
口頭発表 1　看護・福祉・臨床・犯罪

口頭発表　8月 31日（日）

口頭発表 1　看護・福祉・臨床・犯罪（会場：0803 教室）　14 : 15 ～ 16 : 15

座長　豊村和真 
田中共子

01-01 ゲーミングシミュレーション方式の医療安全教育
としての薬剤受け渡しゲーム（模擬医療場面版） 
―看護学生における効果と反応の分析―

○田中　共子 
 
兵藤　好美

（岡山大学大学院社会文化科学研究
科） 
（岡山大学大学院保健学研究科）

01-02 作業中断下における注意喚起の有用性に焦点を 
当てたゲーミングシミュレーション 
―看護学生における反応と効果―

○兵藤　好美 
田中　共子

（岡山大学大学院保健学研究科） 
（岡山大学大学院社会文化科学研究
科）

01-03 看護師から気持ちを理解された体験 ○山本　勝則 
多久島　寛孝 
 
吉田　一子

（札幌市立大学看護学部） 
（熊本保健科学大学保健科学部看護学
科） 
（国際医療福祉大学小田原保健医療学
部看護学科）

01-04 大学生の障害者に対する意識 ○豊村　和真 （北星学園大学社会福祉学部）

01-05 障がい児家族の変容プロセス 
―社会構築主義的ライフストーリー研究―

○渡邉　文春 （松山大学大学院社会学研究科）

01-06 地域街路における環境的特徴と 
犯罪被害リスク認知の関係性 
―犯罪被害の意識がその関係性に 
与える影響の検討―

○玉井　航太 （北海商科大学）



口頭発表 2　認知・感情・検査・測定

口頭発表　8月 31日（日）

口頭発表 2　認知・感情・検査・測定（会場：0804 教室）　14 : 15 ～ 16 : 15

座長　関　陽子 
篠原一光

02-01 時間経過の感覚に影響する待機中情報提示の効果 
―時間経過への意図的注意がない場合―

○篠原　一光 
新井田　統

（大阪大学大学院人間科学研究科） 
（株式会社 KDDI 研究所）

02-02 授業と学生の間の距離 
―「授業評価アンケート」に関する考察―

○越河　六郎 
 
藤井　亀

（松蔭大学コミュニケーション文化学
部生活心理学科） 
（松蔭大学コミュニケーション文化学
部生活心理学科）

02-03 PCキーボードの新しいユーザビリティ評価モデル
の提案

○富田　新 （いわき明星大学人文学部心理学科）

02-04 筆跡の局所的な個人特徴による筆者識別 ○関　　陽子 （科学警察研究所）

02-05 相関分析及び共分散分析を用いた筆者識別 ○三井　利幸 （数値解析研究所）

02-06 日本語版 Self-Compassionate Reactions Inventory 
（SCRI-J） の作成

○宮川　裕基 
谷口　淳一

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学心理学部）



口頭発表 3　産業・職業・社会・文化

口頭発表　8月 31日（日）

口頭発表 3　産業・職業・社会・文化（会場：0805 教室）　14 : 15 ～ 16 : 15

座長　竹内倫和 
福岡欣治

03-01 医事課職員における上司および同僚のサポートと
バーンアウト、患者・家族対応との関連性

○福岡　欣治 
中村　健壽 
田中　恵子

（川崎医療福祉大学） 
（川崎医療福祉大学） 
（川崎医療福祉大学大学院）

03-02 韓国人の対人コミュニケーション・スキーマ 
―韓国人留学生の PAC分析―

○内藤　哲雄 （福島学院大学福祉学部）

03-03 新入成員の組織社会化にリーダー評価が与える 
影響

○森下　雄輔 
谷口　淳一

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学心理学部）

03-04 新規学卒就職者における入社後のパフォーマンス
発揮に関する実証的研究 
―縦断的データを用いた分析―

○竹内　倫和 （学習院大学経済学部）

03-05 ヒューマンエラーと感情労働の関係 ○加藤　淳 （愛知学院大学大学院経営学研究科）

03-06 エラー体験型教育の効果検証 ○森泉　慎吾 
臼井　伸之介 
和田　一成

（大阪大学大学院人間科学研究科） 
（大阪大学大学院人間科学研究科） 
（西日本旅客鉄道株式会社安全研究
所）



ポスター発表

ポスター発表　8月 30日

ポスター発表　15 : 30 ～ 17 : 30

在籍責任時間　奇数番号　15 : 30 ～ 16 : 30　偶数番号　16 : 30 ～ 17 : 30

看護（会場：07A 教室）

17A01 アメリカの博士論文にみる心理学からの 
被害者研究

○林　　潔 （白梅学園短期大学）

17A02 服薬の問題のかかわりについて ○荒木　晴海 
林　　潔

（欣助会吉祥寺病院） 
（白梅学園短期大学）

17A03 自己理解と他者理解を深める教育方法の検討 ○多久島　寛孝 
山本　勝則

（熊本保健科学大学保健科学部） 
（札幌市立大学看護学部）

17A04 看護技術習得における自己調整学習方略尺度開発
の試み（第 2報） 
―学習成果および自己練習状況からの検討―

○岩屋　裕美 （東海大学医療技術短期大学）

17A05 看護実習前後のカウンセリング自己効力感の比較
とその影響因子について

○近藤　純子 
冨澤　理恵 
古淵　和佳 
治部　哲也

（千里金蘭大学看護学部） 
（千里金蘭大学看護学部） 
（大学院連合メンタルヘルスセンター） 
（関西福祉科学大学健康福祉学部）

17A06 看護学生の学習スキルと医療安全管理意識の関係 ○八木原　里美 
亀田　芙蓉 
蒲生　澄美子 
玉木　ミヨ子 
今野　葉月 
関口　恵子

（埼玉医科大学短期大学看護学科） 
（埼玉医科大学短期大学看護学科） 
（埼玉医科大学短期大学看護学科） 
（埼玉医科大学短期大学看護学科） 
（埼玉医科大学短期大学看護学科） 
（埼玉医科大学短期大学看護学科）

臨床・相談（会場：07B 教室）

17B01 がん患者サロンにおけるソーシャル・サポートが
ストレスコーピングに与える効果

○森﨑　順子 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学大学院）



ポスター発表

17B02 高揚的音楽と鎮静的音楽の鑑賞によるストレス解
消効果について

○村上　良太 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学大学院）

17B03 対人場面における解読スキルと社交不安との関連 ○山下　沙織 （大阪経済大学大学院人間科学研究科）

17B04 ケース引き継ぎのスキーマに関する PAC分析（3） 
―前任者からみたクライエントとの関係性の変化
と引き継ぎのための整理―

○佐藤　佑貴 
内藤　哲雄

（福島学院大学） 
（福島学院大学）

17B05 自閉症スペクトラム傾向をもつ成人に対する 
カウンセリングを促進させる方法

○八柳　むつみ （帝塚山大学大学院心理科学研究科）

17B06 アカデミック・スキルと発達障害傾向について 
―アカデミック・スキルの評価と注意欠陥／多動
性障害傾向の関連性―

○大久保　純一郎 （帝塚山大学心理学部）

社会・文化（会場：07C 教室）

17C01 地域住民におけるスピリチュアルな態度の評価 
―静岡県および福島県の調査結果の検討―

○木村　友昭 
内田　誠也 
伊坂　裕子 
烏帽子田　彰 
山岡　淳

（MOA健康科学センター） 
（MOA健康科学センター） 
（日本大学国際関係学部） 
（広島大学医学部） 
（MOA健康科学センター）

17C02 大学生におけるスピリチュアルな態度と自動思考
および自己超越性との関連

○伊坂　裕子 
木村　友昭 
内田　誠也 
山岡　淳

（日本大学国際関係学部） 
（MOA健康科学センター） 
（MOA健康科学センター） 
（MOA健康科学センター）

17C03 大学生におけるインターネット利用時間とコミュ
ニケーション・スキルの関係についての研究

○原田　麻衣 
 
大久保　純一郎 

（帝塚山大学大学院心理科学研究科心
理科学専攻） 
（帝塚山大学大学院心理科学研究科心
理科学専攻）

17C04 マンガ教材に対する学生の理解と性格の影響に 
ついて 
―看護版応答態度診断テストの一場面を用いて―

○天野　寛 （中京学院大学中京短期大学部）

17C05 小学生保護者における大学生との葛藤懸念 ○福野　光輝 （山形大学人文学部）



ポスター発表

17C06 食物のおいしさ評定は他者評価を知ることによっ
て変わるか？

○坂井　信之 （東北大学大学院文学研究科）

発達・教育（会場：07D教室）

17D01 中学校の部活動における学習目標到達度尺度の 
作成 
―教育活動としての部活動を具体化するために―

○来田　宣幸 
 
吉田　浩之

（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科） 
（琉球大学教育学部）

17D02 学力テストと学習状況調査の関係に関する 
事例調査

○吉田　浩之 
来田　宣幸

（琉球大学教育学部） 
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）

17D03 初年次教育における学習日誌の導入と実践 ○本多　麻子 
岸　　太一

（東京成徳大学応用心理学部） 
（東邦大学医学部）

17D04 幼児期における系列的調整の発達的検討 
―発達の基本構造を指標とした系列的調整の発達
的位置について―

○富井　奈菜実 （立命館大学大学院社会学研究科）

17D05 5歳児の横断歩道理解と危険回避行動との関連 ○上野　萌子 
 
内山　伊知郎 
河村　信子

（同志社大学大学院心理学研究科／ 
日本学術振興会） 
（同志社大学心理学部） 
（同志社大学こころの科学研究セン
ター）

交通（会場：07D教室）

17D06 児童の交通安全教育参加に伴う保護者の態度変容 ○大谷　亮 （一般財団法人日本自動車研究所）

17D07 交通事故発生時の状況の分析 
―企業の交通事故報告テキストデータを用いて―

○小嶋　理江 （金城学院大学人間科学部）

17D08 操船者の霧中航行時の衝突回避判断 
―右転か左転か―

○渕　　真輝 
臼井　伸之介

（神戸大学大学院海事科学研究科） 
（大阪大学大学院人間科学研究科）



ポスター発表

人格（会場：08A 教室）

18A01 「血液型性格学」は信頼できるか（第 31報） 
―国技大相撲の力士の血液型―

○浮谷　秀一 
大村　政男 
藤田　主一

（東京富士大学） 
（日本大学） 
（日本体育大学）

18A02 衝動性，セルフ・コントロール，行動賦活と 
無気力感との関係

○小橋　眞理子 
井田　政則

（立正大学大学院心理学研究科） 
（立正大学心理学部）

18A03 看護学生の実習における反すうとバーンアウト 
―脱中心化の緩衝効果の検討―

○松本　麻友子 （名古屋大学大学院教育発達科学研究
科）

18A04 大学生の運動経験と特性的自己効力感との関連 ○宇惠　弘 
辰本　頼弘

（関西福祉科学大学社会福祉学部） 
（追手門学院大学社会学部）

18A05 主観的ウェルビーイングの測度に関する研究（8） ○角野　善司 （高崎健康福祉大学保健医療学部）

18A06 自己評価感情が攻撃性に与える影響 
―PFスタディを指標として―

○石坂　晃子 
大久保　純一郎

（浜松医科大学） 
（帝塚山大学心理学部）

検査・測定（会場：08A 教室）

18A07 東大版総合人格目録による思考過程分析尺度の 
安定性

○外島　裕 
保野　直樹

（日本大学商学部） 
（日本化薬（株）人事部）

18A08 コンピテンシーの変化測定 
―心理テストによる研修の効果測定―

○星　　洋 （株式会社 Human Science Plow）

18A09 被援助志向性尺度短縮版作成の試み ○高橋　知也 
 
小川　将 
 
鈴木　宏幸 
安藤　孝敏

（横浜国立大学大学院環境情報学府／ 
東京都健康長寿医療センター研究所） 
（中央大学大学院文学研究科／東京都
健康長寿医療センター研究所） 
（東京都健康長寿医療センター研究所） 
（横浜国立大学）



ポスター発表

発達・教育（会場：08B 教室）

18B01 引きこもりの母親への PAC分析 
―ひきこもり改善までのプロセスへの気づき―

○平塚　大智 
内藤　哲雄

（福島学院大学心理学研究科） 
（福島学院大学心理学研究科）

18B02 学級内対人関係が不登校生徒の復帰に与える 
影響の検討

○酒井　希恵 
中地　展生

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学心理学部）

18B03 夫婦のワーク・ライフ・バランスと家族 
―大学生の家庭を対象として―

○尾形　和男 
福田　佳織 
森下　葉子 
坂西　友秀

（愛知教育大学） 
（東洋学園大学） 
（文京学院大学） 
（埼玉大学）

18B04 夫、妻のワーク・ライフ・バランスと家族 
―大学生の家庭を対象として ―

○坂西　友秀 
森下　葉子  
福田　佳織 
尾形　和男

（埼玉大学） 
（文京学院大学） 
（東洋学園大学） 
（愛知教育大学）

18B05 特別支援教育における教員の役割に関する研究
（3） 
―学校種別の勤務校の概要・特別支援教育の実施
の有無とその評価について―

○林　　幸範 
石橋　裕子

（こども教育宝仙大学） 
（帝京科学大学）

18B06 特別支援教育における教員の役割に関する研究
（4） 
―学校種別の教職員との連携の有無とその評価の
関係―

○石橋　裕子 
林　　幸範

（帝京科学大学） 
（こども教育宝仙大学）

18B07 精神障害という「みえない障害」とともに生活し
ている人を理解するための教育方法の検討 
―授業終了後の感想の内容分析から考える―

○堀　　順子 
渡邊　あゆみ

（埼玉医科大学短期大学看護学科） 
（埼玉医科大学短期大学看護学科）

矯正・非行・犯罪（会場：08B 教室）

18B08 「障害者統合支援法」施工後の問題点 
―障害者施設現場からの報告（2）―

○柴田　裕之 （日本デイケア学会）

18B09 眼球運動指標を用いた虚偽検出 
―非接触的測定における刺激呈示法の検討（1）―

○小野　洋平 
石岡　綾香 
軽部　幸浩 
谷口　泰富

（駒澤大学文学部） 
（駒澤大学文学部） 
（駒澤大学文学部） 
（駒澤大学文学部）



ポスター発表

ポスター発表　8月 31日

ポスター発表　9 : 30 ～ 11 : 30

在籍責任時間　奇数番号　9 : 30 ～ 10 : 30　偶数番号　10 : 30 ～ 11 : 30

一般・原理（会場：07A 教室）

27A01 災害ボランティア活動時の事故と危険回避に関す
る研究 
―東日本大震災のケースを主とした聞き取りから―

○太刀掛　俊之 （岡山大学学生支援センター）

27A02 援助規範における交換規範と返済規範が臓器移植
への関心におよぼす影響

○今野　順 
 
長内　優樹

（横浜市立大学大学院都市社会文化研
究科） 
（吉備国際大学大学院心理学研究科）

27A03 社会的望ましさと臓器移植への関心 
および臓器提供意思表示行動の関連性の検討

○長内　優樹 
今野　順

（吉備国際大学大学院心理学研究科） 
（横浜市立大学大学院都市社会文化研
究科）

介護・福祉（会場：07A 教室）

27A04 臨床における理学療法士の動作観察能力とは？ 
―理学療法士の思考過程に関する比較検討―

○大桐　将 （京都工芸繊維大学大学院先端ファイ
ブロ科学専攻／山田整形外科病院リハ
ビリテーション科）

27A05 中途障害者の神経症症状と自尊感情 
―音楽活動による変化―

○小島　寿子 （桜美林大学大学院心理学研究科健康
心理学専攻）

臨床・相談（会場：07B 教室）

27B01 東日本大震災以後の放射線不安下における 
子どもの心理的支援

○佐々木　美恵 （埼玉学園大学人間学部）

27B02 Psychological In�uences of Survivors a�er Disaster in 
Myanmar

○Khin Myo Htut （Yokohama National University）
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27B03 体育大学として専門性のある復興支援 
―こころのハンドブック作成の歩み―

○宇部　弘子 
亀山　有希 
木下　佳子

（日本体育大学児童スポーツ教育学部） 
（日本体育大学児童スポーツ教育学部） 
（日本体育大学児童スポーツ教育学部）

27B04 療育場面における保護者支援に関する研究 
―保護者アンケート結果による一考察―

○横畑　泰希 
小田　知宏

（福島学院大学福祉学部） 
（NPO法人発達わんぱく会）

27B05 「ありがとう療法」の効果 
―事例検討―

○木村　たき子 （コンピタンス心理学センター）

27B06 妊娠・産褥早期の心理的特徴 
―20年前との比較検討―

○河野　千佳 
 
和田　佳子 
櫻井　薫 
横田　正夫

（日本大学大学院文学研究科／聖徳大
学心理・福祉学部） 
（共立女子大学看護学部） 
（防衛医科大学校高等看護学院） 
（日本大学文理学部）

社会・文化（会場：07C 教室）

27C01 東日本大震災を経験した人のレジリエンスと 
その支援に関する研究（その 1）　 
―二本松市・福島市での聴きとり調査から―

○荒木　美知子 
森　　周 
荒木　穂積

（大阪女子短期大学） 
（広島県三次市健康福祉課） 
（立命館大学産業社会学部）

27C02 授業を通しての義援金募集活動経験の有無が 
自尊感情・共感性・援助行動に与える影響

○友野　隆成 （宮城学院女子大学学芸学部）

27C03 量刑判断に影響する社会心理学的要因に 
関する研究（4） 
―虐待致死事案の量刑判断における 
ゲイン－ロス効果―

○友野　聡子 （宮城学院女子大学学芸学部）

27C04 医療行為リスク認知に関する大学生 
―看護師間比較

○安達　悠子 （大阪大学大学院人間科学研究科）

27C05 自己制御規範顕現性の個人差とアイデンティティ ○山岡　重行 （聖徳大学心理・福祉学部心理学科）

認知・感情（会場：07D教室）

27D01 商品に対する消費者の知覚と評価における 
原産国効果 
―タイの消費者を対象に―

○Penwannakul 
　Yuwadee 
坂井　信之

（東北大学大学院文学研究科） 
 
（東北大学大学院文学研究科）



ポスター発表

27D02 学生ニーズに見る統計教育の介入手がかり 
―「教授内容へのニーズ」の再分析から―

○河内　和直 （群馬医療福祉大学社会福祉学部）

27D03 地域在住高齢者における筆記表現法の適用可能性 ○小川　将 
 
鈴木　宏幸 
高橋　知也

（中央大学大学院文学研究科／東京都
健康長寿医療センター研究所） 
（東京都健康長寿医療センター研究所） 
（東京都健康長寿医療センター研究所／
横浜国立大学大学院環境情報学府）

27D04 高齢者における失敗行動傾向と抑うつ傾向との関
連について 
―注意配分と性格検査との相関―

○櫻井　美由紀 
 
岩崎　祥一

（東北大学東北メディカル・メガバン
ク機構） 
（東北大学大学院情報科学研究科）

27D05 作り笑いが対人不安特性を介してストレスに及ぼ
す影響 
―特性シャイネスと公的自意識に焦点を当てて―

○平野　さゆり 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学大学院）

27D06 音声の有無と感情表出の強度が表情認知の正確さ
に与える影響

○江口　周作 
谷口　淳一

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学心理学部）

27D07 ビデオによる監視は出現頻度の低い標的の見落と
しを抑制する

○宮崎　由樹 （中京大学心理学部／神奈川大学マル
チモーダル研究所）

産業・職業（会場：08A 教室）

28A01 ワーカホリズム・タイプと職場のストレスおよび
満足感

○久保田　健市 
天池　雅彦

（名古屋市立大学人間文化研究科） 
（名古屋市立大学人間文化研究科）

28A02 安全文化醸成の現状と課題 
―現場社員へのインタビュー調査から―

○尾入　正哲 
 
飯田　裕康

（中京大学心理学部／（財）労働科学研
究所） 
（（財）労働科学研究所）

28A03 伝統工芸士の職業に対する意識についての研究 ○成田　智恵子 
 
来田　宣幸

（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科） 
（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研
究科）

28A04 顧客クレーム・要望の初期対応効果に関する考察 ○濱　　保久 （北星学園大学文学部心理・応用コ 
ミュニケーション学科）
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28A05 食品のリスクとベネフィット認知による 
購買への影響 
―価格と情報提示による検討―

○花尾　由香里 （東京富士大学経営学部）

28A06 心理会計 
―耐久性商品と非耐久性商品の支払いの比較（3）―

○蜂屋　真 （流通科学大学サービス産業学部）

28A07 大学生活のストレッサーが予期される 
職業ストレッサーに与える影響に関する研究

○徐　　贇君 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学大学院）

28A08 首尾一貫感覚が就職活動に対する評価に及ぼす 
影響 
―自己効力感との比較による縦断研究―

○藤里　紘子 （筑波大学人間系）

28A09 オリジナルストレス調査票による職場の 
ストレスチェック 
―ROC分析とカットオフポイントの設定―

○枚田　香 
松尾　哲朗 
冶部　哲也 
森下　高治

（大学院連合メンタルヘルスセンター） 
（帝塚山大学大学院） 
（関西福祉科学大学健康福祉学部） 
（帝塚山大学大学院）

発達・教育（会場：08B 教室）

28B01 成績上位者への学習法アドバイスに関する研究 
―国語科古文担当講師の視点から―

○竹内　利光 
近藤　和也 
内藤　哲雄

（福島学院大学大学院心理学研究科） 
（福島学院大学大学院心理学研究科） 
（福島学院大学大学院心理学研究科）

28B02 英語教師から見た国語の試験問題の特徴と類似点 ○近藤　和也 
竹内　利光 
内藤　哲雄

（福島学院大学大学院心理学研究科） 
（福島学院大学大学院心理学研究科） 
（福島学院大学大学院心理学研究科）

28B03 社会人学生の持つ心理学知識 
―大学新入生との比較をとおしての検討―

○木島　恒一 
山下　雅子

（北陸学院大学人間総合学部） 
（東京有明医療大学看護学部）

28B04 異文化体験前の認知と異文化体験時の行動の関連 
―擬似的異文化体験としての 
移民シミュレーションゲームを通して―

○鉄川　大健 
谷口　淳一 
森下　高治

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学） 
（帝塚山大学）

28B05 友人関係への動機づけが関係の希薄さに 
及ぼす影響

○吉田　かける 
谷口　淳一

（帝塚山大学大学院心理科学研究科） 
（帝塚山大学心理学部）
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28B06 子育てレジリエンスおよび自己効力感が育児スト
レスに及ぼす影響

○北見　由奈 （帝京短期大学こども教育学科）

28B07 保育者の被援助志向性に関する研究 
―保育者の被援助志向性の探索的検討―

○齊藤　崇 （日本体育大学）

28B08 認知症高齢者の日常生活自立度と 
攻撃行動の終息の関連

○田村　啓子 
上野　萌子 
 
内山　伊知郎

（（福）乙の国福祉会） 
（同志社大学大学院心理学研究科／日
本学術振興会） 
（同志社大学心理学部）


