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研究活動

１. 研究活動の概要
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１）著書
飛田 美穂：
（飛田

美穂監修：New 慢性腎不全患者のセルフケアガイド保存期・透析期・移植期）：

第 1 章：腎不全と透析療法 A 腎不全とは B 透析療法とは p．1～12、第 2 章慢性腎不全と透析療法
の実際 B 血液透析療法の実際①腎不全患者の内部環境 p．
48～58、第 3 章腎不全患者の症状と対応 A
保存療法期の症状と対応 B 透析療法期の症状と対応 p．109～141、学習研究社、2008.５
飛田 美穂、泉 義雄：合格国試看護学、医薬出版、2008.12
飛田 美穂、北村 真、谷亀 光則、藤井 穂波、牧島 絹子、八木澤 淳子、田中 進一、伊藤 優子、
遠藤 良江、横島 啓子、：第Ⅴ章 透析患者のための社会保障制度と社会資源（飛田 美穂監修：New
慢性腎不全患者のセルフケアガイド）、学習研究社、p.183-199、2008.５
泉 義雄：よくわかる薬理学（監修）
、成美堂出版、2008.11
熊谷 智子：「ぱっと引けて

しっかり使えるモニター心電図」、成美堂出版、2009.2

２）学術論文
Hajime SUZUKI,Miho HIDA,Makoto KITAMURA,Shin-ichi TANAKA,Takaya MIYAKOGAWA,Takashi HIRUKAWA,
Takatoshi KAKUTA and Akira SAITO ：New method of blood purification (Recycle Filtration
System),Tokai J Clin Med.,33(3),p124-129,2008.９
飛田 美穂：慢性腎臓病（CKD）の予防―なぜ、世界腎臓デーが必要なの？―、東海大学医療技術短
期大学総合看護研究施設論文集、（17･18）、p.1～6、2009.３
吉田 礼子、秋元 とし子、林 真理子：知・技・心の一体化をめざした基礎看護技術習得プログラム
－プログラム作成プロセスおよび試行と評価－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文
集、（17）、p.9-19、2009.３
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瀧澤 直子：在宅統合失調症者の食を介した生活支援に関する研究―食生活の状況と関連要因の模索
―精神保健福祉 p.237、39（３）、2008.９
中田 芳子：看護学生の禁煙に関する研究の動向、日本禁煙学会雑誌、３（４）、p.59-62、2008.８
中谷 啓子：通院患者を主な対象とする血液透析室における実習の学習成果、東海大学医療技術短期
大学総合看護研究施設論文集、（17）
、p.29-35、2009.３
中谷 啓子：入院患者を対象とする血液透析室における実習の学習成果－通院患者を主な対象とする
血液透析室における実習の学習成果との対比を通して－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究
施設論文集、（17）、P.36-44、2009.３
望月 好子：出生体重と思春期の体格・健康認識に影響を及ぼす要因、お茶の水医学雑誌、56、
（2.3.4）、
p.35-47、2008.12
望月 好子：
「小児･青尐年の体格と運動能力の日韓比較」、山梨母性衛生学会学会誌、８、p.48-54、
2009.３
佐久間 夕美子、叶谷 由佳、石光 芙美子、細名 水生、望月 好子、佐藤 千史：若年女性の月経前
期および月経期症状に影響を及ぼす要因－看護学生と専門学校生における生活習慣・保健行動の比
較、日本看護研究学会誌、31(２)、p.25-36、2008
宮内 清子、望月 好子、石田 貞代、佐藤 千史：中高年女性の就業形態と更年期症状の関連．母性
衛生、母性衛生、49(４)、p.433-441、2009.１
宮内 清子、望月 好子、石田 貞代、佐藤 千史：中高年女性労働者のストレス対処特性および更年
期症状と抑うつの関連、日本更年期学会誌、16(２)、p.238-245、2008.10
飯室 淳子、横島 啓子、岡田 さとみ、柏木 真里子：療養病院実習における臨床実習指導者の指導
方法に関する研究－初年度１年間の臨床実習指導者の実習指導状況の分析を通して－、第 39 回日本
看護学会論文集 看護教育、p.364-366、2009.２
横島 啓子、飯室 淳子、岡田 さとみ、柏木 真里子：老年看護学実習における学生指導のあり方に
関する研究－療養病院での学生の実習到達度と臨床実習指導内容における学生・臨床実習指導者評
価の比較から－、東海大学医技療技術短期大学総合看護研究施設論文集、
（17・18）、p.20-28、2009.
３
阿部ケエ子、舟島 なをみ、山下 暢子：看護学実習における学生とクライエントの相互行為に関す
る研究－学生の行動に焦点を当てて－、看護教育学研究、18（１）
、p.21-34、2009.３

３）学会発表
飛田 美穂、倉田 康久、武林 祥裕：療養病床入院血液透析患者の BNP 値による心機能評価、日腎
会誌、50（３）、p.355、2008.３
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武林 祥裕、倉田 康久、飛田 美穂：腎性貧血に対するダルベポエチンアルファの有用性の検討、透
析会誌、41（Supplement・1）、p.547、2008.６
真柄 圭、倉田 康久、小室 智子、三嶋 そのみ、武林 祥裕、飛田 美穂：HANP および BNP を指標と
した安楽な透析方法に関する検討、透析会誌、41（Supplement・1）、p.750、2008.６
飛田 美穂、倉田 康久、武林 祥裕：療養病床に入院中の血液透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症（ASO）
危険因子に関する検討、第 73 回日本泌尿器科学会東部総会抄録集、p.252、2008.９
吉田 礼子、秋元 とし子、林 真理子：知・技・心の一体化をめざした基礎看護技術習得プログラム
の試行と評価、第 28 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.348、2008.11
木曽 夕美子、今瀬 繁子：A 大学病院中堅看護師が考えた看護とはー経験年数 4・5・6 年看護師へ
のアンケート調査よりー

第 28 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.364、2008.12

今瀬 繁子、木曽 夕美子：A 大学病院の看護師が｢看護の無気力状態｣から抜け出したと認識してい
るきっかけー経験年数 7 年以上を対象としたアンケート調査ー、第 28 回日本看護科学学会学術集会
講演集、p.455、2008.12
小川 景子：産婆規則公布以降の産婆の管理－神奈川県を事例にして－、日本医史学雑誌、54（２）、
p.121、2008.６
瀧澤 直子 ：在宅統合失調症者の食を介した生活支援に関する研究－食生活の状況と関連要因の模
索－第 7 回日本精神保健福祉学会
中田 芳子、新村 直子：手作り在宅看護用品の工夫展の試み（第１報）―アンケートによる教授方
法の検討―、第 13 回日本在宅ケア学会学術集会

講演集 p.111、2009.２

中谷 啓子、舟島 なをみ：養護教諭の教育ニードアセスメントツールの作成、日本教育学会第 67
回大会発表要旨集録、p.288-289、2008.８
望月 好子、佐久間 由美子、石田 貞代、佐藤 千史：母親の喫煙と中学生の健康認識との関連、母
性衛生、49（３）
、p.206、2008.10
照屋 浩司、高安 雅嗣、島田 直樹、櫻井 裕、神津 祐子、横島 啓子、太田 ひろみ、眞鍋 知子、
中村 功：複数回繰り返し測定による血圧値・脈拍数の変動に関する検討、産業衛生学雑誌、50、p.376、
2008.６
横島 啓子、太田 ひろみ、眞鍋 知子、高安 雅嗣、神津 祐子、照屋 浩司：クレペリンテストによ
る唾液アミラーゼ活性と心拍変動の関連、産業衛生学雑誌、50、p.552、2008.６
横島 啓子、飯室 淳子：療養病院実習における学生指導のあり方に関する研究－学生の実習到達状
況の分析から－、第 18 回日本看護学教育学会、p.165、2008.８
飯室 淳子、横島 啓子、岡田 さとみ、柏木 真里子：療養病院実習における学生指導のあり方に関
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する研究－臨床実習指導者の実習指導状況の分析を通して－、第 39 回日本看護学会 看護教育、
p.222、2008.８
湯浅 尚子、横島 啓子、飯室 淳子：手術室看護師の経験年数と職業性ストレスおよび業務疲労の関
連について－二交替制導入前の実態から－、第 39 回日本看護学会 看護管理、p.364、2008.10
飯室 淳子、横島 啓子：老年看護学療養病院実習における学生の到達度について－学生・指導者評
価結果からの比較検討－、第 28 回日本看護科学学会学術集会、p.314、2008.12
横島 啓子、飯室 淳子：療養病院実習における指導内容に関する研究－ECTB 評価スケールを用いた
指導者と学生の評価結果比較から－、第 28 回日本看護科学学会学術集会、p.543、2008.12
阿部 ケエ子：看護学実習における学生とクライエントの相互行為に関する研究－学生の行動に焦点
を当てて－、看護教育学研究、17（２）
、p.８-９、2008.８
橘田 節子：排泄障害をもつ学童児のキャンプ体験の意義と課題 第 22 回日本小児ストーマ・排泄管
理研究会、2008.4
橘田 節子、宮坂 真紗規、細谷 亮太：そちぷちキッズキャンプ 2007 年プレキャンプの報告

参加

募集からキャンプまでの医療サポートに関する活動、第 24 回日本小児がん学会、2008.11
中田 芳子、新村 直子：手作り在宅看護用品の工夫展の試み（第１報）―アンケートによる教授方
法の検討―、第 13 回日本在宅ケア学会学術集会

講演集 p.111、2009.２

新村 直子、中田 芳子：手作り在宅看護用品の工夫展の試み（第２報）―作品票からの学生の創意
工夫の着眼点の分析―、第 13 回日本在宅ケア学会学術集会

講演集

p.183、2009.２

吉野 由美子：精神看護学の授業教材に関する研究、第 39 回日本看護学会抄録集、看護教育 p.７、
2008.８
菊池有紀、相原洋子、薬袋淳子、島内節：地域高齢者のうつ傾向に関連する生活状態・心理的健康
状態の分析からみた予防策、第 11 回日本地域看護学会学術集会、2008.7
相原洋子、山尾有紀、薬袋淳子、島内節：地域高齢者の地域社会活動参加に影響を与える壮年期か
ら現在までのライフスタイル、第 11 回日本地域看護学会学術集会、2008.7

４）その他
(1)

文筆活動

飛田 美穂：病態＆治療ノート第４回慢性糸球体腎炎、ナーシングカレッジ、28（７）、p.43-49、2008.7
飛田 美穂、特集 栄養ケア：栄養素の消化吸収、月刊ナーシング、28（11）
、p.14-19、2008.10
熊谷 智子(責任監修)、飛田 美穂、吉田 礼子、秋元 とし子、林 真理子、中田 芳子、新村 直子、
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丹澤 洋子、中谷 啓子、五十嵐 典子、横島 啓子、今瀬 繁子、橘田 節子、望月 好子、小川 景子、
瀧澤 直子、吉野 由美子(監修)：看護師国家試験ココがよくでる！重要項目 09 年版、成美堂出版、
2008.９
熊谷 智子（責任監修）、飛田 美穂、吉田 礼子、秋元 とし子、林 真理子、蔵本 文乃、石附 友美、
中田 芳子、新村 直子、丹澤 洋子、中谷 啓子、阿部 ケエ子、横島 啓子、飯室 淳子、後藤 雪絵、
今瀬 繁子、橘田 節子、望月 好子、小川 景子、瀧澤 直子、吉野 由美子（監修）
：この一冊で合格！
看護師頻出過去問題集’09 年版、成美堂出版、2008.８
泉 義雄：総説

漢方方剤の最新知見（7）、薬理と臨床、総説 p.115-123、2008.３

泉 義雄：総説

漢方方剤の最新知見（8）薬理と臨床、総説 p.271-278、2008.７

泉 義雄：総説

漢方方剤の最新知見（9）薬理と臨床、総説 p.351-358、2008.９

泉 義雄：総説

漢方方剤の最新知見（10）薬理と臨床、総説 p.359-367、2008.９

泉 義雄：総説

漢方方剤の最新知見（11）薬理と臨床、総説 p.69-78、2009.１

中田 芳子：看護基礎教育カリキュラムの変遷から実習について考える、東海大学短期大学紀要
42、p.107-113、2009.３
横島 啓子、松尾 千代、増渕 優子、ワイド特集：得意になる！高齢患者との向き合い方、ナーシン
グカレッジ、12（13）
、p.5-25、2008.11
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