
看護部２００５年年報看護部２００５年年報看護部２００５年年報看護部２００５年年報    

１．研究業績１．研究業績１．研究業績１．研究業績    

単行本単行本単行本単行本----和文和文和文和文    

1. 佐藤和彦.                                                                                

災害看護における看護管理者の役割と活動のポイント.                                                                                                                     

ナースマネージャー，日総研出版，Vol.7，No.2，p78-88，2005． 

2. 菊池志津子，三浦京子．                                                                                                   

すべての病院に必要な災害に強い病院・看護部づくり.                                                                             

インターナショナルナーシングレビュー，日本看護協会出版会，Vol.28，No.3，p85-101，2005． 

    

口頭発表－国内学会・研究会口頭発表－国内学会・研究会口頭発表－国内学会・研究会口頭発表－国内学会・研究会    

1. 常陸優美子、大畑しのぶ、阿部涼子、木村真弥、須藤美絵、松田美紀、藤井由美恵、萬弘子、長田恵子                                                                                                                               

急変時対応におけるシミュレーションの有効性について－ACLS に基づいたチェックリストの活用－.                                                                                                                              

第55回日本救急医学会関東地方会学会,千葉,2月，2005． 

2. 高野博子、佐藤和彦、 高以良仁、木原由香子、菊池志津子、堀内義仁、辺見弘.                                                                                                                                    

エマルゴトレーニングシステムの展開と今後の応用について.                                                                     

第10回日本集団災害医学会，大阪，3月，2005． 

3. 佐藤和彦、高野博子、小俣圭子、高以良仁、菊池志津子、本間正人、大友康裕、辺見弘.                                                                                                                             

広域緊急搬送シミュレーション訓練について                                                                                                                        

－机上シュミレーションとエマルゴトレーニングシステムを併用して－.                                                                   

第10回日本集団災害医学会，大阪，3月，2005．   

4. 高以良仁、高野博子、佐藤和彦、小俣圭子、吉田弘毅、菊池志津子、本間正人、大友康裕、辺見弘.                                                     

広域緊急医療における広域搬送中の航空機内での活動の検証.                                                     

第10回日本集団災害医学会，大阪，3月，2005． 

5. 吉田ひろみ、三浦京子、菊池志津子.                                                    

関東信越ブロック災害医療研修評価.                                                                                    

第10回日本集団災害医学会，大阪，3月，2005． 

6. 三浦京子、小俣圭子、鈴木しのぶ、山本奈央子、菊池志津子、本間正人、大友康裕、辺見弘.                                                    

新潟県中越地震診療活動報告.                                                                                  

第10回日本集団災害医学会，大阪，3月，2005． 

7. 南沢美和、渡部明、菊池志津子、本間正人、大友康裕、辺見弘.                                        

東海地震広域搬送における医療カルテの開発.                                                                                  

第10回日本集団災害医学会，大阪，3月，2005． 

8. 小俣恵子、菊池志津子．                                                                         

SCUでの活動における問題点と課題‐2004年静岡県広域搬送訓練を経験して‐.                                                             

第10回日本集団災害医学会，大阪，3月，2005． 

8. 篠原陽代．                                                                                                 

患者用パスに「患者目標」を取り入れて.                                                                                                                            

東京都看護協会多摩北地区支部クリニカルパス大会,東京，7月，2005.  



9. 常陸優美子、浅見雅子、花房亮、阿部涼子、武田文月、長田恵子．                                                                  

救命救急病棟における災害教育の取り組み－レベル別年間教育の実施－.                                                                                       

第7回日本災害看護学会，兵庫，8月，2005． 

10. 大草由美子、矢嶋和江.                                                       

スマトラ沖地震・インド洋津波災害タイ国・国際緊急援助医療チーム活動報告－生活環境調査からの考察－.                                                                          

第7回日本災害看護学会，兵庫，8月，2005． 

11. 浅見雅子、花房亮、阿部涼子、常陸優美子、武田文月、長田恵子.                                                   

災害時の被災者への情報提示について－災害訓練の模擬患者・家族からのアンケートより考察する.                                                                                                           

第7回日本災害看護学会，兵庫，8月，2005． 

12. 三浦京子.                                                                                  

全国を視野にした災害支援の仕組みや中心となる施設の機能役割とその中での看護としての備え.                                                 

第7回日本災害看護学会シンポジウム，兵庫，8月，2005． 

13. 大草由美子.                                                                           

国際緊急援助隊医療チーム活動を通して看護職の国際協力を考える.                                                                           

国際看護研究会第8回学術集会ワークショップ，東京，9月，2005． 

14. 足立京子、本村まるみ、吉田ひろみ、松岡宣代.                                                                               

クリニカルパス導入における効果.                                                                            

第54回東日本整形災害外科学会，東京，9月，2005.  

15. 松岡宣代、吉田幸子、福田淑江.                                                                                                   

クリニカルパスとアウトカム志向記録の導入.                                                                            

第59回国立病院総合医学会，広島，10月，2005． 

16. 柳澤恵美、丸山久美子、石田光英、松井公恵、世戸裕子、松本有子、那須和子.                                                                                             

看護師の手指衛生遵守率の向上とその要因－ＣＤＣガイドラインの項目別手指衛生場面を通して－.                                            

第59回国立病院総合医学会，広島，10月，2005． 

17. 関根里恵、中村晴美、小俣圭子、小林妙子、松本裕子.                                                                                       

人工呼吸器装着中の患児の在宅療養に向けての看護－先天性ミオパチー患児の退院までの看護－.                                                         

第59回国立病院総合医学会，広島，10月，2005． 

18. 松本裕子、大草由美子、福田淑江.                                                                             

点滴静脈注射実施評価結果を分析して－看護師の経験年数を中心に－.                                   

第59回国立病院総合医学会，広島，10月，2005． 

19. 本田雅子、古俣純子、松岡宣代.                                                                                         

看護師の体位変換の技術を見直す－褥創発生予防のために－.                                                                              

第59回国立病院総合医学会，広島，10月，2005． 

20. 岡野仁美、安田佳実、田倉瑞重、大和田文代.                                                                                             

「血行再建術後評価表」の作成による観察基準の統一化の検討.                                                   

第59回国立病院総合医学会，広島，10月，2005． 

21. 三浦京子、小俣圭子、鈴木しのぶ、山本奈央子、大友康裕、本間正人、菊池志津子、辺見弘.                                                                                   

新潟県中越地震初期医療班活動報告と今後の課題.                                                               

第59回国立病院総合医学会，広島，10月，2005． 

 



22. 今野真美、本田雅子、室光江、坪田愛生、松岡宣代.                                                                                                

整形外科患者の術後発熱状態を考える.                                                                        

第36回日本看護学会－成人看護Ⅰ－，新潟，10月，2005． 

23. 吉田弘毅、斉藤由紀、長澤元気、南沢美和、徳重睦子．                                                            

マンシェット長時間連続装着による皮下出血の発生状況についての実態調査.                                                                                        

第19回日本手術看護学会，岡山，10月，2005． 

24．古市真奈美、長田恵子．  

   人工呼吸器のアラーム音に対するストレッサーリダクションの試みー人工呼吸器の勉強会を通してー                                                                                                                             

第3回国立病院看護研究学会学術集会，東京，11月，2005．  

25．本田雅子、松岡宣代．                                                                                                                             

褥瘡発生予防のための体位変換技術の検証.                                                                                   

日本看護技術学会第4回学術集会，茨城，11月，2005． 

 

２．資料２．資料２．資料２．資料    

１）看護研究会１）看護研究会１）看護研究会１）看護研究会    

1. 森田麻紗子、高瀬晴臣、蓬田直子、置田恵子、宇佐美由香、古市真奈美、藤井由美恵、萬弘子、長田恵子. 

人工呼吸器のアラーム音に対するストレッサーリダクションの試み－人工呼吸器の勉強会を通して－. 

2. 大久保寛美、落合麻貴、原愛子、川本朋子、佐藤和彦.  

身体抑制実施の判断基準作成についての検討－精神状態・意識状態・理解度アセスメントシート  

（測定用具）を作成して－.  

3. 中村晴美、関根里恵、織田尚美、小野口葉子、渡邊睦美、矢ノ崎舞、小俣圭子、小林妙子、松本裕子.  

先天性ミオパチーにより人工呼吸器装着中の患児の在宅療養に向けた看護.  

4. 渡邊絵美子、大澤悦子、穂積絵里、佐藤江里、蜂谷洋美、馬場直美、吉田幸子.  

病棟カンファレンスの充実を目指して－当病棟において定着困難な要因を探る－. 

5. 本田雅子、古俣純子、松岡宣代. 

看護師の体位変換技術を見直す－褥瘡発生予防のために－. 

6. 山崎由美子、田倉瑞重、岡野仁美、安田佳実、大和田文代.  

  血行再建術後患者の観察基準の作成－統一した観察方法を考える－.  

7. 柳澤恵美、丸山久美子、石田光英、松井公恵、世戸裕子、松本有子、那須和子.  

感染予防対策における看護師の行動変容の実態. 

8. 大森亜紀子、赤尾友美、金城あけみ、原田典子、佐藤みづほ、進藤晴子、樋口早智子.  

診察進行状況の表示の効果－外来看護師に対する質問紙調査を実施して－.     

    

２）研修講師派遣２）研修講師派遣２）研修講師派遣２）研修講師派遣    



研修名 主催 研修会場 対象人数 開催日 派遣者名 

災害看護Ⅲ 

日本看護協会                                                                            

神戸研修センター 

兵庫県 30名 1月19日 三浦 京子 

災害看護                                                                                  

～トリアージチーム                                                                                                                             

トレーニング 

厚生農業協同組合                                                                           

連合会渥美病院 

愛知県 30名 2月26日 

高野 博子                                                                                      

佐藤 和彦                                                                                                              

高以良 仁                                         

木原 由香 

卒業生活動支援研修                                                                            

「災害看護の現状と課題」 

石川県立看護大学附属                                                                                                   

地域ケア総合センター 

石川県 100名 3月6日 三浦 京子 

宮崎県災害拠点病院                                                                           

災害従事者研修 

宮崎県 宮崎県 70名 3月12日 

高野 博子                                                                                 

佐藤 和彦 

専門（共同）研修                                                                       

「保健指導実務」 

特別区職員研修所 東京都 50名 7月13日 

高野博子                                                                            

佐藤和彦                                                 

高以良仁                                                                                   

木原由香子 

災害看護研修                                                                                                                

キャリアアップコース      

「災害総論」 

都立墨東病院 東京都 32名 

9月                                                               

16・28日                                                                                          

三浦 京子 

災害看護研修会 （社）大分県看護協会 大分県 40名 10月17日 

菊池志津子                            

三浦京子 

学術講演会 （社）西多摩医師会 東京都 200名 10月27日 中山まゆみ 

災害看護3                                                                                    

「防災活動の実際」                                                                                                                             

「医療施設の災害対策」 

（社）日本看護協会                               

神戸研修センター 

兵庫県 50名 

10月                                                                                       

21・22日 

三浦京子 

医療安全に関するワークシ

ョップ「グループワーク：

業務の見直し」 

関東信越厚生局 埼玉県 120名 11月18日 中山まゆみ 

集団災害シンポジウム 東京消防庁 東京都 100名 11月27日 高野博子 

副看護師長研修 

独立行政法人関東信越                                                                                    

ブロック 

東京都 80名 11月22日 大和田文代 

災害看護概論 茨城県看護協会 茨城県 120名 12月1日 菊池志津子                                      



    

３）研修受け入れ３）研修受け入れ３）研修受け入れ３）研修受け入れ      

研修名 施設 人数 期間 

災害医療基幹要員集合訓練 陸上自衛隊 

4 6ヶ月 

4 6ヶ月 

国立看護大学校災害看護研修 国立看護大学校 

51 1日 

50 1日 

認定看護師教育専門課程「救急看護」 日本看護協会 2 28日 

認定看護師教育課程「感染管理コース」 国立看護大学校 4 16日 

陸上自衛隊衛生学校看護師研修 陸上自衛隊 62 1日 

災害基幹病院見学実習 日本赤十字武蔵野短期大学 19 1日 

スマトラ沖地震・インド洋津波被災国                                                                          

看護者来日研修 

日本看護協会 16 0.5日 

災害基幹病院見学実習 市立小樽病院高等学院 28 1日 

施設見学実習 都立府中病院看護師 21 0.5日 

施設見学実習 千葉東病院附属看護学校 4 0.5日 

災害医療見学研修 板橋区教育会学校保健所研究部 39 1日 

災害訓練見学 群馬大学医学部附属病院 6 0.5日 

実習指導者研修病院見学実習 東京都看護協会 11 1日 

救命救急センター研修 信州大学医学部附属病院 1 9日 

ＣＣＵ看護師研修 西埼玉中央病院 3 各5日 

                                                  

４）院内教育４）院内教育４）院内教育４）院内教育        

研修名 方法 講師 対象者 人数 時間 

  

新採用者        

オリエンテーション 

講義・演習・見学 

院長                                                                               

事務部長                                                                          

看護部長                                                                                       

他                                                                                

新採用者 72 40 

中途採用者                                                          

オリエンテーション 

講義・演習・見学 

17年度中途採

用者 

22 20 

新

人 

看護技術                                                                                                      

静脈注射 

講義・グループワーク・演習 

薬剤師                                                  

副看護師長 

新採用者 88 8 

救急処置 講義・実技 

                                                                                     

副看護師長 

新人 

46 4 

看護倫理 講義・グループワーク 看護師長 44 4 

フォローアップ 講義・グループワーク・演習 教育主事 48 4 



メンバーシップⅠ 

自己の振り返り グループワーク   47 4 

    

研修名 方法 講師 対象者 人数 時間 

実

務

Ⅰ 

リーダーシップ 講義・グループワーク 看護師長 

2～3年目 

40 4 

プリセプターシップ 講義・グループワーク 副看護師長 39 4 

インフォームド 

コンセント 

講義・ビデオ鑑賞・グループワーク 看護師長 39 4 

災害看護                                                                                     

（基礎） 

講義・シミュレーション・演習 

救命救急セ

ンター医師

看護師長 

57 8 

実

務

Ⅱ 

災害看護                                                                                                                 

（中級） 

講義・シミュレーション                                                                  看護師長 

5年目まで 

57 4 

講義・シミュレーション・                                                                            

第8消防方面隊との合同訓練 

看護師長 33 8 

医療安全 講義・グループワーク 

松月みどり                                                                            

先生 

29 4 

リ

フ

レ

ッ

シ

ュ 

基礎講座                                                                                                                  

酸素化 

講義 

三山栄子                                                                                         

先生 

希望者                              

（院外を                                                                                    

含む） 

68 1 

基礎講座                                                                                                         

心電図の見方 

講義 

救命救急                                                                             

センター                                                                                       

看護師 

67 1 

基礎講座呼吸器管理 講義 臨床工学士 57 1 

最近の災害事情 講義 

救命救急セ

ンター部長 

64 1 

呼吸療法 講義 

呼吸療法                                                                               

認定士 

44 1 

重症不整脈 講義 

救命救急                                                                             

センター                            

看護師 

61 1 

危機管理・家族心理 講義 副看護師長 29 1 

専

門

レ

ベ

ル

Ⅰ 

災害看護 

講義・シミュレーション・                                                                            

第8消防方面隊との合同訓練 

救命救急セ

ンター医師

看護師長 

実務Ⅱ                                           

修了者 

39 8 

ＰＴＳＤ 講義 精神科医師 32 4 



カウンセリング 講義 

中田敬司                                                                          

先生 

22 8 

専

門

レ

ベ

ル

Ⅱ 

災害看護 

講義・シミュレーション・                                             

第8消防方面隊との合同訓練 

救命救急セ

ンター医師

看護師長 

専門レベル

Ⅰ修了者 

19 8 

看

護

記

録

部

会 

看護記録 講義・グループワーク 

松山友子                                                                                    

先生 

各看護単位

代表者 

56 2 

56 2 

                                                                                                                                                    


