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小松由佳 心臓血管外科術後早期における対象者の日常生活行動の再獲得状況と影響因子 平成23年3月 高島尚美

佐藤睦 クリティカルケア領域で働く看護師の心肺蘇生技術の保持とその要因 平成23年3月 藤村龍子

田實紘子 心臓外科手術を受けた高齢患者の早期離床に伴う体験 平成23年3月 高島尚美

角田真由美 化学療法の効果が期待できなくなっている終末期がん性腹膜炎患者の心配ごと 平成23年3月 柿川房子

千田操 一般病棟における終末期がん患者の生きがいについて 平成23年3月 柿川房子

務理惠子 在宅療養を決定した終末期がん患者の思い 平成23年3月 藤野彰子

前田康代 看護組織におけるフィッシュ哲学導入の成果 平成23年3月 菊池登喜子

若本恵子 看護実践力を高める臨床経験の積み上げ方 平成23年3月 菊池登喜子

西佳子
初妊婦の健康行動・知識と医療者による保健指導状況との関連
―妊娠前半期を中心として―

平成23年3月 茅島江子

林田聖子 大学生における清潔志向性と性意識・性行動との関連 平成23年3月 茅島江子

片山典子
思春期青年期精神障害者の退院支援における看護師の判断
―地域連携の視点から―

平成23年3月 川野雅資

久保沙織 集中治療室における看護ケアに伴う看護師の説明行為の意味 平成24年3月 高島尚美

小笠原友子
肝切除術を受けた患者の術中から術直後の体温変動と影響因子
―冷罨法貼用の評価を含む―

平成24年3月 高島尚美

志村知子 頚髄損傷患者における医療者の情報提供に伴う体験 平成24年3月 高島尚美

挾間しのぶ
急変対応におけるシミュレーション教育の効果の検討
―教育方法による比較―

平成24年3月 高島尚美

山元直樹 開腹術を受けた患者の術中体温管理状況と影響因子 平成24年3月 高島尚美

稲村直子 乳がん手術後における患者の自尊感情に影響する要因の検討 平成24年3月 柿川房子

鶴田好志恵
がん専門病院から在宅療養へ移行したがん患者・家族の支援の検討
―医療器具を装備したがん患者・家族の現状から―

平成24年3月 柿川房子

古沢祐子 ホスピス緩和ケア病棟への移行前後の患者の思いについて 平成24年3月 柿川房子

鹿倉みさ子 看護専門学校生の職業コミットメントとその影響要因 平成24年3月 住吉蝶子

今村久美子 産後4～5ヶ月の性機能とその影響要因 平成24年3月 茅島江子

朝倉真奈美
初発乳がん患者のQOLに関する研究
―手術後と退院3ヶ月後のうつ状態の変化と首尾一貫感覚に焦点をあてて―

平成24年3月 櫻井尚子

塩月玲奈 子どもを児童思春期精神科病院に入院させた母の体験 平成24年3月 川野雅資

和気江利子 外来入退院支援窓口のプロジェクトマネジメントに関する研究 平成25年3月 櫻井尚子

川原千香子 植込み型除細動器装着患者家族の経験 平成25年3月 高島尚美

西開地由美 ICUに緊急入室した患者の家族に対するエキスパートナースのコミュニケーションプロセス 平成25年3月 高島尚美

上間ゆき子 看護専門学校に勤務する看護教員の職務特性に関する研究 平成25年3月 菅田勝也

向後加代子 コミュニケーションスキルトレーニングの効果 平成25年3月 菅田勝也

佐々木愛 精神疾患を有する性同一性障害患者の精神科病棟入院体験の語り 平成25年3月 川野雅資

柳田崇姉 ひきこもり支援者が語る地域連携の現状 平成25年3月 川野雅資

山口敦子 １歳６ヵ月児の父親の育児の現状と影響因子に関する研究 平成25年3月 櫻井尚子

西本佳代 脳血管障害を発症した壮年期患者を成員とする家族の相互作用に関する研究 平成26年3月 高島尚美

濱田妙子 心肺停止をした患者の家族の発症から初療室における体験 平成26年3月 高島尚美

茂木宏二 人工関節置換術を受けた患者における術中体温の影響因子の分析 平成26年3月 高島尚美

瀧田浩平 入院中の軽度発達障害児との関わりに対する看護師の認識とその関連要因 平成26年3月 濱中喜代

緑川綾 精神科デイケア利用者におけるデイケアの意味 平成26年3月 川野雅資

渡邊文 勤労者における健康診断後の受診行動に関する研究 平成26年3月 櫻井尚子
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今井　望
チームダイナミクスを活用した急変対応シミュレーションプログラムにおけるノンテクニカルス
キルの効果の検討

平成27年3月 高島尚美

福井　美和子 救命救急センター看護師の家族看護実践度と道徳的感性や倫理教育との関連 平成27年3月 高島尚美

櫻井　祥子
来院時心肺停止の患者家族の急変時から看取りまでの体験と看護介入
ー家族介入プログラムによる関わりの記録からー

平成27年3月 高島尚美

本田　瞳 急性期一般病棟中堅看護師のがん患者看取り場面の体験 平成27年3月 櫻井尚子

小嶌　順子
がん性疼痛を抱える進行がん患者のストレスマネジメントに対するセルフモニタリング法を活
用した看護介入の評価

平成27年3月 神田清子

野口　佳奈 食道狭窄により経腸栄養を必要とする食道がん患者の『身体の経験』 平成27年3月 神田清子

丸山　弘美 都市型大学病院　中堅移行期看護師のストレス状況と離職意向との関連 平成27年3月 田中幸子

江川　安紀子
皮膚・排泄ケア認定看護師の経験年数と役割ストレス、調整力習得状況との関連
ー皮膚・排泄ケア認定看護師の活動支援体制の検討ー

平成27年3月 田中幸子

玉上　淳子 都市部大規模病院に勤務する中途採用看護師の職務満足と職務継続意思に関連する要因 平成27年3月 田中幸子

前田　雅美
都市部大学病院で勤務する看護師のワ－ク・ライフ・バランスと労働環境および職業性ストレ
スの関連

平成27年3月 田中幸子

小武海　智子
入院を繰り返す高齢慢性心不全患者の病みの軌跡『自宅での生活維持のために生活スタイ
ルを変化させる努力のプロセス』

平成27年3月 北　素子

深井　しのぶ 卵巣がん患者の治療に関する意思決定 平成27年3月 櫻井尚子

石塚　かつ子 ＩＣＵ看護師の重度意識障害がある患者との相互作用の構造 平成28年3月 高島尚美

大友　千夏子 胸部大動脈瘤で手術を受けた患者の手術前から退院後までの体験 平成28年3月 高島尚美

坂木　孝輔 ＩＣＵにおける看護師および家族にとってのベッドサイドの写真の意味 平成28年3月 高島尚美

森　みさ子 ＩＣＵにおける栄養サポートチーム看護師の看護実践の評価 平成28年3月 高島尚美

瀬戸　弘美 緩和ケア外来通院患者の口腔トラブルの認知と対処および評価 平成28年3月 佐藤正美

美濃口真由美 育児期女性のアイデンティティ様態と育児ネットワークとの関連 平成28年3月 茅島江子

萩原加奈子 都市部在住の乳幼児をもつ母親の笑顔と育児への肯定感に関する研究 平成28年3月 櫻井尚子

横内　砂織 高齢糖尿病患者の家族がインスリン療法を代行する過程 平成28年3月 櫻井尚子

川端　千壽
三次救急外来における患者の死を体験した看護師の患者家族支援認知と成長の
関連

平成29年3月 高島尚美

山本　加奈子 集中治療室における多職種協働の実態とその関連要因 平成29年3月 高島尚美

後藤　春香 首尾一貫感覚が高い終末期在宅療養がん患者の体験 平成29年3月 櫻井尚子

髙橋　めぐみ
外来化学療法を受けながら就労する壮年期がん患者が抱いている心のよりどころ
についての研究

平成29年3月 望月留加

常田　あづさ
同種造血幹細胞移植患者の自己概念を捉えるアセスメントシートを用いたプログラ
ムによる看護師の認識の変化

平成29年3月 佐藤正美

谷口　陽子 看護師長の職務ストレスとコーピング、職場ソーシャル・サポートの関連 平成29年3月 田中幸子

間仲　聰子 健康づくり活動に参加している高齢者の地域の愛着に関する研究 平成29年3月 櫻井尚子

田村　宏美
ＰＦＭ（Patient Flow Management）システムにおける入院前看護面談での看護支援
の内容

平成29年3月 嶋澤順子

中林　由江 急性期病院で入退院を繰り返す高齢心不全患者の主介護者である家族員の体験 平成29年3月 北　素子

加瀬　美郷 ICUで身体拘束を受けた患者の体験 平成30年3月 北　素子

近藤　直子
集中治療室における心臓血管手術を受けた高齢患者の睡眠状態と回復意欲との
関連

平成30年3月 梶井文子

一木　ひとみ 20年以上仕事を継続してきた女性労働者の働き続ける力 平成30年3月 細坂泰子

柳　朝子 EGFR阻害薬による爪囲炎及びセルフケアの実態と関連する因子の探索 平成30年3月 佐藤正美

五藤　陽子
キャリア中期看護師の組織コミットメントと職場ソーシャル・サポートとの関連
～特定機能病院の病棟に勤務する看護師の臨床実践力に着目して～

平成30年3月 田中幸子

長瀬　美佐緒 介護老人保健施設に勤務する看護職者の職業ストレスと入所者急変時の体制 平成30年3月 田中幸子

杉内　誠 乳幼児期における父親役割と子どもの気質との関連 平成30年3月 髙橋　衣

川戸　ゆかり
インスリン療法を必要とする壮年期有職2型糖尿病男性患者が安定した血糖コント
ロールの維持に至る過程

平成30年3月 北　素子
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菊地　由香利 運動性失語症者の思いを汲み取るための訪問看護師の思考と行動 平成30年3月 梶井文子

佐藤　さとみ
特定保健指導の積極的支援対象者が初めての積極的支援を終了した過程
～健康認識と行動の変容に焦点をあてて～

平成30年3月 細坂泰子

田中　格子 健康診断後の医療機関未受診労働者の受療行動獲得への産業保健師の支援 平成30年3月 嶋澤順子

（敬称略）


