
平成28年度看護研究発表（院外・院内・誌上発表)

【院外看護研究発表】
部署名 発表者 演題名 学会・研究会名 年月

13階西病棟 小村　央
大腸がんで手術後化学療法を受けている患者の認識と
行動

第31回日本がん看護学会学術集会 2017/2

血液浄化
療法部

藤﨑　千鶴
血液浄化療法部における教育～クリニカルラダーを作成
して～第2報

第44回長崎県人工透析研究会 2017/2

10階西病棟 馬場　妙子
当院における心不全教育入院の現状と課題～看護師の
立場から～

第11回長崎心臓リハビリテーション研究会 2017/3

鳥越　絹代
実地指導者・教育担当者研修における新人看護師を模し
たロールプレイの導入第1報

第18回日本医療マネジメント学会学術総会 2016/4

藤川　結花
当院におけるクリティカルパスの低使用率の要因～クリ
ティカルパス委員へのアンケートから～

第18回日本医療マネジメント学会学術総会 2016/4

梅木　知華
術後の褥瘡対策におけるマットレス選択に関する看護師
の理解度調査～現状把握と今後の課題～

平成28年度長崎県看護学会学術集会 2016/8

広瀬　明香
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

第19回長崎県看護協会県南支部看護研究
発表会

2016/12

渡邉　千春
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

第19回長崎県看護協会県南支部看護研究
発表会

2016/12

北川　莉恵
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

第19回長崎県看護協会県南支部看護研究
発表会

2016/12

市成　沙由理
胎児奇形の告知を受けた妊婦の経験と思い～告知直後
のインタビューから～

第29回長崎県母性衛生学会 2016/6

市成　沙由理
胎児奇形を告知された妊婦の出産直前から出産後の経
験と思い

第13回長崎県小児保健学会 2016/8

市成　沙由理
胎児奇形を告知された妊婦の出生直前から出産後の経
験と思い

第57回日本母性衛生学会 2016/10

石田　綾奈
胎児奇形を告知された妊婦の告知から出産直前の経験
と思い

第57回日本母性衛生学会 2016/10

石田　綾奈
胎児奇形の告知を受けた妊婦の経験と思い～告知直後
から出産直前～

平成28年度看護学研究奨励賞研究発表会 2016/11

宮原　眞千世 育児休業者・長期休業者復帰支援スクールの効果と課題  第18回日本医療マネジメント学会学術総会 2016/4

木場　晴香
NICU・GCUにおける看護師の児への関わりと児の睡眠・
覚醒の現状～授乳を軸にして～

 第26回日本新生児看護学会学術集会 2016/12

小佐々　昌代
整形外科における新しい転倒・転落アセスメントスコア
シート活用後の一考察

第43回日本股関節学会学術集会 2016/11

田渕　晴美
看護記録から見るHIV患者における看護介入の分析～発
達段階に応じた社会的支援への課題の考察～

第3回九州HIV看護研修会 2017/1

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18回日本救急看護学会学術集会 2016/10

張岳　輝子
初療室における外傷患者のCT室への移動時間に影響す
る因子調査

第18回日本救急看護学会学術集会 2016/10

井川　幸子
肺高血圧症患者の持続静注療法におけるトレプロスチニ
ル調製方法の検討

第81回日本循環器学会学術集会 2017/3

小川　和美
看護専門外来整備後の現状と課題～看護専門外来担当
看護師のアンケート調査より～

第47回日本看護学会　看護管理学術集会 2016/9

浦　めぐみ
HTLV-1関連脊髄症患者の褥瘡に対する意識調査と意識
調査に基づく予防対策

第21回日本難病看護学会学術集会 2016/8

手術部 平山　恵
手術室看護師の針刺し切創に関する意識調査からみた
課題

第34回日本手術看護学会九州地区大会 2016/7

外来

国際医療
センター1

8階西病棟

7階東病棟

6階西病棟

6階東病棟
NICU・GCU
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【院外看護研究発表】
部署名 発表者 演題名 学会・研究会名 年月

看護部 松﨑　晴美
看護業務の忙しさを適正評価するための指標の妥当性
評価

第36回医療情報学連合大会 2016/11

竹田　まりえ
MSC術前検査導入による医師の業務負担軽減効果の検
討～運用開始1年でのアンケートによる評価～

第18回日本医療マネジメント学会学術総会 2016/4

高石　恭子
MSC術前検査（看護師による術前検査代行支援）の現状
と課題～600症例を通して～

日本医療マネジメント学会
第17回長崎市部学術集会

2017/2

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

第18回日本医療マネジメント学会学術総会 2016/4

水田　芳博
血液浄化療法部における急変時シミュレーション教育の
導入と効果

第61回日本透析医学会学術集会総会 2016/6

永野　誠
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27回日本ネフロロジー研究会 2016/7

川長　伸子
ICU看護師の急変対応トレーニングの効果～「急変対応
自己評価表」を用いた評価～

第15回日本医療マネジメント学会
九州・山口連合大会

2016/9

鈴田　敦子 ICUにおける16時間夜勤に関する現状調査
第15回日本医療マネジメント学会
九州・山口連合大会

2016/9

岡田　みずほ 長崎大学病院の入院時看護業務量の経年変化の評価 第36回医療情報学連合大会 2016/11

西口　真由美
病棟における携帯端末（PDA）の運用状況と今後の課題
2010年、2014年、2016年の比較

第36回医療情報学連合大会 2016/11

西口　真由美 服薬実施登録機能の使用の現状と今後の課題
平成28年度大学病院情報
マネジメント連絡会議

2017/1

緩和ケア
センター

森下　暁
がん患者指導管理料2に関する看護専門外来運用開始1
年後の現状と今後の課題

第40回日本死の臨床研究会年次大会 2016/10

医療情報部

集中治療部

メディカル
サポート
センター
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【院内看護研究発表】
部署名 発表者

8階東病棟 前田　瑛彦

5階西病棟 宮崎　恵

6階東病棟 永冨　実子

9階東病棟 林　由理香

外来 浦　めぐみ

緩和ケア
センター

森下　暁

小児科病棟看護師が抱く腹膜透析看護に対する学習内容のニーズについて

PNS定着への取り組み～コミュニケーション向上への業務改善～

HTLV-1関連脊髄症患者への便秘に関するアンケート調査

がん患者指導管理料2に関する看護専門外来運用開始1年後の現状と今後の課題

演題名

生体肝移植後患者のセルフケアを確立する際の困難さ

精神科神経科病棟における転倒転落の実態調査
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【看護関係誌上発表】
部署名 発表者 題名 雑誌名　発行年月

小橋川　直美 自己成長と社会的成長を進めるツールとして活用 助産雑誌　Vol.70 No.4 P.

坪田　幸子 長期入院した双子の母親の産後の経験と思い 保健学研究　29：17-25.2017

6階東病棟 中村　優子
当病棟の小児在宅支援における訪問看護師と病棟看護
師の情報共有のあり方に関する検討

保健学研究　29：43-49.2017

看護研修
センター

妹川　美智 参加体験型学習を導入した実地指導者の育成 看護展望 Vol.42 No.3 2017年3月号

看護部 萩原　絹子
PNS導入・定着化のプロセスと医療安全にかかわる効果
～「インシデントレポート」「相互研鑽評価」の変化と看護
師の実感～

病院安全教育 Vol.4 No.4 2017年2月日総研

血液浄化
療法部

中野　国枝

腎不全とともに生きる患者および家族へのナラティブ・ア
プローチナラティブを通じて学んだ「患者との相互理解」の
大切さ～長期透析後に腎移植を経験した患者との対話か
ら～

臨牀透析 Vo.32 No.5;598-602,2016
日本メディカルセンター

宮田　佳之
院内トリアージ　やさしく理解する思考過程　CASE12下痢
をする

院内トリアージ　やさしく理解する思考過程　2016年7月
日総研

宮田　佳之
アセスメント能力向上に向けたケースカンファレンスの実
際と今後の課題

看護きろくと看護過程　Vol.26 No.6 2017年　2・3月号日総
研

川上　悦子
重症患者の尿管理ストラテジーもっとも新しい重症患者
への尿路感染の影響とその対策

月刊ナーシング　2016年6月号
学研メディカル秀潤社

川上　悦子
呼吸・循環・脳・代謝のアセスメント病態別編4頭蓋内圧亢
進

重症集中ケア Vol.15 No.2 2016年
6・7月号日総研

6階西病棟

国際医療
センター2

集中治療部


