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キーワード：訪問看護ステーション、地域社会、自治会組織

訪問看護ステーションの経営

研究の概要
　他大学の研究者や中国の研究者と連携しつつ、在宅看護の要となる訪問看護ステーションの経営基盤
の強化について、経営戦略や経営組織の観点から研究しています。特に最近は、訪問看護ステーション
と自治会組織を中心とした地域社会の連携強化についても研究しており、中国の自治会組織である社区
において類似した例があることから、中国にも出向いて研究のフィールドを拡大しております。

知的財産・論文・学会発表など
科学研究費基盤研究 (C)「看護ネットワークの構築による訪問看護ステーションの経営基盤強化に関
する研究」（課題番号：21590576）（研究代表者 : 磯山優）平成 21 年度～平成 23 年度
科学研究費基盤研究 (C)「組織・戦略・会計の視点から見た訪問看護ステーションの経営基盤強化に
関する研究」（課題番号：15K11820）（研究代表者 : 磯山優）平成 27 年度～平成 29 年度
Masaru Isoyama and Lihua Wang, A Theoretical Study on Japanese Visiting Nursing Station Leader's 
Leadership -From the View of the Organization Culture-, 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference, 
Taipei Taiwan,2017.
Masaru Isoyama and Lihua Wang, “Wa No Seishin” (The Spirit of Harmony) and how to organize 
caring Professionals in Japan at the Visiting Nursing - From the View of the Organization Culture 
Theory -, Global Human Caring Conference, Wuhan, China, 2016.

キーワード：訪問看護ステーション、地域社会、自治会組織

訪問看護ステーションの経営
経済学部・経営学科　教授

磯山　優 Isoyama, Masaru

URL：http://visitingcare.net/ 
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八王子キャンパス
キーワード： 訪問看護ステーション 地域社会 自治会組織キーワード： 訪問看護ステーション 地域社会 自治会組織

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

訪問看護ステーションの経営

経済学部 経営学科 教授

磯山 優
URL： http://visitingcare.net/ 
連絡先： 帝京大学八王子キャンパスS186研究室

TEL： 0426-78-3278 E-mail： isoyama@main.teikyo-u.ac.jp

Isoyama, Masaru

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

Masaru Isoyama and Lihua Wang, A Theoretical Study on Japanese Visiting Nursing Station Leader's 
Leadership -From the View of the Organization Culture-, 2nd Asia-Pacific Nursing Research Conference, 
Taipei Taiwan,2017.
Masaru Isoyama and Lihua Wang, “Wa No Seishin” (The Spirit of Harmony) and how to organize caring 
Professionals in Japan at the Visiting Nursing - From the View of the Organization Culture Theory -, Global 
Human Caring Conference, Wuhan, China, 2016.

（写真）

那須塩原市の訪問看護ステーションにて 中国東南大学医学部公衆衛生講座での講演にて
(2018年8月5日)
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究は、戦略や組織の観点からの訪問看護ステーションの研究であり、訪問看護ステーションの
経営基盤の改善に多少なりともお役に立てると考えています。特に、特定の病院などとの関係を持た
ない訪問看護ステーションがどのように利用者を獲得すれば良いか、マーケティングの手法などにつ
いても、様々な方法を提示することが可能です。
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キーワード：発達障がい児、受診行動、オノマトペ、構造化

発達障がい児の受診行動を支援する
オノマトペの研究

研究の概要
　慣れない環境に順応することが難しい発達障がい児にとって、医療機関の受診は容易ではない。落ち着
きのない行動をとる子どもを前に、適切なことばが見つからず戸惑う医療現場の現状が報告されている。十
分な説明を受けず医療処置を受けた子どもの心理的混乱は大きく、その影響はその後の治療経過にも及ぶ
ことになる。子どもが安心して医療処置を受けるためには、わかりやすいことばで説明を受ける必要がある。
　オノマトペは、子どもにとってわかりやすく、状況喚起力、身体性、心情融和性をもつ有用なことばである。
　筆者はこれまでの研究で、採血場面でのオノマトペ語彙を用いた幼児への標準的説明マニュアル（下図）
を作成し、2 群間比較試験（オノマトペ群と非オノマトペ群）にて、その有効性を検証している。
　臨場感のあるオノマトペは強く感覚イメージを喚起する表現であることから、発達障がいをもつ子どもに
わかりやすく伝えるための重要な要素であり、処置に向かう子どもの
主体的行動を支援するものと考えられる。現在、発達障がい児の受
診場面を構造的に捉え、オノマトペを用いた新たなアプローチ法の
開発を検討している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　オノマトペを活用した支援ツールが開発されれば，医療従事者の誰もが戸惑うことなく，発達障が
い児にかかわることができる。それは例えば，経験値の低いスタッフであっても熟練したスタッフと
同様の技術提供が可能となる。さらにそれは発達障がい児の主体的な受診行動につながり，受診時間
の短縮化と効率化，治療効果の向上に結びつくことが期待できる。

知的財産・論文・学会発表など
著書：
・ 石舘美弥子：医療処置を受ける幼児の対処行動を高めるオノマトペの効用，風間書房，2018 年 11 月．
論文：

・ 石舘美弥子，山下麻実，いとうたけひこ：医療処置を受ける幼児に使用するオノマトペのテキスト
マイニング分析－小児看護学実習前後における看護学生のことばの変化－，日本健康医学会雑誌，
26（4），204-211，2018.

・ 石舘美弥子，山下麻実，いとうたけひこ：小児医療において看護師が幼児とのコミュニケーション
に用いるオノマトペの特徴，小児保健研究，74（6），914-921，2016.
国際学会発表：
・ Ishidate, M, Ito, T and Oyama, T, Onomatopoeias used by nurse students toward preschool patients 

before and after pediatric nursing training, The 31st International Congress of Psychology, 126, 
Kanagawa, JAPAN,2016.

キーワード：発達障がい児、受診行動、オノマトペ、構造化
キーワード： 発達障がい児， 受診行動， オノマトペ， 構造化キーワード： 発達障がい児， 受診行動， オノマトペ， 構造化

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

オノマトペを活用した支援ツールが開発されれば，医療従事者の誰もが戸惑うことなく，発達障
がい児にかかわることができる。それは例えば，経験値の低いスタッフであっても熟練したスタッ
フと同様の技術提供が可能となる。さらにそれは発達障がい児の主体的な受診行動につながり，受
診時間の短縮化と効率化，治療効果の向上に結びつくことが期待できる。

発達障がい児の受診行動を支援するオノマトペの研究

医療技術学部 看護学科 教授

石舘 美弥子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3221/34 
連絡先：帝京大学医療技術学部看護学科小児看護学領域

TEL：03-3964-1211 E-mail：mishidate@med.teikyo-u.ac.jp

ISHIDATE, Miyako

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

•

•

•

•

（写真）

これからチックンするね。
ここに座ってね（ゴロンしてね）。
おてて、ピーンできる？
おてて、グーできる？（グーパーできる？）
ギュッて、マキマキするね。
これで、キレイキレイ（フキフキ）するね。
チックンするね。
おてて、パーしてね。
ペッタンするね。
終わったよ。おしまい。
ありがとう。頑張ったね。

看護・
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医療技術学部・看護学科　教授

石舘　美弥子 ISHIDATE, Miyako

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3221/34 
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ギュッて、マキマキするね。
これで、キレイキレイ（フキフキ）するね。
チックンするね。
おてて、パーしてね。
ペッタンするね。
終わったよ。おしまい。
ありがとう。頑張ったね。

キーワード： 発達障がい児， 受診行動， オノマトペ， 構造化キーワード： 発達障がい児， 受診行動， オノマトペ， 構造化

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

オノマトペを活用した支援ツールが開発されれば，医療従事者の誰もが戸惑うことなく，発達障
がい児にかかわることができる。それは例えば，経験値の低いスタッフであっても熟練したスタッ
フと同様の技術提供が可能となる。さらにそれは発達障がい児の主体的な受診行動につながり，受
診時間の短縮化と効率化，治療効果の向上に結びつくことが期待できる。

発達障がい児の受診行動を支援するオノマトペの研究

医療技術学部 看護学科 教授

石舘 美弥子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3221/34 
連絡先：帝京大学医療技術学部看護学科小児看護学領域

TEL：03-3964-1211 E-mail：mishidate@med.teikyo-u.ac.jp

ISHIDATE, Miyako

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
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（写真）
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ここに座ってね（ゴロンしてね）。
おてて、ピーンできる？
おてて、グーできる？（グーパーできる？）
ギュッて、マキマキするね。
これで、キレイキレイ（フキフキ）するね。
チックンするね。
おてて、パーしてね。
ペッタンするね。
終わったよ。おしまい。
ありがとう。頑張ったね。

看護・
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キーワード：性分化疾患、病態説明、フォローアップ、トランジション

性分化疾患患者・家族への
長期フォローアップに関する研究

研究の概要
　ほとんどの赤ちゃんは、男の子・女の子に一般とされ
る体の状態に発達していくが、性に関わる組織の一般的
な発達には、実は様々なバリエーションがある。この
ようなバリエーションは、「性分化疾患（Disorder ｓ of 
Sex Development : DSD)」もしくは「性に関する体の様々
な 発 達 状 態（Differences of Sex Development ： DSD）」
と呼ばれている。
　泌尿器やホルモン分泌などの問題、命にかかわるもの、
二次性徴やアイデンティティの確立への影響など、出生
時だけでなく長期的なケアが必要とされている。
　しかし、医療におけるフォローアップ対応は立ち遅れ
ていることから、現在は小児専門病院やセルフヘルプグ
ループと連携しながら患者と家族の病気理解と支援体制
を構築する基礎研究を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　支援体制の強化を目指すため、医療職者への教育と多職種連携を目的としたセミナーをこれまで 7
回開催し、運営にも携わってきた。また、小児看護専門看護師として、小児専門病院の DSD 専門外
来にて移行期医療支援（トランジション）の実践活動も行っている。
＊専門看護師とは

日本看護協会で認定され、より困難で複雑な健康問題を抱えた人、家族、地域等に対してより
質の高い看護を提供するための知識や技術を備えた特定の専門看護分野において卓越した看護
実践能力を有する看護師のこと。

　この疾患群の課題は、当事者やその家族だけに焦点があてられるのではなく、社会が多様性に寛容
であり正しい知識を有することが求められている。よく誤解されがちな LGBTQ との混同をなくすた
めにも、学校教育やマスメディアと共に偏った情報発信をすることがないよう努めていくことが必要
であると考えている。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり，最新の研究成果）：
1.  石見和世，菅田純子，位田忍：1 施設における先天性副腎過形成女児への病気説明の実態調査．

小児保健研究 77（4）：347 ‐ 354，2018．
学会発表（査読あり，最新の研究成果）：
1.  石見和世，川井正信，菅田純子，伊藤衣里，惠谷ゆり，松井太，松本富美，位田忍：思春期時期

に診断された 46,XY DSD 女児とその親への治療意思決定支援：小児看護専門看護師の視点から．
第 52 回日本小児内分泌学会学術集会，東京，2018.

キーワード：性分化疾患、病態説明、フォローアップ、トランジション

長期フォローアップに関する研究

キーワード：性分化疾患、病態説明、フォローアップ、トランジションキーワード：性分化疾患、病態説明、フォローアップ、トランジション

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

性分化疾患患者・家族への
長期フォローアップに関する研究
医療技術学部 看護学科 講師

石見 和世
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2953/34 
連絡先：板橋キャンパス 415研究室

TEL：03-3964-1211 E-mail：iwami@med.teikyo-u.ac.jp

IWAMI,  Kazuyo

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
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医療技術学部・看護学科　講師

石見　和世 IWAMI,  Kazuyo

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2953/34 
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板橋キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

性分化疾患患者・家族への
長期フォローアップに関する研究
医療技術学部 看護学科 講師

石見 和世
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2953/34 
連絡先：板橋キャンパス 415研究室

TEL：03-3964-1211 E-mail：iwami@med.teikyo-u.ac.jp

IWAMI,  Kazuyo

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
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キーワード：心理社会的要因、ソーシャル・キャピタル、共分散構造分析

中高年者における健康行動を促進する
心理社会的要因の研究

研究の概要
　健康行動を促進する心理社会的要因の因果関係モデルを構築することを目的として首都圏在住の中年、
前期高齢者世代を対象にインターネット調査を実施し、1,240 名を分析対象とした。健康行動の関連要
因として抽出された、「水平的繋がり」、「ソーシャルサポート」、「認知的ソーシャル・キャピタル：SC」、「健
康観」、「首尾一貫感覚：SOC」の構成概念を潜在変数とした共分散構造分析により、因果関係モデルを
作成した結果、健康行動を直接的に促進する要因は、すべての年代・性別において、自分が健康である
と感じ自身で健康をコントロールできると考える健康観であり、中年世代に比べ高齢世代で健康行動に
強く影響した。高齢女性では水平的繋がりも直接的に健康行動に影響した。健康行動の間接的促進要因
として、すべての年代・性別で SOC の高まりが健康観を高め、健康行動を促進した。また認知的 SC は、
中年女性及び高齢男性では健康観、高齢女性では水平的繋がりに影響し、健康行動を間接的に促進した。
健康行動を促進するには健康観を高める要因である SOC の強化が重要であり、さらに高齢期に向けて、
男性に対しては認知的 SC の強化に寄与する働きかけ、女性に対しては水平的繋がりの促進に向けた支
援が有効であることが示唆された。 

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ヘルスプロモーションの一層の発展に向けて、個人の健康行動は健康観に促されるものであること
に基づき、健康観を高める要因である SOC の強化を目指すことが重要である。この方法のひとつと
して、ストレス対処方略やセルフマネジメントに対する介入支援が挙げられる。高齢期に向けた方策
として、男性に対しては、認知的 SC の強化に寄与する人への信頼や地域への関心、愛着が高まるよ
うな働きかけ、女性に対しては水平的繋がりの促進のための、趣味や運動グループ等の水平的組織へ
の所属や友人づくりに向けた支援が有効であることが示唆された。このことは、ヘルスケアビジネス
分野でのマーケティングにおける、ターゲットを絞った戦略に向けての知見の一つとなる。

知的財産・論文・学会発表など
論文）�遠藤寛子、中山和弘、鈴木はる江：首都圏在住中高年者における健康行動を促進する心理社会

的要因の研究─共分散構造分析を用いた因果関係モデルの検討─（原著）, 心身健康科学、14（1）, 
2-16, 2018.

学会発表）�遠藤寛子、中山和弘、鈴木はる江：健康行動に関連する心理社会的要因の世代間比較、第 23
回日本心身健康科学学会学術集会、口演、東京．心身健康科学、13（1）：30 － 31. 2017.

キーワード：心理社会的要因、ソーシャル・キャピタル、共分散構造分析
キーワード： 心理社会的要因，ソーシャル・キャピタル，共分散構造分析キーワード： 心理社会的要因，ソーシャル・キャピタル，共分散構造分析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

中高年者における健康行動を促進する
心理社会的要因の研究

医療技術学部 看護学科 准教授

遠藤 寛子
URL：
連絡先：

TEL： 03-3964-1211(内46271） E-mail：h-endo@med.teikyo-u.ac.jp 

ENDO, Hiroko

板橋キャンパス

（写真）

研究の概要

健康行動得点と心理社会的要因の因果関係モデル

看護・
リハビリ

医療技術学部・看護学科　准教授

遠藤　寛子 ENDO, Hiroko
看護・

リハビリ
板橋キャンパス

キーワード： 心理社会的要因，ソーシャル・キャピタル，共分散構造分析キーワード： 心理社会的要因，ソーシャル・キャピタル，共分散構造分析

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

中高年者における健康行動を促進する
心理社会的要因の研究

医療技術学部 看護学科 准教授

遠藤 寛子
URL：
連絡先：

TEL： 03-3964-1211(内46271） E-mail：h-endo@med.teikyo-u.ac.jp 

ENDO, Hiroko

板橋キャンパス

（写真）

研究の概要

健康行動得点と心理社会的要因の因果関係モデル
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キーワード：新人看護師、質的研究、看護継続教育

新人看護師行動に関する研究
―説明概念と個別性のある看護の実践状況―

研究の概要
　第１段階の研究として、就業開始 3 週間の新人看護師を参加観察し、質的帰納的方法を用いて新人看
護師の行動を表す 9 概念を創出した 1）（図）。9 概念のなかには【臨床状況理解進展による看護の個別化
と円滑な業務遂行】という行動が存在した。これは、原則に則った行動に限定されると言われてきた新
人看護師が、就業直後であるにも関わらず、「個別性のある看護」を実践していることを明らかにした。
一方、新人看護師の「個別性のある看護」の実践状況を明らかにするという課題が残された。そこで第
2 段階の研究に着手した。この研究 2）は、「個別性のある看護」の実現に向け、新人看護師はどのような
行動ができており、どのような行動ができないのかを明らかにすることを目的とする。参加観察法を用
いて新人看護師が「個別性のある看護」を実現できた場面のみを収集し、質的演繹的方法を用いて分析
した。結果は、新人看護師が展開した「個別性のある看護」場面は 6 場面であり、新人看護師の 77 行
動から構成された。77 行動のうち個別性のある看護に必要な行動を表す 17 行動は見られたが、残る 3
概念が表す行動は見られなかった（表）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　第 1 の研究は、新人看護師を支援する先輩看護師が新人看護師の状況を客観的かつ包括的に理解す
ることに役立つ。また、新人看護師が就職後に直面する様々な問題を経験を活用しつつ自律的に解決
していくことに貢献する。第 2 の研究は、新人看護師の「個別性のある看護」の実践に［10. 目標未
達成確認による代替手段導入］、［1］. 援助適確化に向けた基本からの逸脱］、［13. ニードの顕在化に
向けたクライエント潜在状況の言語化］が見られなかったことを明らかにした。このことは、個別性
のある看護の実現に向け、これら 3 行動は新人看護師にとって困難であることを表す。そのため、こ
れらの内容を集合教育や分散教育に組み入れることが有効であることを示唆した。

知的財産・論文・学会発表など
1） 園山（森）真由美 , 亀岡智美 , 定廣和香子 , 舟島なをみ：新人看護師行動の概念化 , 看護教育学研究 , 

13（1）,51-64.2004.
2） 園山真由美 , 櫻井雅代：新人看護師による対象の個別性に応じた看護の実践状況 , 国立病院看護研

究学会誌 ,12（1）,11-17,2016.

キーワード：新人看護師、質的研究、看護継続教育

―説明概念と個別性のある看護の実践状況―

6

3
9 9

3

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2955/34 

TEL 03-3964-1211 44537 E-mail sonoyamam@med.teikyo-u.ac.jp 

SONOYAMA, Mayumi

園山真由美 櫻井雅代：新人看護師による対象の個別性に応じた看護の実践状況 国立病院看護研究学会誌
（ ）

医療技術学部・看護学科　助教

園山　真由美 SONOYAMA, Mayumi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2955/34 
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（ ）
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キーワード：流産、死産、ペリネイタルロス、子育て、看護基礎教育

流死産を経験した女性と家族への看護
―対象へのサポート、そして看護基礎教育における教授方法―

　また、流死産を経験した女性は、胎児の死をタブー視する文
化的背景もあり、思いを表出できず抱えていることが多い。ま
た、思い切って伝えても、周囲からの励ましの言葉に却って傷
つき、より一層悲しみを深めることもある。
　そこで看護基礎教育において、学生が流死産を経験した女性
や家族の抱く思いを知るために、体験談を用いて、看護職者と
しての関わりを考えるための授業を実践している。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
○流産・死産経験者で作るポコズママの会  「ポコズママの会 お悩み相談室」アドバイザー
　「ポコズママの会」は、流産・死産（人工死産）・子宮外妊娠・胞状奇胎・新生児死などの理由により、
児を亡くされたご家族同士の相互支援を目的として活動している非営利任意団体である。
　その活動の一環としてＨＰ上に「お悩み相談室」があり、流産・死産・新生児死など、妊娠中あるい
は出産後すぐに児を亡くされたご家族からの相談を受け、回答することで対象への支援を行っている。

知的財産・論文・学会発表など
1） 寺田由紀子、近藤麻理；乳幼児の子育て中に流産を経験した母親が家族に望む支援， 第 37 回日本

看護科学学会学術集会， 2017 年 12 月 17 日 
２） Yukiko Terada，Junko Nasu，Yoko Yamamoto，Mari Kondo；Nursing Education Program on 

Perinatal Loss in Japan， The ICM Asia Pacific Regional conference 2015， July 22, 2015．
３） 寺田由紀子；当事者の事例とラベルワークを用いたペリネイタル・ロスの講義の実践，日本看護

学教育学会第 23 回学術集会， 2013 年 8 月 7 日当事者

キーワード：流産、死産、ペリネイタルロス、子育て、看護基礎教育

―対象へのサポート、そして看護基礎教育における教授方法―
― ―

URL https://researchmap.jp/y-terada

TEL 03-3964-1211( 44535) E-mail y-terada@med.teikyo-u.ac.jp

TERADA, Yukiko医療技術学部・看護学科　助教

寺田 由紀子 TERADA, Yukiko

URL：https://researchmap.jp/y-terada 

看護・
リハビリ

板橋キャンパス

― ―

URL https://researchmap.jp/y-terada

TEL 03-3964-1211( 44535) E-mail y-terada@med.teikyo-u.ac.jp

TERADA, Yukiko

― ―

URL https://researchmap.jp/y-terada

TEL 03-3964-1211( 44535) E-mail y-terada@med.teikyo-u.ac.jp

TERADA, Yukiko

研究の概要
　昨今の日本では晩産化が進んで
いる。妊娠する年齢が高くなれば
なるほど、流死産を経験する率が
高くなる。流死産を経験した女性
は、体力と気力の低下がみられ、抑
うつ状態となる可能性もあるが、流
死産を経験した女性に子どもがいる
とこのような状況でも子育てを行わ
なくてはならない。流死産を経験し
た母親が育児を行うには、夫や家
族との関係性や支援が重要である。
　そこで子育て中に流死産を経験
した母親が家族に望む支援を明ら
かにした。
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キーワード：循環器疾患看護、リスクマネージメント、行動変容

日本人成人の
　　循環器疾患リスク認識モデルの構築

研究の概要
　「リスク認識」という概念について検証した結果、その概念的特性は、人間の疾患の発症や望ましくない結
果に至る可能性・危険性（リスク）に対し反応して引き起こされる理性的・感情的活動の結果、それぞれの
個人がその可能性・危険性を特有の信念として創出していく過程であり、認識されたリスクは各個人に独特
なリアリティとして受け止められ、下図に示すように、その個人が置かれている多様な社会的要因がリスク
認識とその後の行動変容の過程に大きく関与しているということが明らかになった。
　最近の疫学的データは、循環器疾患危険因子を持つ中壮年期の日本人の増加を示しているが、健康維持、
増進行動に関する既存の理論的概念枠組みでは不十分であ
り、日本人成人の対象者から抽出した概念枠組みを構築す
ることが本研究の主要な目的、概要である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　日本人の中壮年期の成人が、社会的役割を果たしながら、循環器疾患のリスクを減少・軽減するための
支援として、スポーツジムなどの施設におけるプログラムの開発、日常生活の中で実践できるエクササイ
ズの開発、中食の開発、などが期待される。

知的財産・論文・学会発表など
「Risk perception ( リスク認識 ) の概念精査：Risk perception の概念開発に向けて」看護研究 43 巻 2 号
P109-122

「Perceived Risk for Cardiovascular Disease among Japanese Adults」
                          URL：https://pqdtopen.proquest.com/doc/868711686.html?FMT=ABS

「日本人成人の循環器疾患リスク認識尺度の検証」：第 36 回日本看護科学会学術集会に於いて発表

キーワード：循環器疾患看護、リスクマネージメント、行動変容

　　循環器疾患リスク認識モデルの構築

キーワード：循環器疾患看護、リスクマネージメント、行動変容キーワード：循環器疾患看護、リスクマネージメント、行動変容

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本人成人の
循環器疾患リスク認識モデルの構築

医療技術学部 看護学科 教授

林 さとみ
URL：
連絡先：帝京大学医療技術学部看護学科

TEL：03-3964-1211 E-mail： shayashi@med.teikyo-u.ac.jp

HAYASHI, Satomi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

看護・
リハビリ

医療技術学部・看護学科　教授

林　さとみ HAYASHI, Satomi
看護・

リハビリ
板橋キャンパス

キーワード：循環器疾患看護、リスクマネージメント、行動変容キーワード：循環器疾患看護、リスクマネージメント、行動変容

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

日本人成人の
循環器疾患リスク認識モデルの構築

医療技術学部 看護学科 教授

林 さとみ
URL：
連絡先：帝京大学医療技術学部看護学科

TEL：03-3964-1211 E-mail： shayashi@med.teikyo-u.ac.jp

HAYASHI, Satomi

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
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キーワード：周術期患者、栄養評価、食事管理

がん術後患者の栄養評価と食事管理法

研究の概要
　　術後患者の組織の修復と脂肪の回復には術後数か月を要する。術後患者への n-3 系多価不飽和脂肪酸に
富む魚油を強化した栄養剤の投与では、死亡率、感染症発生率、在院日数を改善させることが報告されてお
り、周手術期における栄養摂取の重要性が示唆されている。更に、がん患者は、身体機能や栄養状態が十分
に回復していない時期より補
助化学療法が追加されること
も少なくない。術後の体重減
少は、術後補助化学療法のリ
スクファクターとなり、がん
治療の補助化学療法における
栄養管理の重要性が示唆され
ている。
　しかし、従来の術後長期の
栄養・食事指導は、退院前に
行われる栄養・食事指導が多
く、退院後は「誰に相談して
良いか分からない」といった
患者からの訴えも多い。術後
の後遺障害を含め、適切に対
処できているとは言い難い現
状である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　フレイル、サルコペニアは栄養障害と密接な関係にあり、感染症をはじめとする術後合併症を回避する
という観点から、術前および術後における適切な栄養管理を行う必要があると言われている。あらゆる手
術に適用できるフレイルを診断するための機能評価のツールはまだない。体組成や脂肪酸やアミノ酸等を
含む、患者集団や疾患の特徴を考慮した適切な指標による栄養評価に基づいた、がん術後患者の食生活管
理の実践化を経時的に、かつ医師、管理栄養士、看護師の三者が協働して進める必要がある。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり、最新の研究成果）：
胃全摘術後患者の食事摂取量と身体状態の特徴－胃部分切除群との比較－、古屋洋子、中村美知子、山梨
大学看護学会誌、12 (1)、9-15、2013.
国際学会発表（最新の研究成果）：
Yoko Furuya and Michiko Nakamura, Characteristics of n-3 polyunsaturated fatty acids intakes and serum 
fatty acid levels in post-total gastrectomy patients: Comparison with post-subtotal gastrectomy patients, 
The 9th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (APCCN), 2015

医療技術学部・看護学科　准教授

古屋　洋子 FURUYA, Yoko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3256/34

看護・
リハビリ

板橋キャンパスキーワード：周術期患者、栄養評価、食事管理キーワード：周術期患者、栄養評価、食事管理

がん術後患者の栄養評価と食事管理法

医療技術学部 看護学科 准教授

古屋 洋子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3256/34

FURUYA, Yoko

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

•

•

（写真） 連絡先：

TEL：03-3964-1211 (Ext.46148) E-mail：yfuruya@med.teikyo-u.ac.jp

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

• 身体計測 / 血液・生化学的指標と自覚症状
①BMI
②血液・生化学検査結果 （Alb、HDL-C、 HbA1c、FBS、Fe）
③食事摂取に伴う自覚症状

• 食事摂取状態
献立、食品、重量、摂取品目とその種類別摂取量

退院後
6ヵ月

Ⅲ期

退院後
1ヵ月

Ⅰ期

退院後
3ヵ月

Ⅱ期

 主体的な食生活管理実践化
のための医療者（外来看護
師、管理栄養士、医師）との
連携

研究の概要

患者の栄養状態への関心

外来看護師
栄養士

胃切後術後患者

面談

医師

外来看護師
栄養士

胃切後術後患者

面談

医師

外来看護師
栄養士

胃切後術後患者

面談

医師
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キーワード：がん、親子、小学生、安全基地

親のがんを知らされた子どもの
サポートプログラム

研究の概要
　学童期にある子どもは認知的発達の途上にあるため、親ががんに罹患したことを知らされると、「自分
のせいではないか？」等と子どもに特有の解釈をしてその思いにとらわれたり、成績不振、腹痛や頭痛な
どの身体症状の発現、情緒不安定など、日常生活に支障をきたすようになってくる。このような子どもが、
親のがん罹患による親子関係の変化、自身の気持ちや日常生活の変化に対処できるようになるためには、
がんに直面している親ではない第三者の大人によるリフレクションの手法を用いた特別なサポートと、思
いのままに感情表出できる場が必要とされている。そこで米国のグリーフサポートプログラムの原型である
ダギーセンターモデルを基盤とし、親のがんを知らされた学童期の子どもとその親（患者またはその配偶者）
を対象としたサポートプログラム（名称：コアラカフェⓇ）を立ち上げ、1 回 / 月の頻度で活動を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　18 歳未満の子どもを抱えているがん患者の 1 年間の全国推定発生人数は 56,143 名と推計されて
いる。しかしがん患者の治療・療養の場である病院や地域・在宅では、子どもへの対応に苦慮してい
る。実際に「患者に子どもがいるが、対応方法が分からない」との声が多く聞かれる。また、文科省
が 2017 年より小・中・高等学校でのがん教育を推進しているが、現場では教育対象の子どもが当事
者あったり、親ががん患者である場合の個別対応の困難さを懸念し、浸透しにくい現状がある。本プ
ログラムを必要としている人、医療施設、教育施設等に周知されれば、子どもの受け皿になりうる。

知的財産・論文・学会発表など
【著書】有賀悦子，南川雅子編：がんの親をもつ子どもたちをサポートする本，青海社，2017．
【論文】南川雅子：親ががんで治療中、または死別した子どものサポートプログラム，帝京大学医療
技術学部紀要，5，P1-10，2016．

【国内学会発表】南川雅子，寺田由紀子，他：親のがんを知らされた子どもをサポートする「コアラカフェⓇ」
の活動について，日本在宅医学会第 20 回記念大会（公募シンポジウム）．

【海外学会発表】Yukiko Terada, Masako Minamikawa, et al.：KOALA CAFE®：Support for children 
told of their parent’s cancer in Japan, International Conference on Cancer Nursing (Aukland, New 
Zealand), 2018.

キーワード：がん、親子、小学生、安全基地

医療技術学部・看護学科　教授

南川　雅子 MINAMIKAWA, Masako
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板橋キャンパス

キーワード： がん、親子、小学生、安全基地キーワード： がん、親子、小学生、安全基地

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

親のがんを知らされた子どものサポートプログラム

医療技術学部 看護学科 教授

南川 雅子
URL：
連絡先：医療技術学部看護学科

TEL：03-3964-1211（内線41913） E-mail：m-mnmkw@med.teikyo-u.ac.jp

MINAMIKAWA，Masako

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
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キーワード：腎臓リハビリ、心臓リハビリ、運動、音楽、香り

長期的運動の腎保護作用の機序解明
心臓リハビリテーションへの補完代替療法の活用

研究の概要
1. 長期的運動の腎保護作用の機序解明
　継続的な運動は、生活習慣病や心血管疾患の発症や進展を抑制することが明らかになっており、近年の基
礎研究では安静が重要視されてきた腎疾患においても運動が障害の進展を抑制する可能性が示唆されている。
しかし、運動の腎保護作用については未だ十分に明らかになっているとはいえず、その作用機序もはっきり
していない。そこで、腎疾患モデル動物にトレッドミル走運動を長期的に行わせ、運動が腎障害を抑制するか、
抑制するのであればどのような機序で抑制するのかを検証している。現段階までに、いくつかの腎疾患モデ
ル動物において運動の腎保護作用を確認し、その機序には一酸化窒素（nitric oxide: NO）合成系の改善や酸
化ストレスの軽減などが関与していることを示唆する結果を得ており、現在より詳細な検証を進めている。

（写真左）トレッドミル走運動中のラット（中）
運動をしていないラットの腎組織像（右）運動を
実施したラットの腎組織像　8 週間のトレッドミ
ル走運動を実施することで食塩感受性高血圧ラッ
トの腎障害の進展は有意に抑制され、腎組織像で
は糸球体の硬化の程度が有意に軽かった。

2. 心臓リハビリテーション（リハビリ）への補完代替療法の活用
　補完代替療法とは、通常の治療法を補ったり、代わりに行ったりする治療法である。現在、補完代替療法
のなかでも「音楽」と「香り」の自律神経系や内分泌系への効果に着目し、音楽療法、アロマテラピー、お
よびそれらの運動療法との併用効果について検証を行っている。心血管疾患において、音楽や香りはおもに
患者の不安や抑うつの改善、痛みの軽減といった心理的効果を狙って用いられることが多く、生理的効果に
ついてのエビデンスは乏しい。また、従来の心臓リハビリプログラム、とくに運動療法との併用効果につい
ては全く明らかになっていない。そこで、現在は心血管疾患患者を対象とする前の予備的研究として、健常
者を対象とした研究を進めており、健常者においては音楽を聴きながら運動することで自律神経系に有益な
効果をもたらすことなどが明らかになっている。今後は音楽や香りの効果についての検証を深めるとともに、
健常者で得られた成果を活かして心血管疾患者での効果の検証も行っていきたいと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　わが国では生活習慣の変化や人口の高齢化を背景として、慢性腎臓病患者や透析導入患者が年々増加し
ており、医療経済的な負担も莫大なものとなっている。運動の腎保護作用とその機序が明らかになり、腎
臓リハビリにおける運動療法のプログラムが確立されれば、腎疾患患者の透析導入時期の遅延やそれに伴
う患者 QOL の向上、医療費の削減などにつながる。また、運動療法と音楽療法やアロマテラピーの併用
により運動の効果が増幅されることが明らかになれば、従来の心臓リハビリプログラムに補完代替療法を
活用することでよりよいリハビリ医療が提供できるようになる。

知的財産・論文・学会発表など
小川佳子、伊藤修ほか．Dahl 食塩感受性ラットにおける長期的運動の腎保護作用－酸化ストレスと NO の
観点から . 第 4 回日本腎臓リハビリテーション学会（福岡 , 2014） 最優秀演題賞受賞
Jia T, Ogawa Y*, et al. Music attenuated a decrease in parasympathetic nervous system activity after 
exercise. PLoS ONE 11 (2) : e0148648, 2016  * corresponding author.

キーワード：腎臓リハビリ、心臓リハビリ、運動、音楽、香り

心臓リハビリテーションへの補完代替療法の活用
医療技術学部・スポーツ医療学科　健康スポーツコース　講師

小川　佳子 OGAWA, Yoshiko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2813/37 

看護・
リハビリ

八王子キャンパス

キーワード： 腎臓リハビリ、心臓リハビリ、運動、音楽、香りキーワード： 腎臓リハビリ、心臓リハビリ、運動、音楽、香り

研究の概要

長期的運動の腎保護作用の機序解明
継続的な運動は、生活習慣病や心血管疾患の発症や進展を抑制することが明らかになっており、近年の基
礎研究では安静が重要視されてきた腎疾患においても運動が障害の進展を抑制する可能性が示唆されてい
る。しかし、運動の腎保護作用については未だ十分に明らかになっているとはいえず、その作用機序もはっき
りしていない。そこで、腎疾患モデル動物にトレッドミル走運動を長期的に行わせ、運動が腎障害を抑制する
か、抑制するのであればどのような機序で抑制するのかを検証している。現段階までに、いくつかの腎疾患モ
デル動物において運動の腎保護作用を確認し、その機序には一酸化窒素（ ）合成系の改善
や酸化ストレスの軽減などが関与していることを示唆する結果を得ており、現在より詳細な検証を進めている。

（写真左）トレッドミル走運動中のラット
（中）運動をしていないラットの腎組織像
（右）運動を実施したラットの腎組織像

8週間のトレッドミル走運動を実施することで
食塩感受性高血圧ラットの腎障害の進展は

有意に抑制され、腎組織像では糸球体の
硬化の程度が有意に軽かった。

心臓リハビリテーション（リハビリ）への補完代替療法の活用
補完代替療法とは、通常の治療法を補ったり、代わりに行ったりする治療法である。現在、補完代替療法の
なかでも「音楽」と「香り」の自律神経系や内分泌系への効果に着目し、音楽療法、アロマテラピー、およびそ
れらの運動療法との併用効果について検証を行っている。心血管疾患において、音楽や香りはおもに患者
の不安や抑うつの改善、痛みの軽減といった心理的効果を狙って用いられることが多く、生理的効果につい
てのエビデンスは乏しい。また、従来の心臓リハビリプログラム、とくに運動療法との併用効果については全く
明らかになっていない。そこで、現在は心血管疾患患者を対象とする前の予備的研究として、健常者を対象
とした研究を進めており、健常者においては音楽を聴きながら運動することで自律神経系に有益な効果をも
たらすことなどが明らかになっている。今後は音楽や香りの効果についての検証を深めるとともに、健常者で
得られた成果を活かして心血管疾患者での効果の検証も行っていきたいと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

わが国では生活習慣の変化や人口の高齢化を背景として、慢性腎臓病患者や透析導入患者が年々増加し
ており、医療経済的な負担も莫大なものとなっている。運動の腎保護作用とその機序が明らかになり、腎臓リ
ハビリにおける運動療法のプログラムが確立されれば、腎疾患患者の透析導入時期の遅延やそれに伴う患
者 の向上、医療費の削減などにつながる。また、運動療法と音楽療法やアロマテラピーの併用により運
動の効果が増幅されることが明らかになれば、従来の心臓リハビリプログラムに補完代替療法を活用すること
でよりよいリハビリ医療が提供できるようになる。

長期的運動の腎保護作用の機序解明
心臓リハビリテーションへの補完代替療法の活用

医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース 助教

小川 佳子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2813/37 
連絡先：

TEL： 042-690-2769 E-mail： yogawa@main.teikyo-u.ac.jp 

OGAWA, Yoshiko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
小川佳子、伊藤修ほか． 食塩感受性ラットにおける長期的運動の腎保護作用－酸化ストレスと の観点から 第 回日本腎臓
リハビリテーション学会（福岡 ） 最優秀演題賞受賞

（写真）
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キーワード：傷害予防、グロインペイン

スポーツ傷害予防の取り組み

研究の概要
　東京 2020 オリンピックに向け、スポーツに注目が集まる中、スポーツ競技の安全性確保が
問題となっている。近年では各種目の傷害状況の調査及び各傷害の発生メカニズムの解明、予
防プログラムの考案が行われている。そこで現在は、van Mechelen が提唱した sequence of 
prevention model（Sports Med1992）を参考に以下のことに取り組んでいる。
　・サッカーを中心とした大学スポーツの傷害調査
　・グロインペインの発生メカニズムの解明
　・第 5 中足骨骨折の発生メカニズムの解明
　・ジャンプ、カッティング等のスポーツ動作の動作分析
　・傷害予防の実施

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　スポーツに関連した傷害のメカニズムを解明のため、三次元動作解析や足底圧、超音波、
筋電計など様々な手法を活用して取り組んでいる。
　傷害予防法の検討についてはトレーニングプログラムの考案をはじめ、インソールやサ
ポーターの提案も行っていきたいと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
科学研究費　若手研究（B）　研究代表
　「鼠径周辺部痛症候群の危険因子と発生メカニズムの解明－股関節機能に着目して－」

キーワード：傷害予防、グロインペイン

スポーツ傷害予防の取り組み

キーワード： 傷害予防、グロインペインキーワード： 傷害予防、グロインペイン

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

スポーツ傷害予防の取り組み
医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース 講師

佐保 泰明
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2060/37 
連絡先：

TEL：042-678-3289 E-mail：y-saho@main.teikyo-u.ac.jp

SAHO, Yasuaki

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

van Mechelenが提唱する”sequence of prevention”
(Sports Medicine 1992) 

ステップ動作中の足底圧の解析
→第5中足骨折のメカニズムの検討
→インソールの効果検証A.傷害の問題点

の確認：
発生率、重症度

A.傷害の問題点
の確認：

発生率、重症度

B.傷害の原因・
メカニズムの確認

B.傷害の原因・
メカニズムの確認

C.予防介入C.予防介入D.効果検証
Aを繰り返す
D.効果検証
Aを繰り返す

3次元動作解析
→スポーツ動作と
傷害の関連を検証

超音波による筋硬度測定
→グロインペインとの
関連を検証

看護・
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医療技術学部・スポーツ医療学科　健康スポーツコース　講師
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
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知的財産・論文・学会発表など
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キーワード：ICF、合理的配慮、特別支援教育、小児

ICF に基づいた合理的配慮提供に関する研究

研究の概要

　　　　　���＊：提供する際の留意点に関するもの　　＊＊：障害の状態に関するもの

　図：合理的配慮提供における ICF の活用例（日本特殊教育学会第 55 回大会発表論文集より）
　特別支援教育における ICF（国際生活機能分類）の活用を図るため、特別支援教育と関係の深い ICF
カテゴリーを明らかにするとともに、ICF モデルを児童生徒の実態把握から指導・支援を導き出すため
のツールとして実践的に活用し、その有効性を示してきた。合理的配慮提供に関しては、中央教育審議
会初等中等教育分科会による「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別
支援教育の推進（報告）」のなかで述べられている合理的配慮の３観点のなかの 11 項目に関する内容と
ICF カテゴリーを照合することにより、合理的配慮を検討する上で参考となるICF カテゴリーを抽出した（堺
他，2015）。さらに国立特別支援教育総合研究所によるインクルーシブ教育システム構築支援データベー
スの実践事例を基に、実際に提供された合理的配慮の内容と関係の深い ICF カテゴリーを明らかにする
ことにより、合理的配慮を決定するための ICF コアセットの作成に取り組んでいる（堺他，2018）。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　特別支援学校に在籍する児童生徒を担当する理学療法士とって、特別支援教育との連携が大切であ
ることはいうまでもない。昨今、合理的配慮の提供に関する法整備がなされ、特別支援教育における
ICF 活用はより一層意義深いものとなっている。そこで、特別支援学校に在籍する症例や特別支援教
育現場において ICF が有効に活用されるために、実践研究に力を注いでいる。障害のある児童生徒の
実態把握やそれに基づく合理的配慮の提供を効果的にプランニングできるよう ICF をツール化するこ
とは、適切なプロセスに基づいた治療、指導、支援の提供ひいてはインフォームドコンセント、多職
種連携、帰結の向上等のためにも有効となると考えられる。

知的財産・論文・学会発表など
堺裕 : 合理的配慮検討における ICF-CY カテゴリーの活用、日本特殊教育学会第 55 回大会発表論文集、
2017
堺裕他：病弱・身体虚弱のある児童の心理面・健康面に関する合理的配慮 ICF-CY コアセット作成の
試み―インクルーシブ教育システム構築支援データベースの実践事例と ICF-CY との適合性検討に基
づいて―、帝京大学福岡医療技術学部紀要 , 13, 9-19.2018.

キーワード：ICF、合理的配慮、特別支援教育、小児

ICF に基づいた合理的配慮提供に関する研究
ICF

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/384/38 

TEL 0944-88-9346 E-mail sakai@fmt.teikyo-u.ac.jp

SAKAI, Yutaka福岡医療技術学部・理学療法学科　教授

堺　　裕 SAKAI, Yutaka

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/384/38

看護・
リハビリ

福岡キャンパス

ICF

URL https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/384/38 

TEL 0944-88-9346 E-mail sakai@fmt.teikyo-u.ac.jp

SAKAI, Yutaka



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

看
護
・
リ
ハ
ビ
リ

─ 82 ─

キーワード：税

疾患モデル動物に対する基礎研究

研究の概要
　脳卒中は、平成 29 年人口動態月報年計によると我が国における死因の第３位に位置しており、要介
護となる要因の 1 位を占めている疾患である。近年、脳卒中に対するリハビリテーションとして、脳損
傷後の脳の可塑性や神経ネットワークの再構築といった神経機能回復促進を目的とした電気刺激療法が
注目されている。末梢への電気刺激による脳出血モデルラットへの効果を検証し、末梢への電気刺激が　
脳損傷部位のアポトーシスを抑制している可能性を見出した。今後は効果的な周波数や頻度の検討、作
用機序を解明することで臨床への応用につながることが期待される。
　また、認知症は高齢化の一途をたどる我が国において今後さらに増加が懸念されている疾患であり、
なかでもアルツハイマー病は対策が急務とされているにもかかわらず具体的な治療法が確立されていな
い現状にある。そこで、我々は運動や様々な刺激（触覚、味覚、聴覚）といった非薬物治療に着目して、
共同で検証を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在は熊本保健科学大学のチームと共同で、身近な食材や刺激が脳卒中やアルツハイマー病モデル
動物に対してどのような影響を与えるのかについて基礎的な研究を用いて検証中である。今後も刺激
の頻度や方法、種類などを検証していく必要があるが、身近な道具や食材による触覚刺激や味覚刺激
が脳にどのような影響を及ぼすのかを模索している点で、地元へも還元できる可能性を秘めている。

知的財産・論文・学会発表など
１） 深町翔平、行平　崇、亀山広喜、久保高明、山元総勝、申　敏哲：上肢末梢神経電気刺激が脳出

血モデルラットの損傷部位に与える影響、物理療法科学　22：1-9, 2015　
2） 田中哲子、行平崇、西健太郎、久保高明、申敏哲：舌への刺激がラットの記憶力に及ぼす影響、

保健科学研究誌　No.15：73-82　2018

キーワード：税

疾患モデル動物に対する基礎研究

キーワード： モデルラット、行動実験、免疫染色キーワード： モデルラット、行動実験、免疫染色

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

疾患モデル動物に対する基礎研究
福岡医療技術学部 理学療法学科 講師

行平 崇
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1361/38 
連絡先： 帝京大学 福岡キャンパス

TEL：0944-57-8333 E-mail：yukihira@fmt.teikyo-u.ac.jp

YUKIHIRA, Takashi

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

）田中哲子、行平崇、西健太郎、久保高明、申敏哲：舌への刺激がラットの記憶力に及ぼす影響，
保健科学研究誌 ：

Stereotaxic装置
脳卒中モデル、アルツハイマー病モデル
の作成に使用

8方向放射状迷路
記憶力の測定に使用

看護・
リハビリ

福岡医療技術学部・理学療法学科　講師

行平　崇 YUKIHIRA, Takashi

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1361/38

看護・
リハビリ

福岡キャンパス

キーワード： モデルラット、行動実験、免疫染色キーワード： モデルラット、行動実験、免疫染色

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

疾患モデル動物に対する基礎研究
福岡医療技術学部 理学療法学科 講師

行平 崇
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/1361/38 
連絡先： 帝京大学 福岡キャンパス

TEL：0944-57-8333 E-mail：yukihira@fmt.teikyo-u.ac.jp

YUKIHIRA, Takashi

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

）田中哲子、行平崇、西健太郎、久保高明、申敏哲：舌への刺激がラットの記憶力に及ぼす影響，
保健科学研究誌 ：

Stereotaxic装置
脳卒中モデル、アルツハイマー病モデル
の作成に使用

8方向放射状迷路
記憶力の測定に使用

看護・
リハビリ
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キーワード：フレイル　運動　予防

サルコペニア /フレイル予防における
理学療法士の役割

研究の概要
　日本の平均寿命が男女ともに延長してきており、超高齢社会と迎えている。平均寿命

は今後も延長を続けると予測されており、より高齢者の医療・介護に関わる様々な問題

および負担が増大すると考えられる。それを防ぐためには、高齢者の疾病管理とともに

生活機能障害を予防することが重要である。

　生活機能障害の原因としてフレイルがある。フレイルとは、高齢期に生理的予備能が

低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、転倒、日常生活活動能力の低下、要

介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態とされ、身体的、精神的、社会的側面など

多くの要因より発生すると言われている。また、サルコペニア（加齢にともない筋肉が

減少する病態）はフレイルの重要な一因である。

　サルコペニア / フレイルの予防は、レジスタンス運動の要素を含む身体活動や蛋白質

摂取を意識した食事、社会参加が大切であると言われている。現在、大牟田市で実施さ

れている「サルコペニア・フレイル予防事業」にて、運動、指導、評価を実施している。

今後、サルコペニア / フレイルに対する予防効果や負荷量の検討、自宅で実施可能な運

動プログラム作成などに携わっていきたいと考える。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　超高齢社会に突入している日本において、介護状態に至る時期を少しでも遅らせて、
健康寿命を延長させようとする取り組みが積極的に行われている。フレイルは、適切
な介入により健康な状態に戻せると考えられており、要介護状態に陥る前段階と位置
付けられているフレイルの段階から予防を行う必要がある。サルコペニア / フレイル
予防により、健康寿命の延伸、医療・介護の負担軽減に貢献できる可能性があり、今
後、学生に対して予防リハビリテーションの大切さを示し、身体的な問題のみでなく
心理精神面の問題も配慮できる広い視野をもった理学療法士の育成に努めていきたい
と考える。

キーワード：フレイル　運動　予防
キーワード： フレイル 運動 予防キーワード： フレイル 運動 予防

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

サルコペニア/フレイル予防における理学療法士の役割

福岡医療技術学部 理学療法学科 助教

吉村 和代
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3039/38 
連絡先： 帝京大学福岡医療技術学部

TEL：0944-57-8333 E-mail：kazuyo.yoshimura.6.12@fmt.teikyo-u.ac.jp

YOSHIMURA，Kazuyo

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

看護・
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福岡医療技術学部・理学療法学科　助教

吉村　和代 YOSHIMURA, Kazuyo

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3039/38 

看護・
リハビリ

福岡キャンパス
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キーワード：携帯型医療機器、非侵襲的、高齢者ケア

携帯型パルスオキシメータを用いた
SpHb 測定の場面有用性

研究の概要

　訪問看護師を対象とした、訪問看護を利

用している高齢者に協力を得て SpHb（非

侵襲的ヘモグロビン濃度）測定をおこない、

①いつ、どのような場面で測定をおこなっ

たのか、②さらに使いやすい測定機器とは？

これらを FGI（フォーカス・グループ・イン

タビュー）にて明らかにしていく。

　次に、③臨床場面によって有用性が高い

場面のフローシート作成をおこない、一般

化をはかる。以上を訪問看護師とともに検

討していく。

　アイデアを研究成果に取り込みながら、

臨床有用性と機器の改善を通じてさらなる

看護の質の向上を目指すことに取り組んで

いる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　訪問看護の場面で得られた結果をもとに、介護施設内をはじめ、高齢者が生活し
ているさまざまなケア場面で検討したい。非侵襲的で即時に高齢者の貧血状態をア
セスメントできることによって、フレイル状態の発見が容易となり、患者や利用者の
QOL（Quality of Life）の向上に寄与することができる。
　 測定機器は看護師がさらに利用しやすい機能を加えたりなど改良することが可能
であり、多くの看護職から意見をいただければ幸いである。看護師が少ないケア現場
にどのように広めていくのかをともに考えたい。

福岡医療技術学部・看護学科　教授

新居　富士美 ARAI, Fujimi

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/

看護・
リハビリ

福岡キャンパス

キーワード： 携帯型医療機器，非侵襲的，高齢者ケアキーワード： 携帯型医療機器，非侵襲的，高齢者ケア

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

携帯型パルスオキシメータを用いたSpHb測定の場面有用性

福岡医療技術学部 看護学科 教授

新居 富士美
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/

ARAI，Fujimi

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

写真
不可

連絡先： 帝京大学福岡キャンパス

TEL： 0944-57-8333 E-mail： arai@fmt.teikyo-u.ac.jp 

研究の概要
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キーワード：医療関連感染、個人防護具、DAD ｓ

新生児集中治療室の医療関連感染予防策に
おける手袋使用に関する研究

研究の概要
　新生児集中治療室 （Neonatal Intensive Care Unit：NICU） の医療従事者は感染拡大を防ぐため
の知識と信念を有しているにもかかわらず、NICU の医療関連感染率は高い。そこで、本研究は
NICU の医療従事者の手袋使用の障害と、感染防止のための手袋使用に関連する行動を明らかに
することを目的とした。
　NICU の看護師と医師を対象に、手袋使用について、Discovery & Action Dialogues (DADs) 
を用いたグループインタビューを実施した。グループインタビューから、手袋使用を障害するもの、
手袋使用の障害となっているものを取り除く人、手袋使用時の行動を抽出し、カテゴリー化した。
手袋使用に関連する行動は、手指から肘までの手指消毒、機器のボタン類への接触方法、手袋
と手指消毒薬へのアクセス方法、手指衛生のための環境作り等の 8 のカテゴリーに分類でき、手
指衛生や手袋使用の障害への対策が確認できた。しかし、その有効性については明らかになっ
ていないものもあった。また、NICU にいる人々を巻き込んでサポートを得ていることも示された。
　今回の研究結果で述べた、周囲の人たちとの協力やチームワークは感染予防との関連が予想さ
れる、今後はチームワークをキーワードとしたアプローチ方法が、組織的な医療関連感染予防対
策の強化につながるかという問いに対する答えを得るための研究に取り組んでいく予定である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　医療関連感染予防対策は NICU の全スタッフ及び患児家族にとって共通の課題である。今
回、DADs によるグループインタビューによって、NICU における感染防止のための手袋使用
に関連する行動を抽出することができた。今後、NICU に勤務する他職種の医療者や、さら
には患児家族への調査も行うことによって、更なる NICU というコミュニティーの中に存在
する感染防止のための手袋使用に関連する行動を明らかにしていきたい。また、今回明らか
となった NICU における手袋使用行動の医療関連感染予防効果を検証していきたい。

知的財産・論文・学会発表など
上野洋子、前田ひとみ：新生児集中治療室の医療関連感染予防策における手袋使用に関する
研究　日本看護技術学会誌 , 17, 11-17, 2018.  [ 査読有り ]
Yoko Ueno, Hitomi Maeda: Development of Best Practice for Glove Use for Infection Control 
in the NICU  International Nursing Research Conference 2017   

福岡医療技術学部・看護学科　助教

上野　洋子 UENO, Yoko

URL：https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/teacher.html
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キーワード：訪問看護師、業務関連の悩み、実態調査

訪問看護師が直面している業務関連の諸問題

研究の概要
　地域包括ケアの方針により、ますます訪問看護師の力量を発揮する時代になった。しかしな
がら、訪問看護師をとりまく環境はさまざまであるという。訪問看護師の業務関連における諸
問題を地道に整理していくことはケアの改善や質の向上につながると考える。そこで、本研究
は訪問看護師を対象に訪問看護業務関連において、「現在どのような悩みを抱えているのか」そ
の実態を明らかにしていく。
　問題の優先順に、解決策について、さまざまな職種や地域住民の代表等をまじえて討議をお
こなう。具体策を皆で考えて、より地域住民のニーズに即し、訪問看護師も気兼ねや悩みなく
ケアが提供できる環境となるよう取り組んで
いきたい。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　訪問看護関連業務の悩みを抽出し、解決策を医療職のみならず、様々な職種や地域住民と
参画型によって、よりよいケア周囲の環境整備ができるのではないだろうか。多方面からの
ご意見をもとに現場が少しでもより良い方向になれば幸いである。ある地域における複数の
訪問看護ステーションで得られた結果をもとに、他の地域にも同様にできるのか検討し、ど
のように広めていくのか、そのプロセスや波及効果についても、ともに考えたい。

知的財産・論文・学会発表など
・ 診療所における看護師の役割に関する文献的検討、大島 操、新居富士美、安部恭子、九州

看護福祉大学紀要 15(1)81-91, 2015.

福岡医療技術学部・看護学科　准教授

大島　操 OSHIMA, Misao

URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/

看護・
リハビリ

福岡キャンパス

キーワード： 訪問看護師，業務関連の悩み，実態調査キーワード： 訪問看護師，業務関連の悩み，実態調査

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

訪問看護関連業務の悩みを抽出し、解決策を医療職のみならず、様々な職種や地域住民と参画型によっ

て、よりよいケア周囲の環境整備ができるのではないだろうか。多方面からのご意見をもとに現場が少しでもよ

り良い方向になれば幸いである。ある地域における複数の訪問看護ステーションで得られた結果をもとに、他

の地域にも同様にできるのか検討し、どのように広めていくのか、そのプロセスや波及効果についても、ともに

考えたい。

訪問看護師が直面している業務関連の諸問題

福岡医療技術学部 看護学科 准教授

大島 操
URL：http://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/undergraduate/f_medical_tech/

OSHIMA，Misao

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

・

（写真
不可）

連絡先： 帝京大学福岡キャンパス

TEL： 0944-57-8333 E-mail： oshima@fmt.teikyo-u.ac.jp 

研究の概要

地域包括ケアの方針により、ますます訪問看護師の力量を発揮する時代になった。しかしながら、訪問

看護師をとりまく環境はさまざまであるという。訪問看護師の業務関連における諸問題を地道に整理して

いくことはケアの改善や質の向上につながると考える。そこで、本研究は訪問看護師を対象に訪問看護

業務関連において、「現在どのような悩みを抱えているのか」その実態を明らかにしていく。

問題の優先順に、解決策について、さまざまな職種や地域住民の代表等をまじえて討議をおこなう。具

体策を皆で考えて、より地域住民のニーズに即し、訪問看護師も気兼ねや悩みなくケアが提供できる環

境となるよう取り組んでいきたい。

看護・
リハビリ
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キーワード：低出生体重児、リスク評価尺度、因子分析

低出生体重リスク評価尺度の作成

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究の学術的独創性と創造性は、予備調査の妊娠当時の生活スタイルや心理的特性から
抽出した、低出生体重児の出生要因をもとに、妊婦のリスク評価尺度の項目を作成して、低
出生体重児を出産するリスクを尺度として計量化し、評価できるようにしたことである。具
体的には、出生時低体重児の出生関連要因を抽出するにあたり、特にストレス・妊婦の喫煙・
過度のダイエットによる痩せなどの環境要因に着目し、妊婦の日常生活における行動や価値
観（考え方）から出生時体重に影響を及ぼす恐れのある関連要因を探ることが特徴的である。
その活用方法としては、今後前向き調査や地域を拡大して調査を繰り返すことにより、妊婦
健診の問診時に問診者の力量に左右されることなく、客観的にハイリスク妊婦を抽出できる
尺度として利用できる可能性がある。

知的財産・論文・学会発表など
1） 園田和子，松成裕子，武井修治．胎児の発育に影響を及ぼす恐れがあると考えられる妊

婦の生活スタイルと心理的特性．小児保健研究 75(4)463-473，2016．
2） Kazuko Sonoda,Yuko Matsunari, Syuji Takei．A low-birth-weight risk assessment scale: 

development and validation through a questionnaire-based survey． BMC Health Services 
Research 2019.1.18 19:48.

キーワード：低出生体重児、リスク評価尺度、因子分析

低出生体重リスク評価尺度の作成

キーワード： 妊婦の生活、低出生体重児、インタビュー調査キーワード： 妊婦の生活、低出生体重児、インタビュー調査

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

低出生体重児の出産リスクを評価するための
尺度作成における尺度項目選定の検討

ー半構造化面接によるデータからの抽出ー

福岡医療技術学部 看護学科 講師

園田 和子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2880/194  
連絡先：

TEL：0944-57-8333 E-mail：kasonoda@fmt.teikyo-u.ac.jp

SONODA, Kazuko

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）

看護・
リハビリ

福岡医療技術学部・看護学科　講師

園田　和子 SONODA, Kazuko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2880/194 

看護・
リハビリ

福岡キャンパス

研究の概要
　わが国の低出生体重児の出生割合は増加傾向にあるが、低出生体重児は出生前後の疾患罹患
率が高く、成人後にも生活習慣病にかかりやすいことが知られており、これに歯止めをかけるこ
とが社会的要請となっていることから、筆者らは後向き調査によって『低出生体重リスク評価尺度

（以降、尺度）』を作成した。
　この尺度は妊婦の日常生活の中に潜在化している胎児の発育に影響を及ぼすと推測される事柄
を、低出生体重児を出生する関連要因として捉えたものであり、低出生体重児を出産する可能性
のある妊婦（以降、ハイリスク妊婦）を抽出するための尺度である。
　具体的には、低出生体重児を含む乳幼児をもつ母親 12 名を対象に、半構造化面接を行い、
妊婦当時の生活スタイルや心理的特性に関する語りから、低出生体重児を出生すると考えられる
生活スタイルや心理的特性に関する要因を抽出１）し、それを尺度項目に盛り込んだ。この尺度項
目を用いて調査を行ない得られた回答を基に探索的因子分析（主因子法・プロマックス回転）を
行った結果、9 因子（25 項目）構造が抽出され、その尺度の信頼性・妥当性が確認された。
　よって、【健診毎の指導】、【適度な休養】、【夫のサポート】、【嗜好品の胎児への影響】、【社会
的サポート】、【家族のサポート】、【マイナートラブルの影響】、【良い生活習慣】、【転倒のリスクと
生活の変化】の 9下位尺度 25 質問項目から構成された低出生体重リスク評価尺度２）を作成できた。



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

看
護
・
リ
ハ
ビ
リ

─ 88 ─

キーワード：摂食機能訓練、咀嚼・嚥下機能、舌刺激法

口腔機能に障害を持つ児への
舌刺激訓練効果に関する研究

研究の概要
　近年、心身の発達に障害をもつ子どもの数は増加傾向にあるといわれ、これらの子ど
もたちは咀嚼・嚥下機能にも問題を抱えていることが多く、この傾向は発達に問題を有
する児には強く、児の成長発達への影響と共に、摂食が母親のケアの負担となっている。
　この課題に対する対策の一つである摂食機能訓練の中の舌刺激法を、簡易で効果的に
実施できるように応用した舌刺激訓練（ベロタッチ）が提案されている。そこで、本研
究では口腔発達に課題をもつ児の嚥下機能やその効果を明らかにするための観察項目及
び質問紙調査項目を作成し、舌刺激訓練の効果を検討するための情報を得ることを目的
とし、実施するものである。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　この舌刺激訓練（ベロタッチ）は、熊本県内の複数の市町村において、口腔機能発
達を促すための予防的な保健指導の 1 つとして乳幼児を持つ保護者を対象とし、指導・
普及されつつあるものである。　
　本研究では、舌刺激訓練（ベロタッチ）の指導経験者（歯科医師、歯科衛生士、保
健師等）および、本訓練の指導を受けた経験のある児の保護者への口腔機能訓練前後
の変化についてのインタビューを実施するものである。本研究の成果により、保健分野
の口腔機能発達支援方法のための基礎資料としての示唆を得ることができると考える。

キーワード：摂食機能訓練、咀嚼・嚥下機能、舌刺激法
キーワード： 摂食機能訓練、咀嚼・嚥下機能、舌刺激法キーワード： 摂食機能訓練、咀嚼・嚥下機能、舌刺激法

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

口腔機能に障害を持つ児への
舌刺激訓練効果に関する研究

医療技術学部 看護学科 講師

田尻 登志子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3322/194 
連絡先： 帝京大学福岡キャンパス

TEL： 0944-57-8333 E-mail： tajitosi＠fmt.teikyo-u.ac.jp

TAJIRI，Toshiko

福岡キャンパス

（写真）

看護・
リハビリ

福岡医療技術学部・看護学科　講師

田尻　登志子 TAJIRI, Toshiko

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3322/194 

看護・
リハビリ

福岡キャンパス
キーワード： 摂食機能訓練、咀嚼・嚥下機能、舌刺激法キーワード： 摂食機能訓練、咀嚼・嚥下機能、舌刺激法

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

口腔機能に障害を持つ児への
舌刺激訓練効果に関する研究

医療技術学部 看護学科 講師

田尻 登志子
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3322/194 
連絡先： 帝京大学福岡キャンパス

TEL： 0944-57-8333 E-mail： tajitosi＠fmt.teikyo-u.ac.jp

TAJIRI，Toshiko

福岡キャンパス

（写真）

看護・
リハビリ
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キーワード：産後、母子、支援、新生児訪問

産後の母子に対する支援

研究の概要
　現在、各自治体が主体となって、産後の母子に対する支援として「新生児訪問」が実施されている。
訪問では、個別性を重視した具体的な指導、育児に臨む姿勢の前向きな変化、新生児のケア向上、児童
虐待やネグレクトの減少などの成果が期待される。しかし、実際には自治体によって訪問の対象者や時期、
訪問者、把握方法などに違いがみられ、訪問を利用しない母子も多い。そのため、より多くの母子が訪
問利用につながるための方策を検討した。
　これまでに明らかになったことは、以下の 2 点である。
　1． 訪問利用の有無に関連する背景要因には、出産経験、育児不安、里帰り、産後のニーズ・訪問の希望、

訪問の認知・理解があった。
　2． 訪問体制の異なる 2 市を比較した結果、訪問時期、訪問場所、訪問者、満足度に有意な違いがあった。

　この結果より、専門職の支援とし
て出産経験を考慮した上での十分な
情報提供や訪問ニーズを高めるため
の働きかけ、対象者の把握方法の検
討、訪問時期の検討、里帰りにも対
応できる訪問体制の確立が必要であ
ると考察した。

　今後は、標準化された客観的な評
価尺度を用いた追加調査および調査
地域や対象者を拡大し、より一般化
された具体的な方策の検討が必要と
考える。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　産後の母子に対する支援ニーズは高まっており、訪問に限らず様々な支援方法が検討され、子育て
支援センターやファミリーサポートなどの社会資源も充実してきている。その中で、より早期に、個
別的に関わりを持てる方法が新生児訪問であると考える。そのため、訪問制度をはじめとする産後の
支援制度が有効に機能しているのかを検討し、よりよく機能するための方策を研究することにより、
対象となる母子に少しでも役立つことができればと考えている。

知的財産・論文・学会発表など
論文　安永朱里，新小田春美：新生児訪問指導事業の活用を高めるための専門職による支援方法の検
討．三重看護学誌，第 17 巻，23 － 34，2015

キーワード：産後、母子、支援、新生児訪問

URL

TEL 0944 57 8333 E-mail a-Hidaka@fmt.teikyo-u.ac.jp

HIDAKA, Akari福岡医療技術学部・看護学科　助教

日髙　朱里 HIDAKA, Akari
看護・

リハビリ
福岡キャンパス

URL

TEL 0944 57 8333 E-mail a-Hidaka@fmt.teikyo-u.ac.jp

HIDAKA, Akari
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キーワード：行政保健師、キャリア発達、キャリア・プラトー

行政保健師の組織におけるキャリア発達と
キャリア・プラトーの関係

研究の概要
　公衆衛生看護活動を展開している行政保健師は組織の中で、行政職・専門職としてど

のように成長していくのか、行政保健師のキャリア発達の要因とキャリア・プラトーと

の関連を明らかにし、次世代保健師育成へのキャリア発達支援の方策を検討することに

取り組んでいる。

　3 つの仮説を設定し、行政保健師のキャリア発達の現状認識、保健師活動の歴史的変遷、

現職保健師へのインタビュー等を通しキャリア発達・キャリア・プラトーの実態を分析

し、効果的なキャリア発達支援の具体的方策について検討中である。　

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　行政保健師のキャリア発達、キャリア・プラトーの研究は、行政保健師の新任期研
修、中堅期研修、管理期研修に活かすことができる。
　現在、行政機関等より人材育成の研修依頼を受け、研究の一部を活用しながら行っ
ている。

知的財産・論文・学会発表など
論文
藤丸知子：東日本大震災での被災者支援―大槌町における保健師活動を通して見えて
きたこと―、東アジア評論 Vol、4　39-46、長崎県立大学東アジア研究所、2012、
八田睦美、藤丸知子、氏田美知子：A 市介護保険事業所職員の高齢者虐待対応実態と
相談・通報を促すための方策、第 8 巻第 1 号　53-62, 日本高齢者虐待防止学会　高
齢者虐待防止研究、2012
報告書
平成 23 年～ 25 年度　厚生労働省先駆的保健活動交流推進事業　「市町村保健活動
のあり方に関する検討報告書Ⅰ～Ⅲ」　公益社団法人日本看護協会　2012、2013、
2014　（市町村保健活動のあり方に関する検討委員会　委員長）
平成 27 年度　厚生労働省先駆的保健活動交流推進事業報告書「統括保健師人材
育成プログラムの開発～ 2 年間の試行を踏まえて～」　公益財団法人日本看護協会　
2016、（統括保健師人材育成プログラム検討委員会　委員）

キーワード：行政保健師、キャリア発達、キャリア・プラトー
キーワード：行政保健師、キャリア発達、キャリア・プラトーキーワード：行政保健師、キャリア発達、キャリア・プラトー

研究の概要

公衆衛生看護活動を展開している行政保健師は組織の中で、行政職・専門職としてどのよう
に成長していくのか、行政保健師のキャリア発達の要因とキャリア・プラトーとの関連を明ら
かにし、次世代保健師育成へのキャリア発達支援の方策を検討することに取り組んでいる。
3つの仮説を設定し、行政保健師のキャリア発達の現状認識、保健師活動の歴史的変遷、現職
保健師へのインタビュー等を通しキャリア発達・キャリア・プラトーの実態を分析し、効果的
なキャリア発達支援の具体的方策について検討中である。 ①行政保健師のキャリア発達は、
住の関わりの中での経験学習を積み重ね、それらを通して活動に活かされる。②行政保健師の
キャリア発達は、配属部署の異動、昇任、施策・制度の変革のなどの転機により影響する。③
多くの行政保健師はどこでもキャリア・プラトーに遭遇するが、住民・上司・同僚・家族の支
えにより、それを乗り越えキャリア発達していく、

行行政保健師として公衆衛生看護活動を展開している保健師は
組織の中で、行政職・専門職としてどの

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

行政保健師の組織におけるキャリア発達と
キャリア・プラトーの関係

福岡医療技術学部 看護学科 教授

藤丸 知子
URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2580/194 
連絡先：

TEL：0944-47-8333 E-mail：fujimaru@fmt.teikyo-u.ac.jp

FUJIMARU, Tomoko

福岡キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
論文

（写真）

看護・
リハビリ

福岡医療技術学部・看護学科　教授

藤丸　知子 FUJIMARU, Tomoko

URL： https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2580/194 

看護・
リハビリ

福岡キャンパス
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キーワード：養育、父親、親子関係

子どもに対する父親の養育・
親になる変化に関する研究

研究の概要
　近年のイクメンブームにより、子育てに参加する父親は年々増加している。しかし、社会生活基本調
査によると、6 歳未満児のいる夫の家事関連時間は 67 分で妻と比べると極端に短く、諸外国と比較して
も短い現状である。このように、育児における父親の関与はまだ十分と言えない。先行研究を概観すると、
父親の子どもへの関わりは、父親自身が役割を受け入れ、子どもへの養育を通して親として変化している。
　そこで、子育てをする父親に着目し、
　1. 子どもに対する父親の養育に影響する要因を明らかにする。
　2. 父親は育児を通してどう変化するのか。
について検討した。学童期の子どもを持つ父親では「夫婦関係満足」、幼児を持つ父親では「親役割を肯
定的に受容する」ことが養育に影響していた。父親の変化を因子分析した結果、「人間としての成熟」「親
としての自覚」「ストレス」の 3 因子が抽出された。子育てを通しての父親の変化は、父親自身の人間
としての成長につながっている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現代の核家族・少子化による社会背景より、育児不安や産後のうつ状態、未熟な親による虐待など
の問題がある。父親の育児関与が増えることにより、母親の育児に対する負担は軽減される。父親の
養育に何が影響しているのかを検討することで、育児をする父親への教育が明確にできる。
　育児に参加する父親に対して、何ができるのか、何が必要かを考え、妊娠中から産後の父親の役割
をイメージでき、実践に結び付けていける、親教育のプログラムを考えたい。
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論文 ( 査読あり）
1.  前原敬子 , 齋藤ひさ子 . 学童期後期の子どもに対する父親の養育に影響する要因 . 日本助産学会誌 . 
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2.  前原敬子 , 椎葉美千代 , 渡辺晴美 , 浦田一美 . 幼児を持つ父親の養育に影響する要因 . 母性衛生 . 

2018, 58(4), 640-647.
発表
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地域診断に関する研究

研究の概要
　地区視診は、地域を単位とした情報収集の方法のひとつであり、実際に現場にいき、自分の目で見た
り感じたりして直接的にデータを得る。しかし、ただ漠然といって視てくればよいというものではない。
地区視診を行うには、目的意識をもって注意深く観察しなければならない。眺めるだけではごくありふ
れた風景に終わってしまうものが、注意深く観察することで様々な意味をもっていることがわかる 。
　地区視診の意味は、地域全体を総合的にとらえるために、とくに地域の印象や全体像を理解すること
にある。また、地区視診では、既存の資料や調査からは得にくい地域独特の雰囲気、地理的状況、生活
様式などの情報を収集することが可能である。さらには、資料や調査などから得られた、人口統計学的デー
タなどを現実の状況と照らし合わせ、確認するのにも有用である。地区視診を行うにあたり、保健師学
生がどのような視点で地域（地区）を観察したか、具体的な観察項目として整理を行った（下記に最初
の３項目のみ記載する）。

　�具体的な観察項目

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本指標が実際の実習場面においても活用されることにより、また「公衆衛生（地域）看護活動は、
それぞれの地域構造や地理的条件を考慮し、きめ細かく地域住民のニーズを取り入れた活動が望まし
いと考えられていることから、地区視診の具体的観察項目を蓄積し、DVD 等の視覚的教材を開発す
ることで、保健師学生の視野を広げ、より多面的視点で地域住民理解へと繋がると思われる。

知的財産・論文・学会発表など
論文　 森山浩司、長谷川幹子、今村恭子：地区視診における具体的観察項目の構築に向けて．姫路大

学看護学部紀要第 8 号 p1-6, 2016 年 12 月
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1.家屋と街並み 集合住宅（棟の数・エレベータの有無・１棟の戸数、駐輪場・駐車場の形状、階
数、築年数）一軒屋の状況（家屋の占有面積、何階建て、庭の面積、洋風・和風、
築年数、２世帯住宅（表札）、家屋同士の密集・散在状況、車の保有数、車種、
車庫の様子、外壁の状況、瓦屋根かどうか）、建築資材（鉄筋・鉄骨・木造等）、
家屋の並び、路上駐車、街路樹の様子、幹線道路からの距離、アスファルトの状
態、歩道の状況・幅、用水路の広さ・蓋の有無、立地（山間部・都市部・高台・
海岸沿い、地盤、崖の状況、埋め立て）、道路（幅・起伏・国道・県道・市道・
私道・車線数・横断歩道・歩道橋）、集落同士の位置関係、１つの集落全体の形
状と道路との関係、空き家・空室の状況。

2.広場や空き地
の様子

広場・公園：（新旧、遊具有無、管理状況（草やゴミ）、子どもの遊ぶ状況、高
齢者の利用状況、広さ、利用時間帯、公衆トイレ、数、管理主体）その他・空き
地：テニスコート、野球場、ゲートボール場、空き地の頻度、面積、田畑の数・
状態・区画整備、養殖池、田畑の様子（作物の種類、栽培方法、管理状況、販
売・自宅用）。

3.境界 集落・市町村の区切り状況（峠、川、国道）、標識、家々の区切り状況、田畑と
家々の境界、交通機関を意識した境界、集落内での小境界。
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