
氏  名 所    属 職  位 学  位 

前川 厚子 修文大学看護学部 看護学科 学部長・教授 看護学博士 

資       格 

1975年 3月  名古屋大学医学部附属看護学校 卒業（看護婦№270023 号） 

1979年 3月  日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 卒業(社会学士 第 2597号) 

(社会教育主事№4719号、中学校教諭 1級№3809号、高等学校教諭 2級№4490号) 

1980年 3 月  東京都立公衆衛生看護専門学校保健学科卒業 

（養護教諭 1級№117号、保健婦№45257号） 

1981年 6月  米国 MD Anderson HP & Tumor Institute E T Nurse School修了 

1993年 3月  筑波大学大学院教育学研究科修士課程修了(教育学修士 修甲第 6442号) 

1998年 12月  皮膚・排泄ケア認定看護師(ET/WOCN №120号) 

1999年 3月  東京医科歯科大学大学院医学系研究科 博士後期課程修了（看護学博士第 10号） 

主 な 著 書 ・ 原 著 論 文 

年度 タイトル（出版元又は掲載誌） 

発行年 著  書  名 発行所 

2019 e ナーストレーナー 医学書院 

2019 人体の構造と機能から見た病態生理ビジュアルマップ（2） 消化器 医学書院 

2019 病態生理ビジュアルマップ 韓国語版 医学書院 

2019 がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドライン第 2 版 金原出版 

2019 
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程大腸癌患者の看護潰瘍

性大腸炎患者の看護 (改訂版） 
医学書院 

2018 ストーマリハビリテーション講義の秘密  大村印刷 

2018 消化管ストーマ関連合併症の予防と治療・ケアの手引き 金原出版 

2017 新床ずれケアナビ 在宅・介護施設における褥瘡対策実践ガイド 中央法規 

2017 床ずれ[褥瘡]ケアナビ 在宅版  中央法規 

2017 がん看護 コアカリキュラム日本版 医学書院 

2016 
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程大腸癌患者の看護潰瘍

性大腸炎患者の看護  
医学書院 

2016 
公社）日本オストミー協会愛知県支部 愛知のオストメイト 活動

50 周年記念誌 
公社）JOA愛知県支部 

2016 人体の構造と機能から見た病態生理ビジュアルマップ（2）  医学書院 

2016 ストーマリハビリテーション基礎と実際 第 3版 金原出版 

2015 在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 第 3版 照林社 

2014 在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション 中国語版 オーム社 

2015 在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション改訂 2版 オーム社 

2013 がん看護 PEPリソース 医学書院 

2012 在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 第 3版 照林社 

2009 在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション オーム社 

2009 がん化学療法・バイオセラピー看護実践ガイドライン  医学書院 

2008 在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 第 2版 照林社 

2006 高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典  金芳堂 

2006 ストーマリハビリテーション実践と理論 金原出版 



2006 ストーマケア―基礎と実際 改定３版 金原出版 

2006 高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典 在宅編 金芳堂 

2002 訪問看護白書 
財)日本訪問看護振

興財団 

2002 
新版 障害者ケアマネジメント実施マニュアル(身体障害・知的障害

共通編) 
中央法規出版 

2002 日本オストミー協会 30年史 
公社）日本オストミー

協会 

2002 ケア輸送サービス従事者研修用テキスト．財）シルバーサービス振興会 中央法規 

2001 
障害者ケアマネジメント実施マニュアル(身体障害・知的障害共通

編：厚生省） 
中央法規 

2001 新・セミナー介護福祉 障害形態別介護技術⑬ ミネルヴァ書房 

2001 介護福祉士養成講座④「リハビリテーション論」 中央法規 

2000 障害者ケアマネジメント実施マニュアル（身体障害編：厚生省） 中央法規 

2000 排泄機能障害者援助技術の現状と将来－21 世紀に期待される技術 日本ビジネスレポート 

1999 ストーマとともに(改訂第 3 版) 金原出版 

1999 ストーマケア ―基礎と実際 改定２版 金原出版 

1999 リハビリテーションと看護～その人らしく生きるには（改訂２版） 中央法規 

1998 高齢者の看護アセスメント 医学書院 MYW  

1997 JJNスペシャル 心のケア Q&A 医学書院 

1997 
性・生殖機能障害をもつ人の看護-§8.ストーマ造設により性的な

問題を抱える人への看護  
メヂカルフレンド社 

1997 炎症性腸疾患ケアマニュアル  医学書院 

1997 ストーマケア エキスパートの実践と技術, 日本 ET/WOC 協会  照林社 

1995 カラーアトラス ストーマの合併症 金原出版 

1995 在宅医療 Q＆A 医薬ジャーナル社 

1993 よくわかるスキンケア・マニュアル 照林社 

1993 ストーマとともに(改訂 2版) 金原出版 

1993 セクシュアルリハビリテーションと看護 中央法規 

1993 ストーマとともに(改訂第 2 版) 金原出版 

1992 在宅ケアマニュアル 医学書院 

1992 ストーマリハビリテーション実践と理論 金原出版 

1992 ボデイ・イメージと看護 医学書院 

1990 地域の看護ニーズと保健婦活動 中央法規 

1990 セミナー介護福祉 障害形態別介護技術 ミネルヴァ書房 

1990 ストーマとともに 金原出版 

1989 ストーマケア ―基礎と実際(改定 2版） 金原出版 

1989 ストーマケア実践テクニック 東京衛材研究所 

1988 NHKラジオ「女性と仕事」仕事を語る女たち かのう出版 

1985 今日の治療指針 27 大腸がん・ストーマケア 医学書院 

1985 ストーマケア基礎と実際 (初版) 金原出版 

1985 ストーマ・ガイドブック：人工肛門・人工膀胱の管理 医歯薬出版 

1983 看護白書 健康への希い；ニーズに応える看護の新しいとりくみ 日本看護協会出版会 

1982 臨床看護セミナー･オストメイトリハビリテーション学 チーム医療 

1982 骨盤外科 機能温存と再建 金原出版 



 論  文  名 雑誌名 

2020 
“新型コロナ対策”への理解を深め、キャンパスの安全性を高める

活動 Post Covid-19,  Campus Safety Project in Shubun University 
Nursing CANVAS 

2020 
骨盤内腫瘍によりストーマ造設術を受ける患者の睡眠に関する研究

(原著論文) 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2020 
Association between Passive Smoking from the Mother and 

Pediatric Crohn's Disease: A Japanese Multicenter Study. 

Int J Environ Res 

Public Health 

2019 看護実践に役立つセクシュアリティ・アプローチの開発 日本看護科学学会誌 

2019 認知症カフェ運営におけるサービスの質に関する比較研究(会議録) 
 日本看護医療学会学

術集会抄録集 

2019 
病院死の経過を辿った在宅終末期がん療養者に対する訪問看護師の

役割(会議録) 
日本がん看護学会誌 

2019 
IBDストーマ保有者と非保有者の食物摂取頻度(FFQ)と食傾向に関す

る研究(会議録) 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2019 
オストメイトに特化したアプリ開発と活用促進に関する研究(会議

録) 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2019 
腸管リズムの経時的な把握と排便ケアに役立つウエアラブル腸電位

計の実用化(会議録) 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2019 
医療的ケアを要する小児の在宅療養におけるニーズに関する調査(会

議録) 
 日本看護科学会誌 

2018 
Evaluation of the Evacuation Rhythm Using the Bowel 

Electrometer 
ICCN 抄録集 

2018 WOCナースが実施するセクシュアリティの治療的会話 
日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2018 
訪問看護師と介護職を対象にしたオストメイト終活支援研修会の企

画と運営 

東海ストーマ・排泄

リハ研究会誌 

2018 
小児潰瘍性大腸炎と関連する母親の妊娠前から出産後における生活

習慣の検討 

日本小児栄養消化器

肝臓学会雑誌 

2018 壮年期のステージ 1・2にある肺がん患者が生活を創出するプロセス 日本がん看護学会誌 

2018 オストメイトに特化したアプリ開発と活用促進に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2018 ストーマ保有後の女性におけるライフサイクル適応に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2018 女性ストーマ保有者の self Adjustment と QOL に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2018 
炎症性腸疾患患者の主観的セクシュアルウェルビーイングと属性別

にみた特徴 テキストマイニングによる自由回答の分析(原著論文) 
 日本看護科学会誌 

2017 
Steganography 技術を用いたバイタルデータ伝送時の安全性を確保し

た在宅看護支援システムの構築 

日本看護科学学会学

術集会講演集 

2017 
在宅療養者の家族介護者におけるレスパイトケア利用日の睡眠の変

化 

日本看護科学学会学

術集会講演集 

2017 高齢透析患者の ICTを利活用した在宅腹膜透析支援システムの構築 
日本看護科学学会学

術集会講演集 

2017 高齢透析患者の ICTを利活用した在宅腹膜透析支援システムの構築 
愛知県看護教育研究

学会誌 

2017 肺がんステージ 3・4にある壮年期の患者が生活を創出するプロセス 日本がん看護学会誌 



2017 
炎症性腸疾患患者の栄養状態と Elemental Diet 利用の有無による相

違 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2017 
がん化学療法中の在宅ストーマ患者と関わる看護師の抗がん剤曝露

予防に対する認識と実践 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2017 オストメイトに特化したアプリ開発と活用促進に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2017 女性ストーマ保有者による妻、母親役割から捉えた日常生活の経験 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2017 骨盤内腫瘍により手術を受けるストーマ保有者の睡眠に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2017 女性ストーマ保有者の女性特有の生活体験 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2016 
ストーマ保有者や瘻孔保有者に対する多職種連携体制の構築とその

見直し強化 
看護技術 

2016 複雑な介護課題をもつストーマ保有者や瘻孔保有者への退院支援 看護技術 

2016 高齢者介護における皮膚裂傷(skin tear)の現状と実態 日本褥瘡学会誌 

2016 
地域・施設連携で在宅褥瘡管理システムを運用する価値創出を目指

そう 
看護技術 

2016 
在宅褥瘡ケアにおける連携 多職種チームによるかかわりとチーム

マネジメント 
看護技術 

2016 
褥瘡の評価とケア 訪問看護利用者への褥瘡アセスメントとトータ

ルマネジメント 
看護技術 

2016 在宅における褥瘡の予防・管理 オーラルマネジメント 看護技術 

2016 在宅における褥瘡の予防・管理 スキンケアと排泄管理 看護技術 

2016 
在宅における褥瘡のリスクアセスメント 「時々入院、ほぼ在宅」

を実現するための在宅褥瘡管理計画 
看護技術 

2016 褥瘡保有者を円滑に在宅ケアへ移行させるためのポイント 看護技術 

2016 
終末期の在宅がん患者支援用★Support Team Action Rating(STAR)

の開発 
日本がん看護学会誌 

2016 
がんサバイバーへの適応に向けたエクササイズの基礎研究 唾液マ

ーカーを用いたストレス評価 
日本がん看護学会誌 

2016 
がん緩和デイケア人材育成セミナー2010年開始時と 6年目の参加者

背景の比較 
日本がん看護学会誌 

2016 
【医工学の現状と未来】 医療依存度の高い在宅療養者が利活用する

医療機器とその安全管理 
現代医学 

2016 高齢者介護における皮膚裂傷(skin tear)の現状と実態 医学のあゆみ 

2016 
色補正機能を持つ双方向テレビ通話システムを付加した在宅腹膜透

析患者支援システム構築 

日本看護科学学会学

術集会講演集 

2016 
化学療法中のストーマ患者に対する WOC看護師と化学療法室看護師

の情報共有の実態 
日本がん看護学会誌 

2016 女性ストーマ保有者の主観的幸福感 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2016 外来通院中の炎症性腸疾患患者の健康状態と QOL に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2016 炎症性腸疾患患者のふだんの食生活と栄養状態に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2016 オストメイト特化型アプリの開発と活用促進に関する研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 



2016 女性オストメイトの人生におけるジェンダー特有の経験 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 妊婦(両親)教室参加者の妊娠期から出産・育児に関するニーズ調査 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2015 
訪問看護師が評価した終末期胃がん患者の予後 10日および 3 日の予

測項目 
保健の科学 

2015 
高齢者介護における皮膚裂傷(Skin tear)発症の実態と予防的ケアの

開発に関する研究(第二報) 
日本褥瘡学会誌 

2015 寝たきり療養者の関節拘縮発症状況と関連要因に関する研究 日本褥瘡学会誌 

2015 
がん化学療法中のストーマ保有者の排泄処理方法に関する抗がん剤

の曝露予防教育 

日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2015 
ストーマ外来 WOCN と外来がん化学療法看護師の認識と教育内容に関

する実態調査 

日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2015 

小児炎症性腸疾患の発症関連要因・予防要因解明のための母児の生

活習慣と遺伝子多型に関する症例・対照研究 リクルート状況と既

往・家族歴、母親の産科歴を中心に 

日本小児栄養消化器

肝臓学会雑誌 

2015 肺がん患者の自己受容が生活調整に及ぼす影響 日本がん看護学会誌 

2015 肺がん患者における自己受容の特徴 日本がん看護学会誌 

2015 STAS-J電子版を組込んだ在宅療養支援システムの構築 日本がん看護学会誌 

2015 両膝間体圧分散クッションの力学的劣化挙動 日本褥瘡学会誌 

2015 訪問看護師による在宅療養者の摘便実施状況 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 ウロストミー保有者のオストミーライフ 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 
ストーマを保有し、長期生存している人々の人生と QOL に関する研

究 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 
セクシュアリティ・ウエルビーイングの検討 IBD患者が思う性的に

幸福で満足できる状態 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 
潰瘍性大腸炎により回腸ストーマを保有した女性の長期サバイバル

経験 

 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 結腸ストーマを保有する後期高齢者のオストミーライフ 
 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 超高齢期を迎えたストーマ保有者のオストミーライフ 
 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2015 常設夜間休日 HIV検査場における受検者の情報リテラシー 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2014 
医師・薬剤師・看護師の連携で軟部組織感染症のリスクを早期に認

識し、悪化を防ぐ事ができた下肢褥瘡の一例 
日本褥瘡学会誌 

2014 
高齢者介護における表皮剥離(Skin tear)発症の実態と予防的ケアの

開発に関する研究 
日本褥瘡学会誌 

2014 
手術後に ICUで観察された Medical device related pressure ulcer

の発症と関連因子に関する研究 
日本褥瘡学会誌 

2014 
重度要介護者の在宅介護を行う家族介護者における脳卒中発症リス

クの検証 

日本循環器病予防学

会誌 

2014 おしり密着式摘便バッグ 758 の開発 
日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2014 ストーマ保有者の在宅医療と訪問看護に関する文献検討 
 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 



2014 
ストーマ保有者における長期サバイバルの意味と課題 がん患者 6

名の分析 

 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2014 ストーマ保有者の QOL 変化に関する要因の文献的検討 日本がん看護学会誌 

2014 
乳がん患者を対象とした外来がん自己管理支援システムの構築 試

行結果 
日本がん看護学会誌 

2014 肺がん患者が生活を創出するプロセス 日本がん看護学会誌 

2014 
退院から在宅での看取りを行なうがん患者への訪問看護師による支

援の現状 
日本がん看護学会誌 

2013 
小児炎症性腸疾患の発症関連要因・予防要因の解明 母児の生活習

慣と遺伝子多型に関する症例・対照研究 

日本小児栄養消化器

肝臓学会雑誌 

2013 常設夜間休日 HIV検査場における受検者の背景要因の考察 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2013 寝たきり療養者の関節拘縮発生と関連要因に関する研究 日本褥瘡学会誌 

2013 死亡者データから抽出した療養病床における褥瘡保有者の状況 日本褥瘡学会誌 

2013 在宅ケアにおける多職種協働の褥瘡・創傷管理の促進活動について 日本褥瘡学会誌 

2013 円背部に発生した漿液性ポケットを伴う褥瘡治療の経験 日本褥瘡学会誌 

2013 わが国の保健医療領域におけるセクシュアリティの概念分析 日本看護科学会誌 

2013 
小児炎症性腸疾患の発症関連要因・予防要因の解明 母児の生活習

慣と遺伝子多型に関する症例・対照研究 

日本小児栄養消化器

肝臓学会雑誌 

2013 
ストーマ保有者における長期サバイバルの意味と課題 男性 IBD患

者 6例の分析 

 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2013 
ストーマ保有者における長期サバイバルの意味と課題:女性 IBD2事

例を通して 

 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2013 在宅療養中のストーマ保有者におけるミスケアと管理のポイント 泌尿器ケア 

2013 
Development of a nursing model for life adjustment in 

patients with lung cancer in Japan. 
Nurs Health Sci. 

2013 緩和デイケア人材育成セミナー運営 3年間の成果と課題 日本がん看護学会誌 

2013 入院中の肺がん患者が語る生活調整の構造的特徴 日本がん看護学会誌 

2013 
悪性リンパ腫サバイバーにおける Posttraumatic Growth と QOL の関

連要因の検討 
日本がん看護学会誌 

2013 悪性リンパ腫サバイバーにおける Posttraumatic Growth(PTG)の特性 日本がん看護学会誌 

2013 
活性化自己リンパ球輸注療法を受けるがん患者の看護支援に関する

研究 
日本がん看護学会誌 

2012 
在宅で介護する家族介護者の主観的ストレスと客観的ストレスに関

連する要因 

日本看護科学学会学

術集会講演集 

2012 
Prognostic items for the last 10 and 3 days of life of cancer 

patients at home. 
cancer Nurse 

2012 わが国における褥瘡の症例報告に関する文献検討 日本褥瘡学会誌 

2012 下肢関節拘縮患者用両膝間体圧分散クッションの除圧効果の研究 日本褥瘡学会誌 

2012 両膝間体圧分散クッションの力学的劣化挙動に関する研究 日本褥瘡学会誌 

2012 
緩和デイケア・コンセプトの教育と実践がもたらすがんサバイバー

への支援 

日本緩和医療学会学

術大会・抄録集 

2012 大腸がん化学療法を行っている患者の QOL に影響を及ぼす要因 
日本緩和医療学会学

術大会・抄録集 

2012 終末期がん患者の予後予測指標に関する文献レビュー 日本がん看護学会誌 

2012 終末期がん患者の予後予測項目の検討 日本がん看護学会誌 

2012 
在宅療養における終末期がん患者の疼痛コントロール支援システム

の構築 
日本がん看護学会誌 



2012 大腸がん化学療法が心身に及ぼす影響はストーマの有無で異なるか? 日本がん看護学会誌 

2012 
緩和デイケア・コンセプトの教育と実践がもたらすサバイバー支援

の波及効果 
日本がん看護学会誌 

2012 
パフォーマンス・ステータスが低下した肺がん患者が語る生活調整

の構造的特徴 
日本がん看護学会誌 

2012 
病状進行によりパフォーマンス・ステータスが低下した肺がん患者

が語る生活調整 
日本がん看護学会誌 

2012 
大腸がん化学療法を受けている患者の QOL に影響を及ぼす医療チー

ムの関与 
日本がん看護学会誌 

2012 化学放射線療法を受ける頭頸部がん患者の QOLと有害事象の関連 日本がん看護学会誌 

2012 ストーマ保有者の主観に立脚したストーマケア評価研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2012 データマイニングを活用した緊急ストーマ造設の動向分析 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2012 わが国の保健医療領域における現代のセクシュアリティの概念 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2012 
Prognostic items for the last 10 and 3 days of life of cancer 

patients at home. 
Cancer Nurs. 

2011 夜間休日常設 HIV検査場における受検者の動向(第 2報) 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2011 両膝間体圧分散クッションの圧縮特性 日本褥瘡学会誌 

2011 
終末期がん患者の予後予測項目に対する訪問看護師と病院看護師の

評価 
日本がん看護学会誌 

2011 拘縮を伴う寝たきり療養者のための体幹用ピロー試用効果の検証 日本褥瘡学会誌 

2011 拘縮を伴う寝たきり療養者のための体幹用ピローの圧特性 日本褥瘡学会誌 

2011 二層構造ポリウレタン発泡体を用いた PEG カテーテル固定法 日本褥瘡学会誌 

2011 
Culture and psychosocial function in British and Japanese 

people with an ostomy. 
J.WOCN 

2011 
医系キャンパスで運営する緩和デイケア'ライフトピアサロン'参加

者の変化 

日本緩和医療学会学術

プログラム・抄録集 

2011 知識として押さえておきたいケア：ストーマ保有者の死亡後のケア 臨床看護 

2011 フットケア基礎教育用モデル「足元ネイル君」の開発と教育評価 
日本下肢救済・足病

学会誌 

2011 がん終末期患者の褥瘡に対する意味づけとケアへの期待 
日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2011 肺がん患者の健康関連 QOL評価と影響要因の検討 日本がん看護学会 

2011 
医系キャンパス型緩和デイケア'ライフトピアサロン'に対する参加

者の評価 
日本がん看護学会 

2011 
ホスピス・緩和ケア病棟に働く看護師のワーク・エンゲイジメント

とその影響要因 
日本がん看護学会 

2011 
肺・胃・大腸がん患者の終末期予後予測項目に関する訪問看護師と

病院看護師の評価 
日本がん看護学会 

2011 造血幹細胞移植看護における皮膚ケアに関する文献レビュー 日本がん看護学会 

2011 
卵巣がんにより手術、化学療法と活性化自己リンパ球輸注療法を受

けた患者のイベント・ヒストリー分析と QOLに関する研究 
日本がん看護学会 

2011 
化学放射線同時併用療法を行う頭頸部がん患者の有害事象とそのサ

ポートに関する文献レビュー 
日本がん看護学会 



2011 ストーマ保有者のために出版された書籍の比較研究 
 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2011 

医療変革時代のストーマリハビリテーション教育 資格認定制度も

見据えたあるべき姿 ストーマリハビリテーション講習会 31年間の

沿革と波及効果 

 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2011 
Culture and psychosocial function in british and Japanese 

people with an ostomy. 

J Wound Ostomy 

Continence Nurs 

2010 訪問看護師による終末期在宅がん患者の予後予測項目の適切性評価 
日本看護科学学会学

術集会講演集 

2010 
E T/W,O,C ナースによる性相談の実態調査 相談内容とアドバイスに

着目して 

日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2010 
ストーマケアにおける患者と看護師間の相互行為と自己適応との関

連性 

日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2010 夜間常設 HIV検査場における受検者の動向について(第 1報) 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2010 拘縮を伴う褥瘡保有者のケアにおける文献研究 日本褥瘡学会誌 

2010 テキストマイニング法を用いた褥瘡特集文献の動向分析 日本褥瘡学会誌 

2010 医系キャンパス型緩和デイケア・プログラムの意義と利用者の変化 
日本緩和医療学会学

術大会・抄録集 

2010 がん体験者と家族の Family APGAR とその関連要因 保健の科学 

2010 
インターネットと MFERを用いたユビキタスかつシームレスな健康診

断支援技術と在宅循環器医療支援技術に関する研究 

医科学応用研究財団

研究報告 

2010 褥瘡発生率 1%未満を維持するためのデータ・情報活用の視点 
日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2010 肺がん患者の生活調整に対する影響要因 日本がん看護学会誌 

2010 
ホスピス・緩和ケア病棟の看護師が仕事を辞めたい、つらいと思う

出来事 
日本がん看護学会誌 

2010 がんを生き抜くライフトピアスクール受講者の QOLとその関連要因 日本がん看護学会誌 

2010 ホスピス・緩和ケア病棟に働く看護師のワーク・エンゲイジメント 日本がん看護学会誌 

2010 緩和ケア病棟転院・転棟に伴う患者と家族に対する支援課題 日本がん看護学会誌 

2010 
喉頭摘出者の代用音声によるコミュニケーションに対する認識と日

常会話情況 
日本がん看護学会誌 

2010 終末期がん看護に携わる看護師のストレスマネジメント 日本がん看護学会誌 

2010 医系キャンパス型緩和サロンのプログラム開発と評価 日本がん看護学会誌 

2010 
テキストマイニングを活用したストーマ・排泄リハビリテーション

研究の動向分析 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2010 ストーマ保有者の性相談および術前説明に関する医師の実態調査 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2010 
壮年期ストーマ保有者への心理的サポートのために がん終末期スト

ーマ保有者のスピリチュアルペイン構造とスピリチュアルケア 

日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2009 
工業技術と臨床看護実践知のコラボレーション 膝関節拘縮を有す

る高齢者のための除圧ピローの開発と効果の検証 
ナーシング 

2009 
主介護者の食品群別摂取量と介護疲労感との関連 半定量食物摂取

頻度調査法を用いて 
栄養学雑誌 

2009 がん終末期患者の褥瘡に対する意味づけとケアへの期待 日本褥瘡学会誌 

2009 両膝間褥瘡予防ピローの開発 日本褥瘡学会誌 

2009 ハンディ型血流スコープを用いた褥瘡の評価経験 日本褥瘡学会誌 

2009 膝の褥瘡予防ピローの開発と評価 日本褥瘡学会誌 



2009 
多職種連携とケアマネジメント トータルヘルスプランナーの理念

から見た多職種連携とケアマネジメントのあり方 
日本在宅医学会雑誌 

2009 
ストーマ保有者の性相談に関する ET/WOC ナース調査相談の実態とナ

ースの情報ニーズ 

日本創傷・オストミ

ー・失禁管理学会誌 

2009 
小児炎症性腸疾患の発症関連要因・予防要因の解明 母児の生活習

慣と遺伝子多型に関する症例・対照研究(1)  

日本小児栄養消化器

肝臓学会雑誌 

2009 ストーマ保有者への尊厳あるエンゼルケアの推進 消化器外科 Nursing 

2009 女性介護者における心身の健康的特性 日本公衆衛生雑誌 

2009 
Physical and mental health characteristics of female 

caregivers 

Nihon Koshu Eisei 

Zassi 

2009 終末期在宅がん患者に対する訪問看護師の専門的役割 日本がん看護学会 

2009 がんによる喉頭摘出者の代用音声評価 日本がん看護学会 

2009 肺がん患者の生活調整尺度の開発 日本がん看護学会 

2009 がん体験者の治療と症状が QOLに及ぼす影響 日本がん看護学会 

2009 がん患者の家族と被介護者の介護負担感およびその関連 日本がん看護学会 

2009 在宅看護学の教科書におけるストーマケアのコンテンツ 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2009 壮年期の潰瘍性大腸炎患者のセクシュアリティ 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2009 ストーマ保有者にみられるスピリチュアルペイン構造 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2009 
Development and psychometric evaluation of the Ostomy 

Adjustment Inventory-23. 
J.WOCN 

2009 
Physical and mental health characteristics of female 

caregivers. 

Nihon Koshu Eisei 

Zassh 

2008 
大学生の一次救命処置に対する意識の現状と今後の課題 医学部保

健学科看護学専攻生と他学部生における比較検討 
日本看護医療学会雑誌 

2008 がん患者と家族の Family APAGR とその関連要因 
日本看護科学学会学

術集会講演集 

2008 介護による睡眠障害が介護者の心血管系に及ぼす影響 
木村看護教育振興財

団看護研究集録 

2008 褥瘡発生誘因分析に基づく褥瘡マネジメントプロセスに関する研究 日本褥瘡学会誌 

2008 N 事業団訪問看護利用者の褥瘡有病率と褥瘡発生リスクの実態 日本褥瘡学会誌 

2008 肺がん患者用生活調整尺度の開発 日本看護医療学会雑誌 

2008 65 歳未満の介護者における睡眠と高血圧、脈圧増大との関連 日本看護医療学会雑誌 

2008 喉頭摘出者のケア満足度とニーズ 日本がん看護学会誌 

2008 
より豊かな生活に貢献する医療技術に関する研究 「IT の利活用によ

る在宅医療・看護・地域保健支援システム」の研究 

医科学応用研究財団

研究報告 

2008 がん体験者の語る「がんを生き抜く秘訣」 日本がん看護学会誌 

2008 喉頭摘出者のがんの診断を受けてから現在までの体験 日本がん看護学会誌 

2008 喉頭摘出者のソーシャルサポートの現状とニーズ 日本がん看護学会誌 

2008 終末期がん患者の退院調整において病棟看護師に求められる実践 日本がん看護学会誌 

2008 
アロママッサージによる終末期がん患者と看護師の内面的相互作用

とその効果 
日本がん看護学会誌 

2008 がんによる喉頭摘出者の QOL と生活困難感の関連性 日本がん看護学会誌 

2008 
ホスピスケア認定看護師の看護師に対する指導と相談の活動におけ

る視点 
日本がん看護学会誌 



2008 K オストミークラブ会員における人生の満足度の縦断的検討 
 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2008 
ストーマケアにおける患者と看護師間の相互行為と自己適応との関

連性 

 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2008 ストーマ保有者の自己適応と SF-8にみる QOL の関連性 
 日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2007 結腸ストーマ保有者の自己適応過程とそのパターン分析 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2007 
在宅重度要介護者の主介護者における脳・心血管疾患リスクファク

ターの記述疫学的検討 

日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2007 
A 市における独居高齢者の包括的健康関連 QOLとその関連要因に関す

る研究 

日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2007 A 市における独居高齢者の防災準備と災害対策に関する研究 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2007 IT を活用したセルフメディケーションの取り組みとその評価 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2007 ホスピスケア認定看護師のケアの視点 実践活動に焦点をあてて 日本がん看護学会誌 

2007 尿路ストーマ保有者の「ストーマとともに生きる体験」 日本がん看護学会誌 

2007 
ストーマを保有する患者への周術期教育が日常生活と自己適応に及

ぼす影響 
日本がん看護学会誌 

2007 
消化管ストーマを保有する高齢者の「ストーマとともに生きる体

験」 
日本がん看護学会誌 

2007 
がんによりストーマを保有する患者のソーシャルサポートの現状と

課題 
日本がん看護学会誌 

2007 ストーマ手術後 3年間の自己適応過程とパターン分析 日本がん看護学会誌 

2007 Ostomate's Self Adjustment Scale の日英比較研究 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2006 東海ならびに関東地区在住ストーマ保有者における災害対策状況 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2006 ストーマ保有者が受けたケアと自己適応との関連性の分析 
日本ストーマ・排泄

リハ学会誌 

2006 ブロードバンド・インターネットを利用した在宅循環器疾患管理 
日本公衆衛生学会総

会抄録集 

2006 【ケアの根拠 100】糖尿病による壊疽や切断は防げないか? ナーシング・トゥデイ 

2006 訪問看護を受ける在宅療養者の主介護者における睡眠障害の実態 保健の科学 

2006 
医療関係者における AED使用に関する意識調査 看護師と病院事務

職員との比較検討 
日本循環器看護学会誌 

2006 高齢な終末期がん患者と家族の在宅における療養体験 日本看護医療学会雑誌 

2006 海外がん看護：英国のがん医療における補完・代替療法の実施状況 がん看護 

2006 
Ostomate's Self Adjustment Scale ver.2 を用いたストーマ保有者

の自己適応の分析 

日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア会誌 

2006 化学療法中の卵巣がん患者の身体的・精神的苦痛とその対処 日本がん看護学会誌 

2006 
大学病院における緩和ケアの現状に対する看護師・医師・薬剤師の

認識 
日本がん看護学会誌 

2006 
ペイン・コントロールに対するがん患者のセルフケアを促す痛み計

の開発 
日本がん看護学会誌 

2005 ダブルストーマ保有者と妻のライフコースに関する研究 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア会誌 



2005 
健康障害のある人の QOLと今後の課題 ストーマ保有者の QOL と

Ostomate's Self Adjustment Scale ver.2 の開発 
日本看護医療学会雑誌 

2005 看護とボディイメージ 理学療法ジャーナル 

2005 
在宅褥瘡フォーラム 褥瘡医療全国ネットワーク作りに向けて 入

院時褥瘡評価からみた在宅褥瘡予防ケアの課題 
日本褥瘡学会誌 

2005 健心友の会における 1995年からの「現況お伺い」調査報告 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2005 健心友の会における 1995年からの「現況お伺い」調査報告 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2005 
【実習サブノート 事前学習からアセスメントまで】 消化器疾患 

消化器疾患/実習中の援助のポイント 
ナーシングカレッジ 

2005 
【疾患/領域別実習サブノート 事前学習からアセスメントまで】 

消化器疾患 疾患別/アセスメントまでのポイント 潰瘍性大腸炎 
ナーシングカレッジ 

2005 
【疾患/領域別実習サブノート 事前学習からアセスメントまで,一

目で分かる】消化器疾患疾患別/アセスメントまでのポイント 胃癌 
ナーシングカレッジ 

2005 
透析治療群と非透析群における糖尿病性下腿潰瘍患者の創傷管理評

価 

日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2005 ダブルストーマ保有者とその妻のライフコースに関する研究 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2005 クローン病(CD)患者の人生の満足度に関わる要因について 日本難病看護学会誌 

2005 在宅における終末期がん患者の療養体験と家族の介護体験の様相 日本がん看護学会誌 

2005 認定看護師を目指す時の困難点がん疼痛緩和勉強会アンケート考察 日本がん看護学会誌 

2004 エビデンスに基づく痴呆性高齢者の尿失禁マネジメント 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2004 縦断調査による長期生存ストーマ保有者の人生の満足度 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2004  Kオストミークラブ会員における東海大地震への対策 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2004 糖尿病性下腿潰瘍患者の創傷進行状況と感情負担度 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2004 
潰瘍性大腸炎患者とクローン病患者の実態と保健医療福祉ニーズ(1)

共通点と相違点 
日本難病看護学会誌 

2004 炎症性腸疾患患者の医薬品副作用経験と保健医療福祉ニーズ 社会薬学 

2004 褥瘡の実態に関するアンケート調査 臨床医薬 

2004 
ストーマリハビリクロニクル 開業 ET ナース第 1号から大学教授へ

の探索的道程 
消化器外科 Nursing 

2004 看護過程レクチャー 閉塞性動脈硬化症患者の看護 事例展開 クリニカルスタディ 

2004 
看護過程レクチャー 閉塞性動脈硬化症患者の看護 アセスメント

の基本 
クリニカルスタディ 

2004 炎症性腸疾患患者の主観的 QOLに関する研究 ナーシング 

2004 
【高齢者重点看護技術の教育と研究】 ストーマを保有する高齢者

への重点的ケア技術と研究課題 
Quality Nursing 

2004 エビデンスに基づく痴呆性高齢者の尿失禁マネジメント 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2004 
IBD全国調査にみるストーマ/骨盤内パウチ造設術を受けた患者の

QOL 

日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2004 糖尿病性下腿潰瘍患者の創傷状況と感情負担度 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2004 内分泌治療中の乳癌患者の更年期症状とその対処行動 日本がん看護学会誌 



2004 がん性疼痛管理の妨害因子に対する看護師の認識 がん看護 

2004 
【マンネリ化しないための継続教育】「ハイテク在宅看護研究会」

がめざす生涯教育ステム 
訪問看護と介護 

2003 系統的レビューによる褥瘡研究会活動の動向分析 日本褥瘡学会誌 

2003 阪神地区における高齢者への社会的支援(コンボイ)の実証的研究 癌と化学療法 

2003 炎症性腸疾患患者の医療・保健・福祉ニーズに関する研究 
日本看護科学学会学

術集会講演集 

2003 東海地区在住オストメイトの災害対策の現況 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2003 「健心友の会」縦断調査による人生の満足度 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2003 IBDによりストーマを保有した患者の Euro-QOLと人生の満足度 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2003 炎症性腸疾患の子どもを持つ親の医療・福祉・生活への視点 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2003 
Evidence base research of social support (convoy) for elderly 

people who live in Hanshin urban area 
Gan To Kagaku Ryoho 

2003  SF-36を用いた閉塞性動脈硬化症患者の QOLとセルフケア ナーシング 

2003 サージドレーン・ジッパーを用いた瘻孔ケア 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2003 がん患者遺族からみた緩和ケア病棟の療養環境 
日本看護医療学会雑

誌 

2003 サージドレーン・ジッパーを用いた瘻孔ケア 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2003 PEGによる胃瘻栄養実施患者の療養コーディネーションと在宅支援 臨床看護 

2003 N 町の在宅高齢者における,生活支援としての配食サービスの意味 地域医療 

2003 胃癌再発により腸管皮膚瘻を形成した独居高齢者の在宅生活支援 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2003 一般病院における緩和ケア実践に関する医療関係者の認識 日本がん看護学会誌 

2003 がん患者の疼痛緩和ケアにおけるナースの実践知パターン 日本がん看護学会誌 

2003 【最新の看護を検証する】 エビデンスが変えたケア 尿失禁ケア 日本がん看護学会誌 

2002 地域に根づく緩和ケア病棟 日本在宅医学会雑誌 

2002 体圧分散状況からみた在宅高齢者の座位姿勢評価法の検討 日本在宅医学会雑誌 

2002 
在宅におけるストーマケア 在宅療養中のオストメイトにみる年齢

と自立度による看護・介護必要度の検討 

日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2002 IBD患者におけるオストミー保有群と非保有群のニーズの相違 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2002 オストメイトと看護婦のストーマ造設に対する意識構造の相違 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2002 
臨床・教育の現場から 医療ニーズの高い在宅療養者が東海豪雨に

遭遇したときの体験 
ナーシング 

2002 IBD患者におけるオストミー保有群と非保有群のニーズの相違 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2002 
【"臨床疫学"が明らかにする医療・看護の常識】糖尿病による壊疽

や切断は防げないのか? 
ナーシング・トゥデイ 

2002 胃癌再発により腸管皮膚瘻を形成した独居高齢者の在宅生活支援 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 



2002 

行政事務職が認識した行政保健婦・士の専門能力と活動,及び今後の

役割への期待 4自治体の介護保険システム導入過程における協働の

事例から 

日本地域看護学会誌 

2002 皮膚・創傷ケア能力の向上をめざした訪問看護婦の継続教育 日本看護学会論文集 

2001 
看護職から見た虚弱・高齢・要介護オストメイトに対する在宅ケア

への課題 

日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 
炎症性腸疾患患者における症状とその緩和・悪化要因及び生活への

影響 

日本看護科学学会学

術集会講演集 

2001 
今日からはじめるセクシュアリティの看護 尿路ストーマ保有者と

パートナーへのセクシュアリティの援助 
Urological Nursing 

2001 N 町在宅高齢者における,生活支援としての配食サービスの意味 
全国国保地域医療学

会抄録集 

2001 褥瘡危険要因とわかりやすい褥瘡予防・治療ガイドライン 日本医事新報 

2001 【こころのケア】 ストーマ保有者に対する心理面のケア Urological Nursing 

2001 褥瘡危険要因とわかりやすいガイドライン 日本褥瘡学会誌 

2001 緩和ケア病棟開設期における看護者のケアの質向上に関するニーズ 
日本看護研究学会雑

誌 

2001 両下肢と右腕切断を伴うダブルストーマ保有者の一人暮らし支援 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 尿路ストーマ保有者の自己適応と関連要因 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 小児一時的ストーマに使用する装具の経費 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 医学中央雑誌に占める小児領域のストーマリハビリテーション研究 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 ストーマや瘻孔をもつクローン病患者の情緒的支援ネットワーク 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 ストーマや瘻孔を保有するクローン病患者の生きがい観 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 術後 5年以上経過したオストメイトの自己適応 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2001 
クローン病患者における症状の程度と緩和・悪化要因及び生活支援

の現状 
日本難病看護学会誌 

2001 小児一時的ストーマに使用する装具の経費 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2001 医学中央雑誌に占める小児領域のストーマリハビリテーション研究 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2001 両下肢と右腕切断を伴うダブルストーマ保有者の一人暮らし支援 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2001 
難病患者の実態と保健医療福祉ニーズ 炎症性腸疾患(IBD)の場合 

(第 1 報) 
社会医学研究 

2001 ストーマ保有者にやさしい「共用トイレ」のあるまちづくり 作業療法ジャーナル 

2001 
【看護はいまどこにいるのか】 地域看護 開業ナースの歩みと進

展 
看護展望 

2000 大学教員による看護相談の実践 日本看護医療学会雑誌 

2000 難治性炎症性腸疾患患者の在宅セルフケア評価 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 退院指導時に在宅ケアニーズの高いオストメイトの状況 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 



2000 
クローン病患者におけるイレオストミー術後の排ガス量にビフィズ

ス菌・乳酸菌製剤が及ぼす影響についての検討 

日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 在宅療養中のクローン病患者における対処行動と情緒的支援 
日本看護科学学会学

術集会講演集 

2000 看護職員の喫煙行動が健康に及ぼす影響 
日本看護科学学会学

術集会講演集 

2000 
妊娠,帝王切開と一時的横行結腸ストーマ保有を体験したクローン病

患者の心理 

日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2000 
東海ストーマリハビリテーション研究会誌に占める小児領域のレビ

ュー 

日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2000 非粘着式ストーマ装具を愛用するオストメイト 18人の現況 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2000 Purpose in Life-A テストにみるオストメイトの生きがいスコア 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2000 患者の心とターミナルケア Expert Nurse 

2000 東海ストーマリハビリテーション研究会誌論文のメタ分析 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 筒状アプリケータを用いた尿管皮膚瘻装具交換の技法 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 医療不信が強く,看護依存度が高いオストメイトの在宅療養支援 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 東海地区における非粘着式ストーマ装具使用者の実態調査 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 オストミーライフスパンにおけるストーマ装具代金の推計 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 仙骨巨細胞腫切除患者の退院計画 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 
東海ストーマリハビリテーション研究会誌に占める小児領域のレビ

ュー 

日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 
ストーマ造設後 20 年以上の高齢者におけるケア方法の変更 ケア方

法の変更過程 

日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 癌再発による臀部潰瘍をもつ終末期患者のケアの課題 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 障害老人日常生活自立度による高齢オストメイトの生活状況 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 ストーマ保有 1 年以上の相談者の継時的心理 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 オストメイトが生涯に消費するストーマ装具代金の推計 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

2000 
治験コーディネーターに期待される役割とその対応策 医師を対象

としたアンケート調査 
日本看護研究学会雑誌 

2000 ストーマ保有 1 年以上の相談者の継時的心理 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2000 東海地区における非粘着式ストーマ装具使用者の実態調査 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2000 東海ストーマリハビリテーション研究会誌論文のメタ分析 
東海ストーマリハビリ

テーション研究会誌 

2000 非粘着式ストーマ装具を愛用するオストメイト 18人の現況 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 



2000 Purpose in Life-A テストにみるオストメイトの生きがいスコア 
日本創傷・オストミ

ー・失禁ケア研究会誌 

2000 ストーマ保有者の自己適応とその関連要因 お茶の水医学雑誌 

1999 多量の浸出液を伴う臀部潰瘍をもつ終末期患者のケア 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 
OSTOMATE'S SELF ADJUSTMENT SCALE(OSAS)を用いた自己適応関連要

因の研究 

日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 クローン病で治療を拒否する難治性腸管腹壁瘻孔患者のケア 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 
ストーマや瘻孔,痔瘻をもちながら生活しているクローン病患者の心

理 

日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 ストーマ閉鎖後に消化管外瘻が出現したクローン病患者の管理 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 創傷ケア 創傷・オストミー・失禁領域の根拠に基づく看護実践 Expert Nurse 

1999 Creutzfeldt-Jakob 病(疑)に仙骨部褥創を併発した患者のケア 日本褥瘡学会誌 

1999 知能障害を伴い ADL全介助を要する膀胱瘻患者のケア 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 親水性ポリウレタンドレッシングを用いた乳癌術後創の管理 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 オストメイト用トイレ設置運動とバリアフリーのリフレクション 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 コロストミー患者における術前から健康回復期迄の心理過程の分析 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 妊娠と育児,ストーマ造設と閉鎖が心理面に及ぼす影響 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 

1999 消化器専門病院としてのストーマ外来の運営 
日本ストーマリハビ

リテーション学会誌 
    ※ 1999～2020 年までの論文の一部である  

      1982～1998 年までは医学中央雑誌参照   ９１件  

      累積業績数 ４４５件  

所 属 学 会 

1982～•日本 ET 協会会長、日本創傷・オストミー・失禁管理学会 監事、理事、評議員、査

読委員 

    WCET 会員、IAET 会員 

1983～•日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会  理事、 

第 30 回学会長、財務委員長、評議員、査読委員、倫理委員、 

第 10 回国際ストーマリハ学会（WCET）横浜大会副会長、財務副委員長 

1984～･アジアストーマリハビリテーション学会・日本代表（ASSR ID） 

1984 ～･日本がん看護学会、評議員、査読委員 

  〃 日本公衆衛生学会会員 

1998 ～•日本看護科学学会 会員 

1998 ～•日本褥瘡学会  評議員、査読委員、在宅褥瘡創傷ケア推進委員  

2002 ～・日本看護医療学会 会員、査読委員 



主 な 社 会 的 活 動 

年 度 活  動  内  容 

1982～1999年 

1982年～現在 

1986～1999年 

 

1999～2019年 

 

2007～2017年 

1999～現在 

  〃 

2008～2019年 

 〃 

2019年 4月～現在 

2019年 6月～現在 

2020年 4月～現在 

ライフ・オストミーセンター経営・所長 

ストーマリハビリテーション講習会実行委員、上級コース講師 

聖路加国際病院 ETスクール非常勤講師、日本看護協会 WOCNコース

非常勤講師 

名古屋大学大学院医学系研究科教員 地域・在宅看護学担当、がん

看護専門看護師教育と訪問看護師エキスパート育成等に従事 

名古屋大学「がんを生き抜くライフトピアスクール」ディレクター 

名古屋市療養サービス事業団評議員、公益事業委員 

日本オストミー協会 愛知県支部医療顧問 

沖縄県立看護大学がん看護 CNSコース講師 

静岡県立がんセンター乳がん看護認定看護師コース講師 

名古屋大学名誉教授(第 1317号) 

名古屋産業科学研究所 中部 TLOコーディネータ、戦略アドバイザー 

修文大学看護学部学部長、教授 

 

 


