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http://www.InternationalFamilyNursing.org 
Follow us on Twitter: http://twitter.com/IFNAorg

The mission of the International Family Nursing Association (IFNA) is to foster the 
individual and collective development of nurses involved in the promotion of 
health care to families by providing a unique international forum of shared 
responsibility for the advance of family nursing. 

IFNA began in 2009 and was formally launched at the 9th International Family Nursing 
Conference in Reykjavik, Iceland. There are currently over 100 members from 16 
countries. The Glen Taylor Nursing Institute for Family and Society, Minnesota State 
University – Mankato has provided generous financial support. A Board of Directors was 
elected in 2009; Dr. Marcia Van Riper is the first President of IFNA. A Strategic Plan has 
been developed and 7 Standing Committees have been organized. 

The 11th International Family Nursing Conference, “Honoring the Past, 
Celebrating the Future”, June 19-22, 2013, Minneapolis, Minnesota, USA will be 
the official meeting of IFNA. 

IFNA needs YOU – YOU need IFNA 
7 REASONS why YOU should Become a Member of IFNA

1. IFNA is a global community of nurse scholars and practitioners who care about the 
health and healing of families (over 100 members from 16 countries). 

2. IFNA members are dedicated to the creation and exchange of NEW theory, research, 
practice, education, and policy about families and the nursing of families. 

3. IFNA members have unprecedented opportunities for collaboration with colleagues 
around the world who share a passion for family nursing research, practice, 
education, and theory. 

4. Social networking opportunities through the IFNA website and Twitter provide 
members with an opportunity to communicate directly with one another, share gifts 
and resources, and learn from each other. 

5. IFNA members have opportunities for leadership and mentoring in family nursing. 

6. Bi-annual international meetings provide opportunities for networking and 
exchanging new knowledge (IFNC11, June 19-22, 2013, Minneapolis, Minnesota). 

7. New learning modalities such as webinars will allow members to access expertise 
and consultation in family nursing research, practice, and education.  
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　この度、日本家族看護学会第18回学術集会を2011年6月25日（土）・26日（日）に国立京都国際会館にて
開催させていただくことになりました。大変栄誉なことと石垣和子理事長ならびに会員諸氏に感謝申し上げ
ます。
　今回の学術集会のメインテーマは、「新しい家族看護学の探求：パラダイムへの原点回帰と未来共創」と
いたしました。家族看護学は、個人看護学のように「ひと」を対象とするだけではなく、「家族システムユ
ニット」を対象とし、個人看護学とはパラダイムを異にしますので、家族看護学独自の理論・実践・研究
が不可欠です。家族看護学が依って立つパラダイムに回帰し、その神髄を論じ合う機会になることを期待し
ます。
　学術集会は会員発表の場です。会員皆様からの演題は、「新しい家族看護学」の確立に不可欠なノイエス
を創生しますので、活発な質疑応答が行われる場を作りたいと思います。また、家族看護学を広く一般市民
の方々と共有するために、市民向けの公開講演などを充実させ、情報発信の場にしたいと考えています。と
くに、「特別放談」では、私が敬愛している三原じゅん子参議院議員に家族介護について語っていただけます。
　家族看護学が依って立つパラダイムに回帰するということは、日本家族看護学会の初代理事長であり、私
自身が学部生のときからご指導賜った故杉下知子先生の教えに回帰することでもあります。1992年に故杉
下知子先生が東京大学に家族看護学講座を創設されたのは、わが国の家族看護学の原点ともいえます。この
原点に戻るという視座から、「杉下知子先生メモリアルセッション」を企画いたしました。
　本学術集会は、経費と時間を削減し、環境にもやさしいエコな行動をとる理念のもとに運営してきました。
企画委員会は、インターネット上でのバーチャル企画委員会を中心として開催いたしました。カンファレン
スバッグは、再利用可能なものとしてバッグ型クリアファイルにいたしました。また、紙ポスター（あるい
は布ポスター）に代わる次世代の電子ポスター（デジタルポスター）での発表を導入し、森林保護に努めまし
た。一方で、当初から節約を心がけ、無駄な出費を1円でも切り詰めようと努力してきました。経費計算後
に剰余金が出ました場合は、東日本大震災への義捐金に充てることにいたします。
　学術集会会期中は、ツイッターによる情報発信をリアルタイムで行いますので、スマートホン、iPad、パ
ソコンなどでフォローしたり、ツイートしてください。すべてのプログラムが充実しておりますので、終日、
じっくり聞いたり、討論できるように勉強環境の整備に心がけたいと思います。また、リラックスして勉強
に臨めるように、「一見さんお断り料亭で舌鼓を打とう」「舞妓さんに変身しよう」などの魅力的なエクスカー
ションを用意いたしましたので、京都滞在を堪能していただければ幸いに存じます。
　最後に、今回の学術集会を契機に、「新しい家族看護学」を共に創り上げることができ、わが国において
家族看護学のルネサンスが始まると確信いたします。ご参加してくださった方々の今後の益々のご健康とご
活躍を心から祈願いたしております。

日本家族看護学会理事

第18回学術集会会長　法橋　尚宏

日本家族看護学会 第18回学術集会 開催の挨拶

会 長 挨 拶

日本家族看護学会の設立当時の懐かしい写真
（左から、石垣和子先生、教授秘書、故杉下知子先生、私）
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     The 18th Annual Conference of the Japanese Association for Research in Family Nursing is to be held at the 
Kyoto International Conference Center on June 25 (Saturday) and 26 (Sunday), 2011. I would especially like to 
thank chief director Kazuko Ishigaki and the members of the association for this great honor. 
     The main theme of this year’s conference will be “In Search of New Family Health Care Nursing: Returning to 
the Original Paradigm and Forging the Future Together.” Family health care nursing studies are aimed not only at 
“people,” as is done in the case of individual health care nursing studies, but also at the “family system unit,” and 
because the paradigm diff ers from individual health care nursing studies, it will be essential for family health care 
nursing studies to maintain its own theory, practice and research. By returning to the paradigm upon which family 
health care nursing is based, we can anticipate opportunities for meeting and debating its fundamental nature. 
     An academic conference is a place for members to publicize fi ndings. The presentations by you, the members, 
will generate the neues that will be essential for “new family health care nursing studies,” and I am looking forward 
to lively question and answer sessions. Moreover, so that family health care nursing may become more widely 
disseminated among members of the general public, we would like for this to serve as a forum for well-rounded 
presentations aimed at ordinary citizens. In particular, at the “Informal Discussion” session, a member of Japan’s 
House of Councilors, the honorable Junko Mihara, will discuss family care. 
     The return to the original paradigm of family health care nursing also touches on a return to the teachings of 
the late professor Chieko Sugishita, the fi rst chief director of the Japanese Association for Research in Family Nurs-
ing and my own beloved instructor from my time as an undergraduate student onwards. The beginnings of family 
health care nursing in Japan date back to 1992, when professor Sugishita set up the fi rst curriculum for family 
health care nursing at the University of Tokyo. With the aim of returning to those beginnings, we have planned the 
“Chieko Sugishita memorial session.” 
     This conference will be conducted in consideration of the reduction in expenditures and time, while also keep-
ing global environmental concerns in mind. The planning committee, for example, conducted most of its sessions 
utilizing “virtual” meetings on the Internet. The congress bags to be issued to participants are transparent fi les for 
long-term usage. Instead of paper (or cloth) posters, we have adopted digital (electronic) posters for presentations 
as a part of eff orts toward conservation of forestry resources. Likewise, every possible eff ort has made to avoid 
unessential expenditures. Any surpluses remaining after calculation of cost outlays will be donated to the disaster 
relief fund for the earthquake-stricken areas of northeast Japan. 
     While the conference is in session, we will be sending out announcements via Twitter in real time, so please fol-
low us on your smartphone, iPad or personal computer and respond with your own tweets. All the programs have 
been fi lled out, and full eff orts made to provide a study environment at which participants will be able to listen and 
discuss topics throughout both days. And to enable study to proceed in a relaxing manner, we have planned on 
such fascinating excursions as “Kaiseki ryori at the banquet room of the ryotei Kikunoi,” a “Maiko Style Experience” 
and others, which it is hoped will make for an enjoyable and unforgettable sojourn in Kyoto. 
     Finally, through the embracing of the topic of “New Family Health Care Nursing Studies” at this conference, I 
am confi dent we are poised to initiate a renaissance in family health care nursing studies. In this regard, I convey 
my wishes for the present and future health and success of all the participants. 

Naohiro Hohashi
Director, Japanese Association for Research in Family Nursing
Chairman, 18th Conference 

Opening Remarks 

Commemorative photo taken at the founding of the 
Japanese Association for Research in Family Nursing 
(From left: Kazuko Ishigaki, professor’s secretary,  
the late Chieko Sugishita, myself ) 
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学術集会に参加される方へのご案内

1 受付と会場案内
1）受付場所と受付開始時間

 •受付は、国立京都国際会館1階の正面玄関入ってすぐにあります。

 •受付時間は、下記のとおりです。 
 　　6月25日（土） 8時00分から18時40分 
 　　6月26日（日） 9時00分から17時00分

2）事前参加申し込みをされている方

 • 事前参加登録受付にて、参加証（竹のイラスト入り）と組紐（緑色）、プログラム・抄録集をお受け取
りください。

 •会場内では必ず参加証をお付けください。参加証のない方のご入場は、お断りいたします。

3）当日参加の方（特別放談への参加を含む）

 •当日、参加登録票にご記入の上、当日参加受付にお越しください。

 • 当日参加費は、下記のとおりとなりますので、現金でお支払いくだ
さい。参加証（竹のイラスト入り）と組紐（緑色）、プログラム・抄
録集をお渡しします。会場内では必ず参加証をお付けください。

参加区分 当日参加費

会　　員 11,000円

非 会 員 13,000円

学生（大学院生を除く）    5,000円注）

一般参加（特別放談）    500円

一般参加（特別放談以外の市民参加型イベント） 無　料

 注）当日、学生証の提示が必要です。

4）市民参加型イベント（特別放談への参加を除く）への参加の方

 • 当日、当日参加受付（市民参加型イベント）にお越しください。参加
証（筍のイラスト入り）をお渡しします。参加証のない方のご入場は、
お断りいたします。

 • 参加証（筍のイラスト入り）では、6月26日（日）に第1会場（大会議
場）で開催される市民参加型イベントにのみ参加できます。また、第
2会場（Room D）、第1会場（大会議場）前ロビーなどにて、企業展示
を行っていますので、どうぞお立ち寄りください。

5）10th International Family Nursing Conferenceにも参加の方

 • 同時開催の10th International Family Nursing Conference（大会長：
森山美知子、副大会長：法橋尚宏）は、国立京都国際会館内で2011
年6月25日（土）から27日（月）に開催されます。受付場所や会場な
ど、お間違いないようお願いいたします。

 • 日本家族看護学会第18回学術集会と10th International Family Nurs-
ing Conference の両者に参加される方は、10th International Family 
Nursing Conference の受付にお越しください。

所属：
Organization/
Affiliation

氏名：
Name

受付番号：
Registration No.

参加費として、領収いたしました。
平成23年6月25日㈯・26日㈰

日本家族看護学会 第18回学術集会
会  長　法 橋  尚 宏

参加登録領収書（控）参加登録領収書（控）

参　加　証
Registration Card

参　加　証
Registration Card

日本家族看護学会
第18回学術集会

The 18th Annual Conference ofncencennnnce ce ceceence fff
Japanese Association for Research in Family NursinursuursrsinrsirsirsisReeeeseaesesesese rcccch ch h hh nnnnngggg
The 18th Annual Conference of
Japanese Association for Research in Family Nursing

in KYOTO

貴殿は日本家族看護学会第18回学術集会に参加
されましたことを証明します。

平成23年6月25日㈯・26日㈰
This certifies that the bearer has registered to attend the 18th Annual 
Conference of the Japanese Association for Research in Family Nursing. 

June 25 – 26, 2011

日本家族看護学会 第18回学術集会
会  長　法 橋  尚 宏

The 18th Annual Conference of the Japanese Association for 
Research in Family Nursing         Naohiro Hohashi, Chairman

Let’s make our best Japan

参加登録領収書参加登録領収書
 □会　員（事前受付） ９，０００円 □会　員（当日受付） １１，０００円
 □非会員（事前受付） １１，０００円 □非会員（当日受付） １３，０００円
 □学　生（大学院生は除く） ５，０００円 □一般参加 ５００円

 □会　員（事前受付） ９，０００円 □会　員（当日受付） １１，０００円
 □非会員（事前受付） １１，０００円 □非会員（当日受付） １３，０００円
 □学　生（大学院生は除く） ５，０００円 □一般参加 ５００円

日本家族看護学会 第18回学術集会

日本家族看護学会
第18回学術集会

in KYOTO

Let’s make our best Japan

市民参加型
イベント
市民参加型
イベント

市民交流講座
15:20～16:20  第1会場（大会議場）

ナーシング
　サイエンスカフェ
15:20～16:20  第3会場（Room 157）

2011年 6月26日■日　国立京都国際会館

The 18th Annual Conference ofncencennnnce ce ceceence fff
Japanese Association for Research in Family NursinursurursrsinrsirsirsisReeeeseaesesesese rcccch ch h hh nnnnngggg
The 18th Annual Conference of
Japanese Association for Research in Family Nursing
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2 会場利用
•会場内は禁煙となっています。喫煙される方は、会場外の所定の場所でお願いいたします。

• 国立京都国際会館に有料駐車場（普通車1日800円、収容数450台分）がありますが、無料券、割引券の
取り扱いは行っておりませんのでご了承ください。

• 発表会場内では、携帯電話などは、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
いいたします。

• 館内放送による個人の呼び出しは行いません。メインホール入口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。

• ご気分が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、
自動体外式除細動器（Automated External Defi brillator：AED）は国立京都国際館内に5ヶ所（学術集会
エリア内には3カ所）設置してあります。場所のご確認をお願いいたします。

• 正面玄関で車椅子を借りることができます。必要な方はご利用ください（数に限りがあり、先着順となっ
ております）。

• 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、禁止といた
します。ただし、演者の許可を得た場合は、撮影および録音は可とします。

• 第2会場（Room D）、第1会場（大会議場）前ロビーなどにて、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
• 1階にクロークが2カ所（クロークAとクローク B）設置されています。どちらのクロークも、1日毎に
預けていただく必要があります。1日のプログラムが終了後、必ずお預けになりました荷物はお引き取
りくださるようお願いいたします。

• 開設時間は、下記のとおりです。 
　　6月25日（土） 8時00分から18時40分 
　　6月26日（日） 9時00分から17時00分

• クロークBは、本学術集会の運営しているものではなく、国立京都国際会館によりパブリックスペース
として運営されているもので、本学術集会参加者のみの利用ではありません。

• クロークAは、本学術集会参加者にご利用いただくために開設しております。したがって、クローク
Aにおいては、参加証の確認をさせていただきますのでご了承ください。

4 昼　　食
　会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。会場内売店などをご利用の上、休憩コーナーなどでの
飲食は可能です。

　下記の日程にて、ランチョンセミナーとランチセッションを開催します。こちらは、お弁当を準備してお
ります。お弁当は、ランチョンセミナー各300食、ランチセッション各50食となっております（先着順）。 
事前に整理券の配布はいたしません。

ランチョンセミナー　第1会場（大会議場） 
　6月25日（土） 12時00分から13時00分　小林奈美教授 
　6月26日（日） 11時50分から12時50分　法橋尚宏教授ほか

ランチセッション　第3会場（Room 157） 
　6月25日（土） 12時00分から13時00分　杉下守弘教授ほか 
　6月26日（日） 11時50分から12時50分　金川克子教授
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5 懇 親 会
　6月26日（日）17時30分より、国立京都国際会館1階宴会場スワンにて、懇親会を開催いたします（参加費
8,000円）。懇親会は、日本家族看護学会第18回学術集会と10th International Family Nursing Conference
との合同開催となります。懇親会への事前参加申込は締め切りました。当日参加の可否については、学術集
会会期中に10th International Family Nursing Conference の受付でお尋ねください。

6 平成23年度日本家族看護学会総会の開催
　6月25日（土）17時40分より、第3会場（Room 157）にて平成23年度日本家族看護学会総会を開催いた
します。日本家族看護学会の会員の方は、参加証をお付けいただき、総会資料をお受け取りの上、ご着席
ください。会員外の方は、ご退出くださいますようお願いいたします。

7 プログラム・抄録集、カンファレンスバッグ、学会オリジナルグッズの販売
・ 受付にて、日本家族看護学会第18回学術集会のプログラム・抄録集を1冊2,000円（税込み2,100円）、
カンファレンスバッグ（手提げ型クリアファイル）を1部500円で販売しております。

・ 日本家族看護学会第18回学術集会のオリジナルグッズ（ボールペン、付箋、メジャー、USBフラッシュ
メモリ、折りたたみ傘）の販売も行っておりますので、是非お立ち寄りください。

8 企業展示会
・ 企業展示は、第2会場（Room D）、第1会場（大会議場）前ロビーなどにて行っていますので、どうぞご
利用ください。

・ 展示時間は、下記のとおりです。 
　6月25日（土） 11時30分から17時30分 
　6月26日（日）  9時20分から17時00分

・ 展示企業は、下記のとおりです（五十音順）。
有限会社岩城真珠
株式会社 KDDI研究所
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
株式会社神陵文庫
セーレン株式会社
東洋羽毛関西販売株式会社
社団法人日本ノーリフト協会
株式会社ニホン・ミック

ビクター特約店株式会社コスモサウンド東海オフィス
株式会社 VIPグローバル
有限会社宝石のエンジェル
株式会社メディディア
株式会社メルシー
持田ヘルスケア株式会社
株式会社ヤマト
ワインハウスゲアハルト株式会社

9 そ の 他
・ 感染対策のため、第1会場（大会議場）の出入口に手指消毒液を用意しております。手洗い・咳エチケッ
トの励行をお願いいたします。

・ 企画委員と実行委員は、参加証の組紐が赤色になっております。お困りのことがありましたら、企画委員
と実行委員にお気軽にお声かけください。なお、ボランティアは、参加証の組紐が黒色になっております。

・ 例年設置されている学会カウンターは、今年度は設けないことにいたしました。学術集会会期中、日本
家族看護学会への入会手続きおよび年会費納入の受け付け、学会誌バックナンバーの販売は行っており
ません。したがって、非会員の方が学術集会会期中に日本家族看護学会に入会し、会員としての参加費
で参加することはできませんので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

・ 会場内でインターネットは、大会議場の前のメインラウンジ、メインロビー周辺で、無線 LAN（Wi-Fi）
が無料で利用できます（ご自身のパソコンをお持ち込みください）。
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一般演題の発表者および座長の方へ

1 オーラルセッション（口頭発表による討論の場）で発表される方へ
1）発表者の受付（オーラルデータ受付）

 ・ 発表者は、オーラルデータ受付で、発表時間1時間前までにスライドデータの受付をお願いいたします。

 ・  PC によるプレゼンテーションをされない場合も、発表時間1時間前までに、必ずオーラルデータ受
付にお越しください。お名前のご確認を行います。

 ・ ベストオーラル賞候補に選考された発表者も同様です。

 ・ ベストオーラル賞候補に選考された発表者は、ベストオーラル賞に最終決定される可能性があります
ので、6月26日（日）16：40から第1会場（大会議場）で開催される表彰式にご参加ください。

2）プレゼンテーション（スライド）作成の注意点

 ・ 対応アプリケーションは、Microsoft PowerPoint 2003もしくはMicrosoft PowerPoint 2007です。そ
れ以降のバージョンには対応できませんので、ご注意ください（ご自身の PCをお持ち込みください）。

 ・ 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ください。 
　　推奨フォント（日本語）：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝 
　　推奨フォント（英　語）：Century、Century Gothic

 ・  PC は、Windows XP パソコンのみを用意しております。 Macintosh をお使いの方は、ご自身の PC
をお持ち込みください。

3）発表データ（スライドデータ）の持参方法

 ・ スライドデータは、USB フラッシュメモリもしくは CD-R に保存し、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。CD-R をご持参の方は、ファイナライズ処理を
済ませてご持参ください。

 ・ 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-01家族太郎 .ppt

 ・ 発表者は、オーラルデータ受付で、発表群開始時間の1時間前までに必ず受付および試写をお済ませ
ください。

 ・ データの受付時間は、6月25日（土）12：00～17：00、6月26日（日） 9：15～14：00です。なるべ
く6月25日（土）のうちに、オーラルデータ受付をお済ませください。特に26日（日）の早朝にご発
表の方は、当日では間に合いませんので、前日までに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）パソコン本体持ち込みの場合の注意点

 ・  Windowsパソコン、Macintoshの双方とも映写可能です。発表予定時間の30分前までにオーラルデー
タ受付へお越しください。

 ・ オーラルデータ受付の試写用モニタにて、ケーブルの接続を確認してくだ
さい。会場では、D-Sub ミニ3列15ピン型（5個のピン穴が3段になってい
るもの）のケーブルをご用意いたします（右記参照）。

  ・ 一部のノートパソコンでは、本体附属（別売り）の
変換コネクター（右記参照）が必要な場合がありま
すので、必ずお持ちください。
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 ・ 画面の解像度は、XGA（1024×768ピクセル）推奨です。このサイズより大きいまたは小さい場合、
画像が鮮明に出ないことがあります。

 ・ なお、PCの持ち込みの場合でも、USBフラッシュメモリもしくはCD-R でのバックアップ用データ
をご持参ください。また、パソコンのACアダプターは、必ずご持参ください。パソコンを再起動す
ることがありますので、パスワード入力の設定はあらかじめ解除しておいてください。

 ・ あらかじめスクリーンセーバー、省電力設定を解除しておいてください。

5）プレゼンテーションの方法

 ・ 発表者は、発表群開始時間10分前までに、次演者席にお着きください。

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

 ・ 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。

 ・ ご自身による 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。

 ・ 発表の取り消しなどがあった場合は、繰り上げて発表していただきます。ただし、各セッションの開
始時間は変更いたしません。

2 オーラルセッションの座長の方へ
 ・ 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までお越しください。

 ・ 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。

 ・ 発表の取り消しなどがあった場合は、繰り上げて進行してください。各セッションの進行は、座長に
一任いたします。ただし、各セッションの開始時間は、プログラム通りにしてください。

3 電子ポスターセッション（電子ポスターを用いた討論の場）で発表される方へ
1）電子ポスターの概要

 ・ 日本家族看護学会第18回学術集会は、環境にやさしいエコな行動をとる理念のもとに運営しており
ます。そこで、紙ポスター（あるいは布ポスター）に代わる次世代の電子ポスター（デジタルポスター）
での発表を予定し、森林保護に努めました。

 ・ 発表者は、Microsoft PowerPoint を使って、通常のスライドを作成してください。50インチのプラズ
マディスプレイ（横型）に、作成されたスライド（電子ポスター）を映し、これを囲んで討論を行います。
スライドは1枚のみではなく、数枚から構成していただいて結構です（オーラルセッションと同様）。

 ・ 発表者が電子ポスター前で発表される時間帯以外は、学会参加者が自由に閲覧できることが電子ポス
ターの特長です。閲覧用として、ノート型 PCも数台設置しております。

2）発表者の受付（電子ポスターデータ受付）

 ・ メディア受付は、電子ポスター会場内の電子ポスターデータ受付にて、6月25日（土）12時より開始
いたします。参加者が自由に閲覧できるように、なるべく6月25日（土）の早い時間帯に、受付およ
び試写をお済ませください。

 ・ 6月25日（土）に受付ができない方も、ご自身の発表時間1時間前までには、必ず電子ポスターデー
タ受付にお越しください。お名前のご確認を行います。

 ・ 6月25日（土）に受付ができない方は、事務局までご相談ください。
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 ・ ベストポスター賞候補に選考された発表者も同様です。

 ・ ベストポスター賞候補に選考された発表者は、ベストポスター賞に最終決定される可能性があります
ので、6月26日（日）16：40から第1会場（大会議場）で開催される表彰式にご参加ください。

3）プレゼンテーション（電子ポスター）作成の注意点

 ・ 対応アプリケーションは、Microsoft PowerPoint 2003もしくはMicrosoft  PowerPoint 2007です。
それ以降のバージョンには対応できませんので、ご注意ください。

 ・ 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ください。 
推奨フォント（日本語）：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝 
推奨フォント（英　語）：Century、Century Gothic

 ・ 50インチプラズマディスプレイでスライドを映します。オーラルセッションに比べ画面が小さいた
め、フォントサイズは20ポイント以上を推奨いたします。

 ・ スライドの枚数に指定はありません。発表時間内に終えられる枚数を目安にしてください。

 ・  PC は、Windows XP パソコンのみを用意しております。発表者による PC持ち込みは不可です。

4）発表データ（電子ポスターデータ）の持参方法

 ・ データは、USB フラッシュメモリでご持参ください。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：D-01家族太郎 .ppt

 ・ データの受付時間は、6月25日（土）12：00～17：00です。

 ・ 発表者は、電子ポスター会場内の電子ポスターデータ受付で、発表群開始時間の1時間前までに必ず
受付および試写をお済ませください。

 ・ 電子ポスターは、50インチのプラズマディスプレイ（横型）に、Microsoft PowerPoint で作成された
スライドを映します。スライドの枚数に制限は特に設けておりません。また、閲覧用にノート型 PC
を用意しており、参加者が電子ポスターを自由に閲覧できるようにしております。

 ・ 発表時には、スライドは１枚ずつ映し、複数枚を同時にディスプレイに映すことはできませんので
ご注意ください。

 ・ 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。

5）プレゼンテーションの方法

 ・ 発表者は、発表群開始時間10分前までに、電子ポスター前にお着きください。

 ・ 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。

 ・ 発表者は、座長が演題名を紹介している間に電子ポスター前にお立ちください。ご自身による 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。

 ・ 発表の取り消しなどがあった場合は、繰り上げて発表していただきます。ただし、各群の開始時間は
変更いたしません。
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4 電子ポスターセッションの座長の方へ
・ ご担当される群の30分前までに座長受付を済ませ、10分前までに会場の電子ポスター前までお越しく
ださい。

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

・ 発表の取り消しなどがあった場合は、繰り上げて進行してください。各群の進行は、座長に一任いたし
ます。ただし、各群の開始時間は、プログラム通りにしてください。

5 紙ポスターセッション（紙ポスターを用いた討論の場）で発表される方へ
1）発表者の受付（紙ポスター受付）

 ・ 発表者は、ポスター会場に設置している紙ポスター受付で、発表受付を済ませてください。

 ・ ベストポスター賞候補に選考された発表者も同様です。

 ・ ベストポスター賞候補に選考された発表者は、ベストポスター賞に最終決定される可能性があります
ので、6月26日（日）16：40から第1会場（大会議場）で開催される表彰式にご参加ください。

2）プレゼンテーション（紙ポスター）作成の注意点

 ・ 演題番号は、上部左隅にあらかじめ掲示（横20㎝×縦
20㎝）しております。

 ・ 1演題につき、横90㎝×縦210㎝のパネルをご用意して
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
よび所属を配置してください。それ以外は、パネル内
に収まるよう、ご自由に配置してください。

 ・ 紙ポスターの作成見本は、右記のとおりです。

3）掲示時間

 ・ ポスターの掲示時間は、6月25日（土）12：00～13：00
です。

 ・発表受付を済ませた後、掲示作業を行ってください。

4）プレゼンテーションの方法

 ・ 発表者は、各群の発表開始時間10分前までに、紙ポス
ター前に待機してください。

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

 ・ 発表者は、座長が演題名を紹介している間に紙ポスター前にお立ちください。

 ・ 発表の取り消しなどがあった場合は、繰り上げて発表していただきます。ただし、各群の開始時間は
変更いたしません。

5）撤去時間

 ・ポスターの撤去時間は、6月26日（日）16：20～17：00です。

160
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演題名
発表者名・所属機関名

ポスター貼付面
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6 紙ポスターセッション座長の方へ
・ ご担当される群の30分前までに座長受付を済ませ、10分前までに会場の紙ポスター前までお越しくだ
さい。

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

・ 発表の取り消しなどがあった場合は、繰り上げて進行してください。各群の進行は、座長に一任いたし
ます。ただし、各群の開始時間は、プログラム通りにしてください。

7 電子ポスター、紙ポスターの発表時間
・電子ポスターと紙ポスターの発表時間は下記のとおりです。

日　　時 群 群　　名

6月25日（土）

13：10～14：00
紙① 実践（家族への支援）

紙⑤ 実践（家族看護の役割）

14：10～15：00
紙② 実践（家族機能と家族への支援）

紙⑥ 家族看護の役割と家族支援モデルの応用

15：10～16：00
紙③ 実践（家族のケース報告）

紙⑦ 研究デザイン（質的な家族看護学研究）

16：10～17：00
紙④ 実践（家族のケース報告とインターベンション）

紙⑧ 研究デザイン（質的な家族看護学研究）

6月26日（日）

9：20～10：10
紙⑨ 研究デザイン（系統的文献レビュー、メタアナリシス）

電子① 実践（家族のケース報告）

10：20～11：20
紙⑩ 研究デザイン（様々な家族看護学研究）

電子② 実践（家族のケース報告とインターベンション）

13：00～14：00
ベストポスター賞コンペティション

電子③ 研究デザイン（様々な家族看護学研究）

15：20～16：10 電子④ 家族支援と家族看護の役割

8 オーガナイズドセッション（テーマを設定した学術的交流の場）で発表される方へ
・ 発表者は、オーラルセッション発表者と同様、発表時間1時間前までにオーラルデータ受付で、データ
の受付をお済ませください。

・ スライドの作成条件は、オーラルセッションと同様です。

・ 開場は開始時間の15分前からです。片付け、参加者の退室および仕様変更の復元を時間内に終了する
ようにお願いします。開始時間と終了時間を厳守してください。

・ オーガナイズドセッションは自主運営です。大会議場では、前セッションで使用しているパソコン
（Windows XP パソコン）、プロジェクター、スクリーン、マイクなどの機材はそのまま使用いただけ
ますが、その他の必要な資機材は各自でご準備ください。
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約55分です。ＪＲ京都駅から、市営地下鉄烏丸線で約20分、「国際会館駅」下車です。

首都圏からは、ＪＲ京都駅まで新幹線「のぞみ」で約２時間15分です。
ＪＲ京都駅から、市営地下鉄烏丸線で約20分、「国際会館駅」下車です。

タクシーの場合、京都駅から平常時約30分、関西国際空港からは約１時間30分です。
高速道路をご利用の場合、名神高速道路京都南Ｉ．Ｃ．、京都東Ｉ．Ｃ．からは平常時約40分です。
堀川通または烏丸通を北山通まで北上し、宝ヶ池通りよりお越しください。

■最寄駅から
市営地下鉄烏丸線「国際会館駅」から
徒歩５分です。改札から地下通路を通
り出入口４-２をご利用ください。出入
口からは、歩廊にそって雨に濡れずに
正面玄関までお越しいただけます。

国立京都国際会館
〒606‒0001 京都市左京区宝ヶ池　
TEL（075）705-1234　FAX（075）705-1100

空港からの
アクセス

鉄道での
アクセス

お車での
アクセス

会場および交通案内
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正面玄関

南玄関

Room
E

（地階）

Room
F

Room
104

Room
101

Room
103

Room
102

Room
C-1

Room
C-2

Room
G

Room
H

161

159

EV

AED

AED

AED
EV

EV
EV

EV

宴会場さくら
（地階）

貴
賓
室

メインラウンジ

カ
ク
テ
ル

ラ
ウ
ン
ジ

レ
ス
ト
ラ
ン 

グ
リ
ル

売 店

ビジネス
センター

医務室
（地階）

地下鉄
出入口4-2へ
⬇

ア
ネ
ッ
ク
ス

ホ
ー
ル
へ

⬅イベントホールへ

庭園へ➡

1F 第1会場
大会議場

第2会場
Room D

第3会場
Room 157

懇親会
会場

宴会場スワン
（地階）

学会事務局
Room 158

座長受付

参加受付
（国際家族看護

学会と共用　）

オーラルデータ受付

学術集会オリジナル
グッズ販売

クロークB

クロークA

下記は、日本家族看護学会第18回学術集会のエリアです。
参加証（竹のイラスト入りもしくは筍のイラスト入り）のない方のご入場は、お断りいたします。
AEDは     の場所に設置されております。

国立京都国際会館  本館

第2会場
ポスター展示

EVP-1 P-6

P-12 P-7

P-13 P-18

P-24 P-19

P-25 P-30

P-36

P-37

P-45
P-31

企業展示

企業展示

企業展示

休
憩
コ
ー
ナ
ー

紙ポスター受付

電子ポスター
閲覧

電子ポスター
データ受付

会 場 案 内
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

18：00

17：00

第1会場
大  会  議  場

第2会場
Ｒｏｏｍ Ｄ

第3会場
Ｒｏｏｍ １５７

2011年 6月25日土1日目

12：00～13：00 

ポスター掲示作業
（2日間掲示）

13：10～14：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 1
P-05～08
実践

（家族への支援）

13：10～14：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 5
P-21～24
実践

（家族看護の役割）

13：10～14：00 

オーラルセッション １
O-05～08

家族理論と家族支援

14：10～15：00 

オーラルセッション 2
O-09～12

実践（家族への支援）

16：10～17：00 

オーラルセッション 4
O-17～20

実践（家族のケース報告）

17：40～18：40 

日本家族看護学会総会

15：10～16：00 

オーラルセッション 3
O-13～16

実践（家族のケース報告と
インターベンション）

14：10～15：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 2
P-09～12
実践

（家族機能と家族への支援）

14：10～15：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 6
P-25～28

家族看護の役割と
家族支援モデルの応用

15：10～16：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 3
P-13～16
実践

（家族のケース報告）

15：10～16：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 7
P-29～32
研究デザイン

（質的な家族看護学研究）
16：10～17：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 4
P-17～20

実践（家族のケース報告と
インターベンション）

16：10～17：00 

ポスターセッション
（紙ポスター） 8
P-33～36
研究デザイン

（質的な家族看護学研究）

9：00～9：20
（同時開催の10th International Family Nursing Conferenceと合同）

開会式
9：20～9：50 
（同時開催の10th International Family Nursing Conferenceと合同）

第10回国際家族看護学会
大会長講演

9：50～10：20 
（同時開催の10th International Family Nursing Conferenceと合同）

開会講演
10：20～10：50 

日本家族看護学会第18回学術集会
会長講演

家族看護学
パラダイムの
ルネサンス

12：00～13：00 

ランチョンセミナー 1
家族システムケアの
モデルと実践

12：00～13：00 

杉下知子先生
メモリアルセッション
杉下知子先生と
家族看護学の歩み

14：50～15：50 

オーガナイズドセッション
「渡辺式」家族間調整に
おける関係パターン７

（1階のみ）

12：00～17：00 東日本大震災義捐金チャリティイベント
  東日本大震災による震災孤児を支援するための募金活動

13：10～14：40 

指定オーガナイズド
セッション

臨床における家族の
事例検討会の実際

（1階のみ）

16：00～17：30 

（同時開催の10th International 
  Family Nursing Conferenceと合同）

プライマリケアにおける
上級看護実践の導入に
向けて

10：50～11：30 
（同時開催の10th International Family Nursing 

  Conferenceと合同）
Disaster Memorial Lecture

第1会場入口



16 日本家族看護学会第18回学術集会講演集（2011年・京都）

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

第1会場
大  会  議  場

第2会場
Ｒｏｏｍ Ｄ

第3会場
Ｒｏｏｍ １５７

2011年 6月26日日2日目

9：20～10：10 

ポスターセッション
（紙ポスター） 9
P-37～40

研究デザイン（系統的文献
レビュー、メタアナリシス）

9：20～10：10 

ポスターセッション
（電子ポスター） 1

D-01～04
実践

（家族のケース報告）

13：00～13：50 

オーラルセッション 7
O-29～32
研究デザイン

（質的な家族看護学研究）

14：00～14：50 
オーラルセッション 8

O-33～36
研究デザイン（量的研究、ミッ
クス法･トライアンギュレーショ
ンによる家族看護学研究）

15：20～16：20 
市民参加型イベント

ナーシングサイエンスカフェ:
中･高校生、大学生と家族看護
を語り合う場
病や障がいをかかえて生きる
家族を支える看護その実際

10：20～11：20 

ポスターセッション
（紙ポスター） 10

P-41～45
研究デザイン

（様々な家族看護学研究）

10：20～11：10 
ポスターセッション
（電子ポスター） 2

D-05～08
家族支援と
家族看護の役割

13：00～14：00 

ベストポスター賞
コンペティション

P-01～04

16：10～　　ポスター撤去

13：00～14：00 

ポスターセッション
（電子ポスター） 3

D-09～13
研究デザイン

（様々な家族看護学研究）

15：20～16：10 
ポスターセッション
（電子ポスター） 4

D-14～17
実践（家族のケース報
告とインターベンション）

11：50～12：50 

ランチョンセミナー 2

家族症候学の基礎と展開

13：00～14：00 

特別講演
家族の持つ回復する力を
信じて
－家族レジリエンス志向実践
からのヒント－

11：50～12：50 

他学会連携ワークショップ
日本地域看護学会との連携
地域看護学における
家族への支援 
－研究、教育、実践の視点－

9：20～10：20 

ベストオーラル賞
コンペティション

O-01～04

10：30～11：30 

シンポジウム

家族看護の事例研究

9：20～10：10 

オーラルセッション 5
O-21～24

実践（家族看護の役割）

10：20～11：10 

オーラルセッション 6
O-25～28
研究デザイン

（質的な家族看護学研究）

14：20～15：20 
市民参加型イベント

特別放談:参議院議員三原じゅん
子先生が家族介護について語る場
子ども･女性･高齢者の命を
守る　あえて“頼る”“甘え
る”“必要とする”ことが大切
15：20～16：20 

市民参加型イベント
市民交流講座:市民と家族看護
学を語り合う場
在宅で療養生活をおくる人を含
めた家族全体が健康でいるため
に －それぞれの立場からの提言－

16：40～17：00 

表彰式（優秀ポスター賞、
優秀オーラル賞）、閉会式

17：30～18：40 懇　親　会  （10th International Family Nursing Conferenceと合同）宴会場スワン

9：20～16：10 東日本大震災義捐金チャリティイベント
  東日本大震災による震災孤児を支援するための募金活動第1会場入口
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プログラム（指定演題）

［1日目］　6月25日土

9：00～9：20 開会式 第1会場（大会議場）

9：20～9：50 第10回国際家族看護学会大会長講演（同時通訳あり） 第1会場（大会議場）

家族の健康な成長を支えるためのマクロとミクロのトライアンギュレーション
森山美知子　広島大学大学院保健学研究科

9：50～10：20 開会講演（同時通訳あり） 第1会場（大会議場）

日本における家族の変遷
前原　澄子　京都橘大学看護学部

10：20～10：50 日本家族看護学会第18回学術集会 会長講演（同時通訳あり） 第1会場（大会議場）

座長：村田　惠子　元神戸大学

家族看護学パラダイムのルネサンス
法橋　尚宏　神戸大学大学院保健学研究科

10：50～11：30 Disaster Memorial Lecture（同時通訳あり） 第1会場（大会議場）

座長：山本　則子　東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科

山本あい子　兵庫県立大学地域ケア開発研究所

12：00～13：00 ランチョンセミナー1 第1会場（大会議場）

企画：小林　奈美　北里大学看護学部

家族システムケアのモデルと実践
小林　奈美　北里大学看護学部

13：10～14：40 指定オーガナイズドセッション　テーマを設定した学術的交流の場 第1会場（大会議場）

臨床における家族の事例検討会の実際
井上　敦子　社会医療法人生長会 ベルランド総合病院

藤野　　崇　近畿大学医学部附属病院

中山美由紀　大阪府立大学看護学部

岡本双美子　大阪府立大学看護学部
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14：50～15：50 オーガナイズドセッション　一般公募による学術的交流の場 第1会場（大会議場）

「渡辺式」家族間調整における関係パターン7
―家族の間での「葛藤・もめ事」に焦点をあてて―

柳原　清子　東海大学大学院健康科学研究科

渡辺　裕子　家族ケア研究所

16：00～17：30  日本家族看護学会と10th International Family Nursing Conferenceと
合同企画（逐次通訳あり） 第1会場（大会議場）

座長：野嶋佐由美　高知県立大学看護学部　　
岩本　由美　広島文化学園大学看護学部

プライマリケアにおける上級看護実践の導入に向けて
Debra J. Barksdale　アメリカ・ノースカロライナ大学チャペルヒル校

Bente Sivertsen　 元WHO ヨーロッパ看護・助産術プログラム政策アドバイザー、
デンマーク看護師協会

松下　　明　日本プライマリ・ケア連合学会、奈義ファミリークリニック

野嶋佐由美　日本家族看護学会、高知県立大学看護学部

12：00～17：00 チャリティイベント　東日本大震災義捐金チャリティイベント 第1会場入口

企画：流郷　千幸　聖泉大学看護学部

東日本大震災による震災孤児を支援するための募金活動
流郷　千幸　聖泉大学看護学部

甘佐　京子　滋賀県立大学人間看護学部

古株ひろみ　滋賀県立大学人間看護学部

12：00～13：00 杉下知子先生メモリアルセッション 第3会場（Room 157）

座長：松本　和史　東京大学医科学研究所附属病院

杉下知子先生と家族看護学の歩み
法橋　尚宏　神戸大学大学院保健学研究科

岩田　銀子　日本赤十字北海道看護大学看護学部

杉下　守弘　脳血管研究所

渡邉　久美　岡山県立大学保健福祉学部



会長講演（同時通訳あり）
6月25日土　10：20～10：50　第1会場（大会議場）

座長：村田　惠子　元神戸大学

家族看護学パラダイムのルネサンス

法橋　尚宏　神戸大学大学院保健学研究科

特別講演
6月26日日　13：00～14：00　第1会場（大会議場）

座長：法橋　尚宏　神戸大学大学院保健学研究科

  家族の持つ回復する力を信じて
―家族レジリエンス志向実践からのヒント―

得津　愼子　関西福祉科学大学社会福祉学部



36 日本家族看護学会第18回学術集会講演集（2011年・京都）

会長講演

家族看護学パラダイムのルネサンス

法橋　尚宏
日本家族看護学会第18回学術集会 会長
神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野（家族支援 CNSコース） 教授

　家族を対象とする家族看護学は、ひとを対象とする個人看護学とは異なるパラダイムをもつので、
家族看護学独自の方法論が不可欠である。日本における家族看護学の起源は、1992年に東京大学と
千葉大学に日本初の家族看護学講座が新設されたこと、1994年に日本家族看護学会が創設されたこ
とであり、ここから家族を対象とするパラダイムの探究が本格的に始まった。現在まで、家族看護学
研究で蓄積した知識を体系化することで、看護学の一領域として家族看護学が認知され、家族看護学
が独立した学問体系として確立されるまでに至っている。研究成果を家族支援に活用するためにも、
エビデンスレベルの高い原著論文が不可欠であり、日本の家族看護学の急速な発展は家族看護学研究
の牽引力によるところが大きかった。
　現在の日本の家族看護学は、北米から学ぶという「翻訳学問」「輸入学問」や家族療法学などの応
用が主導であった段階から、これらを咀嚼し、すでに「自前学問」の段階に移行している。とくに
家族はその国・地域の文化や価値観などの影響を受けているので、日本独自の「新しい家族看護学」
の構築が不可欠である。そこで私は、家族機能学研究を推進し、家族支援のための新しい理論構築と
その臨地応用に挑戦し、国内外での家族ミーティングならびに家族エスノグラフィーなどによる知の
集積に立脚して、「家族機能学」「家族症候学」「異文化家族看護学」などの独自領域を開拓してきた。
とくに、家族看護学のパラダイムを明確化するための「家族システムユニット」「家族環境」「家族
システムユニットの成長・発達区分」、効果的な家族支援を裏打ちするための「症候別家族看護」「経
過別家族看護（予防期家族看護、急性期家族看護、慢性期家族看護、終末期家族看護）」など、独自
の新しい概念や方法論などを創出してきた。同時に、ロサンゼルスおよび香港を研究フィールドとし、
クロスカルチャルな家族看護学研究により、世界的な貢献も果たしてきた。
　このように家族看護学は長足の発展を遂げたが、まだ解決すべき課題は山積している。例えば、家
族看護学研究をしようとすると、家族の範囲を同定することが困難であることに直面する。私は、家
族とは「家族であると相互に認知し合っているひと（生者）の小集団システム」であると定義している。
しかし、ある家族の各家族員に「だれが家族員ですか」と問うと、家族員によって返事が異なること
が往々にしてあり、家族の範囲を同定することは容易ではない。家族看護学は家族を対象とするパラ
ダイムをもつにもかかわらず、とくに質問紙を用いた量的な家族看護学研究では、家族員間で家族の
範囲が異なるときに、どのように家族を同定してユニット分析を行っているのかが不明瞭である。
　また、日本家族看護学会の機関誌などをみると、「本物の家族看護（学）」は家族を対象としている
にもかかわらず、家族員を対象とした個人看護と混同した研究が散見される現状がある。「家族員の
ための看護研究（いわゆる家族看護関連研究）」と「家族のための看護研究（いわゆる家族看護研究）」
とが混在している状況にある。さらなる家族看護学の発展のために、今こそ、家族看護学が依って立
つパラダイム、すなわち家族を対象とする古くて新しいパラダイムへの原点回帰が求められている。
また、家族そのもののありようが時代と共に常に変化するので、家族看護学も常に変化する必要に迫
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られている。世界の中のわが国の家族看護学を見定め、次のさらなる飛躍に向けて、日本独自の「新
しい家族看護学」の確立に邁進し続けなければならない。そこから、家族看護学の新たなページが
開かれ、家族と看護職者とがパートナーシップを形成しながら家族看護学の未来を創り上げることが
可能になる。私たちは、そのイネーブラーとしての役割を担わなければならない。

参考文献

1） 法橋尚宏編集：新しい家族看護学：理論・実践・研究，メヂカルフレンド社，2010

2） 法橋尚宏：「新しい家族看護学」の今の時代に，家族看護学研究，15（3），1，2010

略　　歴

1993年東京大学大学院医学系研究科博士課程中退（博士号取得）。

東京大学大学院医学系研究科講師などを経て、2006年より神戸大学医学部（小児・家
族看護学）教授。

2008年に大学院重点化により、神戸大学大学院保健学研究科（家族看護学分野）教授。

大学院博士課程前期課程では、家族支援専門看護師（Certifi ed Nurse Specialist：
CNS）コースを担当。国外では、International Family Nursing Association 理事、
Journal of Transcultural Nursing編集委員など。

国内では、日本家族看護学会理事、日本小児看護学会評議員など。

著書は、『新しい家族看護学：理論・実践・研究（法橋尚宏編集）、メヂカルフレンド社、
2010』など、60冊以上。

原著論文は、「Validity and reliability of the Chinese version of the Feetham Fam-
ily Functioning Survey （FFFS）, Journal of Family Nursing, 2008」「Development 
of the Concentric Sphere Family Environment Model and companion tools for 
culturally congruent family assessment, Journal of Transcultural Nursing, in 
press」など、50本以上。
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Chairman's address

A Renaissance in the Family Health 
Care Nursing Paradigm 

Naohiro Hohashi, RN, PHN, PhD 
Chairman of the 18th Annual Conference of the Japanese Association for Research in 
Family Nursing 
Professor, Division of Family Health Care Nursing/ Course for CNS in Family Health 
Nursing, Kobe University Graduate School of Health Sciences 

     Because family health care nursing aimed at families represents a diff erent paradigm from individual 
health care nursing aimed at individuals, it is essential that family health care nursing have its own dis-
tinct methodology. The roots of family health care nursing in Japan only extend back to 1992, when the 
country’s fi rst curriculums for family health care nursing were established at the University of Tokyo and 
Chiba University. This led to the founding, in 1994, of the Japanese Association for Research in Family 
Nursing, thereby initiating the genuine quest for a nursing paradigm aimed at the family. Up to now, the 
accumulated knowledge of family health care nursing research has become systematized; our fi eld of 
specialization has been recognized within the fi eld of nursing; and this specialty has progressed to the 
extent that it has become established as an independent fi eld of learning. In order to harness the results 
of research for family support, original articles with a high level of evidence are essential, and research 
in family health care nursing has played a major role in promoting the development of our fi eld of spe-
cialization in Japan. 
     At present, the study of family health care nursing in Japan has progressed from the initial stage of 
“translated knowledge” and “imported knowledge” mainly from North America or application of family 
therapy to the stage of assimilation, and currently to that of being on an independent footing. In particu-
lar as the family is infl uenced by the culture, values and other attributes of the country and/or region 
in which it exists, it was essential for us to construct “new studies in family health care nursing” unique 
to Japan. At this point, I would like to promote research into family functioning and issue a challenge to 
construct new theories for family support and their clinical applications, and through the establishing 
of accumulated knowledge on family meetings and family ethnography and others, both in Japan and 
abroad, this will enhance the development of such unique fi elds as “family functioning studies,” “family 
symptomology,” “transcultural family health care nursing” and others. In particular, for clarifying the 
family health care nursing paradigm I have created such new methodologies as “the family system unit 
(FSU),” “the family environment (FE),” “segments for growth and development of the family system unit”; 
and for backing eff ective family support I have created my own new concepts and methodologies such as 
“family health care nursing based on family symptoms,” “family health care nursing based on progression 
(nursing at the prevention phase, acute phase, chronic phase and terminal phase of FSU)” and others. 
At the same time, by conducting fi eld research in Los Angeles and Hong Kong I have made a worldwide 
contribution to transcultural family health care nursing studies. 
     In the course of this extended development of our fi eld of specialization, many unresolved issues 
remain. For example, in eff orts to conduct family health care nursing studies, we must directly confront 
the diffi  culty of how to identify the parameters of what constitutes “family.” I myself have defi ned fam-
ily as “a small group of individuals, i.e., living people, functioning as a system, who mutually recognize 
each other as family members.” However, when asking individuals in certain families “who is a member 
of your family?” we obtain diff erent responses even from members within the same family, so the mere 
identifi cation of “family” is not that simple. While family health care nursing focuses on the paradigm of 
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being aimed toward the family, particularly in the case of quantitative family health care nursing studies 
employing questionnaire sheets, when diff erences arise between members of the same family concerning 
the parameters of who belongs to a family, it is sometimes unclear how to identify “family” to enable us 
to conduct unit analysis. 
     Looking at the Japanese Journal of Research in Family Nursing and other publications, we are aware 
that “studies of actual family health care nursing” are jumbled together with individual health care nursing 
studies aimed at family members. In other words, we are dealing with a situation where “nursing research 
into family members” (so-called family health care nursing-related studies) and “nursing research into 
families” (so-called family health care nursing studies) are intermixed. To promote further development 
in family health care nursing studies, now more than ever we need to return to the starting point through 
the creation of a paradigm centered on family health care nursing studies, or in other words, a paradigm 
aimed at the family that combines the old with the new. Moreover, since we are in a period in which the 
nature of the family itself is facing constant change, this calls for creation of family health care nursing 
studies that can constantly change along with it. While ascertaining the nature of family health care nurs-
ing studies based on Japan’s place in the world, we must direct our attention toward future progress so 
that we can move on towards the establishment of “new family health care nursing” that are distinctive to 
Japan. By so doing we shall open a new page in our fi eld of specialization. By nurturing a partnership be-
tween the family and the nursing profession, this will make it possible to create a future for family health 
care nursing studies. For us to achieve these aims, we will need to assume the role of enablers. 

References: 

1)  Hohashi, N. (2010). New family health care nursing: Theory, practice and 
research. Tokyo: Medical Friend. 

2)  Hohashi, N. (2010). In current times of the “new family health care nursing”. 
Japanese Journal of Research in Family Nursing, 15(3), 1. 

Biography: 

I withdrew from the Graduate School of Medicine, The University of Tokyo in 
1993 and obtained a PhD from the same university. After holding the post of 
lecturer at the Graduate School of Medicine, The University of Tokyo and other 
positions, I became full professor at Division of Child and Family Health Nursing, 
Kobe University School of Medicine in 2006. Following that institution’s reor-
ganization in 2008, I became professor at Division of Family Health Care Nurs-
ing, Kobe University Graduate School of Health Sciences, where I am currently 
responsible for a master’s program leading to certifi cation as “Certifi ed Nurse 
Specialist” (CNS) in Family Health Nursing, a family health nursing specialty 
unique to Japan.  
Overseas, I serve as a Director of the International Family Nursing Association 
and the Editorial Board of the Journal of Transcultural Nursing, among others. 
In Japan, I serve as director of the Japanese Association for Research in Family 
Nursing, a councilor of the Japanese Society of Child Health Nursing, and other 
organizations. I have been involved in the authorship and publication of over 60 
works, including “New family health care nursing: Theory, practice and research” 
(2010, in Japan), and published over 50 original articles, including “Validity 
and reliability of the Chinese version of the Feetham Family Functioning Survey 
(FFFS), Journal of Family Nursing, 2008,” “Development of the Concentric Sphere 
Family Environment Model and companion tools for culturally congruent family 
assessment, Journal of Transcultural Nursing, in press,” and others. 
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特別講演

家族の持つ回復する力を信じて
―家族レジリエンス志向実践からのヒント―
Trust in Family:  
Hint from Family Resilience-Oriented Practice

得津　愼子　Shinko Tokutsu
関西福祉科学大学社会福祉学部社会福祉学科／大学院社会福祉研究科 教授

　米国のソーシャルワーカーのフロマ・ワルシュ（Walsh, Froma）は、ひとには逆境にあっても回復
する可塑性、復元力がもとより備わっており、それを促進する家族レジリエンス実践（family 
resilience practice）を1998年に提唱した1）。家族療法家でもあるワルシュの依って立つ理論はシス
テム論であり、考える姿勢は実践家である。つまり、ワルシュの説く家族レジリエンスは、直線因果
律的に欠点や病理を追求するものではなく、人びとのストレングスや能力を肯定的に見、関係性の文
脈に基づく実践に役立つものなのである。
　レジリエンスは弾性、はね返す力を意味し、ひどい災難や長引く困難などにうちかって元通りにな
る力のことである。もともと子どもの発達の領域で、過酷、劣悪な環境に育った子どもたちが健全に
成長しうるてがかりとして注目されるようになった。悲惨で傷つくような経験にダメージを受け、打
ちのめされたままでいるのではなく、チャレンジングなプロセスを経て、立ち直り、「傷は残ったと
しても基本的には無事」（小森）2）というようなもとの状態にもどるレジリエンスが人にはもともと
備わっており、その力を強め、育み、促すことが重要なのである。我が国でも今日、レジリアンシー
／リジリエンスなど表記は多様で統一されていないものの、レジリエンス概念は保健医療、社会福祉、
心理、発達、教育などの領域で徐々に関心を集めつつある。
　ワルシュは、レジリエンスはもともと人びとが持っている固定的な長所というよりも、困難や苦境
と「健闘」して、肯定的な変容、成長がもたらされる可能性であると指摘している。ワルシュはレ
ジリエンスと「非脆弱性」、つまり「弱くない」との違いを強調する。人は生まれながらにして「強
い、正しい」資質を持っているわけではなく、それらは関係を通して育まれる家族や友人、地域な
どの人と人とのつながりの中で立ち上ってくるものなのである。そこで家族レジリエンス実践が必要
となる。家族レジリエンス実践は、家族が破滅的な人生のチャレンジに耐え、はね返すことができる
べくそのキイとなる相互作用のプロセスを明らかにし、強めることを目的とするもので、いかに家族
が失敗したかではなくて、いかに成功しうるかということに注意を向け変える。その基本的な前提は、
①個人の困難は、個人、家族環境的要因の相互作用により、②危機的状況やその継続は、家族全員
のみならず、個々の家族メンバーに影響し、③家族のプロセスは、家族メンバー全員の相互作用に
影響し、④すべての家族はレジリエンスが働く可能性を持っている、という4点である。
　ところで、家族療法の対象は家族に限定されるとは限らない。一番働きかけやすい、働きかけ甲斐の
あるシステムに働きかけるのが最も効果的であり、問題とされることに関わる個人や友人、親戚、地域
などの可能な限り多様で多重なネットワークシステムを視野に置く。ワルシュは2006年に家族レジリエ
ンスについての著作を改訂しており3）、レジリエンス志向地域基盤実践アプローチ（resilience-oriented, 
community-based practice approach）として、地域への働きかけを強調するようになってきている。
　そのキイファクターとして、ワルシュは信念体系（逆境に意味を持たせる、肯定的な見通し、超越
性と精神性）、組織的なパターン（柔軟性、結びつき、社会経済的資源）、コミュニケーション・プロ
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セス（明晰性、オープンな情緒的表現、問題解決への協働）を挙げ、それらの実践的な応用について
詳述している。その中でワルシュが諌めるのは、これが一つの理想的な家族モデルを呈示して、家族
をそれに適合するようにアレンジメントするためのものではないということである。我われが陥りが
ちな罠は、「健全な」家族には問題がないという考え方と、その「健全な」家族が唯一の普遍的な家
族モデルで、それと違う家族は機能不全家族で、子どもにも害をなすという思い込みである。家族と
関わること、巻き込むこと、家族が当該の問題の当事者たりうるかを見定めることも含めて、家族を
見定める手がかりは必要である。しかしながら、それは固定的で直線的な家族アセスメントではなく、
「今ここで」向かい合っている家族と支援者との相互作用を通してより豊かに導きだされる家族レジ
リエンスのよすがなのである。
　子どもたちの成長を支え、多様な人びとの地域での自立支援を支える個人、家族、地域の力を信頼
する家族レジリエンス実践は、近年の本人主体のエンパワメントアプローチに繋がるが、それだけで
なく、現代社会は危機や災難、それからくる喪失や痛みに満ちているとも言い得、それらを取り返し
のつかないダメージととるのではなく、新たな成長のためのチャレンジで、そうした「健闘」を通
して人びとが「良く生きる」サポートをするというワルシュの地域基盤の家族レジリエンス実践は
まさしく今日的で有用なアプローチであると言えよう。

参考文献

1）Walsh, F.： Stengthening Family Resilience.  The Guilford Press, 1998.

2） Steven, J. Wolin & Sybil Wolin［奥野光・小森康永訳］：サバイバーと心の回復力：
逆境を乗り越えるための7つのリジリアンス　金剛出版、2002 （原著1993）.

3）Walsh, F.： Stengthening Family Resilience. 2nd. ed. The Guilford Press, 2006.

略　　歴

〈専　門〉
　 システム論に基づく家族療法、ソーシャルワーク方法論、 
ファミリーソーシャルワーク（家族福祉）

〈学　歴〉
　関西学院大学文学部、米国ペンシルヴァニア大学社会福祉事業大学院修士課程卒業

〈職　歴〉
　システムズアプローチ研究所を経て、現職。家族療法臨床、コンサルテーションなど。

〈主な著作・論文〉
　 『家族援助の理論と方法』西日本法規出版、 
『ソーシャル・ケースワーク』ふくろう出版、『家族支援論』相川書房、
「家族レジリエンス尺度（FRI）作成による家族レジリエンス概念の臨床的導入のた
めの検討」『家族心理学20巻2号』（共著）等
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日進月歩の「家族看護学」に知的興奮を感じる！
　家族症候とは、法橋が新しく提唱した専門用語であり、“主観的および

客観的な家族データにもとづき、看護職者が総合的に査定した家族シス

テムユニットの困難現象”のことです。あまたの家族ケース検討や長年の

臨地経験などをとおして、「家族の勢力構造の歪曲」「家族レジリエンスの

発達不足」「家族インターフェイス膜の調節の不調」など、21の家族症候

が明らかになっています（2011年5月現在）。家族症候を理解することで、

具体的な家族支援を計画、実施することが可能になります。

　家族同心球環境モデル（The Concentric Sphere Family Environment 

Model: CSFEM）は、家族のウェルビーイングに作用する家族環境をホリ
スティックにとらえるために、法橋が新しく提唱した家族看護学における理

論です。これにもとづいて、家族アセスメントモデル（家族症候のラベリ

ングも含む）、家族支援モデルなどが開発されています。

本物の「家族看護」を会得し、実践しよう！
　家族同心球環境モデル研究会（CSFEM研究会）は、家族同心球環境
モデルにもとづいた家族アセスメントモデルおよび家族支援モデルの改

良、臨地応用、実証研究、普及活動などを推進することによって、あら

ゆる家族への支援を具現化することを目的とします。一般会員と研究開

発会員から構成され、2007年10月1日に設立されました。現在、一般会

員を幅広く募集しています。

　オープンなセミナーやワークショップを開催し、家族ケース検討などを

行っています。これは、日本、アメリカ、中国などにおいて、随時開催します。

なお、研究開発会員は、年間80回程度のクローズドな研究開発会議に参

画することが前提になります。そして、競争的資金を活用した研究プロジェ

クトの推進、研究成果の国内外への情報発信・書籍の出版などを遂行し

ます。

The rapidly advancing field of family health care 
nursing is becoming exciting ! 

Professor N. Hohashi has coined a new term, “family 

signs/symptoms,” which he uses to describe “problematic 

phenomena in the family system unit, comprehensively assessed 

by a nursing professional based on subjective and objective 

family data.” Through reviews of numerous family cases and years 

of clinical experience, 21 types of family signs/symptoms have 

been distinctly identified (as of May 2011). These would include 

“distortions in the power structure of the family,” “insufficiency in 

development of family resilience,” “irregularities in regulation of the 

family interface membrane” and others. Through understanding of 

family signs/symptoms, it becomes possible to plan and 

implement measures for family support. 

Because the Concentric Sphere Family Environment Model 

(CSFEM) takes a holistic approach to the environment that affects 

the family’ s well-being, Professor Hohashi is proposing it as a 

new theory within family health care nursing studies. Based on the 

family  assessment model (including labeling of  family  

signs/symptoms), the family support model and others have been 

developed. 

Let’ s understand what authentic “family health 
care nursing” is and put it into practice ! 

The society for the study of the Concentric Sphere Family 

Environment  Model,  by  conduct ing such act iv i t ies as 

improvements, clinical applications, empirical studies, propagation 

activities and others of the family assessment model and family 

support model which are based on the Concentric Sphere Family 

Environment Model, has the objective of realizing support toward 

all kinds of families. The society, composed of regular members 

and research and development members, was established on 

October 1, 2007. Presently it seeks to expand membership 

through wider recruitment of regular members. 

Through the conducting of open seminars and workshops, the 

society deals with a variety of topics, such as family case studies. 

These can be held at any time in Japan, the United States, China 

and other countries. The research and development members will 

need to participate in about 80 closed research and development 

meetings per year. In addition, the research and development 

members are also competitively engaged in research projects that 

harness competitive grants, and communicates its research 

findings within and outside Japan through of the issuing of 

information, publication of books and others. 
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