
平成27年度看護研究発表（院外・院内・誌上発表）

【院外発表】
部署名 発表者 演題名 学会・研究会名 年月

5階西病棟 後田　実知子
看護記録監査を通して見えてきた看護記録の課題～
監査結果の傾向分析から今後の対策を検討する～

平成27年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議

2016/1

5階東病棟 中村　裕子
長崎大学病院が目指す「患者参画型看護計画立案
方式」の定着に向けた取り組み

平成27年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議

2016/1

赤松　利笑
ハイリスク産科医療施設における母体搬送の実態調
査

第28回長崎県母性衛生学会総会 2016/6

　橋村　愛
長崎市・佐世保市の産科医療機関に勤務する看護職
における外国人妊産褥婦ケア経験の実態

第62回日本小児保健協会学術 2016/6

川村　由香子
周産期母子センター施設における周産期データのレ
トロスペクティブ調査

第62回日本小児保健協会学会学術集会 2016/6

山口　ゆかり
Restless Legs Syndrome During Pregnancy and Birth
Outcome

The ICM Asia Pacific Regional
Conference 2015

2015/7

中村　千佳子
地域周産期母子医療センターにおける周産期データ
のレトロスペクティブ調査

第56回日本母性衛生学会総会・学術集
会

2015/10

山口　ゆかり
妊娠期におけるストレスレッグス症候群のスクリーニ
ングと周産期アウトカムへの影響

長崎看護学同窓会 2015/11

永橋　美幸
若年女性の大腿周径及び大腿四頭筋筋厚と大腿四
頭筋筋力との関係

第30回日本助産学会学術集会 2016/3

松崎　菜美
合併症妊婦を対象としたハイリスク産科医療施設に
おける周産期データのレトロスペクティブ調査

第30回日本助産学会学術集会 2016/3

近藤　亜紀
大学病院の小児科におけるターミナルケアに携わる
看護師の困難

第62回日本小児保健協会学術集会 2016/6

中村　優子
小児在宅支援における訪問看護師と病棟看護師の
連携の在り方

第62回日本小児保健協会学術集会 2016/6

松村　あかり
NICUにおける末梢挿入式中心静脈ラインの視覚的
教材による学習効果の検討～新人看護師・配置転換
看護師の特殊処置習得に向けて～

第62回日本小児保健協会学術集会 2016/6

池上　紀子
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染によるA病棟
の閉鎖から再開までの現状と課題

第25回日本新生児看護学会学術集会 2015/10

9階西病棟 小池　有矢
腹臥位安静を要する患者の心理的・身体的苦痛の関
係についての実態調査～硝子体手術を受けた患者
を対象として～

第46回日本看護学会急性期看護学術集
会

2015/9

木村　恵利華
エポプロステノール療法の他職種連携システムの構
築に向けて～問題点と今後の課題～

エポアクトフォーラム2015 2015/9

馬場　妙子
心不全患者の栄養状態の実態～療養環境因子との
関連～

第10回長崎心臓リハビリテーション研究
会

2016/3

10階東病棟 新村　麻衣
自宅での自己管理継続に有効な指導方法の検討
～心臓術後患者を対象に心不全患者のセルフモニタ
リング評価尺度を使用して～

第12回日本循環器看護学会学術集会 2015/10

11階西病棟 本村　紗子
入院時せん妄リスクファクターとチューブ類抜去の関
連性

第18回長崎県看護協会県南支部看護研
究会

2015/12

12階西病棟 山田　喬平 在宅酸素療法における患者指導の現状と課題
日本プライマリ・ケア連合学会　長崎県支
部会　第3回総会・学術集会

2016/1

辺士名　真紀
経口挿管患者の口腔ケア時の飛散調査～感染制御
の方法を考える～・

第25回日本集中治療医学会九州地方会 2016/6

永野　誠
当院血液浄化療法部における初めての小児血液透
析を経験して

第60回日本透析医学会学術集会 2016/6

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3回福岡県CKD看護研究会 2015/7

中野　美智子
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2報～

第48回九州人工透析研究会総会 2015/12

6階西病棟

6階東病棟

６階東病
棟・NICU

10階西病棟

集中治療部・
血液浄化療
法部
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【院外発表】
部署名 発表者 演題名 学会・研究会名 年月

松尾　久美
がんの親をもつ子どもへの支援に関する現状調査～
看護師へのアンケート調査から～

第20回日本緩和医療学会学術 2016/6

松尾　久美 がん治療後の続発性リンパ浮腫発症患者の現状 第53回日本癌治療学会学術集会 2015/10

長池　恵美 看護学専攻学生への献血等についての意識調査 第30回日本がん看護亜学会学術集会 2016/2

高石　恭子
MSC術前検査（看護師による術前検査代行支援）開
始に向けての取り組み

第17回日本医療マネジメント学会学術総
会

2016/6

有安　亜希
「メディカルサポートセンター（MSC）術前検査」での
「呼吸器専門医紹介アルゴリズム」を用いた介入の効
果

第16回日本クリティカルパス学会学術集
会

2015/11

大塚　みどり
メディカルサポートセンター（MSC）の役割～生活の場
から、スムーズに入院するための体制～

平成27年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議

2016/1

森嵜　知
 MSC術前検査（看護師による術前検査代行支援）運
用開始後の現状と課題

日本医療マネジメント学会　第16回長崎
支部学術集会

2016/2

岡田　みずほ
「寄り添う看護」を実現するために必要な看護記録の
あり方～長崎大学病院版患者参画型看護計画立案
方式の導入と今後の課題～

第37回日本POS医療学会 2016/6

岡田　みずほ
携帯端末を利用した正確な看護業務評価に関する研
究～参加観察型タイムスタディ調査による評価～

第35回日本医療情報学連合大会 2015/11

岡田　みずほ
電子カルテ時代の新たな看護業務のあり方～多機能
な携帯端末導入後の看護業務の現状から考える～

平成27年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議

2016/1

西口　真由美
患者の思いを引き出すコミュニケーションを考える～
看護記録研修に体験型研修を導入して～

平成27年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議

2016/1

本田　裕美 臨床・地域連携の立場から
第16回日本医療情報学会看護学学術大
会

2015/7

松尾　理香子
長崎大学病院で看護師が使用する略語・造語の状況
～誰もが理解し共有できる看護記録を目指して～

平成27年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議

2016/1

隅田　晶子  確定診断を待つ患者に対する看護師の関わり 第2回九州HIV看護研究研修会 2016/2

川上　綾 救急外来初療室で緊急手術に携わる看護師の意識 第23回長崎救急医学会 2015/9

松永　亜希子
経口摂取が出来ない患者に対する口腔ケア方法の
検討～口腔内洗浄と清拭の違い～

第23回長崎救急医学会 2015/9

手術部 井上　瞳
 造血幹細胞移植を受ける患者への移植前オリエン
テーションの検討

第18回長崎県看護協会県南支部看護研
究会

2015/12

地域連携
センター

田平　直美
「あじさいネット」テレビ会議システムを利用した退院時
共同指導の試み

第17回日本医療マネジメント学会学術総
会

2016/6

メディカル
サポート
センター

医療情報部

国際医療
センター1

国際医療
センター2

がん診療
センター
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【院内看護研究発表】 平成28年3月2日（水）　17:30～19:30

部署 氏名 演題

1 5階西病棟 湯川　純子 精神科病棟看護師の精神科集団作業療法に対する意識調査

2 ５階東病棟 小佐々昌代 整形外科における新しい転倒・転落アセスメントシート活用後の一考察

3 小笠原　麻希
超音波測定による長期臥床切迫早産妊婦の筋厚の経時的な変化と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自覚症状の関係について

4 石田　綾奈 胎児奇形告知直後の妊婦の経験と思い

5 橋口　あずさ 看護師の肝移植レシピエントの術前指導に対する困難の要因

6 松本　美里 退院前における看護師が行う軟膏塗布の指導についての実態調査

7 和久田　円花 化学療法を受ける患者の看護に対して看護師が抱く困難感の要因

8 ９階東病棟 浅野　彩
脳卒中及び半側空間無視における頭部回旋位の発生に関する要因の検
討

9 松尾　千里
当院の放射線療法における看護師の知識や看護介入の現状
～放射線皮膚炎に着目して～

10 小松　まどか
放射線化学療法を受ける上咽頭がん患者の事例検討
～患者のセルフケア支援に焦点をあてて学んだこと～

11 11階西病棟 鈴木　美雨 入院時せん妄リスクファクターとチューブ抜去の関連性

12 多田奈穂 在宅酸素療法における患者指導の現状と課題

14 岩塚　里香 肺がん患者に対する病棟看護師の退院支援の現状と課題

13 12階東病棟 結城 薫 医師・看護師のクリティカルパスに対する関心の違いに関する研究

15
国際医療
センター2

井手　貴浩
看護師のワーク・エンケイジメントに絵椅子供する要因の検討
～救急看護師と一般病棟の看護師との比較～

16 松本　あきこ
ICU看護師を対象とした疼痛スケール「NRS・CPOT」導入のための勉強会
の効果

17 瀬戸口　一穂 褥瘡に関するICU看護師の知識・実態調査

18 森　希 透析用カテーテル操作手順の簡略化とコスト削減の取り組み

19 外来 井手　みのり 白内障手術目的で急性期病院に入院した後期高齢者の不安の特徴

20 外来 藤山　真理 HTLV-1関連脊髄患者を対象とした褥瘡予防に関する意識調査

6階西病棟

７階東病棟

10階東病棟

12階西病棟

集中治療部・
血液浄化療

法部
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【看護関係誌上発表】

部署名 発表者名 題名 雑誌名　発行年月

６階西病棟 赤星　衣美
日本における母親の妊娠前体重、妊娠
中の体重増加量及び喫煙習慣とSGA
児出生との関連

Early Human Development,92（2016）33－36

山口　典子
 鼠径部に太いラインがあると座位や立
位はできない

重症集中ケア　Vol.14  No.1 2015年　4・5月
号

山口　典子
 看護過程の展開（術後）～ARDSの治
療戦略を理解してケアに活かしましょ
う！～

重症患者ケア　Vol.5 No.1 P.97～105

山口　典子 術後管理におけるチーム医療
澄川耕二.原哲也編：麻酔・手術後の患者管
理.　東京　克誠堂出版2016 P.336～339

12階東病棟 岩永　文恵
管理者として重要なメンタルヘルスマネ
ジメント力～スタッフのSOSをいち早く
見つけることが第一歩～

看護　臨時増刊号　日本看護協会出版会
2015年11月P.57～61

川上　悦子
くらべてわかる！閉塞性換気障害と拘
束性換気障害～各論2「人工呼吸ケア
に違いはあるの？」～

呼吸器ケア第13巻2015年7月号第2特集　メ
ディカ出版

 川上　悦子
ここだけは押さえたい　ICUスタンダード
9.気管挿管の方法は進化しているの？

Intensive Care NursingReview Vol.2 No.4 学
研メディカル秀潤社　P.24～25

中野　国枝
現場からの提言～透析治療＆腎症へ
の鍼灸の役割～

鍼灸　OSAKA　季刊誌　119号　P.(283)7～
(287)11

川上　悦子
手技も評価もすっきりクリア！気管吸
引・体位ドレナージのOK&NG

呼吸器ケア第14巻2号（通巻177号）2016年2
月号特集　P.12～19　メディカ出版

医療情報部 岡田　みずほ
 電子カルテ採用病院における入院時
看護業務の現状と課題

日本医療マネジメント学会誌　2015年
Vol.16,No.1,2015 P42～47

宮田　佳之
 脳死患者の家族に臓器提供の選択肢
提示を行う際の看護師の役割～現場
の看護師の立場から～

日本クリティカルケア看護学会学会誌　2015
年　11巻2号　P104

 宮田　佳之 敗血症
救命救急ディジーズ　学研2015年
P.184~197

宮田　佳之
ラピッド・レスポンスカーで救命　長崎大
学病院ドクターカー「龍馬」

救急看護　ケア・アセスメントとトリアージ
日総研　2015年Vol.5no.5P27～
32Vol.5no.5P27~32

宮田　佳之 骨盤骨折
看護技術　2015年　10月増刊号　メヂカルフ
レンド社　P.129～136

宮田　佳之 全身倦怠感を主訴とした敗血症の一例
救急看護　トリアージのスキル強化　日総研
P.109～114

国際医療
センター1階

本田　裕美 電子カルテ時代の看護記録
看護きろくと看護過程　2015年10・11月号
第25巻　第4号　日総研　P.94～98

12階西病棟

集中治療部・
血液浄化療法部

国際医療
センター2階


