看護学研究科

Graduate School of Nursing

本誌に掲載しております研究シーズの詳細の一部は
本 学 ホ ー ムペ ー ジ
（http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/
research/seeds）
に掲載しております。

また、上記以外にも各研究科・センターのホームページに

も掲載しておりますので、
ご確認ください。
看護学研究科ホームページ：

http://www.nurs.osaka-cu.ac.jp/nurs/index.shtml
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■看護学研究科
氏

：シーズ詳細データ有
（HP参照）

名・研究シーズ・キーワード

今中 基晴

IMANAKA Motoharu 教授

名・研究シーズ・キーワード

玉上 麻美 TAMAUE Mami 教授

研究シーズ ： 産婦人科感染症、周産期医学、更年期医学、不妊、
産婦人科漢方、
セクシュアリティなどに関する研究
キーワード ： ホルモン補充療法、漢方、性感染症、不妊、前期破
水

研究シーズ ： 流産を経験した女性の支援に関する研究、不妊治
療後に流産を経験した女性のレジリエンスに関す
る研究、育児支援、母性行動に関する研究
キーワード ： 流産、女性、
レジリエンス、不妊治療、育児支援、母
性性、母親役割

岡山 加奈 OKAYAMA Kanna 准教授

服部 俊子 HATTORI Toshiko 准教授

研究シーズ ： 医療関連感染対策、腸内環境と排便に関する研究
キーワード ： 手指衛生、環境感染制御、細菌、便秘

研究シーズ ： 哲学対話をキーコンセプトとした医療・福祉組織の
倫理システムの検討、
身体性をキーコンセプトとし
た倫理教育や技能教育の検討
キーワード ： 生命倫理、医療倫理、倫理システム、
倫理教育

金谷 志子 KANAYA Yukiko 准教授

林 知里 HAYASHI Chisato 准教授

研究シーズ ： 地域高齢者見守りシステムおよび見守り組織の育
成に関すること,要支援高齢者の地域包括ケアシス
テムに関すること
キーワード ： 高齢者、要支援、地域包括ケア、見守り活動

研究シーズ ： ふたごのことば・社会性の発達に関する研究、
ふた
ごの父親のワーク・ライフ・バランスに関する研究、
ゲノムリテラシーに関する研究
キーワード ： ふたご、発達、家族、
ゲノムリテラシー

熊谷 たまき KUMAGAI Tamaki 教授

平谷 優子 HIRATANI Yuko 教授

研究シーズ ： 学生の自己学習力と教授方略、労働職場環境と就
業継続、血液透析医療と患者・家族のQOL
キーワード ： 自己学習力、教授方略、継続教育、
アクティブ・トラ
ンジション、労働職場環境、慢性疾患患者、QOL

研究シーズ ： 子育て期家族の家族機能・家族支援に関する研
究、
ひとり親家族の家族支援策構築に関する研究
キーワード ： 子育て期家族、家族機能、家族支援、
ひとり親家族

（在）
河野 あゆみ KONO Ayumi 教授
研究シーズ ： 住民による地域高齢者見守り、高齢者のフレイルに
対するケア、高齢者総合的機能評価の効果評価
キーワード ： 介護予防、地域見守り、地域包括ケア、虚弱高齢
者、予防訪問、閉じこもり

（精）河野 あゆみ KOHNO Ayumi 准教授
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氏

藤田 寿一 FUJITA Hisakazu 准教授
研究シーズ ： 白血球−血管内皮細胞の相互作用による双方向シ
グナル伝達機構の解析
キーワード ： 好中球、血管内皮細胞、低分子量Gタンパク質

松田 光信 MATSUDA Mitsunobu 教授

研究シーズ ： 統合失調症患者に対する心理教育、統合失調症患
者に対するセラピューティックレクリエーション、
ス
トレングスの視点を活用した精神科看護師に対す
る教育研究
キーワード ： 統合失調症、心理教育、
レクリエーション、精神科
看護、
ストレングス

研究シーズ ： 統合失調症患者に対する心理教育の評価、精神科
看護師に対する教育支援
キーワード ： 心理教育、統合失調症患者、評価研究、精神科看
護、教育支援

作田 裕美 SAKUDA Hiromi 教授

村川 由加理 MURAKAWA Yukari 講師

研究シーズ ： がん看護学、急性期看護学
キーワード ： がん看護、
リンパ浮腫、補完代替医療、ストレス緩
和、急性期看護

研究シーズ ： クリティカルケア看護、がん看護、災害看護に関す
る研究
キーワード ： クリティカルケア、
がん患者、災害教育、災害サバイ
バー

佐々木 八千代 SASAKI Yachiyo 准教授

森口 由佳子 MORIGUCHI Yukako 講師

研究シーズ ： 高齢者の健康づくりに関する研究、認知症高齢者
の環境支援に関する研究、路上生活者の健康支援
に関する研究、慢性C型肝疾患患者を対象とした
疫学研究
キーワード ： 高齢者、認知症、ホームレス、
シーティング、環境支
援、健康支援、慢性C型肝疾患

研究シーズ ： 子どもの健康行動、子育て支援に関する研究
キーワード ： 小児・成育看護、健康行動

白井 みどり SHIRAI Midori 教授

横山 美江 YOKOYAMA Yoshie 教授

研究シーズ ： 高齢者の能力を引き出す生活環境の調整や適切な
座位姿勢への支援
キーワード ： 高齢者、認知症、
自立支援、環境、
シーティング

研究シーズ ： 児童虐待予防、母子保健に関する国際比較、発育・
発達、多胎児における虐待予防のための介入、双
生児、保健師活動、保健師教育、大規模災害におけ
る保健活動に関する各研究、
ネウボラ育児支援
キーワード ： 児童虐待予防、保健師、保健活動、双子、多胎児、
教育、国際、
ネウボラ育児支援
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和木 明日香 WAKI Asuka 講師
研究シーズ ： 医療職のセクシュアリティ理解促進、国際看護教
育、
ツボ指圧刺激の分娩時間短縮効果の検証に関
する研究
キーワード ： セクシュアリティ、多様性、国際看護、指圧、分娩
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