【令和元年度】


日本の農村女性における閉経が循環器疾患リスク因子に及ぼす変化



産後 1 ヵ月の母親の心理状態に関連する要因の検討



第 1 子誕生直後および産後 1 か月における妻および夫の思い



看護師のワーク・エンゲイジメントとレジリエンス、仕事の資源の関連



看護職者の多次元共感とメタ認知・情報処理様式・感情制御の関連



The STARx P 日本語版の開発―国内における保護者から見た慢性疾患患者の移行準備
状況の実態―



暴力をうけた女性を支援する施設で働く看護職の共感疲労に関する研究



高校生のメンタルヘルス関連要因と Social Networking Service の関係



The Roles of Nurses Employed as Medical Tourism Facilitators in TaiwanThe Roles of
Nurses Employed as Medical Tourism Facilitators in Taiwan(台湾において医療ツーリ
ズムファシリテーターとして従事する看護師の役割）



男子大学生における性的リスク対処意識とその関連要因

【平成 30 年度】


一般科看護師の精神障害者に対する社会的態度



集中治療室における有害事象検出のための日本版「Intensive Care Unit Trigger Tool」
の開発と評価



NICU・GCU から在宅生活に移行した極低出生体重児を養育する家族のエンパワメン
トの実態と関連要因の把握



高校生の妊娠に対して養護教諭が行う支援行動に関する調査のための質問票の開発



妊娠末期の初産婦における首尾一貫感覚と心理社会的適応状態および胎児への愛着と
の関連



産後１か月における母親の抑うつスキーマとストレッサーが抑うつ傾向に与える影響



手術室看護師のストレスの実態

病院特性および器械出し業務、外回り業務を比較し

て


看取りの体験が NICU/GCU 看護師に与える二次的外傷性ストレスの実態とその関連
要因の検討



性成熟期前期女性の骨盤底筋力の実態と関連要因の検討



生後 3～4 か月児を持つ父親の抑うつ傾向とその関連要因



女性看護師が受ける精神的ハラスメントと緩衝要因が抑うつと離職意向に及ぼす影響



外来通院中の多発性硬化症患者が感じるだるさの実態とだるさの程度及び生活への支
障状況に関連する要因



中国人留学生のアルコール使用障害のリスクに対する文化変容ストレスと飲酒期待の
影響に関する研究(The Risk of Alcohol Use Disorders towards Acculturative Stress and
Alcohol Expectancy among Chinese international students)

【平成 29 年度】


慢性膵炎患者の病気認知と健康行動、知覚されたソーシャルサポートとの関連



看護師の職場におけるインシビリティとコーピングが精神的苦痛とバーンアウトに及
ぼす影響―インシビリティの実態に焦点を当てて―



Role of Illness Perceptions in Self-Care Behaviors of Patients with Type 2 Diabetes in
Iran (イランの 2 型糖尿病患者の病気認知とセルフケア行動の関連)



生後 3～7 か月の乳児を持つ母親の育児感情とインターネット依存傾向、ソーシャル・
サポートとの関連



産後１か月女性の骨盤底筋力の実態および分娩に関する要因との関連性の検討



妊娠末期における妻への夫の関わり満足感と妻の精神状態の関連



病院に勤務する看護師のがん患者の就労上の問題に対する知識の実態と知識に関連す
る要因



慢性疾患患者のエンドオブライフ・ケアに対する看護師の困難感とその関連要因の探
索



産後 1 か月の母親のストレス対処能力（Sense of Coherence）と主観的睡眠状態および
ストレスが産後の抑うつ傾向に与える影響



病院看護師の精神的健康およびプレゼンティーズムに関連する要因



歯科のない病院１施設に外来通院中の 2 型糖尿病患者の口腔自己管理行動の実態と自
己効力感との関連



オンライン診療をうける子どもの主たる養育者の体験と思い



看護学生の共感の構造とその関連要因



病院の看護職員における腰痛に関連する要因



外来化学療法患者のがんに伴う倦怠感のセルフマネジメント行動と健康信念モデルに
基づく認知的要因との関連

【平成 28】


ペリネイタル・ロスへの看護者のケアリング行動とその関連要因



日本語版「The AACN Synergy Model for Patient Care」の開発に向けた予備研究



臨地実習における臨地実習指導者の役割遂行に影響する要因



早期産・低出生体重児の母親の児退院後 1 ヶ月間の体験 母親としての自信を中心に



退院時と産後 1 か月時の授乳方法の変化に関連する要因



大学生・大学院生が初経から体験してきている月経のセルフケア



全身性エリテマトーデス患者の皮膚感染予防行動の実施状況とその関連要因の探索



閉塞性睡眠時無呼吸障害群患者の治療行動の特徴

セルフエフィカシー・ソーシャル

サポート・健康関連 QOL に着目して


患者から暴力を受けた精神科看護師の認知・気分・行動・身体状態の関連



若年看護師と中高年看護師におけるニアミスとプレゼンティーズムに関連する要因

【平成 27 年度】


病院看護師の Presenteeism の実態と抑うつ、Absenteeism との関連



乳がん術後のリンパ浮腫対策として看護師が行う患者教育の実態調査



妊娠女性における隠れ肥満とその特徴



高校生のデート DV 経験および予防に関連する要因の検討



フォンタン手術を経験した子どもを持つ母親の体験‐出来事と対処および認知に着目
して‐



統合失調症者の対人機能における心の理論とワーキングメモリーの関連

【平成 26 年度】


看護師のパワーハラスメントが外傷性ストレス反応に及ぼす影響



入院中の双極性障害者が前駆症状をセルフコントロールするための認知行動療法プロ
グラムの適用



初産婦における積極的リラックス法による分娩第Ⅰ期の和痛効果



救命救急センターの看護師が自殺未遂患者を精神科受診につなげるまでのプロセス



小児がん経験者の就労に至るプロセスと関連要因

独身男性へのインタビュー調査

より


転院をして陽子線治療を受ける子どもの母親の体験



児童・思春期精神科を受診している中学生の居場所感― ソーシャルスキル、セルフエ
スティームとの関連―



アンガーマネジメントプログラムに参加した母親の認識の変化



介護予防事業に参加する女性高齢者の主観的身体能力および客観的身体能力と抑うつ
傾向の関連



看護師を対象とした慢性膵炎患者への生活指導に関する質的研究



ICD 植込み患者の健康関連 QOL と療養生活に対する認知と感情の実態およびその関
連



摂食・嚥下障害のあるパーキンソン病患者の食行動に関する質的研究



インスリン療法中の在宅要介護高齢者の訪問看護利用の実態とその関連要因～介護支
援専門員を対象とした横断調査～



The association between social interaction and cognitive plasticity for elderly（高齢者の
社会とのかかわりと認知的可塑性の関連）



The relations between stress of parents and child-rearing behaviors（保護者のストレス
と育児行動の関連）



The effects of change of home-rearing environment on child development（家庭の育児
環境の変化が子どもの発達に及ぼす影響に関する研究）

【平成 25 年度】


統合失調症者の現実的な問題解決を促すプログラムの有用性



統合失調症者と担当看護師の関係とその関連要因



一般病棟でがん看護に携わる経験の浅い看護師の困難



養護教諭と保育者からみた発達障害児の就学時における幼保小連携の現状と課題



産科医療機関における母乳育児確立のための実践と退院時母乳育児率との関連



高校生の安全な性行動選択に関連する要因の検討



子宮腔内照射を受ける患者に対する情報提供の有用性



青年期女性の隠れ肥満とその関連要因



女子大学生における冷えと月経痛の関連の検討



外来化学療法を受ける高齢がん患者の不確かさとその関連要因



生活動作支援機器使用時における脳血流への影響

【平成 24 年度】


社会経済的地位と周産期女性の健康との関連



薬物依存症者の自助活動による回復へのアレキシサイミアの影響



看護学生におけるがん患者の痛みに対する認識とがん患者との出会いの関連



統合失調症者の QOL とその関連要因-入院期間による特徴の検討-



看護師がイメージする予後不良ながん患者の病状認識に関する研究

看護師の情報取

得方法とその関連要因


看護師のワーク・エンゲイジメントに関連する因子 自己肯定感、職場環境、労働遂行
能力に焦点をあてて



妊娠期における運動と精神的健康の関連



危機介入モデルを用いたリハビリを受ける進行がん患者用看護援助プロトコルの実践
への適用



看護師によるうつ病患者への認知行動療法の効果



術後がん患者が退院直後に体験する病気に関連する負担感と心理的ストレスとその対
処方略との関係



入院中の統合失調症者に対するメタ認知的モニタリングを高める看護介入プログラム
の有効性の検討



病院看護師が受けるパワーハラスメントと緩衝要因が抑うつとワーク・エンゲイジメ
ントに及ぼす影響

パワーハラスメントの実態に焦点を当てて



変革型リーダーシップと看護師の職場環境、職務満足度、個人特性との関連



新生児集中治療室(NICU)看護者が抱く子どもの End-of-Life ケアに対する困難感とそ
の関連要因



東日本大震災において派遣保健師が体験した災害支援活動のプロセス



大学生におけるピアエデュケーションによる性教育の効果―性感染症予防をテーマと

した介入―


夫婦間コミュニケーションタイプによる妊娠期の父親の育児準備行動と QOL に関す
る検討



特別なニーズのある子どもに対する保育所看護職の役割と課題―保育所看護職と保育
者の調査結果の比較を中心に―



Sexual and Reproductive Issues in the Brazilian Community in Japan:an Analysis of
Japanese-BrazilianaAdolescentsainatheaBrazilianaSchools(日本で暮らす思春期日系ブ
ラジル人学生の性と生殖の課題について)



広汎性発達障害の成人が記述したインターネット上の日記における障害に対する認識



在宅移行期における脳血管疾患患者と家族の 困りごと に関する研究



社会性とストレス反応の関連に関する研究 ―小学 4～6 年生を対象として―



子どもの社会性を育む保育専門職の役割：統合保育施設でのフォーカス・グループイン
タビューより

【平成 23 年度】


小児がんを経験した子どもの Quality of Life 評価と関連要因



初めてＸ線撮影を受ける幼児の不安や恐れの表出およびそれに影響を及ぼす母親と医
療者の対応



特別なニーズがある子どもの支援に向けた保育者と保健師の連携に関する研究



発達障害児への支援における養護教諭の役割と認識



入院している統合失調症者の人生の意味の関連要因 時間的展望の観点から



地域在住高齢者の生活満足感に関連する要因の検討



中学生における鉄欠乏性貧血の実態と回復支援に関する研究



看護師のメンタリング機能と自己教育力が職務満足度に与える影響
よる検討

キャリア区分に



慢性疾患患者に対する遠隔看護を用いた介入の評価～糖尿病患者に試みて～



外来血液透析患者の体重測定を用いたセルフモニタリングが水分管理に及ぼす影響

【平成 22 年度】


コンドーム使用教育がその後のコンドーム使用行動に与える有効性の検討～高校生に
対する調査から～



NICU 退院後の低出生体重児を持つ母親の育児自信に関連する要因の検討―レジリエ
ンスに焦点をあてて―



統合失調症者における病気の認識と自尊感情と精神障害者観の関連



医療観察法病棟における看護師の薬物使用障害患者に対する態度の研究



精神科病棟におけるプライマリー・ナースが困難に対処し解決するプロセス



急性期統合失調症患者の症状対処行動に関する自己効力感向上をめざした心理教育の
効果の検討



建築設計に携わる過重労働者の精神健康と関連要因



地域在住高齢者の社会とのかかわりと認知症予防との関連



健康診断で耐糖能異常を発見された人において健康診断時の結果の通知方法が受診に
及ぼす影響



乳幼児期の虐待の早期発見・早期支援に関する研究



中学生の特性的自己効力感と生活習慣および自覚症状との関連



３歳児をもつ母親の育児意識と父親の就労状況との関連



特定健康診査受診者の実態と特定保健指導の効果に関する研究



指尖容積脈波による心理的ストレス評価のための基礎研究



におい環境が知覚に及ぼす影響



笑いの職場ストレス低減の効果に関する研究-介護現場における有効性についての検証
-

