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研究活動
研究活動の概要

１）研究業績数一覧
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２）学外からの研究費、研究補助金などの受け入れ状況
研究分担者

研究課題

助成元（審査区分）

ＰＨＳを活用した妊産婦への遠隔支援ネットワ

平成 23 年度科学研究費

ーク構築に関する研究

助成事業（基盤研究（C））

後藤 雪絵

漁村女性の高齢者支援の実態と漁村の共助シス

平成 23 年度科学研究費

（研 究代 表者：

テムのあり方に関する研究

助成事業（挑戦的萌芽研

望月

好子

（研究代表者：
佐藤 千史）

関 いずみ）

２

究）

研究業績

１）学術論文
中田 芳子、磯 みどり、新村 直子：在宅看護論実習における外来実習指導の現状―実習指導者の実
習の受け止め方と課題―、第 41 回日本看護学会論文集

地域看護、p.101-104、2011.４

中谷 啓子、渡邉 真弓：成人看護学における技術試験の評価－改正カリキュラムによる変更と研究
成果に基づく改善を試みて－、東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、
（ 21）
、p.11-22、
2012.３
瀧澤 直子、後藤 雪絵：地域で生活する統合失調症の回復に関する研究－生活障害に関与する肯
定的側面の探求－、日本看護福祉学会誌、17(2)、p.159-176、2012.３
望月 好子、橘田 節子、小川 景子、石田 貞代：高校生への「生と性の授業」による効果、東海大
学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、
（21）、p.36-44、2012.３
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
回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 回日本看護学会論文集 看護管理、
p.133-136、2011.５
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蔵本 文乃、中谷 啓子、岩屋 裕美：地域住民の学習ニードに即した公開講座のあり方に関する研究
－内容分析による健康に関する学習ニードの検討を通して－、東海大学医療技術短期大学総合看護
研究施設論文集、（21）
、p.23-35、2012.３
松坂 由香里、柳原 清子、新村 直子：臨床看護師の家族看護実践および教育研修への認識と実態、
東海大学健康科学部紀要 16 号、p.75-82、2011.３

２）学会発表
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－、第 31 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.438、2011.12
Yumiko KISO, Shigeko IMESE ：THE FACTOR WHAT MAKES THE NURSE CANNOT FEEL THE ACCOMPLISHMENT

FOR EVERYDAY DUTIES. ICN Conference 2011

La Valeta, Malta, p.２、2011.５

Shigeko IMESE, Yumiko KISO ： COMPARISON OF CAUSES OF PSYCHOLOGICAL INERTIA IN 4-6YEAR
EXPERIENCED NURSE AND 7-32 YEAR EXPERIENCED NURSES AT UNIVERSITY HOSPITAL

ICN Conference

2011La Valeta, Malta, p.８、2011.５
中田 芳子、磯 みどり、新村 直子：在宅看護論実習における外来実習指導の現状―実習指導者の実
習の受け止め方と課題―、東海大学看護研究会第 1 回学術集会、p.21、2011.７
中田 芳子：臨地実習指導に関する研究の動向と今後の課題―2006 年から 2010 年の文献よりー、日
本看護学教育学学会第 21 回講演集、p.191、2011.８
中谷 啓子、渡邉 真弓：成人看護学における技術試験の意義－学生への質問紙調査から－、第 31
回日本看護科学学会学術集会講演集、p.439、2011.11
中谷 啓子、島田 凉子、大東 俊一：日本人のスピリチュアリティに関する研究－「スピリチュアリ
ティの覚醒」の概念分析－、第 14 回日本心身健康科学会学術集会抄録集、p.20、2012.２
小川 景子、近藤 誓子：明治期に 4 人の女性たちが運営した産婆養成所の比較研究－東京、新潟、
群馬、宮城の事例から－、日本看護歴史学会

第 25 回学術集会

講演集、p.74-75、2011.８

瀧澤 直子、後藤 雪絵：地域で生活する統合失調症者の料理活動の効用の検討－精神科デイケア通
所者の LASMI 評価に注目して－日本看護福祉学会全国学術大会全国学術大会抄録集 24 回 p.55、2011.
６

佐藤 孝子、手島 芳江、櫻井 明美、磯 みどり、望月 好子、柳原 清子、石井 美里：大学病
院看護師のワークライフバランスと関連要因の分析、第 42 回日本看護学会抄録集、看護管理、
p.366、2011.10
磯 みどり、佐藤 孝子、手島 芳江、櫻井 明美、望月 好子、柳原 清子：中堅看護師（5 年～
10 年経験者）のキャリア志向―支援戦略のために―、第 42 回日本看護学会抄録集、看護管理、
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p.405、2011.10
望月 好子、石田 貞代、小川 景子、橘田 節子：高等学校におけるライフスキル教育への支援に関
する研究－高等学校保健体育担当教諭の意識調査から－、第 31 回

日本看護科学学会学術集会講演

集、p.505、2011.12
望月 好子、柳原 清子、石井 里見、丹澤 洋子、横山 寛子、吉田 礼子、溝口 満子：大学病院新人
看護師の看護実践能力とキャリア志向、第 31 回日本看護科学学会学術集会講演集、p.348、2011.12
吉野 由美子：精神看護学実習におけるレクリエーションの企画・運営場面の教育効果－学生が体験
する臨床状況性に富んだ場面の構造と指導のあり方－、日本看護学会（看護教育）、第 42 回、2011．
10
蔵本 文乃、中谷 啓子、岩屋 裕美：地域住民の健康な生活を送るための学習ニード、第 31 回日本
看護科学学会学術集会講演集、p.502、2011.12
Naoko Niimura、Kiyoko Yanagihara、Yukari Matsuzaka： Comparison of three items regarding the
family assessment of clinical nurses、10th International Family Nursing Conference、p.216、
2011.６
Yukari Matsuzaka、Kiyoko Yanagihara、Naoko Niimura：The current status of family nursing
practice interventions by clinical nurses and educational training、10th International Family
Nursing Conference、p.216、2011.６
千葉 美果、田中 広美：看護系書籍における注射技術の状況－筋肉内注射－、第 31 回日本看護科学
学会学術集会、p.345、2011.12

３）その他
(1)

講演・シンポジウム、学会発表（抄録なし）

吉田 礼子：TOKAI 看護の未来を語る－人間教育を核とした未来につながる看護基礎教育－、東海
大学看護研究会第１回学術集会シンポジウム、P.35、2011.7
中田 芳子：エコな介護、東海大学医療技術短期大学後援会講演、2011.９

(2)

文筆活動

吉田 礼子（責任監修）・泉 義雄・秋元 とし子・林 真理子・蔵本 文乃・千葉 美果・岩屋 裕美・
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・鈴木 陽子・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（監修）
：この１冊で合格！
看護師頻出過去問題集’12 年版、成美堂出版、2011.８
吉田 礼子・泉 義雄・秋元 とし子・林 真理子・蔵本 文乃・千葉 美果・岩屋 裕美・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・鈴木 陽子・飯室 淳子・後藤 雪絵・
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ココがよ

くでる！重要項目’12 年版、成美堂出版、2011.８
泉 義雄：総説：産婦人科疾患の漢方治療、薬理と臨床、21（２）、ｐ.113-146、2011.３
泉 義雄：総説：消化器疾患の漢方治療、薬理と臨床、21（３)、ｐ.197-210、2011.５
泉 義雄：総説：腎泌尿器疾患の漢方治療、薬理と臨床、21（４)、ｐ.259-267、2011.７
泉 義雄：総説：小児疾患・生活習慣病の漢方治療、薬理と臨床、21（５)、ｐ.319-330、2011.９
鈴木 陽子、松本 佳子、萱嶋 美子、大河原 亮一、大山 晶子、木下 紀子：看護教員のキャリア発
達ステージと資質・能力のめやす、第 13 回神奈川県看護教育フォーラム 2012 集録、p.66-68、2012.
３
大山 晶子、木下 紀子、鈴木 陽子、松本 佳子、萱嶋 美子、大河原 亮一、岸良 俊弘、酒井 恵子、
小野寺 優子、白水 眞理子、吉村 恵美子、北代 直美、矢島 道子：看護教員のキャリア発達に関す
る意識と学習ニーズ、第 13 回神奈川県看護教育フォーラム 2012 集録、p.63-65、2012.３
佐々木 由恵、境野 みね子、鈴木 陽子、高木 郁朗、高橋 幸裕、中山 亜抄子：厚生労働省平成 23
年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）医療依存度の高い在宅高齢者に対
する、質の高いサービス提供のあり方に関する調査研究事業報告書、2012.４
中田 芳子：臨地実習指導に関する研究の動向と今後の課題―2006 年から 2010 年の文献よりー、東
海大学短期大学紀要第 45 号（資料）、p.47－51、2012.３
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