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54　福島県立医科大学看護学部紀要 第12号 54-61, 2010

業　　績　　一　　覧（2009年１月～12月）

〔原　　著〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

１月 宇佐美しおり，矢野千
里，川田美和，中山洋
子，野末聖香，岡谷恵
子，樺島啓吉，倉知延
章，伊藤弘人，馬場香
織

病状が不安定な精神障害者の
自立支援における退院支援ケ
ア・パッケージ作成とパッケー
ジを含む集中型包括型ケア・
マネジメントモデル（Community 
B a s e d C a r e M a n a g e m e n t : 
CBCM）の開発

インターナショナル
ナーシングレビュー

32 ⑴ 88－95

３月 久保木友江，小松広江，
岸浪正徳，阿部幸江，
結城美智子

石川町における介護予防サロ
ンへの取組

福島県保健衛生雑誌 18 ⑵ 44－48

３月 紺野蘭子，大下静香 新しい新人教育システムにお
けるプリセプター・コーチ・
スタッフの役割認識と行動－
集中治療室勤務の新人教育の
効果－

看護教育研究学会誌 1 ⑴ 3－23

３月 小池志保，石森英子，
入江静香，鈴木学爾，
安中みい子

NICU 看護スタッフの母乳育
児支援への意識向上に向けて

日本看護学会論文集：
小児看護

39 119－121

３月 Kunihiko Tominaga,
Edward Fujimoto,
Keiko Suzuki,
Masayuki Hayashi,
Masao Ichikawa,
Yutaka Inaba

Prevalence of non-alcoholic 
fatty liver disease in children 
and relationship to metabolic 
syndrome, insulin resistance, 
and waist circumference.

Environmental Health 
and Preventive Medicine

14 ⑵ 142－149

３月 Megumi Funakubo,
Juniti Sato,
Takashi Honda,
Kazue Mizumura.

The inner ear is involved in the 
aggravat ion of nociceptive 
behavior induced by lowering 
barometric pressure of nerve 
injured rats.

European Journal of 
Pain

[Epub ahead of print]

６月 Takanori Kawaguchi,
Takashi Honda,
Masamichi Nishihara,
Tatsuhiro Yamamoto,
Masayuki Yokoyama

Histological s tudy on s ide 
effects and tumor targeting of a 
block copolymer micelle on 
rats.

Journal of Controlled 
Release

136 ⑶ 240－246

６月 武田いづみ，根本健二，
村井弘通，鈴木順造

白血球尿を呈さず，画像所見
により診断が得られた急性巣
状細菌性腎炎の３例

小児科臨床 62 ⑹ 1091⊖1097

９月 Hideki Otake,
Hitoshi Suzuki,
Takashi Honda,
Yukio Maruyama

Influences of Autonomic Nervous 
System on Atrial Arrythmogenic 
Substrates and the Incidence of 
Atrial Fibrillation in Diabetic 
Heart.

International Heart 
Journal

50 ⑸ 627－641
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〔著　　書〕

発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発　行　所 頁

１月 真壁玲子 Ｖ－８：ソーシャル・サポート；
中範囲理論入門（第２版）

佐藤栄子 日本総合研究
所出版

488－508

２月 古橋知子 Ⅰ－２－５「眠った」状態で検
査・処置を受ける子どもへの看
護　Ⅱ－１－８注射薬　Ⅱ－１
－９輸液管理；ナースのための
早引き　子どもの看護　与薬・
検査・処置ハンドブック

平田美佳，染谷奈
々子

ナツメ社 39－41,
98－149

３月 結城美智子 第２部第７章第２節　地域の社
会資源との連携；社会福祉学習
双書第14巻　医学一般－人体の
構造と機能及び疾病保健医療
サービス－

社会福祉法人全国
社 会 福 祉 協 議 会

「社会福祉学習双
書」編集委員会

社会福祉法人
全国社会福祉
協議会

277－282

４月 鈴木順造 亀頭包皮炎；小児救急アトラス 内山　聖，安次嶺
馨

西村書店 332

５月 荒川唱子 第１章　総論　一般病棟での緩
和ケアとは？　セルフコント
ロールにつながる補完代替療
法；終末期がん患者の緩和ケア
第２版

ナーシング・トゥ
デイ編集部

日本看護協会
出版会

20－23

８月 太田　操 Ⅰ．医療を担う人になるという
こと～事例編～　Ⅱ．人間とし
て医療に関わるということ～看
護実践における倫理；人間学入
門

日本医学教育学会
基本能力委員会　
倫理・行動小委員
会

南山堂 17－20,
82－86

12月 太田　操 第１章　看護過程とは
第２章　ウェルネス看護診断
第３章　看護過程の実際－事例
展開；ウェルネス看護診断にも
とづく母性看護過程　第２版

太田　操 医歯薬出版株
式会社

1－29,
51－102

12月 石田登喜子 第３章　看護過程の実際－事例
展開；ウェルネス看護診断にも
とづく母性看護過程　第２版

太田　操 医歯薬出版株
式会社

30－50,
64－92

12月 佐藤恵美子 第３章　看護過程の実際－事例
展開；ウェルネス看護診断にも
とづく母性看護過程　第２版

太田　操 医歯薬出版株
式会社

64－92,
103－115

〔総説・論説・解説・資料〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

１月 黒田真理子 コーチングですっきり！うまくいく
保健指導　コーチングとは

産業看護 1 ⑴ 48－53

２月 古橋知子 【小児看護スタッフのモチベーショ
ンを高める！　教育・環境・連携】
小児看護専門看護師による現場支援

小児看護 32 ⑵ 205－210

３月 亀田政則 病の言語 福島県立医科大学
看護学部紀要

11 1－6
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

３月 平野典子，平田
弘美，清水昌美，
菅野直子，土屋
佐智恵，渡辺恵
子

福島県における摂食・嚥下障害のあ
る患者ケアに関する実態調査

福島県立医科大学
看護学部紀要

11 7－13

３月 紺野蘭子，大下
静香

集中治療室における新人看護師の看
護技術達成度－新人看護師の自己
評価とコーチによる他者評価を用
いて－

福島県立医科大学
看護学部紀要

11 15－27

３月 加藤清司，菅野
聖子

がん検診の受診率に影響を及ぼす要
因の検討：只見町健康調査2003年か
ら

福島県立医科大学
看護学部紀要

11 29－37

３月 横田素美，川島
理恵

看護師による静脈注射実施の実態と
課題

福島県立医科大学
看護学部紀要

11 39－48

３月 川島理恵，横田
素美

看護師による静脈内注射の実態　実
施内容と知識の理解状況

福島県立医科大学
看護学部紀要

11 49－58

３月 熊坂智美，稲毛
映子，矢野正文，
結城美智子

地区活動に参加している後期高齢者
のソーシャルサポートの現状と将来
の介護ニーズに関する特徴

日本地域看護学会
誌

11 ⑵ 80－86

３月 三浦浅子，大西
和子

進行性膵がん患者の死の受容過程の
分析－告知を受けた４名の Retrospe-
ctive Study －

三重看護学誌 11 53－64

３月 大川貴子 EBN における質的研究　当事者の
体験世界と EBN

EB NURSING 9 ⑵ 236－241

３月 黒田真理子 コーチングですっきり！うまくいく
保健指導　保健指導に活かすコーチ
ング

産業看護 1 ⑵ 145－151

４月 横田素美 【現場に役立つ看護師をいかに確保
するか】大学における臨地実習充実
への取り組み

病院 68 ⑷ 300－303

５月 立柳　聡 子どもの文化の変化と子どもの育ち 子どもの文化 41 ⑸ 30－32

５月 中山洋子 【看護基礎教育で何を学ぶのか　卒
後研修制度を見据えた再評価】看護
基礎教育を変える　看護専門職とし
ての芽を育てる教育

看護展望 34 ⑹ 559－563

５月 黒田真理子 産業看護のための看護研究入門　ど
のように研究を進めるか　文献を探
し，文献を吟味する

産業看護 1 ⑶ 263－269

５月 黒田真理子 コーチングですっきり！　うまくい
く保健指導　コーチングのスキル　
傾聴

産業看護 1 ⑶ 274－280

５月 遠藤　太，大川
貴子，田井雅子，
野田智子，渡辺
照子，中山洋子

「圧迫」と「組織耐久性」からみた
精神科病棟での褥瘡発生要因

日本精神保健看護
学会誌

18 ⑴ 134－139

７月 黒田真理子 産業看護のための看護研究入門　ど
のように研究を進めるか　研究計画
書の作成

産業看護 1 ⑷ 378－382
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〔報告書〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

７月 黒田真理子 コーチングですっきり！　うまくい
く保健指導　コーチングのスキル　
承認

産業看護 1 ⑷ 395－401

８月 大川貴子 コミュニケーションの基礎と応用　
アサーティブなコミュニケーション

ナーシングカレッ
ジ

13 ⑼ 50－53

９月 畠山とも子 【家族への看護　20の事例集　こん
なときどうする？】発見時，すでに

「悪性疾患で手遅れ」とされた患者
をもつ家族へのケア

臨床看護 35 ⑽ 1427－1432

９月 黒田真理子 コーチングですっきり！　うまくい
く保健指導　コーチングのスキル　
質問

産業看護 1 ⑸ 511－517

９月 真壁玲子 Report: Johns Hopkins Hospital ＆ 
Johns Hopkins University における
EBP および DNP 教育課程

がん看護 14 ⑹ 684－686

10月 鈴木順造，長澤
克俊

【気管食道領域における漢方医学】
小児科領域における漢方療法

日本気管食道科学
会会報

60 ⑸ 409－416

11月 畠山とも子 【病棟でできる家族へのケア】病棟
ナースへのアドバイス　必要とされ
る家族支援　終末期患者の家族をど
う支援するか

ナーシング・トゥ
デイ

24 ⒀ 25－27

11月 黒田真理子 コーチングですっきり！　うまくい
く保健指導　コーチングのスキル　
提案，確認，その他

産業看護 1 ⑹ 618－625

発行月 著　者　名 論　文　表　題 報　告　書　名

３月 高村寿子，前田
ひとみ，石田登
喜子，安達久美
子，前田隆子，
中村好一

「医療従事者を対象とした再中絶予
防支援者養成プログラムの評価」6－
₄₄p，「地域における十代の人工妊娠
中絶再発予防支援に向けた体制づく
りの検討」₄₉－₅₂p

財団法人子ども未来財団　平成₂₀年度児童関
連サービス調査研究事業報告書「十代の子ど
もたちの人工妊娠中絶後の対応と再発防止の
ための支援に関する調査報告書」

３月 萱間真美，麻原
きよみ，太田喜
久子，木下康仁，
グレッグ美鈴，
竹崎久美子，山
本則子，大川貴
子，安保寛明，
香川秀太，高橋
恵子，大熊恵子

質的研究方法を用いた看護学の学位
論文評価基準の作成に関する研究

平成₁₈～₂₀年度科学研究補助金基盤研究Ｂ研
究成果報告書

８月 丸山育子 訪問看護場面における看護師がみる
熟練のわざ

平成₂₀年度　在宅医療助成勇美記念財団完了
報告書
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〔学 会 報 告〕

発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

２月 加藤郁子，菅野久
美，氏家由起子，
丹治幸子，藤本順
子

サポートグループに参加する
乳がん体験者の心身の状態と
QOL 調査

第₂₃回日本がん看護
学会学術集会（沖縄）

日本がん看護学会誌　₂₃
（Suppl.）, ₂₁₅

２月 菅野久美，伊藤由
里子，荒川唱子，
松田芳美，小石澤
ゆかり，市川久美
子

臨床の看護師からみたがん看
護の現状と課題⑴

第₂₃回日本がん看護
学会学術集会（沖縄）

日本がん看護学会誌　₂₃
（Suppl.）, ₂₅₉

２月 伊藤由里子，菅野
久美，荒川唱子，
松田芳美，小石澤
ゆかり，市川久美
子，村松順江

臨床の看護師からみたがん看
護の現状と課題⑵

第₂₃回日本がん看護
学会学術集会（沖縄）

日本がん看護学会誌　₂₃
（Suppl.）, ₂₆₀

２月 三浦浅子，大西和
子

一般病棟における病名告知と
未告知の膵がん患者の死にい
たる体験の比較

第₂₃回日本がん看護
学会学術集会（沖縄）

日本がん看護学会誌　₂₃
（Suppl.）, ₂₆₅

３月 Hiromi Hirata,
Masami Shimizu,
Noriko Hirano,
Naoko Kanno,
Sachie Tsuchiya,
Keiko Watanabe

Paractice and Perception of the 
Nursing Care for Patients with 
Dysphasia

Asian American Pacific 
Islanders Nursing As-
sociation ₆th Annual 
Conference （Hawaii, 
USA）

３月 石田登喜子，高村
寿子

助産ケアとピアカウンセリン
グ

第₂₃回日本助産学会
学術集会（東京）

日本助産学会誌　₂₂ ⑶, 
₂₉₈

６月 川崎幸彦，陶山和
秀，今泉智子，大
原信一郎，牛嶋裕
美子，酒井信子，
高野　恵，細矢光
亮，鈴木順造，鈴
木重雄

IgA 腎症の腎炎増悪・硬化進
展 に お け る 活 性 型 マ ク ロ
ファージの役割

第₄₄回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑誌
₂₂（₁ Suppl.）, ₁₂₀

６月 鈴木重雄，大西周
子，川崎幸彦，鈴
木順造

膜性腎症を発症した右腎低形
成の女児例

第₄₄回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑誌
₂₂（₁ Suppl.）, ₁₇₂

６月 田井雅子，野田智
子，大川貴子，大
竹眞裕美，濱尾早
苗，中山洋子，遠
藤　太，田上美千
佳，新村順子

再入院した統合失調症患者の
症状マネジメント習得と支援
体制確立に向けたケアの実態

日本精神保健看護学
会第₁₉回総会・学術
集会（横浜）

日本精神保健看護学会第
₁₉回総会・学術集プログ
ラム・抄録集，₁₁₄-₁₁₅

発行月 著　者　名 論　文　表　題 報　告　書　名

₁₁月 結城美智子，高
瀬佳苗，畠山と
も子

超高齢の親を在宅介護する高齢者の
生活状況と精神的健康に関する研究

三井住友海上福祉財団　平成₂₀年度研究結果
報告書
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

７月 川口隆憲，本多た
かし

高分子ミセルの tumor targeting
に関する病理組織学的研究

第₂₅回日本 DDS 学
会（東京）

Drug Delivery System ₂₄
⑶, ₃₃₅

７月 大西周子，野沢ル
リ子，池田秀敏，
鈴木順造

ラトケ嚢胞とプロラクチン産
生下垂体腺腫を合併した₁₄歳
女児の１例

第₁₆回福島県小児内
分泌研究会（福島）

福島医学雑誌　₅₉ ⑶, ₂₂₆

７月 根本健二，村井弘
通，三友正紀，藁
谷朋子，鈴木順造，
大石　勉

繰り返す鵞口瘡，爪カンジダ
症から診断にいたった自己免
疫性内分泌不全症・カンジダ
症・外胚葉性ジストロフィー
の１例

第₁₆回福島県小児内
分泌研究会（福島）

福島医学雑誌　₅₉ ⑶, ₂₂₆

７月 Hiromi Hirata Nursing Interventions to Reduce 
Dementia-related Aggression

The International Co-
uncil of Nurses ₂₄th 
Quadrennial Congress 

（Durban, South Africa）

７月 古橋知子，鈴木千
衣，田中克枝，古
溝陽子

プレパレーション導入・定着
の取り組みに影響をおよぼす
要因の検討－看護師および保
育士の語りから－

日本小児看護学会　
第₁₉回学術集会（札
幌）

日本小児看護学会第₁₉回
学術集会講演集，₂₆₅

７月 加藤郁子，野田智
子，濱尾早苗，大
川貴子，中山洋子，
田井雅子，遠藤　
太，渡辺照子

精神科病棟における白癬の予
防とケアの方法に関する研究
～第１報　精神科病棟での白
癬の発生状況～

第₄₀回日本看護学会
精神看護（松江）

第₄₀回日本看護学会抄録
集　精神看護，₁₄₂

７月 野田智子，加藤郁
子，濱尾早苗，大
川貴子，中山洋子，
田井雅子，遠藤　
太，渡辺照子

精神科病棟における白癬の予
防とケアの方法に関する研究
～第２報　白癬患者に実施し
たケアに焦点をあてて～

第₄₀回日本看護学会
精神看護（松江）

第₄₀回日本看護学会抄録
集　精神看護，₁₄₃

７月 濱尾早苗，野田智
子，加藤郁子，大
川貴子，中山洋子，
田井雅子，遠藤　
太，渡辺照子

精神科病棟における褥瘡ケア
の方法に関する研究～実施さ
れたケアに焦点をあてて～

第₄₀回日本看護学会
　精神看護（松江）

第₄₀回日本看護学会抄録
集　精神看護，₁₄₄

８月 中山　仁 気になる関係詞節－制限節と
非制限節の形と意味

第５回英語語法文法
セミナー（大阪）

８月 安達久美子，石田
登喜子，前田ひと
み，前田隆子，高
村寿子，中村好一

₁₀代で人工妊娠中絶を受けた
女性に対する看護職者の思い

第₂₈回日本思春期学
会 総 会・ 学 術 集 会

（浜松）

第₂₈回日本思春期学会総
会・学術集会抄録集，₇₉

８月 石田登喜子，安達
久美子，前田ひと
み，前田隆子，高
村寿子，中村好一

地域における十代の人工妊娠
中絶再発予防支援に向けた体
制づくり

第₂₈回日本思春期学
会 総 会・ 学 術 集 会

（浜松）

第₂₈回日本思春期学会総
会・学術集会抄録集，₈₀

９月 古橋知子，渡邉敦
子，岩井さとみ，
大川貴子

子どもを亡くした家族のニー
ズ［第１報］－闘病期間中に
医療者に求めていた支援－

第₄₀回日本看護学会
小児看護（高知）

第₄₀回日本看護学会抄録
集　小児看護，₁₂₇

９月 岩井さとみ，大川
貴子，古橋知子，
渡邉敦子

子どもを亡くした家族のニー
ズ［第２報］－子どもを亡く
した後に施設として行う支援
－

第₄₀回日本看護学会
小児看護（高知）

第₄₀回日本看護学会抄録
集　小児看護，₁₂₈
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９月 畠山とも子，手島
美子

退院をめぐって希望が異なる
夫婦への援助～共感しながら
葛藤する看護師～

日本家族看護学会第
₁₆回学術集会（高山）

日本家族看護学会第₁₆回
学術集会講演集，₆₃

９月 畠山とも子，高瀬
佳苗，結城美智子

超高齢者を長期在宅介護する
高齢実子の介護～こだわりの
強い介護者～

日本家族看護学会第
₁₆回学術集会（高山）

日本家族看護学会第₁₆回
学術集会講演集，₁₇₁

９月 Mayumi Kudoh,
Yoko Nakayama,
Ikuko Maruyama

Development of Clinical Nursing 
Competence Self-assessment 
Scale: Content Validity and 
Construct Validity.

The 1st International 
Nursing Research 
Conference of World 
Academy of Nursing 
Science (Kobe)

The 1st International 
Nursing Research 
Conference of World 
Academy of Nursing 
Science, 92

₁₀月 志賀令明 IL-₁βの加齢変化と超音波法
SOS に及ぼす影響

第₁₁回日本骨粗鬆症
学会　骨ドッグ・健
診分科会（名古屋）

Osteoporosis Japan ₁₇ ⑴ , 
₂₂₁

₁₀月 紺野蘭子，大下静
香

新人看護師の看護技術習得状
況と指導者の関わり方～看
護技術構成要素の分類を通
して～

第３回看護教育研究
学会学術集会（東京）

看護教育研究学会誌
1 ⑵ ，₇₁－₇₂

₁₁月 小板橋喜久代，荒
川唱子，金子有紀
子

リラクセーション体験コー
ナー

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₁₆₂

₁₁月 宇佐美しおり，野
末聖香，中山洋子，
野嶋佐由美

精神看護専門看護師の高度実
践能力を育成する教育訓練プ
ログラムの提案

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₁₇₂

₁₁月 中山洋子，工藤真
由美，田村正枝，
土居洋子，永山く
に子，東サトエ，
戸田　肇，大見サ
キエ，小松万喜子，
大平光子，石原　
昌，石井邦子，松
成裕子，黒田るみ，
丸山育子

看護実践能力の発達過程と評
価方法に関する研究
その１：自己評価尺度による

看護実践能力の発達
過程の分析

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₁₉₂

₁₁月 工藤真由美，中山
洋子，丸山育子，
田村正枝，土居洋
子，永山くに子，
東サトエ，大見サ
キエ，小松万喜子，
戸田　肇，大平光
子，石原　昌，石
井邦子，松成裕子，
黒田るみ，

看護実践能力の発達過程と評
価方法に関する研究
その２：自己評価尺度による

看護実践能力の発達
内容の分析

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₁₉₂
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₁₁月 丸山育子，中山洋
子，工藤真由美，
石井邦子，石原　
昌，大平光子，大
見サキエ，黒田る
み，小松万喜子，
田村正枝，土居洋
子，戸田　肇，永
山くに子，東サト
エ，松成裕子，

看護実践能力を測定する尺度
（質問紙）の開発
その３：構成概念妥当性の検

討

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₃₉₇

₁₁月 庄司真奈美，横田
素美，川島理恵

特別養護老人ホームにおいて
看護職者が実施している医療
処置の実態（第１報）

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₃₄₈

₁₁月 飯塚麻紀，鴨田玲
子，渡辺陽子，齊
藤久美子

周手術期患者に対する病棟看
護師の臨床判断の内容

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₄₃₅

₁₁月 高瀬佳苗，畠山と
も子，結城美智子

在宅で超高齢の親を介護する
実子の心理的様相

第₂₉回日本看護科学
学会学術集会（千葉）

第₂₉回日本看護科学学会
学術集会講演集，₄₈₆

₁₁月 鈴木久美，石橋直
尚，鈴木重雄，三
島　博，鈴木順造

高度な乳糜血清を呈した急性
膵炎の５歳男児例

第110回日本小児科
学会福島地方会

（郡山）

日本小児科学会雑誌　
₁₁₃ ⑷ , ₇₇₃
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