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第 3 回学術集会にあたって

ご挨拶
大会長 長江 美代子
多くの皆様のご支援を賜り、第３回日本フォレンジック看護学会学術集会を、愛知県東海市
の日本福祉大学東海キャンパスで開催させていただくことになりました。
フォレンジック看護（Forensic Nursing）はまだまだ社会的な認知度が低いのですが、看護教
育から抜け落ちている重要な部分をカバーする領域です。
フォレンジック看護とは、一言でいえば暴力に関する健康課題を扱う看護領域です。
暴力には、DV, 虐待，ネグレクト, いじめ，ハラスメント，ストーキング，クレーマーなど
すべて含まれます。これらの共通した特徴は、力と恐怖で他者を支配する人権侵害であること
です。加害者は、自分が優位に立つために、あらゆる手段を使って相手を貶め、自身の感情・
思考・希望・プライバシー（安全な場所）を持つことを奪っていきます。看護の対象となる
人々の中には、少なからずこのタイプの人間が含まれていて、職場で被害に遭い、暴力による
慢性的な PTSD（心的外傷後ストレス障害）により社会復帰ができなくなっている看護師は想像
以上にたくさんいます。しかし、日本の看護教育は、暴力を体系的に統合された学問領域とし
てカリキュラムに組み入れていません。小児虐待、いじめ、DV、高齢者虐待などを、複数領域
でそれぞれに扱いますが、暴力の構造に関する理論とそれに基づく看護介入を教えているわけ
ではありません。無防備の状態では、看護師は自分も守れませんし患者を守ることも困難で
す。
暴力は被害者のその後の人生を奪ってしまう明らかな犯罪であり、“犯罪被害／加害に関わ
る内容”としてとらえることができます。また、災害時に暴力が増加することも明らかになっ
ています。このように“フォレンジック”は触法の意味合いを持ち、関連する内容に拡大さ
れ、体系づけられてきました。
多様なフォレンジック看護の対象者を支えるためには、多岐にわたる分野の専門職が連携し
て、地域の支援者（非専門職）の活動を支えることが重要なキーポイントです。それは生きた
地域連携ネットワークの土台となり、地域をエンパワメントしていくものであると考えていま
す。このようなフォレンジック看護の実践と課題を考える場を共有したいという思いから、本
大会では「フォレンジック看護が支えるもの」をテーマとしました。
フォレンジック看護が目指しているのは暴力のない次世代であり、共通の健康課題は暴力に
より傷ついた心のケアです。暴力の影響は形を変え、世代を超えて家族全体を蝕んでいます。
暴力の世代伝達を断ち切るキーポイントは周産期です。どんな状況であっても、女性にとっ
て、お産が良い経験となることが、その後の母子愛着形成に大きくかかわっています。この大
切な周産期に女性を支援するのがドゥーラ（非医療職）です。基調講演では、ドゥーラトレー
ナーDebra Pascali-Bonaro さんに「ポジティブな出産経験と暴力のない次世代について」と題
してお話しいただきます。参加者の皆様とともに、社会に貢献できるフォレンジック看護につ
いて議論を深めたいと願っています。

会場のご案内
会場：日本福祉大学 東海キャンパス （〒477-0031

愛知県東海市大田町川南新田 229）

＊日本福祉大学東海キャンパスの最寄り駅は、名鉄太田川駅となり、太田川駅からキャンパス
までは徒歩 5 分となります。また、中部国際空港までも 19 分のアクセスとなります。
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参加者へのご案内
①参加受付
場所：日本福祉大学 東海キャンパス２階

第１会場前

時間：2016 年 9 月 3 日（土）9：30～
＊会場内では必ず参加証をご着用ください。
＊学生の方は、学生である証明書（学生証）をご持参ください。
②参加費
区分
事前登録
当日参加
参加費
会員
8.000 円
10.000 円
一般
9.000 円
11.000 円
学生（学部生）
4.000 円
5.000 円
懇親会費
会員・一般・学生
3.000 円
3.000 円
＊事前登録は、2016 年 7 月 31 日までに参加登録・参加費を振込された方です。
＊大学院生は学生扱いとなりませんのでご了承ください。
③発表者
筆頭著者、共著者ともに、本学会会員に限ります。
④懇親会
場所：日本福祉大学東海キャンパス食堂ラウンジ
時間：2016 年 9 月 3 日（土）17：30－19：30
⑤飲食、喫煙、携帯電話のご使用について
＊所定の場所以外での飲食は禁止となっております。1 階、エントランスホールをご利用くだ
さい。キャンパス周辺に 2 か所コンビニエンスストアがあります。
＊キャンパス内は、全て禁煙になっております。学内での喫煙はご遠慮ください。
＊会場内では、携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定してください。
⑥救護室
救護室は、学術集会本部となります。何かありましたら、受付までお申し出ください。

大会参加の皆様へ

『録音・録画・写真撮影等に関するお願い』

以下の件、ご理解のほどお願い申し上げます。

１．大会の記録のため、事務局において、講演・シンポジウム等のビデオ撮影や会場内の写真
撮影を行うことがありますので、予めご了承ください。
＊撮影にあたっては、参加者の顔を大写しする等のないように行います。
２．講演・シンポジウム、発表（ポスター、資料を含む）等においては、著作権への配慮のた
め、参加者が録音、録画、写真撮影を行うことを厳禁とします。
３．大会期間中、本人や関係者の了承を得ることなく、参加者の写真撮影、録音、録画を行う
ことがないようご留意ください。

さらに、今一度ご確認ください。
意図的ではなく、自身を撮影・録画等する際に、他者や他者の発表物を撮影している場合が
あります。肖像権や著作権に配慮した取り扱いをお願いいたします。
フェイスブック等で、関係者や第三者をうっかり公表してしまうことのないようにご注意く
ださい。

発表者（ポスター）へのご案内
①ポスター貼付時間：2016 年 9 月 3 日（土）9 時 30 分から 16 時 50 分
②ポスター貼付場所：2 階

第 3 会場

③発表時間について
＊2016 年 9 月 4 日（日）9:00-10:30 が研究発表の時間です。
＊発表者は、ポスター前で待機してください。
＊一題ごとの発表時間は、質疑応答を含めて 7 分間（発表 5 分、討論 2 分）の予定です。
＊プログラム進行につきましては、座長（担当者）の指示に従ってください。
＊限られた時間内で円滑に進行できるよう、ご配慮のほどお願いします。
④ポスター撤去時間：2016 年 9 月 4 日（日）12 時から 12 時 30 分
＊時間外に撤去をご希望の方は、受付までご連絡ください。
＊撤去時間以降に残っているポスターは、学術集会終了後に処分させていただきますので、ご
了承ください。
⑤ポスター作成要領
＊ポスターには、演題名、所属、演者名を必ず記載してください。
＊研究の目的、方法、結論が明確にわかるように作成してください。
＜ポスターパネルサイズ＞
演題番号

←事務局でご用意します

ポスター規定サイズ
（横84㎝×縦140㎝)

90cm

210cm

日本フォレンジック看護学会
第 3 回学術集会プログラム

2016 年 9 月 3 日（土）：学会 1 日目
会場
時間
9：30-10：00
10：00-10：10

第一会場
教室 C202（２階）
受付開始（２階）

第二会場
教室 C403,404（４階）

開会あいさつ
学会理事長：加納尚美
総合司会：古澤亜矢子

10：10-10：40

10：40-10：50
10：50-12：30

12：30-13：30
13：30-14：20

大会長講演
「フォレンジック看護の実践
と課題～非専門職と専門職の
連携」
演者：長江美代子
座長：柳井圭子
休憩

基調講演・市民公開講座
「ポジティブな出産経験と暴
力のない次世代について」
演者：Debra Pascali
Bonaro(デボラ・パスカリボ
ナロ：ドゥーラトレーナー)
座長：長江美代子
＊市民公開講座
（１階エントランス）
昼食

教育講演
「パートナーからの暴力被害
を受けた女性と子どもの理解
と支援―私たちに何ができる
のかー」
演者：キタ幸子
座長：加納尚美

ドゥーラ養成プログラム

14：30-16：50

導入的な体験トレーニング
演習
トレーナー：デボラ・パスカ
リボナロ、伊東清恵
サポーター：大橋幸美

17：00～

総会

17：30-19：30 懇親会（日本福祉大学内

カフェテリア）

第３会場
２階廊下
ポスター貼
付開始

2016 年 9 月 4 日（日）：学会 2 日目
会場
時間

第一会場
教室 C202（２階）

9：00-10：30

10：30-10：40
10：40-12：00

第二会場
教室 C403,404（４
階）

第３会場
２階廊下
ポスター発表
司会：石黒千映子
座長：平田弘美
甘佐京子

休憩

ドゥーラと語ろう！
フリーディスカッション
ファシリテーター：デボラ・パ
スカリボナロ、伊東清恵、日本
で活躍しているドゥーラ、
長江美代子

12：00-12：30

授賞式
進行：家吉望み

次年度開催案内及び挨拶
次年度大会長：柳井圭子

＊12：45～13：30 ドゥーラカフェ
（学会終了後、お茶を飲みながらドゥーラの人と語り合う時間があります。ご自由にご参加下
さい）

プログラム（演題目次）
２０１６年９月３日（土）
大会長講演

10：10－10：40

フォレンジック看護の実践と課題～非専門職と専門職の連携
大会長：長江美代子（日本福祉大学）
座長：柳井圭子（日本赤十字九州国際看護大学）

基調講演・市民公開講座

10：50－12：30

ポジティブな出産経験と暴力のない次世代について
演者：Debra Pascali Bonaro(デボラ・パスカリボナロ：ドゥーラトレーナー)
座長：長江美代子（日本福祉大学）

教育講演

13：30－14：20

パートナーからの暴力被害を受けた女性と子どもの理解と支援
―私たちに何ができるのかー
演者：キタ幸子（東京大学）
座長：加納尚美（茨城県立医療大学）

ドゥーラ養成プログラム

14：30－16：50

導入的な体験トレーニング 演習
トレーナー：デボラ・パスカリボナロ、伊東清恵
サポーター：大橋幸美（日本福祉大学）

２０１６年９月４日（日）
一般演題（ポスター）

9：00－10：30

座長 平田弘美（滋賀県立大学）
Ａ－１

急性期病院が行うワンストップセンターの役割と理解
―流れ図作成の経緯と今後の課題―
○江口美智１）松平淳子１）永田真理１）
１）名古屋第二赤十字病院

Ａ－２

24 時間体制急性期ワンストップ支援センター設立後の実践報告
－多職種との連携、倫理的対応の問題解決にむけて－
○小瀬裕美子１）加藤紀子１）江口美智１）永田ゆかり１）坂本理恵１）片岡笑美子１）
１）名古屋第二赤十字病院

Ａ－３

病院拠点型性暴力救援センターにおける急性期対応の現状と今後の課題
○長江美代子１）江口美智２）小瀬裕美子２）神尾正子２）松岡栄子２）
１）日本福祉大学 ２）名古屋第二赤十字病院

Ａ－４

フォレンジック看護実践者の支援に向けた方策
臨床看護師が抱える不安より
○柳井圭子１）Herrera Lourdes２）児玉裕美３）
１）日本赤十字九州国際看護大学２）日本赤十字九州国際看護大学
３）産業医科大学

Ａ－５

ドイツにおけるフォレンジックに関わる助産師の役割
○大橋幸美１）
１）日本福祉大学

座長 甘佐京子（滋賀県立大学）
Ｂ－１

20 代の妊娠先行婚女性にとっての妊娠と結婚
－妊娠前のパートナーとの関係性と課題－
○杉山泰子１）
１）鈴鹿医療科学大学

Ｂ－２

未成年の性犯罪被害者に対する産婦人科的対応の年代別問題点
○西條良香１）
１）徳島大学医学部法医学教室

Ｂ－３

大学生の男女交際における心理的葛藤と対処の推移
○生田真弥１）川添郁夫１）
１）弘前大学

Ｂ－４

大学生のデート DV 被害経験・知識・教育とリプロダクティブ・ヘルス／ライツ
○力武由美１）
１）日本赤十字九州国際看護大学

Ｂ－５

老人保健施設で働く介護士のストレスと認知症高齢者の攻撃的行動との関連
○平田弘美１）
１）滋賀県立大学

ドゥーラと語ろう！
フリーディスカッション
ファシリテーター：デボラ・パスカリボナロ、伊東清恵
日本で活躍しているドゥーラ、長江美代子

10：40－12：00

大会長講演
フォレンジック看護が支えるもの
長江 美代子
日本福祉大学看護学部看護学科教授

多様なフォレンジック看護の対象者を支えるためには、多岐にわたる分野の専門職が連携し
て、地域の支援者（非専門職）の活動を支えることが重要である。地域の支援者とは、専門職
であるかどうかにかかわらず、自身のつらい経験から、「今同じような思いをしている人たち
を何とかしたい」という思いで活動している地域住民である。それは生きた地域連携ネットワ
ークの土台となり、地域をエンパワメントしていくものであると考えている。例えば、暴力被
害の経験を持ちケアされて回復した人は、傷ついた心に寄り添うことができるだけでなく、何
が回復へと導いてくれたかを経験として知っている。これは、「暴力被害」を、「依存症」、
「がん」、「精神障がい」、「望まない妊娠」などにおきかえても同様なことがいえる。これ
が Doula の基本姿勢であり、おそらく社会にさりげなく存在している心からの支援の基本であ
る。そういう意味では特に新しいものではないが、こういった支援が地域全体をエンパワメン
トしてきたことは見過ごされがちである。このような基本姿勢を土台とした暴力被害支援のネ
ットワークを広げていきたいと考える。
専門職は、特定の分野の知識と技術を身につけているが、これを意義あるものとして実践に
乗せるには、このような地域の支援者の経験知に学ぶ必要がある。専門分野は便宜上人間が決
めたものであり、人の営みに本来切れ目はない。“途切れの無い”、“切れ目のない”、“継
続した”など、類似のことばで表現される支援の実現は、専門職と非専門職の連携が必須条件
である。
今年 1 月 5 日、“性暴力救援センター日赤なごや・なごみ”が名古屋第二赤十字病院に開設
された。性暴力被害者の多様なニーズに一か所で対応するための拠点として、現在地域の健康
医療福祉・司法・行政関連の有効な連携システムの構築を模索している。そのシステムには前
述のような地域の支援者の存在が欠かせない。本学会で紹介する Doula は、被害により望まな
い妊娠をしてしまった女性、とくに若年の女性の支援者として、ぜひ“なごみ”のシステムに
加わっていただきたいと考えている。なごみの利用者の半数は 10 代の女性である。性暴力は、
その経験自体がその後の人生を変えてしまうほどの影響力を持つ犯罪である。被害後の妊娠・
出産・子育てあるいは中絶の経験などは、さらに暴力被害の病理を次世代に伝達していく。お
産の経験をより良いものにすることで、母子の愛着形成を促すことができると言われている。
まさに暴力のない次世代育成のキーポイントである。周産期に関わる知識と技術に加え、正し
い性教育やリプロダクティブヘルスの知識の低年齢層への普及は専門職の重要な役割である。
さらに、医療職が非医療職と一緒にチームを組んで支えていく必要があるのは、暴力による
PTSD の予防・治療・回復への支援である。性暴力被害直後から中長期への支援における PTSD
のケアについて、具体的な事例をイメージして説明し、あらためてフォレンジック看護が支え
るものについての展望を示す。

【略歴】
現在：日本福祉大学看護学部教授 精神看護学、国際看護学担当
女性と子どものライフケア研究所 主宰
精神看護専門看護師（American Nurses Credentialing Center：ANCC 認定）
名古屋市立大学看護短期大学部看護学科卒業（1991 年）後、名古屋第二赤十字病院で 1996 年
12 月まで看護師として勤務。1997 年 8 月から The University of Illinois at Chicago,
College of Nursing で看護学修士および博士（Ph.D）を取得した。2005 年帰国後は大学で精神
看護学を担当するかたわら、女性と子どものヘルプライン MIE とともに、DV 被害女性とその子
どもの支援にかかわってきた。暴力被害者の PTSD 回復に取り組むにつれて性暴力被害の深刻さ
を知り、2016 年 1 月、名古屋第二赤十字病院との協同により「性暴力救援センター日赤なごや
なごみ」立ち上げ、運営にかかわっている。

教育講演

パートナーからの暴力被害を受けた女性と子どもの理解と支援
ー私たちに何ができるのかー
キタ幸子
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻
家族看護学分野
パートナーからの暴力（Intimate partner violence: IPV）は、親しいパートナーを暴力に
よりコントロールしようする意図的な行為の総称である（Stewart et al., 2013; WHO,
2013）。日本の IPV 有病率は 23.7%であり（内閣府, 2015）、IPV は「普通」のカップル間で日
常的に起こりうる身近な健康問題であると言える。IPV は非常に親密な間柄で起こる暴力であ
ることから、暴力はエスカレート、潜在化しやすい。そのため、IPV 被害者の多くは長年、深
刻な心の傷と生きづらさを抱えている。
日本では 2001 年に「配偶者暴力防止法（通称 DV 防止法）」が施行され、各都道府県・自治
体による相談窓口の設置、啓発活動等により、施行当時と比べて、社会全体における IPV の関
心や理解が高まっている。しかしながら、IPV 被害を受けた女性とその子どもへの支援体制は
十分とは言えず、未だ多くの被害者やその子ども達は誰にも助けを求めず、心身に深い傷を負
いながら生活している現状がある。
演者は、10 年ほどに渡り、妊娠中から産後（周産期）に起こる IPV と母子の健康に関心をも
ってきた。妊娠中の IPV 被害は 15.7%～31.4％と高く、約 5%の妊婦は命の危険を感じる程の深
刻な暴力を受けている（Kita et al., 2016; Kita et al., 2013; Inami et al., 2010）。ま
た妊娠中の IPV が及ぼす母子の健康被害は著しく、周産期うつ病、ボンディング障害、流産・
早産、低出生体重児、児童虐待等の原因となる（WHO, 2010; Kita et al., 2016; Chan et
al., 2012）。このことから、演者は、周産期に携わる助産師や看護師、Doula 等の医療者・支
援者の役割の重要性を感じており、妊娠中から IPV 被害を早期発見し、IPV 被害を受けた女性
と子どもに対して、多職種と協働しながら安全に妊娠・出産・育児ができる環境を整えること
が重要であると考えている。当日、演者はこれまで得られた知見を基に、周産期に暴力被害を
受けた女性と子どもが健康を維持しながら安全に生活するために、私たち医療者や地域の支援
者がどのように関わり、介入する必要があるのか、考えを述べたいと思う。
更に、近年、演者は、家族というシステムの中で、IPV 被害者である母親・加害者である父
親・その子どもの相互作用、長期的な健康問題、暴力の世代間連鎖に着目している。そのた
め、当日は、IPV 加害者やその子どもに関する新たな知見も紹介しながら、IPV 家庭で起こる家
族同士の負の円環関係や暴力の世代間連鎖を断ち切り、IPV 被害を受けた母親と子どもが長期
にわたり健やかに生活するために、私たちに何ができるのか共に考えたいと思う。

【略歴】
2005 年に東京女子医科大学看護学部卒業、2007 年に聖路加看護大学（現：聖路加国際大学）大
学院修士課程ウィメンズヘルス・助産学専攻上級実践コースを修了、看護学修士及び助産師免
許を取得。修了後は大森赤十字病院産婦人科に助産師として勤務しながら、産科現場での IPV
スクリーニング導入や IPV 被害女性への対応、院内研修会の開催等、IPV ケースの対応や啓発
に携わる。その後渡米し、渡米先の助産院や産後の家庭訪問を通して、IPV 被害を受けた日本
人母子の育児支援に関わる。帰国後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻母性
看護学・助産学分野で保健学博士を取得し、2015 年より同大学家族看護学分野助教に着任、現
在に至る。

一般演題（ポスター）
A-1
急性期病院が行うワンストップセンターの役割と理解
―流れ図作成の経緯と今後の課題―
名古屋第二赤十字病院・江口美智・松平淳子・永田真理

【背景と目的】
A 救命救急センターでは、様々な急性期の患者を受け入れている。その中には、性暴力を含
む虐待や DV で、治療が必要とし入院に至る者、社会的入院後に地域支援の窓口を探す者まであ
る。しかし急性期病院では救いを求めるものがその後どうなったかを知ることはなかった。そ
こで平成 26 年 12 月、都市型の実情に応じた病院拠点の医療・司法・行政にまたがるワンスト
ップシステムの拠点としての役割を引き受けることになった。現場では、それ以後から平成 28
年 1 月 5 日開設までの期間、急性期病院の使命を含めた性暴力支援の必要性を周知させ、関わ
るすべての医療者が協力体制をとる必要性にせまられた。被害者がどのような流れで、どこに
向かうのかを目で分かる流れ図が必須であった。ここでは、A 病院の医療者が、それぞれの立
場で役割がわかるための流れ図を作成した経過を報告する。
【方法】
A 病院の救急外来、産婦人科、小児科に関連する医師・看護師・事務・検査技師などに働き
かけ、ワンストップシステム構築のための協力体制を周知し、マニュアル作成と、いくつかの
パターンの流れ図を作り、見える化を行った。
【結果】
A 産婦人科医師・救急内科医師・小児科医ともに 24 時間体制で支援に関わることが救命救急
を使命とする大病院で可能なのかというジレンマが強かった。これについてはＳＡＮＥ（性暴
力被害者支援看護職）の存在や支援員の役割を示し協力体制を検討した。センター開設準備委
員会の中で何度も質問を受けたのは、誰が最後まで責任を持つのか、様々なケースにどのよう
な流れで対応するのか、対象被害者が増えてしまったらどうするのか等であったが、流れ図に
よってワンストップの役割が徐々に理解されていった。
【考察】
流れ図にしていくことでそれぞれの役割や、被害者の行方が理解されることで支援者の不安
を減少させることに貢献できた。
今後はさらに詳細な情報を取り入れた流れを周知していく必要がある。

一般演題（ポスター）
A-2
24 時間体制急性期ワンストップ支援センター設立後の実践報告
－多職種との連携、倫理的対応の問題解決にむけて－
名古屋第二赤十字病院 ：小瀬裕美子 ・加藤紀子・江口美智
永田ゆかり・ 坂本理恵・片岡笑美子

【背景と目的】A 病 院では 2014 年から 2015 年向けて性暴力被害者支援専門看護師（
Sexual Assault Nurse Examiner：以下 SANE とする）を養成し、24 時間体制の急性期ワンスト
ップ支援センターを設立した。SANE は被害者に寄り添いながら心のサポートをすると同時に、
救急外来や産婦人科・小児科等の院内スタッフや警察等と連携し、スムーズに医療を提供でき
るように対応していく必要がある。
設立当初、SANE の多くは知識や経験が浅く慣れないため不安があった。特に院内での多職種
との連携や、被害者に対しての倫理的対応が問題視された。ワンストップ支援センター設立後
約 5 ヶ月経過し、各々の SANE がお互いに情報を共有しながら、様々な問題解決に取り組んで
きたので、その実践内容を報告する。
【実践内容】①電子カルテ運用で、多職種の職員が患者の情報を閲覧できるため、レイプや強
制強姦など、加害者が行った詳細な行為の記録は倫理的問題があった。そこで性暴力被害者の
カルテ記載・運用基準を作成し、電子カルテと別保存する記録内容を明確にした。②SANE が被
害者に対してどのような手順で何を説明するかを分かりやすくするため、項目別に内容を網羅
した SANE 用の 説明・同意書を警察と共同して作成した。またすぐに対応できるように、SANE
用チェックシートを作成した。③産婦人科症例の相談医師の窓口を一つに決め、事務的な運用
の相談窓口はソーシャ ル・ワーカーとした。
【結果・考察 】カルテ記載・運用基準を作成後、倫理的問題を考慮した記録内容が明確になり
守秘義務が厳守されている。救急外来からの症例も SANE が積極的に介入して倫理的な配慮を
行いながら救急外来と協働して対応できている。また、全ての SANE が SANE 用の説明・同意書
やチェックシートを活用し 、一つひとつの行為や処置内容を被害者の立場になって説明し対応
できている。症例毎に様々な問題があるが、事例を共有しながら SANE が一貫した対応で被害者
を支援できるように、院内外の多職種と情報を共有して問題解決に挑んでいきたい。

一般演題（ポスター）
A-3
病院拠点型性暴力救援センターにおける急性期対応の現状と今後の課題
日本福祉大学看護学部 ：長江美代子
名古屋第二赤十字病院：江口美智・小瀬裕美子
神尾正子・松岡栄子

【背景と目的】
性暴力被害者 PTSD 発症率は 47～55％（他トラウマの 2‐3 倍高）と推測されている。PTSD は
うつ・自殺・再被害と関連している。本研究では、病院拠点型の性暴力救援センターにおける
急性期介入の PTSD 予防・回復・治療に対する効果を評価するためのアウトカムについて検討し
た。
【方法】①文献検討によりアウトカム評価項目の抽出、② 実践活動より具体的な項目の追加
、③性暴力被害者支援看護職（SANE）の急性期ケア（健康管理・危機サポート・リソース）の
目標を項目として追加。個人情報には触れないが倫理的には十分配慮した。
【結果】被害直後から一か月の被害者に対して行われる介入は a.傷害や急性ストレス反応への
ケア b.警察の関与と証拠採取 c.妊娠や感染症への医療的介入 d.危機介入であった。性暴力被
害について評価した後、SANE は被害者の病歴および被害履歴について面接を行った。被害に
関する情報収集は、トラウマを刺激して診察中に覚醒や解離をおこすリスクや PTSD 長期的の
リスクを伴った。危機介入の目的は、面接 や証拠採取を含む身体検査など被害後の急性期を通
じて、これらのリスクを最小化することであった。PTSD 症状の発現は被害後半年以降の場合も
ある。健康への影響を軽減させるため最低一年間は定期的なフォローアップで症状をモニター
する必要性が予想された。（基本的には１か月、３か月、６か月、１２か月後 ）。アウトカム
指標としては①エンパワメント効果：支援された・自分を取り戻した・選択肢を与えられたと
感じる、診察や治療の受入れ、証拠採取の同 意、警察への報告頻度、②身体的・精神的・社
会的評価：急性 PTSD 症状、解離、薬物依存の有無、再被害、慢性健康状態などの変化、③法
的：証拠の包括性、文書化、保管のプロセスなど、であった。
【考察】PTSD 治療のためのトラウマケアセンターや、利用者の半数を占める 10 代の望まない
妊娠に対して、継続的に心理社会的支援を提供するドゥーラの導入は、暴力の世代伝達を止め
ることにも繋がる。

一般演題（ポスター）
A-4
フォレンジック看護実践者の支援に向けた方策
臨床看護師が抱える不安より
日本赤十字九州国際看護大学・柳井圭子
日本赤十字九州国際看護大学・Herrera Lourdes
産業医科大学・児玉裕美

【緒言】
フォレンジック看護（以下、FN）教育の必要性も徐々に認知されつつある今日、実践者の活
動の場を拡大するとともに、実践者を支援する体制を検討しなければならない。報告者は、す
でに 2010 年に日本において FN 導入に関する臨床看護師の意識調査を行い教育の必要性につい
て紙面で発表している。学会も立ち上がり、FN 実践が本格化する中、本調査で示されていた実
践する不安に関する分析結果を再考し、その不安を払拭する具体的方策について考察した。
【方法】
九州の地域基幹病院のうち、協力が得られた施設の臨床看護師・病棟管理者、計 632 名を対
象に自記式質問紙による調査を行い、留置法にて回収した。本研究は産業医科大学倫理審査委
員会の承認を得て実施している。
【結果】
581 部回収した（有効回答率 99.8%）。
１． 証拠保全を看護の役割とする者と否とする者はほぼ二分していた。
２． 証拠保全の不安要因として、「誤った際の責任を問われる」、「正確な情報伝達」、
「報復」、「捜査や裁判への関わり」、「対象者との信頼関係を損なうこと」等であっ
た。
３． 証人の役割は、上司に相談する（288 名：49.6%）、求めがあれば応える（150 名：
25.8%）、関係するすべてに応える（71 名：12.2%）、守秘義務を守る（60 名：10.3%）で
あった。
４． FN の活動実践において教育をのぞく検討事項は、捜査機関との行動体制の確認、他の職
員との共同体制作り、倫理的取り決めの策定、通報システムの整備、責任の明確化等であ
った。
【考察】
FN 実践が現実化する中、本調査結果を活かし、実践での指針として看護の役割を明確に打ち
出すこと、医療者と捜査機関・警察当局との役割区分と認識、また法関係者の倫理との異同を
踏まえた FN 実践の倫理指針を示すことが必要である。本調査は文部科学省補助金（課題番号
21592738）の助成を受けた。

一般演題（ポスター）
A-5
ドイツにおけるフォレンジックに関わる助産師の役割
日本福祉大学 看護学部

大橋

幸美

ドイツでは、助産師で 2 年間の職務経験の後さらに教育をうけたファミリー助産師
(Familienhebamme)とよばれる職種が存在する。妊娠期から育児期にかけて家庭訪問を行い、多
職種と連携しながら DV を受けている女性への支援や虐待の予防に関わっている。産科病棟以外
でも、児童相談所、社会福祉関係の施設でも働いている。
【目的】ドイツにおけるフォレンジックに関わる助産師の役割についての現状を報告し、我が
国での看護の新たな役割とシステム等を提案することを目的とする。
【方法】平成 25 年の 3 月にハイデルベルグの産婦人科病院 2 か所と、青少年福祉局 1 か所を訪
れ、さらに出産施設で働いている助産師からのインタビューからドイツにおけるフォレンジッ
クに関わる助産師の役割について調査を行ったので報告する。その後も継続してドイツで働い
ている助産師にインタビューを行い、関連資料から情報収集を行った。本調査の関係者には事
前に説明を行い、日本での発表について同意を得た。
【結果と考察】子ども虐待の予防と家族と子どもを守ることを目的に現在ドイツ全体で取り組
まれている、Frühe Hilfen（早期支援）施策を基にハイデルベルクで実践されている
HEIdelberger Kinderschutz Engagement （HEIKE）プロジェクトでは、産科医師や、小児科医
師、福祉関係者、助産師など多職種との連携により虐待支援が行われている。その中でも特に
ファミリー助産師が果たす役割は大きい。特に出産後の訪問活動による保健サービスと家族に
対する心理・社会的サポートの助産提供は DV を受けている女性への支援や虐待予防につながり
大変重要である。我が国においても、病院施設で働く助産師が積極的に地域での活躍の場を拡
大することで継続的助産ケアが提供できフォレンジック看護の中心的役割を担うことができる
と考える。

一般演題（ポスター）
B-1
20 代の妊娠先行婚女性にとっての妊娠と結婚
－妊娠前のパートナーとの関係性と課題－
鈴鹿医療科学大学看護学部杉山泰子

【目的】
20 代の妊娠先行婚女性が、妊娠・結婚し出産に至るまでの経験をその語りから明らかにし、
看護支援上の課題を考察することを目的とした。今回、妊娠判明に先立つ交際期間中における
結婚・妊娠への意識についての語りに着目し、妊娠前のパートナーとの関係性と課題について
検討した。
【対象】
出産後 8 週以降 1 年未満の 20 代で初婚・初産の妊娠先行婚女性 6 名を研究協力者とした。子
育て支援センターを介し、研究協力依頼用チラシを用いて研究協力者を募る方法と、研究者に
機縁のある研究協力者を募る方法の 2 種の方法をとった。子育て支援センターへの交渉は 3 施
設とした。インタビューガイドを用いた半構造化面接を行い、逐語録から、妊娠に至るまでの
経験に関する記述部分を抽出し質的記述的に分析した。分析結果の信憑性を確保するため、母
性看護学、社会学を専門とする複数の研究者で分類を検討した。三重県立看護大学研究倫理審
査会の承認を得て実施した。
【結果】
妊娠先行婚女性は、妊娠前から【まずは結婚であるという規範の存在】、【規範からそれる
可能性のあるパートナーとの関係】、【規範からそれることを回避できないパートナーとの関
係】、【規範を利用して自覚的に向かう妊娠・結婚】という、『順序性についての規範の存
在』を意識しながらパートナーとの関係性を構築していた。なかでも【規範からそれることを
回避できないパートナーとの関係】には、パートナーの思いどおりの妊娠・結婚に巻き込まれ
ていく感覚など、パートナーに強いられ、規範からそれることを回避できない関係性に強い矛
盾を感じながら交際している事例があった。
【考察】
20 代の妊娠先行婚女性の妊娠前の経験についての語りから、パートナーとの関係性に困難を
抱える事例が見られ、強いられた妊娠からの入籍は女性のライフプランに大きな影響を与える
可能性が示唆された。婚外子が極めて少ないわが国では、未婚の妊娠は援助を受ける対象とな
りうるが、入籍が確認されると支援の視点が向けられにくい。妊娠先行婚女性一人ひとりに関
心をもち、妊娠前の関係性や、妊娠中の夫婦の状況を把握する工夫が必要であり、支援のあり
かたを検討していく必要がある。

一般演題（ポスター）
B-2
未成年の性犯罪被害者に対する産婦人科的対応の年代別問題点
徳島大学医学部法医学教室

西條良香

（緒言）未成年者が性犯罪の被害者の場合には、その年代によって対応が異なる。筆者は産婦
人科医師として長年警察嘱託医師として性犯罪被害者の診察を数多く行ってきた。その対応の
違いと今後の問題点について示す。
（対応方法及び問題点）①小学校低学年まで：ほとんどの質問には、オウム返しに答えること
が多い。明るく返事をするが精神的ダメージがないわけではない。両親の犯罪に対する不安
（再び同じ目にあわないか）、産婦人科的診察への不安、子供の将来への不安などに対して十
分なフォローが必要である。②小学校高学年～中学生：受け答えは、比較的ハッキリしてい
る。診察に協力的か非協力的か、はっきりと別れる。性行為への興味はあるが、同世代男性に
はほとんど興味がないため SNS などを通じて年長者とコンタクトをとる。避妊に対する知識や
性感染症の知識は、自分に都合のいいものしかない。③高校生：経験上、約半数は性行為歴が
あるが親はそのことを知らないので、診察後の家族への説明は非常に気をつかう。事件の状況
については、比較的よく覚えている。
（結語）産婦人科医師は性犯罪被害者に対しての産婦人科的診察だけをすればいいというので
はない。被害を受け、精神的に落ち込んでいる被害者に対して、診察を通じて肉体的にも精神
的にも安心を与えなければならない。産婦人科的診察は、今を診るだけではなく、被害者の未
来も作るという、大きな意義がある。

一般演題（ポスター）
B-3
大学生の男女交際における心理的葛藤と対処の推移
弘前大学大学院保健学研究科・生田真弥、川添郁夫

I

緒言
DV は深刻な社会問題となっており、デート DV は女子学生の 3 人に 1 人が被害を受けてい
る。本研究では、青年期の男女を対象に親密な関係にある異性との交際において抱える葛藤と
その対処、交際を継続あるいは終結する心理的要因と推移を明らかにすることを目的とした。
Ⅱ

方法
対象は東北地方の大学に在籍する女子大学生である。インタビュー調査への協力意思があ
り、異性との交際経験をもち、なんらかの葛藤を抱えた経験がある者に対して半構造化面接を
実施した。調査内容は基本属性（年齢、性別、交際人数）、「交際の中でどのような問題が生
じましたか」「心理的葛藤はどのようなときに起こりましたか」「問題が生じているときの気
持ちになったのはなぜですか」等を尋ねた。分析方法は修正版グラウンデッド・セオリー・ア
プローチを用いた。協力者に対して口頭及び書面で調査の目的、方法、結果の公表について説
明した上で、協力は自由意思によるものであり、辞退した場合にも不利益が生じないこと、プ
ライバシー保護について説明を行い、同意を得た。本調査は、弘前大学大学院保健学研究科倫
理委員会の承認を得た。
Ⅲ

結果と考察
8 名の対象者に半構造化面接をした結果、50 個の概念と 14 個のサブカテゴリーが得られた。
大学生は、交際を開始することでパートナーのさまざまな＜人柄＞を認知し、交際から＜多様
なトラブル＞を経験することで＜気持ち・行動の変化＞を認識していた。さらに、＜嫉妬心＞
＜自己所有感＞の感情的反応が加わることでデート DV 行動が発生していた。その際には＜良好
な関係を保つための対処行動＞をとっていた。また、＜適切なサポート＞の有無の違いによっ
て、サポートを得て＜限界＞を悟り交際終結させる者と、サポートが得られず＜交際継続＞に
しがみ付く者とに分けられた。関係を終結させる者としがみ付く者に共通する心理として＜依
存的心理・見捨てられ不安＞が見いだされた。

一般演題（ポスター）
B-4
大学生のデート DV 被害経験・知識・教育とリプロダクティブ・ヘルス／ライツ
日本赤十字九州国際看護大学・力武由美

【研究（実践）背景と目的】
内閣府の平成 27 年調査報告書によると、交際相手から暴力を受けた経験を持つ女性は 5 人に
1 人で、社会的にも 10 代、20 代の若者を DV 予備軍とみなす認識が広がっている。本報告は、
平成 27 年 6 月から 12 月までに、デート DV を大学生のリプロダクティブ・ヘルス／ライツを侵
害する事象として位置づけた内容構成の研修プログラムの実践報告である。大学生のデート DV
被害経験・知識・教育の現状と、デート DV がリプロダクティブ・ヘルスに影響を与えているか
を調査することを目的としたアンケート調査を同研修実施後に実施した。調査は、属性、デー
ト DV の被害、知識、教育の経験、性感染症検査サービスの情報の知識、研究の内容の理解を問
う項目と自由記述欄で構成。回答は強制ではないことを説明し、回答を持って同意とみなした。
回答用紙は学生が封筒に入れ、回収箱に入れるという方法で回収した。
【対象】Ａ市にあるＢ大学の大学・短期大学学生計 500 名にアンケート用紙を配布し、回収は
（食物栄養学部 100 名、リハビリテーション・作業療法学部 39 名、理学療法学部 77 名）216 票
と短期大学（食物栄養学科 75 名、ファッションビジネス学科 37 名、保育学科 148 名）260 票
で、有効回答率は 95.2％であった。
【結果】
「研修前はデート DV について知らなかった」が 42%であるのに対し、「デート DV の行為
についてよく見聞きしていた」と「ときどき見聞きしていた」を合わせると約 55％であった。
「交際相手が怖いと感じたことがある」と答えたものは約 15%であった。
「リプロダクティブ・
ヘルス／ライツについては研修を受ける前に知っていた」と回答したものは約 5％であった。
また、自由記述からデート DV とリプロダクティブ・ヘルス／ライツの内容を取り入れた性教育
が行われていない現況が示されると同時に、レイプの被害経験はあるが HIV 性感染症検査サー
ビス、ワンストップセンター、妊娠、性感染症などの知識がないために、検査を受ける行動に
はつながっていないことが示された。さらに、デート DV とその予防、ワンストップセンターの
利用も含めた性と生殖に関する健康行動の形成、パートナーとの対等な関係性と自己決定権が
行使できる力をつけることの重要性が本研修によって理解されたことが示された。
【考察】デート DV をリプロダクティブ・ヘルス／ライツを侵害するものとして位置づけた包括
的な性教育が継続して大学生に実施されることは、デート DV の予防と性と生殖に関する健康と
権利を守るうえで有効であるといえる。

一般演題（ポスター）
B-５
老人保健施設で働く介護士のストレスと認知症高齢者の攻撃的行動との関連
滋賀県立大学人間看護学部・平田弘美
【研究背景と目的】
老人保健施設において、認知症高齢者の介護は日常生活援助が主流となるが、認知症高齢者
が身体的（殴る・蹴る）
・言語的（暴言を吐く）攻撃的行動を伴うとなると、介護はより困難な
ものになる。海外の研究結果では、認知症高齢者から受ける攻撃的行動によって、介護士が常
に身の危険を感じるといったストレスや怒りや悲しみなど精神的苦痛を感じ、仕事への意欲の
低下やケアの質の低下を引き起こすと報告されている。本研究は、老人保健施設で働く介護士
のストレスやバーンアウトと、認知症高齢者の攻撃的行動との関連を明らかにすることを目的
とした。
【研究方法】
東北、近畿地方にある 10 ヶ所の老人保健施設で働く 137 人の介護士にアンケート調査を実施
した。研究者が直接施設に行き、アンケートの配布・回収を行った。日本語版 Exposure to
Disruptive Behavior Scale、日本語版パインズバーンアウトスケールなどを使用した。
【倫理的配慮】
研究対象者には、文書で研究目的等を説明し、アンケートの回答をもって同意を得たことと
した。
【研究結果】
134 のアンケートを回収（回収率 97.8%）し、有効となったアンケートは 129（有効回答率
94.2%）であった。①対象者の属性：対象者の 68.2%は女性で、41.1%の対象者は、介護士とし
て 10 年以上の経験があった。②攻撃的行動から受けるストレス：対象者が最もストレスに感じ
た攻撃的行動は、
「引っ掻く」
（平均点 2.51）であった。③因子間の相関関係：攻撃的行動と介
護士のストレス、攻撃的行動とバーンアウト、攻撃的行動と離職の意思などで正の相関関係が
みられた（p< 0.01）。④攻撃的行動による心理的影響：攻撃的行動を受けて、「その利用者を避
ける」（17.8%）
、
「怖いと思い対応がぎこちなくなる」（2.8%）などの回答があった。
【考察】
研究結果から、攻撃的行動が介護士のストレスを引き起こすと考えられた。攻撃的行動の減
少と攻撃的行動から受ける介護士のストレスを軽減するために、今後、介護士への専門的なト
レーニングや教育が必要と思われる。

日本フォレンジック看護学会誌
論文投稿規定

著者は、以下の投稿規定に基づいて原稿を作成・提出すること。なお、この規定に示されて
いない項目は、医学雑誌編集者国際委員会（http://www.icmje.org/）が示す「生物医学雑誌へ
の統一投稿規定」に準拠することとする。

１．投稿資格
本誌への投稿は、編集委員会が特に認めた場合を除き、共著者も含め会員に限る。未加入の
場合、投稿と同時に入会手続きを取ることができる。他誌に発表された原稿（予定も含む）の
投稿は認められない。
２．研究の倫理性
執筆に当たっては、国際看護師協会（ICN：International Council of Nurses）による「看
護研究の倫理指針（Ethnical Guidelines for Nursing Research）」を順守すること。また、
倫理的配慮は、必ず本文中に明記すること。
３．論文の言語
投稿原稿は、和文・英文いずれでもよいが、国際的に発信したい（すべき）内容は、できる
だけ英文とする。
４．投稿原稿の種類と構成
投稿原稿の種類とその内容は、表 1 の通り。これ以外に、編集委員会で認めたものを掲載す
ることもある。また、投稿原稿の構成や見出しは、表 2 の通りとする。
５．原稿の採否・査読
論文の採否は、複数人の査読者を経て編集委員会で決定する。査読は、投稿者氏名等を伏せ
て行う。投稿原稿の修正を求められた場合には、できるだけ速やかに、指摘された事項に対応
する回答を付記した上で再投稿すること。
６．著者校正
掲載予定の論文の校正を著者が 1 回行う。校正の際の加筆、修正は原則として認めない。
７．著作権
著作権は本学会に帰属する。掲載後は本学会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。掲
載が決定した論文については、全著者が著作権譲渡のサインを提出すること。

８．掲載料および別刷
a) 掲載料は、原則として無料。論文の内容により編集委員会が規程枚数を超えることを
特に認めた場合には、超過分の実費を著者が負担する。
b) 別刷料の実費は著者が負担する。
９．原稿の執筆要領
a) 原稿は、ワープロソフト（なるべくマイクロソフトワード）で作成し、全て白黒印刷
とする。
b) 原稿は、A4 版用紙（縦）横書き、フォントサイズ 10.5 ポイント、35 字×28 行/頁とす
る。数字および英字は原則として半角とする。
c) 原稿の第 1 ページ目（表紙）には、希望する論文種類、表題、原稿枚数、図表の枚数、
キーワード（5 語以内）、著者名、所属機関名、連絡者の連絡先（住所、電話、e-mail
アドレス）、必要別刷部数を明記する（2 ページに渡ってもよい）。異なる機関に属す
る共著者がいる場合は、各所属機関に番号を付けて氏名欄の下に一括して示し、その
番号を対応する著者の氏名の右肩に記す。原著を希望する場合は、表題、著者名、所
属機関名、キーワードについては英文を併記する。外国人名がある場合は、アルファ
ベットで表記し、First name Middle name.（イニシャルのみ） Surname の順とする
（例： Samuel A. King）。日本人も英文原稿においては、フルスペルで、名（First
name）姓（Surname）の順で記載する（例：Naomi Kano）。
d) 和文要旨および英文要旨は、原稿の種類により必要とされる場合がある（表 2 参照）。
英文要旨は必ず専門家または英語母国語者のチェックを受けて証明書を添付する。
e) 文体は平易簡潔な口語体を用い、一般用語は新仮名づかい、常用漢字を使用し、専門
用語は「医学用語辞典（南山堂）」および「看護学用語辞典（医学芸術社）」に従う。
数字は算用数字を用いる。
f) 図表は、別紙に 1 枚ずつ作成し、それぞれ掲載順に図 1、表１のように一連番号をつけ、
それぞれの挿入希望位置を本文中に（図１を挿入）などで示す。必要に応じて表題の
ほかに適切な説明をつける。特に図は、そのまま掲載できる明瞭なものを作成するこ
と。尚、図表は A4 用紙 1 枚を 1,000 字、半分を 500 字、4 分の 1 を 250 字とみなす。
g) 引用文献については、アメリカ心理学会（APA：American Psychological Association）
発行のマニュアル「Publication Manual of the American Psychological Association」
に準拠する。
①引用の本文中表示
・表示は引用した内容を正確に示す場所に行い、本文中に著者名と出版年を記す。
例：（加納,2013）
・著者が 2 名の場合、その文献が出現するたびに 2 名の氏名を書く。
例：（加納,米山,2013）
・共著者が 3～5 名の場合は最初の引用箇所で全員を列挙する。同じ著書を再度引用
する場合は、筆頭著者に「ら（英文は“et al”）」を付して表示する。
・共著者が 6 名以上の場合は、筆頭著者に「ら（英文は“et al”）」と表示する。
・異なる著者の文献を同一箇所で引用する際は、セミコロンで区切って、筆頭著者の

アルファベット順に並べる。
例：（藤田,2011；家吉,2014；友田,2012）
・著者のない著作の引用表示は、タイトルを著者名として表示する。
例：（性暴力被害者の支援を行う SANE の活動，2014 年 8 月 30 日，○○新聞）
・書籍等の一部を引用する際は、ページ番号を表示する。
例：（鈴木,2011,pp.12-13）
②文献の記述
１）引用文献は、著者の姓のアルファベット順に配列する。2 行以上に渡るとき
は、2 行目以降の左端を全角 2 文字分字下げして記述する。
・共著のときは筆頭著者の姓の順。筆頭著者が同一なら第 2 著者の姓の順。
・同一著者の文献は、出版年順に配列する。同じ出版年のものが複数あるとき
は 2010a,2010b のようにアルファベットをつけて区別する。本文中の引用部
分でも同一のアルファベットを用いて出典を区別する。
・同一筆頭著者の単著と共著は、単著が優先される。
・共著の中では、共著者数の少ないものが優先される。
２）引用文献の種類別記載例（詳しくは上記マニュアルを参照のこと）
書籍の一部を引用する場合
著者名（西暦出版年）．章のタイトル．本の著者・編者名．書名．発行所所在地，
発行所，pp.頁―頁
例）新垣義夫（2009）．医療機関を軸としてみた虐待．おかやま児童虐待事例研究
会（著）．児童虐待 おかやまから 116 人の提言．岡山，吉備人出版，pp.24
－25
翻訳書の場合
原著者英語名（原書出版年）．タイトル．原書出版社．（原作者カナ名．訳者名
（訳）（訳書出版年）．翻訳書名．翻訳書出版社，pp.頁―頁）
例）Bancroft,L.（2002）．The batterer as parent. CA:SAGE Publications.
（バンクロフト L. 幾島幸子(訳)（2004）．DV にさらされる子どもたち―加害者
としての親が家族機能に及ぼす影響．東京：金剛出版，pp.101－108）

電子情報の場合
サイトの設置者名とアドレスおよびサイトにアクセスした日付を記載する
例）日本フォレンジック看護学会

http://jafn.jp/ [2014.03.29]

10．投稿手続き：
a) 投稿は、原則として本学会ホームページからの登録によるものとする。
b) ホームページから投稿する際は、本文およびファイル名に、著者名・所属機関名・謝
辞などのデータは入れないこと。（査読者がそのまま査読することになるため）
投稿原稿についての問い合わせ先
〒300－0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見４６６９－２
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 研究室 51
日本フォレンジック看護学会事務局
E-mail: mail@jafn.jp

その他詳しくは

学会ホームページ（http://jafn.jp/）でご確認ください

表１

投稿原稿の種類と内容

種類

内容

頁（字）数

オピニオン

フォレンジック看護に関する研究、活動、政策、動向
などについての提案・提言

8 頁（8,000 字、
2,500 words）以
内

総説

フォレンジック看護に関する研究・調査論文の文献考
察を行い、著者自身の考察を加えて論評しているもの

16 頁（16,000
字、5,000
words）以内

原著

フォレンジック看護に関する独創的な研究論文または
科学的観察

16 頁（16,000
字、5,000
words）以内

短報

フォレンジック看護に関する独創的な研究論文または
科学的観察の短報

8 頁（8,000 字、
2,500 words）以
内

報告（活動報告）

フォレンジック看護に関する実際的な活動をまとめた
もので、他地域で同様の事業を展開する場合に参考に
なるようなもの

16 頁（16,000
字、5,000
words）以内

資料

上記のいずれにも当てはまらないが、フォレンジック
看護において有用な情報や資料となりうると判断され
るもの

16 頁（16,000
字、5,000
words）以内

会員の声

掲載論文に対する意見、関連学会・会合などの報告、
その他会員からの声

2 頁（2,000 字、

フォレンジック看護に関する初期的・萌芽的・実際的
な活動経過報告など

2 頁（2,000 字、

緊急レポート

700 words）以内

700 words）以内

表２ 投稿原稿の構成
項目

内容

和文要旨

和文・英文を問わず「原著」「短報」「報告」「資料」に付す。「原著」「短報」に
ついては目的・方法・結果・結論にわけ、「報告」「資料」については同様、または
それに準ずる適切な見出しをつけて記載すること。

（1,000 字以内）
英文要旨
（英文 350 語以
内）

キーワード

和文による「原著」「短報」「報告」「資料」に付す。その他も、国際的に広く発信
したい場合には添えて良い。
「原著」「短報」については Introduction・Methods・Results・Conclusions にわ
け、「報告」「資料」については同様、またはそれに準ずる適切な見出しをつけて記
載すること。
5 個以内とする。つけ方は、Online searching of MeSH vocabulary
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) を参考にする。

本文

「原著」「短報」については、原則として以下のような見出しをつける。「報告」
「資料」については同様または準ずる見出しをつける。「オピニオン」については見
出しをつけてもつけなくてもよい。

Ⅰ

緒言

研究・調査・事業などの背景と目的を記す。

Ⅱ

方法

研究・調査・事業などの方法について、対象者や地域、標本抽出方法、使用した手
法、解析・評価・検討の方法などを記す。「報告」では、他地域での同様の活動を展
開するものに参考になるような記載を行う。
倫理的配慮について明記すること。

Ⅲ

結果

研究・調査・事業などの結果・成績などを記す。必要に応じて図表を使ってわかりや
すく示すことが望まれる。「報告」「資料」については、必要に応じて結果と考察を
まとめたり、別の項目を立てたりしてもよいが、客観的な事実としての結果と、著者
らによる意見や分析は分けて記載する。

Ⅳ

考察

結果・成果に関する考察や評価。「報告」については、他地域での同様の活動の参考
となるよう、成果や問題点、課題・教訓に関する分析・検討、他の事業に普遍化でき
るものとその活動における特殊性のあるものの整理を行う。

Ⅴ 結論（省略
可）

本研究・調査・事業から導かれた結論、明らかになったこと、学んだことなどを簡潔
に整理する。

文献

「原著」「短報」「総説」は必須。「オピニオン」「報告」「資料」も必要に応じて
入れる。「原著」「短報」「総説」はできるだけ学術雑誌・単行本など、出典が広く
入手・検索できるものとするが、「オピニオン」「報告」「資料」はインターネット
で入手した文書、新聞・一般雑誌、出典の検索・入手はしにくいが、途上国やその地
域における貴重な資料も含めて良い。また、事業で作成した研修マニュアルや報告
書、その他、他の類似の事業に参考になるような資料は、その入手方法などを含めて
文献または本文中に示してもよい。

謝辞（省略可）

研究助成などがある場合はそれを明示すること。

