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研究活動

１.研究活動の概要
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１）著書
小川 景子:産論（和田 攻、南 裕子、小峰 光博総編集:看護大事典）、医学書院、p.1216、2010.３

２）学術論文
飛田 美穂：心臓病・腎臓病・貧血の悪循環―Cardio-Renal-Anemia(CRAS)―、東海大学医療技術
短期大学総合看護研究施設論文集、（19）、p.1-6、2010.3
今瀬 繁子、瀧澤 直子、丹澤 洋子、石附 友美：東海大学医療技術短期大学第二巻後学科（2 年課
程）卒業生に実態調査-A 大学医学部の付属四病院で就業している卒業生の実態-、東海大学短期大
学紀要、（43）
、p.79-86、2010.３
望月 好子、小川 景子、石田貞代：高校生への授業およびピア・サポートの効果と課題－「生と性
に関する認識」の変化に注目して－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（19）、
p.29-36、2010.３
瀧澤 直子：精神看護学の展開-学びの過程と期待-、看護と情報、17、p.3-8、2010.３
瀧澤 直子、若林 菊雄：精神科デイケアに通う在宅統合失調症者の食生活に関する研究-食を介した
生活支援の可能性を探る-、東海大学短期大学紀要、（43）
、p.1-8、2010.３
瀧澤 直子、吉野 由美子：精神看護学実習における学生の共感経験に関する研究-共感経験が学びに
及ぼす影響の検討-、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（19）
、p.21-28、2010.
３
宮内 清子、望月 好子、石田 貞代、佐藤 千史：中高年女性労働者へのリーフレットによる指導介
入が抑うつに及ぼす効果、母性衛生、50(４)、ｐ646-655、2010
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Yoshiko Mochizuki,Sadayo Ishida,Chifumi Sato:Comparison between body size and movement-test
of children and young people in Japan and South Korea,The 1st International Nursing Research
Conference of World Academy of Nursing Science,p253、2009.9
Yoshiko Mochizuki,Sadayo Ishida,Yumiko Sakuma,Chifumi Sato：Relationship between mothers’
smoking and their junior high school students ’ recognition of health issues,The 1st
International Nursing Research Conference of World Academy of Nursing Science,p218、2009.9
Sadayo Ishida,Yoshiko Mochizuki,Yuka Hagihara,Ryuko Sekine,Chifumi Sato:Effectiveness of
mastication at five or six months after childbirth,The 1st International Nursing Research
Conference of World Academy of Nursing Science, p192、2009.9
Ryuko Sekine,Sadayo Ishida,Yoshiko Mochizuki ： Relationship between chief teachers’
leadership and general teachers’ morale in nursing schools,The 1st International Nursing
Research Conference of World Academy of Nursing Science,p254、2009.9

望月 好子、石田 貞代：中学生のボディイメージおよび健康認識の実態と影響要因、日本助産
学会誌、23（３）、p.497、2010.3
石田 貞代、望月 好子、萩原 結花：１口 30 回咀嚼の長期指導の効果 －産後４か月から６か
月－、日本助産学会誌、23（３）、p.460、2010.3
横島 啓子、湯浅 尚子、飯室 淳子：経験年数別手術室看護師の職業性ストレスおよび業務疲労の関
連について－二交替制勤務導入前の業務実態から－、第 39 回日本看護学会論文集 看護管理、
p.381-383、2009.４
吉野 由美子：精神看護の歴史と展望－一施設における精神看護の歴史的記述の分析より－、東海大
学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（19）、p.37-49、2009.３
河原畑 尚美、小松 妙子、吉野 由美子、須藤 章子、前澤 美奈子、戸田 肇: 看護学の発展の方向
性を探る－弁証法の発展過程の特徴を踏まえて－、北里看護学誌、12(1)、p.37-47、2010.３
大橋 和枝、田中 初枝、土江 順子、飯室 淳子：学生が看護場面で捉えられるメッセージ、第 40
回日本看護学会論文集 看護教育、p.107-109、2010.２
飯室 淳子、横島 啓子、岡田 さとみ、柏木 真里子：老年看護学療養病院実習における指導者の自
己評価－ECTB による評価,初年度と２年目の比較－、第 40 回日本看護学会論文集 看護教育、
p.176-178、2010.２
飯室 淳子、横島 啓子、岡田 さとみ、柏木 真里子：老年看護学療養病院実習における学生到達度
および臨床実習指導者の指導内容の評価－２年目の学生指導方法の取り組みによる評価－、東海大
学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集 、
（19）、p.9-20、2010.３
新村 直子、中田 芳子：在宅看護用品の作製の教授方法の検討（第 1 報）－在宅看護論における創
造性を育む教育をめざして－、東海大学短期大学紀要（43）、p.9-16、2010.３
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３）学会発表
飛 田 美 穂 、 倉 田 康 久 、 武 林 祥 裕 ： 超 高 齢 透 析 患 者 の 現 状 に 関 す る 検 討 , 透 析 会 誌 、 42
（Supplement・1）、p.653 、2009.６
五嶋 庫人、武林 祥裕、加藤 太郎、石井 啓介、卯木 保広、栗井 阿佐美、飛田 美穂：各種ダイア
ライザの HDF 性能特性、透析会誌、42（Supplement・1）
、p.758、2009.６
小室 智子、三嶋 そのみ、真柄 圭、小泉 加奈子、堀本 久美子、倉田 康久、武林 祥裕、飛田 美
穂：療養病床に入院中の透析患者の変遷、透析会誌、42（Supplement・1）
、p.839、2009.６
飛田 美穂、倉田 康久、武林 祥裕、角田 隆俊、田中 礼佳：療養病床に入院中の超高齢透析患者
の栄養管理に関する検討、第 31 回日本臨床栄養学会総会・第 30 回日本臨床栄養協会総会第 7 回大
連合大会講演要旨集、p.168、2009.9
Mitiko Mamyoda, Orie Kizumi,Yumiko kiso, Mieko isokawa,Shigeko Imase ： Anxiety/stress
imemediately before training of pediatric nursing students in the germfree ward,Centennial
Clebration of Chinese nursing Associaition Thesis Compilation,p.157-159、2009.8
木曽 夕美子、今瀬 繁子：中堅看護師が看護を楽しいと感じられるために影響を与える要因、

第

29 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.277、2009.11
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 29 日本看護科学学会学術集会講
演集、p.376、2009.11
小泉 織絵、五十川 美恵子、今瀬 繁子：無菌病棟における効果的な小児看護学実習方法-骨髄移植・
化学療法を受ける患児・家族との関りー、第７回日本小児がん看護学会

プログラム総会号、p.478、

2009.11
中谷 啓子、舟島 なをみ、野本 百合子：養護教諭の学習ニードの解明、日本教育学会第 68 回大会
発表要旨集録、p.282～283、2008.８
野本 百合子、舟島 なをみ、中谷 啓子：養護教諭の学習ニードアセスメントツールの開発－信頼性
と妥当性の検討－、日本養護教諭教育学会第 17 回学術集会抄録集、p.161-162、2009.10
林 真理子、秋元 とし子、松木秀明：女子学生の生活習慣と体組成・腹囲に関する研究－隠れ肥満
と正常群の比較－、日本公衆衛生学会、2009.10
小川 景子：明治初期、西洋医学に基づき開始された産婆の養成－神奈川県の事例を中心に－、日本
助産学会誌、23（３）
、p.438、2009
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中田 芳子：看護基礎教育における在宅看護論教育に関する文献研究、第 35 回日本看護研究学会雑
誌、32（3）、p.266、2009.8
中田 芳子：看護学生の禁煙活動の取り組み、第４回日本禁煙学会学術集会プログラム・抄録集、
B-33、2009.9
照屋 浩司、横島 啓子、太田 ひろみ、眞鍋 知子、高安 雅嗣、神津 祐子：ストレス評価法として
の唾液アミラーゼ活性測定の意義について（第２報）、産業衛生学雑誌、51、p.322、2009.５
横島 啓子、太田 ひろみ、眞鍋 知子、照屋 浩司：ストレス評価法としての唾液アミラーゼ活性測
定の意義について（第３報）－ストレス様態別の変化－、産業衛生学雑誌、51、p.323、2009.５
横島 啓子、飯室 淳子、岡田 さとみ、柏木 真里子：療養病院における学生指導方法の課題－臨床
実習指導者の初年度指導と２年目の指導状況の分析を通して－、第 40 回日本看護学会 看護教育、
p.158、2009.８
飯室 淳子、横島 啓子、岡田 さとみ、柏木 真里子：老年看護学療養病院実習における学生指導方
法に関する研究－初年度と２年目の学生到達度評価の比較－、第 40 回日本看護学会 老年看護、
p.181、2009.９
飯室 淳子、横島 啓子：初めて実習指導を行った臨床実習指導者の指導状況に関する研究、第 29
回日本看護科学学会、p.386、2009.11
大橋 和枝、田中 初枝、土江 順子、飯室 淳子：１年次看護学生が看護場面で捉えられるメッセー
ジ、第 40 回日本看護学会抄録集 看護教育、p.92、2009.８
湯浅 尚子、横島 啓子、飯室 淳子、後藤 雪絵：手術室における看護業務疲労の実態－二交替制勤
務導入前後の比較－、第 40 回日本看護学会 看護管理、p.71、2009.10
橘田 節子、平川 均：総排泄腔外反症例の自立に対する支援

思春期に参加したそらぷちキッズキ

ャンプでの効果、第 20 回日本小児外科 QOL 研究会、2009．10
橘田 節子、宮坂 真紗規：そちぷちキッズキャンプ 2009 年ウィンタープレキャンプの報告
ャンプを試みて

家族キ

第 25 回日本小児がん学会、2009.11

蔵本 文乃、竹熊 千昌：歴史的にみた看護と仏教の関わり－日本の文化に根差した看護を考える－、
第 29 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.415、2009.11
竹熊 千昌、蔵本 文乃、日高 艶子：団地住民におけるケアへの関与とウチ・ソトの境界、第 29 回
日本看護科学学会学術集会講演集、p.353、2009.11
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 3 報）－作製プロセスにおける学
生の学び－、第 14 回日本在宅ケア学会学術集会

講演集 p.60、2009,12

岸 藍子、柳原 清子、児玉 久仁子、松坂 由香里、井上 玲子、新村 直子：家族クレームの本質
－家族と医療者間の悪循環パターンの分析－、日本家族看護学会
45
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p.62、2009.9
山崎 正人、水野 雅生、申 珠莉、渡辺 哲生、新村 直子、五十川 さとみ：認知症の可視化
宅認知症介護の中で縦断的に実施した環境整備研究の展開－、日本認知症ケア学会誌
本認知症ケア学会

－在

第 10 回日

プログラム・抄録集 p.352

４）その他
(1)

講演・シンポジウム、学会発表（抄録なし）

飛田 美穂：生活習慣病について、平塚保健福祉事務所講演会・講師、平塚保健福祉事務所大会議
室、2010.3

(2)

文筆活動

飛田 美穂：特集 透析患者の骨と関節：腰が痛い！首が痛い！手足がしびれる！、透析ケア 16（３）
p.57-60、2010.3
吉田 礼子：看護過程演習の授業評価

－メタ認知を意識した教授方略と看護過程展開の理解度－、

東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、(19)、p.50‐59、2010.3
吉田 礼子（責任監修）
・泉

義雄・熊谷 智子・秋元 とし子・林 真理子・蔵本 文乃・石井 裕美・

中田 芳子・新村 直子・中谷 啓子・丹澤 洋子・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１冊で合格！
看護師頻出過去問題集’10 年版、成美堂出版、2009.9
吉田 礼子・泉 義雄・熊谷 智子・秋元 とし子・林 真理子・中田 芳子・新村 直子・中谷 啓子・
丹澤 洋子・五十嵐 典子・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）
：看護師国試試験

ココがよくでる！重要項目’10 年

版、成美堂出版、2009.9
泉

義 雄：総説

漢方方剤の最新知見（11）薬理と臨床

19(1)、p.69-78、2009

泉

義 雄：総説

漢方方剤の最新知見（12）薬理と臨床

19(2)、p.107-117、2009

泉

義 雄：総説

漢方方剤の最新知見（13）薬理と臨床

19(3)、p.187-195、2009

泉

義 雄：総説

漢方方剤の最新知見（14）薬理と臨床

19(4)、p.271-277、2009

泉

義 雄：総説

漢方薬の生薬解説と最新知見

泉

義 雄：総説

漢方診断学

薬理と臨床

薬理と臨床

19(4)、p.279-305、2009

19(6) p.421-435、2009

中 田 芳 子：在宅看護論研究の動向と教育上の課―科目新設時からの文献研究より―、東海大学医
療技術短期大学短期大学紀要、42、p.87-93、2010.3
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金沢 善智、角田 ますみ、野々垣 学、宣 賢奎、林 裕栄、鉾丸 俊一、松田 大蔵、松村 美枝子、
丸山 晃、水谷 俊夫、宮崎 伸一、森岡 真也、山口 亜幸子、横島 啓子：介護療養型医療施設（医
療情報科学研究所編集：クエスチョン・バンク ケアマネジャー 試験問題解説 2009）、メディック
メディア、p.177-179、2009.５
金沢 善智、角田 ますみ、野々垣 学、宣 賢奎、林 裕栄、鉾丸 俊一、松田 大蔵、松村 美枝子、
丸山 晃、水谷 俊夫、宮崎 伸一、森岡 真也、山口 亜幸子、横島 啓子：短期入所生活介護（医療
情報科学研究所編集：クエスチョン・バンク ケアマネジャー 試験問題解説 2009）、メディックメ
ディア、p.169-170、p.265-270、2009.５
金沢 善智、角田 ますみ、野々垣 学、宣 賢奎、林 裕栄、鉾丸 俊一、松田 大蔵、松村 美枝子、
丸山 晃、水谷 俊夫、宮崎 伸一、森岡 真也、山口 亜幸子、横島 啓子：特定施設入所者生活介護
（医療情報科学研究所編集：クエスチョン・バンク ケアマネジャー 試験問題解説 2009）、メディ
ックメディア、別冊 p.35-36、2009.
金沢 善智、角田 ますみ、野々垣 学、宣 賢奎、林 裕栄、鉾丸 俊一、松田 大蔵、松村 美枝子、
丸山 晃、水谷 俊夫、宮崎 伸一、森岡 真也、山口 亜幸子、横島 啓子：介護老人福祉施設（医療
情報科学研究所編集：クエスチョン・バンク ケアマネジャー 試験問題解説 2009）、メディックメ
ディア、p.280-283、別冊 p.14、2009.５
金沢 善智、角田 ますみ、野々垣 学、宣 賢奎、林 裕栄、鉾丸 俊一、松田 大蔵、松村 美枝子、
丸山 晃、水谷 俊夫、宮崎 伸一、森岡 真也、山口 亜幸子、横島 啓子：認知症対応型共同生活介
護（医療情報科学研究所編集：クエスチョン・バンク ケアマネジャー 試験問題解説 2009）、メデ
ィックメディア、p.285-293、2009.５
赤羽 克子、秋山 美栄子、奥田 紀久子、小田嶋 晋、金子 勝司、小林 法一、土屋 昭雄、中津川 か
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