレ），１５lx（寝室），５lx（深夜）としたうえで，各照度に対し framerate を
１２０fps，１００fps，９０fps，６０fps，５０fps，３０fps に変化させて信号ノイズ比を評価した．本計測は直流駆動のハロゲンラン
プのみを光源として扱い被計測者を撮影した．ビデオカメラ（VCC-H１６００，DigiMo Co．）を用いて６４０×４８０pixel に設定
し撮影した．撮影した動画像をPC上で各種の画像演算処理をMATLAB２０１６b（MathWorks, Signal Processing toolbox,
Image Processing Toolbox）を用いて行った．
【結果】平均心拍測定での場合，５lx（深夜の寝室）であっても撮影可能であることがわかった．また，瞬時心拍測定に
は１６dB以上の信号ノイズ比が必要であり，３００lx では１２０fps 以下の framerate，２００lx ならびに１００lx では９０fps 以下の fram-
erate，５０lx では５０fps 以下の frame rate であれば皮膚血流情報を得られることがわかった．
【結論】信号ノイズ比に対する照度と framerate の依存性は照度値が小さい場合であっても frame rate を下げることによ
り撮影可能となることがわかった．
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P９‐２

電気インピーダンス計測を用いた生体蛋白濃度測定システムの開発

平川 侃（ひらかわ つよし）（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）
［共同演者］松下和生（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）／坂本翔大（大阪電気通信大学医療福祉工

学部医療福祉工学科）／岩津星吾（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）／渡辺晃也（橋本
市民病院）／木戸倫子（大阪大学医療系研究科保健学専攻）／石井豊恵（神戸大学大学院保健学研究科）
／長倉俊明（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

【目的】低蛋白血症には蛋白質が体外に大量に排出されるネフローゼ症候群，また蛋白質合成の低下した肝
硬変，体液貯留により血中アルブミンが低下する心不全などがある．いずれも血清総蛋白の異常が起こるの
で，これを計測できることが望ましい．現在この蛋白質異常の検査方法は採血による生化学的方法が用いら
れる．しかし，この血液検査は，定量性には優れているものの，約２～３時間を要することと連続計測が出
来ない欠点を持つ．蛋白質濃度を計測するための時間を短縮すること，連続計測を目指して電気インピーダ
ンス法による開発を行った．
【方法】電気インピーダンスにより水溶液中の蛋白質濃度が計測できるか確認するために，蛋白質として牛
乳やアルブミンと電解質として塩化ナトリウム，塩化カリウムを用いて血漿を模擬した溶液を作り，銅板電
極を用いてインピーダンスアナライザーにより周波数５HZ～５MHz，蛋白質濃度１g/dL～５g/dL，電解質
濃度は４mEq/L～１４０mEq/L の範囲で変化させ水溶液のインピーダンスを計測した．
【結果】５０kHz 中間周波以上では，蛋白以外のイオンが電気伝導に支配的になり，蛋白の濃度に依存するイ
ンピーダンス変化がなかった．蛋白の血中濃度計測には０．５kHz～１kHz の周波数帯が適していることが分
かった．
【結論】蛋白質濃度はインピーダンス計測により低周波で可能であり，生体を流れる電流は低周波では細胞
外液を流れ，高周波のときは細胞内も流れる．すなわち低周波で蛋白質濃度を計測すると，細胞内液の蛋白
質濃度は影響せずに，細胞外液である血中の蛋白濃度を測定することが可能である．よって電気インピーダ
ンス法によって，非侵襲的に血中蛋白質を測定できるシステムを作成できると考えられる．

P９‐３

マウス下肢慢性リンパ浮腫モデル作製に向けて

中島 由加里（なかじま ゆかり）（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻）（日本学術振興会特別研究員DC）
［共同演者］浅野きみ（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻）（金沢医科大学看護学部）／向井加奈恵（金

沢大学医薬保健研究域保健学系）／浦井珠恵（金沢大学新学術創成研究機構）／大桑麻由美（金沢大学医
薬保健研究域保健学系）／須釜淳子（金沢大学新学術創成研究機構）／中谷壽男（金沢大学医薬保健研究
域保健学系）

【目的】動物で下肢の慢性リンパ浮腫を作製しようとしても，長期間浮腫は持続せず消失してしまう．我々
のこれまでの研究で，マウス下肢から鼠径部を通り腋窩へ向かう集合リンパ管の一部は腹腔内へ入り，胸管
へ流れることで下肢のリンパドレナージに貢献していることが明らかとなった．よって，下肢から腹腔内へ
流入するリンパの流れを遮断することがモデル確立に必要であると考えた．本研究では，マウス下肢の全て
のリンパ流を外科的に遮断し，慢性リンパ浮腫モデルが作製可能か検討した．
【方法】１２週齢雄性マウスの右鼠径リンパ節（LN），右膝窩 LN，右腸骨 LNを切除後，約６０日間飼育した．
右下肢を手術側，左下肢を対象側とした．手術後０，３，１０，３０，６０日目の下肢周囲径と体積の測定，Indo-
cyanine green（ICG）によるリンパ流の観察を行った．６２日目に ICG残存程度からリンパうっ滞率を算出
し，下肢外側皮膚組織を採取した．毛細リンパ管（抗 LYVE－１抗体），炎症（抗CD４＋細胞抗体），真皮
と脂肪組織の線維化（抗Collagen I 抗体）の比較のために免疫染色を実施した．本実験は，金沢大学動物
実験委員会にて承認された（AP－１６３７６４）．
【結果】手術後６０日目の下肢周囲径，体積は手術側の方が有意に大きく，６２日目のリンパのうっ滞率，真皮
中の毛細リンパ管の面積，CD４＋陽性細胞数も手術側の方が有意に大きかった．真皮と脂肪組織の線維化
は同程度であった．
【結論】下肢のリンパ流を全て遮断した結果，下肢周囲径や体積，リンパうっ滞の増加，毛細リンパ管の拡
張，炎症反応の増加を認めた．しかし，外科的手術だけでは完全にリンパ流を遮断できず，リンパ流は再開
した．この再開したリンパ排泄経路の構造や成り立ちを明らかにすることで，ヒトでも長期間リンパ流が保
持可能なリンパ管が再建でき，リンパ浮腫発生減少に寄与すると考える．
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P９‐４

唾液腺保護ケア開発を目指したマウス唾液腺培養モデル構築の試みにおける
Serum Replacement の効果について

関亦 明子（せきまた あきこ）（山形大学医学部看護学科）
［共同演者］阿蘓裕子（山形大学医学部看護学科）／推名祐美（山形大学医学部看護学科）

本間千明（山形大学医学部看護学科）／柳橋志帆（山形大学医学部看護学科）
関亦正幸（福島県立医科大学医学部）

【背景と目的】がん治療で高頻度に発生する口腔粘膜炎の原因のひとつである唾液分泌低下は，化学療法や
放射線療法によって唾液腺が障害されることで発生する．我々は，口腔粘膜炎発生減少に向けて，唾液腺の
保護と唾液分泌低下の予防（protection and prevention）ケア開発を目指し，唾液腺防護剤探索や唾液腺保
護ケア開発のエビデンス取得に使用できる“唾液腺細胞培養モデル構築”に，これまで取り組んできた．昨
年は，マウス顎下腺上皮組織を単一細胞に分散させた初代培養が可能になったことを報告した．今回は，培
地の改良を行なったので報告する．
【方法】妊娠１３日目のマウス（Jcl : ICR）胎児より摘出した顎下腺原基から，間葉組織を除去して上皮組織
のみとし，細胞を単一細胞に分散させ，３x１０４～３x１０５cells/cm２の密度で９６穴，または４８穴培養プレートに
播種した．無血清基礎培地に添加した各種因子の有無による細胞増殖の様子を観察した．
【結果】単一細胞に分散させた顎下腺上皮細胞をSerum Replacement 添加の有無（＋or－），Wnt３a + R-
sponding-１添加の有無（＋or－）で培養した．Serum Replacement（＋）の培地では，Wnt３a + R-spond-
ing-１（＋）（－）に関わらず，顕著な細胞増殖の促進が観察された．しかも細胞の形態は敷石状で均一で
あり，上皮細胞の典型的な増殖形態を示した．
【結論と今後の展望】マウス胎児顎下腺原基の上皮細胞初代培養において，Serum Replacement を添加す
ることで顕著な細胞増殖の促進と上皮細胞特有の敷石状の形態が観察された．今後，マウス顎下腺上皮細胞
を単一細胞に分散させた初代培養培地にはSerum Replacement を添加して用いることとした．

P９‐５

力学データに基づく口腔ケアの訓練・評価システムの開発に向けた歪ゲージを用いた歯列モデル
の作製

森川 茂廣（もりかわ しげひろ）（滋賀医科大学神経難病研究センターMR医学研究部門）
［共同演者］王 忠奎（立命館大学理工学部ロボティクス学科）

平井慎一（立命館大学理工学部ロボティクス学科）

【目的】口腔ケアは，近年の高齢者増加に伴い，口腔内の清潔維持のみならず，誤嚥性肺炎などの感染予防，
嚥下機能や認知機能の維持などの観点から，その重要性が広く認識されている．口腔ケアの教育・訓練のた
めにシミュレータが市販されているが，ほぼ手順の学習への利用にとどまっている．適切な力加減や歯ブラ
シの動きについては，客観性のある標準的な手技は確立されておらず，個人の経験に基づいて行われており，
指導・訓練においても力加減を具体的に教授することは難しい．そこで，これらを客観的に評価し，教育・
訓練を有効に行うことのできるモデル作製を試みた．【方法】ネットに公開されている顎部の精細なCT画
像データから，歯牙と歯槽部分を別個に抽出し，３Dプリンターで造形した．歯牙と歯槽は液体シリコンで
接着し，歯根部のシリコン中に，箔歪ゲージ（共和電業）を包埋した．また柄の上面，側面に箔歪ゲージを
接着した歯ブラシも作製した．それぞれのセンサの情報は，同時にCSVファイルとして記録した．【結果】
約１０名の被験者にこのモデルで歯磨きをさせ，各センサからデータを収集した結果，各人に特徴的な歪の強
度と周波数が認められた．このモデルでは，歪や力の絶対値を求めることはできないが，被験者間の比較は
可能であった．初心者とエキスパートのデータを収集し，それらを分析することにより，力学データに基づ
く適切な口腔ケアの標準手技を確立できることが期待される．また，力学データによるバイオフィードバッ
クを利用した訓練システムにも応用可能である．将来的には，高齢者に普通に見られる欠損歯，孤立歯，動
揺歯などのモデルを作製し，高齢者に特化した口腔ケア訓練・評価システムの開発を目指したい．【結論】
歪ゲージを用いた歯列モデルを作製した．本モデルは，客観的な力学データに基づく標準手技の確立と有効
な教育・訓練システムへの応用が期待される．
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P９‐６

重量物を保持する動作における腰部負担軽減のための「てこの原理」を用いた腰部サポート器具
の開発

山本 創（やまもと はじめ）（富山大学大学院理工学教育部電気電子システム工学専攻）
［共同演者］戸田英樹（富山大学大学院理工学教育部電気電子システム工学専攻）

【目的】福祉や物流，農業などの現場において，不自然な姿勢を強いられたり機械化が困難であったりする
作業が存在する．これらの作業における腰部への負担は特に深刻な問題である．この問題の解決のために，
近年ではパワーアシストスーツが注目を浴びているが，腰関節の曲がりの顧慮が十分ではなく，アシストを
行ったときに腰関節の不安点さや腹部への負担を生む可能性がある．そこで本研究では荷物を手で持って前
傾姿勢を保つ動作において腰関節の曲がりを顧慮し，「てこの原理」を用いた腰部サポート器具を開発する
ことを目的とした．
【方法】提案器具は主にステンレスパイプを加工して形成されたフレームと，体（胸，腰，太腿前部の３点）
の間に配置されたクッション性のあるパッドによって構成される．荷物の重量を胸のパッドに預け，それに
よる腰関節の曲がりを太腿前部に配置されたパッドで抑えることができる．機構と体との間には，胸：作用
点，腰：支点，太腿：力点として「てこの原理」が働き，腰に大きな負担をかけずに荷物を持って一定姿勢
を保つことができる．
【結果】提案器具を装着して重量１０kg および１５kg の荷物を持って一定の姿勢を保持する動作を行い，機構
と体との間に働く力を計測する実験を行った．また，その計測値と体長を用いて腰関節周りの回転モーメン
トを推定した．実験から，提案器具を用いることによって腰関節周りの回転モーメントは４Nm以下となる
ことが確認できた．
【結論】提案器具は「てこの原理」によって腰に大きな負担をかけず，一定の姿勢を維持できる．提案器具
には，福祉の現場における移乗介助動作や，物流や農業の現場におけるコンテナの取り回し動作などに応用
できる可能性があると考えている．よって今後は「てこの原理」を用いた機構を，どのように現場の複雑な
動作へ適用していくのか検討する．具体的には，フレームのレイアウトの改良やロック機構の実装などに取
り組んでいく予定である．

P１０‐１ 計測２

酸化チタンの光化学反応を用いた有機物の臭気除去の定量的研究

門田 直之（かどた なおゆき）（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）
［共同演者］木戸倫子（大阪大学大学院医学研究科保健学科専攻）／大野ゆう子（大阪大学大学院医学研究科保健学科

専攻）／山田憲嗣（大阪大学大学院医学研究科）／石井豊恵（神戸大学医学部保健学科）／長倉俊明（大
阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

【目的】病院内には，排泄臭，消毒集，疾病特有の臭気など様々な臭気が存在する．これまで病理・解剖で
用いられてきたホルムアルデヒドは，現在では人体に悪影響を与えるので規制対象になっている．特に有害
なにおいの除去，人に対して不快臭の除去は，安静を保つ必要のある病院では重要項目であるので，病院機能
評価項目でもある．そこで臭気を安全で簡便に除去する光触媒によるシステムを検討し，定量評価を行った．
【方法】光触媒の酸化チタンを紫外線 LEDで電子を励起させると，におい分子を酸化させることが知られ
ている．この光化学反応で，においの有機分子を最終的にCO２と H２Oに分解する．よって酸化チタンの臭
気除去能力を定量的に計測するために生じた二酸化炭素の上昇とにおい分子の減少を確認する．電池電圧１２
Vで中心波長３７５nmの紫外線 LDEを２１個装着（総出力５７１mW）した携帯ボックス（１５cmx８cmx８cm）を
作成し，ファンにより３８mL/min の流量で，４５Lの閉鎖容積の臭気物質を対流させ，臭気物質濃度と二酸化
炭素濃度の時間変化を計測した．計測には臭気官能試験，ガラス検知管，赤外線センサを利用した．
【結果】酢酸と蟻酸の酸化チタンの光化学反応によって，におい強度の減少と二酸化炭素濃度の値は増加し
た．臭気官能試験，におい強度の結果から，作成した携帯ボックスを起動して３０分以内に不快に感じない程
度まで分解できた．
【結論】酸化チタンの光化学反応により，におい分子は安全な二酸化炭素と水蒸気に分解されることを定量
的に計測が出来た．アンモニアなどもアンモニア濃度は低下していることを定量的に確認したので，酸化チ
タンと紫外線 LEDによる電池駆動の携帯システムで，酢酸，蟻酸，イソ吉草酸，アンモニア，ホルムアル
デヒドのにおい分子の分解は確認できた．
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P１０‐２

臨床現場で使用するための浸透圧計の開発

下司 真佑美（げし まゆみ）（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）
［共同演者］山口将汰（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）／森居玄伎（大阪電気通信大学医療福祉工

学部医療福祉工学科）／池内真志（東京大学大学院情報理工学系研究科）／生田幸士（東京大学大学院情
報理工学系研究科）／長倉俊明（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

【目的】浸透圧は生体内で厳密にコントロールされているが疾病によっては異常な値になる．この変化を臨
床検査の凝固点降下を利用する方法ではなく，診療中に外来レベルで容易に計測できれば診断や治療方針の
決定に有益である．そのために簡便に浸透圧の定量計測が可能なシステムを構築する．
【方法】透過膜により隔てられた濃度のある水溶液は浸透圧を持つが，透過膜の孔径によって通過する物質
が異なるので，複数の孔径毎に複数の物質の浸透圧を計測することができる．孔径の小さな透過膜を用いれ
ば血清浸透圧と膠質浸透圧が同時に計測され，孔径の大きな透過膜ならば，小さな分子は自由に通過できる
ので，低分子で構成される血清浸透圧は生じず膠質浸透圧だけが計測されるはずである．さらに，この差分
により血清浸透圧も計測できる．よって孔径の異なる透過膜を複数用いれば，未知の溶液の浸透圧を計測で
きるはずである．そのために酢酸セルロースをアセトンで溶解し，異なる濾過係数になるようにホルムアミ
ドを添加し乾燥させセルロース製の透過膜を製膜した．
【結果】製膜した透過膜は静水圧を印加して透過特性を計測し，溶質の拡散量を計測することで透過係数を
計測した．その結果からショ糖程度の分子量から蛋白質を通過させる程の孔径の特性を持っていることが，
濾過係数と透過係数の計測により分かった．一方で計測時間は溶媒の移動時間を必要とするので数分程度を
要した．
【結論】孔径を調整した複数の透過膜によって，未知の水溶液の浸透圧を定量計測可能なシステムを構築す
ることができた．この方法であれば，透過係数を大きく，透過膜面積は大きく，また容積は小さい方が計測
時間は短縮できるので，今後の課題としたい．

P１０‐３

電気的連続計測法による浮腫の原因推定のための基礎研究

岩津 星吾（いわつ しょうご）（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）
［共同演者］坂本翔大（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）／平川 侃（大阪電気通信大学医療福祉工

学部医療福祉工学科）／松下和生（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）／木戸倫子（大阪
大学医療系研究科保健学専攻）／大野ゆう子（大阪大学医療系研究科保健学専攻）／石井豊恵（神戸大学
大学院保険学研究科）／長倉俊明（大阪電気通信大学医療福祉工学部医療福祉工学科）

【目的】生体は直流と交流で電気伝導が異なることがよく知られている．すなわち生体組織は周波数が大き
くなると電気が流れやすい周波数特性を持っている．一方で，浮腫は原因により治療方針が異なり原因特定
は重要である．しかしながら現状では浮腫計測は定量的方法が少ない．浮腫は大きく漏出性と滲出性の二種
類あり，３rd space 貯留液の組成（電解質溶液と蛋白質溶液）に変化が起こっているので，電気インピー
ダンス法により計測が可能なはずである．浮腫を電気インピーダンス法で計測する際に，定量計測の精度を
確認することと，浮腫の悪化と改善などが連続的に計測可能かを確認するために基礎的検討を行った．
【方法】電気インピーダンス法は皮膚を介して生体内の電気特性を計測する方法なので，予め正常の皮膚，
筋肉，脂肪組織の電気特性を計測する必要がある．そのために銅板電極（５．０cmX１．０cmX０．３mm）を用い，
電極間距離１cm～６cmの間で，インピーダンスアナライザーにより周波数５Hz～１０MHz で計測する．さ
らに電解質溶液や蛋白質溶液についても同様に計測を行った．
【結果】電流経路は電極間距離と周波数に依存していることが分かった．電極間距離が離れると電流は深部
に到達し，高周波では電流は深部へ到達することが分かった．また，インピーダンスの値は組織によって異
なり，その中でも皮膚インピーダンスは他の組織に比べて比較的大きく，脂肪組織，筋組織の順であった．
【結論】電極間距離や周波数によって各組織の特性を計測し，解析することで体内に発生した浮腫を定量的
にとらえることができると考える．また，生体組織のインピーダンス特性が計測できており，一方で水溶液
の電解質濃度や蛋白質濃度もインピーダンスで測定できているので，浮腫の電気的特性も計測可能であるは
ずである．よって浮腫の性状分類が簡易的に行えるのではないかと考える．
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看工ものづくりサロン共催企画 in 金沢





一般演題 看護アイデア用品

NSE‐１

・ちっくん
～新人看護師の採血・静脈注射の上達を目指して・明日から君も注射名人～

岡山 美佐子（おかやま みさこ）（公立羽咋病院 外来：中央処置室）
［共同演者］山本加奈子（公立羽咋病院 外来：中央処置室）

２０１０年保健師助産師看護師法により新人看護職員の臨床研修が努力義務化され，２０１５年新人看護師６名の

採用を機に当院での新人看護職員研修の体制が見直された．研修の中で，採血・静脈注射の演習に練習用シ

ミュレータを活用したが，シミュレータが１体であるため時間内に十分な練習を行うことができなかった．

そこで，新人看護師が手軽に練習できるよう代用品を作ることができないかと考えた．

代用品の作成には，より人体に近づけるため様々な工夫を試みた．血管を模するため，太さ・柔らかさか

ら乳児用駆血帯に用いるゴム管を利用した．また，不要になったデッキとタオルを腕の太さに丸めゴム管２

本を蛇行させ固定し，更にゴム手袋で覆うことにより実際の腕に近い弾力と皮膚の触感を出すことができ

た．ゴム管の先端には色水の入った容器を取り付け，注射器で逆流を確認することで確実に穿刺ができてい

るかどうかの判断が出来る．よりリアリティを出すため，爪や袖を装飾し，手掌は綿で膨らみを持たせ針金

を挿入することで手を握ることができるようにした．これらの工夫により駆血，採血，点滴ルート固定まで

一連の手技を網羅できるようにした．

管がゴム製であり，留置針の外筒を進めるときの抵抗感や耐久性に不安があるため，今後は更に実際の穿

刺に近づけるよう素材を検討していきたい．

NSE‐２

車椅子用外転枕

松本 厚子（まつもと あつこ）（社会福祉法人 三井記念病院 １１階病棟）
［共同演者］横張友花梨（社会福祉法人 三井記念病院 １１階病棟）

【解決したい背景】車いす乗車中も外転位を保持し脱臼しない！
当病棟は４２床の整形外科病棟であり，年間約６００件行っている．脊椎疾患や関節疾患の患者が多い．人工
股関節全置換術（THA）の手術も含まれており，術式により，術後は脱臼のリスクがある．人工骨頭置換術
も同様である．脱臼を予防するには，軽度外転位を保持しなくてはならない．しかし高齢者や認知症患者は
良肢位の理解が不足し，リスクが高まってしまう．特に車椅子乗車中の内転肢位はよくみられ，内転に過屈
曲が加わると脱臼のリスクがさらに高まる．
以前は車いす乗車中の内転予防としてバスタオルを重ねてくるくる巻いて膝に挟んでもらっていたが，す
ぐに落ちて不潔になったり，重いという欠点があった．
【アイデア商品の紹介】かる～い外転箱枕
そこで，車椅子乗車中も苦痛なく外転位を保持できるよう，バスタオル枕に代わるものを考案し作成し使用
している．
１０cm×１０cm×２０～２５cmくらいの四角柱発泡スチロールのブロックを巾着に入れ，巾着の紐に大きめの洗
濯ばさみをつける．車椅子のひじ掛けのパイプに洗濯ばさみをはさんで固定車椅子に座り，膝で挟む巾着の
紐が短い場合は長い紐に取り換える
【工夫した点】洗濯ばさみで車いすに取り付けたところ→トイレの際も床に落ちないで足から外せる．
発泡スチロールで作成→洗浄，消毒が可能．飲み物をこぼしてもOK．失禁などの尿汚染もOK
材料費を安く！（その後発売された市販のものは１７０００円くらい）→１００円ショップで材料を揃えた．
発泡スチロールブロック２個 巾着１つ 洗濯ばさみで４００円．
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NSE‐３

洋式トイレの便座に採取容器をセットするだけで，安心簡単に尿・便が
採取できる 「検尿・検便キャッチくん」の開発

谷口 陽子（たにぐち ようこ）（金沢市立病院）
［共同演者］松井麻紀（金沢市立病院）

福田ルリ子（金沢市立病院）
中川正美（金沢市立病院）

【この用品を作成した背景・解決したい問題点】地域における高齢化率の高まりは外来受診患者においても
同様で，杖や車いすを使用して介助を要する受診者が増加してきている．また，身体に障害を持った患者や
小児も尿や便の検査のための検体採取は困難であり，看護師の介助を必要とする場面も多々見られていた．
しかし患者にとってはいくら看護師であっても他人に尿や便を採取してもらうことに羞恥心を抱いたり，緊
張からなかなか排泄できなかったりなどの問題が生じていた．そこで，患者の自尊心を傷つけることなく患
者がひとりで採取容器に尿・便を採取できる物が出来ないかを検討した．
【アイディア用品の紹介・工夫した点】「検尿・検便キャッチくん」（以下キャッチくん）は使用後のペット
ボトル等を再利用し，採取容器を入れることが出来る大きさと高さでカットして作成した．便座に固定する
ために，チューブに針金を通して４点の支えを作り，ナイロン袋で作成したカバーに入れた「キャッチくん」
をセットして完成である．検体採取後はナイロン袋のカバーをすぐに破棄できる事，固定容器はすぐに再利
用できる物で作成した事が工夫した点である．
【このアイディア用品でもっと改良した点】「キャッチくん」にセットした採取容器の縁が患者の肌に直接
触れるような位置になるように改良した．患者の肌に触れる位置にセットすることで，患者は安心して排泄
できる．また排泄物で汚染されやすい場所は，ナイロン袋のカバーを使用ごとに交換するのみで，次も清潔
に使用できるようにした．また，便座に固定するためのチューブは針金を通して芯にしたことで，安定した
状態で固定位置を変えることが出来，また様々な大きさの便器にも対応できるように改良した．「キャッチ
くん」をいつでもすぐに使えるように，ナイロン袋でカバーし仮の採取容器をセットした状態で事前に準備
しておくことで，急に尿・便意を催した際にも対応できるようにした．

NSE‐４

痩身者にやさしい電子体温計

水野 裕志（みずの ゆうじ）（長崎総合科学大学工学部工学科医療工学コース）

【この用品を作成した背景・解決したい問題点】家庭や病院で使用されている一般的な腋窩式電子体温計の

先端は細く，高齢者や痩身者の腋窩には密着性が悪い．そのため，測定中のズレなどが原因で再測定が頻発

していることから，看護や介護業務の負担になっているのが実状である．このような欠点を改善できる電子

体温計を提案する．

【アイディア用品の紹介・工夫した点】軟質性ボールを測温部に取り付けることで，痩身者だけでなく誰で

も簡単にやさしく腋窩にフィットできる体温計を提供する．しかし，測温部位に熱伝導率の低い材質を用い

ると測温部に置かれているサーミスタへの熱伝導が悪くなるため測定時間は長くなる．そのため，短時間且

つ高精度での飽和温度を予測するために予測メカニズムを開発した．

【このアイディア用品でもっと改良した点】軟質性ボールにスポンジ材料を用いていたが，汗や衛生面を考

慮するために施したコーティングの影響で測温部の構造を複雑にしていた．そのため，他の軟質性材料でよ

り単純な構造に改良した．改良した結果，さらなる腋窩へのフィットも実現できている．
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NSE‐５

看護用器具開発・事業化におけるコーディネーションのノウハウ研究

安田 研一（やすだ けんいち）（山口県産業技術センター・イノベーション推進センター）
［共同演者］後藤直美（山口大学医学部附属病院看護部）／前原達哉（山口大学医学部附属病院リハビリテーション部）

／柳井宏之（株式会社伸和精工）／竹内悠紀（株式会社伸和精工）／野利本悠（山口大学・大学研究推進
機構研究推進戦略部URA室）／田中久美子（山口大学・大学研究推進機構研究推進戦略部URA室）／松
本佳昭（山口県産業技術センター・イノベーション推進センター）／宮川英二（山口県産業技術センター・
イノベーション推進センター）／楜澤徹郎（山口県産業技術センター・イノベーション推進センター）

【目的】看護理工連携／医工連携／産学連携による新たな技術や製品の研究開発・事業化において，全体統合・調整・
進捗管理を行うコーディネーターに求められるスキルは多岐にわたるが，そのノウハウは必ずしも確立されておらず，
試行錯誤する中で個人に宿っているのが現実である．本研究の目的は，技術／機器開発・事業化におけるコーディネー
ションの事例や経験を共有することにより，医療介護福祉機器分野におけるエコシステムの好適なプロセスづくりに資
することである．
【方法】A大学医学部附属病院の医療従事者へのアンケートなどで得た医療機器の開発や器具の改善などのアイデアを，
県内のものづくり企業に説明する発表会を２０１４年８月～１０月に３回に分けて開催した．これにより数件のニーズについ
てものづくり企業とのマッチングが実現し，それぞれ研究開発プロジェクトを立ち上げて事業化を推進している．その
うち上市に至った「輸液ポンプが装着可能な歩行器取り付け型点滴棒」の開発事例について，部署内４名のコーディネー
ターで，コーディネーションのプロセスを回顧的に検討した．
【結果】本事例では，開発過程で行うリスクマネジメントに対し病院のジェネラル・リスク・マネージャー（GRM）か
ら，モニター実施のアンケート作成に対し大学の統計学の有識者から，それぞれ専門的アドバイスを得るように導いた
ことが特長であると考えられ，その発想は，担当コーディネーターの開発マネジメント実務経験から来るものであった．
また，大学URAがプロジェクト会議事務局として，学・院内の各種調整や独善を廃するフラットな雰囲気づくりに努め
たことが，密なコミュニケーション形成に繋がったと考えられた．
【結論】コーディネーターのバックボーンは様々であり得意領域もそれぞれ異なる．満ち足りたコーディネーションが
できるようにするためには，それぞれの経験・事例を持ち寄り学び合う姿勢が肝要である．

NSE‐６

下腿褥瘡予防安楽クッション「やさしく包んで」の開発

松橋 里枝（まつはし りえ）（金沢市立病院 ６階東病棟）
［共同演者］北村玲子（金沢市立病院 ６階東病棟）

泉 恵（金沢市立病院 ６階東病棟）

【この作品を作成した背景・解決したい問題点】自部署では，自力での体動が困難な，褥瘡形成リスクの高
い患者に対して，適切なマットレスを選択し体位交換による除圧などのケアを実施し褥瘡予防に努めてい
る．しかし，患者の下肢拘縮が強かったり皮膚が脆弱であったりすると，ケアを行っていても患者の踵部や
下腿外側に水泡形成をしてしまったという事例をこれまでにも経験した．そこで，何か看護用品を工夫する
ことで患者に苦痛を与えずに褥瘡を作らない物が開発できないかを検討した．
【アイディア用品の紹介・工夫した点】下腿褥瘡予防安楽クッション「やさしく包んで」（以下，やさしく
包んで）の材料は，①肌触りの良い小さな座布団（３０cm×３０cm）と，②旅行時などに使用するような可動
性のある細い枕（１０cm×５０cm程）である．患者の下腿先端から足全体を包み込むように①の座布団を半分
に折って縫い合わせ，患者の踵部から下腿に履く．そして，足首の湾曲部に②の枕で①の座布団を包み込む
ように巻き付けて装着すると，踵部が直接マットレスにつかず下腿にかかる圧がさらに分散されるように工
夫した．「やさしく包んで」をご家族の了解を得て３名の患者に使用したが，いずれも踵部や下腿に褥瘡の
発生を認めなかった．日頃はバスタオルや体交クッションなどを使用して踵部の除圧を行っていたが，「や
さしく包んで」は装着も容易であったので，スタッフからも好評であった．
【このアイディア用品でもっと改良した点】肌触りの良い素材の座布団で包み込むことで，患者がほっこり
とした気持ちにもなれるのではないかということも期待した．また汚れた時には簡単に洗濯も出来る素材な
ので，清潔に使用することが出来るという点にもこだわった．
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一般演題 看護アイデア用品

NSE‐７

羞恥心に配慮した排尿バッグ入れブランケット
～ おでかけブランケット～Winter Ver ～

木村 智春（きむら ちはる）（金沢市立病院３階東病棟）

【この用品を作成した背景・解決したい問題点】当病棟では，急性期患者や手術後の患者の看護を担当して
おり，患者の多くは尿道留置カテーテルを挿入している．患者の離床の際には車椅子を使用することが多く，
尿道留置カテーテルの排尿バッグは車椅子にぶら下げて患者に乗車してもらっていた．このような状況下で
患者やその家族から「他人におしっこの管や尿が見えて恥ずかしい」という声をいただく機会があった．そ
こで，羞恥心に配慮し尿道留置カテーテルをカバーできるもので，カテーテルを気にせず車椅子に乗車でき
るものを作成したいと考えた．
【アイディア用品の紹介・工夫した点】尿道留置カテーテルと排尿バッグをただ隠すものではなく，ひざ掛
け用ブランケットの裏側に排尿バッグを収納できるポケットを作成した．外観からは患者がひざ掛け用ブラ
ンケットをかけて車椅子に乗車しているようにしか見えず，カテーテルもブランケットの内側に収めること
が出来た．また，排尿バッグの重みでブランケットが落ちないように，エプロン用のベルトホルダーをブラ
ンケットの上部に通し，腰で固定できるようにした．さらにこのベルトホルダーはプラスチック製の為，ブ
ランケットを洗濯する際に簡単に取り外せるように工夫した．
【このアイディア用品でもっと改良した点】今回作成するにあたり，ブランケットの裏側に作成するポケッ
トの位置に試行錯誤した．看護師が車椅子に乗車した状態で，膀胱より低い位置で尚且つ排尿バッグが入っ
ていても不快にならない位置にポケットを作成した．また，ポケット内に排尿バッグを入れただけでは折れ
曲がったり斜めになったりしてしまい，尿流出の妨げや尿の逆流につながり不潔となってしまう可能性が
あったため，ポケット内に排尿バッグをぶら下げて固定するベルトを取り付けることで解決できた．

NSE‐８

ハート・ポシェット

喜多 貴子（きた よしこ）（公立羽咋病院 ３階病棟）
［共同演者］富 満亀子（公立羽咋病院 ３階病棟）

【この用品を作成した背景・解決したい問題点】A病棟は，脳外科，循環器内科，消化器内・外科の混合病
棟であり，患者の平均年齢は８２歳で，常に２０人前後の患者が心電図モニターを装着している．今回，病棟で
月に２本程度のリード線の破損があることが問題提起された．そこで，装着している患者に色々話を聞き，
その中で姿勢が円背の患者からは「トイレの度にしゃがむと病衣のポケットから，心電図モニターが落ちて
困る．」と話があった．このことから，破損がなく，患者の負担を最小限にした，安定感があり，安全に使
用できる看護用具を考案したので報告する．
【アイディア用品の紹介・工夫した点】心電図モニターの破損予防と患者の負担軽減のために，ポシェット
の中央にホックをつけて留められるようにし，肩から掛けるバンドは，柔らかい布地にし，掛けていても痛
くないような素材を選択した．また，身長に合わせて，肩バンドの長さを調整できるように工夫し，ポシェ
ットをはずす時に，首をかがませてバンドをはずさなくても，ワンタッチではずせるような留め金をつけた．
【このアイディア用品でもっと改良した点】安全面では，心電図モニターのリード線のねじれ防止のため，
半円形の器具を肩ひもにつけた．半円形の中を最初にリード線を通すことで，３本のリード線が，ねじれず，
引っ張られることもなく，その結果，リード線の破損がゼロになった．患者からは，「装着していても安定
感があるし，邪魔にならない．」「トイレの時も，心電図モニターのことを気にしなくても良くなった．」と
意見があった．今回，患者の立場に立つ事で，負担を最小限にした安定感のあるポシェットを作成できたと
考える．また患者が，正確に装着できることを重視したことで，患者の安全を確保でき，結果として破損が
なくなった．患者の立場に立って，安全・安心を考慮した看護用具を今後も検討したいと考える．
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NSE‐９

端座位キープベルト

松本 厚子（まつもと あつこ）（社会福祉法人 三井記念病院 １１階病棟）
［共同演者］横張友花梨（社会福祉法人 三井記念病院 １１階病棟）

【解決したい背景】端座位が好きな患者さんが落ちないようにしたい！
当病棟は４２床の整形外科病棟であり，年間約６００件行っている．脊椎疾患や関節疾患の患者が多い．高齢
の患者が多く，ほとんどが７５歳以上である．認知機能の低下した患者も増えてきており，筋力の低下も著し
い．術後はリハビリを行い，退院か転院となる．
高齢者や認知症患者であっても患者自身の「動きたい」という欲求は高い．端座位はベッドの端に腰をか
けて読書や食事をし，疲れた際には自身でベッドに寝ることができるが，看護師に付き添いが必要な時期で
あっても，ナースコールをせず立ち上がり転倒しそうになったり，端座位を保持できずに転落しそうになる
ことでヒヤリとすることがある．入院中は安全管理が優先される．しかし，端座位の患者さんのそばにずっ
といて見守ることはできず，車椅子乗車して安全ベルト装着などの対応となっている．これは「動きたい」
という思いを妨げているかもしれない．体幹抑制やセンサーで抑制することは望まれていない．
【アイデア商品の紹介】端座位でも落ちないベルト
こういった状況において，安全に患者自身の自尊心を抑制で傷つけずに端座位維持ができるグッズを考え
た．
①腰にベルトをつけ，端座位になる．
②腰のベルトと背中側のベッド柵をベルトでつなぐ．
③ベッド柵にはカラビナなど付け外しが簡単な物を使う．
④カラビナを外せば，歩行時に腰のベルトを看護師が支え，歩行介助ができる．

NSE‐１０

香りカプセルを吸着させた『安らぎアロマシート』の開発

横野 知江（よこの ともえ）（新潟大学大学院保健学研究科）
［共同演者］坂上百重（新潟大学医学部保健学科）／柏 美智（新潟大学医学部保健学科）

内山美枝子（新潟大学大学院保健学研究科）／田口佳成（新潟大学工学部化学システム工学科）
久保泰雄（株式会社はあとふるあたご）

【この用品を作成した背景・解決したい問題点】睡眠の質の向上のために，補完・代替医療として芳香剤の
鎮静作用を利用するアロマセラピーが広く利用されている．しかし，オイルは揮発性があり香りの持続効果
に限界がある．そのため，毎回オイルを滴下しなければならず，手技が煩雑である．また，天然オイルは希
少であることから高価であるが，空気に触れることによって酸化し劣化する．このような欠点が，睡眠に対
するセルフケアとしてアロマセラピーを継続的に実施することを困難にしていると考えられる．
【アイディア用品の紹介・工夫した点】発表者らは，ラベンダーオイルを内包した直径数 μmのマイクロカ
プセルを開発した．さらに，このカプセルを綿布に塗布した『安らぎアロマシート』（以下，シート）を作
成した．このシートを枕の上に敷いて寝返りをうつとカプセルが壊れ，香りが外部へ放出される．睡眠時に
このシートを使用することによって，オイルを滴下する手間が省け，オイル自体の劣化防止，必要な部位に
効率よく香りが拡散し，オイルの節約につながる．このことは，セルフケアの継続可能性が期待できる．ま
た，認知機能が低下し，自身でアロマセラピーができない対象も容易に行うことを可能にする．
【このアイディア用品でもっと改良したい点】シートによる入眠への効果を検証するため，大学生（女性）
１９名に腕時計型活動量計を着用して，前半５日間は通常どおり，後半５日間は枕にシートを敷いて就寝して
もらった．客観的評価は就床から入眠までの長さ，入眠の質，主観的評価は寝つきのよさ，熟眠感とし，シー
ト使用前後の５日間の平均値を比較した．結果，データ欠損等を除外した１５名について，シート使用後，寝
つきのよさ（P＝．０４），熟眠感（P＝．０４）で統計学的有意差がみられ，改善がみられた．このことは，シー
トの入眠に対する有効性を示唆するが，身体への効果についてさらなる検証が必要である．
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NSE‐１１

くーるニー（膝）さん
～ずれないで簡単に膝のクーリングができる用品をめざして～

村田 信子（むらた のぶこ）（公立羽咋病院）
［共同演者］吉畠由香里（公立羽咋病院）

北井京子（公立羽咋病院）

【この用品を作成した背景・問題点】整形外科病棟で膝の手術後，膝関節の固定が必要な場合，ニーブレス
で固定し，膝のクーリングが必要になる．今までは，アイスノン２つをタオルに巻いて膝に当て，その上か
らニーブレスを装着していた．しかし，ニーブレスを装着して歩行すると，アイスノンがずり下がってくる
ことが度々あり，患者様からは歩きにくいという声が聞かれた．近年，入院患者様も高齢者が増加する中で，
ニーブレスを装着しアイスノンがずり下がった状態での歩行は，転倒の危険性がさらに高まると考える．そ
して，歩行後は毎回アイスノンを当て直し，ニーブレスを再固定していた．そこで，簡単に膝のクーリング
ができて，かつアイスノンがずり下がってこない方法はないかと考え作成した．
【アイディア用品の紹介・工夫した点】タオルを２枚重ねにし，内側のタオルは両側をアイスノンが入る大
きさに袋状に縫い合わせた．アイスノンが下の方に落ちてこないように，タオルの底は縫い合わせ，ポケッ
ト状にした．アイスノン２つをタオルで作ったポケットに入れて膝に当てた後，外側のタオルを左右交互に
上から巻くことによって，さらにアイスノンを固定できるようにした．材料はタオルなので安価であり，縫
い合わせるだけで簡単に作成することができる．また，洗濯して何度も使用可能である．さらに，患者様が
自分でも簡単に巻き直すことができ，アイスノンもきれいに固定できる．ポケットの中にアイスノンを入れ
ることでずり下がってこないため歩きやすく，歩行後に毎回巻き直すということはなくなった．
【このアイディア用品でもっと改良したい点】今後は，ニーブレスとクーリングのタオルを一体化させ，タ
オルの取り外しもできるタイプのものを作成し，より固定が簡単で，タオル自体もずれにくいものに改良し
ていきたい．

NSE‐１２

足底可視化システム

前田 宏行（まえだ ひろゆき）（金沢大学自然科学研究科機械科学専攻）
［共同演者］金 英傑（金沢大学自然科学研究科機械科学専攻）

正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系高齢者・リハビリテーション看護学分野）
渡辺哲陽（金沢大学理工研究域機械工学系）

【目的】足底から健康に関する多様な情報が得られることが分かっている．例えば，その皮膚状態，歩行時
の足圧，などである．しかしながら，これらの情報をウェアラブルな状態で計測し，定量化するための手段・
方法はあまりない．数少ない例としては，靴の下敷きに内蔵させた足圧分布センサ，靴に設置した IMU（慣
性）センサがあげられる．そこで，歩行中の足底を，ウェラブルで可視化・観測できるシステムを開発した．
【方法】靴の足底部を透明な部材で作成し，底部にフレキシブルな反射鏡を設ける．足前方にカメラを設置
し，反射鏡にて反射される足底画像をカメラにて観察する構成となっている．歩行を妨げないように，靴に
は，受動関節を二か所設けている．足サイズの個人差を考慮し，マジックテープでサイズの微調整ができる
ようにしている．
【結果】システムの妥当性を検証するため，足圧からは推測が難しいと考えられる足指の活動度（足指部の
接触面積の増減幅）を歩行中の足裏画像から抽出した．被験者は若年健常者８名であり，アンケートにより，
躓き経験者と未経験者の二群に予め分類しておいた．実験は金沢大学医学倫理審査委員会の承認を受けた上
で実施した．結果として，足指の活動度に有意な差がみられた．
【結論】足底を可視化するウェラブル観測靴を開発した．また，その有効性を足指の活動度から示した．
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第 5回看護理工学会学術集会
第 11回看護実践学会学術集会
国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会 第 7回学術集会
合同学術集会

大 会 長 須釜 淳子

副 大 会 長 坂本 二郎

プログラム委員 真田 弘美 紺家千津子 藤本由美子 四谷 淳子 貝谷 恵子

佐藤 文 松井 優子 木下 幸子

査 読 委 員 田中 志信 坂本 二郎 内藤 尚

中谷 壽男 松井希代子 正源寺美穂 長田 恭子 臺 美佐子

堀口 智美 向井加奈恵 大貝 和裕 小林 正和 三浦 由佳

浦井 珠恵 大桑麻由美

運営統括責任者 大桑麻由美

実 行 委 員 長 臺 美佐子

実 行 委 員 河村 一海 多崎 恵子 松井希代子 正源寺美穂 長田 恭子

堀口 智美 向井加奈恵 大貝 和裕 小林 正和 村角 直子

木下 幸子 浅野 きみ 宮永 葵子 木森 佳子 三浦 由佳

浦井 珠恵

事 務 局 東嶺 麻紀 鈴木 基子
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協賛団体

ランチョンセミナー

株式会社アデランス 株式会社ニプロ

越屋メディカルケア株式会社 株式会社リリアム大塚

ハンズオンセミナー

富士フイルムメディカル株式会社

企業展示

株式会社アイム 立山科学工業株式会社

QOL総合研究所株式会社 テルモ・ビーエスエヌ株式会社

九州メディカルサービス株式会社 東洋羽毛工業株式会社

グローバル電子株式会社 株式会社トップ

株式会社ケーアンドエス ニプロ株式会社

株式会社ケープ 株式会社 PMC

越屋メディカルケア株式会社 株式会社モルテン

株式会社伸和精工

広告協賛

コンバテックジャパン株式会社 パナソニック株式会社

株式会社照林社 株式会社ヤギコーポレーション

スリーエム ジャパン株式会社 株式会社山善

富木医療器株式会社 ラジオメーター株式会社
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