
平成25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

13階東病棟 末永　和美
前立腺前摘出術患者への効果的な看護介入
の検討～退院患者の実態調査を通して～

第26回日本老年泌尿器科学会 2013年5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～妊娠期に焦点を当てて～

平成25年度長崎県母性衛生学科 2013年6月

NICU 五島　真理子
NICU・GCUにおける母乳育児支援の現状と問
題点

第26回長崎県母性衛生学会 2013年6月

NICU 藤本　沙綾香
母子分離下における母乳栄養確立に向けた
現状調査

第26回長崎県母性衛生学会 2013年6月

ICU・血液浄化療法部 髙崎　亜沙奈
ｸﾘﾃｨｶﾙ領域における役割拡大に関する看護
師の認識

第9回日本ｸﾘﾃｨｶﾙ看護学会学術集会 2013年6月

地域医療連携ｾﾝﾀｰ 川本　裕美
在宅医療向上を目的とした多職種ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧ
ﾚﾝｽ　 第一報　設立経緯とその内容

第15回医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総
会

2013年6月

看護部 萩原　絹子
看護補助者のﾊﾞｰﾝｱｳﾄへの影響要因
～職務満足度との関連～

第15回医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会 2013年6月

看護部 萩原　絹子
看護補助者のﾊﾞｰﾝｱｳﾄへの影響要因
～個人的背景との関連～

第15回医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会 2013年6月

国際医療ｾﾝﾀｰ1 隅田　晶子
看護必要度評価から抽出した口腔清潔の現
状

第10回日本口腔ｹｱ学会総会・学術大会 2013年6月

11階西病棟 永吉　美奈
当病棟の看護師の口腔ｹｱ時の着眼点の違い
～歯科病棟勤務経験の有無による比較～

第10回日本口腔ｹｱ学会総会・学術大会 2013年6月

地域医療連携ｾﾝﾀｰ 宮地　登代子 長崎大学病院における地域医療連携の現状 第14回日本医療情報学会看護学術大会 2013年7月

11階西病棟 山口　しおり
小児白血病患児へのﾌﾟﾚﾊﾟﾚｰｼｮﾝを学習課題
とした臨時実習方法の評価

第14回九州・沖縄小児看護教育研究会 2013年8月

12階西病棟 森下　暁
外来で化学療法を受けている高齢がんｻﾊﾞｲ
ﾊﾞｰの療養生活における心理的特徴

第39回日本看護研究学会集会 2013年8月

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
～患者と看護師の意識の違い～

平成25年度長崎県看護学会学術集会 2013年8月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 小森　由紀子
当院に搬送されたCPA患者のﾄﾞｸﾀｰｶｰ出動の
有用性の検討

第21回長崎救急医学会学術集会 2013年9月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 松永　亜希子
人工気道管理中の患者の痰や加温加湿方法
に対する看護師の認識調査

第21回長崎救急医学会学術集会 2013年9月

7階西病棟 染　しおり
短期入院で化学療法を受けた婦人科疾患患
者のQOLと関連因子

第44回日本看護学会看護総合 2013年9月

手術部 東　恵
側臥位手術における皮膚障害予防への取り組
み～保護膜形成剤導入の有用性について～

第32回日本手術看護学九州地区大会

放射線部 岩竹　和美
当院のPET-CT検査に関する医師、看護師、ｸ
ﾗｰｸの認識調査

第2回日本放射線看護学会学術集会 2013年9月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

13階東病棟 藤村　享子
前立腺密封小線源療法における退院時指導
内容と退院後の患者の不安要因との関連

第2回日本放射線看護学会学術集会 2013年9月

10階東病棟 宮地　麻美
当院における頭頸部腫瘍に対する化学放射線
療法患者の放射線皮膚炎や嚥下障害などの
有害事象評価の取り組み

第2回日本放射線看護学会学術集会 2013年9月

ICU・血液浄化療法部 吉本　佳祐
急性期脳卒中患者のBarthl IndexによるADL
の検討

第11回世界脳神経看護学会 2013年9月

国際医療ｾﾝﾀｰ1 山口　杏奈
新設病棟への異動を経験した看護師の心理
的変化と有効な支援についての考察

第44回日本看護学会看護管理 2013年9月

看護部 萩原　絹子
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・ﾅｰｼﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑ（PNS）導入後の
ﾁｰﾑﾜｰｸに関する分析（第1報）～PNSとﾁｰﾑ
ﾜｰｸとの関連～

第44回日本看護学会看護管理 2013年9月

看護部 萩原　絹子
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・ﾅｰｼﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑ（PNS）導入後の
ﾁｰﾑﾜｰｸに関する分析（第2報）～PNSと個人
的背景との関連～

第44回日本看護学会看護管理 2013年9月

6階西病棟 赤星　衣美 やせた妊婦と低出生体重児出生との関連 第54回日本母性衛生学会総会 2013年10月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 松崎　進也
救命救急ｾﾝﾀｰに救急入院した外傷患者のﾆｰ
ﾄﾞとｺｰﾋﾟﾝｸﾞに関する調査

第15回日本救急看護学会学術集会 2013年10月

6階西病棟 赤星　衣美
4か月児健康診査を受けた児を持つ母親の精
神的健康度とその要因　第2報

第72回日本公衆衛生学会総会 2013年10月

6階西病棟 赤星　衣美 妊婦の体格と児の出生体重 第72回日本公衆衛生学会総会 2013年10月

医療情報部 岡田　みずほ
患者用ﾊﾟｽの質向上を目指した「患者用ﾊﾟｽ監
査」の取り組み

第14回日本ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽin岩手 2013年11月

10階東病棟 南　真由美
当院における入院患者情報の利用の現状と
今後の課題

第33回日本医療情報学連合大会 2013年11月

医療情報部 岡田　みずほ
看護業務の可視化に向けた取り組みﾓﾊﾞｲﾙ端
末を活用した参加観察型ﾀｲﾑｽﾀﾃﾞｨ調査の評
価

第33回日本医療情報学連合大会in神戸 2013年11月

6階西病棟 赤星　衣美 やせた妊婦と低出生体重児出生との関連 平成25年長崎看護学同窓会 2013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

平成25年度長崎看護学同窓会 2013年11月

ICU・血液浄化療法部 大石　小海
血液浄化療法部における教育
～ｸﾘﾆｶﾙﾗﾀﾞｰを作成して～

第46回九州・沖縄人工透析研究会総会 2013年11月

5階東病棟 浦川　ルミ子
整形外科病棟における褥瘡発生の現状分析
と課題

第40回日本股関節学会学術集会 2013年11月

11階東病棟 窄　多恵子
喉頭摘出術患者の退院後の生活への主体的
な取り組み
～情報探究と選択に焦点をあてて～

第12回緩和ｹｱﾅｰｼﾝｸﾞ 2013年12月

7階西病棟 八百山　美紀
初回化学療法を受ける歓奈jの不安因子の実
態調査

第16回長崎県看護協会県南支部
看護研究発表会

2013年12月

12階西病棟 森下　暁
外来で化学療法を受けている高齢がん患者の
性別による療養生活体験の相違

第28回日本がん看護学会学術集会2014年2月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

10階東病棟 南　真由美
当院における入院患者情報の利用の現状と
今後の課題

平成25年度大学病院
医療情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ連絡会議

2014年2月

11階西病棟 土井　めぐみ
転倒・転落防止に関するﾘｽｸの捉え方と対策
の現状

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第14回長崎支部学術集会

2014年2月

10階西病棟 野副　晃
看護師の急変字対応における不安　自己評価
項目の検証

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第14回長崎支部学術集会

2014年2月

10階西病棟 松崎　和美
看護職のﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの現状
～職務満足度測定尺度を用いた実態～

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第14回長崎支部学術集会

2014年2月

10階西病棟 中路　梨絵
看護職のﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの現状
～ﾜｰｸ・ﾌｧﾐﾘ・ｺﾝﾌﾘｸﾄ尺度を用いた実態調査
～

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第14回長崎支部学術集会

2014年2月

11階東病棟 水町　めぐみ 看護師の急変時対応に関する実態調査
日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第14回長崎支部学術集会

2014年2月

11階東病棟 水町　めぐみ
看護師の急変時対応に関する実態調査
～急変時対応の不安に焦点をおいて～

日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会
第14回長崎支部学術集会

2014年2月

国際医療ｾﾝﾀｰ2 川上　悦子
当救命救急ｾﾝﾀｰにおける人工呼吸器関連肺
炎（VAP）感染率と発生要因の分析

第41回日本集中治療医学会学術集会 2014年2月

ICU・血液浄化療法部 山川　美幸
心臓血管術後におけるせん妄に関わる因子の
検討

第41回日本集中治療医学会学術集会 2014年2月

10階東病棟 田代　麻衣子
長崎大学病院における補助人工心臓治療の
現状と今後の展望～看護師の立場から～

第42回人工心臓と補助循環
懇話会学術集会

2014年3月

9階東病棟 坂田　彩
失語症患者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ確立に向けての取り
組み～独自のﾌﾛｰﾁｬｰﾄを作成して～

第43回脳卒中の外科学会 2014年3月

SCU 井口　まり恵
急性期脳梗塞患者における退院時および90
日後のQuality of Life

第43回脳卒中の外科学会 2014年3月

13階東病棟 藤崎　千鶴
透析導入期指導における病棟と血液浄化療
法部の連携構築に向けて～病棟看護師の自
信度を調査して～

第41回長崎県人工透析研究会 2014年3月

8階西病棟 榎　志帆
PNS導入から2年が経過した一病棟の現状と
課題

第1回PNS研究会 2014年3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

第28回日本助産学会学術集会 2014年3月

6階西病棟 鈴木　千智
ﾊｲﾘｽｸ産科医療施設における周産期ﾃﾞｰﾀのﾚ
ﾄﾛｽﾃｸﾃｨﾌﾞ調査

第28回日本助産学会学術集会 2014年3月

手術部 松井　鮎子
周産期におけるDVｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞと分娩ｱｳﾄｶﾑと
の関連

第28回日本助産学会学術集会 2014年3月

6階西病棟 井手　美聡
産褥早期における直接授乳前後の乳腺組織
の厚さと哺乳量の関連
～超音波画像を用いて～

第28回日本助産学会学術集会 2014年3月



平成25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

放射線部 岩永　文恵
ﾁｰﾑで看護師の専門能力を高め、地域貢献・
人材育成につなげる

師長主任業務実践誌 2013年 4/15 April
No.381 PP.40-46

看護部 萩原　絹子
看護補助者の活用による業務の変化　業務分
担と委譲で看護師が看護に専念できる体制を
整える

Nursing BUSINESS 2013年 第7巻 6号
 PP.38-41

生活習慣病予防診療部 山本　広美
妊娠糖尿病患者への支援
特集「知りたい」にこたえる糖尿病看護実践ｹｰ
ｽ13

臨床看護誌 2013年 vol.39 No.8 PP.1129-1133

13階東病棟 林　智子 ﾄﾞﾚｰﾝ・ｶﾃｰﾃﾙのﾄﾗﾌﾞﾙ、合併症 泌尿器ｹ誌 2013年 vol.18 No.8 PP.44-47

地域医療連携ｾﾝﾀｰ 宮地　登代子 長崎大学病院における地域医療連携の現状 ﾍﾞｽﾄﾅｰｽ誌 2013年 9月号

看護部 萩原　絹子
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・ﾅｰｼﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑ（PNS）導入後の
ﾁｰﾑﾜｰｸに関する分析

第44回（平成25年度）日本看護学会論文集
PP.238-241

8階西病棟 松尾　文乃
「優良ﾚﾎﾟｰﾄ」の推進による医療安全を高める
ｱﾌﾟﾛｰﾁの実際

病院安全教育誌 2013年 10・11月号

生活習慣予防診療部 山本　広美 あなたの町の糖尿病看護認定看護師 糖尿病ｹｱ 2013年 vol.10 No.11 P.87

13階東病棟 小渕　美樹子
腹膜透析治療中にせん妄や認知症の症状が
出現した高齢患者

「ﾊﾟｰｿﾝ・ｾﾝﾀｰﾄﾞ視点から進める急性期y暴飲
で治療を受ける認知症高齢者ﾉｹｱ　入院時か
ら退院後の地域連携まで」事例4 PP.114-128

地域医療連携ｾﾝﾀｰ 宮地　登代子
問題に応じた退院支援・地域医療連携の実際
がん患者のｼｰﾑﾚｽなｹｱを目指した体制づくり
長崎大学病院での実践と展望

看護展望誌 2014年 vol.39 No.2 PP.126-132

看護部 貞方　三枝子
ｽﾀｯﾌ・管理者への過度な負担を減らす研究支
援の組織づくり

看護展望誌 2014年 vol.39 No.3 PP.24-29

看護部 萩原　絹子
PNS体制をｽﾀｰﾄする事前準備と全病棟への
導入の具体策

看護人材育成誌 vol.11 No.1 PP.3-13



平成25年度看護研究リスト
【院内看護研究発表（平成26年3月）】

部署 氏名 演題名

SCU 井口　まり恵 急性期脳梗塞患者における退院時および90日後のQuality of Life

手術部 奥山　文野 覚醒下開頭手術を受けた歓奈jの体験を通して手術室看護を振り返る

9階東病棟 坂田　彩 失語症患者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ確立に向けての取り組み～独自のﾌﾛｰﾁｬｰﾄを作成して～

7階西病棟 佐々木　彩乃 初回化学療法を受ける患者の不安因子の実態調査

11階東病棟 竹藤　めぐみ 喉頭摘出後患者の退院後の生活への主体的な取り組み～情報探究と選択に焦点をあてて～

国際医療ｾﾝﾀｰ2 竹山　孝二 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（第2報）

12階西病棟 森下　暁
肺がん術後患者が抱える退院後の生活に対する不安と実態調査
～効果的な退院指導に向けて～
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