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概要

1 教育方法の実践例
1. 患者体験を重視した事後課題の提示

2017年4月～現在

武庫川女子大学看護学部の准教授として担当の「成人看
護学Ⅱ（慢性期）」（専門科目、3年次配当）において、
慢性疾患患者が病気と共に生きる生活への理解を促すた
め、授業後の課題として血糖自己測定、鼻カニューレの
長時間装着等の体験を踏まえたレポートの提出を求めた
。学生からは、「実際に自分で体験して、患者の煩わし
さや大変さがわかった」等の意見や感想が得られた。

2. 慢性期看護に関わる理論についてのディスカッシ
ョン

2015年9月～現在

武庫川女子大学大学院看護学研究科の准教授として担当
の「生涯発達看護学概論A」において、修士課程に在籍す
る院生を対象に、慢性疾患を有する患者の療養行動を理
解するための理論として、セルフケア、セルフマネジメ
ント、行動分析理論を中心に、まずその概要を説明し、
実際にこれらの理論に基づく実践を臨床の場で行うにあ
たっての適用可能性や予想される効果、限界や課題につ
いて、ディスカッションを行っている。

3. 修士課程学生への副指導

2015年4月～現在

武庫川女子大学大学院看護学研究科修士課程に在籍する
院生の副指導教官として、研究テーマの明確化から研究
計画書立案、データの分析、論文の作成と発表に至るま
での一連の研究プロセスにかかわり、指導を行っている
。
これまでに副指導を担当した修士論文題目は、「慢性創
傷患者の疼痛評価－創傷処置時の疼痛に焦点を当てて－
」、「小児科外来に通院する20歳以上の1型糖尿病患者の
移行期医療に向けた準備状況」である。

4. 慢性疾患患者への看護を考えるうえでの漫画事例
の活用

2014年9月2016年2月

天理医療大学医療学部看護学科の講師として担当の「共
通基盤看護学実践論Ⅱ(セルフケアを支える看護）」（専
門科目、2年次配当）において、慢性疾患患者と家族への
看護について病みの軌跡理論に基づいて考えるうえで、
潰瘍性大腸炎と診断された主人公が病いと向き合うプロ
セスが描かれた漫画を事例として活用し、授業を行った
。授業後の学生からのリアクション・ペーパーからは、
「文章ではなく漫画による事例だったので実際の患者の
状況や心情がわかりやすかった」等の高い評価が得られ
た。

5. グループ学習の実践

2012年12月

天理医療大学医療学部看護学科の講師として担当の「共
通基盤看護学概論Ⅱ」（専門科目、1年次配当）において
、慢性期の看護を考えるための中範囲理論として セルフ
ケアとセルフマネジメントの概念を紹介した。その後で
、学生を5,6名のグループに分け、潰瘍性大腸炎患者の事
例を提示し、患者のセルフケア能力のアセスメント、さ
らに必要な看護援助についての検討をグループごとに行
うように促した。まとめの発表では、各グループで検討
したことが報告され、学生全体で学びを共有することが
できた。

6. 演習における振り返りシートの活用

2012年10月2016年2月

天理医療大学医療学部看護学科の講師として担当の「実
践基礎論Ⅱ(生きていくしくみを支える看護方法）」（専
門科目、1年次配当）において、学生の演習での学びを言
語化し、今後の学習へつなげていけるように、振り返り
シートを作成し配布した。演習後、各自で看護師役と患
者役、それぞれを実施して気づいた点や改善を要する点
などをシートに記入させ、翌朝提出とした。振り返りシ
ートは成績評価の対象とはしなかったが、毎回ほぼ全員
の学生から提出があり、実際に体験してみて気づいた点
、さらにそこからどのような配慮や援助が必要と考えた
のかが、具体的に記述されていた。

7. E-learningを活用した事前学習課題の提示

2012年10月2016年2月

天理医療大学医療学部看護学科の講師として担当の「実
践基礎論Ⅱ(生きていくしくみを支える看護方法）」（専
門科目、1年次配当）において、学生の事前学習を促すた
めに、各回の授業の1週間前に課題をE-learning上にアッ
プし、各自で次回の授業までに取り組むように促した。
授業では、事前課題の実施状況を確認するとともに、そ
の内容について解説を行った。授業後は課題を回収し、
評価後、各学生へ返却した。授業評価に関する学生アン
ケートでは、予習や講義資料の項目で高い評価が得られ
た。
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1 教育方法の実践例
8. デモンストレーションおよび体験学習の導入

2010年10月2011年2月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「成
人看護学外科系実習」（専門科目、3年次配当）において
、輸液施行中の術後患者の寝衣交換の演習を、はじめに
教員によるデモンストレーションを行い、その後に、学
生同士で患者役、看護師役に分かれて実施した。その結
果、教員によるデモンストレーションなしで学生同士で
演習を行っていた場合と比べ、看護師役の学生はスムー
ズに援助が実施でき、患者役の学生も実際に術後の患者
がドレーンやルート等によりどれだけ身体の動きが制限
されるのか、学ぶことができた。また、学生から「デモ
ンストレーションを見てイメージがついた」等の意見が
挙げられた。

9. 看護技術習得のためのシュミレーションモデルの
活用

2010年10月2011年2月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「応
用看護技術論：成人」（専門科目、2年次配当）、「看護
学演習Ⅰ」（専門科目、3年次配当）において、学生が実
践に近いかたちで技術が習得できるように心肺蘇生人形
や異物除去人形、吸引モデル等のモデルを活用した演習
を行った。学生は、心肺蘇生や異物除去、気管吸引の技
術を実際に人形を通して体験することで、自分ができた
技術とできなかった、あるいは不十分であった技術が明
確になり、今後の課題設定ができた。学生アンケートの
結果からは「実践に近いかたちで学べた」等の高評価が
得られた。

10. 学生による自己評価と教員、病棟スタッフによる
他者評価の活用

2009年10月2011年2月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「成
人看護学外科系実習」（専門科目、3年次配当）において
、術後患者に対するフィジカル・アセスメントと輸液施
行中の患者への清拭・寝衣交換の実施にあたって、学生
による自己評価表と教員または病棟スタッフによる他者
評価表を作成し、学生へのフィードバックの際に活用し
た。一人の学生につき実習前・中・後で各1回ずつ、計3
回評価を行った。その結果、他者評価を行う教員と病棟
スタッフ間の指導に対する共通認識が深まり、学生側で
は自己の課題が明確になり、実習前後で学生の技術の向
上がみられた。

11. ディスカッションの導入

2008年5月2010年8月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「成
人看護学総合実習」（専門科目、4年次配当）において、
クリティカル看護の分野における専門性、教育的機能、
マネジメント、継続看護について学ぶ目的で、日々テー
マを決め学生同士でディスカッションする時間を設定し
た。ICU、手術室の外回り・器械出し看護の専門性、クリ
ニカルラダーに沿った教育、人・物・時間・環境のマネ
ジメント、手術室・ICU・病棟・外来間での継続看護の実
際について学んだことをディスカッションすることで体
験の意味付けにとどまらず、学生同士で学びを共有でき
、臨床現場をみる視野が広がった。

12. 学内演習における小人数教育の実践

2008年4月2011年3月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「応
用看護技術論：成人」（専門科目、2年次配当）、「成人
看護技術論」（専門科目、3年次配当）、「看護学演習Ⅰ
」（専門科目、3年次配当）、「看護学演習ⅡB」（専門
科目、4年次配当）において実践した。学生2～5人のグル
ープに教員が1人つき、脳神経や眼・耳・鼻、呼吸器、循
環器、腹部のフィジカル・アセスメント、肝臓がんで腹
水の溜まった患者を事例とした寝衣交換等の技術指導を
行った。その結果、教員は学生一人一人の細かい手技ま
で確認でき、指導が行えた。学生は、気軽に教員に質問
でき、フィジカル・アセスメント能力および援助技術が
向上した。

13. フィジカル・アセスメント技術習得のための シミ 2008年10月2011年2月
ュレーションモデルの活用

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「成
人看護学外科系実習」（専門科目、3年次配当）において
、学生が術後の患者の状態をイメージし、適切な援助が
行えるように、フィジカル・アセスメントモデルを用い
た演習を臨地実習開始前に行った。創があり、ドレーン
やルートの挿入された術後患者を想定した演習を行うこ
とで、実際に術後の患者を受け持った際、学生のリアリ
ティショックが少なく、バイタルサインの測定や水分出
納の観察、アセスメント等がスムーズに行えた。

2 作成した教科書、教材
1. 慢性疾患患者への看護過程の展開事例

2017年5月

武庫川女子大学看護学部の准教授として担当の「成人看
護学実習（慢性期）」（専門科目、3年次配当）において
、実際に慢性疾患患者を受け持ち、看護過程を展開する
ため、その展開例として2型糖尿病患者の事例を取り上げ
、実習で用いる記録様式に患者の基礎情報、病態関連図
、情報の整理、アセスメント、統合と問題の抽出、看護
計画立案までの過程を示す資料を作成した。

2. 慢性期看護演習資料の作成

2017年4月

武庫川女子大学看護学部の准教授として担当の「成人看
護学Ⅱ（慢性期）」（専門科目、3年次配当）において、
慢性期にある患者を看護するにあたり必要な知識と技術
を正確に理解し、患者の療養生活をイメージしながら個
々の患者に必要な援助を考える力を養うために、授業で
使用する資料を作成した。
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2 作成した教科書、教材
3. 成人看護学実習（慢性期）の実習要項および記録
様式の作成

2017年3月

武庫川女子大学看護学部の准教授として担当の「成人看
護学実習（慢性期）」（専門科目、3年次配当）において
、学生が受け持ち患者の看護過程を展開するうえで使用
する記録様式とその記載例を作成した。また、本実習が
円滑に行えるように実習要項を作成した。

4. 健康教育の講義資料の作成

2015年10月

天理医療大学医療学部看護学科の講師として担当の「健
康支援方法論」（専門科目、4年次配当）において、健康
教育プログラムの実際として、PRECEDE-PROCEEDモデルを
用いた地域高齢者の口腔保健行動の把握から口腔ケアプ
ログラムの開発と評価について説明する資料を作成した
。

5. 慢性期看護学実習における記録様式および指導要
領の作成

2014年3月

天理医療大学医療学部看護学科の講師として担当の「共
通基盤看護学実習Ⅲ(セルフケアを支える看護）」（専門
科目、3年次配当）において、学生が受け持ち患者の看護
過程を展開するうえで使用する記録様式とその記載例を
作成した。また、本実習が円滑に行えるように担当教員
および臨地実習指導者向けの実習指導要領を作成した。

6. 慢性期看護の教材の作成

2013年3月

天理医療大学医療学部看護学科の講師として担当の「共
通基盤看護学実践論Ⅱ(セルフケアを支える看護）」（専
門科目、2年次配当）において、慢性病をもつ人と家族へ
の看護、肝機能障害を有する患者（主に肝硬変患者）の
看護、排泄機能障害を有する患者（主に慢性腎不全患者
）の看護、免疫機能障害を有する患者（主に関節リウマ
チ患者）の看護、認知・感覚・運動機能障害（主に脳血
管障害患者）の看護、がん総論、肺がん患者への看護の
授業で使用する資料を作成した。

7. 手術室看護の演習用教材の作成

2010年10月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「応
用看護技術論：成人」（専門科目、2年次配当）の中の「
手術中の看護」の演習で使用する教材を作成した。手術
室での手洗いやガウンテクニック、滅菌手袋の装着方法
について具体的な手順を示したチェックリストを作成し
、学生2人1組になり、1人の学生がチェックリストを読み
上げ、もう1人の学生がそれに沿って実施した。これによ
り、教員がその都度チェックし、指導を行わなくても、
個々の学生が手順通りに実施でき、また演習後に学生が
復習する際にも活用された。

8. 成人看護学実習における補助教材の作成

2009年10月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「成
人看護学外科系実習」（専門科目、3年次配当）、「成人
看護学総合実習」（専門科目、4年次配当）において、検
査データや手術記録のみかたがわからずに戸惑う学生が
多かったため、それらのみかたを図示したプリントを作
成した。これを活用したところ、それまでより学生がス
ムーズに短時間で記録からの情報収集が行えるようにな
った。また、学生から「記録にある一つ一つの項目の意
味やデータのみかたがわかった」等の意見が挙げられた
。

9. 実習指導マニュアルの作成

2008年5月

愛知県立大学看護学部看護学科の助教として担当の「成
人看護学外科系実習」（専門科目、3年次配当）、「成人
看護学総合実習」（専門科目、4年次配当）において、担
当する病棟（消化器外科病棟、手術室、ICU）の特徴を踏
まえ、それぞれの実習目標と対応させた学生指導を行う
際の具体的方法や内容を記述したマニュアルを作成した
。このマニュアルを作成することで、学生が実習目標を
達成するために具体的にどのような実習場面が活用でき
るのか、どのように人・物・時間を調整したらよいのか
が明確になり、その結果、学生の学習効果も高まった。

1. 武庫川女子大学大学院看護学研究科博士後期課程
における教育実践

2017年4月～現在

武庫川女子大学大学院看護学研究科博士後期課程の専任
教員（2017年4月から現在に至る）として、「看護エビデ
ンス特論」（共通教育科目、1年次配当）、「特別研究」
を担当した。

2. 武庫川女子大学看護学部における教育実践

2016年4月～現在

武庫川女子大学看護学部の専任教員（2016年4月から現在
に至るまで准教授）として、「初期演習（生活と看護）
」（基礎教育科目、1年次配当）、「成人看護学Ⅱ（慢性
期）」を担当した。

3. 武庫川女子大学看護学部の担任

2016年4月～現在

武庫川女子大学看護学部2期生のクラス担任として、前期
・後期の担任ガイダンスや学生との個別面談を通して、
大学生活における学習面・生活面の相談、助言を行って
いる。

4. 武庫川女子大学大学院看護学研究科修士課程にお
ける教育実践

2015年4月～現在

武庫川女子大学大学院看護学研究科の非常勤講師（2015
年4月から2016年3月）、専任教員（2016年4月から現在に
至る）として、「生涯発達看護学演習」（専門教育科目
、1年次配当）、「生涯発達看護学特論Ａ（成人慢性看護
学）」（専門教育科目、1年次配当）、「論理的思考論」
（共通教育科目、1年次配当）を担当した。

5. 天理医療大学医療学部看護学科のチューター

2014年4月2016年3月

天理医療大学医療学部看護学科において、毎年約20名の
学生のチューターを担当し、学習面や生活面の相談、助
言、指導を行った。

3 実務の経験を有する者についての特記事項

3

教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

3 実務の経験を有する者についての特記事項
6. 天理医療大学医療学部看護学科における教育実践

2012年4月2016年3月

天理医療大学医療学部看護学科の専任教員（2012年4月か
ら現在に至るまで講師）として、を「人間関係とコミュ
ニケ－ション」（総合基礎科目、1年次配当）、「実践基
礎論Ⅱ（生きていくしくみを支える看護方法）」（専門
科目、1年次配当）、「実践基礎看護学実習（生活を整え
る看護）」（専門科目、1年次配当）、「共通基盤看護学
実践論Ⅱ（セルフケアを支える看護）」（専門科目、2年
次配当）、「共通基盤看護学実習Ⅲ（セルフケアを支え
る看護）」（専門科目、3年次配当）、「共通基盤看護学
実習Ⅳ（急性期療養過程を支える看護）」（専門科目、3
年次配当）、「健康支援方法論」（専門科目、4年次配当
）、「看護実践能力の探求」（専門科目、4年次配当）「
総合実習」（専門科目、4年次配当）を担当した。

7. 愛知県立大学看護実践センター看護研究セミナー
「看護研究個別指導」講師

2010年9月2011年3月

看護職者の研究活動を支援する目的で企画された愛知県
立大学看護実践センターの「看護研究個別指導」におい
て、実際に勤務先の病院で看護研究を行う手術室看護師
に対して、本人が立てた研究計画をもとに研究目的の明
確化、研究方法の検討、データ収集と分析等、プロセス
に沿って個別指導を行った。

8. 看護教員看護教育学研修会「看護のフィジカルア
セスメント」講師

2009年8月2010年8月

愛知県下の看護教員や看護職員を対象に教育の場や臨床
の場にいる看護職者のフィジカル・アセスメント能力の
向上を目標とした研修会に講師として参加し、脳神経系
および呼吸器のフィジカル・アセスメントの演習指導を
担当した。参加者2人1組になり、患者役・看護師役を交
代で実施した。一人の実施に時間をかけ、患者役・看護
師役の両方を実際に行うことで、視神経、顔面神経、三
叉神経、舌咽神経などの脳神経の診査技術、肺の位置の
確認、肺の打診、胸郭の触診、肺の聴診などの技術が習
得された。

9. 愛知県立大学看護学部看護学科における教育実践

2008年4月2011年3月

愛知県立大学看護学部看護学科の専任助教として、「成
人看護技術論」（専門科目、3年次配当）、「成人看護学
外科系実習」（専門科目、3年次配当）、「成人看護学総
合実習」（専門科目、4年次配当）、「看護学演習Ⅰ」（
専門科目、3年次配当）、「看護学演習ⅡB」（専門科目
、4年次配当）、「応用看護技術論：成人」（専門科目、
2年次配当）を担当した。

10. 京都大学医学部保健学科における教育実践

2007年4月2008年3月

京都大学医学部保健学科看護学専攻の非常勤講師として
担当の「成人看護学急性期実習」（専門科目、3年次配当
）において、患者に対する手術侵襲の影響、および侵襲
からの身体的、心理的回復を促進する看護の理解と実践
ができることを到達目標とし、主に眼科、耳鼻咽喉科領
域の看護過程の展開や術後患者の観察・援助についての
実習指導を行った。学生が受け持った眼科、耳鼻咽喉科
で手術を受ける患者は比較的、手術時間、また在院日数
も短い患者が多かったが、手術による侵襲だけでなく、
局所・全身麻酔による影響についても学び、退院に向け
た患者指導等も実践できた。

11. 「難病等在宅療養者への食生活支援研修会」での
講演

2005年6月

神経難病などで在宅で療養する方々への食生活支援のあ
りかたについて検討するために開催された、大阪府北河
内７市の医療介護施設に勤務する栄養士、看護師、保健
師らを対象とした研修会の場で、本人がこれまで行った
、在宅静脈栄養法施行患者のQOLに関する研究の成果につ
いて発表し、食生活支援のありかたについて講演した。
講演後の参加者へのアンケートから、「静脈栄養法を特
別な行為と思わずに日常生活における普段の行為として
行いたい」といった療養者が望む声が聴けてよかったな
どの意見が寄せられた。

12. 京都府立医科大学付属病院での実習生への指導

2004年5月2006年2月

京都府立医科大学付属病院で勤務していた消化器外科病
棟において、「成人看護学外科系実習」（専門科目、3年
次配当）の実習生2名に対して、胃がん、大腸がんで手術
を受ける患者を実習生の受け持ち患者として、手術前、
後の観察やバイタルサインの測定、離床や清拭・寝衣交
換等の援助の指導を行った。患者の状態の報告の場面で
は、観察したことだけでなく、それを踏まえたアセスメ
ントについても報告するように指導したところ、徐々に
実習生が自分の考えや援助の方向性を発言するようにな
り、最終レポートでは実習体験を踏まえた学びについて
論理的に述べられていた。

4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

1 資格、免許
1. 保健婦免許

2001年4月1日

2. 看護婦免許

2001年4月1日

2 特許等
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概要

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. ジャーナル編集委員としての活動

2017年4月～現在

武庫川女子大学看護学ジャーナル編集員として、規程や
申し合わせ、原稿執筆要項などの見直し、投稿論文の確
認と査読者の検討などを行った。

2. 臨地実習委員会委員としての活動

2016年4月～現在

武庫川女子大学看護学部の臨地実習委員として、新入生
への抗体価検査の企画・調整・実施・結果報告、ワクチ
ン接種の勧奨などの感染対策を主に担当した。

3. 自己評価委員会担当としての活動

2016年4月～現在

武庫川女子大学の自己評価委員会の担当として、看護学
部・看護学研究科の開学以降（2015年度～）の自己評価
報告書原案を作成した。また、各委員会・担当の活動報
告の取りまとめを行った。

4. 自己点検評価実施委員会委員としての活動

2015年4月2016年3月

天理医療大学の自己点検評価実施委員会の委員として、2
014年度年報の作成に向け、大学や教員の教育活動や委員
会活動、社会貢献等について評価し、原稿を作成した。
主に初年次教育、宣誓式、社会貢献、内部質保証に関す
る章や節、項目を担当し、原稿を作成した。

5. 宣誓式実行プロジェクト委員としての活動

2015年4月2016年3月

天理医療大学の宣誓式実行プロジェクトの委員として、
看護学科2回生後期に学生が看護への思いを一つにし、立
派な看護師へと成長することを誓約することを目的に開
学時より行われている看護宣誓式の運営、実施、評価に
携わった。学生同士で話し合い、運営の係りやメンバー
を決め、具体的な内容について検討するように促すとと
もに、当日に向けてのリハーサルの立会い、助言を行っ
た。終了後は次年度の宣誓式に向けて改善点や継続すべ
き点について委員で話し合った。

6. 公開講演会実行プロジェクト委員としての活動

2014年4月2016年3月

天理医療大学の公開講演会実行プロジェクトの委員とし
て、年に1回、学内の教職員および学生だけでなく他大学
の学生、医療従事者など広く一般に公開される講演会の
企画、運営、評価を行った。2015年度は特に参加者に配
布するアンケートの作成、準備、集計、評価を担当した
。

7. 教員・教育組織能力開発委員会委員としての活動

2014年4月2015年3月

天理医療大学の教員・教育組織能力開発委員会の委員と
して、学期ごとに実施される学生の授業評価の結果を受
け、各科目の担当教員が自らの授業を振り返り、今後の
改善策等を記載する教員所見の取りまとめと集計、自由
記述欄の分類と要約を行った。また、年度末には学内教
員向けのFD活動としてワークショップを企画、実施した
。

8. チューター会議委員としての活動

2014年4月2016年3月

天理医療大学のチューター会議の委員として、2014年度
は看護学科1回生15名、2015年度は看護学科2回生16名の
チューターを担当し、各年の年度初めと前期試験前、後
期試験前の計3回、学生との個別面接を実施し、学業や生
活上での悩みや困難がないか確認し、相談や助言を行っ
た。また、各学期の試験終了後、所定の単位以上再試験
科目がある学生と個別面接を実施し、再試験に向けての
学習計画や取り組み状況の確認を行った。さらに、年2回
開催されるチューター全体会議および年3回開催される各
学科の学年ごとのチューター会議に参加し、担当する学
生の状況について報告し、問題点や解決策についてチュ
ーター同士で話し合った。

9. 図書委員会委員としての活動

2012年4月2016年3月

天理医療大学の図書委員会の委員として、2011年度は主
に、図書館に導入するデータベースの検討や蔵書希望図
書の取りまとめを行った。
2012年度は図書の廃棄に関する細則の作成に携わるとと
もに、廃棄対象図書の選定を行った。
2013年度以降は蔵書希望図書の選定と取りまとめ、図書
委員会に係る規定や細則の見直しを行った。

10. 研究委員会委員としての活動

2012年4月2015年3月

天理医療大学の研究委員会の委員として、2011年度は紀
要規定および原稿の執筆要項の作成、公募から査読・編
集・発行に至るまでのスケジュール案の作成を行った。
また、学内の倫理委員会および研究実施施設の倫理委員
会の審査を受けるにあたっての手続きをまとめたマニュ
アルを作成し、学内教員へ配布した。
2012年度は、学内教員を対象とした科学研究費獲得支援
プロジェクトを企画するとともに、その中で獲得に向け
た自らの体験談を発表した。また、看護に関わる民間の
研究助成について調べ、一覧にして学内教員へ配信した
。
2014年度は、学内教員向けに研究活動を推進するための
リトリート・キックオフプログラムの企画、実施を担当
した。

11. 入試委員会委員としての活動

2011年4月2012年3月

天理医療大学設立準備室の入試委員会の委員として、看
護学科の推薦入試および一般入試の実施マニュアルの作
成、事前の教職員を対象とした説明会の実施、必要物品
の準備・確認を行った。入試当日は、グループ・ディス
カッションの面接員、個人面接の誘導員を担当した。ま
た、入試終了後、担当教員で会議を開き、改善を要する
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職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

3 実務の経験を有する者についての特記事項
点とその解決策を検討し、その結果を踏まえ、次の入試
に向け、実施マニュアルの追加修正を行った。
12. 教務委員会委員としての活動

2011年4月2012年3月

天理医療大学設立準備室の教務委員会の委員として、進
級規定や既修得単位の認定規定などの履修規定（案）の
作成に携わるとともに、学生向けの履修ガイドの原稿の
作成と校正を行った。
また、2012年度開講科目で使用する教科書の取りまとめ
を行った。
さらに、新入生を対象とした入学直後の基礎学力を評価
するための力試し試験の企画と実施を担当した。

13. 学生委員会委員としての活動

2008年4月2011年3月

愛知県立大学看護学部の学生委員会の委員として、学生
生活にかかわる手引きの見直し、新入生オリエンテーシ
ョン合宿の企画・運営、父兄のキャンパス見学の案内な
どを行った。また、健康管理担当として学部生と大学院
生の健康診断の運営、卒業式などの救護係、実習におけ
る感染予防策および感染症、感染・汚染の機会を有する
事故発生時の対応策の検討を行った。
また、2008年度は進路支援委員を兼ね、学部生の国家試
験対策の説明、就職・大学院への進学の相談などにあた
った。

1. 日本看護科学学会学術論文奨励賞受賞

2013年12月1日

「クローン病患者への食事指導プログラムの開発と有効
性の検証」論文に対して

2. 日本看護研究学会奨励賞受賞

2012年7月1日

「クローン病者の食生活体験のプロセス」論文に対して

4 その他

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 基礎と臨床がつながる疾患別看護 共
過程 PART2

2017年9月

学研メディカル秀潤社

クローン病の原因や症状、治療、一般的な経過につ
いて解説した上で、腸閉塞を起こした患者を事例と
して、情報収集からアセスメント、看護問題の抽出
と絞り込み、看護計画の立案、評価までの一連の看
護過程の展開について解説した。

2. 基礎と臨床がつながる疾患別看護 共
過程

2015年9月

学研メディカル秀潤社

潰瘍性大腸炎の原因や症状、治療、一般的な経過に
ついて解説した上で、肛門部に皮膚障害のある患者
を事例として、情報収集からアセスメント、看護問
題の抽出と絞り込み、看護計画の立案、評価までの
一連の看護過程の展開について解説した。

1. クローン病者の食生活体験に関す 単
る研究

2008年3月

大阪大学大学院医学系
研究科

クローン病者の食生活体験に焦点を当て、病者が発
病後、処方された食事療法にどのように対応してい
るのか、食事を通じた他者との関わりの中で、どの
ような問題を抱え、それにどう対応してきたのかを
明らかにすることを目的にGrounded Theory Approac
hを用いて寛解期にあり在宅で生活している成人クロ
ーン病者17名に半構造化面接を行い、データを分析
、論文としてまとめた。結果、病者が食事制限と食
欲との狭間で、標準的な食事療法から試行錯誤しな
がら自分に合った食生活スタイルを見出すプロセス
が明らかになった。

2. 在宅静脈栄養法施行患者のQuali 単
ty of Lifeに関連する要因の分析

2003年3月

大阪大学大学院医学系
研究科

在宅静脈栄養法(HPN)施行患者のQOLには身体・心理
・社会的要因が影響を及ぼすものと考え、QOLにプラ
スまたはマイナスに働くと考えられる変数を選択し
因果モデルを考案した。この因果モデルをデータに
基づいて検証することを目的に、HPN施行患者27名に
質問紙調査を実施した。結果、自覚症状が多くなる
と不安感が増強し、それがQOLを低下させる方向に影
響した。また、活動レベルが良好なことは、自尊心
を高め、高い自尊心は仕事への復帰を促し、それがQ
OLを高める方向に影響した。

1. Effectiveness of a dietary sup 単
port program based on behavior
analysis approach for patient
s with Crohn disease(査読付）

2017年5月

Gastroenterology Nurs クローン病患者の寛解維持と食事満足度向上に繋が
ing, 40(3), 229-238
る食行動の形成，維持に至るまでの行動変容を導く
ため，行動分析学的アプローチを組み込んだ食事指
導プログラムを開発し，単一グループ前後比較デザ
インのもと介入研究を行った．参加者13名中11名が
プログラムの終了まで参加し，介入により試し体験
行動の頻度が増加したのは9名であり，7名がフォロ
ーアップ期においても行動を維持していた．疾患が
増悪した者はおらず，7名に食事満足度の向上がみら
れたことから，本プログラムが患者の寛解維持と食
事満足度向上に有効であることが示された．

2. クローン病患者の運動の捉え方と 共
影響要因の検討（査読付）

2017年3月

日本難病看護学会誌， クローン病患者にとって運動がどのような効果があ
第21巻第3号，P.181-19 るのか、患者と運動との間にどのような影響因子が
3
あるのかを明らかにするために、アンケートの自由

2 学位論文

3 学術論文
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3 学術論文
記載欄に回答のあった103名の記述をコード化し内容
分析を行った。結果、運動の効果としては体力の向
上と体調維持があり、運動の影響因子としては発病
前の運動習慣や運動強度などがあった。
本人担当部分：計画立案を担当。
共同発表者：藤本悠、水野光、瀬戸奈津子、布谷麻
耶、、市川奈央子、清水安子
3. 炎症性腸疾患患者の生物学的治療 共
選択に関する意思決定プロセス（
査読付）

2016年12月

日本看護科学会誌，36
巻，P.121-129

4. 進行期卵巣がんの妻と療養を共に 共
した壮年期配偶者の体験－2人の
遺族の分析－（査読付）

2015年3月

天理医療大学紀要，3(1 進行期卵巣がん患者の療養過程における壮年期配偶
)，16-24.
者の体験を明らかにすることを目的に、2名の遺族を
対象に半構造化面接を行い、データを質的に分析し
た。結果、卵巣がんの診断から死まで妻が生きるこ
とを支え続ける配偶者の体験が明らかになるととも
に、配偶者への長期的な支援の必要性が示唆された
。
本人担当部分：計画立案、データ分析、結果のまと
めを担当。
共同発表者：松井利江、福田陽子、布谷麻耶

5. 炎症性腸疾患患者を対象としたセ 単
ルフマネジメント介入の研究動向
（査読付）

2014年12月

日本難病看護学会誌,
炎症性腸疾患患者のセルフマネジメントに焦点を当
第19巻第2号, P.201-21 てた介入研究の研究動向、介入効果や今後の課題に
1
ついて明らかにすることを目的として、32件の英語
文献を分析した。結果、ここ10数年で本テーマに関
する研究が増加していた。疾患に関する知識の習得
や向上はいずれの介入でも効果がみられたが、知識
の習得が患者のQOLや身体・心理的健康状態の改善に
は繋がっておらず、患者教育のあり方を見直す必要
性が示唆された。

6. 静脈血採血技術を修得するための 共
新人看護職員を対象とした集合研
修の評価（査読付）

2013年1月

天理医療大学紀要, 第1 新人看護職員と実地指導者が各々の課題を明確にす
巻第1号, P.11-21
ることを目標に、新人看護職員研修の一環として企
画した静脈血採血技術の集合研修を両者の視点から
評価することを目的に、自由記載による振り返り用
紙の記述内容を質的に分析した。結果、新人看護職
員は手技の未熟さ、患者への配慮不足といった実践
上の課題を見出しており、実地指導者は不十分な個
別指導、指導することに対する気負いや緊張といっ
た指導上の課題を見出していた。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共著者名：布谷麻耶、石田寿子、有田秀子、川口ち
づる、岡田三枝、高田幸恵、森継知恵美、有田清子

7. クローン病患者への食事指導プロ 共
グラムの開発と有効性の検証（査
読付）

2012年9月

日本看護科学会誌, 第3 クローン病患者の寛解維持と食事満足度の向上を目
2巻第3号, P.74-84
的に食事指導プログラムを開発し、ランダム化比較
デザインのもとその有効性を検証した。結果、プロ
グラムを適用した介入群において、試し体験行動が
有意に増加した。疾患の増悪はなく、食事満足度に
有意な変化はなかった。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共著者名：布谷麻耶、鎌倉やよい、深田順子、熊澤
友紀

8. 地域高齢者における保健行動に関 共
連した自己制御尺度の開発（査読
付）

2012年9月

日本看護科学会誌, 第3 地域高齢者の保健行動に関連する自己制御力を評価
2巻第3号, P.85-95
する尺度を開発することを目的に、地域高齢者1,883
名を対象に質問紙調査を郵送法で実施した。さらに
、地域高齢者38名に対し、歯磨き行動を維持するプ
ログラムに１ヵ月間参加することを求め、介入前と
その1.5ヵ月後に尺度を用いて調査した。結果、自己
制御尺度の妥当性と信頼性が確認された。
本人担当部分：データ収集を担当。
共著者名：深田順子、鎌倉やよい、坂上貴之、百瀬
由美子、布谷麻耶、藤野あゆみ、横矢ゆかり

9. クローン病者がウェブ上で闘病記 単
を綴ることの意味（査読付）

2012年12月

日本難病看護学会誌,
クローン病者がウェブ上で綴り、公開している闘病
第17巻第2号, P.151-16 記の実態を明らかにし、病者にとって闘病記が持つ
2
意味について考察することを目的に、162件のブログ
による闘病記について分析した。結果、ウェブ上で
綴る闘病記には、読者とのコミュニケーションツー
ル、同病者との交流の場、健康状態のモニタリング
ツールとしての意味が見出され、臨床の場を越えた
看護支援の可能性が示唆された。

10. PRECEDE-PROCEEDモデルを用いた 共
地域高齢者における口腔保健行動

2011年9月

日本摂食・嚥下リハビ 高齢者が自律的に実行できる口腔ケアプログラムの
リテーション学会雑誌, 開発を目指し、PRECEDE-PROCEEDモデルを用いた口腔

7

炎症性腸疾患患者の生物学的治療選択に関する意思
決定プロセスを明らかにすることを目的に、Grounde
d theory approachを用いて、寛解期にある20名の患
者に半構造化面接を行い、継続比較分析を行った。
結果、患者の意思決定プロセスとして「症状軽減を
狙った賭けに出るか否か」というコアカテゴリーが
抽出され、患者が治療に伴う利害にどのように重き
を置くかによって、治療選択の決断が異なることが
示された。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共同発表者：布谷麻耶、鈴木純恵
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に関連する評価尺度の開発（査読
付）

第15巻第2号, P.199-2 保健行動に関連する評価尺度を開発することを目的
08
に、地域高齢者および同居家族を対象に質問紙調査
を郵送法で実施した。分析対象は803名で、因子分析
等の結果、口腔保健行動に関連する尺度41項目のう
ち25項目が選定された。PRECEDEモデルとの適合度は
、GFI0.866、AGFI0.837を示し、内的整合性を示すα
係数は尺度全体で0.773であり、評価尺度の妥当性と
信頼性は許容範囲であることが確認された。
本人担当部分：計画立案、データ収集を担当。
共著者名：深田順子、鎌倉やよい、百瀬由美子、吹
田（布谷）麻耶、藤野あゆみ、横矢ゆかり、坂上貴
之

11. 周術期患者に対する寝衣交換技術 共
の向上を目指した教育実践（査読
付）

2011年12月

愛知県立大学看護学部 術後疼痛があり輸液・カテーテル類が挿入されてい
紀要, 第17巻第1号, P. る患者の寝衣交換ができることを目指して、従来の
25-32
教育方法に加えて寝衣交換に対する学生による自己
評価及び教員等による他者評価を形成的に実施し、
その効果を学修達成度から明らかにした。結果、学
修達成度が「非常に・大体当てはまる」と自己評価
した割合が75％以上の項目は、学内演習では9項目、
術後患者に初めて寝衣交換を実施した際では0項目、
実習終了時では19項目となり、この教育方法の有効
性が示唆された。
本人担当部分：計画立案、データ収集、分析までを
担当。
共著者名：深田順子、熊澤友紀、鎌倉やよい、布谷
麻耶、榊原由美子、鶴田淳一、山田佳代子、兵藤千
草

12. 地域高齢者の口腔保健行動－PREC 共
EDE-PROCEEDモデルを用いた類型
化－（査読付）

2010年3月

身体教育医学研究, 第1 高齢者が主体的・自律的に取り組むことができる口
1巻第1号, P.27-35
腔ケアプログラムの開発を目指し、その第一段階と
してヘルスプロモーションの観点から高齢者自身が
行っている口腔保健行動の現状を質的に明らかにす
ることを目的にシニアクラブに所属する高齢者を対
象にフォーカス・グループ・インタビューを行った
。得られたデータをPRECEDEモデルを基に分類と抽象
化を行い、介入の視点を検討した。
本人担当部分：計画立案、データ収集、分析、論文
執筆までを担当。
共著者：吹田（布谷）麻耶、百瀬由美子、深田順子
、森本紗磨美、横矢ゆかり、藤野あゆみ、坂上貴之
、鎌倉やよい

13. 看護基礎教育における周術期の臨 共
床判断力の向上を目指した教育実
践（査読付）

2010年12月

愛知県立大学看護学部 周術期患者に対するフィジカル・アセスメントに基
紀要, 第16巻第1号, P. づいた判断力の向上を目指して、実習におけるフィ
31-39
ジカル・アセスメント技術に対し学生による自己評
価と教員等にによる他者評価を実施し、その効果を
学修達成度から明らかにした。結果、学修達成度が
「非常に・大体当てはまる」の割合が自己・他者評
価とも75％以上の項目は、実習初日の学内演習では8
項目、臨地実習では9項目、実習終了時では24項目と
なり、この教育方法の有効性が示唆された。
本人担当部分：計画立案、データ収集、分析までを
担当。
共著者名：深田順子、熊澤友紀、吹田（布谷）麻耶
、鎌倉やよい、竹内麻純、鈴木さおり、兵藤千草

14. クローン病者の食生活体験のプロ 共
セス（査読付）

2009年12月

日本看護研究学会雑誌, クローン病者の食事を通じた他者との関わりの体験
第32巻第5号, P.19-28 を明らかにすることを目的にGrounded Theory Appro
achを用いて、成人クローン病者17名に半構造化面接
を行い、データを分析した。結果、病者の食事を通
じた他者との関わりの体験は、病者が発病後、他者
との食事の場で身近な者と美味しさを分かち合えな
い、食事を共にする相手に気を遣われるなどの心的
負担感を感じながらも、試行錯誤しながら自分なり
の対処法を見出し、確立していくプロセスが明らか
になった。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共著者：吹田（布谷）麻耶、鈴木純恵

15. クローン病者のQOL研究の現況－1 共
996～2005年－（査読付）

2007年12月

日本看護研究学会雑誌, クローン病者への看護の質向上に向け、今後必要と
第30巻第5号, P.77-82 される研究について検討することを目的に、クロー
ン病者のQOLに関する過去10年間の国内外の文献141
件を対象とし、研究方法と内容について分析した。
結果、このテーマに関する研究は増加傾向にあり、
量的研究が9割以上を占め、データ収集法は既存の尺
度を用いた質問紙法が6割を占めていた。さらに、研
究内容はQOLの尺度開発に関する研究、QOLの影響要
因に関する研究など7種類に分類された。
本人担当部分：文献収集から分析、論文執筆まです
べて担当。
共著者：吹田（布谷）麻耶、鈴木純恵

16. クローン病者の食事を通じた他者 共
との関わりの体験（査読付）

2007年12月

日本難病看護学会誌,
クローン病者の食事を通じた他者との関わりの体験
第12巻第2号, P.147-15 を明らかにすることを目的にGrounded Theory Appro
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17. 在宅静脈栄養法施行患者のQualit 共
y of Lifeに関連する要因の分析
（査読付）

achを用いて、成人クローン病者17名に半構造化面接
を行い、データを分析した。結果、病者の食事を通
じた他者との関わりの体験は、病者が発病後、他者
との食事の場で身近な者と美味しさを分かち合えな
い、食事を共にする相手に気を遣われるなどの心的
負担感を感じながらも、試行錯誤しながら自分なり
の対処法を見出し、確立していくプロセスが明らか
になった。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共著者：吹田（布谷）麻耶、鈴木純恵

2004年4月

日本看護研究学会雑誌, 在宅静脈栄養法(HPN)施行患者のQOLには身体・心理
第27巻第1号, P.107-1 ・社会的要因が影響を及ぼすものと考え、QOLにプラ
13
スまたはマイナスに働くと考えられる変数を選択し
因果モデルを考案した。この因果モデルをデータに
基づいて検証することを目的に、HPN施行患者27名に
質問紙調査を実施した。結果、自覚症状が多くなる
と不安感が増強し、それがQOLを低下させる方向に影
響した。また、活動レベルが良好なことは、自尊心
を高め、高い自尊心は仕事への復帰を促し、それがQ
OLを高める方向に影響した。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共著者：吹田（布谷）麻耶、高木洋治

1. 小児科に通院している20歳以上の 共
1型糖尿病患者の移行期医療に対
する思い

2017年9月1
日

第48回日本看護学会慢
性期看護学術集会（於
神戸ポートピアホテル
）

小児期に1型糖尿病を発症し20歳を超えて小児科通院
する患者の移行期医療に対する思いを明らかにする
ために、自記式質問紙調査を行い、自由記載欄への
回答を質的に分析した。結果、回答者の多くは診療
科が変わることへの不安から主治医の変更を伴う転
科を望んでおらず、小児科主治医による治療継続を
希望していた。
本人担当部分：研究の全過程を担当
共同発表者：江尻加奈子、布谷麻耶、川端京子

2. 慢性創傷患者における創傷処置時 共
の疼痛緩和を目指してー痛みを我
慢している患者に焦点を当ててー

2017年9月1
日

第48回日本看護学会慢
性期看護学術集会（於
神戸ポートピアホテル
）

慢性創傷患者の処置時の疼痛を緩和するための方法
を見出すために、創傷処置時の疼痛要因、疼痛状況
、処置内容、鎮痛剤の使用状況を調査した。結果、
対象者15名中11名が処置時に痛みを我慢しており、
処置前の鎮痛剤使用率は36.4%と低く、適切なタイミ
ングでの薬理的介入と個々の疼痛要因へ配慮する必
要性が示唆された。
本人担当部分：研究の全過程を担当
共同発表者：種村智香、宮本摂、布谷麻耶、川端京
子

3. 小児科に通院している20歳以上の 共
1型糖尿病患者の医療費に対する
負担感ー自記式質問紙の自由記載
よりー

2017年7月16 第23回日本小児・思春
日
期糖尿病研究会年次学
術集会（於品川グラン
ドセントラルタワー）

小児期に1型糖尿病を発症し20歳を超えて小児科通院
する患者の医療費に対する思いを明らかにするため
に、自記式質問紙調査を行い、自由記載欄への回答
を質的に分析した。29名の回答を分析した結果、収
入に対する医療費の割合の高さや医療費負担による
インスリン治療法の選択の制限などの意見がみられ
た。
本人担当部分：研究の全過程を担当
共同発表者：江尻加奈子、布谷麻耶、川端京子

4. 小児科外来に通院する20歳以上の 共
1型糖尿病患者の移行期医療に向
けた準備状況

2017年5月20 第60日本糖尿病学会年
日
次学術集会（於名古屋
）

小児科外来に継続して通院する20歳以上の1型糖尿病
患者の移行期医療に対する患者自身の準備状況を把
握するために、自己管理状況の達成度と移行期医療
に関する要望や意見を問う質問紙調査を実施した。6
7名の回答を分析した結果、患者自身の1型糖尿病の
自己管理状況の達成度は高かったが、HbA1cの目標達
成状況は3割程度であった。
本人担当部分：研究の全過程を担当
共同発表者：江尻加奈子、布谷麻耶、川端京子

5. 慢性創傷患者における疼痛の質的 共
評価 ｰ日本語版Short-Form McGil
l PainQuestionnaire-2 を用いて
ｰ

2017年3月24 第15回日本フットケア
日
学会年次学術集会（於
岡山）

慢性創傷患者を対象に、日本語版Short-Form McGill
Pain Questionnaire-2（SF-MPQ-2）を用いて、平常
時の状態での疼痛の質的評価を行った。結果、対象
者は、平常時より持続的な痛みの性質が強い複雑な
疼痛を抱えていた。また、痛みの強い対象者では、
侵害受容性慢性疼痛、神経障害性疼痛に関連した痛
覚過敏やアロディニアの徴候が認められた。
本人担当部分：研究の全過程を担当
共同発表者：種村智香、宮本摂、布谷麻耶、川端京
子

6. 化学療法を受ける壮年期婦人科が 共
ん患者の配偶者へのケアモデル案
の作成と評価

2016年8月28 日本家族看護学会学術
日
集会（於山形）

化学療法を受ける壮年期婦人科がん患者の配偶者に
対するケアモデル案を作成し、その評価を行うこと
を目的に、まず国内外の文献検討を行い、33件を選
択した。これらの論文結果および著者らの先行研究

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表
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結果から、配偶者のケアに関する内容を抽出し、意
味内容に応じてカテゴリ化し、ケアモデルの構成要
素としてケアモデル案を作成した。次に、がん診療
拠点病院の婦人科病棟に勤務する看護師を対象にグ
ループインタビューを行い、ケアモデル案の妥当性
と実用性を評価した。結果、ケアモデル案の内容の
妥当性は認められたものの、配偶者に関わる機会の
少なさが障壁となり、配偶者へ直接介入するケア項
目の実践は困難なことが明らかとなった。
本人担当部分：計画立案、データ分析、結果のまと
めを担当。
共同発表者：松井利江、福田陽子、布谷麻耶、片岡
純、小林珠美
7. クローン病患者の疾患と運動の関 共
連についての検討；自由記載の質
的研究

2016年8月27 第21回日本難病看護学
日
会学術集会（於北海道
医療大学当別キャンパ
ス）

クローン病患者の疾患と運動の関連について検討す
ることを目的に、専門クリニックに通院するクロー
ン病患者に無記名自記式アンケート調査を行い、自
由記載欄の記述内容を質的帰納的に分析した。結果
、患者の考える運動の効果と運動の促進・阻害因子
が明らかになった。
本人担当部分：計画立案を担当。
共同発表者：藤本悠、水野光、瀬戸奈津子、布谷麻
耶、、市川奈央子、清水安子

8. 潰瘍性大腸炎患者の補完代替医療 単
選択に関する意思決定

2016年8月27 第21回日本難病看護学
日
会学術集会（於北海道
医療大学当別キャンパ
ス）

潰瘍性大腸炎患者の補完代替医療を用いるか否かの
意思決定プロセスを明らかにすることを目的に、Gro
unded Theory Approachを用いて、寛解期にある患者
14名に半構造化面接を行い、継続比較分析を行った
。結果、患者が補完代替医療を用いるか否かの意思
決定プロセスは、「体調の良し悪し」の判断を起点
とし、「セルフコントロール欲求と不信とのバラン
ス」をいかにとるかに依っており、このバランスに
は「他者からの影響」と「補完代替医療の実行可能
性」が影響していた。

9. クローン病患者の運動習慣につい 共
ての実態調査

2016年7月10 第7回日本炎症性腸疾患 クローン病患者の運動習慣を明らかにし、症状と運
日
学会学術集会（於国立 動習慣との関連性を検討することを目的に、アンケ
京都国際会館）
ートによる横断的調査を実施した。205部アンケート
を配布し、196部の有効回答が得られた。運動群97名
と非運動群98名を比較した結果、食欲の低下、腹痛
、発熱の3項目において運動群が非運動群より有意に
症状が少なかった。
本人担当部分：計画立案を担当。
共同発表者：水野光、瀬戸奈津子、布谷麻耶、藤本
悠、市川奈央子、清水安子、阪上佳誉子、伊藤裕章

10. 卵巣がんの妻と死別した高齢配偶 共
者のSpiritual Needs

2015年9月6
日

日本家族看護学会第22
回学術集会（於国際医
療福祉大学小田原保健
医療学部）

卵巣がんの妻と死別した高齢配偶者が抱くSpiritual
Needs を配偶者の語りから抽出することを目的に、
配偶者2名に半構造化面接を行い、得られたデータを
質的に分析した。結果、「家族の健康を守りたい」
「常に一緒にいたい」等の高齢配偶者が抱く5つのSp
iritual Needs が抽出された。
本人担当部分：計画立案、データ分析、結果のまと
めを担当。
共同発表者：福田陽子、松井利江、布谷麻耶

11. 化学療法を受ける壮年期婦人科が 共
ん患者の配偶者が体験する困難と
対処

2015年9月6
日

日本家族看護学会第22
回学術集会（於国際医
療福祉大学小田原保健
医療学部）

化学療法を受ける壮年期婦人科がん患者の配偶者が
体験している困難と対処を明らかにすることを目的
に、配偶者10名に半構造化面接を行い、得られたデ
ータを質的に分析した。結果、配偶者が抱える7つの
困難と9つの対処法が明らかになり、時間経過ととも
に現れる困難と対処法は異なっていた。
本人担当部分：計画立案、データ分析、結果のまと
めを担当。
共同発表者：松井利江、福田陽子、布谷麻耶、片岡
純

12. クローン病者への行動分析学的ア 単
プローチに基づく食事指導プログ
ラムの効果

2015年7月25 第20回日本難病看護学 クローン病者が症状の寛解を維持し、かつ食事満足
日
会学術集会（於東京都 度が向上することを目的に開発した食事指導プログ
大田区産業プラザPIO） ラムに、病者の試し体験行動の形成から維持に至る
までの行動変容を導くため、行動分析学的アプロー
チを基に修正を加え、その効果を検証した。結果、
修正プログラムは、病者が病状を維持したまま試し
体験行動を増加、継続するのに有効であり、食事満
足度を向上させる効果も示された。

13. 炎症性腸疾患患者を対象としたセ 単
ルフマネジメント介入の研究動向

2014年8月30 第19回日本難病看護学
日
会学術集会（於広島国
際大学呉キャンパス）
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炎症性腸疾患患者のセルフマネジメントに焦点を当
てた介入研究の研究動向、介入効果や今後の課題に
ついて明らかにすることを目的として、32件の英語
文献を分析した。結果、ここ10数年で本テーマに関
する研究が増加していた。疾患に関する知識の習得
や向上はいずれの介入でも効果がみられたが、知識
の習得が患者のQOLや身体・心理的健康状態の改善に
は繋がっておらず、患者教育のあり方を見直す必要
性が示唆された。
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14. 「悪化した病状を抱えて生存する 共
時期」における卵巣がん患者の配
偶者の体験―遺族の語りからの分
析―

2014年11月1 第38回日本死の臨床研
日
究会年次大会（於別府
国際コンベンションセ
ンタービーコンプラザ
）

卵巣がん患者が「悪化した病状を抱えて生存する時
期」における配偶者の体験を明らかにすることを目
的に、配偶者（遺族）3名に半構造化面接を行い、得
られたデータを質的に分析した。結果、配偶者は、
「少しでも長く妻に生きていてほしい」という願い
を軸に、「妻の死を意識する自分と向き合う」こと
をしながら、「改めて夫婦であることを見つめる」
ことを繰り返し、変化していく妻の病状に対応して
「生活を再編する」体験をしていた。
本人担当部分：計画立案、データ分析、結果のまと
めを担当。
共同発表者：松井利江、福田陽子、布谷麻耶

15. 卵巣がん患者の配偶者が語る体験 共
プロセスから見出されたもの

2013年11月1 第37回日本死の臨床研
日
究会年次大会（於くに
びきメッセ）

卵巣がん患者の療養過程における配偶者の心理プロ
セスを明らかにすることを目的に、配偶者（遺族）3
名に半構造化面接を行い、得られたデータを質的に
分析した。結果、化学療法の効果が得られなくなっ
た時期に夫は妻の病状の変化を感じ取り、化学療法
に代わる新たな治療法を模索していた。また、病状
の悪化する妻を支えることに専念するため、夫また
は子供が仕事を辞めていた。さらに、夫は身内や親
しい医療関係者に相談して問題解決に取り組んでい
た。
本人担当部分：計画立案、データ分析、結果のまと
めを担当。
共同発表者：松井利江、福田陽子、布谷麻耶

16. クローン病患者の食事満足度に関 単
連する要因の分析

2012年8月1
日

第17回日本難病看護学
会学術集会（於セシオ
ン杉並）

クローン病患者の食事満足度に関連する要因を属性
要因、疾患要因、治療要因、及び行動要因から明ら
かにすることを目的に、寛解期にあって自宅で生活
する成人クローン病患者115名を対象に質問紙調査を
実施した。回答のあった37名のデータを分析した結
果、クローン病活動度が低いほど、また主観的重症
度が低いほど食事の量的満足度が高く、同居家族が
あり、栄養剤からの摂取カロリーが少ないほど、ま
た試し体験行動の頻度が多いほど食事の質的満足度
が高いことが明らかになった。さらに、1日の食事回
数が多いほど食事の量的、質的満足度が高かった。

17. 周術期患者に対する寝衣交換の技 共
術の教育効果

2011年8月1
日

第37回日本看護研究学 成人看護学外科系実習において、術後疼痛があり輸
会学術集会(於パシフィ 液中の患者に対する寝衣交換の技術向上を図るため
コ横浜）
に、実習初日に学内演習を実施するとともに、学生
による自己評価及び教員等による他者評価を導入し
、その効果を学生の自己評価の結果から検討した。
学修達成度が「非常に・大体当てはまる」と自己評
価した割合が75％以上の項目は、学内演習では9項目
、術後患者に初めて寝衣交換を実施した際では0項目
、実習終了時では19項目となり、この教育方法の有
効性が示唆された。
本人担当部分：計画立案、データ収集、分析までを
担当。
共同発表者：熊澤友紀、深田順子、吹田（布谷）麻
耶、鎌倉やよい

18. 地域高齢者におけるセルフ・メイ 共
ドによる口腔ケアプログラムの開
発

2011年12月1 第31回日本看護科学学 高齢者がセルフ・メイドできる機能的口腔ケアプロ
日
会学術集会(於高知文化 グラム案を開発し、その効果を検証することを目的
プラザかるぽーと）
とした。高齢者21名を無作為に介入群9名と対照群12
名に分け、介入前、1ヵ月後、2ヵ月後で嚥下機能、
発話機能、呼吸機能を測定し比較した。その結果、
介入群において呼吸機能の一つである最大吸気保持
時間が1ヵ月後、2ヵ月後で有意に延長する効果が示
された。
本人担当部分：データ収集を担当。
共同発表者：深田順子、鎌倉やよい、熊澤友紀、百
瀬由美子、布谷麻耶、藤野あゆみ、横矢ゆかり、米
田雅彦

19. 地域高齢者における器質的口腔ケ 共
アプログラムの効果

2010年9月1
日

第16回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学
会学術大会（於新潟コ
ンベンションセンター
）

高齢者の誤嚥性肺炎予防を目指す器質的口腔ケアプ
ログラム案を開発し、その効果を検証することを目
的とした。高齢者20名を対象にプログラムを適用し
、その効果を介入前、1ヵ月後、2ヵ月後で磨き残し
の程度、唾液量、唾液中に含まれる細菌量、および
口臭を測定し比較した。結果、プログラムの実施前
後で1日の歯磨き回数が有意に増加し、磨き残しの合
計得点が有意に低下した。唾液量、唾液中に含まれ
る細菌量、および口臭には実施前後で有意な変化は
認められなかった。
本人担当部分：データ収集を担当。
共同発表者：鎌倉やよい、深田順子、熊澤友紀、百
瀬由美子、吹田（布谷）麻耶、横矢ゆかり、米田雅
彦

20. 地域高齢者におけるセルフ・メイ 共
ドの機能的口腔ケアプログラムの
効果

2010年9月1
日

第16回日本摂食・嚥下
リハビリテーション学
会学術大会（於新潟コ

高齢者がセルフ・メイドできる機能的口腔ケアプロ
グラム案を開発し、その効果を検証することを目的
とした。高齢者21名を無作為に介入群9名と対照群12
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ンベンションセンター
）

21. クローン病患者の食事満足度に
関連する要因の分析

共

名に分け、介入前、1ヵ月後、2ヵ月後で嚥下機能、
発話機能、呼吸機能を測定し比較した。その結果、
介入群において呼吸機能の一つである最大吸気保持
時間が1ヵ月後、2ヵ月後で有意に延長する効果が示
された。
本人担当部分：データ収集を担当。
共同発表者：深田順子、鎌倉やよい、熊澤友紀、百
瀬由美子、吹田（布谷）麻耶、横矢ゆかり、米田雅
彦

2010年12月1 第30回日本看護科学学 クローン病患者の食事満足度に関連する要因を属性
日
会学術集会(於札幌コン 要因、疾患要因、治療要因、及び行動要因から明ら
ベンションセンター） かにすることを目的に、寛解期にあって自宅で生活
する成人クローン病患者98名を対象に質問紙調査を
実施した。回答のあった22名のデータを分析した結
果、クローン病活動度が低いほど、また主観的重症
度が低いほど食事の量的満足度が高いことが明らか
になった。さらに、試し体験行動の頻度が多いほど
食事の量的、質的満足度が高かった。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共同発表者：吹田（布谷）麻耶、鎌倉やよい、深田
順子、熊澤友紀

22. 地域高齢者における保健行動に関 共
連した自己制御尺度の妥当性と信
頼性の検討

2010年12月1 第30回日本看護科学学 地域高齢者の保健行動に対する自己制御力をアセス
日
会学術集会(於札幌コン メントする尺度の妥当性と信頼性を検討するために
ベンションセンター） 、高齢者20名を対象に口腔ケアプログラムを1カ月間
実施し、実施前後に自己制御尺度を用いて調査を行
った。結果、口腔ケアに関してセルフチェックがで
きる高齢者は、自己制御尺度の合計得点が高いこと
から、自己制御尺度は自己制御の強度を示すうえで
、10％の有意水準内での妥当性が示唆された。また
、コンプライアンス、定期検診以外の保健行動につ
いては再テスト法による信頼性が確認された。
本人担当部分：データ収集を担当。
共同発表者：深田順子、鎌倉やよい、百瀬由美子、
吹田（布谷）麻耶、熊澤友紀、横矢ゆかり、坂上貴
之

23. 看護学実習における周術期患者へ 共
のフィジカルアセスメント技術教
育の効果

2010年12月1 第30回日本看護科学学 成人看護学実習において周術期患者に対するフィジ
日
会学術集会(於札幌コン カル・アセスメント能力が向上することを目的に、
ベンションセンター） 学生自身による評価と教員または病棟スタッフによ
る他者評価のフィードバックを行い、その教育効果
を検討した。3年次生80名を対象とした結果、実習前
、中、後で自己評価、他者評価ともに達成度の高い
項目が8項目から9項目、最終的に24項目となり、こ
の教育方法はフィジカル・アセスメント能力を向上
させる可能性が示唆された。
本人担当部分：計画立案、データ収集、分析までを
担当。
共同発表者：熊澤友紀、深田順子、吹田（布谷）麻
耶、鎌倉やよい

24. PRECEDE-PROCEEDモデルを用いた 共
地域高齢者における口腔保健尺度
の開発

2009年9月1
日

第14回日本老年看護学 高齢者が自律的に取り組むことができる口腔ケアプ
会学術集会(於札幌コン ログラムの開発を目指し、その第一段階として高齢
ベンションセンター） 者自身が行っている口腔保健行動の現状を質的に明
らかにするために行ったフォーカス・グループ・イ
ンタビューの結果から7要因41項目からなる口腔保健
行動尺度を開発し、高齢者及び40歳以上の同居家族
の計1883名に質問紙調査を行った。回収された951名
のデータを分析した結果、最終的に6要因25項目の尺
度となった。
本人担当部分：データ収集を担当。
共同発表者：深田順子、百瀬由美子、鎌倉やよい、
吹田（布谷）麻耶、森本紗磨美、藤野あゆみ、横矢
ゆかり、坂上貴之

25. クローン病者がウェブ闘病記を書 単
くことの意味

2009年8月1
日

第14回日本難病看護学
会学術集会（於前橋テ
ルサ）

クローン病者にとってウェブ闘病記を書くことの意
味を探求することを目的に、162件のサイトを対象に
、開設者の属性、開設動向及び付加機能の利用状況
、開設動機、形式と記述内容の4点について分析した
。結果、開設者は30歳代の男性が多く、開設動機は
「社会貢献」と同病者との「コミュニティの形成」
が多かった。内容は、日々の自分の体調を書いたも
のが7割であった。以上より、ウェブ闘病記は病者に
とって「健康状態のモニタリングツール」と「同病
者との交流の場」として意味づけられていた。

26. 地域高齢者の口腔保健行動－PREC 共
EDE-PROCEEDモデルを用いた類型
化－

2009年8月

第35回日本看護研究学
会学術集会（於パシフ
ィコ横浜）

高齢者が主体的・自律的に取り組むことができる口
腔ケアプログラムの開発を目指し、その第一段階と
して高齢者自身が行っている口腔保健行動の現状を
質的に明らかにすることを目的にシニアクラブに所
属する高齢者を対象にフォーカス・グループ・イン
タビューを行った。得られたデータをPRECEDEモデル
を基に分類と抽象化を行い、介入の視点を検討した
。
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２．学会発表
本人担当部分：計画立案、データ収集、分析、結果
のまとめまでを担当。
共同発表者：吹田（布谷）麻耶、百瀬由美子、深田
順子、森本紗磨美、横矢ゆかり、藤野あゆみ、鎌倉
やよい
27. クローン病者の食事を通じた他者 共
との関わりの体験

2007年7月

第12回日本難病看護学
会学術集会（於青森県
立保健大学）

クローン病者の食事を通じた他者との関わりの体験
を明らかにすることを目的にGrounded Theory Appro
achを用いて、成人クローン病者17名に半構造化面接
を行い、データを分析した。結果、病者の食事を通
じた他者との関わりの体験は、病者が発病後、他者
との食事の場で身近な者と美味しさを分かち合えな
い、食事を共にする相手に気を遣われるなどの心的
負担感を感じながらも、試行錯誤しながら自分なり
の対処法を見出し、確立していくプロセスが明らか
になった。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共同発表者：吹田（布谷）麻耶、鈴木純恵

28. クローン病者の看護研究の動向

共

2007年7月

第12回日本難病看護学
会学術集会（於青森県
立保健大学）

クローン病者への看護の概況を明らかにすることを
目的に、1983－2005年に発表されたクローン病者の
看護に関する原著論文77件を対象に、研究方法と内
容について分析した。結果、入院中の1事例を対象と
し、行った看護を振り返るかたちでの事例研究が大
半であった。今後、事例研究を積み重ねるとともに
、病者に共通した生活体験を知る視点、入院中だけ
でなく退院後の生活を含めた看護、ケアの有効性を
科学的に検証する研究などの必要性が示唆された。
本人担当部分：データの分析を担当。
共同発表者：荒木しのぶ、吹田（布谷）麻耶、鈴木
純恵

29. 在宅栄養法の普及に関する看護師 共
の意識調査

2003年2月

第25回在宅経腸栄養研
究会第17回在宅静脈栄
養研究会合同集会（於
パシフィコ横浜）

在宅栄養法に関する臨床の看護師の意識を明らかに
するために、無作為抽出した関西地区の18施設に勤
務する看護師579名を対象に質問紙調査を実施した。
その結果、前回のA大学病院に勤務する看護師に行っ
た調査結果と同様、栄養管理チームの認知度が低く
、チーム医療が浸透していなこと、在宅栄養法にお
いて看護師が患者へのケアとして現状でできること
と認識している役割との間にギャップがあることが
明らかになった。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共同発表者：吹田（布谷）麻耶、高木洋治

30. わが国の在宅栄養法の普及に関す 共
る要因について

2001年12月

第12回日本在宅医療研
究会学術集会（於大阪
大学コンベンションセ
ンター）

本邦において、欧米諸国に比べ在宅栄養法の普及が
進んでいない要因が医療者、特に看護師に存在して
いるか否かを明らかにする目的で、A大学病院に勤務
する看護師469名に質問紙調査を実施した。結果、要
因として、栄養管理チームの認知度が低く、チーム
医療が浸透していなこと、在宅栄養法において看護
師がケアとして現状でできることと認識している役
割との間にギャップがあり、患者・家族に十分なケ
アが提供されず、彼らが在宅療養を受け入れること
を困難にしている恐れがあること、の2点が考えられ
た。
本人担当部分：研究の全過程を担当。
共同発表者：吹田（布谷）麻耶、福田祥子、高木洋
治

2014年11月

第34回日本看護科学学
会学術集会（於名古屋
国際会議場）

看護ケアプログラムの開発についてのシンポジウム
において、これまでに行ったクローン病患者への食
事の自己記録を活用した食事支援プログラムの開発
とその効果の検証結果について紹介するとともに、
看護ケアプログラムを開発するにあたって、患者の
行動変容を促し、それを持続させるための仕組みを
どのように組み込むかについて参加者と共に討論を
行った。
本人担当部分：シンポジストを担当

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
1. 第34回日本看護科学学会学術集会 共
シンポジウムⅠ実践の課題を研究
へ－看護ケアプログラムの開発

６．研究費の取得状況
1. 炎症性腸疾患患者へのe-ポートフ 共
ォリオを用いたセルフケア支援プ
ログラムの開発

2015年4月～ 学術研究助成基金助成
2018年3月予 金（挑戦的萌芽研究）
定

分担者

2. 炎症性腸疾患患者の治療法に関す 単
る意思決定支援モデルの構築

2015年4月～ 学術研究助成基金助成
2018年3月予 金（若手研究（B））
定

代表者

3. 壮年期の進行期婦人科がん患者の 共

2013年4月～ 学術研究助成基金助成

分担者
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６．研究費の取得状況
配偶者が体験する支援ニーズに基
づくケアモデルの構築

2016年3月

金（基盤研究（C））

4. 寛解と再発を繰り返す婦人科がん 共
患者の家族の心理的プロセス―遺
族への面接調査の分析から－

2012年～201 天理医療大学学内研究
4年
助成

分担者

5. クローン病患者への行動分析学的 単
アプローチに基づく食事指導プロ
グラムの開発と検証

2011年4月～ 学術研究助成基金助成
2014年3月
金（若手研究（B））

代表者

6. クローン病患者への食事栄養指導 単
プログラムの開発と有効性の検証

2009年4月～ 学術研究助成基金助成
2011年3月
金（研究活動スタート
支援）

代表者

7. 医療・教育現場で真に役立つ自己 共
制御尺度の開発と応用

2008年4月～ 学術研究助成基金助成
2011年3月
金（基盤研究（B））

分担者

8. クローン病者の食生活体験のプロ 単
セスに関する研究

2007年

代表者

公益信託山路ふみ子専
門看護教育研究助成基
金

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2017年8月23日～現在

Journal of Comprehensive Nursing Research and Care編集委員

2. 2016年4月～現在

兵庫県看護協会

兵庫県ナースセンター再就業支援研修
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