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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

書

1

0

1

学術論文

5

8

13

学会発表

2

7

9

そ の 他

5

3

8

計

13

18

31

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

平成 24 年度文部科学省

（研究代表者：

害の革新的治療法の研究

科学研究費助成事業（基

川口 章）

盤研究Ａ＜一般＞）

小川 景子

戦後の母子保健行政の歴史－各時代における重

平成 24 年度厚生労働省

（研 究代 表者：

要施策の形成過程と成果に焦点を当てて－

科学研究費補助金（成育

川原 由佳里）

疾患克服等次世代育成
基盤研究事業）

望月 好子

ＰＨＳを活用した妊産婦への遠隔支援ネットワ

平成 23 年度文部科学省

（研究代表者：

ーク構築に関する研究

科学研究費助成事業（基

佐藤 千史）

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 年度文部科学省

（研 究代 表者：

テムのあり方に関する研究

科学研究費助成事業（挑

関 いずみ）

(2)

戦的萌芽研究）

特別学術研究費
研究者
灰田 宗孝

研究課題

委託者

光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌを用いた脳機能測定に基づく注意分割

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ（株）

における前頭葉機能局在の推定

２

研究業績

１）著書
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Munetaka Haida：Implication of NIRS Brain Signals、p.120-128、in Biomedical Engineering and
Cognitive Neuroscience for Healthcare、Interdisciplinary Applications edit by Jinglong Wu、
IGI、2012.5

２）学術論文
C.Murayama、A.Kawaguchi、K.Ishikawa、A.Kamijyo、N.Kato、Y.Oizumi、S.Sadahiro、M.Haida：
Liposome-encapsulated hemoglobin ameliorates tumor hypoxia and enhances radiation therapy
to suppress tumor growth in mice、Artificial Organs、36(2)、p.170-177、2012.4

IF=1.72

D.Kurita、A.Kawaguchi、Kensuke Aso、Mariko Yamano、Haruyuki Minamitani、M.Haida： LiposomeEncapsulated Hemoglobin Improves Energy Metabolism in Skeletal Muscle Ischemia and
Reperfusion in the Rat、Artificial Organs、36(2)、p.185-193、2012.4 IF=1.72
Hiraishi H.、Haida M.、Matsumoto Mariko、Hayakawa N.、Inomata S.、Matsumoto H.：Differences
of Prefrontal Context Activity between Picture-Based Personality Te sts: A Near-Infrared
Spectroscopy Study、Journal of Personality Assessment、94(4)、p.366-371、2012.10
寺尾 保、両角 速、栗田 太作、小澤 秀樹、瀧澤 俊也、灰田 宗孝、内田 晴久、内田 裕久：中高
年者に対する低圧低酸素環境下における歩行運動が運動中および運動終了後の自律神経系に及ぼす
影響、 東海大学スポーツ医科学雑誌、25、p.69-77, 2013.3
栗田 太作、寺尾 保、瀧澤 俊也、沓澤 智子、灰田 宗孝、八木澤 晋：低酸素運動における前頭部
多チャンネルNIRSと前額部パルスオキシメータの同時測定の試み－NIRS信号の拍動成分の意味－、
東海大学スポーツ医科学雑誌、25、p.79-87, 2013.3

鈴木 陽子：高齢者ケア施設における感染管理の課題と看護職に期待される役割、自立支援介護
学 Vol.6 No.１、p.52-57、2012.11
中田 芳子、新村 直子：在宅看護論実習における退院支援・退院調整部門での学生の学び、東海大
学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（22）、p.19-25、2013.3
中谷 啓子：スピリチュアリティの概念の構造に関する研究－「スピリチュアリティの覚醒」の概念
分析－、心身健康科学、9（1）
、p.37-47、2013.2
渕田 明子：子どもの看取り経験のつみ重ねによる看護師の思いの変化とその影響要因、小児がん看
護、Vol.7、ｐ.17-27、2012

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－高等学校保健教育担当教諭の意識調査から－、東海大学医療技術短期大学総合看護研
究施設論文集、
（22）
、p.27-36、2013.3
吉野 由美子：精神看護学実習における教師の指導のあり方－集団レクリエーションと個別の看護を
統合した指導過程の分析－、日本看護科学学会、第 32 回、2012.11
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関 いづみ、後藤 雪絵：漁村における高齢者支援活動の実態と課題-女性組織の活動を事例として-、
日本生活学会、生活学論叢 Vol.22、ｐ.29－35、2013.3.31
坂本 優子：脳卒中後後遺症のある在宅高齢者に対するフットケア介入の効果、東海大学医療技術短
期大学総合看護研究施設論文集、（22）
、p.3-17、2013.3

３）学会発表
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、東海大学看護研究会第２回学術集会、p.19、2012.7
中田 芳子、新村 直子：在宅看護論実習における退院支援・退院調整部門での学生の学び、第 17
回日本在宅ケア学会学術集会抄録集、p.117、2013.3
中田 芳子、後藤 雪絵：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述の実態、第 6 回
日本禁煙学会抄録集、p.72、2012.4
小川 景子、照川 眞木：大正４年３月に神奈川県が改正した「看護婦取締規則」の概要とその特徴、
日本看護歴史学会

第 26 回学術集会

講演集、p.55-56、2012.8

渕田 明子、出野 慶子、河上 智香：子どもを看取った看護師の思いの変化とその影響要因、日本小
児看護学会第 22 回学術集会

講演集、p.117、2012.7

渕田 明子、間明田 路子：若者の死の受け止め方に対する意識調査－第 1 報－、－看護学生と一般
大学生の比較－、第 43 回日本看護学会抄録集、看護総合、p.146、2012.8
小堺 美鈴、鈴木 知美、川井 綾子、望月 好子、小川 景子：切迫早産で入院している妊婦に対する
芳香浴の効果、第 53 回

日本母性衛生学会総会学術集会抄録集、Vo.l53、No.3、p.165、2012.11

橘田 節子：そらぷちキッズキャンプの取り組み～排泄管理を必要とする子どものキャンプの実際
～、第 49 回日本小児外科学会学術集会、2012.5
後藤 雪絵：小学生・中学生が学ぶ生命のありかた、第 43 回日本看護学会集録集、看護総合（2012）、
ｐ.84、2012.7

４）その他
(1)

講演・シンポジウム、学会発表（抄録なし）

灰田 宗孝：シンポジウムⅡ、光トポグラフィ信号の意味、認知神経科学、13(3)、p.241-247、2012.10
鈴木 陽子：看護教員研修制度推進事業報告、テーマ「看護教員のキャリア発達ステージと資質・能
力のめやす」
、神奈川県看護師等養成機関連絡協議会平成 24 年度総会、2012.5.17
蔵本 文乃：東海大学看護研究会第２回学術集会シンポジウム、シンポジスト、2012.7
46

東海大学医療技術短期大学教育研究年報

2012 年度

後藤 雪絵：改正臓器移植法が創った二つの死とひとつのいのち、子どもといのちの教育研究会、第
14 回大会、2013.2.23-24

(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・鈴木 陽子・飯室 淳子・後藤 雪絵・
渕田 明子・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 頻
出過去問 徹底攻略 ‘13 年版、成美堂出版、2012.8
吉田 礼子・泉 義雄・林 真理子・秋元 とし子・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・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）
：看護師国試 ココがよくでる！重要項目’13
年版、成美堂出版、2012.8
中田 芳子：デンマークにおける在宅高齢者福祉の発展の要因－グルントヴィの思想との関連から－、
東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設論文集、（22）
、p.37-42、2013.3

(3)

番組制作（DVD）

中谷 啓子（原案監修）
、藤村 龍子（企画協力）：看護教育シリーズ
例集

看護のためのアセスメント事

第２版 vol.11 慢性腎不全の血液透析患者の看護事例、医学映像教育センター、2012.5
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