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療養支援看護学部門 
 

論  文 

 
〔研究報告書〕 
 
佐々木千佳. 高齢者の睡眠評価に関する文献的考察. 埼玉医科大学看護学科紀要. 201803; 11(1):111-118. 
 
宮崎博之, 坂本祐子. 本邦ドクターヘリ基地病院におけるフライトナースの専門職的自律性. 日本救急看護学会雑

誌. 201807; 20(2):7-15. 
 
山田智惠里, Bolormaa Tsedendamba, 堀内輝子, 片桐和子, 末永カツ子, Enkhtuya Palam. モンゴルでの被

曝対策住民活動の導入 介入前調査報告. 日本国際看護学会誌. 201803; 1(1):25-34. 
 
齋藤史子, 柏木久美子, 松本 光. 外来通院中の患者および家族の健康に関する意識と健康教育に対するニーズ. 
福島県立医科大学看護学部紀要. 201803; (20):1-14. 
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〔研究発表〕 
 
Yamate M. Characteristic of Posttraumatic Growth of Breast Cancer Patients. 21th EAFONS & 11th ICN; 
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Kanno K, Majima T. Verification of a Nursing Practice Model for Relaxation of Psychosomatic Tension in 
Cancer Patients. International Conference on Cancer Nursing (ICCN 2018); 20180923-26; Auckland, New 
Zealand. 
 
井上水絵, 佐藤冨美子. 婦人科がん術後患者の排尿障害に関する実態調査. 第32回日本がん看護学会学術集会; 
20180203-04; 千葉. 日本がん看護学会誌. 32(Suppl.):268. 
 
奈木志津子, 森 恵子, 菅野久美. 永久的ストーマのある高齢患者をケアする家族の体験. 第35回日本ストー

マ・排泄リハビリテーション学会; 20180223-24; 札幌. 
 
佐藤和佳子, 陶山啓子, 坂本祐子, 上山真美, 小岡亜希子, 中村五月, 川口寛介, 泉キヨ子, 阿部桃子. 
Minds診療ガイドライン2014に基づく高齢者排尿誘導ガイドライン作成過程の検討と課題. 第31回日本老年泌

尿器学会学術集会; 20180511-12; 福井. プログラム・抄録集. 194. 
 
松本奈緒, 菅野久美. 高次脳機能障害のある患者に対し熟練看護師が抱く困難とその対処. 第14回日本クリティ

カルケア看護学会学術集会; 20180701; 東京. 
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渡部みさき, 鈴木亜佑実, 佐野有希, 森 恵子, 菅野久美. 地震災害発生時に現地において被災者支援に携わ
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井上水絵, 片桐和子, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. 福島県におけるが看護実践の向上に向けたがん看護研修

実施内容のニーズに関する実態調査. 第21回北日本看護学会学術集会; 20180825-26; 山形. 
 
片桐和子, 井上水絵, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. 福島県内の看護職者ががん看護実践を行う中で感じてい

る困難. 第21回北日本看護学会学術集会; 20180825-26; 山形. 
 
平野千穂, 松本 光, 井上水絵, 片桐和子, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. A県B地区のがん看護実践に関

する困難感と学習ニーズ. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018-19; 郡山. 
 
秦 暁子, 坂本祐子, 和田久美子, 高橋香子. 乳幼児期の孫育て研究の動向～1994年から2018年に報告され

た文献の検討～. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生学会誌. 65(10特別附録):415. 
 
村松 仁, 坂本祐子, 陶山克洋. 芳香による認知機能改善に向けた看護技術の基礎開発. 第38回日本看護科学学

会学術集会; 20181215-16; 松山. プログラム集. 76. 
 
毛塚良江, 坂本祐子, 高橋香子. 特別養護老人ホームで働く介護職の看取りケア態度と研修の実態. 第38回日本

看護科学学会学術集会; 20181215-16; 松山. プログラム集. 88. 
 
佐藤和佳子, 陶山啓子, 中村五月, 小岡亜希子, 上山真美, 坂本祐子, 川口寛介, 阿部桃子, 泉キヨ子. 高
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予防効果を目的とした遠隔看護介入効果－多施設無作為化比較試験－. 第38回日本看護科学学会学術集会; 
20181215-16; 松山. プログラム集. 108. 
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