
平成24年度看護研究リスト

【院外看護研究発表】

部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

11階西病棟 馬場　由美子 転倒した高齢患者と看護師が捉える転倒要因 第38回日本看護研究学会学術集会 2012年7月

11階西病棟 馬場　由美子 転倒した高齢患者と看護師が捉える転倒ﾘｽｸ 第43回日本看護学会老年看護学術集会 2012年9月

11階西病棟 野口　孝子
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ防止のための周知徹底に対する取り
組み

第14回医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

11階西病棟 馬場　由美子
特定機能病院における転倒高齢患者の転倒
予防に関する研究～ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞでの転倒高齢
者の特徴に焦点をあてて～

第17回日本看護研究学会
九州・沖縄地方学術集会

2012年11月

11階西病棟 馬場　由美子
長崎大学病院における転倒・転落ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚ
ﾎﾟｰﾄの分析

第7回医療の質・安全学会学術集会 2011年11月

11階西病棟 佐藤　綾奈 入院が長期化している患者の背景に潜む要因
日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第13回長崎支部学術集会

2013年2月

11階西病棟 西田　望
外来で治療を継続している乳がん患者の子供
への思い

第27回日本がん看護学会学術集会 2013年2月

11階東病棟 山田　加代子
中咽頭部分切除術後の患者の苦痛緩和への
取り組み

第10回長崎緩和ﾅｰｼﾝｸﾞ研究会 2012年12月

11階東病棟 園田　未吏
術後のﾎﾞﾃﾞｨｲﾒｰｼﾞを受け入れ、ADLの自立を
促す援助

第10回長崎緩和ﾅｰｼﾝｸﾞ研究会 2012年12月

11階東病棟 森　千愛希
進行性の咽頭食道がんで通信媒体を利用した
退院時指導を行った症例～永久気管孔・自宅
が遠方の家族～

第10回長崎緩和ﾅｰｼﾝｸﾞ研究会 2012年12月

10階西病棟 木村　明仁
循環器疾患患者の精神的交絡要因解明への
取り組み～HADS及びPOMSを用いたｽｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞ～

第18回日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学
会
学術集会

2012年7月

10階西病棟 江川　徹
循環器疾患患者の不安・抑うつ評価における
HADSの信頼性の検証　-第2報-

第14回医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総 2012年10月

10階西病棟 田澤　祥雅子
慢性心不全患者に対するｱﾛﾏ効果～自律神
経活動ならびに質問紙による評価～

第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

10階西病棟 田代　幸子
ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱにおける看護師の行為の意味
～意思疎通困難な患者に対する看護ｹｱの現
象学的考察～

第32回日本看護科学学会学術集会 2012年12月

10階西病棟 高野　奈津子
心不全教育入院ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽを導入して
～多職種による包括的患者指導を目指して～

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第13回長崎支部学術集会

2013年2月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

10階西病棟 田澤　祥雅子
長崎大学病院の植込み型補助人工心臓導入
の現状と課題

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第13回長崎支部学術集会

2013年2月

10階東病棟 吉田　浩二
新規開発発生体ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑM-BITを用い
た福島県内作業者の健康管理への介入に関
する研究

第53回原子爆弾後障害研究会 2012年6月

10階東病棟 吉田　浩二

東京電力福島第1原子力発電所事故による放
射能汚染に等に対する緊急被爆医療～放射
線看護の専門看護師を目指した活動の取り組
みと課題～

第1回日本放射線看護学会学術集会 2012年9月

10階東病棟 田中　愛
当院における心臓病教室立ち上げの経緯と現
状～心臓血管外科術後を対象として～

第6回長崎心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会 2013年3月

8階西病棟 門口　千鶴
心臓血管外科における転倒の分析～心機能
と膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ留置期間に着目して～

第11回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
九州・山口連合大会

2012年10月

8階西病棟 松尾　文乃
医療安全研修での全職員に対しての受講率
向上への取り組み

第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

8階西病棟 松尾　文乃
ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚﾎﾟｰﾄ管理における「優良ﾚﾎﾟｰﾄ」の推
進による医療安全意識啓蒙への取り組み

第7回医療の質・安全学会学術集会 2012年11月

8階東病棟 安藤　恵美
在宅で終末期がん患者を介護する家族介護
者がｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄの過程で獲得・強化した力

第17回日本緩和医療学会学術大会 2016年6月

8階東病棟 草野　加奈子　
急性期病棟で腹臥位療法を取り入れた効果に
ついて

第32回日本脳神経看護研究学会
九州地方会

2012年11月

8階東病棟 安藤　恵美
在宅で終末期がん患者を介護する家族介護
者がｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄの過程

第27回日本がん看護学会学術集会 2013年2月

7階西病棟 里村　志穂
高年初産婦の妊娠末期における不安に関する
研究

第25回長崎県母性衛生学会 2012年6月

7階西病棟 長池　恵美
輸血を受けた患者・家族への献血等に関する
意識調査

第43回日本看護学会看護総合 2012年8月

6階西病棟 近藤　雅美 在日外国人女性のﾏﾏ友づくりの現状 第26回日本助産学会・学術集会 2012年5月

6階西病棟 坪田　幸子
妊娠中に入院した双胎妊婦の経験と必要な支
援に関する基礎的調査

第25回長崎県母性衛生学会 2012年6月

6階西病棟 小笠原　麻希
陣痛時における嘔気・嘔吐の関連および誘発
要因　第一報

第53回日本母性衛生学会
総会・学術集会

2012年11月

6階西病棟 坪田　幸子
長期入院した双胎妊婦の経験と必要な支援に
関する研究

長崎大学助産師同窓会 2013年3月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

6階西病棟 坪田　幸子
長崎県内島嶼部Ａ市の保健師の遺伝相談の
経験

長崎県公衆衛生研究会 2013年3月

5階西病棟 林　絵里子
入院が長期化している患者の背景に潜む要因
～統合失調症患者を振り返って～

第99回長崎精神神経科集談会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2012年12月

5階西病棟 福井　瑛子 精神科患者の服薬における問題点
日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第13回長崎支部学術集会

2013年2月

国際医療ｾﾝﾀｰ 大石　佐代子
局所麻酔抜歯術鎮静法併用（処置室）ﾊﾟｽの
改訂後の再評価

第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

国際医療ｾﾝﾀｰ1 浦津　翔子 診療事例に基づくｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽ作成の取り組み 第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

国際医療ｾﾝﾀｰ1 前田　あい
HIV告知を受けた患者の心理的変化と看護師
の関わり～病名告知を受けてから家族に告げ
るまで～

第21回九州HIV看護研究会 2013年2月

国際医療ｾﾝﾀｰ1 友永　淳子 退院支援が必要となった患者への関わり 第21回九州HIV看護研究会 2013年2月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 近藤　丈二
一酸化中毒にて救急外来へ搬送され肺血栓
塞栓症を起こした症例

第16回日本救急医学会九州地方会 2012年5月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 湯川　史菜
救命救急ｾﾝﾀｰにおける深部静脈血栓症発生
の振り返りと今後の課題

第16回日本救急医学会九州地方会 2012年5月

ｊ国際医療ｾﾝﾀｰ2柴田　久美
長崎大学病院ﾄﾞｸﾀｰｶｰ運用における看護師の
役割を考える

長崎県救急医学会 2012年9月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 松崎　進也
当院ﾄﾞｸﾀｰｶｰにおける取り組みについて
～看護師の視点から見た問題点～

第20回長崎救急医学会 2012年9月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 近藤　丈二
救命救急ｾﾝﾀｰにおける部署内呼吸ｹｱﾁｰﾑの
活動と課題

第20回長崎救急医学会 2012年9月

国際医療ｾﾝﾀ2 本田　智治 外傷患者家族のﾆｰﾄﾞとｺｰﾋﾟﾝｸﾞに関する研究 第14回日本救急看護学会 2012年11月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 宮田　佳之
災害看護専門ｺｰｽによる災害ｽﾀｯﾌ育成への
試み

第17回日本集団災害医学会学術集会 2013年2月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 赤松　望
救命救急ｾﾝﾀｰにおける摂食嚥下機能初期評
価と訓練への取り組み

第28回日本静脈経腸栄養学会 2013年2月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 川上　悦子
気管挿管介助ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ訓練の必要性と効果
の検討

第40回日本集中治療医学会学術集会 2013年2月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

ICU・血液浄化療法部 山口　典子
ICUにおける身体拘束（抑制）のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ～全
国調査を基に～

第8回世界ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ連盟世界大会 2012年4月

ICU・血液浄化療法部 岩永　留美子 当院における看護必要量の評価(第2報） 第57回日本透析医学会学術集会 2012年6月

ICU・血液浄化療法部 山口　典子
食道癌術後にARDSを発症した患者の呼吸管
理～open-ICUとclosed-ICUのより良い連携の
ために～

第8回日本ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ看護学会学術集会 2012年6月

ICU・血液浄化療法部 吉田　理津子 看護師の職業認識と職務満足度との関係 第16回日本看護管理学会年次大会 2012年8月

ICU・血液浄化療法部 西岡　沙都美
血液浄化療法部における看護必要量の再評
価

第45回九州人工透析研究会総会 2012年12月

手術部 久保　理恵
術前訪問指導の現状
～今後の課題の明確化～

第31回日本手術看護学会九州地区 2012年9月

放射線部 増田　真弓
PET-CTＴ検査従事者の患者ADL（日常生活
動作）別被ばくの実態
～被ばく低減への取り組み～

第17回日本看護研究学会
九州・沖縄地方学術集会

2012年11月

放射線部 川久保　真弓
放射線療法の定期的な面接における看護記
録監査への取り組み

第17回日本看護研究学会
九州・沖縄地方学術集会

2012年11月

光学医療診療部 高平　しのぶ
腰椎疾患術後患者の身体的変化と今後の課
題～JOABPEQの調査結果より～

第20回日本腰痛学会 2012年11月

がん診療ｾﾝﾀｰ 中嶋　由紀子 看護師のための緩和ｹｱ研究会の取り組み 第17回日本緩和医療学会学術大会 2012年6月

褥瘡管理 戸北　正和 当院の褥瘡予防の現状と課題 第14回日本褥瘡学会学術集会 2012年9月

医療情報 岡田　みずほ
院内共通ｱｳﾄｶﾑの4段階評価得点比較を用い
た品質管理手法の検討

第16回日本医療情報学会春季学術大会 2012年6月

医療情報 岡田　みずほ
The impact of the Audit of the Electronic
Clinicai Pathway in Japan

第11回国際医療情報学看護学術大会 2012年6月

医療情報 岡田　みずほ
電子ﾊﾟｽの時間軸に合致した必須ｱｳﾄｶﾑの設
定とその評価による品質管理手法の検証

第32回医療情報連合大会 2012年11月

臨床研究ｾﾝﾀｰ 小橋川　智美
看護職者の臨床倫理問題に対する見解の比
較文化的研究（臨床看護倫理国際比較調査
票Ver.2）

第38回日本看護研究学会学術集会 2012年7月

看護研修ｾﾝﾀｰ 鳥越　絹代
掻痒感を有する皮膚疾患患者の心理特性
～POMS（profile of mood states）を用いて～

平成24年度長崎県看護学会学術集会 2012年8月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

看護研修ｾﾝﾀｰ 中村　裕子 A病院のﾌｨｯｼｭ！哲学導入3年後の実態調査 第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

看護部 萩原　絹子
看護ﾍﾙﾊﾟｰの職業継続意思への影響に関す
る研究～職務満足度・ﾊﾞｰﾝｱｳﾄとの関連～

第16回日本看護管理学会年次大会 2012年8月

看護部 萩原　絹子
看護ﾍﾙﾊﾟｰの職務満足度・ﾊﾞｰﾝｱｳﾄに関する
研究～個人的背景との関連～

第43回日本看護学会看護管理 2012年10月

看護部 萩原　絹子
看護必要度eﾗｰﾆﾝｸﾞ導入の効果　その1
～eﾗｰﾆﾝｸﾞ導入前後での比較～

第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

看護部 萩原　絹子
看護必要度eﾗｰﾆﾝｸﾞの効果　その2
～看護必要度評価に関する質問紙調査から
の一考察～

第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

看護部 萩原　絹子
看護必要度eﾗｰﾆﾝｸﾞの効果　その3
～個人的背景との関連～

第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

看護部 萩原　絹子
看護ﾍﾙﾊﾟｰ増員後の看護業務等の変化の可
視化

第14回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 2012年10月

看護部 萩原　絹子
看護ﾍﾙﾊﾟｰの職務満足度・ﾊﾞｰﾝｱｳﾄに関する
研究

第17回日本看護研究学会
九州・沖縄地方学術集会

2012年11月



平成24年度看護研究リスト

【ワークショップ】

部署 氏名 演題名 学会 年

6階西病棟 村川　恵 長崎大学病院の分娩管理
第25回長崎県母性衛生学会
学術集会

2012年6月



平成24年度看護研究リスト

【看護関係誌上発表】

部署 氏名 誌上発表名 雑誌名

11階東病棟 黒川　玲子
耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域での閉鎖式低圧
持続吸引ドレーンの管理

ｺｰﾗｽﾗｲﾝ2013 vol.25 日本ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ株式会社

看護部 貞方　三枝子
「ﾌｨｯｼｭ！哲学」導入における看護師の職場活
性化～職務満足度とﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの分析から～

日本看護管理学会誌 vol.16 No.1
 2012年7月発行

10階東病棟 吉田　浩二
新規開発発生体ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑM-BITを用い
た福島県内作業者の健康管理への介入に関
する研究

長崎医師会雑誌 87巻 特集号 225-228

10階東病棟 吉田　浩二

東京電力福島第1原子力発電所事故による放
射能汚染等に対する緊急被ばく医療～放射線
看護の専門看護師を目指した活動の取り組み
と課題～

日本放射線看護学会誌 vol.1 No.1 37-42.2013
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部署 氏名 演題名

9階東病棟 松本　里子 急性期病棟で腹臥位療法を取り入れた効果について

7階西病棟 林　志津香 A病院のﾌｨｯｼｭ！導入3年後の実態調査

7階西病棟 森　佳奈子 入院環境における不快音の実態調査～患者と看護師の意見の違い～

6階西病棟 小笠原　麻希 陣痛時における嘔気・嘔吐の関連および誘発要因　第二報

5階西病棟 小森　悠二 精神科患者の服薬における問題点

手術部 千葉　知美 手術部ｽﾀｯﾌの災害発生に対する意識調査からみた課題

ICU・血液浄化療法部 西岡　沙都美 血液浄化療法部における看護必要量の再評価

国際医療ｾﾝﾀｰ2 本田　智治 救命救急ｾﾝﾀｰに緊急入院した外傷患者家族のﾆｰﾄﾞとｺｰﾋﾟﾝｸﾞに関する調査

8階西病棟 浅井　健太郎 長崎大学病院におけるｱｳﾄｶﾑ評価の実際

国際医療ｾﾝﾀｰ1 大石　佐代子 局所麻酔抜歯術鎮静法併用（処置室）ﾊﾟｽの改訂後の再評価

7階東病棟 松本　真理子 掻痒感を有する皮膚疾患患者の心理特性～POMS（profile of mood states）を用いて～
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