
感染看護に関する研究：看護ケアにおける個人防護具、環境整備の調査・効果
（実験）・開発、と基礎看護学のケアに関する研究

写真 保健福祉学部 看護学科 職名 教授 氏名 Michiko Morimoto
研究領域 キーワード

共同研究

基礎・感染看護学 感染看護、感染対策、環境整備、防護具
看護ケア、シソ

保健福祉学部棟4階 6401号室 Mail: morimoto@fhw.oka-pu.ac.jp TEL/FAX:0866-94-0866

研究内容
研究は以下のような研究を中心に研究をしております。
１．感染看護に関する研究
１）看護ケアにおける個人防護具や手指衛生、基礎看護学のケア
エボラ出血熱をはじめとした新型コロナウイルス感染症（COVID－19）に対す
る医療従事者（看護師など）や患者様を守るために、看護ケア時の個人防護具
の研究を行っています。特に、脱衣時に危険のある防護具を着用して看護行為を
した場合の防護具の危険区域（クリティカルゾーン）の検証（図1）と教育等を
含めたガイドラインの試案作成をしております。また、手指衛生などの看護ケアの開
発および感染看護に関する研究を実践しています。
２）環境整備の調査・効果（実験）・開発
感染症の患者病室、高齢者の居住施設においての環境面の清掃では、感染症
患者が高頻度に接触する床頭台、ベッド柵、病室のドアノブ、オーバーテーブルなど
の高頻度接触部位は汚染されています。患者様の感染予防のために環境整備の
重要性に着目し、病院・施設の環境整備の実態調査・実験（図２）をしており
ます。さらに、最近では患者を感染から守るために有機薬剤でなく、自然な植物で
安全であるシソを用い、シソのエキス活性成分を特定し、それらの殺菌効果を明ら
かにするために、環境整備の実態調査・実験開発の研究を行っております。
２．基礎看護学の看護ケアに関する研究

ご興味のある方は人の命を守るために一緒に研究をしましょう！
図２．高頻度接触面のふき取りの効果

本学栄養学科、山梨大学医学部・工学部、高崎健康福祉大学、三重大学、三田市民病院

図１．看護ケア後の防護具汚染



看護実践における生体の変化・応答の解析
保健福祉学部 看護学科 教授 荻野 哲也 Tetsuya Ogino

研究領域 キーワード
共同研究者

基礎看護学、生命科学 生体計測
佐々木 新介

保健福祉学部棟4階 6409号室 Mail: togino@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容

ここに研究内容をご記入ください。
（Meiryo UI, 14p）

研究の特徴：看護実践に伴い、生体には圧力や温度変化などの負荷がか
かり、生体はこれに反応して局所および全身に様々な変化が生じる可能性
があります。研究室では生体への負荷とそれに伴う細胞・組織・個体の応答
について物理化学的な計測を通して評価し、自律神経活動や循環動態の
変化などを明らかにし、より良い看護実践を探究します。
研究例１：ベッド上での食後の体位が消化管運動・安楽に及ぼす影響 1)

座位およびベッド上で背上げの体位で食事前後における自律神経活動、腸
音、主観的安楽を検討した。
食後に背上げ角度を30°まで下げる体位では60°を維持する体位に比べ、
相対的に副交感神経が優位となり、腸音も増加した。
主観的にも最も安楽な体位であった。
研究例２：静脈穿刺時に血管怒張を高める方法の検証 2,3)

皮静脈穿刺の際、駆血に加えて行われる、静脈怒張を高める方法の有効
性について検討した。
温罨法およびタッピング法で静脈断面積の増加が見られ、血管怒張法として
有効で、静脈の同定を容易にすると考えられた。
1) Okano A. et al Acta Med Okayama. 2017;71(6):485-491. 
2) 佐々木新介、他 日本看護技術学会誌 (2014) 12:14-23
3) Ichimura M. et al Acta Med Okayama. 2015;69(2):79-85.



大学院教育における社会言語学と看護学との学際性に関する研究

写真 保健福祉学部 看護学科 教授 関根 紳太郎 Shintaro, SEKINE

研究領域 キーワード

共同研究者
社会言語学、メディア英語学 テクスト、ディスコース、コーパス
堀 智子（順天堂大学スポーツ健康科学部）

保健福祉学部棟３階 6307号室 Mail: sekine@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容

ここに研究内容をご記入ください。
（Meiryo UI, 14p）

●本研究では、現実の「世界」は、テクストと呼ばれる記号的な意味をもったもの（言葉など）によって
秩序づけられ、＜世界＞として置き換えられていると考えます。
また、そのテクストが用いられる場（＝社会文化的背景）に影響されながら、まとまりをもったディスコー
スとして、その場に特有の意味が醸成されていると捉えます。そして、ディスコースの不断の活動（コミュ
ニケーション）によって社会は形成されていると考えます。そこで、本研究では、本学看護学専攻6名と
の共著「看護学および社会福祉学領域におけるコーパス言語学的アプローチの基礎研究」、岡山県
立大学保健福祉学部紀要第26巻、pp.157-169.（2019）を先行研究として、2020年度の第
31回日本医学看護学教育学会学術学会（ウェブ開催）において、本学看護学専攻2名と共同で
オンデマンド発表した「コーパスを活用した看護保健領域ディスコースに関する分析と考察」の研究成
果を再度精査し、看護保健実践における社会言語学的アプローチの学際性および親和性を提示す
ることをねらいとします。
●本研究では、研究キーワードを内包する言葉のデータベース（コーパス）を、言葉によって再現され
る現実世界と近似的な＜世界＞として見立てます。そして、言語情報処理を施すことで抽出される特
徴語および関連語を含むある一定の意味をもつ言葉のかたまりに対してディスコース分析を試みます。
●本研究では、日英コーパスを比較検証しながら、（統計的にフィルタリングされた）特徴語と関連語
を内包する看護保健領域ディスコースを検証することで、研究キーワードの意味の本質（＜世界＞の
一端）を探求します。そして、看護保健領域における社会言語学的アプローチが、特にアンケート調
査の自由記述欄などに内在する意味や概念の抽出に有効であるという点について実証的に考察し、
学術的エビデンスを残します。

図表

詳細はこちらのQRコードよ
りご確認ください。



看護技術の可視化とエビデンスの探求
保健福祉学部 看護学科 准教授 佐々木 新介 Shinsuke Sasaki
研究領域 キーワード
共同研究者

基礎看護学 可視化，超音波，サーモグラフィ
荻野哲也，市村美香（吉備国際大学）

保健福祉学部棟 4階 6404号室 Mail: s-sasaki@fhw.oka-pu.ac.jp   TEL/FAX: 0866-94-2171

研究内容
岡山県立大学の佐々木研究室では
①看護技術の根拠を探求
②看護援助の可視化
③新しい看護技術や援助用具の開発 などを目指して研究を続けています

看護技術に関する実験研究に興味がある方，一緒に研究を行いましょう

具体的な研究テーマについて

 足趾の爪に関する研究（右写真 上）
 サーモグラフィを用いた表在静脈の描出に関する研究（右写真 下）
 静脈穿刺時に血管拡張を促す手技の検証

これら以外にも，超音波やサーモグラフィ，レーザードップラー血流計，圧力計など
を用いた生体情報を計測，様々な看護技術に関する研究を実施しています

超音波で観察した足趾の爪

サーモグラフィでの表在静脈の描出詳細は，研究室のHP http://sasakilab.fhw.oka-pu.ac.jp/



看護基礎教育に関する研究
保健福祉学部 看護学科 准教授 佐藤 美恵 Yoshie Sato
研究領域 キーワード
共同研究者

看護教育学 看護基礎教育
髙林範子、名越恵美、犬飼智子

保健福祉学部棟３階 6302号室 Mail: ysato@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容
看護基礎教育をテーマとして、以下のような研究に取り組んでいます。

・ 看護学生の手指衛生 ・ Audience Response System（クリッカー）を用いた双方向型授業

画像は下記より引用
http://keepad.co.jp/solutions/detail/turningpoint_hardware.html
http://www.keepad.co.jp/solutions/detail/turningpoint_mobile_responding.html

・ オンライン教育ツールを用いた看護技術の授業に対する学生による評価

・ 看護学生の自尊感情と幼少期の養育環境との関連

・ 女子大学生の月経前症候群（PMS）と日常生活習慣との関連

・ 看護学生の臨地実習中のストレスとその対処法

・ 臨地実習における看護学生の睡眠および食習慣と健康度との関連



糖尿病看護および抹消血流に関する研究写
unypo
n@gm
ail.c真

保健福祉学部 看護学科 教授 住吉和子 Kazuko Sumiyoshi

研究領域

キーワード

成人看護学
糖尿病看護，腎症予防，解決志向アプローチ，指先マッサージ

保健福祉学部棟４階 6407号室 Mail: sumiyoshi@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容

ここに研究内容をご記入ください。
（Meiryo UI, 14p）

１．糖尿病看護に関する研究
糖尿病に代表される多くの慢性疾患は、原因が特定できないもの、原因は特定でき
ても完治する可能性が低いため、病いとともに生きる支援が必要とされています。特に
糖尿病の治療の基本は、家庭で行われる食事療法、運動療法であるため、患者教
育について多くの研究が報告されていますが、人間にとってそれまでの習慣を変えること
（行動変容）は容易なことではありません。 そこで糖尿病看護認定看護師の協力
者とともに、患者自らが目的を定め、解決に向けての方略を考えることができるよう「解
決志向アプローチ」の効果についての検証に取り組んでいます。さらに、学会の研究推
進委員会のメンバーとともに、糖尿病と診断されてから１年以内の教育（初期教
育）の効果とその在り方について、共同研究を行っています。解決志向アプローチを用
いた面接方法や初期教育のエッセンスを明らかにすることで、専門医や糖尿病看護の
専門家が不在の施設でも広く糖尿病患者への適切な支援が可能になることが期待さ
れます。
２．指先マッサージ
末梢血管と健康について、最近ではマスコミに取り上げられることが多くなりましたが、
私たちは約10年前から日本フットケア協会の室谷先生の指導の下、末梢血流を改善
するための指先マッサージ、爪の切り方に取り組んでいます。現在は大学生を対象とし
た指先マッサージにより、抹消血流の改善を確認しています。今後は冷え性の人や慢
性疾患を持つ人の抹消血流の改善が健康に及ぼす効果について検証をしていく予定
です。

綿棒を用いた指先マッサージ

抹消血流の確認

健康知覚指標の開発



がん・心不全患者への緩和ケアに関する研究と人材育成
保健福祉学部 看護学科 准教授 名越 恵美 Megumi, Nagoshi

研究領域 キーワード
共同研究者

がん看護学，看護教育学 緩和ケア，職業的アイデンティティ
犬飼智子，實金栄, 井上かおり

保健福祉学部棟4階 6402号室 Mail: nagoshi@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容
高齢者社会になり、医学の進歩・病いと老いによるさまざまなエンド・オブ・ライフ期の多様な軌跡があります。
具体的には、 １）災害や事故による突然死、２）がん、３）慢性心不全・呼吸不全といった非がん、４）虚弱高齢者の４つに
分けられます。一方社会では、病院の機能分化、地域包括システムの中で、家族機能は多様化・弱体化しているため、病期として
ではなく自分の生の一部としてエンド・オブ・ライフについて考え、周囲の人、大切な人と語り合う文化を創り出すことが重要になります。
そこで、様々な軌跡の生老病死と向き合い、どう生きるかを一緒に考え、苦痛を取り除くケアができる人材育成に関する研究・実践を
行っています。
１．緩和ケアに関する研究：がんだけでなく、慢性疾患やERといった状況化での緩和ケアのあり方を探求してます。
２．看護教育に関する研究：レベルアップを図る臨床看護師・看護師長だけでなく、これからの看護を担う学生の判断力・実践力
のボトムアップを図りたいと思います。そして、看護師としてのアイデンティティ構築と就労継続に関する要因を明確化していきます。

１）意識レベルが低下した終末期がん患者の入浴ケアに対する緩和ケア病棟看護師の判断基準、キャリアと看護研究 11（１）
10-18 2021
２）看護労働環境に関する研究：The Essential of Magnetism Ⅱ（職場環境尺度）の構成概念妥当性の確認、日本
看護管理学会誌25（1）.2021
３）がん化学療法中の患者がレジリエンスを発揮していく過程、日本看護福祉学会誌、26（2）.1-8.2021
４）セデーションを受ける終末期がん患者・家族に対する緩和ケア病棟看護師の看護実践、香川大学看護学雑誌 25（1）
1-8,2021

１）ELNEC-J（The End-of-Life Nursing Education Japan)を毎年開催。
２）地域連携推進センター：エンドオブライフケア研究会で2か月に１回学習会を主催一緒に

緩和ケアについて語り合い、深めていきましょう。



地域ケアにおける臨床倫理コンサルテーション
保健福祉学部 看護学科 准教授 實金 栄 Sakae, Mikane

研究領域 キーワード
共同研究者

老年看護学，地域看護学 臨床倫理，エンドオブライフケア

井上かおり，名越恵美

保健福祉学部棟4階 6408号室 Mail: mikane@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容

ここに研究内容をご記入ください。
（Meiryo UI, 14p）

實金研究室では，地域で療養する人々がその人らしく生ききり，最善の死をむかえられるような医療・ケア提供につながる研究を
行っています。最近の論文タイトルは以下の通りです。
□ 終末期心不全患者に対するエンドオブライフディスカッションの実践を測定する尺度の妥当性と信頼性の検討．日本看護研
究学会中国四国地方会第35回学術集会（2022)

□ ステージD心不全患者への看護師のEnd of Life Discussionの実践実態．臨床倫理学会第9回年次大会（2022）
□ 訪問看護ステーション管理者の臨床倫理におけるケースカンファレンスの実施状況と支援に対するニーズ．臨床倫理．
（9），20-28（2021）

□ 訪問看護ステーション看護管理者の臨床倫理ケースカンファレンスでの倫理調整役割に伴うストレスへの関連要因の検討．
日本在宅医療連合学会誌．2（2），1-8（2021）

□ 退院支援看護師が認識する自宅へ退院した高齢者のストレングス．岡山県立大学保健福祉学部紀要．27，41-48
（2021）

□ 終末期維持透析患者の医療・ケア方針の検討に関わる看護師のジレンマ・曖昧さに対する対処．第41回日本看護科学
学会学術集会（2021）

住み慣れた場で，その人らしい終生期を生きるために，Advance Care Planningやその実現を支えるための医療・ケアが必要
となりますが，それらの選択において倫理的ジレンマを生じるような状況もあると思います。専門職だけでなく，ケアの担い手である家
族や地域の人々ともに，その人にとっての生活の質，最善の死を支えるケアを考えていきたいと思っています。
認定エンドオブライフケア援助士（エンドオブライフケア協会），ホワイトボードミーティング®ベーシック認定講師，

臨床倫理認定士（臨床倫理学会）として，地域で学習会（エンドオブライフケア岡山総社，スピリチュアルケア
勉強会，ホワイトボードミーティング®医療×気軽な勉強会，岡山臨床倫理研究会）を開催しています。
皆さんも参加してみませんか！



思春期の性に関する健康支援、子育て支援
保健福祉学部 看護学科 准教授 岡﨑 愉加 Yuka Okazaki

研究領域 キーワード
共同研究者

助産学・母性看護学 思春期、性教育、子育て支援
渡邉久美（香川大）、山下亜矢子（鹿児島大）、山本登志子、川下菜穂子

保健福祉学部棟３階 6３０６号室 Mail: yukai@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容
１．思春期の子育て支援
学校・医療・地域が連携した思春期の性に関する子育て支援システムとプログラムの開発を
目指しています。これまでに、家庭における性教育の実態や親が求めている支援等を明らかに
し、養護教諭と助産師の2職種間連携を主軸とした支援システムモデルを作りました。それを用
いて、考案した支援プログラムを中学校で実践し、縦断的に評価しました。現在は、地域の思
春期子育て支援の現状やひとり親家庭における思春期の性に関する子育ての実態と必要な
支援を明らかにし、医療と地域の連携による実践可能な思春期の性に関する子育て支援シス
テムと具体的なプログラムの開発をめざしています。

研究結果を
もとに
保護者向け
に制作した
パンフレット
中学校等で
保護者に
配布した

養護教諭が実践する月経教育
教材の制作
小中学校に
配布したCD

２．思春期の性に関する健康支援
「思春期男子の性に関する悩み」「性的同意」「女性の生涯にわたる健康の視点からの月経
教育」「思春期女性の摂食障害予防」などをテーマに研究し、その成果から、性教育教材等を
作製したり、考案した性教育プログラムを高校で実践し評価しています。コミュニティ家族ケア研
究会の代表として、多職種で研究活動をし、成果は国内外で発表しています。
３．その他
共同研究では、「助産学教育に関する研究」「母乳に関する研究」「産後うつに関する研究」
等にも取り組んでいます。また、今後は更年期女性の健康に関する研究にも取り組みたいです。
これまでの指導テーマは、博士前期課程では「低用量経口避妊薬（OC）の服用を継続す
ることに関する成人女性の思い」、後期課程では「Health Action Process Approachによ
る20-30歳代女性の子宮頸がん検診の受診行動に関する基礎的研究」です。



保健師活動の展開推進に関する研究，災害時の被災者支援

写真 保健福祉学部 看護学科 教授 森永 裕美子 Yumiko Morinaga

研究領域 キーワード
共同研究者

公衆衛生看護学 保健師人材育成，災害時保健活動
1の研究；井伊久美子、辻よしみ（香川県立保健医療大学）、坂本真理子（愛知医科大学）
2の研究；倉敷市保健師、倉敷市社会福祉協議会

保健福祉学部棟３階 6304号室 Mail: morinaga@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容
1.保健師活動の展開推進に関する研究
地域において保健師が保健活動を行う上で「地域における保健師の保健活動指針」（平成25年４月19日付け厚生労働
省健康局長通知別紙）として示され、保健師の保健活動の更なる推進のために取り組むべき方向性を示しています。活動指
針の策定から５年を経て，社会情勢の変化や住民の生活実態は変化しており，こうした変化に対応した保健活動のさらなる
推進のために何が必要となるのか調査・検討しました。その中で、人材育成の重要性はもちろん、地区活動の再構築の必要性
が課題として顕在化できました。地区活動のあり方およびその推進方策について、現場の保健師が取り入れやすいよう、保健師
活動推進ガイドの作成を行っています。

２．災害時公衆衛生活動，被災者生活支援に関する調査報告
災害時と言っても、平常時の準備段階、平常時、災害直後、被災後と段階を追いながら、公衆衛
生看護学活動は必要です。被災後の支援にか関わった支援員さんらの記録より抽出した内容から、
保健師としての関わりのあり方はどうあるべきか、を検討しています。
起こってほしくない災害ですが、それでも起こった時に、住民さん、被災者により近くで寄り添って、明
日の生きる力を持てるように、災害時の保健活動について考えています。

３．保健師の現任教育(人材育成）プログラムの開発



研究テーマ（精神障害者の地域生活支援、メンタルヘルスリテラシー獲得支援）
保健福祉学部 看護学科 准教授 井上幸子 Sachiko Inoue

研究領域 キーワード精神看護・精神保健
産業保健 労働者の健康

地域定着・地域移行支援・就労支援
精神保健教育 メンタルヘルスリテラシー

保健福祉学部棟4階 6403号室 Mail: sinoue@fhw.oka-pu.ac.jp

研究内容
精神疾患やメンタルヘルスの不調に関連する知識を獲得することで、メンタルヘルス不調の予防行動をとったり、メンタルヘルス不調
時にSOSを出すことができるように、精神保健教育の実施、普及に向けてプログラムや教材開発に取り組んでいる。 この精神保健
教育は、予防行動、受診や相談などの援助希求行動につながる行動の促進を目的とするだけでなく、精神疾患・精神障害を正しく
理解することによって精神障害に対するスティグマを軽減させることも意図している。そのなかでも、 現在の研究テーマは、精神保健
教育によってメンタルヘルス不調を予防することだけでなく、多様な性や多様な国籍など、さまざまな多様性を受け入れ奨励する共生
社会の実現に役に立つ精神保健教育のプログラム案を構築することである。

その他に関心のあるテーマ
1. 精神障害者や発達障害者の在宅生活支援において、精神障害者や発達障害者にとっての生活空間でのバリアフリーを実現

するために、障壁（バリア）となる環境要因、空間要因、物理的要因などを特定すること。
2. 一般労働者のメンタルヘルスなど産業保健領域での健康支援、精神障害者や発達障害者の就労支援および就労継続支援

に関すること。
3. 精神看護学実習における学生指導と指導効果の検証を主に指導教員や臨床指導者からの被ケアリング体験に着目し、明ら

かにすること。

[受験希望者へのメッセージ]
在籍中の院生さんは保健師課程履修者が多いですが、保健師課程以外の方、社会人の方も歓迎いたします。精神疾患を有する
方や発達障害の方、またそのご家族に対して、地域生活や職業生活をよりよく送ることができるよう支援する、そのためのエビデンスを
一緒に蓄積していきましょう。ご質問やご相談はメールで、または研究室にお越しください。お待ちしております。
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