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所属 職位・役職 職種 氏名

2021年度 基盤研究(B) 21H03227 重度脳卒中患者に対する家族参加型背面開放座位ケアプログラムの構築と評価 看護学研究科 准教授 教員 大久保　暢子

2021年度 基盤研究(B) 21H03241 石綿で起こり症状緩和が困難な中皮腫に対するバディナースを用いた包括ケアの実装 看護学研究科 准教授 教員 長松　康子

2021年度 基盤研究(B) 21H03242 がん治療後の循環器疾患患者の心不全発症・増悪予防の自己管理支援プログラムの構築 看護学研究科 教授 教員 吉田　俊子

2021年度 基盤研究(B) 21H03257 周産期医療におけるDVスクリーニングと支援のスケールアップを目指した実装研究 看護学研究科 教授 教員 片岡　弥恵子

2021年度 基盤研究(B) 21H03258 障害児のセルフケアを促進するテレナーシングシステム構築と検証 看護学研究科 准教授 教員 西垣　佳織

2021年度 基盤研究(C) 21K07712 ZTEシーケンスを用いたCT情報を包含するAll in one MRIの開発 聖路加国際病院 副医長 医師 野崎　太希

2021年度 基盤研究(C) 21K08603 原発乳癌リンパ節転移陽性患者における術前化学療法後腋窩郭清省略の多施設共同研究 聖路加国際病院 医長 医師 林　直輝

2021年度 基盤研究(C) 21K10454 新たな価値ある対策型大腸癌検診の検討:費用対効果分析を含めて 聖路加国際病院 副医長 医師 小俣　富美雄

2021年度 基盤研究(C) 21K10641 Health Humanities基礎研究:領域横断的教育プログラムの開発 看護学研究科 教授 教員 井上　麻未

2021年度 基盤研究(C) 21K10753 外来看護師のためのe-learning教育プログラムの開発と検証～RCTを用いて 看護学研究科 助教 教員 松本　文奈

2021年度 基盤研究(C) 21K10952 悲嘆作業と新しい命を迎えるチャレンジ―周産期喪失後の2つの課題への適応支援 看護学研究科 准教授 教員 岡田　明子

2021年度 基盤研究(C) 21K10979 高齢者のペット飼育問題のリスク評価と地域における多機関支援モデルの開発 看護学研究科 准教授 教員 小林　真朝

2021年度 基盤研究(C) 21K11012 終末期在宅療養者と家族の意思決定を支えるACPプロセスシートの有効性と実践の評価 看護学研究科 准教授 教員 川上　千春

2021年度 基盤研究(C) 21K11036 遠隔心理支援に関する基礎的研究：写真投影法を用いて 看護学研究科 教授 教員 糟谷　知香江

2021年度 基盤研究(C) 21K11098 家族介護者への死別サポートの看護職・介護職・介護支援専門員連携プログラムの開発 看護学研究科 准教授 教員 小野　若菜子

2021年度 挑戦的研究（開拓） 21K18292 がん薬物療法を受ける患者の包括的がん悪液質アセスメントツールの開発と実装 看護学研究科 教授 教員 林　直子

2021年度 挑戦的研究（萌芽） 21K19669 高齢心不全患者の遠隔心臓リハビリテーションにおける自己管理支援プログラムの開発 看護学研究科 教授 教員 吉田　俊子

2021年度 挑戦的研究（萌芽） 21K19668 ウィメンズヘルスの視座による産学官連携「プライオリティ・シェルター」の開発と評価 看護学研究科 教授 教員 五十嵐　ゆかり

2021年度 若手研究 21K17292 コロナ禍でのデータ駆動型政策のための迅速サーベイランスを用いた疫学・統計的方法論 公衆衛生学研究科 准教授 教員 米岡　大輔

2021年度 若手研究 21K17401 あなたらしい陣痛緩和法(無痛分娩)の意思決定エイド：Web相談システムの検証 看護学研究科 助教 教員 宍戸　恵理

2021年度 ひらめき☆ときめきサイエンス 21HT0069 いろいろな国の同じこと・違うこと2021-いのちのはじまりから学んでみよう！- 看護学研究科 教授 教員 五十嵐　ゆかり

2021年度 研究活動スタート支援 21K21123 学童後期に阪神・淡路大震災で被災した人々の震災体験語りの実態とニーズの全国調査 看護学研究科 助教 教員 田中　加苗

2021年度 研究活動スタート支援 21K21202 生命の危機的状況にある児と家族の「ふれあい」を促す看護ケアモデルの構築 看護学研究科 助教 教員 西本　葵

2021年度 研究活動スタート支援 21K21203 人工呼吸器離脱アセスメントE-learning教材の実用化モデル開発と評価 看護学研究科 助教 教員 木村　理加

2021年度 奨励研究 21H04194 検査前説明におけるPCおよび人型ロボットを使用した検査前説明の有効性の比較 聖路加国際病院 － 看護師 鈴木　陽子

2020年度 基盤研究(B) 20H03918 日本におけるナースプラクティショナーの展開に向けた費用対効果等のアウトカム研究 看護学研究科 教授 教員 鈴木　美穂

2020年度 基盤研究(B) 20H03967 日本人に不足するヘルスリテラシーを前提から支える意思決定スキル学習コンテンツ開発 看護学研究科 教授 教員 中山　和弘

2020年度 基盤研究(C) 20K10352 侵襲的治療による患者QOL改善を予測する統計学的モデル構築－全国調査 公衆衛生学研究科 教授 教員 大出　幸子

2020年度 基盤研究(C) 20K10615 行動変容をもたらすパートナーシップに基づく市民主体型便秘改善プログラムの開発 看護学研究科 教授 教員 縄　秀志

2020年度 基盤研究(C) 20K10792 出口を見据えた不眠医療の確立をめざすSDMの臨床実装と普及にむけた検討 看護学研究科 助教 教員 青木　裕見

2020年度 基盤研究(C) 20K10871 養護教諭の学校保健の推進にかかわる対処の特定と教育プログラムの開発 看護学研究科 講師 教員 浦口　真奈美

2020年度 基盤研究(C) 20K10922 出生前検査を検討する妊婦への遠隔遺伝カウンセリング：テレジェネティクスの実践評価 聖路加国際病院 － 看護師 深野　智華

2020年度 基盤研究(C) 20K11032 ヘルスケア倫理の概念創出：高齢者ケアを担う多職種の倫理的葛藤の対立構造を超えて 看護学研究科 教授 教員 鶴若　麻理

2020年度 挑戦的研究（萌芽） 20K21728 絆をつむぐ周産期グリーフケアの実装：看護職リトリート・プログラムの導入 看護学研究科 特命教授 教員 堀内　成子

2020年度 挑戦的研究（萌芽） 20K21729 「複雑な意思決定」を支援するわかりやすいディシジョンエイドのチェックリスト開発 看護学研究科 教授 教員 中山　和弘

2020年度 若手研究 20K16738 高分解能MRI、T2マップ、ZTEによる手関節構造解析と臨床応用 聖路加国際病院 － 医師 堀内　沙矢

2020年度 若手研究 20K16937 サイトカイン初期応答に基づく新規川崎病再燃予測システムの確立 聖路加国際病院 － 医師 小野　林太郎

2020年度 若手研究 20K19112 特発性肺線維症をもつ生活者の尊厳に着目した看護師育成プログラムの開発と混合型評価 看護学研究科 助教 教員 猪飼　やす子

2020年度 若手研究 20K19146 タンザニア版Early Essential Newborn Careの実用化検証 看護学研究科 助教 教員 福冨　理佳

2020年度 若手研究 20K19189 魅力的な妊婦健診：タンザニア農村部の妊婦グループで学ぶゲーム教材開発と実施評価 看護学研究科 助教 教員 岡　美雪

2020年度 若手研究 20K19222 重度の精神症状を呈する統合失調症患者の訪問支援に関する実践的教育プログラムの開発 看護学研究科 助教 教員 福島　鏡

2020年度 若手研究 20K19254 食支援介入後評価に向けた摂食嚥下障害在宅高齢者のQOL尺度開発と実用性の検討 看護学研究科 助教 教員 河田　萌生

2020年度 若手研究 20K19285 行政保健師に特有な行政能力と実践スキル、およびそれらの特徴の明確化 看護学研究科 助教 教員 森田　誠子

2020年度 研究活動スタート支援 20K23169 外科手術患者を対象とした手術終了直後から実施できるエクササイズプログラムの開発 看護学研究科 助教 教員 亀田　典宏
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2019年度 基盤研究(A) 19H01082 デュアルモニタリング型テレナーシングの標準化と遠隔医療教育コース開発の混合型評価 看護学研究科 教授 教員 亀井　智子

2019年度 基盤研究(B) 19H03929 質的研究論文の教育資源提供ネットワークQUARIN-Jの開発 看護学研究科 教授 教員 萱間　真美

2019年度 基盤研究(B) 19H03952 周産期医療におけるダイバーシティフレンドリーヘルスケアプログラムの開発と評価 看護学研究科 教授 教員 五十嵐　ゆかり

2019年度 基盤研究(B) 19H03966 市民と保健医療者が共に考える「市民主導型ケア」教材のグローバルスタンダード開発 看護学研究科 准教授 教員 高橋　恵子

2019年度 基盤研究(B) 19H03967 保健師の倫理的実践を促進するための実装研究：倫理的能力育成方法と支援環境の構築 看護学研究科 教授 教員 麻原　きよみ

2019年度 基盤研究(C) 19K10753 「ナースのように考える」看護大学生の臨床判断力育成プログラム開発と検証：2群比較 看護学研究科 講師 教員 三浦　友理子

2019年度 基盤研究(C) 19K10786 子どもの最善の利益を目指した「家族中心ケア」に基づく看護管理基準の開発と評価 看護学研究科 助教 教員 相澤　恵子

2019年度 基盤研究(C) 19K10814 看護学のメタ理論としての批判的実在論の可能性 看護学研究科 特命教授 教員 木下　康仁

2019年度 基盤研究(C) 19K10836 日常世界と看護をつなぐ方法論としての漢方看護論の創出 看護学研究科 教授 教員 山田　雅子

2019年度 基盤研究(C) 19K10887 ICUサバイバーに対するPICSケア看護師教育プログラムの開発 看護学研究科 助教 教員 牧野　晃子

2019年度 基盤研究(C) 19K10912 看護基礎教育における糖尿病の【語り】をいかしたセルフマネジメント支援教材の開発 看護学研究科 准教授 教員 高橋　奈津子

2019年度 基盤研究(C) 19K10938 集中治療室から在宅までをシームレスにつなぐ生活機能の評価指標の開発と検証 看護学研究科 准教授 教員 中田　諭

2019年度 基盤研究(C) 19K11123 看護師の皮膚バリア機能の維持と手指衛生の両立に向けたモバイル型オゾン水の応用 聖路加国際病院 副医長 医師 中野　敏明

2019年度 若手研究 19K13948 救急医療におけるソーシャル・キャピタルの研究 聖路加国際病院 － 医師 石川　陽平

2019年度 若手研究 19K15366 光活性化PEG脂質を用いた血球解析・単離技術の医療応用 医科学研究センター　 卓越研究員 研究員 山平　真也

2019年度 若手研究 19K17311 新生児の呼吸障害治療の新戦略のために～胃食道逆流現象からの新しいアプローチ 聖路加国際病院 副医長 医師 平田　倫生

2019年度 若手研究 19K17617 冠動脈多枝病変の治療法選択における定量的冠血流比を用いたリスク評価の実用性の検討 聖路加国際病院 － 医師 浅野　拓

2019年度 若手研究 19K19468 大気汚染飛来シミュレーションを用いた健康予報の構築 公衆衛生学研究科 准教授 教員 大西　一成

2019年度 若手研究 19K19613 ICUに入室する周術期患者が「最も判断が難しい時期」に備える意思決定ガイドの開発 看護学研究科 助教 教員 山本　加奈子

2019年度 若手研究 19K19614 入退院を繰り返す精神障害者が地域生活を継続する要因 看護学研究科 助教 教員 榊　美樹

2019年度 若手研究 19K19643 国際比較によるクリティカルケア領域の看護師の家族ケアに関する実践モデルの開発 看護学研究科 助教 教員 賀数　勝太

2019年度 若手研究 19K19653 タンザニアにおける施設分娩時の「軽蔑と虐待」削減のための教育プログラム開発と評価 看護学研究科 助教 教員 下田　佳奈

2019年度 若手研究 19K19689 明日の臨床に活かす児童虐待予防の周産期看護教育プログラム開発：ランダム化比較試験 看護学研究科 助教 教員 馬場　香里

2019年度 若手研究 19K19770 病院内の高齢患者における社会的フレイルに関する指標の開発-社会的交流の報告- 看護学研究科 助教 教員 江藤　祥恵

2019年度 研究活動スタート支援 19K21433 食支援を受ける摂食嚥下機能障害高齢者の自己評価式QOL尺度の開発とNSTへの適用 看護学研究科 助教 教員 河田　萌生

2019年度 研究活動スタート支援 19K23852 乾癬の病態形成におけるレクチンを発現する真皮樹状細胞の重要性の解明 聖路加国際病院 － 医師 善家　由香理

2018年度 基盤研究(B) 18H03078 実践知を基盤とした「安楽」をもたらす包括的コンピテンシー・プログラムの開発 看護学研究科 准教授 教員 佐居　由美

2018年度 基盤研究(B) 18H03098 発達的移行を基盤とした小児慢性特定疾病患者への自立支援型移行ケア開発と評価 看護学研究科 教授 教員 小林　京子

2018年度 基盤研究(B) 18H03099 ICTを活用したDVハイリスク妊婦への支援プログラムの開発と評価 看護学研究科 教授 教員 片岡　弥恵子

2018年度 基盤研究(B) 18H03336 From Reports to Knowledge for Patient Safety Improvement through Advancements in Artificial Intelligence 公衆衛生学研究科 准教授 教員 ウォン　スイー

2018年度 基盤研究(C) 18K07693 人工知能技術を利用した肺結節の体積倍加時間変化の機序の解明に関する研究 聖路加国際病院 医長 医師 松迫　正樹

2018年度 基盤研究(C) 18K08890 ヤマカガシ咬傷におけ抗毒素の代替薬としてのトロンボモジュリン製剤の効果の検討 聖路加国際病院 副医長 医師 一二三　亨

2018年度 基盤研究(C) 18K10254 慢性疾患患者の自己管理継続支援のためのウェブアプリケーションの開発と評価 看護学研究科 講師 教員 米倉　佑貴

2018年度 基盤研究(C) 18K10290 外来に勤務するジェネラリストナースのための外来看護実践力評価尺度の開発 看護学研究科 助教 教員 松本　文奈

2018年度 基盤研究(C) 18K10326 造血細胞移植後に慢性GVHDを発症した患者の支援プログラムの有用性と評価 聖路加国際病院 － 看護師 細田　志衣

2018年度 基盤研究(C) 18K10404 色覚特性に関する教育プログラムの開発・評価 看護学研究科 准教授 教員 青木　美紀子

2018年度 基盤研究(C) 18K10487 人工死産を決断した両親に対する支援の充実：体験者の声にもとづくリソースの開発 看護学研究科 准教授 教員 蛭田　明子

2018年度 挑戦的研究（萌芽） 18K19701 周産期医療における特別養子縁組の支援の現状と課題の明確化 看護学研究科 教授 教員 片岡　弥恵子

2018年度 挑戦的研究（萌芽） 18K19702 ニューロサイエンスに基づく脳卒中患者の上肢麻痺改善をもたらす革新的看護ケアの創出 看護学研究科 准教授 教員 大久保　暢子

2018年度 若手研究 18K13319 小児脳腫瘍の治療後の認知機能と心理アセスメント 公衆衛生学研究科 講師 教員 佐藤　聡美

2018年度 若手研究 18K15645 圧縮センシング技術を用いた臨床用MRIの至適撮像条件の検討および臨床応用 聖路加国際病院 副医長 医師 野崎　太希

2018年度 若手研究 18K17358 健常成人における長期ノロウイルス不顕性感染の大規模追跡研究 聖路加国際病院 － 医師 小林　大輝

2017年度 基盤研究(B) 17H04444 AYA世代にある小児がんサバイバーの移行期ケアを支える看護者育成プログラムの開発 看護学研究科 教授 教員 林　直子

2017年度 基盤研究(B) 17H04452 低出生体重児出生予防のための妊娠期パーソナライズドアプリケーションの開発と検証 看護学研究科 教授 教員 大田　えりか
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2017年度 基盤研究(C) 17K09094 大腸腫瘍性疾患のスクリーニングとサベイランスについて 聖路加国際病院 副医長 医師 小俣　富美雄

2017年度 若手研究(B) 17K17451 緩和ケアを受ける患者が大切な人へメッセージを送ることを促す看護ケアの明確化 看護学研究科 助教 教員 樋勝　彩子

2016年度 基盤研究(B) 16H05577 慢性心不全発症・増悪予防への地域性を重視した自己管理支援プログラムの開発と検証 看護学研究科 教授 教員 吉田　俊子

2016年度 基盤研究(B) 16H05579 アスベストで急増する胸膜中皮腫に関する患者と家族のQOLを高めるケアガイドライン 看護学研究科 准教授 教員 長松　康子

2015年度 基盤研究(B) 15H05072 看護実践における革新的看護技術の普及戦略モデルの構築と評価 看護学研究科 准教授 教員 大久保　暢子


