
表２　　研究費助成

年度 課題名 研究代表者 所属

2017

助産学生の分娩介助技術の習得過程に関する研究ー分娩介助評価表の分析ー 穴田 和子 看護

妊娠中の風疹感染による先天性聴覚障害児の調査研究 浅野 嘉延 看護

循環器疾患をもつ高齢療養者の急性期病院と在宅医療における継続看護のあり方 石井 美紀代 看護

養護教諭の専門性に関する理論的研究 新谷 恭明 看護

看護学生を対象としたジフテリア・破傷風・百日咳（DTaP)	 	 ワクチン接種後の抗体持続状況 目野 郁子 看護

看護・福祉・栄養学科の学生のプロフェッショナルリズム形成に関する調査研究 谷川 弘治 福祉

2016

精神看護学における共感性と倫理感性に関する研究–看護学生へのインタビューを通して– 後藤 有記 看護

精神科病院に就職した新人看護師の現状と課題 前田 由紀子 看護

グループホーム職員を対象とした職場内における研修プログラムの検討 納戸 美佐子 福祉

冊子『臨床におけることばの運用から見た医療保育と病弱教育』の作成 文屋 典子 福祉

オーラルフレイルの予測に向けた食欲指標SNAQの有用性の検証に関する疫学研究 山田 志麻 栄養

2015

学生と卒業生保健師のネットワーク形成によるキャリア支援に関する研究 布花原 明子 看護

精神科病院に就職した新人看護師の現状と課題 前田 由紀子 看護

精神看護学における共感性と倫理感性に関する研究 松尾 綾 看護

専門的発達に資するreflection	 toolの開発に関する研究−保育専門職としての資質・能力向上
を目指して−

上村 眞男 福祉

『臨床における言葉の運用からみた医療保育と病弱教育（仮称）』の発行と検証 谷川 弘治 福祉

市町との連携による母子保健対策の構築のための調査 境田 靖子 栄養

2014

高齢者施設の現場ニーズに基づいた福祉用具の共同開発 浅野 嘉延 看護

稀少染色体異常児を養育する母親のQOL研究に関する基礎的検討 飯野 英親 看護

Caring Ability Inventory 日本語版の完成と信頼性・妥当性の検証 小野 聡子 看護

看護学生の臨地実習病院における教育環境の実態調査 本田 輝子 看護

相談援助実習における実習プログラムの開発に関する研究 荒木 剛 福祉

医療保育と病弱特別支援教育の支援（問題解決）の構築過程を規定する諸要因に関する研究
—ことば研究、 3点測量フォローアップ調査の探求-

谷川 弘治 福祉

グループホーム職員の就労継続のための支援体制に関する検討 納戸 美佐子 福祉

2013

ラテックスによるアナフィラキシー反応を予防するための看護基礎教育課程でのスクリーニング法の確率飯野 英親 看護

Caring Ability Inventory日本語版作成と信頼性の検討 小野 聡子 看護

三角筋における腋窩神経の走行と筋肉内注射部位の関連 高橋 甲枝 看護

保育園における感染症対策の検討―福岡県内の１保育園をモデルにした予防接種向上への取り組みー樋口 由貴子 看護

当事者面接から得られたアルコール依存症者が抱いている自助グループへの不参加動機 前田 周二 看護

遺伝医療に携わる看護師の遺伝医療用語に対するイメージ分析 松下 智美 看護

看護学生を対象にした百日咳（DTaP）ワクチンの接種とその効果 目野 郁子 看護

相談援助実習における実習プログラムの開発に関する研究 荒木　剛 福祉

発達障害のある人の親が設立した福祉NPOに関する実態研究 通山 久仁子 福祉

生活習慣と健康・栄養に対する意識との関連性に関する研究：青年期を対象とした調査 青木 るみ子 栄養

高齢者施設入所者の摂食・嚥下機能低下に適応した食事・メニュー導入後の入所者の栄養状態の改
善に関する研究

久保 由紀子 栄養

青年期の食生活改善を目指した指導プログラムの開発 境田 靖子 栄養

2012

看護技術のエビデンス探求のための基礎的研究—下肢温熱刺激法に関する安楽と安全を探求する生
理学的反応を指標とするクロスオーバー・スタディー―

小田日出子 看護

ラテックスによるアナフィラキシー反応を予防するための看護基礎教育課程でのスクリーニング方法の
確立

飯野英親 看護

看護大学における初年時教育の教育効果に関する検討 石田佳奈子 看護

成人看護学実習における周手術期の看護技術の実態—看護実践能力を高めるための実態調査と
OSCE・ビデオ学習の検討ーpart2

高橋甲枝 看護

福岡県内の保育園に通う園児の予防接種状況と保護者の予防接種に対する意識調査 樋口由貴子 看護

ラテックスアレルギー(LA)に関する教科書記載内容と国家試験過去問題の出題傾向の分析 本田輝子 看護

精神科長期入院患者の語る看護学生が受け持ちになることの意味 前田由紀子 看護

看護学生における精神的健康とレジリエンス形成要因に関する実証的研究 松尾　綾 看護



2011

医療保育士・病弱特別支援教育担当教師の専門性向上の研究システム構築—地域の特性を考慮したスタッフコ
ミュニティー形成ー

谷川弘治 福祉

ラテックスによるアナフィラキシー反応を予防するための看護技術演習前のスクリーニングテストの試み 飯野英親 看護

三角筋における腋窩神経・上腕回旋動脈の走行と筋肉注射部位の関連 鹿島聡子 看護

成人看護学実習における周手術期の看護技術の実態—看護実践能力を高めるための実態調査とOSCE・ビデ
オ学習の検討

高橋甲枝 看護

小児外来での医療処置が子どもにもたらす影響—保護者の同席の有無で比較した子どもの心理状態ー 時吉佐和子 看護

パンデミックインフルエンザA(H1N1)2009経験後の学校における感染症対応の変化 藤田稔子 看護

新規な有用乳酸菌の分離と同定・性状解析 甲斐達夫 栄養

2010

看護学生の新型インフルエンザ罹患状況、症状の調査と抗体検査 植田浩司 看護

看護実践力強化に向けた看護基礎教育段階での技術教育のありかた 梶原江美 看護

アドバンス・ディレクティブを志向した戸畑区地域ケア研究会『みとり意思表示』啓発活動と課題 布花原明子 看護

急性期病院におけるNANDA看護診断ラベルの使用頻度とその関連因子の分析 村山由起子 看護

ワクチンにより予防可能な感染症―予防接種手帳を用いた勧奨方法の検討 樋口由貴子 看護

福祉職員の疲労感と実際の身体活動の比較に関する研究 上村眞生 福祉

病院におけるセラピューティック・アプローチ専門職の実践を支えるシステムの構築に関する研究 谷川弘治 福祉

認知症高齢者を対象としたボランティアの質向上プログラムの効果に関する検討 納戸美佐子 福祉

2009

助産師学生の実習受け入れ医療機関の指導向上への取り組み 上野恵子 助産

大学における健康管理システムの構築に向けて 鹿毛美香 看護

三角筋における腋窩神経・上腕回旋動脈の走行と筋肉注射部位の関連 清村紀子 看護

小児救急外来での『Leave without being seen』の実態と要因分析 清村紀子 看護

小児外来での医療処置がもたらす影響 時吉佐和子 看護

『看護基礎教育における技術教育ありかた報告書』から５年後の効果の検証 村山由起子 看護

ワクチンにより予防可能な感染症への効果的な感染症対策 目野郁子 看護

日本と韓国の餅菓子に対する嗜好の違いについて 二木榮子 栄養

保育士のレジリエンスに関する調査研究 上村眞生 福祉

医療保育・病弱特別支援教育における個別の保育支援・教育支援計画の立案と実行を支援するシス
テムの　構築に関する研究

谷川弘治 福祉

2008

大学における健康管理システムの構築に向けて−学生の健康実態調査— 鹿毛美香 看護

看護学生の院内感染対策に関する研究—麻疹・風疹・ムンプス・水痘の血清抗体価測定法についての
検討—

植田浩司 看護

ワクチンにより予防可能な感染症：本学看護学生に対する感染症予防対策−感染予防の意識向上に
向けての介入方法の検討—

藤田稔子 看護

認知症高齢者グループホームにおける服薬管理の実態 吉原悦子 看護

2007

喫煙の健康被害と禁煙教育の意義に関する研究 浅野嘉延 看護

学生の性に関する健康と自己管理に向けての取り組みーピアカウンセリング活動を通してー 上野恵子 看護

臨床看護師のフィジカルアセスメントの学習ニーズに関する調査研究 清村紀子 看護

精神障害をもちながら老いを生きる高齢者の自己意識—長期入院者を対象とした半構成的面接調査— 脇崎裕子 看護

発達障害のある子どもが地域において安定的な生活を送るためにはー母親へのインタビューからの考
察—

通山久仁子 福祉

非薬物的介入による代謝異常における動脈硬化の予防に関する研究：緑茶カテキンの血管内皮機能
に及ぼす影響に関する研究

田川辰也 栄養

2006

看護管理者養成教育プログラムの検討 伊藤直子 看護

介護助成制度の利用実態と高齢者の自立を支える生活環境整備の検討 窪田恵子 看護

学生の性に関する健康と自己管理に向けての取り組み 上野恵子 看護

全国の造血幹細胞移植実施施設における心理支援専門職の現状と課題 谷川弘治 福祉

極低出生体重児の親子への家族支援—就園前の幼児を対象とした親子遊びの会の実践 野井未加 福祉

2005

質問紙の5・7段階評価による信頼性の相違に関する研究 穴井めぐみ 看護

訪問看護のアクシデント・インシデント事例における環境要因の特性 石井美紀代 看護

極低出生体重児の母子支援体制構築のための研究調査 野井未加 福祉

酵母の遺伝と代謝に関する研究 甲斐達夫 栄養

小腸における麦芽糖の消化・吸収に及ぼすルテオリンの作用 清末達人 栄養

自閉症児スクリーニングの精度の向上と早期療育指導の本児及び家族への効果の研究 服巻　繁 福祉



2004

出芽酵母における染色体異常誘起因子の解析 甲斐達夫 栄養

スポーツ選手における筋のコンディショニングー筋硬度からの検討— 稲木光晴 福祉

PEM-01による後期高齢者の血中亜鉛、銅への改善効果 外山健二 栄養

幼児期の発達障害児の支援方法に関する研究 山根正夫 福祉

肥満ラット、肥満マウスの甘味嗜好について 坂巻路可 栄養

看護学生の院内感染対策に関する研究—麻疹ワクチンの効果— 目野郁子 看護

2003

健康な成人が保有するエンテロトキシン、TSST-1産生黄色ブドウ球菌のコアグラーゼ遺伝子型別　　 目野郁子 看護

我が国における小児の成長と栄養：戦後50年の推移について 外山健二 栄養

栄養学・運動生理学領域の研究に用いる「バイオプローブとして有用なモノクローナル抗体の開発 尾上　均 栄養

行動問題のある自閉性障害・知的障害者に対する機能的アセスメントに基づく支援方法の学校や福祉
施設　　への効果的な導入に関する研究

平澤紀子 福祉

セラピューティックな活動が知的障害者に及ぼす心理的、身体的効果について 山根正夫 福祉

2002

知的障害者施設利用者のライフスタイルと生活習慣病との関係 稲木光晴 福祉

栄養・運動指導法の効果判定に有用なバイオマーカーの開発 南里宏樹 栄養

行動問題のある自閉性障害・知的障害者のQOLの向上を目指した支援方法の開発 平澤紀子 福祉

地域在宅高齢者におけるMild Cognitive Impairment(MCI)への対応—運動制御機能と生物学的マー
カーによるアルツハイマー病への進行予測と身体運動の効果ー

中村貴志 福祉

日本小児の成長と栄養ー100年の推移ー 伊藤直子 看護


