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研究活動
研究活動の概要

１）研究業績数一覧
単著

共著

計

学術論文

３

５

８

学会発表

５

13

18

そ の 他

７

４

11

計

15

22

37

２）学外からの研究費、研究補助金などの受け入れ状況
研究代表者
瀧澤 直子

２

研究課題

助成元（審査区分）

在宅統合失調症者のリカヴァリを促進する要因に関

平成 22 年度日本女子大

する研究―料理活動とリカヴァリー

学高度化推進特別経費

研究業績

１）学術論文
吉田 礼子、秋元 とし子、林 真理子：ロールプレイを取り入れた「看護過程」演習の効果－「その
人にあった看護」をキーワードとして－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、(20)、
p.３-14、2011.３
中谷 啓子：成人看護学に導入した技術試験の評価、東海大学短期大学紀要、
（44）
、p.１-７、2011.
３
中谷 啓子、蔵本 文乃、岩屋 裕美：高齢者世帯住民の健康生活に向けた公開講座の検討－健康状態
と関係する要因に焦点をあてて－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（20）、
p.41-48、2011.３
野本 百合子、舟島 なをみ、中谷 啓子：学習ニードアセスメントツール－養護教諭用－の開発、日
本養護教諭教育学会誌、14(１)、p.45-53、2011.３
横島 啓子、飯室 淳子、甲斐 順子、寺嶋 文、高良 美佳：回復期リハビリテーション病棟におけ
る FIM 評価表の活用－看護計画へ FIM 評価結果を反映させる為の取り組み－、第 41 回日本看護学
会論文集

成人看護Ⅱ、p.252-254、2011.3

吉野 由美子：精神看護学実習の教育効果の一考察－学生によるレクリエーションの企画・運営場面
の教授－学習過程の分析から－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（20）、
p.15-23、2011.３
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蔵本 文乃、中谷 啓子、岩屋 裕美：地域住民の健康に関する学習ニードと公開講座への参加を促進
する要因－成人期・老年期の特徴に焦点をあてて－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設
論文集、（20）
、p.31-40、2011.３
渡邉 真弓：プリセプター役割遂行認識の相違－プリセプターと新人看護師双方への質問紙調査を通
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、（20）
、p.24-30、2011.３

２）学会発表
中谷 啓子、蔵本 文乃、岩屋 裕美：地域住民の健康生活に関する実態調査－高齢者世帯に焦点を当
てて－、第 30 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.427、2010.12
小川 景子：明治 10 年に東京府が実施した開業試験にみる産婆の助産方法、日本看護歴史学会
24 回学術集会

第

講演集、p.74-75、2010.９

近藤 誓子、小川 景子：看護学教科書からみた求められる看護婦の役割－保助看法成立以降、昭和
42 年カリキュラム改正まで－、第 30 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.566、2010.12
中田 芳子：在宅看護論実習における外来看護実習指導の現状―実習指導者の実習の受け止め方と
課題―、第 41 回日本看護学会、地域看護、2010.10
望月 好子、石田 貞代、小川 景子：高校生への「生と性の授業」によるエンパワーメント効果、日
本助産学会誌、24（３）、p.195、2011.３
横島 啓子、飯室 淳子：回復期リハビリテーション病棟における FIM 学習会の効果について～事例
患者を用いた FIM テストの結果から～、第 30 回日本看護科学学会、p.563、2010.12
甲斐 順子、寺嶋 文、高良 美佳、横島 啓子、飯室 淳子：回復期リハビリテーション病棟におけ
る FIM 評価表の活用－看護計画へ FIM 評価結果を反映させる為の取り組み－、第 41 回日本看護学会
成人看護Ⅱ、p.285、2010.８
吉野 由美子：精神看護学実習の教育効果の検討－学生による余暇活動支援の企画・運営場面の分析
から－、第 30 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.412、2010.12
蔵本 文乃、中谷 啓子、岩屋 裕美：地域住民の健康生活に関する実態調査－健康情報への関心の発
達段階別比較－、第 30 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.427、2010.12
飯室 淳子、横島 啓子、土江 順子、成田 美智江、田中 初枝：夜間体験実習の教育内容の検討－
初めての夜間勤務における新人看護職員の不安内容との関連－、第 41 回日本看護学会 看護管理、
p.110、2010.10
飯室 淳子、横島 啓子：総合実習における夜間体験実習の効果－卒業後初めての夜間勤務に及ぼす
影響－第 30 回日本看護科学学会、p.445、2010.12
橘田 節子：病気とたたかう子どもたちの支援～そらぷちキッズキャンプのこれまでの取り組み～、
第 57 会日本小児保健学会、2010.９
橘田 節子：総排泄腔外反症患児の QOL に関する一考察～そらぷちキッズキャンプに参加した思春期
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事例の振り返り～、第 21 回日本小児外科 QOL 研究会、2010.10
新村 直子、柳原 清子、松坂 由香里：臨床看護師の家族看護の学習経験による実践と学習ニーズの
関連、日本看護学教育学会

第 20 回学術集会講演集、p.208、2010.７

松坂 由香里、柳原 清子、新村 直子、佐藤 律子、櫻井 大輔：臨床看護師の「家族看護の実行力」
に関する研究－アセスメント・意識・行動・関連要因－、日本家族看護学会第 17 回学術集会講演集、
p.112、2010.８
後藤 雪絵、後藤 良史：ストレングスに着目した自立生活支援の文献研究

地域・在宅で生活する

高齢者の自立を支援するために、日本看護福祉学会全国学術大会抄録集 23 回 ｐ.62、2010.６
田中 広美、千葉 美果、水戸 優子、大島 弓子：看護系大学における注射の技術に関する実態調査、
第 30 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.421、2010.12
田中 広美、千葉 美果：看護系書籍における注射の技術の状況、第 30 回日本看護科学学会学術集会
講演集、p.421、2010.12

３）その他
(1)

講演・シンポジウム、学会発表（抄録なし）

阿部 ケエ子：原点に戻る姿勢の定着－修士課程修了後の変化－、日本看護教育学学会 20 周年記念
大会、看護教育学研究、19（２）、p29、2010.８

(2)

文筆活動

責任監修；吉田 礼子、監修；吉田 礼子、泉 義雄、秋元 とし子、林 真理子、蔵本 文乃、岩屋 裕
美、千葉 美果、中田 芳子、新村 直子、中谷 啓子、丹澤 洋子、阿部 ケエ子、渡邉 真弓、横島 啓
子、飯室 淳子、後藤 雪絵、橘田 節子、望月 好子、小川 景子、瀧澤 直子、吉野 由美子：この１
冊で合格！看護師国試頻出問題集’11 年版、成美堂出版、2010.８
監修；吉田 礼子、泉 義雄、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、阿部 ケエ子、渡邉 真弓、横島 啓子、飯室 淳子、後藤 雪絵、橘田 節子、望月 好子、小川 景
子、瀧澤 直子、吉野 由美子：看護師国家試験ココがよくでる！重要項目’11 年版、成美堂出版、
2010.８
泉 義雄：総説、上海中医薬大学留学記、薬理と臨床、20（３）、p.203-213、2010.５
泉 義雄：総説、皮膚疾患の漢方治療、薬理と臨床、20（３）、p.259-270、2010.５
泉 義雄：総説、精神神経疾患の漢方治療、薬理と臨床、20（４）、p.311-321、2010.９
泉 義雄：総説、運動器疾患の漢方治療、薬理と臨床、20（６）、p.357-363、2010.11
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泉 義雄：総説、呼吸器・耳鼻咽喉科疾患の漢方治療、薬理と臨床、21（１）、p.45-55、2011.１
橘田 節子：病気とたたかう子どもたちの支援～そらぷちキッズキャンプ～、小児外科 42（４）、東
京医学社、p.377-383、2010.４
千葉 美果、水戸 優子、
：ボディメカニクスでスキルアップ！基礎看護技術ココがポイント

体位変

換、クリニカルスタディ、ｐ.66-72、メヂカルフレンド社、2010.６
水戸 優子、千葉 美果：ボディメカニクスでスキルアップ！基礎看護技術ココがポイント
メーキング、クリニカルスタディ、ｐ.66-72、メヂカルフレンド社、2010.５
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ベッド

