
平成26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

国際医療センター2 中橋　怜
褥瘡予防に対して、救命救急センターによる適
切体圧分散寝具の選択に向けて

第11回日本褥瘡学会九州地方大
会学術集会

2014年5月

国際医療センター1 松尾　理香子
長崎大学病院における看護計画の現状と今
後の課題～看護計画の立案根拠調査から～

第16回日本医療マネジメント学会
学術総会

2014年6月

9階西病棟 木庭　恵美
長崎大学病院における看護計画の現状と今
後の課題～質の高いケア計画立案に向けて
～

第16回日本医療マネジメント学会
学術総会

2014年6月

8階西病棟 平野　聖子
インシデントレポートの分析結果を活用したク
リティカルパス改善方法の検討

第16回日本医療マネジメント学会
学術総会

2014年6月

メディカルサポートセンター 藤島　十代香
長崎大学病院メディカルサポートセンター（ＭＳ
Ｃ）の周術期口腔ケアへの関わり

第16回日本医療マネジメント学会
学術総会

2014年6月

手術部 近藤　雅美
ハイリスク産婦のＤＶスクリーニングと分娩アウ
トカムとの関連

第27回長崎県母性衛生学会総会
学術集会

2014年6月

6階西病棟 橋村　愛
長崎市・佐世保市における外国人女性の出産
と医療機関対応状況

第27回長崎県母性衛生学会総会
学術集会

2014年6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27回長崎県母性衛生学会総会
学術集会

2014年6月

6階西病棟 坪田　幸子
Study on the experiences of expectant
mothers of twins about their long-term
hospitalization

第30回International
Confederation of Midwives大会

2014年7月

国際医療センター2 松永　亜希子
人工気道管理中における統一した加温加湿管
理への取り組み

第36回日本呼吸療法医学会学術総会 2014年7月

7階東病棟 寺尾　智香

女性看護師が抱く壮年期男性終末期がん患
者とのコミュニケーションの困難
（第1報）～困難な状況とその背景に焦点をあ
てて～
（第2報）～困難への対処に焦点をあてて～

日本在宅・ホスピスケア研究会全
国大会in神戸

2014年7月

外来 井川　幸子
心不全を繰り返す高齢患者が生活の見直しを
捉える看護支援

第8回日本慢性看護学会学術集会 2014年7月

ICU・血液浄化療法部 赤毛　智美 頭頸部角度がＶＡＰ発生に与える影響 第24回日本集中医学会九州地方会 2014年7月

がん診療センター中嶋　由紀子
がん患者カウンセリング料に関する実態調査
～医師と看護師の認識の違い～

第52回日本癌治療学会学術集会 2014年8月

がん診療センター中嶋　由紀子
長崎大学病院における「がん地域連携パス」
への取組

第52回日本癌治療学会学術集会 2014年8月

放射線部・光学
医療診療部

宮島　こなつ
当院看護師の放射線に対する知識と不安の
実態

第3回日本放射線看護学会学術
集会

2014年9月

ICU・血液浄化療法部 相川　隆浩
長崎県内の在宅医療における受入困難要因
の分析

日本マネジメント学会　第13回九
州・山口連合大会

2014年9月

手術部 松井　鮎子
妊娠後期におけるＤＣスクリーニングと背景因
子との関連

第55回日本母性衛生学会総会学術集会 2014年9月

6階東病棟
ＧＣＵ

渡邉　佳子
ハイリスク産科医療施設とローリスク施設（病
院と助産所）における周産期データの比較

第55回日本母性衛生学会総会学術集会 2014年9月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

6階西病棟
外来

赤星　衣美
成瀬　真由美

母乳外来の満足度評価と課題
～Ａ大学病院における母親への質問紙調査よ
り～

第55回日本母性衛生学会総会学術集会 2014年9月

5階東病棟 谷川　恵子
当院における手術見学の実態調査～病棟看
護師・手術室看護師・診療科医へ質問紙を用
いて～

第36回日本手術医学会総会 2014年9月

9階西病棟 中村　ゆかり
硝子体手術後の腹臥位安静を要する患者の
気分経時的変化～気分調査票を用いて～

第45回日本看護学会学術集会 2014年10月

手術部 奥山　文野
覚醒下開頭手術を受けた患者の体験を通して
手術室看護を振り返る～術前シミュレーション
を実施して～

第28回日本手術看護学会年次大
会・第4回アジア周術期看護学会
会議

2014年10月

5階東病棟 瀧口　恵美 整形外科病棟における転倒リスク要因の現状 第41回日本股間節学会学術集会 2014年10月

臨床研究センター小橋川　智美
専門領域での看護師ＣＲＣの役割を看護学生
に伝えるための一考察

第14回ＣＲＣと臨床試験のあり方
を考える会議2014in浜松

2014年10月

9階西病棟 椿山　由香
全身麻酔下角膜移植術における看護基準作
成とパス化の試み

第15回日本クリニカルパス学会
学術集会

2014年11月

11階東病棟 窄　多恵子
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
～

第17回長崎県看護協会県南支部
看護研究会

2014年12月

国際医療センター2 吉岡　佳世
検査・治療前訪問に対する看護師の意識調査
～質問紙調査による現状把握と今後の課題～

第37回九州ＩＶＲ研究会 2014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サバイ
バーの療養生活における心理的特徴

第14回長崎緩和ナーシング研究会2014年12月

放射線部・光学
医療診療部

田中　由香
光学医療診療部の擦式手指消毒剤使用実態
調査

第66回九州消化器内視鏡技師研究会 2014年12月

国際医療センター1 宮崎　留美子
ＨＩＶ脳症で意識障害がある高齢患者の看護の
振り返り～家族との関わりを通して～

九州ＨＩＶ看護研究会 2015年1月

放射線部・光学
医療診療部

海田　葵
造影ＣＴ検査におけるビグアナイド系糖尿病薬
の休薬に関する実態調査

日本医療マネジメント学会　第15
回長崎支部学術集会

2015年2月

5階西病棟 法村　香奈
身体抑制への意識に影響する要因
～看護師長の特徴と看護場面～

日本医療マネジメント学会　第15
回長崎支部学術集会

2015年2月

5階東病棟 中村　裕子
看護とは何か～それぞれが「目指す看護」を
可視化する～

平成26年度大学病院情報マネジ
メント部門連絡会議

2015年2月

国際医療センター1 松尾　理香子
ＮＡＮＤＡ-ＮＩＣ-ＮＯＣによる看護計画立案から
「患者参画型看護計画立案方式」への転換～
「寄り添う看護」の実現に向けた看護記録～

平成26年度大学病院情報マネジ
メント部門連絡会議

2015年2月

5階西病棟 後田　実知子
患者参画型看護計画立案方式導入後の記録
の監査と今後の課題

平成26年度大学病院情報マネジ
メント部門連絡会議

2015年2月

医療情報部 岡田　みずほ

「寄り添う看護」の実現に向けた取組
～長崎大学病院版患者参画型看護計画立案
方式に合致する電子カルテ機能の検討とシス
テム導入に向けた取り組み～

平成26年度大学病院情報マネジ
メント部門連絡会議

2015年2月

医療情報部 岡田　みずほ
変革期を迎えた大学病院看護部の課題
～看護業務の「可視化」に向けた取り組み～

平成26年度大学病院情報マネジ
メント部門連絡会議

2015年2月

12階西病棟 森下　暁
肺がんで療養している患者の保健行動の実態
に関する研究

第29回日本がん看護学会学術集会2015年3月



部署 氏名 演題名 発表学会 発表年

ICU・血液浄化
療法部

松山　由実
血液浄化療法部における合同カンファレンス
の意識調査

第42回長崎県人工透析研究会 2015年3月

国際医療センター2 堀田　ほづみ

救急外来看護師がｒｔ-ＰＡ静注療法を主導する
ことにより来院-治療開始時間が短縮する～
Emergency room nurses guide stroke-team to
early stroke thrombolysis～

第40回日本脳卒中学会総会 2015年3月



平成26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

外来化学療法室 安藤　恵美
外来通院している壮年期の造血幹細胞移植
患者の事例

成人看護学　慢性期看護論　第3版　PP.513～
519
2014年3月発行

6階西病棟 赤星　衣美
4か月児健康審査を受けた児を持つ母親の母
乳・混合栄養選択に関する要因

長崎医学会雑誌89号巻1号　2014年3月発行

ＩＣＵ・血液浄化療法部 山口　典子
呼吸副雑音を聴取するケース・気管吸引が必
要なケース・酸素飽和度が低下しているケー
ス

重症集中ケア　Vol.13 No..1 2014年4・5月号

ＩＣＵ・血液浄化療法部 中野　国枝
専門看護師のキャリアパス、ワークライフバラ
ンス

臨床透析　2014　Vol.13 No.1 2014年4・5月号

看護部 宮﨑　智子 看護補助者を活用するための教育とマネジメン看護主任業務　Vol.23 No.6 2014年7・8月号

がん診療センター中嶋　由紀子 終末期を大学病院で過ごす事の意味を考える
死の臨床　第37巻・第2号・通巻64号
2014年9月発行

外来
看護部
感染制御教育センター

看護部

小川　和美
寺岡　征太郎
寺坂　陽子
江藤　栄子

臨床看護師が体験している倫理的問題の頻
度とその程度

日本看護倫理学会誌　Vol.6 No.1 2014年

5階西病棟 染　しおり 超高齢社会における老老介護の現状と課題
超高齢社会における高齢者介護支援　第5章
PP.65～82 2015年2月発行

10階西病棟 安達　　耕成 肺高血圧症　私たちの取り組み
肺高血圧症と上手につき合う～看護師のため
の在宅療養サポートブック　2015春Vol.7 2015
年3月発行

10階西病棟 馬場　妙子
ナースだからできる！高齢心臓病患者さんの
内服指導のポイント～利尿薬の内服にあたっ
て～

ハートナーシング　2015年第28巻3号　通巻372
号　2015年3月発行



平成26年度看護研究リスト
【院内看護研究発表（平成27年3月）】

部署 氏名 演題名

8階西病棟 岩下　理恵 5Ｓ活動の取り組みによる物への関心への変化の比較～ＳＰＤシール紛失ゼロを目指して～

11階西病棟 田﨑　有希子 形成外科病棟と小児科病棟における小児の転倒・転落の発生状況と関連要因の比較、検討

ＩＣＵ・血液浄化療法部 金沢　幸 ＩＣＵにおける医療関連機器圧迫創傷発生の現状

褥瘡管理 濱口　利恵子 当院での圧切換型エアマットレスの使用状況の実態調査

9階西病棟 神近　恵 高齢者の点眼方法の実態調査

8階東病棟 深野　美和 病棟と光学医療診療部（内視鏡室）間の申し送りによる情報共有の実態調査

10階西病棟 浦郷　裕子 喉頭全摘出術患者への患者指導の認識と実施状況調査

9階西病棟 小池　有矢 硝子体手術後の腹臥位安静を要する患者の気分的経時的変化～気分調査票を用いて～
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