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　多くの皆様のご支援やご協力を賜り、日本家族看護学会第16回学術集会を2009年9月5日㈯、6日㈰に飛
騨高山にあります高山市民文化会館で開催させていただくことになりました。本学会ではこれまでに家族看
護学をさまざまな角度から追求し、家族看護学および家族看護実践の明確化、知の体系化、政策化への戦略
に取り組んできました。
　そこで、本学術集会ではメインテーマを「家族看護実践の発展に求められる教育 ～基礎教育から専門看
護師教育まで～」としました。
　日本の看護系大学の基礎教育プログラムに“家族看護学”、“家族看護論”などの名称で科目が置かれる
ようになって、早15年余りが過ぎようとしています。しかし、その内容にばらつきがあり、教科内容の共
通理解が図れてないことがわかります。本学会では、戦略的プロジェクトチームが基礎教育における家族看
護学教育に関する調査を行い、その結果でも、家族看護学がまとまったひとつの科目として置かれている場
合、また色々な科目の中にばらついて置かれている場合など一貫性がもてない状況が見受けられました。
　一方、現場での家族看護への関心やニーズは高く、各地で家族看護の勉強会や研究会が活発に活動してい
ます。本学会の教育促進委員会が主催する各種セミナーにも毎回多くの方々が参加されています。
　大学院教育においては、わが国では、1999年に家族看護専門看護師教育課程が初めて開設され、専門看
護師として日本看護協会によって分野の特定がなされたのは2007年5月で、初の“家族支援”専門看護師
がやっと誕生しました。私たちは、専門看護師の活動から、さらに家族看護教育の洗練、専門性の明確化を
図る必要があると思われます。
　家族看護教育がどのようであれば、家族看護実践がより向上できるのか。基礎教育、現任教育、さらに専
門看護師教育を皆様と検討したいと思います。
　2日間のプログラムは、特別講演として、家族、ジェンダー、ライフコースなどの研究の社会学者の目黒
依子先生をお迎えし、『現代の家族とケア』についてご講演をいただきます。教育講演では、野嶋佐由美先
生に『家族看護学発展の基盤形成の教育に向けた方略』をメインテーマに関連してご講演をいただきます。
引き続き、シンポジウムはメインテーマに直結して4人のシンポジストにそれぞれの立場からスピーチして
いただき、皆様で討論できればと思っています。
　また、テーマセッションは、家族看護教育・実践の重要な今日的テーマを8つ設定し、家族看護実践や教
育実践も研究も語り合えるように企画しました。ランチョンセミナーは2社からご協力を得て、現代の家族
に必要な身近な知識を昼食をとりながら学んでいただけるように企画しました。一般演題は117演題（口演
で44題、示説73題）と多くの登録があり大変嬉しく思いました。視聴覚教材を教育現場などではよく使わ
れますが、研究形式をとらないため、これまで発表の機会がなく残念に思っていました。そこで、本学会で
は初めてビデオセッションを企画しましたところ6題の応募をいただきました。
　これらを通して、家族看護学教育の発展、家族看護実践の専門性の明確化に貢献できればと願っています。
また、会員の皆様の交流が、ネットワークづくりに広がり、これからの更なる家族看護の発展の礎になるこ
とを期待しております。

2009年8月

第16回学術集会長　泊　祐子

第16回学術集会 開催の挨拶

家族看護実践の発展に求められる教育
～基礎教育から専門看護師教育まで～
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学会に参加される方へのご案内

1 受付について
 受付開始時間

  •9月5日㈯　11時30分～　•9月6日㈰　8時30分～

 事前参加申し込みの方へ

  ・事前に送付されている講演集、名札を必ずご持参ください。

  ・会場で準備しています名札ホルダーを首からおさげください。

  ・参加券は、1日目、2日目ともに来場時に専用の箱にご投入ください。

  ・会場内では必ず参加証を着用してください。

  ・参加証のない方のご入場はお断りいたします。

 当日参加の方へ

  ・当日参加申し込み書にご記入の上、当日参加申し込み受付にお越しください。

  ・当日参加費は下記のようになります。現金でお支払いください。

当日参加
会　員  9,000円
非会員 10,000円
学　生（大学院生を除く）  4,000円

  ・ 名札、講演集および学会バッグをお渡しします。会場で準備しています名札ホルダーを首からおさげく
ださい。

  ・参加券は、1日目、2日目ともに来場時に専用の箱にご投入ください。

2 会場利用について
 ・館内は禁煙となっています。喫煙される方は、館外の所定の場所でお願いします。

 ・ 高山市民文化会館の駐車場（200台）は無料でご利用いただけます。市営の高山駅西駐車場（200台）もご利
用頂けます。学会終了後に高山市民文化会館の駐車場係にお申し出頂ければ、無料券をお渡しいたします。

 ・ 発表会場内では、携帯電話等は、電源をお切りになるか、マナーモードでご使用くださいますようお願い
します。

 ・館内放送による呼び出しは行いません。受付付近に設置しておりますメッセージボードをご利用ください。

 ・ ご気分の悪くなられた場合は、スタッフにお知らせいただくか、総合受付にお申し出ください。なお、
AEDは1階入口近くにあります。

 ・緊急時は、スタッフの誘導にしたがって、落ち着いて避難してください。

 ・ 会場内でのスクリーン、ポスター、演者の撮影および録音は著作権の侵害になりますので、原則、禁止と
します。但し、一般演題につきましては、演者の許可を得た場合のみ撮影は可とします。

 ・ゴミはお持ち帰り頂きますようにご協力をお願いします。

 ・1階ホワイエ、2階ロビーで企業展示を行っています。どうぞお立ち寄りください。

3 クロークについて
  1階大ホール前にありますホワイエにて手荷物をお預かりいたします。ただし、貴重品（PCを含む）、傘、
生もの、壊れやすい物はお預かりできませんので、どうかご了解ください。
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 お預かり時間について

  9月5日 ㈯　9時30分から18時15分まで

  9月6日 ㈰　8時30分から15時45分まで

  お預けになったお荷物は、必ず当日中にお引取りください。

4 昼食について
 ・ 各会場（ただし、大ホール（第1会場）、小ホール（第2会場）、示説会場を除く）、およびロビーでお弁当等

のご飲食いただけます。

 ■事前にお弁当をお申し込みになった方へ

   1階の近畿日本ツーリスト受付までお越しください。取り扱い時間は、11時半から13時までです。なお、
お弁当の容器は、「受け取り場所」にご返却ください。

  学会バッグの中にランチマップが入っております。ご活用ください。

 ■ランチョンセミナーについて

  9月6日 ㈰　12時10分から13時10分までランチョンセミナーを開催します。

  ランチョンセミナー1［家族の傷害予防とチャイルドシート］
   共催：コンビ ㈱　第6会場

  ランチョンセミナー2［経口補水療法（ORT）の実際 ─家庭で常備したいORS］
  共催：㈱大塚製薬工場　第7会場

   ランチョンセミナー参加希望者には整理券を1階ランチョンセミナー受付にて2日目、朝開場後より配布し
ます。

 ■ランチセッション（戦略的研究プロジェクト委員会主催）について

   9月6日 ㈰　11時40分から13時10分までにて、ランチセッションを開催します。

  自由討論会［明日の家族看護のありかたについて語り合う］   2階第3会場
   こちらのセッションは、軽食を準備しております。ご自身で昼食をお持込いただいても構いません。定員

60人となります。

5 懇親会について
   9月5日 ㈯　18時30分より、ひだホテルプラザ（学術集会会場から徒歩10分）で開催いたします。人数に限
りがございますが、当日参加もできます。1階の懇親会受付にてお申し込みを承ります。参加費は6,000円です。

6 総会について
   9月5日 ㈯　17時05分より、3階第6会場にて総会を開催します。会員の方は名札を着用し、総会資料をお受
け取りの上、ご出席ください。会員外の方は、テーマセッション4の終了後、ご退出くださいますようお願い
いたします。

7 学会カウンター
  日本看護家族学会事務局を1階に設置し、入会手続きおよび年会費納入を受付けております。学会誌の販売も
行っております。どうぞご利用ください。
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一般演題の発表者および座長の方へ

口演発表される方へ

 1）PCによるプレゼンテーションを使用されない発表者の受付について

  •口演発表者受付は設けておりません。メディア受付が兼ねております。

  ・  PCによるプレゼンテーションを使用されない場合も、発表時間の30分前までに、必ずメディア受付に
お越しください。お名前のご確認を行います。

 2）プレゼンテーション

  ・PCはWindow XPのみを用意しています。発表者によるPCの持ち込みは不可です。

  ・ 対応アプリケーションソフトはMicrosoft Power Point 2003です。それ以上のバージョンの方はデータ
2003で保存してください。

  ・動画はご利用いただけません。

  ・ 文字化け、レイアウト異常を防ぐため、以下のフォントをご使用下さい。
   　日本語フォント：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
  　　英語フォント　 ：Century, Century Gothic, Times New Roman

 3）発表データ

  ・ データは、ウイルス対策のため、CD-RとUSBメモリーの両方でご持参ください。トラブルの可能性が
ありますので、予備を必ずご持参ください。

  ・ 作成されたファイル名は演題番号と発表者氏名としてください（例：O-99家族花子）。演題番号はプロ
グラムでご確認ください。

  ・発表者はメディア受付で時間内に受付をしてください。

  ・受付時間：9月5日㈯　13時までに終了。
  　　　　　　 9月6日㈰　 午前の発表（口演6、7、9、10）の方は9時までに終了。

午後の発表（口演8、11）の方は12時までに終了。

   　　　　　※ 6日㈰に発表の方のために、5日13時から16時までメディア受付を行います。
なるべく前日のうちにメディア受付をお済ませください。

  ・お預かりしたデータは、発表終了後、事務局で責任をもって消去いたします。

 4）発表に際して

  ・ 発表者は、発表群開始時間10分前までに、演者控席にお着きください。各自でプログラム時間・会場を
ご確認ください。

  ・発表は1演題12分（口演8分、質疑応答4分）です。

  ・発表者は座長が演題名を紹介している間に演台にお立ちください。

  ・御自身によるPC操作になります。

  ・レーザーポインターをご用意します。

  ・会場での資料配布はできません。

  ・演者の欠席があった場合は、繰り上げて発表していただきます。
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口演発表の座長の方へ
 ・ご担当される群の30分前までに座長受付を済ませ、10分前までに会場の次座長席へおいでください。

 ・発表は1演題12分（口演8分、質疑応答4分）です。時間厳守でお願いします。

 ・演者の欠席があった場合は、繰り上げて進行してください。

示説（ポスター）発表される方へ
 ・示説会場前で示説発表受付を済ませたのち、掲示作業を行ってください。

 ・1演題につき、横120㎝×縦180㎝のパネルを用意してあります。

 ・ 演題番号は、上部左隅に掲示（横20㎝×縦20㎝）してあります。演題番号の右側に演題名、発表者、共同
研究者名および所属をレイアウトしてください。それ以外は、パネル内に収まるように、ご自由にレイア
ウトしてください。ただし、縦160㎝までが閲覧しやすいです。

 ・ 各群で説明時間30分と自由に質問を受ける待機時間30分を設けます。発表者は、発表時間には座長の指示
に従って、発表（3分程度）と質疑応答をしてください。待機時間には、自由な意見交換のためにポスター
前に待機してください。時間帯はプログラムでご確認ください。

 ・画鋲は会場に用意します。それ以外のものを使用される場合は、各自ご準備ください。

 ・ポスターの掲示および撤去時間は次の通りです。

  第1群・第2群　9月5日㈯：掲示作業　12時～13時

   掲　　示　13時～17時

   撤　　去　17時～17時半

  第3群・第4群　9月6日㈰：掲示作業　 8時半～9時（前日17時半～18時も可）

   掲　　示　 9時～13時

   撤　　去　13時～13時半

 ・撤去時間を過ぎても残っているポスターは、事務局で処分させていただきます。

 ・ ポスターの掲示がない場合、あるいは発表時間・待機時間に発表者不在の場合は、本学術集会では発表し
なかったことになりますので、ご注意ください。

演題・発表者名・
共同研究者名（所属）

演題
番号

180cm

120cm

20cm

20cm
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示説（ポスター）の座長の方へ
 ・ ご担当される群の30分前までに座長受付を済ませ、10分前までに2階示説会場前の示説発表受付においで

ください。

 ・1演題3分程度の発表と質疑応答を行い、30分以内に終了するように進行してください。

ビデオセッションを発表される方へ
 ・ 発表者は、発表開始時間15分前までに、第5会場の会場スタッフへ来場をお知らせください。お名前のご

確認をいたします。その後演者控席にお着きください。各自、プログラムで発表時間をご確認ください。

 ・1演題の発表映像を映す前に3分の説明時間と後に5分の質疑応答時間を設けます。

 ・会場前にも、発表スケジュールを掲示いたします。

 ・会場での資料配布はできません。

 ・DVDは発表終了後に返却いたします。
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アクセス

　　　 〒506‒0053 高山市昭和町 1丁目 188‒1
 TEL：0577-33-8333   FAX：0577-35-2239

■関西から
鉄道利用 新大阪――――――――――――名古屋―――――――――――――高山（約3時間10分）

高速バス利用 大阪なんば―――大阪駅前（東梅田）―――京都深草―――――郡上八幡―――――高山（約5時間15分）

自動車利用 豊中―――――――――一宮 JCT―――――――――――飛騨清見 IC―――――――――

 ――高山 IC―――――――高山（約4時間）

東海道新幹線（約50分） 高山本線（約2時間20分）

（約2時間40分） （約1時間15分）（約30分） （約50分）

名神高速（約2時間）

R41（約10分）

東海北陸道（約１時間30分） 中部縦貫道（約20分）

■関東から
鉄道利用 東京―――――――――――――名古屋―――――――――――――高山（約4時間10分）

高速バス利用 新宿-高速バス―――――――――――――平湯―――――――――高山（約5時間30分）

自動車利用 調布―――――――――松本――――――――――――平湯温泉――――――――高山（約4時間30分）

東海道新幹線（約1時間50分） 高山本線（約2時間20分）

安房トンネル（約4時間30分）

中央道（約2時間30分）

R158（約１時間）

R158安房トンネル（約１時間） R158（約１時間）

■名古屋（中部国際空港）から
鉄道利用 空港―――――――――名鉄名古屋・名古屋―――――――――――高山（約3時間）

鉄道及び 空港――――――――名鉄名古屋・名鉄バスセンター ―――――――――高山（約3時間25分）高速バス利用

自動車利用 空港――知多半島道路――大高 IC――名古屋高速――一宮 IC――名神高速――――――
 ――一宮 JCT――東海北陸道――飛騨清見 IC――中部縦貫道――高山 IC――高山（約3時間）

名古屋鉄道（約40分） 高山本線（約2時間20分）

名古屋鉄道（約40分） 高速バス（約2時間45分）

駐車場 200台（無料）高山市民文化会館

高
山
駅

高
山
バ
イ
パ
ス

す
の
り
川

●高山市役所

国分寺通り

市立南
小学校

41

158

高山市民文化会館

駅西駐車場

ひだホテルプラザ

至
下
呂
・
岐
阜
・
名
古
屋

至
古
川
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日
目
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日
土

月

日
日

日
目

会長講演 12：30～13：20

家族看護への志向 
─健康障がいのある子どもと

家族とともに

糖尿病女性セミナー 10：30～12：00

糖尿病をもつ女性が安全
に安心して妊娠・出産に

臨むために
ランチセッション 11：40～13：10

自由討論会
明日の家族看護の

ありかたについて語り合う
戦略的研究プロジェクト委員会

特別講演 13：25～14：20

現代の家族とケア

教育講演 9：00～9：50

家族看護学発展の基盤形成
の教育に向けた方略

シンポジウム 13：20～15：20

家族看護実践の発展に
求められる教育

01～04 14：30～15：25

家族のもつ力１

21～24 10：00～10：55

親となる人と家族

25～28 11：05～12：00

重症児と家族

33～36 10：00～10：55

終末期と家族

37～40 11：05～12：00

家族のもつ力２

41～44 13：20～14：15

高齢者と家族２

29～32 13：20～14：15

家族看護介入

セッション1 15：30～17：00

緩和ケアにおける家族看護
─グリーフケアの取り組みと課題

05～08 14：30～15：25

家族と精神看護

セッション2 15：45～16：45

ハワイにおけるファミリーナー
スプラクティショナーの活動

セッション6 10：00～11：30

地域で支える家族の看取り

09～12　　     14：30～15：25

子どもと家族１

セッション3 15：30～17：00

養護教諭が行う家族への
アプローチ
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口
演

口
演

口
演
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日
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日
目

ランチョンセミナー 1 12：10～13：10
家族の傷害予防と
チャイルドシート
共催：コンビ株式会社

ランチョンセミナー 2 12：10～13：10
経口補水療法（ORT）の実際
─家庭で常備したいORS
共催：株式会社大塚製薬工場

セッション7 10：00～11：30

家族支援専門看護師とプレ
CNS および大学院在学者に
よる専門性の向上をめざして

セッション8 10：00～11：30

現任教育において
─家族とのパートナー
シップを学ぶ

 14:30～17:00

ビデオセッション

教育セミナー 10:00～12：00

家族インタビューを
してみよう

13～16 14：30～15：25

高齢者と家族１

セッション4 15：45～16：45

看護基礎教育における
家族看護学

17～20 14：30～15：25

子どもと家族２

セッション5 15：30～17：00

高齢者虐待防止法と
介護家族に対する
支援と課題

 17：05～18：05

総　　会

 17：00～17：30

撤去・張り替え作業

 13：00～13：30

撤　　去

 17：30～18：00

2日目掲示作業可

 12:00～13:00

掲示作業

 8:30～9:00
掲示作業

ポスター発表 1日目 14:00～16：00

口
演

口
演

ポスター発表 2日目 10:00～12:00

ポスター掲示 1日目 13:00～17:00

ポスター掲示 2日目 9:00～13:00

 発表 待機

14:00～14：30 A B
14:30～15：00 B A
15:00～15：30 C D
15:30～16：00 D C

 発表 待機

10:00～10：30 E F
10:30～11：00 F E
11:00～11：30 G H
11:30～12：00 H G
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［1日目］　9月5日土

会長講演　9月5日土　第1会場　12：30～13：20 座長：村田　惠子　国際医療福祉大学 小田原保健医療学部

 家族看護への志向 ─健康障がいのある子どもと家族とともに
 泊　　祐子　岐阜県立看護大学 看護学部

特別講演　9月5日土　第1会場　13：25～14：20 座長：石垣　和子　千葉県立保健医療大学 健康科学部

 現代の家族とケア
 目黒　依子　上智大学 名誉教授

セッション1　9月5日土　第2会場　15：30～17：00

 緩和ケアにおける家族看護 ─グリーフケアの取り組みと課題
  澤井　美穂　公立学校共済組合 東海中央病院　

プレゼンター

石本万里子　名古屋大学医学部附属病院 がん看護専門看護師
飯沼　温美　岐阜中央病院 緩和ケア認定看護師
蒲池　和子　飛騨緩和ケア研究会 ひだまりの会代表

セッション2　9月5日土　第3会場　15：45～16：45

 ハワイにおけるファミリーナースプラクティショナーの活動
 リトル藤迫奈々重　St.Luke’s Clinic

セッション3　9月5日土　第4会場　15：30～17：00

 養護教諭が行う家族へのアプローチ
 津島ひろ江　川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科　　
 藤本比登美　島根大学 医学部 看護学科
 池添　志乃　高知女子大学 看護学部
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セッション4　9月5日土　第6会場　15：45～16：45

 看護基礎教育における家族看護学
 大西　文子　藤田保健衛生大学 医療科学部 看護学科

セッション5　9月5日土　第7会場　15：30～17：00

 高齢者虐待防止法と介護家族に対する支援と課題
 會田　信子、浅野みどり　名古屋大学 医学部 保健学科

総　会　9月5日土　第6会場　17：05～18：05

懇親会　9月5日土　ひだホテルプラザ　18：30～
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［2日目］　9月6日日

教育講演　9月6日日　第1会場　9：00～9：50 座長：鈴木　和子　家族支援リサーチセンター湘南

 家族看護学発展の基盤形成の教育に向けた方略
 野嶋佐由美　高知女子大学 看護学部

糖尿病女性セミナー　9月6日日　第1会場　10：30～12：00
 座長：森山美知子　広島大学大学院 保健学研究科

 糖尿病をもつ女性が安全に安心して妊娠・出産に臨むために
 田中　克子　大阪医科大学 看護学部 設置準備室　　
 末原紀美代　兵庫医療大学 看護学部

シンポジウム　9月6日日　第1会場　13：20～15：20 座長：山口　桂子　愛知県立大学 看護学部
  　　　柳原　清子　東海大学 健康科学部　

 家族看護実践の発展に求められる教育
　　　　　　シンポジスト1 教育の立場から 長戸　和子　高知女子大学 看護学部
　　　　　　シンポジスト2 実践と管理者の立場から 大嶋満須美　山口県立総合医療センター
　　　　　　シンポジスト3 CNSの立場から 竹村　華織　海老名総合病院
　　　　　　シンポジスト4 在宅医療から看護職者への要望 小笠原文雄　小笠原内科

セッション6　9月6日日　第3会場　10：00～11：30

 地域で支える家族の看取り 
  宮田　延子　岐阜医療科学大学 保健科学部 看護学科

蒔田　寛子　豊橋創造大学 保健医療学部 看護学科
冨安　眞理　聖隷クリストファー大学 看護学部

セッション7　9月6日日　第6会場　10：00～11：30

  家族支援専門看護師とプレCNSおよび大学院在学者による専門性の
 向上をめざして ─家族支援専門看護師の機能：「調整」に焦点を当てて

 藤野　　崇　近畿大学医学部附属病院
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セッション8　9月6日日　第7会場　10：00～11：30

 現任教育において ─家族とのパートナーシップを学ぶ 
 山崎あけみ、上別府圭子　東京大学大学院 医学系研究科 家族看護学分野
 中島　和子　静岡県立静岡がんセンター がん化学療法看護認定看護師
 峰　　博子　㈶田附興風会医学研究所 北野病院 産科病棟師長

ランチョンセミナー1　　9月6日日　第6会場　12：10～13：10
 座長：大西　文子　藤田保健衛生大学 医療科学部
 共催：コンビ株式会社

 家族の傷害予防とチャイルドシート
 服部　益治　兵庫医科大学 小児科　　
 ディビッド中林　NPO法人チャイルドセーフティー

ランチョンセミナー2　　9月6日日　第7会場　12：10～13：10
 座長：原　　礼子　慶応義塾大学 看護医療学部
 共催：株式会社大塚製薬工場　 　　　　　　　

 経口補水療法（ORT）の実際 ─家庭で常備したいORS
 大下　正晃　川崎病院 院長

ランチセッション　　9月6日日　第3会場　11：40～13：10

 自由討論会

 明日の家族看護のありかたについて語り合う
 戦略的研究プロジェクト委員会



会長講演
 9月5日土　第1会場　12：30～13：20 座長：村田　惠子　国際医療福祉大学 小田原保健医療学部

 家族看護への志向 ─健康障がいのある子どもと家族とともに
 泊　　祐子　岐阜県立看護大学 看護学部

特別講演
 9月5日土　第1会場　13：25～14：20 座長：石垣　和子　千葉県立保健医療大学 健康科学部

 現代の家族とケア
 目黒　依子　上智大学 名誉教授

教育講演
 9月6日日　第1会場　9：00～9：50 座長：鈴木　和子　家族支援リサーチセンター湘南

 家族看護学発展の基盤形成の教育に向けた方略
 野嶋佐由美　高知女子大学 看護学部

糖尿病女性セミナー
 9月6日日　第1会場　10：30～12：00 座長：森山美知子　広島大学大学院 保健学研究科

 糖尿病をもつ女性が安全に安心して妊娠・出産に臨むために
 田中　克子　大阪医科大学 看護学部 設置準備室
 末原紀美代　兵庫医療大学 看護学部
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会長講演

家族看護への志向　
　 ─健康障がいのある子どもと家族とともに─

泊　　祐子
岐阜県立看護大学 看護学部

　本学術集会では、「家族看護実践の発展に求められる教育　～基礎教育から専門看護師教育まで～」をメイ
ンテーマとし、基礎教育ではどの程度、どのような内容を学修するとよいのか、さらに現任教育・専門看護
師教育までを皆様と考えたいと思う。
　1970年代半ばに学生時代を過ごし、家族看護学という名前で学んではいないが、筆者の臨床経験の場所が、
ペリネータルセンターの NICU と小児病棟であったので、家族が常に視野の中にいた。日常の看護の場では、
患者への看護とともにその方の生活や家族を切り離しては考えられない。地域看護や在宅看護の場ではとく
に、“生活”というよりも“暮らし”という文化をもつ家族をまるごと視野に入れているであろう。臨床の
場においても、家族の暮らしというのはとても重要な視点であるととらえているが、入院している子どもた
ちの看護の場では、日々の暮らしは見えにくい。意識して子どもやご家族に日々の様子を聞かないと、とら
えられない。しかし、子どもが入院中の家族の暮らし、退院後の子どもと家族の暮らしを見通した看護の視
座が家族看護には欠かせない。
　筆者が臨床で出会った子どもたちやご家族、教育・研究を通して出会ったご家族との経験を振り返り、筆
者自身の看護実践・教育・研究の成果を踏まえて、どのように家族看護に志向したのか、家族看護教育・研
究への私見を述べたい。

1 病気の子どもと家族
　 •NICUでの親・祖父母の様子
　 •小児病棟の子どもたちの心理
　 •喘息での入院児と親の姿：観察した事実からの考察

2 罹病による日常性の途絶え
　 •『病床の心理学（ヴァン・デン・ベルグ著，早坂泰次郎他訳，1988）』の視点
　 •子どもに付き添う家族の生活
　 •障がい児のいる家族の生活を見る
　 •きょうだいへの影響

3 健康問題をもった養育期家族の課題
　 •家族全体をとらえる必要性
　 •子どもたちをありのままにとらえる

4 障がい児のいる家族
　 •家族のもつジェンダーへのこだわり
　 •家族の文脈をとらえる
　 •父親の孤独
　 •きょうだい支援 ─ Twinkle Twinの活動

5 看護基礎教育における「家族看護学」教育の課題
　 •配当学年による学習目的・目標のレベルの違い
　 •各教科での組み込む内容との調整

6 看護職のジェンダーへの無意識の意識を意識化させる重要性

 座長：村田　惠子　国際医療福祉大学 小田原保健医療学部
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特別講演

現代の家族とケア

目黒　依子
上智大学 名誉教授

　これからの家族看護を考えるために、家族とは何か、それにかかわるケアとは何かを検討する。さらに、

現代のグローバル社会における日本の現実を国際社会の動向を踏まえて考察し、課題と今後の方向を探る。

1 現代社会の家族機能
1）家族変動をとらえる枠組みとしての「家族の個人化」モデル

2）近代家族（集団としての家族）の特徴：

　 親密性 ─ ロマンチック・ラブ；両親（男女）性；永続性

3）近代家族の特殊機能（経済、教育、保健・医療、宗教などの機能の専門化、制度化の結果）：

　 子どもの社会化と成人のパーソナリティー安定化；②多機能性（multi-functionality）

2 ケア役割のジェンダー性（性別分業の中核）
1）ケア労働：出産・育児・看護・介護・家事など人間を対象とする行為・再生産労働

2）女性が主たる担い手　　　⇨　女性のライフ・オプションの阻害

3）家庭内のケア労働は無償　⇨　有償ケア労働の低賃金

4）社会的に不可視・低い社会的評価

3 現代社会における家族のケア責任：政治・経済と愛情の狭間で
1）既婚女性の就業率増大　⇨　女性の有償+無償労働時間増加

2）家族ケア優先に伴う女性の経済的・社会的自立の低下

3）年金・税制度、経済効果、ジェンダー規範とケア労働の貢献のギャップ

4 ケアの責任分担・連携の再構築
1）3Rsフレームワーク：

　 Recognition（事実認識）；Reduction（削減）；Redistribution（分担再編）

2）責任主体（アクター）の確認と責任分担・連携の3次元モデル：

　  政府・民間（企業）・地域社会・家族間の責任分担・連携－ケア・ネットワーク－に、状況やケア・ニー

ズの変化という時間軸を投入した3次元連携モデルによる、ケア労働の可視化・正当な評価・報酬、柔

軟性のある連携システムの再構築。

産業革命：
経済的資源への個人のアクセス

親族

個　人

福祉国家という公的システムⅠ
家族単位のシステム

福祉国家という公的システムⅡ
個人単位のオルターナティブ・システム

近代家族

社会的単位

社会システム

ジェンダー役割革命：
経済的資源への女性のアクセス

変動契機

 座長：石垣　和子　千葉県立保健医療大学 健康科学部
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教育講演

家族看護学発展の基盤形成の教育に向けた方略

野嶋佐由美
高知女子大学 看護学部

　家族看護学のさらなる発展を目指すには、家族看護学の基盤となる理論の構築、家族看護学の研究の開発、

家族看護学の実践の開発、家族看護実践の基盤となる倫理の確立が必須の条件である。そして、これらを具

現化できる人材を養成していくことが課題であり、教育者としての責務である。

家族看護学発展の基盤形成の教育における課題
①  家族看護学の基盤となる理論の構築：家族看護に関わる現象を学術的・学際的な視点から捉え、家族看護

学の理論を発展させていくことのできる人材、現存する社会理論や看護理論、家族看護モデルを基盤とし

て新たな知の構築にチャレンジできる人材を養成する。

②  家族看護学の研究の開発：科学の進歩とともに、研究方法も開発され発展している。家族看護の現象に光

をあてる研究方法、さらに家族看護介入の研究に取り組み、エビデンスを提示できる研究方法を開発でき

る人材を養成する。

③  家族看護学の実践の開発：高度実践看護者を養成し、家族看護学の実践を可視化する教育が求められる。

家族看護を必要としている人々は多様であり、様々な場に存在しているため、家族看護学の実践をイノベー

ションできる人材を養成する。

④  家族看護実践を保証する倫理の確立：家族看護学の価値は、看護倫理を基盤とする。その家族らしさ、そ

の存在を尊重することを可能とする看護倫理を創造していく人材を養成する。

家族看護学発展の基盤形成の教育に向けた方略
　家族看護学のさらなる発展を目指す教育の基盤形成には、上記①～④を視野に入れ、基礎教育、修士課程

専門看護師教育、博士課程、そして継続教育・リカレント教育の各レベルに合った教育を行うこが重要である。

＜基礎教育レベル：家族看護学教育のなかで重視すること＞

　 個人－家族－地域のなかで、家族を力動的に、歴史的に捉えることの意味、そして家族看護学実習を通して、

すべての看護の場で家族ケアを実践することの意味を理解することを目指す。また、看護を必要としてい

る家族の状況に対する感受性を育てることに力点をおく。

＜修士課程専門看護師教育レベル：専門看護師育成の教育の在り方＞

　 専門看護師としての6つの機能を果たすことができるように、また、家族看護学理論と家族看護学研究の

成果を活用して、複雑な問題を持つ家族に対してケアが提供できるように教育を行う。家族看護に関する

理論や研究成果を活用し、実践の場を変革していく能力を養成することに力点をおく。

＜博士課程レベル：家族看護学における研究者の教育の在り方＞

　 家族看護学に新たな知識を導入し、家族看護学の構築に寄与できる能力を養成する。そのためには、広い

視野に立って多次元的な視点を持つ人材、かつ、看護に対してコミットメントする人材の養成を目指す。

＜継続教育・リカレント教育レベル：家族看護学教育のなかで重視すること＞

　 事例検討を中心として、家族看護学の実践を語る力を習得することを目指す。また、家族の立場で、家族

看護の知識を活用できる力を身に付けることを重視する。

 座長：鈴木　和子　家族支援リサーチセンター湘南
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田中　克子　大阪医科大学 看護学部 設置準備室
末原紀美代　兵庫医療大学 看護学部

糖尿病女性セミナー

糖尿病をもつ女性が安全に安心して
　　　　　　妊娠・出産に臨むために

　糖尿病をもつ女性が、安全な妊娠・出産を迎えるために、妊娠前から良好な血糖管理を行うことが推進され、

合併症の状況が妊娠に耐え得るかどうかの判断を行うなど細心の注意が必要であることから、計画妊娠が推

奨されています。さらに、妊娠中は、母子のさまざまな合併症予防のために、血糖のコントロールを妊娠し

ていない場合よりもはるかに厳格にする必要があります。したがって、無事に妊娠・出産を終えるまでは、

糖尿病をもつ女性はもちろんのこと、その家族は大きな不安を抱いています。また、糖尿病をもつ女性の一

番の支援者である家族の理解の程度が、糖尿病女性の妊娠・出産を大きく左右します。このことから、糖尿

病をもつ女性が安全に安心して妊娠・出産に臨むために、早期から、家族に対して計画妊娠の実行、良好な

血糖コントロール、合併症の管理などについて、その必要性と重要性への理解を図り、過大な不安を取り除

くことは医療者にとって重要な援助の一つであると考えます。

　以上のことから、われわれは、思春期に、保護者自身が妊娠・出産に対する正しい知識を獲得するセミナー

を企画しました。その結果、保護者自身の糖尿病をもつ女性の妊娠・出産に対する認識の変化が認められ、

保護者からもこのセミナーに関して多くの肯定的な意見を得ることができました。

　さらに、糖尿病女性が妊娠・出産を現実的ものとして考えた時のパートナーとの関係性について調べました。

糖尿病女性が結婚を決意したときには、パートナーに自分自身の糖尿病について理解を求めていました。妊

娠を決意したときには、パートナー自身も書籍等で糖尿病をもつ女性の妊娠・出産に関して情報収集してい

ました。さらに、妊娠中、育時期には療養と両立するために、パートナーに低血糖の処置、補食、インスリ

ン注射などの協力を依頼していました。しかし、糖尿病をもつ女性が安全に安心して妊娠出産に臨むにあたり、

自分自身が納得する糖尿病女性の妊娠・出産の経験豊富な専門病院を見つけるまでは、大変な労力を費やし

ていたことがわかり、糖尿病女性の妊娠・出産に関する情報を提供するための媒体を作成しました。

　われわれが行ってきたリプロダクティブ・ヘルスの実現に向けた援助は、糖尿病をもつ女性のセルフケア

能力や QOL の向上に寄与すると考え、思春期から家族も含めた取り組みをしてきましたので、そのことに

ついて報告します。糖尿病女性や家族から聞かせていただいた内容を紹介し、多くの有益な示唆を得ました

ので糖尿病女性が安全に安心して妊娠・出産に臨むための援助のヒントを提示させていただきます。

 座長：森山美知子　広島大学大学院 保健学研究科



シンポジウム
 9月6日日　第1会場　13：20～15：20 　　　座長：山口　桂子　愛知県立大学 看護学部
  　　　　　　柳原　清子　東海大学 健康科学部　

 家族看護実践の発展に求められる教育

シンポジスト1　 家族看護のケア実践能力の育成をめざす大学院教育 
─家族看護学を教育する教員の立場から

長戸　和子　高知女子大学 看護学部

シンポジスト2　実践と管理者の立場から
大嶋満須美　山口県立総合医療センター

シンポジスト3　現場ナースの家族看護実践の向上につながる現任教育の課題
竹村　華織　海老名総合病院

シンポジスト4　在宅医療から看護職者への要望
小笠原文雄　小笠原内科
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　少子高齢化に拍車のかかる中、わが国の医療は多様なニーズへの対応に迫られている。その中で、看護師

が求められる機能もまた、高度な先端医療の進歩に伴ってより分化された専門性の高い実践から、健康問題

と共生しながら在宅で日常生活を営む人々の暮らしへの援助まで、限りなく拡大されつつあるが、これらの

状況における援助過程においては、健康問題を有する患者本人のみならず、その家族の QOL を守ることも

大きな目標となる。

　家族メンバーに何らかの健康問題が顕在化したとき、他のメンバーが少なからず影響を受けることは周知

のことではあるが、核家族の増加や生活様式の変化、価値観の多様化や権利意識の強化などさまざまな昨今

の社会的風潮は、家族の健康問題に際して、家族が家族としての力をより発揮し、問題を乗り越えることが

できるような協力体制を促進するばかりではない。

　家族看護学においては、さまざまな家族が、それぞれの家族らしく持てる力を発揮できるようにエンパワー

メントすることが目標の一つであるが、実践現場では、家族メンバーの健康問題に悩む家族に対する家族看

護へのニーズと期待が高まってきている。

　しかし、こういった状況に対して、基礎教育から現任教育に至るまでのいずれの時点においても、わが国

の家族看護学の教育は系統的かつ十分になされているとは言いがたく、臨床現場の中で家族への対応に困惑

し、その援助に試行錯誤しているといった事例を耳にすることも少なくはない。

　本シンポジウムにおいては、各シンポジストがそれぞれの立場で、どのように家族看護と向き合い、その

機能を発揮されているのかについてご紹介をいただくとともに、今後、益々高まるニーズに即して「家族看

護実践の発展」につなげていくために、日々、培っている教育的活動の実際と課題について報告をしていた

だく。

　日本看護協会が、平成20年4月、専門看護師の新分野として「家族支援」を特定し、家族看護の概念が社

会的にも広まりつつある昨今、現場実践からその機能を十分に浸透させていくためには教育の整備は急務で

ある。シンポジストのご発言をもとに、家族看護実践の発展のための教育の在り方について、深めていきたい。

シンポジウムOVERVIEW

家族看護実践の発展に求められる教育

座長：山口　桂子　愛知県立大学 看護学部
　　　柳原　清子　東海大学 健康科学部
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家族看護のケア実践能力の育成をめざす大学院教育 

─家族看護学を教育する教員の立場から

長戸　和子
高知女子大学 看護学部

高知女子大学看護学研究科における家族看護学教育
　本大学院看護学研究科は、社会の健康に対する課題に積極的にチャレンジし、看護実践のみならず、研究・

教育や制作の場でも活躍し、現状を変革することのできる看護専門職者を育成する、専門看護師の育成や看

護学の発展に寄与する研究者を育成するという理念のもと、平成10年度に開設された。家族看護学領域は、

看護の対象として家族を捉える家族看護学の理念を学び、家族の健康を促進する高度な専門的看護介入方法

を修得し、さらに、パイオニアとして機能する能力、家族看護の研究を企画促進していく能力を修得するこ

とを目指して、CNS コースと研究コースを置き、CNS コースは平成11年度、最初の家族看護専門看護師教

育課程として認定された。平成21年3月までの修了生は両コース合わせて12名、うち1名が昨年家族支援

CNS の認定を受け、パイオニアとして活動を開始した。今年も数名が CNS の認定試験受験に向けて準備中

であり、その他の修了生も大学教員、保健師、助産師、看護師、訪問看護師として活躍している。

CNSの実践を支え、家族ケアを創造する力を育成するための教育
　学生のほとんどは看護師や助産師としての豊かな臨床経験があり、その経験の中で患者だけに焦点を当て

た看護に限界を感じ、家族全体を視野に入れた看護援助の方策を修得したいという動機をもって入学してく

る。このような学生に対して、本学家族看護学CNSコースでは、必修科目11科目の他、「看護理論と実践」「看

護研究と実践」「看護サービス管理論」などの科目を置き、家族看護に関する知識だけでなく、看護学の理

論や研究への理解を深め、実践でリーダーとしての役割を担うための能力を養っている。また、他領域の学

生とのディスカッションを通して、さまざまな領域の家族の特徴や看護の課題についても学び、多様なニー

ズをもつ家族に対応できる能力の育成に努めている。

CNSとしての能力・家族看護のケア実践能力を高めるための教育と支援
　学んだ知識を実際に活用しながらCNSとしての能力を発展させていく実践演習は、カリキュラムの中でも

大きなウェイトを占める。CNS コースのスタート当初は、家族看護、CNS に対する臨床側の理解も十分で

はなく、学生にとってはストレスフルな実習であったが、学生が家族看護の知識を活用しながら家族と向き

合い、その結果家族に変化が見られたり、その方略をスタッフと共有しチーム全体のケアが変わるという実

績を積み重ねる中で、臨床からは実践演習に対して大きな期待が寄せられるようになっている。家族看護の

ケア実践能力を高めるためには、個々の事例の振り返りやCNSによるスーパーバイズなどを通して自己の到

達度や能力と課題とを明確にしていくことが重要と考えているが、実践モデルとなるCNSが身近にいないと

いう限界もある。それを補うために、年1～2回、臨床に戻った修了生を講師として迎え、家族支援 CNS と

して、あるいはCNSをめざして日々取り組んでいる実践についての講義や、事例検討会を開催し、修了生か

ら学ぶ機会を設けている。これは、在学生にとっては実践のモデルを知る機会であり、修了生にとっては自

分の実践を振り返り、到達度を確認し課題を明確にする機会、CNSとしての教育力育成の機会でもある。

　大学院教育に求められている役割は、家族や実践の場の多様性に合わせて活用できる家族看護の知識体系

や理論的基盤を伝え、それらを自在に引き出して使える柔軟性と応用力を育成すること、修了後も継続的な

サポートを行い、その実践能力の育成を支援することであると考えている。

シンポジスト 1
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実践と管理者の立場から

大嶋満須美
山口県立総合医療センター

　急性期医療を担う県の基幹病院として「満足度の高い医療を提供する」ことを理念に掲げ、利用される方々

の健康と命を守るために取り組んでいます。入院される方は40%が救急患者であり、入院患者の約30%は75

歳以上の後期高齢者です。医療制度改革のもと医療が施設完結型から地域完結型へとシフトしている状況下、

経営効率化と医療の質を保証することが求められています。

　健康障害は患者個人だけでなく家族にも影響を及ぼします。患者は家族の一員です。看護部は家族を一つ

のシステムとして捕らえ、患者だけでなく家族も看護の対象であることを自覚し、家族の変化を見逃さない

看護を大切にしてきました。社会の変化や価値の多様性とともに夫婦を単位とする核家族の増加や独居の高

齢者、離婚や事実婚など家族形態も多様化しています。家族構成員の変化は家族機能にも影響を及ぼしてい

ます。そして健康障害等の出来事は、不安定な家族をますます機能障害に陥れます。家族看護の役割は、患

者や家族の力を引き出し、患者・家族自身がエンパワメント出来るようにかかわり続けることだと思います。

急性期病院では患者・家族の精神的サポートが非常に重要だと考えています。

　看護者として、重症集中治療や救急搬送される危機的状況にある患者・家族に渦巻く感情を察知し、それ

は強いストレス反応であることを認識すること、そしてその感情を吐露できる場を設け家族のサポートを強

化することを実践してきました。人間はリアルタイムに生きています。患者・家族は病気の様々な段階や局

面ごとに変化し、ニードも変わります。多面性を持つ家族の関係性は絶えず変化していると言えます。家族

が発しているサインは必ずあります。看護者には家族の変化の兆候を逃さない観察力とアセスメント、コミュ

ニケーション能力が必要とされます。患者・家族は看護者と対峙し、話すことで客体化でき、そして整理が

出来るようになります。納得を促すには、戦略としてストーリーを作ることも必要と考えます。家族員一人

一人個別に話を交わせば、家族間の平衡が崩れる時もあります。変化に応じた関わりをタイムリーに持つこ

とが効果的な介入に繋がるといえます。

　臨床における教育は、日常の中で家族との関わりが語られ、体験の共有化と意味づけが出来ることだと思

います。患者・家族を中心としたチーム医療のあり方においても、専門性が発揮できるチーム医療の基盤は、

患者・家族の抱える困難性を情報共有できることです。チームで会話を織り成し、お互いの専門性を認め合い、

伝達できることです。家族に関わる専門職として、伝えられる言語と技術を磨き看護実践能力を高める必要

があります。患者・家族が人生をよりよく生きるための選択や重要な意思決定の場において看護者の存在意

義が問われます。看護者自身の倫理観に左右されないことも課題です。看護管理者として患者・家族の健康

に寄与する人材の育成を組織化し、段階を踏まえた院内教育と、協働による地域連携への取り組みが必要と

考えています。

シンポジスト 2
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神庭　純子　西武文理大学 看護学部

河村　昌子　岐阜大学医学部附属病院

黒野　智子　聖隷クリストファー大学 看護学部

桑田　弘美　滋賀医科大学 医学部 看護学科

甲村　朋子　愛知医科大学 看護学部

佐合　真紀　岐阜大学 医学部 看護学科

佐々木裕子　愛知医科大学 看護学部

白井　裕子　愛知医科大学 看護学部

新家　一輝　名古屋大学 医学部 保健学科

鈴木　知代　聖隷クリストファー大学 看護学部

鈴木　紀子　藤田保健衛生大学 医療科学部

鈴木みちえ　聖隷クリストファー大学 看護学部

冨安　眞理　聖隷クリストファー大学 看護学部

豊島由樹子　聖隷クリストファー大学 看護学部

豊田　淑恵　岐阜医療科学大学 保健科学看護学科

仲村　秀子　聖隷クリストファー大学 看護学部

仁尾かおり　愛知医科大学 看護学部

野々山敦夫　愛知県心身障害者コロニー中央病院

服部　翔太　岐阜大学医学部附属病院
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松倉とよ美　滋賀県立小児保健医療センター

三浦清世美　中部大学 生命科学部 保健看護学科

道重　文子　京都橘大学 看護学部

宮地　由紀　愛知医科大学 看護学部

安本　卓也　藤田保健衛生大学 医療科学部 看護学科

矢野　佳子　藤田保健衛生大学 医療科学部 看護学科

山口　明子　岐阜医療科学大学 保健科学部 看護学科

山口知香枝　名古屋大学 大学院 医学系研究科

山田　知子　中部大学 生命科学部 保健看護学科

山村江美子　聖隷クリストファー大学 看護学部

山本　真実　名古屋大学 大学院 医学系研究科

吉川　一枝　岐阜医療科学大学 保健科学部 看護学科

流郷　千幸　明治国際医療大学 看護学部

和田　裕子　岐阜医療科学大学 保健科学部 看護学科
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大西　文子　藤田保健衛生大学 医療科学部

古株ひろみ　滋賀県立大学 人間看護学部

杉浦　太一　岐阜大学 医学部 看護学科

竹村　淳子　滋賀県済生会 看護専門学校

野嶋佐由美　高知女子大学 看護学部

藤生　君江　岐阜医療科学大学 保健科学部 看護学科

山口　桂子　愛知県立大学 看護学部
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二宮　啓子　神戸市看護大学 看護学部
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武田　順子　岐阜県立看護大学 看護学部

田中　克子　大阪医科大学 看護学部 設置準備室

谷口惠美子　岐阜県立看護大学 看護学部

谷口　通英　岐阜県立看護大学 看護学部

名和　文香　岐阜県立看護大学 看護学部

布原　佳奈　岐阜県立看護大学 看護学部

長谷川桂子　岐阜県立看護大学 看護学部

服部　律子　岐阜県立看護大学 看護学部

宮本麻記子　岐阜県立看護大学 看護学部

山内　栄子　岡山大学 大学院 保健学研究科

松本　葉子　岐阜県立看護大学 看護学部
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赤松　園子　愛知県立大学 看護学部

浅田佳代子　あいち小児保健医療総合センター

甘佐　京子　神戸大学 医学部 保健学科

大橋　幸美　中部大学 生命科学部 保健看護学科

岡本　知美　岐阜大学医学部附属病院

加藤　明美　あいち小児保健医療総合センター

門間　晶子　名古屋市立大学 看護学部
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協賛企業一覧
［五十音順］

■企業出展

大塚製薬工場

株式会社ニホン・ミック

株式会社方円堂書店

株式会社メルシー

株式会社ヤマト

株式会社セイコーの五島

日本ビクター東海ビジョン株式会社

東洋羽毛東海販売株式会社

■広　告

医歯薬出版株式会社

いとうレディースケアクリニック

医療法人　大雄会

医療法人　宮武内科

株式会社カイゲン

株式会社トラベルパートナーズ

株式会社日本看護協会出版会

公立学校共済組合　東海中央病院

御堂筋アズマネットワーク

社会医療法人　木沢記念病院

社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院

東洋羽毛東海販売株式会社

■ランチョンセミナー

大塚製薬株式会社

Combi株式会社

■協　賛

岐阜県看護協会
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