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2014 年度

研究活動
研究活動の概要

１）研究業績数一覧
単著

共著

計

書

0

1

1

学術論文

0

6

6

学会発表

4

13

17

そ の 他

7

1

8

計

11

21

32

著

２）学外からの研究費、研究補助金などの受け入れ状況
(1)

科学研究費
研究分担者

研究課題

助成元（審査区分）

灰田 宗孝

人工酸素運搬体及び類縁体を用いた酸素代謝障

基盤研究（Ａ）

（研究代表者：

害の革新的治療法の研究

川口 章）

２

研究業績

１）著書
近藤 卓、中村 美砂緒、望月 美佐子、山田 由美子、弓田 千春、関崎 純也、青木 亜里、菊田 文
夫、渕田 明子、弓山 達也、花岡 陽子、小林 由香、齊藤 知明、今村 修、小貫 大輔、後藤 雪絵、
副島 賢和、としおちゃん、萩生田 千津子、米田 朝香、松原 芽衣、アルフォンス・デーケン、九
鬼種乃：基本的自尊感情を育てるいのちの教育―共有体験を軸にした理論と実践―、第３章共有体
験に焦点を当てたいのちの教育、金子書房、p.58-93、p.139-145、2014.4

２）学術論文
Mayumi Ikeuchi、Keoshi Saruwatari、Yumi Takeda、Mika Shimoda、Masao Inoue、Takashige Oroguchi、
Naoki Ishii、Fumihito Yoshii、Munetaka Haida、et al：Evaluating “Cosmetic Therapy” by Using
Near-Infrared Spectroscopy、World J of Neuroscience、p.194-201、2014.4
栗田 太作、寺尾 保、瀧澤 俊也、沓澤 智子、灰田 宗孝、八木原 晋、両角 速：低酸素運動におけ
る前額部fNIRSとパルスオキシメータによる酸素飽和度の相関関係の評価、東海大学スポーツ医科学
雑誌、（26）、p.59-67、2014

58

東海大学医療技術短期大学教育研究年報

2014 年度

Kosei Takeda、Munetaka Haida、Harumi Hikita、Tadashi Abe：Ceruloplasmin(Cu2+)ESR Spectra of
Pleural Effusion as a Marker of Malignancey、Proc. Sch. Sci Tokai Univ、（46）、p.43-53、
2014
望月 好子、丹澤 洋子、渕田 明子、千葉 美果、坂本 優子、吉田 礼子：
「沐浴」の事前学習におけ
るソーシャルメディア活用の評価、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（24）、
p.13-22、2015.3
蔵本 文乃、千葉 美果、秋元 とし子、林 真理子：基礎看護学実習における血圧測定時の学生の戸
惑いに対する指導方法の検討、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、
（24）、p.3-11、
2015.3
高本 征子、松村 ちづか：ホームホスピス看護師による療養者への安らぎをもたらす看護、東海大
学短期大学紀要、（48）
、p.61-70、2015.3

３）学会発表（抄録あり）
灰田 宗孝、柴田 健雄、苙口 隆重、他５名：乳酸菌 JCM5805 株の上気道感染症防御効果に関する大
規模二重盲検試験、第 73 回日本公衆衛生学会総会、抄録番号 O-1206-4、p.5-7、2014.11
吉田 礼子：デンマークと日本の看護教育の比較－学士課程教育を中心として－、日本看護学教育学
会第 24 回学術集会講演集、p.189、2014.7
望月 好子、丹澤 洋子、渕田 明子、千葉 美果、坂本 優子、吉田 礼子：看護技術教育におけるオ
ンラインストレージ活用の効果、第 34 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.402、2014.11
照川 真木、増田 信代、布施 明美、宮崎 仁美、戸田 法子、田中 美紀子、遠藤 雅代、菅原 スミ、
山下 訷子、添田 英津子、吉田 礼子：Ａ県における新人看護教員育成のためのプログラム－第１回
研修「教員仲間を作ろう！」に対する評価―、第 16 回神奈川県看護教育フォーラム 2015、2015.3
佐藤 裕子、小島 明美、鈴木 知美、望月 好子：切迫流産既往と周産期アウトカムとの関連、第 45
回日本看護学会―ヘルスプロモーション―学術集会抄録集、p.73、2014.8
Yumiko Sakuma、Sadayo Ishida、Akiyo Sasaki-Otomaru、Yoshiko Mochizuki、Ayako Usui、Chifumi
Sato：The effect of a self-monitoring network using PHS among Japanese woman during pregnancy、
18thEAST ASIAN FORUM OF NURSING SCHOLARS、p.277-278、2015.2
小川 景子：明治７年発布の医制における産婆に関する規定の検討―産婆の業務範囲に焦点をあてて
―、一般社団法人日本助産学会学術集会第５回（第 29 回）学術集会集録、p.447、2015.2
小川 景子：明治初期、神奈川県立十全医院における内務省免許産婆の養成―産科手術が教授課目に
含まれていたことを中心に―、一般社団法人日本助産学会学術集会第５回（第 29 回）学術集会集録、
p.448、2015.2

久保 典子、菅野 眞奈、佐々木 晶世、叶谷 由佳：施設の針刺し防止に関するマニュアル、教
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育・研修、および安全器材等の導入の現況調査（示説）、日本看護管理学会第 18 回年次大会講
演抄録集、p.269、2014.8.30
Yuka Kanoya、Noriko Kubo、Akiyo Sasaki-Otomaru、Mana Kanno、Yuko Morikagi、Takiko Hosoya：
International Association of Risk Management in Medicine(IARMM)、3rd World Congress of
Clinical、Prevalence of Needlestick Injuries among Nurses and Prevention Interventions、
A Literature Review、Safety10-12 Sep2014 Madrid、Spain、Poster、Afternoon、2014.9
新村 直子、柳原 清子、井上 玲子、園川 雄二：事例分析を中心とした家族看護の学習による臨床
看護師の家族の視点と関心の変化（その１）、日本家族看護学会第 21 回学術集会抄録集、p.135、
2014.7
井上 玲子、新村 直子、園川 雄二、中村 優香：クリティカル領域看護師のための『家族介入教育
プログラム』の導入と評価、日本家族看護学会第 21 回学術集会抄録集、p.96、2014.7
Kumiko Wada、Akiko Fuchita、Akane Kato、TatsuyaSuyama：A study of the Japanese literature
on grief care in relation to pediatric nursing、46th Congress of the International Society
of Paediatric Oncology、2014.10
蔵本 文乃、千葉 美果、秋元 とし子、林 真理子：基礎看護学実習で血圧測定時の効果的な指導方
法についてー学生ができたと認識する要因に焦点をあててー、第 34 回日本看護科学学会学術集会講
演集、p.565、2014.11
岩屋 裕美：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－、日本応用心理学会第 81 回大会発表論文集、p.30、2014.8
高本 征子、松村 ちづか：ホームホスピス看護師による療養者への安らぎをもたらす看護、第 16
回日本看護医療学会学術集会講演集、p.41、2014.9
松木 秀明、端山 淳子、川久保 桂子、丸田 未希、今井 優子、松木 勇樹、長谷川 秀隆、横山 公
通、宮崎 康文: 総合型地域スポーツクラブ参加者の骨密度・体組成・血圧測定の年度変化、第 73
回日本公衆衛生学会総会抄録集、p.339、2014.11

４）その他
(1)

講演・シンポジウム、学会発表（抄録なし）

吉田 礼子：看護教育におけるエビデンス、東海大学第４回学術集会シンポジウム「臨床の知とエ
ビデンス」シンポジスト、2014.7

中田 芳子：東海大学公開講座パネルディスカッション「ロボットで拓く未来生活
におけるロボット研究」－未来生活とロボット－パネリスト、2014.11

東海大学

飯室 淳子：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「公開講座」実践編 ミニ講義と体験、
講師、2014.10
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吉田 礼子：中堅看護師の臨床実践能力と成長に関する文献検討、東海大学医療技術短期大学総合
看護研究施設論文集第 24 号、p.39-48、2015.3
中田 芳子（責任監修）・吉田 礼子・泉 義雄・久保 典子・蔵本 文乃・千葉 美果・岩屋 裕美・
端山 淳子・新村 直子・丹澤 洋子・阿部 ケエ子・萱嶋 美子・坂本 優子・鈴木 陽子・飯室 淳
子・後藤 雪絵・渕田 明子・木村 節子・望月 好子・小川 景子・吉野 由美子（監修）
：看護師国
試頻出過去問徹底攻略 '15 年版、成美堂出版、2014.7
中田 芳子：成人看護学領域のテキストにみる喫煙や禁煙に関する記載の実態、東海大学医療技術
短期大学総合看護研究施設論文集、
（24）
、p.23-30、2015.3
岩屋 裕美：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、放送大学大学院教育研究成
果報告 Open Forum、
（11）、p.28-29、2015.3
岩屋 裕美：ホープ登場クロスロードの星、応用心理学のクロスロード、（7）、p.24-25、2015.3
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