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第 4 回学術集会にあたって 

 ご 挨 拶  

大会長 柳井 圭子  

 日本フォレンジック看護学会の学術大会も第 4 回を迎えます。ようやく日本でのフォレ

ンジック看護の実践が広まりつつあります。フォレンジック看護は、犯罪、暴力、虐待、

自殺、戦争、テロそして災害等幅広い領域で、被害者・加害者を対象とする看護ケアです。

そこに貫かれているものは、生命・健康を護りたいという看護の理念です。このようなこ

とを思いながら、今大会では、テーマを「災害におけるフォレンジック看護実践の可能性」

と設定しました。というのも現在、世界では、自然の力だけでなく、人為的な力によって

生命が脅かされています。自然災害の被害が、人為災害を引き起こすことにもなります。

このような生命に対する脅威は、後を絶ちません。災害への救援、災害看護、そこにその

後の人為災害を防止し、健康回復への支援として、フォレンジック看護の役割があるよう

に思います。実際、大規模災害における救援活動には、フォレンジック・サイエンスが活

かされています（https://www.icrc.org/en/what-we-do/forensic-science）。今大会では、

災害の脅威を乗り越え、次に備える視点で、フォレンジック看護を検討することとしまし

た。 

 フォレンジック看護は、看護基礎教育にはほとんど触れられることのない法医学的知見

が必要です。そこでまずは、その克服に向け、大会第 1 日目は、教育講演として、日本法

医学会理事長であり九州大学大学院法医学教室の池田典昭教授より「法医学と看護学との

連携-教育と実践」についてご講演を頂きます。前提知識を確認した後、午後は、フォレン

ジック看護学のパイオニアでありマザーと称されるバージニア・リンチ先生（日本赤十字

九州国際看護大学客員教授）に「全人的医療の提供を目指して－災害に活かすフォレンジ

ック看護」についてご講演を頂きます。そして今大会の中心となるシンポジウムでは、「災

害におけるフォレンジック看護の役割」をテーマに開催いたします。看護の立場から、熊

本地震災害、東日本大震災における看護活動を、また警察の立場から、さらに歯科医師の

立場から看護との連携について話題を提供していただきます。 

 大会 2 日目は、アメリカでのハリケーン被害での看護活動を通じて災害に起因する二次

的被害である暴力防止について、国際フォレンジック看護学会最高経営責任者であるサリ

ー・ラスキーさんにご講演を頂きます。 

 大会の最後には、法医学と看護との連携の実現化の一歩として、特別研修会を設定いた

しました。まさにトピックスとなります東海大学法医学教室の大澤資樹教授より、「看護師

が補助する遠隔死亡診断の可能性」についてご講演を頂きます。 

 会員皆様のご理解と御協力を頂き、準備を進めております。今大会に多くの方がご参加

下さり、語り、学び、そしてフォレンジック看護実践の輪が広がることを願っています。 

 

日本フォレンジック看護学会第 4回学術集会開催にあたって   
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会場までのご案内             

 

会場 : 福岡看護大学  （福岡県福岡市早良区田村二丁目 15番 1号） 

 

 

会場のご案内 
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会場案内図  
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①参加受付 

場所：福岡看護大学エントランスホール入口 

時間：2017 年 9月 2日（土）9：00～ 

※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 10,000 

一般 9,000 11,000 

学生（学部生） 4,000 5,000 

懇親会費 会員・一般・学生 3,000 3,000 

※事前登録は、2017 年 8月 10日までに参加登録・参加費を振り込みされた方です。 

 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：福岡看護大学 2階懇親会会場  

時間：2017 年 9月２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。ラウンジをご利用ください。 

  キャンパスを出られた左手にローソン・セブンイレブンがあります。 

※キャンパス内は、すべ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。 

 

⑦クロークは、学術集会事務局で受付いたします。ご利用時間は、1日目 9:00～17:40、 

2日目 8:30～15:30です。お時間をお間違えの無いようにお願いいたします。 

 

参加者へのご案内 
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大会参加の皆様へ 

 

『録音・動画・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、あらかじめご了承ください。 

  ※撮影にあたっては、参加者の顔を大写しするなど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）などにおいては、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

うことがないようにご留意ください。 

 

意図的ではなく、自身を撮影・録画する際に、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。 

 

SNS（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大会参加の皆様へ 
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発表者（ポスター）へのご案内 

 

① ポスター貼付時間：2017年 9月 2日 9：00～9月 3日 10：30 

② ポスター貼付場所：第二会場 

③ 発表時間について 

 ※2017年 9月 3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 10分間（発表５分、討論５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：2017年 9月 3日（日）10：30～12：30 

 ※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、学会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。 

 ポスターは、規定サイズ（横 84×140ｃｍ）で作成をおねがいします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210ｃｍ  ポスター規定サイズ 

（横 84×縦 140ｃｍ） 

演題  

番号 

←事務局でご用意します 

90ｃｍ 

発表者（ポスター）へのご案内 
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2017年 9月 2日（土）：学会 1 日目 

時 間 第一会場 第二会場 

9：00～  受付開始 

ポスター貼付（9：30～） 

 出展 

  出店 

10：00～ 10:10 開会式 開会の辞および会長挨拶 

柳井 圭子（日本赤十字九州国際看護大学）    

10：10～ 11:30 教育講演：法医学と看護学との連携 －教育・実践－ 

池田 典昭（九州大学大学院医学研究院法医学分野） 

座長：加納 尚美（茨城県立医療大学） 

11：30～ 11：40 休 憩 

11：40～ 12：00 大会長講演： 

なぜ今、災害とフォレンジック看護なのか 

柳井 圭子（日本赤十字九州国際看護大学） 

12：00～ 13：00 昼 食 

13：00～ 14：50 基調講演：全人的医療の提供を目指して 

－災害に活かすフォレンジック看護－ 

Virginia A.Lynch  

（国際フォレンジック看護学会創設者・初代会長） 

日本赤十字国際看護大学客員教授 

座長：米山 奈奈子（秋田大学） 

15：00～ 17：00 

  

 

 

 

 

 

シンポジウム：災害におけるフォレンジック看護の役割 

座長 李 節子（長崎県立大学） 

1) 2016 年熊本地震災害における看護活動の実践 

東 智子（熊本赤十字病院 看護部長） 

2) 2011 年東日本大震災とフォレンジック看護 

福島 裕子（岩手県立大学） 

3) 災害時に発生する暴力への警察の対応と課題 

井島 俊一郎（熊本県警察本部）    

4) 遺体確認と遺族ケア 

太田 秀人（筑紫歯科医師会理事） 

17:00～ 17:30 総 会 

*17:30 より、第三会場にて懇親会を開催いたします。 

日本フォレンジック看護学会 第４回学術集会プログラム 
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2017年 9月 3日（日）：学会 2日目 

時間 第一会場 第二会場 

9：00～ 10：30  ポスター発表 

 

 

10：30～ 10：40 休 憩 

 

出展 出店 

 

10：40～ 12：10 教育講演・市民公開講座： 

アメリカにおける災害時及び平時の暴力防止の 

取り組み 

   Sally J. Laskey   

（国際フォレンジック看護学会最高経営責任者） 

座長：山田 典子（日本赤十字秋田大学） 

12：10～ 12：30 授賞式 

次年度開催案内および挨拶 

次年度大会長 舩山 健二 （新潟刑務所） 

 

 

 

 

13:30～15:00 

 

特別研修会： 

看護師が補助する遠隔死亡診断の可能性 

 大澤 資樹 （東海大学大学院法医学教授） 

座長：柳井 圭子（日本赤十字九州国際看護大学） 
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プログラム（演題目次）          

2017年 9月 2日（土）                      第一会場 

教育講演                            10：10-11：30     

法医学と看護学との連携 －教育と実践－ 

 演者：池田典明（九州大学大学院医学研究科法医学分野教授） 

 座長：加納尚美（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科教授） 

 

大会長講演                            11：40-12：00 

なぜ今、災害とフォレンジック看護なのか 

  大会長：柳井圭子（日本赤十字九州国際看護大学教授） 

 

基調講演                              13：00-14：50 

全人的医療の提供を目指して －災害に活かすフォレンジック看護－ 

  演者：バージニア・ A. リンチ（国際フォレンジック看護学会創設者・初代会長） 

 座長：米山奈奈子（秋田大学大学院医学研究科教授） 

 

シンポジウム                            15：00-17：00 

災害におけるフォレンジック看護の役割 

                   座長 李 節子 （長崎県立大学看護学科教授） 

 

1） 2016年熊本地震災害における看護活動の実践 

東 智子 （熊本赤十字病院 看護部長） 

2）2011 年東日本大地震とフォレンジック看護 

                      福島 裕子（岩手県立大学看護学科教授） 

3）災害時に発生する暴力への警察の対応と課題 

                      井島 俊一郎 （熊本県警察本部人身安全

関連事案対策室長補佐） 

4）遺体確認と遺族ケア 

                      太田 秀人   （筑紫歯科医師会理事） 

  

プログラム（演題目次） 
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2017年 9月 3日（日） 

一般演題                              9：00-10：30  

A―１ 動画を用いたトリアージシミュレーション教育と学習効果の検証 

学生の学びはどこまで深いのか 

秋永和之１） 高橋公一２）   

1） 福岡看護大学  2）九州大学病院 

 

A－２ フォレンジック看護の認知度調査による学生の学び 

飯島亜樹１） 宮澤純子１） 

1） 城西国際大学看護学部 

 

A－３ Educational Background and Forensic Role of the Midwife in Peru 

Lourdes R. Herrera Cadillo1）, Giovanna Ñahuis Arteta2-3）, 

 Hilda Zoraida Baca Neglia2）, Keiko Yanai4） 

1）Osaka University, Graduate School of Health Sciences, Osaka 

2）Universidad de San Martin de Porres Midwifery and Nursing Faculty, Lima 

3）Peruvian National Police, Direction of Criminalistics, Lima 

4）Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing, Munakata 

 

A－４ 認知症のグループホーム入所者の人権と看護 

～後見人の意思で精神病院に入院させられた事例を通して～ 

西山 悦子 

上智大学 総合人間科学部 看護学科 

 

A－５ デート DV予防教育の実践 

寒水章納 

  福岡看護大学   

 

一般演題                              9：00-10：30  

 B－１ 北米における性暴力・DV 対応の体制と多職種他機関連携チーム（MDT）の実際 

長江美代子 1）、古澤亜矢子 1)、土田幸子 2）、江口美智 3）、坂本理恵 3） 

1） 日本福祉大学看護学部、2）鈴鹿医療科学大学看護学部、 

3）名古屋第二赤十字病院／ 性暴力救援センター日赤なごやなごみ 
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B－２ 産婦人科医療の性暴力被害者支援において看護師に求められる実践能力 

家吉望み 1) 加納尚美 2) 

1）東京有明医療大学看護学部看護学科 

2) 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 

 

 B－３ 口腔領域感染症から明らかになった小児に対する性的虐待 

松山永久 

日本保健医療大学保健医療学部看護学科病理学 

 

 B－４ 性暴力対応チーム基礎および応用研修の評価 

加納 尚美 1)、長江美代子 2)、李節子 3）、藤田景子 4)、三隅順子 5)、山田典子 6) 

     1)茨城県立医療大学 2)日本福祉大学 3)長崎県立大学 4)静岡県立大学  

5)東京医歯科大学 6)日本赤十字秋田看護大学 

 

 B－５ 性暴力対応チーム基礎研修の評価 

  加納 尚美 1)、米山 奈奈子 2)、家吉 望み３)、山波 真理 1)、土居岸 悠奈 1)  

1) 茨城県立医療大学 2)秋田大学 3)東京有明医療大学  

 

一般演題                              9：00-10：30  

 

 C－１ 陸前高田における災害中長期支援看護ケアプロジェクトの取組成果と課題 

洲崎好香１）、新谷奈苗２）、森中惠子３） 

1） 聖マリア学院大学 看護学部 2）奈良学園大学 保健医療学部看護

学科 3）福岡看護大学 看護学部 

 

 C－２ 高齢者の万引き事犯に潜む病理 ― 看護アセスメントの視点 ― 

舩 山 健 二 

新潟刑務所 医務課 法務技官看護師  

 

C－３ 生活困窮者にみられる病態 ― 看護アセスメントの視点 ― 

舩 山 健 二 

新潟刑務所 医務課 法務技官看護師  

 

 C－４ 報告：ドイツの精神科治療センターおけるフォレンジック治療と看護 

大橋 幸美 1）   古澤 亜矢子 1） 

1） 日本福祉大学 看護学部   
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 C－５ 日本の司法精神看護師が遭遇する倫理的問題 

恒松佳代子 １）、柳井圭子 ２）、福本優子 ２）  

1） 熊本保健科学大学、2）日本赤十字九州国際看護大学 

 

C－６ 高齢者虐待の早期発見につながる体表観察スクリーニングツールの改良 

     山田 典子１）、大山 一志１）、松橋 朋子２）、及川 真一２）、渡邊 智３）、

兵頭 秀樹４）   

1)日本赤十字秋田看護大学 2)日本赤十字秋田短期大学  

3)札幌医科大学法医学教室 4)北海道大学法医学講座  

             

 

教育講演＆市民公開講座                      10：40-12：00  

アメリカにおける災害時及び平時の暴力防止の取り組み 

  演者：サリー・J. ラスキー（Sally J . Laskey）  

  （国際フォレンジック看護学会最高経営責任者） 

 座長：山田 典子（日本赤十字秋田看護大学教授） 

 

 

特別研修                            13：30-15：00  

看護師が補助する遠隔死亡診断の可能性 

 演者：大澤 資樹（東海大学大学院法医学教授） 

座長：柳井 圭子（日本赤十字九州国際看護大学教授） 
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大会長講演 

 

なぜ今、災害とフォレンジック看護なのか 

        

      柳井 圭子 日本赤十字九州国際看護大学 

 

 

 誕生があれば、必ず死が訪れることは自然の摂理である。人生最後に迎える時間が穏や

かで、親しいものに囲まれ、苦痛なく迎えることができれば、その一生は幸福であったと

言えるだろう。しかし、そのような時間を一瞬で奪われる最後を迎えるとしたら、またそ

の最後が、当人には全く落ち度がない、他のものの勝手な思いや自己満足によってもたら

されることもある。当人の思いを聴くことができないとして、感じる無念さを引き継ぐ残

された者はどのよう気持ちを立て直せば良いのだろうか。理不尽な結果による大きな喪失

感、相手に報復を考えるほどの怒り、そして社会からの孤立・不安・・・これら感情が健

康に及ぼす影響は測りきれない。そして看護者はこのような方々を癒すことができるだろ

うか。 

 1990 年初め、バージニア・リンチ先生より見出されたフォレンジック・ナーシングは、

事件・事故という法的事象に遭遇する被害者・加害者への看護ケア実践という、これまで

語られることのなかった看護である。看護の対象は全ての人である。しかし、ケアを求め

る方との出会いがあってこそである。突然の死を迎えた方、その後の遺族の方へのケアの

必要性があるにもかかわらず、看護者はどこでその方々と出会っているのかさえ分ってい

なかった。 

 近年、虐待、ハラスメント、いじめという社会的病理現象によって健康を害する者がい

たことを知らされた看護者は、その被害の早期発見者であることを期待されている。死が

どのように訪れたのか。「死」は終わりではない。理不尽な死を迎えた遺族のケアもある。

保健師助産師看護師法において唯一助産師は、異常死胎の検案を行うことができ、死亡診

断を行うことができるとされている。死を解明するための権限を有していながら、看護者

はそのような社会的病理の早期発見を行うための法医学的教育を受ける機会はほとんどな

い。 

 今回、突然の死、として災害をテーマとした。人智を超えた自然の営みであったかもし

れないが、その際の判断の誤り、避難生活という私的な領域で蝕まれていた歪みによる他

者危害、そして放射能問題（いじめによる自殺等）による被害者への健康回復への支援。

フォレンジック看護として取り組むべき課題があり、今こそ実践を検討すべきである。 

  

大会長講演 
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【略歴】 

  現職   日本赤十字九州国際看護大学 看護学部 教授 

学歴 

久留米大学医学部附属看護専門学校卒業。 

西南学院大学大学院法学研究科満期退学。博士（法学）学位授与 

 

  専門  

       基礎看護学（看護倫理）、フォレンジック看護学、医事法学 

  

主な著書 

・野崎和義・柳井圭子『看護のための法学（第４版）』2016年、ミネルヴァ書房 

・藤野昭宏監訳『病院倫理入門 医療専門職のための臨床倫理テキスト』2011 年、

丸善出版。 

・Ｂ.Dimond著、柳井圭子・岡本博志翻訳：看護の法的側面（第 4版）、ミネルヴァ

書房、376頁、2006年 

その他、日本赤十字九州国際看護大学ホームページ参照。

https://www.jrckicn.ac.jp/faculty_member/柳井%E3%80%80圭子/ 

 

近時 

    R.E. Constantino, P.A. Crane, S.E. Young 著/監訳：柳井圭子・力武由美 

『Forensic Nursing』福村書房、出版予定。 
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教育講演 

 

法医学と看護学の連携 

 

   池田 典昭 九州大学大学院医学研究院法医学分野 

 

 

 

法医学とは法律に関わる医学的事項を広く取り扱い、これらに対して医学的に公正に判

断を下していく学問である。日本における法医学の研究分野は大きく分けて次の五つであ

る。１．法医病理学（Forensic Pathology）、２．法医血清学（Forensic Serology）、３．

法医中毒学（Forensic Toxicology）、４．賠償科学（Compensation Medicine）、５．その

他(鑑識、犯罪学等)。また、その対象は、創傷・親子鑑定等の生体検査、検死、検案、解

剖を行う死体検査、血液、精液、薬毒物等を扱う物体検査、事件・事故現場等に臨場する

現場検査、再鑑定やカルテ鑑定等のその他検査である。 

一方、日本では解剖の種類として、教育・研究上、身体の構造を明らかにするため、医学・

歯学に関する大学の解剖学教室で行う系統解剖、教育・研究上、病死者の病変を明らかに

するため、大学の病理学教室または病院病理部門で行う病理解剖と法医学者が行う法医解

剖がある。さらに法医解剖は、監察医により死因究明のために行われる行政解剖、刑事訴

訟法により犯罪捜査のために行われる司法解剖、遺族の承諾により死因究明のために行わ

れる承諾解剖、警察署長の権限により死因究明のために行われる新法解剖の四つがある。

このような複雑な解剖制度も一因となり日本の死因究明制度は諸外国と比べ極めて遅れて

おり、日本は死因不明社会といわれている。そのような中、2011年 3月 11日に東日本大震

災が発生し、多数の身元不明死体の検案、身元確認を行うことになった。 

また、超高齢化社会の到来により、在宅看護中や、介護施設での死亡例の検案、解剖が増

加しており、公益社団法人日本看護協会は「在宅や介護施設等、医師による速やかな死亡

診断が困難な環境においても、患者や家族が安心して最期まで自宅や介護施設での療養を

継続できるよう、医師法第 20条但し書きの死後診察を経ずに死亡診断書が交付できる要件

を緩和されたい」との要望を出した。それもあってか、政府、厚生労働省は規制緩和の一

環として、ICT を利用した死亡診断を導入しようとしている。このような状況下で看護師、

特にフォレンジック看護を志す人たちがどのような役割を果たせるのか、あるいは果たし

ていくべきなのかを考えていただくため、以下の点につき述べてみたい。 

 

１） 異状死体とは、死体検案とは、 

２） 死亡診断書・死体検案書の記載 

教育講演 
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３） 死とは何か、死の定義、死の判定 

４） 在宅や介護施設での医療の法医学的問題点 

５） 災害における法医学的活動、東日本大震災を例として 

 

【略歴】 

現 職：九州大学大学院医学研究院 法医学分野 教授、副研究院長 

    前日本法医学会理事長、日本犯罪学会理事、日本医事法学会理事、 

    日本賠償科学会理事、日本医療安全調査機構理事 

学 歴、職 歴 

1985年  3月    山形大学大学院医学研究科 修了 医学博士  

1985年  4月    山形大学医学部法医学講座 助手 

1991年 10月    東海大学医学部法医学教室 助教授 

1993年  8月    弘前大学医学部法医学講座 教授 

1996年 12月    九州大学医学部法医学講座（現大学院医学研究院） 教授 

2004年  8月        東京都監察医務院          非常勤監察医    現在に至る 

 

専 門 

法医学、窒息死の病態生理、硬組織からの個人識別、医療過誤の数量的解析 

 

主な著書、作成ビデオ・DVD 

学生のための緩和ケア講義、分担、南山堂、1998年 

賠償科学概説—医学と法学の融合—、分担、民事法研究会、2007年 

医師からみた医療過誤対応マニュアル ビデオ＆DVD 全 6巻、2008 年 

医療事故と医療人権侵害、責任編集、丸善出版、2012 年 

標準法医学・医事法、分担、責任編集、第 7版、2013 年 

救急・集中治療における臨床倫理、分担、克誠堂出版、2016 年 

 

賞 

1991年 4月       第 1回日本法医学会学術奨励賞  

1991年 10月      山形県警察本部長  感謝状 

1997年 4月       青森県警察本部長  感謝状 

2003年 7月       福岡県警察  警察協力者表彰 

2006年 3月       福岡地方検察庁検事正 感謝状 

2010年 2月       法務大臣 感謝状 

2015年 11月   日本犯罪学会賞 
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Towards Holistic Care: Applying Forensic Nursing Science and Practice Before, 

During, and After Disasters 
 

       Virginia A. Lynch, MSN, RN, FAAFS, FAAN 

       国際フォレンジック看護学会 創設者 初代会長 

        日本赤十字九州国際看護大学 客員教授 

 

Abstract   
 
Forensic nursing science is defined as a body of diverse and collective knowledge drawn 
from the application of the forensic sciences to the nursing process in public or legal 
proceedings; the forensic aspects of healthcare involving the physiological, psychological, 
and behavioral sciences relevant to the scientific investigation of trauma and death or 
related medicolegal issues.  
 
Forensic nurse examiners are ideally suited for disaster response and forensic intervention. 
The introduction of a forensic clinician in nursing was intrinsic to the role nurses fill in 
the challenges to address the legal issues pertaining to forensic healthcare in the 
prevention and reduction of social injustice. The complex legal needs of the survivor or 
decedents during the 3 stages of disaster care include forensic intervention before, 
during, and after the event require specialized knowledge to accurately document injury, 
to recover, preserve, and secure medical/forensic evidence.  
 
 
Role development of a forensic specialist in nursing practice represents an alliance of 
health care providers, law enforcement agencies, and forensic science operatives uniting 
in a common concern for the plight of victims of human or environmental disasters. 
Forensic nurse examiners (FNE) are an essential part of the pre-event, at the event, 
and post-event disaster forensic management. The science of forensic nursing presents 
a contemporary perspective in the holistic care of “body, mind, spirit, and the law” 
essential to multi-casualty scenes. 
  
This holistic role is exemplified in the application of clinical and scientific nursing 
knowledge to questions of law related to the civil and criminal investigation of survivors 
or decedents with traumatic injury or abuse, unknown or suspicious causes of death, 
evaluation of psychological status, respect for spiritual beliefs of others, and 
court-related issues surrounding patient care.  The investigation of fatal and non- fatal 
trauma presents unique challenges beyond the immediate treatment environs specific 
to the clinical and humanitarian resources in times of emergent need.  

基調講演 
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The academic application of forensic science to nursing practice requires unique 
knowledge and skills in the investigation of criminal or liability related trauma 
involving the legal process. This responsibility directly relates to the North American 
Nursing Diagnosis Association (NANDA) recommendation for legal and ethical care in 
the investigation of non fatal and fatal trauma.  
 
“The structure of the entire nursing process is predicated on maintaining a certain state 
of mind – an investigative, interpretive, dogmatic search for the facts and the truth 
(NANDA, 1990).”  This concept is applied to the specific processes involved in the 
clinical investigation of trauma or death of the forensic patient. 
 
The forensic nurse examiner (FNE) provides direct services to individual clients, 
consultation services to nursing, medical, and law related agencies, providing expert 
court testimony in areas dealing with investigative processes, adequacy of services 
delivery, and specialized diagnoses of specific conditions as related to nursing.  As a 
public service profession, nursing has a responsibility to maintain standards of practice 
in cases where health care intersects with the law.  Due to the vast number of legal 
issues involved in the investigation of trauma or death associated with natural and 
unnatural disasters the need for forensic specialists in nursing has been recognized.   
 
 ‘Any human-created or natural event of such severity and magnitude to warrant 
disaster systems (US Congress Office of Technology Assessment, 1993) requires a 
multitude of health and justice professionals including forensic nurse examiners along 
with forensic pathologists, forensic odontologists, death scene investigators, fire fighters, 
paramedical personnel, and law enforcement officers.  Members of a disaster response 
team should be trained in the forensic techniques of evidence and body recovery. 
 
In clinical disaster response, once resuscitation efforts stabilize the patient, survivors of 
disaster related events are the responsibility of the clinical forensic nurses, 
emergency/trauma physicians and medical first responders who are skilled in life 
saving intervention as victims are treated and transferred to the hospitals and clinics.  
Forensic skills are essential to recognize, document, recover, and secure critical forensic 
evidence that may determine the source of mechanical, chemical or environmental 
dynamics responsible for disasters with criminal intent and/or liability related medical 
treatment and survivor benefits. 
 
 Physical evidence recovery is collected with the assistance of the forensic nurse in the 
emergency department or during the autopsy in the morgue. Wound debris is a primary 
resource for physical and non physical evidence. Fragment of wire, metal, glass, 
clothing, or blood sample recovered during treatment may provide evidence of a bomb, 
explosive device, poison, chemical or noxious gas, biological agents related to the 
domestic or foreign terrorist or arsonist responsible for the event.  
 
Forensic nurse examiners (FNE) and forensic nurse death investigators (FNDI) should 
be educated in the fundamentals of human identification and forensic odontology in 
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death investigation related to disaster victims. The FNE and FNDI at the scene or 
medical examiner’s facility, field morgue, or command center can be used to assist in the 
forensic management of decedent identification, documentation of personal effects, 
recovery, security and preservation of medical/forensic evidence, photo-documentation, 
and  provide professional delivery of death notification. Forensic nurses are skilled in 
the process of providing highly sensitive information to the grieving and bereaved next 
of kin.  
 
Red Cross personnel responding to the scene along with local, state, national, and 
members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) and/or the Red 
Crescent Society can appreciate the experience and training of the forensic nurse in 
disaster forensic management. Disaster specialists are assigned responsibilities in a 
variety of areas including overseeing the proper recovery and removal of bodies without 
loss of evidence essential to personal identification, determination of cause and manner 
of death, personal property, and notification of death among other tasks requiring 
medical/forensic supervision or skills. Red Cross Advanced Training courses provide the 
recommended  resources for forensic nurses in disaster response care. 
 
Competency education is essential for expertise in scientific knowledge, policy, and 
protocol in mass casualty incident preparedness. The American Nurses Credentialing 
Center (ANCC) has developed the first certification designed to verify competence in 
disaster healthcare professional competence. This program offers (1) expertise in 
professional development, (2) validates mastery of specific skills, and (3) demonstrates 
knowledge for job effectiveness. Examination to award credential in healthcare disaster 
decision making and assures employers and the public that healthcare disaster 
professionals have mastered an interprofessional body of knowledge and skills related 
to all phases of the disaster cycle. Certification will support the mission and vision of 
the hospital in healthcare disaster management. 
 

Conclusion 
 
The development of a new field of practice is a challenging experience that brings 
together professionals who recognize a mutual benefit through collaborative practice, 
exchange of knowledge, and shared successes in order to reach common goals. This 
presentation will discuss the role and responsibilities of the forensic nurse at the 
disaster scene, in the clinical treatment environment, and their relationship with the 
various specialties in the forensic sciences. 
 
We must remain concerned with improving the healthcare of at-risk populations and to 
advance the information technologies that are revolutionizing forensic nursing research, 
clinical care, and forensic education while fostering a partnership with scientists, police, 
and other legal agencies in eliminating global threats through antiviolence strategies.  
Being forensically competent in nursing isn’t an option, it is an obligation.  
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（要約） 

全人的ケアに向けて：災害前後や災害中におけるフォレンジック看護科学と実践の適用 

 

バージニア・A.リンチ 

フォレンジック看護学修士、認定看護師、アメリカ法科学会フェロー、 

アメリカ看護アカデミーフェロー 

 

要 約 

 フォレンジック看護科学とは、公的、訴訟手続きにおける看護過程へのフォレンジッ

ク科学の適用から引き出される多様性を持つ集団的知識として定義される；外傷や死亡

またはフォレンジック問題に関連した科学的調査に関する生理学上、心理学上そして行

動科学を含む医療ケアのフォレンジック的側面である。 

 

 フォレンジック支援看護師（FNE）とは災害対応やフォレンジック的介入において理想

的に適合している。看護におけるフォレンジック臨床医の導入は、社会的不公正の予防

と削減におけるフォレンジック医療ケアに関連した法的課題に取り組むための看護師の

役割を果たす本質的なものであった。災害前後、災害時におけるフォレンジック的介入、

３段階の災害時のケアの中で生存者や死者の複雑かつ法的なニーズを含み、傷害を正確

に文書化するため、医療的、フォレンジック的証拠を回復、保存し、確保するための特

殊な知識が必要とされる。 

 

 看護実践におけるフォレンジック専門家の役割開発は医療提供者（ヘルスケアプロバ

イダー）、法執行機関やフォレンジック科学の専門メンバーの協調を人的、環境災害によ

る被害者の窮状を共通の懸念において団結し協調を表す。フォレンジック看護師調査官

（FNE）は災害前後、災害時のフォレンジック管理の極めて重要な要素である。フォレン

ジック看護科学は多数傷病者の現場に不可欠な「体、心、精神と法律」の全人的ケアに

おける現代的な全体像を表している。 

  

 この全人的な役割は 臨床的科学的看護知識が、外傷や虐待の生存者や死者、未確認

で疑わしい死因、心理状態の評価、霊的信仰心への敬意、そして患者ケアを取り巻く裁

判所関連の問題など他者の民事、犯罪捜査に関連する法律の疑問への適用において例示

されている。致命的、非致命的外傷調査は、緊急時の臨床的人道的な資源に特定された

緊急治療環境を超えた独特な課題を表すものだ。 

 

 フォレンジック科学の看護実践への学術的な応用は外傷を含む法手続き（訴訟手続き）

に関連した犯罪や損害調査における独特な知識と技能を要する。この責任は北米看護診
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断協会推薦の非致命的、致命的外傷調査における法的、倫理的な治療の推薦に直接的に

関連する。 

 

「全看護過程の構造は、事実と真実を突き止めるための調査的、説明的、教義的である

特定な精神状態を維持することに基づいている。（北米看護診断協会 1990）この概念は、

フォレンジック患者の外傷や死亡の臨床的調査に含まれる特定の過程において適用され

る。 

  

 フォレンジック看護師調査官（FNE）は、個人患者、看護、医療 そして司法関連機関

への相談サービスやサービス提供の適性、そして看護に関連する特定な状態の特別診断

など直接サービスを提供する。公共サービスのプロとして、看護はヘルスケアが法律と

交わる箇所における実践の基準を維持する責任をもつ。自然災害、不自然災害に関連し

た外傷や死亡の調査に関わる法的問題の膨大な数により、看護におけるフォレンジック

専門家のニーズが認められてきた。 

 

 災害システムを要するような重大さと規模を持つ、いかなる人為的、自然事象は、（ア

メリカ議会技術評価局、1993 年）フォレンジック看護師調査官と並びフォレンジック病

理学者、フォレンジック歯科学者、死亡現場捜査員、消防士、救命士そして法執行官な

ど多くの医療、法関係の専門家を必要とする。 

 

 臨床的な災害対応においては、患者が蘇生努力により安定すると、災害関連の生存者

たちは、被害者が治療を受ける病院や診療所に搬送されるまで救命介入の技能を持つ臨

床フォレンジック看護師、救急、外傷医師や医療の第一応答者が責任を持つ。フォレン

ジック技能に不可欠なのは、医療的治療と生存者の利益に重要なフォレンジック証拠で

機械的、化学的または環境力学的な犯罪意思や責任の出どころを決定すること、それを

認識し書面化（記録）し回復し確保することである。 

 

 物的証拠の回復は、救急科か死体安置所での解剖時にフォレンジック看護師の補助に

より回収される。創傷の破片は物的・非物的証拠の第一リソースである。治療中に回復

されたワイヤー、金属、ガラス、洋服の断片や血液サンプルは事件に関与する国内外の

テロリストや放火犯に関連する爆弾、爆発、起爆装置、毒薬、化学系、有毒ガス、生物

剤などの証拠を提供するかもしれない。 

 

 フォレンジック看護師調査官（FNE）とフォレンジック看護師死亡捜査官（FNDI）は、

災害被害者に関連する死亡調査における人物識別やフォレンジック歯科学の基礎教育を

受けねばならない。現場、医療調査官の施設、現場の死体安置所、指令センターでの FNE
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や FNDI は、死者の識別、所持品の文書化、医療、フォレンジック証拠の回復と安全と保

全、写真のドキュメンテーション、そして死亡届の提供などフォレンジック管理の支援

として活用される。フォレンジック看護師は悲嘆する遺族への非常に繊細な情報を提供

するプロセスに熟練している。 

 

 地域、県、国家、そして赤十字国際委員会や赤新月社のメンバーと合同で現場におい

て対応する赤十字の職員は災害看護管理のフォレンジック看護師の経験や研修が大変役

に立つ。災害専門家は、様々な分野において責任を担う、個人の識別、死亡原因を決定

づけ、個人の持ち物に不可欠な証拠を失わずに適切に遺体の回復を観察することを含む、

そして、その他の業務の一つである死亡届も医療的、フォレンジック的監督、技能が必

要とされる。赤十字の上級研修は、災害対応ケアにおけるフォレンジック看護師のため

に推奨されたリソースを提供するものである。 

 

 能力教育とは科学的知識、政策、大量傷病者事件の準備におけるプロトコルに必要不

可欠である。米国看護認証センター(ANCC)は、災害医療ケアプロ技能における能力を認

証するため策定された初の承認を開発した。このプログラムが提供するのは、⑴プロ開

発の専門性、⑵特定技能の習得を validateする、⑶仕事効果の知識を実証することであ

る。 

 

 ヘルスケア災害の意思決定において資格を与える試験、そして雇用者や公衆にヘルス

ケアのプロ（専門家）が災害サイクルの全ての側面に関連した専門職種間の知識や技能

をマスターしていることを 保証する。資格はヘルスケア災害管理における病院の役割と

展望を支援するものである。 

 

まとめ 

 実践新分野を開発することは、やりがいある経験である、共通のゴールに到達するた

め共通の利益を確認するものが共同作業、知識の交換、共有される達成を通して集合さ

せる。この発表は、災害現場、臨床治療環境、そしてフォレンジック科学における多様

な専門家との関係におけるフォレンジック看護師の役割と責任について協議する。 

 

 非暴力戦略を通して世界の脅威を削減することにおいて科学者、警察、その他の司法

エージェンシーとパートナーシップを構築する一方で、情報技術、フォレンジック看護

研究、臨床ケア、フォレンジック教育を進めるため私たちは危険にさらされている集団

の医療ケアを改善することを考慮し続けなければならない。 

 フォレンジック的に能力をもつことは、選択肢ではなく義務である。 
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シンポジウム 

 

2016年熊本地震災害における看護活動の実践 

 

東 智子 熊本赤十字病院 看護部長 

 

 

 

昨年の熊本地震では、全国から多くのご支援をいただきました。この場をお借りして心

から感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。 

 平成 28年 4月 14日（木）21:25に、熊本地方は震度 7の激しい揺れに襲われました。熊

本赤十字病院では日頃の教育・訓練を活かして、外傷等を負った傷病者の治療にあたりま

した。翌 15 日（金）夕方には通常モードに戻り、休みなく働いていた職員達が帰宅して眠

りについた頃、前震とは比べものにならないほど激しく長い揺れに襲われました。これが

本震で、職員の約半数が被災することとなりました。 

 熊本県の基幹災害拠点病院である当院は、基準より高い耐震・免震構造を有し、水や電

気、食料等は 3 日間自己完結できる機能を持っていましたが、予期しない救急棟の停電や

受水槽のひび割れによる医療用水の不足等、様々な困難に直面しました。しかし、発災直

後から DMAT や日赤救護班が次々に到着し、迅速な災害救護活動が開始されたおかげで、自

施設の機能維持と傷病者受け入れに専念することができました。また、6月 5日まで全国の

赤十字病院から病院支援の医師や看護師等 305 名を派遣していただいたおかげで、疲弊し

た職員達に休日を付与することができ、こころのケアにもつながりました。 

地震発生後には余震が続き、恐怖から多くの住民が車中泊を余儀なくされていました。

そのため、深部静脈血栓症予防が重要となり、熊本地震血栓塞栓予防プロジェクトが結成

されました。当院も医師、看護師が避難所を訪問して運動や弾性ストッキング装着方法の

指導を行いました。この活動は現在も継続しています。また、集団生活している避難所に

Infection Control Team を派遣し、感染管理認定看護師が避難所運営に助言したり、ノロ

ウィルス集団発生に備えて院内の会議室に隔離室を準備したりという活動も行いました。 

 外部からの医療支援は、被災地の医療機能が回復していくにつれ撤収していきます。地

域によって撤収時期は異なりますが、益城町及び西原村において、当院の救護班が地元の

医療機関に引き継ぐ役割を担うことができました。さらに西原村では、避難所の高齢者に

対する健康生活支援や母子保健活動も実施することができました。 

 今回シンポジストの依頼をいただき、初めて日本フォレンジック看護学会の存在を知り

ました。当院は基本方針の第一に救急医療を掲げ、「Anyone, Anything, Anytime」をモッ

トーにしています。救急外来には様々な患者さんが来院されますが、その中には児童虐待

シンポジウム 
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や DVのケースもみられます。災害は被災者の生活状況が一変するなど大きなストレスをも

たらすため、DV が起こる可能性も高まるのではないかと推察されます。しかし、実際に当

院の救急外来にはそれほど多くの DVケースがあったわけではありません。これはどういう

ことなのか、看護職である私達にできることは何なのか、私自身が考える機会にさせてい

ただきたいと思います。 

 

 

【略歴】 

昭和 57年 4月、福岡赤十字看護専門学校卒業後、熊本赤十字病院に就職 

昭和 62年 4月から 1年間、日本赤十字社幹部看護師研修センターで看護管理を学ぶ 

昭和 63 年、赤十字国際救援要員基礎研修を受講、平成 6 年から 15 年にかけて数回の国際

救援活動に従事する 

平成 10年 12月、オーストラリアのグリフィス大学看護学部卒業 

平成 18年 3月、日本赤十字看護大学大学院にて看護教育学修士課程修了 

平成 18年 4月～22年 3月、日本赤十字社幹部看護師研修センター 専任教師 

平成 22年 4月～25年 3月、日本赤十字社本社 事業局 看護部 看護管理・教育課長 

平成 25年 4月、熊本赤十字病院 看護副部長 

平成 28年 4月より看護部長、現在に至る 
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東日本大震災とフォレンジック看護 

 

福島 裕子 岩手県立大学看護学部 

 

 

助産師は、新たな命を産む女性と、生まれる命の健康を支援する専門職である。命を産

む身体構造と生理機能を持った女性は、災害時に女性特有のリプロダクティブ・ヘルスの

問題に遭遇する。 

私は 7 年前の東日本大震災発生後に、助産師であり大学の教育研究者でもある立場で被

災地の母子支援や女性支援を行った。ＮＰＯと協働した被災地への物資支援、帰る家が津

波で流された出産直後の母子の受け入れ整備、そして緊急避妊ピルのデリバリー体制も一

部地域で整えた。内閣府「東日本大震災被災地における女性の悩み・暴力相談事業」に参

画してからは、県内の助産師と協働して避難所や仮設住宅を訪問し、女性たちへの健康相

談・健康支援を半年にわたって行った。 

避難所で過ごす女性たちは、月経不順や月経痛、外陰部の不快感やかゆみ、ストレス性

の尿失禁など女性特有の身体問題を抱えていた。私たちは、プライベートゾーンを清潔に

保つための工夫や月経痛や尿失禁への対処などを書いたチラシを配布しながら、女性のか

らだの状況に耳を傾けていった。このチラシには性犯罪から女性自身を守るための留意点

も、脅しや恐怖心につながらない程度の文言で盛り込み、避難所のトイレにも掲示した。

女性特有の身体問題は、日常でも女性にとっては他者に相談しにくい内容である。災害時

の“非日常”の避難所生活では、専門家がいなければ、女性が我慢して耐えるしかない。

災害時だからこそ、女性の身体特性に目を向けた支援が、助産師など適切な専門家によっ

て速やかになされるべきであろう。 

東日本大震災発生後早期の避難所運営は、女性の視点が欠落していた。女性たちは男女

共用のトイレを使用したくなくて我慢したり、のぞかれないように布団の中で着替えたり

していた。「夜間に男性に抱きつかれた」「隣に知らない男性が寝ているので緊張する」「授

乳していてじっと見られた」などの声もあった。男女別のトイレ、更衣室や授乳、下着を

安心して干せる場といった女性のためのスペースの確保など、女性の視点を取り入れた避

難所運営を平時から検討していくことが望まれる。 

避難所で、女性たちのからだの語りに耳を傾けていくと、必ず、被災の体験、不安や悲

しみ、そして家族への思いなどに話しが及んだ。嫁姑や夫婦の問題など、日常に潜んでい

た問題が震災によって液状化現象のように噴き出しているかのような事例もあった。ある

調査では以前からあった夫や恋人からの暴力が、東日本大震災後に悪化した事例が多かっ

シンポジウム 
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たという。自然災害発生後は、日常では見えにくかった様々な女性特有の社会的問題が浮

上し可視化する。しかしそれはすぐに言語化されない。“からだ”に目を向けた健康相談や

支援が、それらを把握し支援につなげる糸口になるといえよう。 

7年前、多くの命が奪われた東日本大震災。同じ災害であっても、その経験のされかたは

人それぞれで、個々のドラマがあり、思いがある。震災から数年たったからこその語りも

ある。被災した方々の語りは｢被災者｣「被災した母親、女性」と、決してひとくくりにで

きないものである。 

 今回のシンポジウムでは、7年前の私のささやかな支援活動の経験と、そこで出会った女

性たちの実際の声をお伝えし、災害時に女性の健康支援をする看護の役割や課題について

述べたいと思う。 

 

 

【略歴】 

千葉大学看護学部看護学科卒。 岩手大学大学院教育学研究科修士課程修了。修士(教育学）。 

愛育病院と岩手医科大学附属病院で助産師として働き、その後岩手女子看護短期大学看護

学科を経て現職。  

専門分野は母性看護学、助産学、女性健康看護学。 

現在の研究テーマは「児童養護施設思春期女子へのリプロダクティブ・ヘルスケアモデル

の開発と評価 」。虐待経験を持つ思春期の女子に、からだの健康支援を通して自分を大切

にして生きるための支援を実践している。 
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熊本地震における子ども・女性の安全対策 

 

井島 俊一郎  熊本県警察本部 

             生活安全部 生活安全企画課 

                 人身安全関連事案対策室 

                 子ども・女性安全対策係 

                                                                              

 熊本地震では、甚大な被害が広域に発生し、多くの方々が避難することとなり、被災者

は、先の見えない不安の中、避難所等での長期にわたる避難生活を余儀なくされましたが、

その中でも女性や子供たちの不安は、特に大きなものであったと思います。 

 警察では、このような避難生活が、少しでも安全で安心なものとなるよう、被災地や避

難所等を巡回し、警察官の姿を見せ、被災者から話を聞き、その要望に少しでも応えるこ

とで、犯罪やトラブルを未然防止する活動を推進し、震災発生後１年余を経過した現在に

おいても仮設住宅などへの訪問活動を継続しています。 

 また、震災発生時は、「熊本では集団強姦が発生している」等、様々なデマが飛び交い、

県民に大きな不安を与えましたが、デマに惑わされないよう注意を呼びかけるとともに、

正確な情報を適切に広報するなど、県民の不安感を払拭する活動にも力を入れています。 

 子供や女性を狙った性犯罪等の凶悪事件は、ひとたび発生すれば、被害者自身やその家

族等の心身に取り返しのつかない深い傷を残すとともに、地域住民を強い不安に陥れる社

会的反響の大きな事案です。 

 それら凶悪犯罪の未然防止のためには、その前兆事案のうちに、現場の警戒、行為者の

特定、検挙、指導・警告といった先制・予防的活動を実施して、その芽を摘む活動を実施

することが重要であり、また、地域住民にはタイムリーに注意を呼びかける広報を行い、

抵抗力を高める必要があります。 

 そのためには、前兆となる事案をいち早く把握する必要があることから、被害を見聞き

された場合には、警察への迅速な情報提供をお願いいたします。 

 

【略歴】 

 2001 年 4月 熊本県警察 警察官 拝命 

 2017 年 3月 熊本県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 

          人身安全関連事案対策室長補佐（子ども・女性安全対策） 

 

シンポジウム 
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     遺体確認と遺族ケア 

 

               太田 秀人 筑紫歯科医師会 

                     医療管理担当理事 

        

 

 

災害時に歯科が果たす役割は、大きく 3つに分かれます。 

1．歯科医療救護活動 

これは「今現在、問題がある人」への対応です。いわゆる「歯の治療」をイメージして

下さい。阪神・淡路大震災の時のデータでいくと、う蝕、歯髄炎などが 3 分の 1、歯周炎

や粘膜疾患が 3分の 1近く、入れ歯関係が 3分の 1近くの対応をなされたということです。  

 

2．歯科保健活動 

これは「今問題はないけれども、今後問題が出てきそうな人」を対象とした活動で、い

わゆる「予防歯科」をイメージして下さい。阪神・淡路大震災の時には 肺炎が関連死の 4

分の 1 くらいを占めており、そのうちのかなり多くの方々が誤嚥性肺炎ではないかと疑わ

れています。それを受けて、中越地震以降では高齢者と子供を中心にした口腔ケア等の歯

科保健活動が積極的に行われるようになりました。 

 

3．身元確認作業 

「犠牲になられた方」への対応としては、歯科的所見、特に歯牙所見からの身元確認作

業が行われます。東日本大震災における公式発表では、被災県を含め全国の歯科医師会か

ら 出動した延べ 2,600名の歯科医師が、約 5カ月間で約 8,750 体ものご遺体の歯科所見を

採取して身元確認に貢献したと言われています。 

では、なぜ「歯」によって身元が確認できるのでしょうか。 

日本人の歯科受療率は世界一で、国民の 90パーセント以上は虫歯を経験しています。つ

まりそれは、国民の大半はどこかの歯科医院に、自身の歯科カルテやレントゲン画像など

の歯科記録があるということを意味します。そして、その歯科記録は万が一の際、身元を

確認するための貴重なデータになる可能性が高いのです。 

例えば、親知らず以外の二十八本の歯を「健全な歯」「虫歯」「治療済みの歯」という三

種類に分類するだけでも、三の二十八乗、即ち、理論上は約二十三兆もの分類が可能にな

ります。この数字は、日本どころか世界の人口をも大きく上回るもので、「欠損」や「脱落」

シンポジウム 
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という別の条件を加えると、さらにその確率は高まっていきます。 

 さらに「歯」は死後も長く残ります。「歯」から性別、年齢、血液型、DNA 型の判定が可

能なほか、治療や入れ歯の状況などから生活状況なども推測することが出来ます。つまり、

どれほど損傷が激しい遺体でも、死後時間が経過していても、「歯」の情報さえ正確に記録

されていれば、身元の判明につなげることが出来るのです。 

日本でこの分野の重要性が注目された大きな事件をいえば、1985 年 8 月に発生した「日

航ジャンボ機墜落事故」です。520 人にものぼる犠牲者の多くは、墜落の衝撃と火災とで大

きな損傷を受けていたために身元確認は困難を極めていたといいますが、大半のご遺体は、

最後まで残った歯の照合作業によって身元が確認されたのです。 

身元確認作業の手順としては、ご遺体が自衛隊や警察の方々によって運ばれてくると、

まず警察による「検視」が行われます。ご遺体についた泥などを、水などで洗い流してか

ら衣類を脱がせ、ご遺体をカメラで撮影します。その後、警察が衣類や所持品を調べます。

免許証などを身につけていた場合は、その写真の顔とご遺体の顔を照らし合わせ、確認す

るのです。ただ損傷が激しく、顔写真があっても本人と確認できないケースもあります。 

検視が終わると医師による「検死」が行われます。医師達は、ご遺体を外表から観察し、

本来なら、司法解剖を行って様々な検査行いますが、大規模災害では、「死亡」を確認して、

心臓血を注射器で取り、死体検案書を書くだけでも精一杯です。 

 歯科医師による歯科所見の採取は、通常は医師の検死の後に行われます。 

これらすべての検死作業が終わると、ご遺体は白い納体袋にくるまれ、衣類や所持品な

どが入ったビニール袋と一緒に安置されるのです。 

以上をふまえて、今回はご家族、ご遺族のケアや、活動における留意点などについてお

話しいたします。 

 

 

【略歴】 

昭和 43年生まれ。 

平成 5年長崎大学歯学部を卒業後、開業医での勤務を経て、平成 21年 4月より太宰府市に

て「おおた歯科クリニック」を開業し、現在に至る。 

毎日の診療のほかに、太宰府市内の保育園、中学校の学校歯科医となり、養護教諭をはじ

め学校関係者と協力しながら「口から始める健口教育」に取り組む。 

また東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨災害では歯科保健医療支援活動に派遣され、

被災された方々への歯科治療や口腔ケア、歯科保健活動を行った。身元確認作業について

は福岡県歯科医師会の警察歯科医として登録・研修を行い、有事に備えている。 
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教育講演・市民公開講座 

 
 

Preventing Violence before a Disaster, 

the experience of the United States of America 

 

                      Sally J. Laskey, MA 
国際フォレンジック看護学会最高経営責任者 

 
 

Abstract 
 

In 2005, Hurricane Katrina exposed the crucial need for the development of 
systematized approaches that diminish and prevent harm, injury and death in the wake 
of disasters.  This presentation provides lessons learned about the increased 
vulnerability to violence during and after disasters, the importance of planning for 
sexual violence prevention and response before a disaster and recommended core 
components of pre-disaster plans to help communities recover and quickly provide vital 
services in a disaster.  

 

 

（翻訳） 

災害の前に暴力を阻止する、アメリカ合衆国の経験 

サリー・J．ラスキー 

 

2005 年、ハリケーンカトリーナにより災害が直後の被害、負傷や死亡を減らし予防するた

め体系化されたアプローチの開発が極めて重要な必要性であることが明らかにされた。 

このプレゼンでは、災害時や事後の暴力に対する脆弱性、性的暴力予防を計画することの

重要性 そして災害前の対応、災害前計画の推奨される重要な内容を地域住民が回復する

ことを支援するためそして迅速に災害における重要なサービスを供給するため、私たちが

学んだ教訓を提供するものである。 

  

教育講演・市民公開講座 
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看護師が補助する遠隔死亡診断の可能性 

 

大澤 資樹 東海大学医学部基盤診療学系法医学 

 

 

 

平成 28年度の規制緩和会議で「在宅での看取りにおける規制の見直し」が閣議決定され、

看護師の介助のもと遠隔で死亡診断が可能となりました。特に離島や一部の施設では医師

による直接診察に時間がかかり、不必要な救急搬送があったり、亡くなった患者を長時間

放置せざるをえなかったりと、家族の負担に大きいものがあります。今回この厚労省研究

班の代表者を務め、通信情報機器（ICT）を利用した死亡診断としてガイドラインを作成し

ました。本講演ではこの内容を紹介し、フォレンジック看護に関係する先生方にこの施策

に対して理解を深めていただければと考えます。 

実際の大まかな流れは、在宅ないし施設で加療中の終末期患者が死期を迎えた時点で、

まず本人ないし家族から遠隔死亡診断の同意をえます。2週間以内に医師による直接診察が

あった上で、臨終の時に医師が 12時間以内に患者のもとへ赴くことができない事情がある

場合に、患者のもとにいる看護師が ICT を使って遠隔にいる医師と画像や音声で交信する

中で死亡診断を進めます。死亡診断は大きく死亡確認、異状の有無の判断、死因の判断、

死亡診断書の発行といった内容を含みます。今回の死亡診断の対象は終末期患者であり、

死因の判断と死亡診断書の交付には大きな問題はなく、遠隔でいかに安全性を確保した上

で画像を転送し、死亡確認と異状の有無の判断を行うかが課題になります。死亡確認につ

いては、看護師が死の三徴候を確認するとともに、心電図波形の転送を通して医師が死亡

を確認するとしました。異状の有無については、看護師の方々に関連法規や法医学を中心

とした教育と実習を受けてもらい、一定の知識と技能を備えていただけるように体制を整

えることになりました。看護師が実質的な死体を扱うことは、学部教育でも看護の業務で

も体系だって教わっておらず、特に在宅死を扱う場合に、三徴候による死亡確認だけでは

不十分で、死体現象や損傷まである程度の知識が求められます。背景にあるのは、対象と

して高齢者や癌末期患者が想定されるので、介護放棄等の虐待や自殺行為を見逃さないと

いう社会的な原則です。この点において、フォレンジック看護の先生方が関与できる部分

は大きいと考えられ、積極的なご協力を期待するところです。 

英国では 20 年以上前より看護師が死亡確認を主体的に行えるようになっています。視察

に訪れた範囲では、在宅や施設に限らず病院における死亡ですら看護師が死亡確認するこ

とが行われ始めており、英国内では肯定的な評価を得ている様子でした。わが国において

特別研修 
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も、不必要な救急搬送や警察の介入を減らし、円滑に葬儀と埋葬に移行できる体制作りが

社会から求められています。この制度が定着してゆくことを期待する次第です。 

 

【略歴】 

 

昭和 58年 愛媛大学医学部卒業 

同年  箕面市立病院内科研修医 

平成元年 大阪大学大学院医学研究科修了 

平成 6年 東海大学医学部法医学教室 講師・助教授 

平成 11年 山形大学医学部法医学教室 教授 

平成 16年 東海大学医学部基盤診療学系法医学領域 教授 

至現在 

 

学会活動：日本法医学会、日本 DNA 多型学会、日本 SIDS 乳幼児突然死予防学会、日本賠償

科学会、日本交通法学会、日本法科学技術学会など理事・評議員 

 

専門：DNA解析、突然死の病態、交通外傷 
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一般演題（ポスター） 

動画を用いたトリアージシミュレーション教育と学習効果の検証 

学生の学びはどこまで深いのか 

秋永和之 福岡看護大学   

高橋公一 九州大学病院  

 

【はじめに】 

2012 年より看護学生に動画を用いたトリアージ教育に関する研究を行っている。教育後

にトリアージ判定テストを行うと、点数は明らかに上昇していることがわかった。また自

由記述の内容より視覚的情報に惑わされ、黄と緑についてのトリアージが困難であること

がわかった。今回、トリアージの選別に関すること以外に、どのような学びをしていたの

か、学習効果の検証を行う。 

【対象】 

看護学科 4学年の学生 171名  平均年齢：21.9（±1.3/ＳＤ）  

トリアージ教育後の学びについて、自由記述 184 コードを内容分析し、研究者 3 名で一致

率を算出し信頼性の確保に努めた。一致率は（82％）であった。 

倫理的配慮：Ａ大学の倫理審査を受け研究を実施。 

トリアージ教育の実際 

2012年より使用している事例（動画）を用いた 30症例を教育前後にトリアージしてもら

い、「学習の学び」について自由に記載してもらった。 

【結果】 

学びには『トリアージの重要性』『トリアージの判定の難しさ』について多数を占めてい

たが、興味深い内容があった。『トリアージ判定時の思い』として「黒タッグなどをつける

ときの医療者の辛い作業や心境」、「本当に黒をつけてよかったか」など、18/184 コードと

少数だが黒タッグの内容にまで深く学びとして捉えている学生がいることであった。 

【考察】 

トリアージの黒は「死亡」ととらえられがちであるが、「直ちに救命処置を行っても明ら

かに救命が不可能なもの」も含まれている。動画では、よりリアルに描かれている内容の

ものが多くあり、トリアージ判定する時の心境や本当に黒をつけてよかったのかというと

ころまでイメージすることができ、深い学びとして捉えることができたと考えられる。今

後はトリアージの選別だけでなく、医療者の心理や黒をつけられた家族の思いなどについ

ても教育内容に深く取り入れ、黒を付けなかった時起こると予想されることなども含め教

育することで、さらに的確なトリアージ評価のできる学習につながると考えられる。  

一般演題（ポスター）                                                    A-1 
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フォレンジック看護の認知度調査による学生の学び 

飯島亜樹、宮澤純子 

城西国際大学看護学部 

 

【緒言】 

日本におけるフォレンジック看護の役割が表面的理解に留まっている原因として柳井ら

（2012）は、看護職者が自らその役割に気付く教育機会が大切であると述べている。今回、

本学看護学部 1 年生がアメリカ研修でフォレンジック看護の存在に興味を持ち、学部で行

われている自らの看護に関する感心事や興味に基づき調べる低学年でのゼミ活動において、

様々な臨床経験をもつ看護大学教員にフォレンジック看護の認知度や課題のインタビュー

調査を実施した。本研究では、ゼミ活動として調査を主体的に行った学生の体験が、フォ

レンジック看護の教育として有効であったかどうか終了後の学生の記述から検討すること

を目的とした。 

【方法】 

フォレンジック看護に関するゼミ活動を行った学生 5 名のうち、研究同意が得られた学

生 4 名を対象に、インタビューを実施した感想を中心に自由記述の質問紙を用いて調査し

内容分析を行った。本研究は、城西国際大学の看護学部倫理委員会の承認（29-3）を得て

行った。 

【結果】 

フォレンジック看護の認知度を調査して学生が感じたことでは「臨床現場でフォレンジ

ック看護を必要とした経験をもつ教員が多かったにもかかわらず、フォレンジック看護に

対する教員の認知度はとても低い現状であったことに驚いた」と 4名全員が記述していた。

また、主体的にフォレンジック看護について調査した経験については「自ら調査するとい

う体験は自分の興味を掘り下げられた」「インタビューにより臨床経験を体感できた」と

いう学生の記述がある一方、「教科書などの記載が少なく調査を行い学べることが限られ

てしまった」という記述もみられた。 

【考察・結論】 

 学生は教員へのインタビューから、フォレンジック看護の認知度の低さを実感として捉

えることができた。さらに、今後看護者として取り組むべき課題を述べることもできてお

り、学生が主体的に調査することは教育方法として有効であり、フォレンジック看護の啓

蒙活動にも結びつくものであることが示された。 

 

  

一般演題（ポスター）                                                    A-2 
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Educational Background and Forensic Role of the Midwife in Peru 

 

Lourdes R. Herrera Cadillo1, Giovanna Ñahuis Arteta2-3, Hilda Zoraida Baca Neglia2, Keiko Yanai4 

1. Osaka University, Graduate School of Health Sciences, Osaka 

2. Universidad de San Martin de Porres Midwifery and Nursing Faculty, Lima 

3. Peruvian National Police, Direction of Criminalistics, Lima 

4. Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing, Munakata 

 

【Introduction】 

 Midwifery is offered as a 5-year full time bachelor of midwifery direct-entry program 

in Peru. All midwifery education programs include one core subject in forensic/legal 

sciences. By the end of the 1990's forensic medical professionals acknowledged the 

necessity and pertinence of including midwifery professionals in the forensic team. When 

midwives become members of the national police criminalistics department, they receive 

additional training in evidence collection, documentation, etc. Certification programs 

are offered by the national police and justice institutions. Natural disasters are common 

in Peru and trained midwives, are now part of the forensic team as forensic experts.  

This study aims to review and introduce the educational background and forensic role of 

midwives in Peru and to draw implications for forensic education in Japan and Peru. 

【Methodology】 

 Semi-structured interview with consenting key informants. This presentation was partially 
funded by a research conducted with a grant from the Japanese MEXT. 
【Results】 
1. Forensic midwifery 
Forensic midwifery is a theoretical and practical subject partially or totally delivered 

by midwifery professionals working in the forensic field. "Forensic midwifery" subject 

contents: 1) Legal aspects of pregnancy, birth, paternity, artificial insemination and 

their legal implications for the midwife, including testimony provision in court. 2) 

Definition of abortion, family planning and sexual assault in the context of national laws 

3) Identification of wounds and lesions 4) Death investigation with focus on infanticide.  

2. Traditional midwives’ forensic roles  

Midwives are responsible for confirmation of newborn identity, assessment and diagnosis 

of pregnancy and miscarriage, reproductive health care for female inmates. 

3. Expanded forensic roles 

Evaluation of criminal abortion (abortion is illegal in Peru), assessment and death 

investigation of the newborn, exam and identification of dead bodies post-disaster.  

【Discussion】  

Expanded midwifery roles in the forensic field are contributing to meet the demand for 

forensic professionals in Peru, facilitating justice and improving care for victims and 

their families. Policy support and team work has allowed midwives to practice to the full 

extent of their education and training. As the number of midwives in the forensic field 

increases, we need to consider advanced practice and graduate courses in the near future.  

一般演題（ポスター）                                              A-3 
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認知症のグループホーム入所者の人権と看護 

～後見人の意思で精神病院に入院させられた事例を通して～ 

   西山 悦子 

上智大学 総合人間科学部 看護学科 

 

【目的】認知症の高齢者の増加が予想される現在，その人権を擁護する法律の整備が進ん

でいる一方，医療，福祉の現場で働く看護師等は，ユマニチュードで指摘されている身体

拘束等，「拷問」と思われる行為を行わなければならい，またそれらの行為をしばしば目撃

し，弱い立場の患者が人間として尊重されない虚しさと自分の無力さに悩み，苦しむ．今

回はグループホームで穏やかに過ごされていた認知症の高齢者に乱暴の行為がみられたた

めに施設長が退去を決め，本人の意思に反し，後見人によって精神病院に送られた事案に

つき，①フォレンジック看護の問題であるか否か，②看護としてどのように対応するべき

か，この場を活用して問題提議を行いながら，方策を検討したい． 

【事例紹介】「認知症の高齢者Ａ氏の精神病院入院は人権の侵害である」と感じたグループ

ホームの看護師とケアワーカーはグループホームに戻すために以下の行動を起こす．①入

院直後から亡くなるまで，週１回～月１回定期的に入院先の病院を訪問する．その間，両

手を縛られて腰ひもで固定されていたり，薬剤のために鎮静が行われているような状況を

目の当たりにする．②後見人の変更とグループホームへの引き取りを，グループホームの

理事会に相談するも埒があかず．後見人を再三訪ねるが，拒否され面会出来ず．そのため

弁護士に相談．後見人解任の理由は弱いとのこと．結果，後見人の事務監督になる家庭裁

判所へ，上申書を提出する．家庭裁判所の調査官と看護師の面接が行われたが，状況を変

化させることは，出来なかった．④そのため筆者に相談にくる．筆者は法学者に相談する

も「法的には手も足もでない」「看護師らの情熱だけではなにもできない」との回答であっ

た． 

【検討】人間を守るはずの法律によって人間が苦しめられる現実がある．法律は作られた

時から修正されながら成熟していく．患者に寄り添うことによってみえてくる患者の苦し

みを取り除くには，阻害される要因があれば看護師自らの手でしくみを変えて行く必要が

ある．認知症と一括りにされ，インフォームドコンセント，自己決定権が保証されない現

状を，発信することから始めたい． 
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デート DV 予防教育の実践 

寒水章納  福岡看護大学   

 

【背景と目的】 

デート DV(Dating Violence)は未婚の関係性で起こる暴力のことであり、恋愛という特

異な性質から当事者以外の介入が難しく、若い世代にとって重大な事件に発展する可能

性のある社会問題である。また将来的に DV(Domestic Violence)に発展することも示唆さ

れており、デート DV を予防することは若い世代にとって有益であるのみならず、DV防止

の一端として非常に有効である。A団体では B市委託事業として、主に高校生を対象にデ

ート DV予防教育を提供しており、その実践内容を報告する。 

【実践内容】 

対象者：2012~2016年度高校生 1~3年生 

デート DV予防教育プログラム(3 つの目的で構成)を提供した。 

①デート DV に関する基礎知識の提供を行う：暴力の構図・暴力の種類・デート DV の定

義 

②対象者が身近な問題として捉える：事例や DVD視聴、ロールプレイや意見交換 

③対象者が行動変容できる：具体的な予防行動、相談先の周知 

アンケートには性別・授業評価(4段階評価)、被害・加害について、学んだこと・気づ

いたことの自由記述部分が含まれている。 

【倫理的配慮】 

アンケートには今後よりよい予防教室を実施するために行うこと、回答は任意であるこ

とを明記し、実施報告書として公開されることを教職員・対象者に口頭にて説明してい

る。 

 【結果・考察】 

2012~2016年の実施校数 35 校、実施回数 121回、全対象者数 12,997名であった。実施

後のアンケート結果(単純集計)から、こちらの意図した基礎知識を理解していることが

分かった。また事例や DVDを活用したことで身近な問題として捉えることもできていた。

しかし、行動変容部分では「どちらかといえば変わらない」「変わらない」が約 2割みら

れ、知識の提供が行動変容に繋がるとは限らない可能性が示唆された。 

今後は統計学的な分析を行い、結果を踏まえた内容と社会の中で変化していく流動的な

内容を盛り込み、予防教育プログラムの提供を継続する必要がある。 
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北米における性暴力・DV 対応の体制と多職種他機関連携チーム（MDT）の実際 

日本福祉大学看護学部： 長江美代子・古澤亜矢子 

鈴鹿医療科学大学看護学部： 土田幸子 

名古屋第二赤十字病院／ 性暴力救援センター日赤なごやなごみ： 

江口美智・坂本理恵 

 

 

【背景と目的】北米の PTSD 予防・治療・回復につながる急性期の対応と、支援機関の体制

を視察し、日本で活用できる知見をまとめることを目的として視察研修を企画実施した。 

【方法】まずは米国西海岸にある全米最初のレイプ・クライシスセンター（ BAWAR） で、

性暴力被害の急性期対応と多職種多機関連携（ MDT: MultiDisciplinary Team） に焦点を

あててインタビューした。ニュージャージー州にあるケアーズ・インスティテュート

（ CARES）を訪問した。CARES は、暴力被害の子どもとその家族の支援を中心におこなっ

ている。複数の小児虐待専門医が常勤していて、州の仕事としてチャイルド・アドボカシ

ー・センター（ CAC）と連携し、アセスメントや医学評価を提供し、被虐待児を治療して

いた。ペンシルバニア州にある、アルゲニー総合病院・児童思春期トラウマティックスト

レスセンター（ CTSCA）で、主に子どもの被害後の臨床像と治療についてインタビューし

た。インタビュー内容は、視察先のスタッフとのディスカッションであり、その会話を、

報告目的であることの許可を得て IC レコーダーに録音し、逐語録を作成してまとめた。 

【結果】視察施設 3 カ所に共通していたのは、NPO や公的機関が運営する被害者のための

アドボカシーセンターと、そこでのワンストップ支援機能を可能にするための MDT があっ

たことである。MDT の共通のゴールは、被害者や被害児の利益を最優先にした介入である。

同じ土俵で協働する MDT の体制を可能にしているのは、明確なリーダーを置くトップダウ

ンではなく、MDT コーディネーターの存在であると思われる。30 年近い年月をかけて発展

させてきた CAC モデルと MDT モデルがあった。 

【考察】日本の文化では、リーダーのもとに運営される組織になじみが深く、視察したよ

うな MDT には困難があると思われる。クライエントの利益を最優先の環境が必要であり、

どの分野でも問題が指摘されている縦割り運営の改善が、ワンストップ機能を円滑にする

必須のキーポイントでもある。 
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産婦人科医療の性暴力被害者支援において看護師に求められる実践能力 

Competency for nurses in care of Sexual Assault of Obstetrics and Gynecology medical care 

家吉望み 1) 加納尚美 2) 

1)東京有明医療大学看護学部看護学科  2)茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 

 

【諸言】 

日本における性暴力被害者支援は、2011 年の第 2 次犯罪被害者等基本計画の中で、性

犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター設置への施策が盛り込まれ、被

害直後から総合的な支援（医療支援、心理的支援、捜査関連の支援、法的支援等）を提

供できる体制作りが進められている。そこで、本研究では性暴力被害早期に支援にあた

る産婦人科医療に焦点をあて、求められる看護師の実践能力を明らかにすることを目的

とする。 

【方法】 

  性暴力被害者支援に取り組んでいる医療機関に研究協力の依頼を行い、研究協力者を

公募した。研究協力の意思表示のあった性暴力被害者支援経験のある看護師 6 名に半構

造化面接を行い、面接内容は IC レコーダーで録音し逐語録を作成した。本研究は、所属

施設の研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

【結果】 

  データを内容分析した結果、産婦人科医療の性暴力被害者支援において看護師に求め

られる実践能力として、【被害者が安心できる診察環境つくりができる】【傷を深めない

対応ができる】【被害状況や身体的精神的状況に沿った必要な検査や治療の判断をし、説

明ができる】【被害者の自己決定プロセスを支えることができる】【警察との情報共有と

連携ができる】【支援センタースタッフとの情報共有と連携ができる】【産婦人科医師と

協働し、適切な診察の介助ができる】【証拠採取の正確な方法と知識を習得し、必要時は

対応できる】【今後起こりうる症状を予測し、必要な支援先を提供できる】【看護師自身

が抱く思いに向かい合い、対処できる】【被害者支援に対する看護師自身のスキルアップ

ができる】の 11 個のカテゴリーが抽出された。 

【考察】 

性犯罪・性暴力被害者支援における産婦人科医療に従事する看護師に必要な実践能力

として、性暴力の概念や性暴力が及ぼす影響に関する知識をはじめ、全人的ケアを提供

できる専門的知識と技術、多機関との連携を図る能力が必要であり、被害者の回復を早

期からサポートすることが求められると考えられる。 

本研究は、科研費若手研究（B）、課題番号 25862210 の助成を受けたものである。 
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口腔領域感染症から明らかになった小児に対する性的虐待 

日本保健医療大学保健医療学部看護学科病理学：松山永久 

 

【目的】 

口腔領域の感染症から性的虐待の可能性を判断する。 

【緒言】  

小児に対する性的虐待は, 身体的虐待の他に外陰部の損傷などで発見される。性的 

虐待は身体的虐待による損傷を伴うこともあるが, 小児の場合, 損傷治癒が比較的速い 

ほか, 外陰部という場所故に初期診療時に, それを発見することは極めて困難である。

今回,口腔領域感染症から性的虐待を確認できた症例について報告する。 

【研究方法】 

 対象期間は, 2012 年～2016 年で A 市 B 病院小児科, 皮膚科および歯科口腔外科にて, 

性的虐待が判明した 7 例を研究対象とした。倫理的配慮として, 被害児の個人情報保護

のため, 発生地域と対象医療機関名の公表は控えた。 

[症例]  

症例は 6 歳から 16 歳までの女児で, 虐待による明らかな性器損傷・非性器損傷は 

みられない。性的虐待の発覚の経緯は, 下記の 1 から７までの各症例の小児患者の告白

によるものである。 

症例 1：12 歳クラミジア咽頭炎；症例 2：6 歳細菌性咽頭炎；症例 3：14 歳尖圭コンジ

ローマ；症例 4：16 歳口唇ヘルペス；症例 5：12 歳ヘルペス性口内炎；症例 6：10 歳 ヘ

ルペス性歯肉口内炎；症例 7：6 歳口腔内淋菌。 

【考察・総括】 

 今回, 2012 年～2017 年の期間に A 市の医療施設外来の初期診療時にみられた口腔領域感

染症から性的虐待が確認された。このことから, 次の 3 点が示唆された。 

①Sexual Transmitted Disease（STD, 性行為感染症）は性行為以外で発生することは稀で 

あり, 小児の口腔内やその周囲に STD がみとめられた場合は, 性的虐待を疑う必要があ

る。 

②初期診療の場は, 性的虐待・身体的虐待や DV を発見する重要な場であり, 医師と共同で 

診療に携わる看護師には損傷や感染症を読み取る知識が必要である。③小児に対する性

的虐待や身体的虐待が深刻化し, DV の被害件数も増加傾向にある日本において, 米国や 

カナダで導入されているフォレンジック看護師制度は有用である。 
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性暴力対応チーム基礎および応用研修の評価 

 加納 尚美 1)、長江美代子 2)、李節子 3）、藤田景子 4)、三隅順子 5)、山田典子 6) 

  1)茨城県立医療大学 2)日本福祉大学 3)長崎県立大学        

   4)静岡県立大学 5)東京医歯科大学 6)日本赤十字秋田看護大学 

 

【目的】 

アメリカやカナダで、性暴力被害直後から長期的フォローアップおよび被害の予防活動に

おいて実績をあげている性暴力対応チーム（Sexual Assault Response Team, SART）1）作り

を目指し、多職種を対象に１日の基礎研修、医療関係者のみを対象にして応用研修を企画

し、評価を行うことを研究目的とした。 

【方法】 

研修内容は、アメリカから 4 人の講師を迎えて 2015 年 2 月 13-14 日に行った SART 研修結

果から研究者間にて基礎的および応用的な部分を抽出して計画した 2)。基礎研修の内容は、

「SART とは？SART を作る」「性暴力被害の影響と支援のあり方」「ワンストップセンター、

被害者支援の実際」「地域で取り組む（グループワーク）」とした。応用研修内容は、「SART

とは何か」「病院配備証拠採取キット施策について」「事例を通じて被害者支援を考える」「婦

人科診察の概要と演習」「性的暴行に関連する臨床法医学に基づく講義と演習」であった。

評価方法として任意のアンケートを行った。SART 基礎研修を 2017 年 2 月 17（金）に茨城

県立中央病院にて、SART 研修応用研修は、18（土）に茨城県立医療大学にて実施した。研

究協力者の募集は、インターネットのホームページおよび茨城県内の医療・福祉・警察等

へ案内の郵送により行った。研究計画は茨城県立医療大学倫理委員会の承認を得た。 

【結果および考察】 

基礎研修の参加者は多職種からなる 27名で、全員がアンケートに回答した。研修内容につ

いては、3 名を除きすべての項目に「よく/理解できる」と答えていた。全体の感想では、

「ワンストップセンターへの展望が広がった」等の肯定的な記述が多かった。応用研修参

加者は 16 名で、全員がアンケートに回答した。研修内容には全員が「よく/理解できる」

と答えていた。全体の感想としては、「一日のなかで実践的なことを多く学べてよかった」

等といった肯定的記述が多かった。今後、内容をブラッシュアップするとともに、研修内

容の標準化とテキスト作り、中・長期的効果の評価方法を検討する必要がある。 

1) U.S.Department of Justice. A national protocol for sexual assault medical forensic 

examinations, April 2013. NCJ2282219. 

2)加納尚美他 性暴力対応チーム研修の評価, 日本フォレンジック看護学会誌, 

vol.2(1).15,2015. 
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性暴力対応チーム基礎研修の評価 

 加納 尚美 1)、米山 奈奈子 2)、家吉 望み３)、山波 真理 1)、土居岸 悠奈 1)  

  1)茨城県立医療大学 2)秋田大学 3)東京有明医療大学  

 

【目的】 

性暴力被害者対応において、全国でワンストップセンターが設立されていく中で、関係者

がともに基本的情報を共有し、地域での性暴力対応チーム（Sexual Assault Response Team, 

SART）1)のための基礎研修を企画し、その実施と評価を行うことを目的とした。 

【方法】 

研修内容は、アメリカから 4 人の講師を迎えて 2015 年 2 月 13-14 日に行った SART 研修結

果から研究者間にて基礎的な部分を抽出して計画した 2)。研修内容は、「日本における性暴

力被害と支援の状況」「性暴力被害の影響」「性暴力被害者支援の実際」「被害者支援と多職

種連携へのヒント」でワークショップを取り入れた。実施は、2016年 11月 11日（金）、北

海道虻田郡倶知安町にて、13（日）に北海道警察函館市にて SART 基礎研修を実施した。研

究協力者の募集は、インターネットのホームページおよび当該地域の医療・福祉・警察等

に郵送により行った。研究計画は茨城県立医療大学倫理委員会の承認を得た。 

【結果および考察】 

参加者は多職種（医療関係者、相談員、警察職員、弁護士、福祉関係者等）を含む 97名で、

内訳は 11 日 15 名でアンケート回答者は 6 名、13 日は 82 名でアンケート回答者は 63 名で

あった。アンケートでは、すべての項目で「よく理解できる」あるいは「理解できる」以

上の回答が 90％以上を超えていた。 

全体の感想では、「函館の今後の支援体制（ワンストップセンター、性暴力被害者支援チー

ム等）を考えるようになりヒントになった」「多機関の様々な意見が聞けて被害者支援全体

が少し見えてきたのでよかった」等の意見があった。 

今後の SART チーム発足の機運が参加者からの全体のフィードバックから感じられた。その

後、2017 年 3月 22日に「函館性暴力被害防止対策協議会」が発足したというニュース 3)も

あり、引き続き研修内容の開発と成功例の検証の必要性があると考える。 

1) U.S.Department of Justice. A national protocol for sexual assault medical forensic 

examinations, April 2013. NCJ2282219. 

2)加納尚美他 性暴力対応チーム研修の評価, 日本フォレンジック看護学会誌, 

vol.2(1).15,2015. 

3)「性暴力被害防止へ対策協議会設立」. 函館新聞電子版 2017 年 3月 24日 3時 00分. 
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陸前高田における災害中長期支援看護ケアプロジェクトの取組成果と課題 

洲崎好香：聖マリア学院大学 看護学部 

新谷奈苗：奈良学園大学 保健医療学部看護学科 

     森中惠子：福岡看護大学 看護学部 

 

【はじめに】 

2011 年の東北地方太平洋地震発生以降、日本赤十字社は初の試みである災害中長期支援

看護ケアプロジェクトを展開してきた。本プロジェクトのねらいは、仮設住宅に住む被災

者の健康増進を住民参加型で図ること、コミュニティ形成を通して居場所づくりを支援す

ることである。今回は、同プロジェクトの取組成果と課題を報告する。 

【方  法】   

対象は岩手県陸前高田市高田町および米崎町の被災者で仮設住宅の住人のうち、同プロ

ジェクトへの参加呼びかけに対して自由意思で応じた人たちである。実施期間は 2012 年 3

月 20 日から 24 日である。実施場所は米崎町佐野仮設住宅内集会所と高田町雇用促進住宅

陸前高田宿舎である。事前に同プロジェクトのチラシを作成し、各担当地区の保健師によ

る掲示と、実施当日に仮設住宅の訪問による広報をおこなった。実施内容は、タオルを使

ったストレッチ体操・血圧測定・健康相談である。健康相談は「お茶っこ」とネーミング

し、参加者に菓子とお茶を提供して、相談に耳を傾けた。参加者からのゆっくり話をする

時間を持ちたいとの希望に沿うよう配慮した。 

【結  果】  

 参加者は、米崎町 19名（男性 5名、女性 14名、50代 2名、60代以上 17名）、高田町 16

名（男性 3名、女性 13名、60 代以上 16名）の合計 35名であった。被災当時の様子や現在

の暮らしぶりを聞いたり、血圧測定の結果を基に健康指導をおこなった。 

雇用促進住宅入居者は、仮設住宅に比して、被災者への行政からの手当てが薄かったと

のことだった。集会所では、トイレや水道の使用が困難であった。被災から 1年が経過し、

居住者には趣味を楽しむような精神的ゆとりがみられた。 

【考  察】  

参加者は、各自の健康管理の心がけなどを語らう環境を整備したことにより、熱心に耳

を傾けて話し合いにも積極的に参加していた。両地区とも高齢化率約 35%と高値であり、健

康や住宅に関する不安も大きいので、新たなコミュニティづくりの支援が重要になってく

る。 

【結  論】  

災害後の被災者の支援は、新旧のコミュニティ間の関係性・橋渡しも必要であり、個別

への支援・ケアと並行して、現地での持続的なコミュニティづくりが求められる。 
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高齢者の万引き事犯に潜む病理 ― 看護アセスメントの視点 ― 

新潟刑務所 医務課 法務技官看護師  舩 山 健 二 

 

【諸  語】 刑法犯における高齢者の検挙人員は、近年の推移をみると増加しており、

その 57.8%が万引き事犯である 1)。高齢者の万引き事犯に潜む病理について報告する。 

【研究目的】 触法事例は困難事例化しやすく、支援に携わっている看護職者に対し、高

齢者万引き事犯に潜む病理を示し、看護アセスメントの視点を明示することで、困難感

の軽減を図り、支援の質向上に寄与することを目的とする。 

【研究方法】 研究方法は、文献研究である。倫理的配慮は、著作権を厳守し文献を明示

した。本研究に関し開示すべき利益相反関係はない。 

【研究結果】 

 生活困窮に起因した万引き 2)という犯行動機が了解可能なもの以外に前頭側頭型認知症

3)4)やてんかん（複雑部分発作による非けいれん性てんかん重積状態：NCSE nonconvulsive 

status epilepticus）による万引きが確認された 5)。 

【考  察】 地域社会における生活困窮状態の早期発見・介入が重要であり、犯行動機

や犯行時の記憶・行動に不可解な点を認める場合には、前頭側頭型認知症やてんかんの

精査が必要である。 

【結  語】 急速な高齢社会とともに高齢期になって診断されるてんかん 6)、認知症と犯

罪行為との関係 7)が明らかとなっており、適切な知識に基づいたアセスメントによりアド

ボケートすることが重要である。 

【謝  辞】 新潟ＴＳネットワーク代表小出薫弁護士から、示唆に富む貴重なご助言を

賜りました。 

【文  献】 

1)平成 28年度版 犯罪白書 

2)浜井浩一：触法高齢･障がい者の支援における刑事司法の問題点と社会福祉の役割, 社会

福祉研究 114：p2-p11，2012. 

3)横浜地方裁判所判決／平成２６年（わ）第１３０８号，判決日：平成 27年 10月 15日． 

4)「認知症原因万引相次ぐ」神戸新聞，2016 年 8月 24日． 

5)大津地方裁判所判決／平成２５年（わ）第５６６号，判決日：平成 27年 8月 18日． 

6)日本てんかん学会編：てんかん白書－てんかん医療・研究のアクションプラン，南江堂，

p75-p78，2016． 

7) Liljegren M et al. ； Criminal Behavior in Frontotemporal Dementia and Alzheimer 

             Disease,JAMA Neurol,2015；72：295-300．  
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生活困窮者にみられる病態 ― 看護アセスメントの視点 ― 

新潟刑務所 医務課 法務技官看護師  舩 山 健 二 

【諸  語】 

 健康格差に問題関心が寄せられている今日 1)2)3)、刑事施設においても健康障害を抱え入

所してくる者も多い。しかし、受療行動を含む援助要請行動が難しい者 4)も多く、客観的検

査による病態把握の重要性も指摘 5)されている。 

 刑事施設入所時とくに生活困窮事例における、看護アセスメントの視点を報告する。 

【研究目的】 

 生活困窮者にみられる病態とその看護アセスメントの視点を明らかにし、他の看護職へ

演繹的知識として供することを目的とする。 

【研究方法】 

研究方法は、文献研究である。倫理的配慮は、著作権を厳守し文献を明示した。本研究

に関し開示すべき利益相反関係はない。 

【研究結果】 

 刑事収容施設入所者の結核罹患率は、一般人口と比し 13 倍高く 6)、難治性膿皮症をみた

場合にも、非結核性抗酸菌症を疑う必要がある。また、薬物使用、刺青がある場合には、

血液を媒介とした感染症の検査が必須 7)である。生活困窮事例では、長期間に渡る糖尿病や

高血圧状態の放置、口腔衛生が悪いケースが多い 8)。 

【考察・結語】 

 生活困窮者の受療権を保障するため、看護職がアセスメントの視点を持ち関与すること

が重要である。 

【文  献】 

1)近藤克則(2010)：朝日新書 217「健康格差社会」を生き抜く，朝日新聞出版． 

2)近藤尚己(2016)：健康格差対策の進め方―効果をもたらす５つの視点，医学書院． 

3)野村総合研究所(2016)：生活困窮者の実態に関する調査研究報告書． 

4)神垣一規(2017)：受刑者の援助要請行動に関する１考察，矯正医学 65(3)；p160． 

5)石堂昭彦ら(2016)：鹿児島拘置支所における入所時胸部エックス線検査の有用性，矯正

医学 64(3)；pp155-156． 

6)石川信克(2014)：保健所に向けた刑事施設における結核対策の手引き～刑事施設と連携

していくために～，平成 26年版，公益財団法人結核予防会結核研究所，p1． 

7)和田清，小堀栄子(2011)：薬物依存と HIV/HCV感染―現状と対策―，The Journal of AIDS 

Research13(1)，p1-p7． 

8)全日本民主医療機関連合会(2009)：口から見える格差と貧困～歯科酷書～．  
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報告：ドイツの精神科治療センターおけるフォレンジック治療と看護 

日本福祉大学 看護学部  大橋 幸美   古澤 亜矢子  

 

 

2017年 7月 13日に性犯罪を厳罰化する刑法の改正が施行された。強姦罪の名称を強制性交

等罪に変更され法定刑を引き上げたほか、被害者の告訴が必要な「親告罪」規程が撤廃さ

れた。今後ますます暴力被害の問題が表在化していくことが予測され、被害者支援だけで

なく加害者特に精神疾患をもつ加害者への治療とその看護について目を向ける必要がある

と考える。  

【目的】ドイツの精神科治療センターにおけるフォレンジック関連の加害者治療について

の現状を知り、今後我が国の精神疾患をもつ加害者治療と看護についての示唆を得る。  

【方法】平成 29 年の 6 月にドイツのバーデンビュルテンベルク州ヴィースロッホにある

Psychiatrisches Zentrum Nordbaden（精神科治療センター）の中でフォレンジック治療が

行われている施設を見学し、センターで働いている医師や臨床心理士、看護師から話を聞

き、さらにインターネットを含む関連資料から情報収集を行った。本調査の関係者には事

前に説明し、日本での学会発表について同意を得た。  

【結果と考察】ドイツでは、精神疾患をもつ傷害、暴行等加害者の精神科病院への配置に

関しては刑法 63 条（§63 StGB）に規定されている。Psychiatrisches Zentrum Nordbaden

では、厳重なセキュリティー設備の整った刑務精神治療病院とリハビリテーション施設と

外来施設等において、個々の精神疾患に応じて心理療法、薬物療法、社会的スキル訓練、

作業療法、スポーツ療法、音楽療法、認知療法、教育等の治療と看護が長期継続的に行わ

れている。個別治療だけではなく個々の疾病特性や背景に応じてグループ治療も行われて

いる。  

今後、我が国においても、フォレンジック看護の視点から精神疾患をもつ加害者支援につ

いてその現状を把握し、考えていく必要があると考える。  
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日本の司法精神看護師が遭遇する倫理的問題 

恒松佳代子 １）、柳井圭子 ２）、福本優子 ２）  

1）熊本保健科学大学、2）日本赤十字九州国際看護大学 

 

 

【目的】日本の司法精神看護師が遭遇する倫理的問題を明らかにする。 

【方法】日本の医療観察法病棟に勤務する看護師 175名に Fryの The Ethical Issues Scale

を用いた質問紙調査を行い、同意書による承諾を得て面接調査を行った。質問紙の回答者

は 131 名で（回収率 75％）、面接調査は 19 名に過去の倫理的意思決定場面について半構成

面接を行った。質問紙データは単純集計、面接データは内容分析を行った。本研究は、熊

本保健科学大学倫理委員会の承認を得て行った。 

結果：倫理的問題 35 項目の遭遇頻度は、4段階評価（0＝全くなかった～3＝頻繁にあった）

の回答を点数化し、上位項目は「患者の権利と尊厳を尊重すること」1.7±1.2、「あなたの

健康に危険を及ぼす可能性のある患者にケアを提供すること」1.3±0.9、「患者の安全確保

のために身体抑制や薬剤による鎮静をするかしないか」1.3±0.9 であった。これらは悩み

の程度が高い倫理的問題にも挙がった。倫理的問題の対処方法は、「看護師の同僚(達)と相

談した」77％、「あなたの尊敬する看護師に相談した」64％、「患者の主治医に相談した」

44％、「患者と相談した」39％であった。面接調査では、退院調整や隔離・拘束、強制的な

治療についての葛藤や苦悩が回答者より語られた。 

考察：遭遇頻度が高く悩みが大きい倫理的問題は、人権問題であり、患者を含めたチーム

医療により患者の社会復帰を目指す医療体制が影響していた。問題の焦点は、医療観察法

による治療の強制力と患者の自己決定権にあり、その狭間で看護実践の困難さが推察され

た。 

本研究は、平成 25～28 年度科研費・基盤研究（C）（課題番号 26463228）の助成により実

施し、2016 International Conference on Forensic Nursing Science and Practice で成

果を一部発表している。  
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高齢者虐待の早期発見につながる体表観察スクリーニングツールの改良 

               日本赤十字秋田看護大学 山田 典子，大山 一志 

               日本赤十字秋田短期大学 松橋 朋子，及川 真一 

               札幌医科大学法医学教室 渡邊 智 

               北海道大学法医学講座  兵頭 秀樹 

 

 

【目的】 本研究目的は、作成した高齢者虐待の早期発見のための体表観察スクリーニン

グツール（以下、「ツール」と略）の評価を行うことである。 

【方法】 国内の法医学者の協力を得て作成したツール(試作)を実際に用いた看護職等を

対象にアンケート調査を行った。調査期間は平成28 年7 月から12 月で、調査内容は、

ツールの大きさやツールに書かれている項目に関するものであった。倫理的配慮として、

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守し、所属大学の倫理委員会の承

認を得て実施した。 

【結果】 4 施設（病院2 か所、施設2 か所）、26 名の看護職と2 名の介護職から回答が

得られた。ツールの使いやすさについて尋ねたところ、｢使いやすいと思う｣10 名、｢ど

ちらかというと使いやすいと思う｣16 名､｢どちらともいえない｣が2 名であった。自由記

述を類似性差異性に基づき分類した結果、体表観察スクリーニングツールの改良点が明

らかになった。 

改良した方がよい点は、【色見本について】「背景の色が白で人体と比較するときに

色を特定しづらいため､背景の色を変えた方が良い」「スケールにそって横一列に色が配

置されていると比べやすい」の意見があった。【機能について】は、「スケールが縦と

横にあると写真を撮るときに使いやすい」「からだの部位の名称はあるとわかりやすい」

であった。【記録について】は、「詳細な記録を書き残すことは､書き慣れていないと難

しい」「体表色の変化を記録する際、前の人の選んだ色と違うと、自信をもって違う色

の番号を書きづらい」等であった。 

【考察】 色の変化や変色の範囲の記述が難しい事例が多く､写真を撮り記録している 看

護職が多かった。ツールを活用し観察時に写真を用いること、記録の統一につながる機

能の充実を念頭にツールの改良を図ることで、早期介入の見極めと適切な関わりができ

るきっかけとなる可能性が示唆された。 
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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
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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
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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） 
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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、 

700 words）以内 

緊急レポート 

 

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、 

700 words）以内 

 

 

表２ 投稿原稿の構成 

項目 内容 

和文要旨 

（1,000 字以内） 

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。 

英文要旨 

（英文 350語 

以内） 

 

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。 

キーワード 

 

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。 

 



54 
日本フォレンジック看護学会誌第 4巻 1号 

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。 

 

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: info@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。 

  

mailto:info@jafn.jp
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査読者一覧（50 音順、敬称略） 

本学術集会の一般演題は、次の皆様に査読をして頂きました。 

心より感謝申し上げます。 

児玉 裕美 

恒松 佳代子 

福本 優子 

森中  惠子 

李    節子 

力武 由美 

 

 

 

 

 

 

協賛企業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本フォレンジック看護学会 

次回（第 5 回）学術集会のお知らせ 

 

大会長：新潟刑務所  舩 山 健 二 

 

日 程： 2018年 9月 1日(土)～2日(日) 

会 場： 新潟ユニゾンプラザ（新潟県新潟市中央区上所 2-2-2） 

テーマ（案）：被害・加害・社会とフォレンジック看護  

大会長講演 ： 「受刑者の看護からみた被害者・加害者・社会」 

教育講演：1 仮題「フォレンジック看護を創造する」 

   

教育講演：2仮題「高齢犯罪者の権利保障と社会復帰」 

   

 

ポスター発表、演題募集、プログラムなど詳細は、学会ホームページで

ご案内します。 
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索引 

 

【あ】 

秋永和之 ・・・・・・・ 34 

飯島亜樹 ・・・・・・・ 35 

家吉望み ・・・・・・・ 40 43 

池田典昭 ・・・・・・・ 16 

井島俊一郎 ・・・・・・ 28 

江口美智 ・・・・・・・ 39 

及川真一 ・・・・・・・ 49 

大澤資樹 ・・・・・・・ 32 

太田秀人 ・・・・・・・ 29 

大橋幸美 ・・・・・・・ 47 

大山一志 ・・・・・・・ 49 

【か】 

加納尚美 ・・・・・・・ 40 42 43 

寒水章納 ・・・・・・・ 38 

【さ】 

坂本理恵 ・・・・・・・ 39 

サリー・J．ラスキー  ・・31 

新谷奈苗 ・・・・・・・ 44 

洲崎好香 ・・・・・・・ 44 

【た】 

高橋公一 ・・・・・・・ 34 

土田幸子 ・・・・・・・ 39 

恒松佳代子・・・・・・・ 48 

土居岸悠奈・・・・・・・ 43 

【な】 

長江美代子・・・・・・・ 39 42 

西山悦子 ・・・・・・・ 37 

【は】 

バージニア・A．リンチ・・ 18 

東 智子 ・・・・・・・ 24 

兵頭秀樹 ・・・・・・・ 49 
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福島裕子 ・・・・・・・ 26 

福本優子 ・・・・・・・ 48 

藤田景子 ・・・・・・・ 42 

舩山健二 ・・・・・・・ 45 46 

古澤亜矢子・・・・・・・ 39 47 

【ま】 

松橋朋子 ・・・・・・・ 49 

松山永久 ・・・・・・・ 41 

三隅順子 ・・・・・・・ 42 

宮澤純子 ・・・・・・・ 35 

森中惠子 ・・・・・・・ 44 

【や】 

柳井圭子 ・・・・・・・ 2 14 48 

山田典子 ・・・・・・・ 42 49 

山波真理 ・・・・・・・  43 

米山奈奈子・・・・・・・ 43 

【ら】 

李節子 ・・・・・・・   42 

【わ】 

渡邊 智 ・・・・・・・ 49 

 

【G】 

Giovanna Ñahuis Arteta ・36 

【H】 

Hilda Zoraida Baca Negli ・・36 

【K】 

Keiko Yanai ・・・・・・・ 36 

【L】 

Lourdes R. Herrera Cadillo ・・36 

【S】 

Sally J. Laskey ・・・・・・31 

【V】 

Virginia A.  Lynch・・・・・18 
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－協賛－ 

日本フォレンジック看護学会 第 4回学術大会を開催するにあたり、皆様の後協賛を賜り

ました。ここに銘記し、ご厚意に深く感謝申し上げます。 

＜寄付＞ 

大山歯科医院   大山博明 

司法書士     鶴田 豊 

＜広告＞ 

医療法人 長友内科・循環器内科クリニック 

一般社団法人メンタルヘルスサポート九州 

株式会社アクトグループ     

株式会社 キシヤ 

コローレ   

株式会社カンサイホールディングス 

熊谷組   

 ＜出店＞ 

NPO アットホーム福祉会   

福岡市立清水ワークプラザ 

丸善雄松堂株式会社 福岡支店 
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出展一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほけん選科 姪浜ウエストコースト店 

 店長 中村 正史 FP コンサルタンツ株式会社 

   http://hokenfp.com  TEL 092-894-3638 

  Email: meinohama@hokenfp.com 

 

http://hokenfp.com/
mailto:meinohama@hokenfp.com
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広告一覧 
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協力大学：福岡看護大学 
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第 4回学術集会 

大会長 柳井圭子（日本赤十字九州国際看護大学） 

企画・実行委員長 森中惠子（福岡看護大学） 

企画・実行委員 

    産業医科大学          児玉 裕美 

    熊本保健科学大学        恒松 佳代子 

        聖マリア学院大学        洲崎 好香 

     日本赤十字九州国際看護大学   力武 由美 

                    福本 優子 

（前）日本赤十字九州国際看護大学 Lourdes R. Herrera Cadillo 

福岡看護大学          角森 輝美 

梶原 恭子 

秋永  和之 

                    寒水 章納 

澤田 喜代子 

原 やよい 

                    緒方 歩  

学校法人福岡学園        松本 裕子 

後援：福岡県看護協会 

 

 

日本フォレンジック看護学会誌第 4巻 1号 

日本フォレンジック看護学会第 4回学術集会プログラム＆抄録集 

Journal of Japan Association of Forensic Nursing Vol.4, No.1 (2017.9) 

                                                                                  

    平成 29年 9月発行 

    発行所 日本フォレンジック看護学会 

        〒300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見 4669-2 

        茨城県立医療大学 研究室 51 
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