
 

 

 

 

第１回 看護人間工学会学術集会 
 

 

プログラム・抄録集 

 

 

 

 

 

 

会期：2019年 11月 9日（土） 

会場：神奈川県立保健福祉大学  
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1．参加受付について 

・受付は、神奈川県立保健福祉大学 4階 A445(大講義室 6)横で 9時 30分から行います。 

・参加費は、看護人間工学会会員 4,000円、非会員 5,000円、学生会員 1,000円、学生非会

員 2,000円です。受付にてお支払下さい。 

・受付では、参加証、ストラップ付名札ケース（以下、名札ケース）、抄録集をコングレスバッ

クとともにお渡しいたします。参加証には、ご所属、ご氏名を自書いただき、名札ケースに

入れ、会場では必ずご着用ください。 

 

2．演題発表について 

【一般演題発表の方へ】 

・一般演題発表者は、12時 20分までに 4階のA445(大講義室 6)横の受付にて「参加受付」

および「発表者受付」を済ませてください。 

・13時 00分までに発表用データを 4階休憩控室（A437大講義室 5）の PC上で視聴および

保存をお願いいたします。データの保存は、デスクトップ上の「第 1群」「第 2群」「第 3群」

の該当するフォルダ内に保存してください。 

・PowerPointスライドは Windows10，PowerPoint 2016で対応できるデータをご準備ください。

Macintoshでの発表をご希望される場合には、電子機器の接続上、事務局に 10月 10日

までにご連絡いただき、発表当日にノートパソコンのご持参をお願いいたします。 

・発表会場は、A445（大講義室 6）です。発表時間は、1演題につき 15分（発表 10分、質疑

応答 5分）です。発表開始 9分後にベルを 1回鳴らしてお知らせします。 

・発表時のパソコンの操作は、ご自身でお願いします。 

・発表者は、ご自身の一つ前の演題で、発表会場前方の次演者席にご着席ください。 

 

【講演座長、一般演題座長の方へ】 

・事前に 4階受付にて参加受付をお済ませください。 

・ご担当のプログラムが始まる 5分前までに、発表会場（A445 大講義室 6）座長席にご着

席ください。 

 

【講演講師の方へ】 

・事前に 4階受付にて参加受付をお済ませください。参加受付後、休憩控室（A437大講義

室 5）へご案内します。 

・講演用データの受付と試写は、休憩控室（A437大講義室 5）にてお願いします。 

 

―ご案内― 



2 

 

3．総会について 

・会員の方は、13時までに発表会場（A445 大講義室 6）へお集まりください。 

 

4．昼食について 

・事前にお弁当を申し込まれた方は、受付の際に 1,500円をお支払いください。12時以降に、

休憩控室（A437大講義室 5）にて、引換券と引き換えにお弁当をお渡しいたします。 

・ゴミの分別処理に、ご協力くださいますようお願いいたします。 

・近隣にコンビニエンスストアがございます。 

・飲み物の自動販売機は、厚生棟 1階（食堂となり）にございます。 

 

5．懇親会(夕方)について 

・事前に懇親会(夕方)参加を申し込まれた方は、受付の際に 5,000円をお支払いください。 

・懇親会(夕方)会場は、全プログラム終了後の 17時 30分に、参加者の方に向けて発表会

場（A445 大講義室 6）でアナウンスさせていただき、そのまま会場までご案内いたします。 

 

6．その他 

・発表会場（A445 大講義室 6）内では、携帯電話の消音にご協力をお願いいたします。 

・館内は全て禁煙です。 

・ゴミ箱は置いておりませんので、ゴミは全てお持ち帰りくださいますようお願いいたします。

なお、自動販売機で購入したものについては自動販売機横に回収箱がございます。 

・会場でのお呼び出しは行いませんので、ご了承ください。 

・2階フロアに有料コピー機（1枚 10円）がございます。セルフサービスでのご利用となりま

す。 

・不測の事態が起きた際には、スタッフの指示に従い、行動してください。  
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1．会場案内 

会場：神奈川県立保健福祉大学 （〒238-8522 神奈川県横須賀市平成町 1-10-1） 

    http://www.kuhs.ac.jp/ 

 

2．フロア案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2箇所の会場の利用可能時間は以下の通りとなります。 

発表会場（A445 大講義室 6）：9時～18時 

休憩控室（A437 大講義室 5）：9時～17時 

・休憩控室（A437大講義室 5）では、研究誌バックナンバーの販売等を行っております。 

・休憩控室には飲み物のご用意があります。1階食堂隣に自動販売機がございます。

【京浜急行電車】 

県立大学駅から徒歩 7分 

―フロア・会場案内― 
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－プログラム－ 

第１回看護人間工学会学術集会 

令和元年 11月 9日（土）神奈川県立保健福祉大学 

 

０９：３０～１０：００  受付 

１０：００～１０：１０  理事長挨拶     看護人間工学会 理事長 水戸 優子（神奈川県立保健福祉大学） 

 

１０：１０～１０：５０  会長講演  

座長 野崎 真奈美（順天堂大学） 

１０：１０～１０：５０  『看護人間工学会の展望 ～初代理事長としての大志～』 

演者 水戸 優子（神奈川県立保健福祉大学） 

１０：５０～１１：００  休憩 

 

１１：００～１２：１０  特別講演 

座長 西田 直子（京都先端科学大学） 

 

１１：００～１２：１０  『企業と看護の研究者が融合したらこんな形になった 

－壁から飛び出したトイレ手すりの開発秘話－』 

演者  國澤 尚子（埼玉県立大学）               

  川口 寿孝（ナカ工業株式会社技術研究所） 

 

１２：１０～１３：５０  昼食・評議員会・総会 

 

１２：２０～１２：５０  評議員会 

１３：００～１３：３０  総会 
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１３：５０～１４：３５  一般演題 第１群 

座長 小野 保（岩手看護短期大学） 

１３：５０～１４：０５ １． 実践的 KJ法図解化習得のための学生講義ノート作成習熟度について 

○ 小川 鑛一（元東京電機大学）、 

大島 麻美（旭中央病院附属看護専門学校） 

１４：０５～１４：２０ ２． KJ法的図解化の早期習得とその有効性 

       〜講義・実習・看護体験への KJ法的図解化の応用について〜 

○ 小川 鑛一（元東京電機大学）、 

大島 麻美（旭中央病院附属看護専門学校） 

１４：２０～１４：３５ ３． 自己点眼の成功・失敗に関連する動作の実態 

○ 工藤 大祐（武庫川女子大学大学院・看護学研究科 博士後期課程） 

片山 恵、阿曽 洋子（武庫川女子大学看護学部・看護学研究科） 

１４：３５～１４：５５  休憩 

 

１４：５５～１５：４０  一般演題 第２群 

座長 長坂 猛（宮崎県立看護大学） 

１４：５５～１５：１０ ４． ウェアラブル脈波センサを用いたテーブルゲームプレー時の自律神経活動評価 

○ 吉田 豊（名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科） 

湯田 恵美（東北大学大学院 工学研究科）、 

早野 順一郎（名古屋市立大学大学院 医学研究科） 

横山 清子（名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科） 

１５：１０～１５：２５ ５． 要介護高齢者の夜間睡眠と入浴との関係 

○ 伊部 亜希 、林 愛乃（敦賀市立看護大学）、 

佐飛 裕一（社会福祉法人敬仁会 特別養護老人ホーム第 2渓山荘ぽっぽ） 

白石 晴美（社会福祉法人敬仁会 敬仁会 24訪問看護ステーション） 

１５：２５～１５：４０ ６． Webブラウザを用いたリアルタイム遠隔生体情報モニタの試作 

○ 小野 保、佐々木 真奈美、窓岩 由実（岩手看護短期大学） 

１５：４０～１６：００  休憩 
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１６：００～１６：４５  一般演題 第３群 

座長 樋之津 淳子(札幌市立大学) 

１６：００～１６：１５ ８． ノーリフトポリシー導入による高齢者施設介護職の身体的・心理的負担 

○ 外村 昌子、村上 生美（森ノ宮医療大学 保健医療学部 看護学科） 

１６：１５～１６：３０ ９． 看護基礎教育教員の「腰痛予防対策指針およびノーリフティング原則」の知識と 

移動技術教育内容、移乗・移動用具の教授との関連 

○ 西田 直子（京都先端科学大学 健康医療学部看護学科） 

水戸 優子（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 看護学科）、 

小林 由実（元神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 看護学科） 

冨田川 智志（京都女子大学 家政学部生活福祉学科） 

平田 美和（東京医療保健大学 千葉看護学部看護学科） 

若村 智子（京都大学 医学部人間健康科学科） 

國澤 尚子（埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科） 

１６：３０～１６：４５ 10． 在宅左マヒ患者のトイレ行動の遠隔測定の試行 

○ 野呂 影勇（早稲田大学・エルゴシーティング（株））、 

戸上 英憲（産業医科大学）、野崎 真奈美（順天堂大学） 

１６：５０～  

閉会の挨拶 

 

１８：００～ 

学術集会長      水戸 優子（神奈川県立保健福祉大学） 

次期学術集会長  野崎 真奈美（順天堂大学） 

 

懇親会 

 

抄録発表 

 中堅として歩み始めた看護師の患者観察時における注視の特徴 

○ 上條 翔矢（北里大学大学院 看護学研究科）、 

中山 栄純（北里大学 看護学部）、大谷 尚也（北里大学病院） 

 車椅子患者のトイレ介助方法の違いによる看護師の負担の検討 

－人力のみと立位リフトを使用した介助についてゴニオメーターによる比較－ 

○ 小林 由実（元神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 看護学科） 

 マットレス素材の違いによる介助者の負担及び被介助者の安楽性・自立性の検証 

○ 西岡 靖貴(滋賀県立大学工学部)、 

伊丹 君和、米田 照美、千田 美紀子、関 恵子(滋賀県立大学人間看護学部)、 

小淵 信一、田宮 千裕(東洋紡株式会社) 
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第 1回看護人間工学会 学術集会 

 

会期：2019年 11月 9日（土） 

会場：神奈川県立保健福祉大学 

          神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 

 

学術集会長 ： 水戸 優子（神奈川県立保健福祉大学） 

実 行 委 員： 渡邉 惠（神奈川県立保健福祉大学） 

佐々木 杏子（神奈川県立保健福祉大学） 

武本 亜紀（神奈川県立保健福祉大学） 

         長島 俊輔（神奈川県立保健福祉大学） 

金 壽子（神奈川県立保健福祉大学） 

          

運 営 協 力:  荻原典子 (横浜栄共済病院) 

       天下井深雪（神奈川県立保健福祉大学 

実践教育センター） 

       川名裕治（神戸大学大学院博士後期課程) 

       黒田由香理（神奈川県立保健福祉大学修士課程） 

       淺見綾（神奈川県立保健福祉大学修士課程） 

 


