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著書、学術論文、学会発

表等の名称 

単著、

共 著

の別 

発行又は発表の

年月（西暦） 

発行所、発表雑誌等

又は発表学会等の

名称 

概        要 

（著書） 

1. 看護診断に基づく標

準看護計画 メヂカルフ

レンド社 

外科Ⅱ 消化器疾患患者

の看護 第 1版 1～10刷 

 

 

共著 

 

平成 5年 5月 

平成 12年 11月 

 

メヂカルフレンド社 

 

 

北米看護診断学会およびアメリカにおけ

る看護診断研究家の業績、看護理論を踏ま

え、我が国の実情に沿った“標準看護計画”

を提示した。 

B5判、全 P.455 

監修：福岡康子、他 

共著者：今井栄子、他 

 
2. 新しい感染制御看護

の知識と実際 

（臨床看護セレクション） 

共著 平成 8年 5月 ヘルス出版 感染についての最新の知識を詳細にまと

め、臨床の実践的局面での具体的な方法を

記述した書籍。 

手洗い②手術時手洗いの項目を執筆した。 

A4判、全Ｐ234  

担当部分・P.78-83 

監修：小林寛伊 

共著者：今井栄子 他 

 

3. 月刊「看護技術」 共著 平成 8年 2月 メヂカルフレンド社 創傷感染防止からみた創傷管理について、

術前、術後の看護を記した。 

ｐ．40～41 

 

4. インフェクション 

コントロール’98別冊 

サーベイランスのための

CDCガイドライン 

NNISマニュアルより 

（翻訳） 

（2004年まで計 3回執筆） 

共著 平成 10年 10月 メディカ出版 当院の感染基準ラインを知っておく必要

性からサーネイランスを施行するための

同一基準でサーベイランス行うために

（CDCマニュアルを取り入れるために）

NNISマニュアル（NATIONAL NOSOCOMIAL 

INFECTION SURVEILLANCE SYSTEM）の翻

訳を実施した。 

B5判、全 P.267  

監訳：小林寛伊、廣瀬千也子 

共著者：今井栄子、他 

 

5. 看護学学習辞典 共著 平成 9年 9月 

 

学習研究社メディカ

ル出版 

看護師、看護学生が職場や臨地実習で活用

しやすいように、看護学・医学を中心に保

健・医療・福祉などの分野で用いられる約

5,000語を精選して収録・解説した。 

監修：大橋優美子、永野志郎、吉野肇

一、大竹政子 

共著者：今井栄子他 172名 

 

6. エビデンスに基づい

た感染制御＜第１集(基礎

編)＞改訂２版 

 

共著 平成 10年３月メヂ

カルフレンド社 

 

 本書は、これまでに厚生科学研究で検討さ

れた多くの項目を包含し、さらに必要な新

しい項目を補充することにより、日本にお

ける“感染制御”の道しるべとなるガイド

ラインをまとめた書籍である。 

エビデンスに基づいた内容を鮮明に打ち

出すことによって医療と行政における感

染制御分野に貢献し、患者サービスの向上

に寄与することを目的としている。 

９章の寄生虫の院内(施設内)感染対策を



執筆した。 

A4判、全Ｐ．184 

監修：小林寛伊、吉倉寛 

共著者：池康嘉、武澤純、今井栄子他 12

名 

 

7. 看護学学習辞典 

第 2版 
共著 平成 14年 11月 

 

学習研究社メディカ

ル出版 

看護学・医学を中心に保健・医療・福祉な

どの分野で用いられる約 5,000語を精選し

て収録・解説した。用語事典としての簡潔

明瞭な解説を加えた。 

監修：大橋優美子、永野志郎、吉野肇

一、大竹政子 

共著者：今井栄子他 172名 

 

8. 看護学学習辞典 

第 3版 

 

共著 

 

平成 20年 3月 

 

学習研究社メディカ 

ル出版 

 

看護学生、看護職に加え、コメディカルの

方々にも活用できるように、看護学・医学

を中心に保健・医療・福祉などの分野で用

いられる約 5,000語を精選して収録・解説

した。「臨床略語集」では、頻出略語約 4,300

語を収載した。 

監修：大橋優美子、吉野肇一、相川直樹、

菅原スミ 

共著者：今井栄子他 172名 

 

9. 改訂 3版 

サーベイランスのための

CDCガイドライン 

-NNISマニュアル(2004年

版)より (再掲) 

 

共著 

 

平成 17年 1月 

 

メディカ出版 

 

増版次改訂の際に文章の追記を行った 

 

B5判、全 P.267  

監訳：小林寛伊、廣瀬千也子 

共著者：今井栄子、森兼啓太 

 

10. 透析導入テキスト 

慢性腎不全の患者さんの

ために 

 

共著 

 

平成 17年 6月 

 

南江堂 

 

腎不全患者がなるべく透析導入時期を先

に延ばすことができ、また透析療養時には 

スムーズに治療が受けられるように、患

者、家族、看護師、臨床工学技士などが理

解できるように執筆した。 

B5判、全Ｐ.109 

監修：村井勝 

編者：門川俊明 

共著者：熊谷裕生、今井栄子他 7名 

 

 

11. 検査と技術 共著 平成 17年 10月 医学書院 診療のための臨床検査の中の、マラリアな

どの原虫の監査について、原虫検査の基礎

から資料の取り扱いについて執筆した。 

共著者：小林正規、今井栄子、早川枝

季、竹内勤 

 

12. ヘンダーソン看護論

と看護実践への応用 

第 1版 

共著 平成 30年 3月 照林社 看護過程を展開していく上で、看護理論は

必須である考えのもと、研究会でヘンダー

ソン看護論を日本の風土で看護実践へ応

用していけるように、1,2年生の教材にな

るようにまとめた。一時、研究会にて自主

出版したが、加筆を経て出版するに至っ

た。現在、健康科学大学看護学部、つくば

看護学校などで使用されている。 

 

編著：金子道子、今井栄子、他 9名 

 



（学術論文） 

1. 看護の安全性の追求  

－医療過誤の特質－ 

 

単著 

 

昭和 62年 10月 

 

『第 18回日本看護学会

集録－看護管理－』日本

看護協会看護研修学校 

看護研究科 研究論文

集 第 2回生 

p.167-169 

 

臨床の看護における医療過誤の状況を明

らかにした。事故の種類は、転倒転落、抑

制ミスによる抜管・抑制、与薬、注射、輸

血、器械器具操作ミスなどであった。医療

過誤の原因は、確認行為の無意識的な取り

組み、知識と技術の連結の不足、基礎技術

の応用の不十分さ、器機器具操作の不注

意、与薬の確認ミス、システムの問題であ

ることが明らかになった。 

 

2.  ICU  syndrome  in 

open  Heart  Surgery 

Patients 

（心臓外科手術後の ICUシ

ンドロームについて） 

共著 昭和 63年 8月 第1回 環太平洋看護カ

ンファレンス 

学術集会録 

術後 ICU syndromeを経験したため、心臓

外科の手術を受ける患者を対象に術前の

不安を調査、できるだけ安心して手術に臨

める体制づくりを試みた。ICU syndromeは

ICU滞在期間の長さに関与することが判明

した。 

本人担当部分：全体 

共同研究者：今井栄子、内藤千秋（コーデ

ｲネイタｰ） 

 
3. 消化器外科病棟にお

ける術後感染対策 

（修士論文） 

単著 平成 5年 3月 北里大学大学院看護

学研究科 

 

医師、看護師を対象に、意識的手洗い行動

のなかった時期(第一期)と手洗い行動の

介入をして手洗い行動が習慣になった時

期（第二期）に提出された患者検体から

MRSAと Pseudomonas aeruginosaの検体結

果を比較して手洗い行動の効果を検討し

た。手洗い行動が習慣化した第二期におい

て患者検体よりの菌検出が少なくなって

いた。①消化器外科疾患の特徴②該当病棟

の消化器外科手術を受ける患者に対する

看護システム③患者・家族への説明④院内

感染防止教育への示唆を得た。 

 

4. Concurrent Infection 

of Homosexual Men with 

Human Immunodeficiency 

Virus and Entamoeba 

Histolytica in Japan: 

Serodiagnosis of Amebic 

Ingection 

 (査読あり) 

（アメーバ感染と HIV感染

陽性のホモセクシアル男

性に関する研究） 

 

共著 平成 7年 10月 寄生虫学会誌 

Vol.44, No.5 

日本におけるアメーバ感染を伴う、11名の

HIV感染陽性ホモセクシアルの男性を対象

に侵襲的アメーバ―感染症に対する血清

学的検査（GDP）は時として、E.histolytica

と HIVの同時感染のケースにおいて、間違

った結果を示すことが判明した。 

Ｐ.421～425 

本人担当部分：データ収集 

共同研究者：佐貫潤一、奥沢英一、今井

栄子、小林正規、増田剛太、竹内勤 

 

5.  Entamoeba 

dispar: Cultivation 

with Cririthidia 

fasciculate 1 

（Entamoeba disparと

Cririthidia 

fasciculate の共培養

について） 

共著 平成 12年 2月 日本環境感染学会

誌 

Vol. 15 

Entamoeba dispar と Cririthidia 

fasciculate の共培養について報告

を行った 

 

本人担当部分：共同研究のため抽出

不可 

共同研究者：S.Kobayashi, E.Imai, 

H.tachibana, T.Takeuchi 



6.  消化器外科・心臓外

科手術部位感染サーベイ

ランス 

（査読あり） 

共著 平成 12年 2月 日本環境感染学会誌 

Vol. 15 

 

一般消化器外科・心臓外科の手術部位感染

（(SSI) サーベイランス 3年間を報告し

た。 

本人担当部分：全体 

共同研究者：今井栄子、上田政和他 

 

7. 消化器外科・心臓外科 

症例における手術部位感

染サーベイランス 

共著 平成 12年 5月 日本環境感染学会誌 

Vol.15,No.2 

消化器外科および心臓外科で手術した全

1254症例を対象に、手術分類別、危険因子

カテゴリ別に手術部位感染率を分析した。

さらに、感染した 107症例から検出された

分離菌 128株について分析した。これらを

総合して2つの科のベースラインを作成し

た。 

Ｐ.133～138 

本人担当部分：全体 

共同研究者：今井栄子、若林剛、上田政

和、四津良平、北島政樹 

8.  各施設における院内

感染対策の実際―一般病

院の場合；慶應義塾大学病

院における感染対策の実

際― 

単著 平成 12年 2月 小児看護 23巻 2号 

P161-168 

感染を防ぐ効果的なケアと管理をテーマ

に、一般病院としての慶應義塾大学の小

児・新生児の感染対策について、諸運患者

の感染リスクと看護、小児病棟別の感染防

止対策の実際、感染対策専門ナースとして

の関わりについてマニュアル、具体的対策

について概説した。 

 

9. 院内感染防止のため

の施術部位感染サーベイ

ランス一般・消化器外科及

び心臓外科症例 

共著 

 

平成 12年 3月 慶應義塾学術振興資

金研究補助報告収録 

4年間の一般・消化器外科および心臓外科

の手術部位感染(SSI)を統計分析、学術振

興資金に応募・報告し、一般・消化器外科

および心臓外科の術後管理における創傷

治癒の課題とケアへの示唆を得た。 

責任者：今井栄子 

本人担当部分：全体 

共同研究者：今井栄子、上田政和、四津

良平、北島政樹 

 

10. Cultivation of 

Entamoeba Dispar: 

Growth- Promoting Effect 

of Ferrdoxin 

（Ferrdoxinの Entamoeba 

Disparに対する成長促進

効果について） 

共著 

 

平成 12年 3月 

 

Archives of Medical 

Research  

Vol.31 

P210-211 

植物性 Ferredoxin の Entamoeba Dispar:

に対する成長促進効果を研究し、その効

果を確認した。 

本人担当部分:データ収集 

共同研究者：Seiki Kobayashi, 

Eiko Imai, Ali Haghighi, Hiroshi 

Tachibana and Tsutomu Takeuchi 

 

11. 日和見感染原虫感染

症の研究 

共著 

 

平成 12年 3月 

 

厚生科研研究費補助

金報告書 

 

3つの施設の入寮者の検便から施設内感染

の問題提起・手洗い他標準予防策を提起し

た。 

本人担当部分:データ収集と解析 

共同研究者：S. Kobayashi, 

E. Imai, T.Takeuchi 他 

 

12. 施設内感染の問題 

特に寄生虫感染について 

(査読あり) 

 

共著 平成 13年 10月 薬理と治療 

Vol. 29、No.10 

 

 

施設内アメーバ感染症に関する疫学調査

を実施した。その結果、糞便ではアメーバ

感染が高率に陽性であった。血清抗体の

ELISAによる検索は必ずしも糞便鏡検査、

抗原定量の結果と一致しなかった。 

P.684~687 

本人担当部分:データ収集と解析 

共同研究者：竹内勉、小林正規、今井栄



子 

 

13. リンクナースの育成 

(査読あり) 

 

単著 

 

平成 14年 12月 日本感染看護学会誌 

Vol.1  No.1 

P.32-34 

リンクナース（感染管理ナースと連携して

病棟における感染症患者や易感染患者の

把握、及び看護実践を通して感染対策を率

先して実践する看護師）を育成するまでの

経過をまとめ報告した 

 

14. Surgical Site 

Infection after open 

Gastrectomy and risk 

factor for SSI 

（博士論文） 

（開腹医切除術を受けた

患者の手術部位の感染に

関する研究） 

 

単著 

 

平成 16年 1月 

 

慶應義塾大学大学院

医学研究科（国際保

健・病院感染管理学専

攻） 

(#1) 

1997年から 2003年の間に慶應義塾大学病

院で行われた開腹胃切除術を受けた胃癌

患者について、手術部位感染の調査をまと

めた。984名の症例を検討した結果、開腹

胃切除の所要時間が手術部位感染の大き

な要因であることが判った。 

 

15. 腸アメーバ症に対す

るメトロニダゾール治療

の有効性について 

共著 

 

平成 16年 1月 

 

Tropical medicine 

and health  Vol.32 

 

アメーバの治療には、MZが単剤で使用され

るが、完治せず再発する症例が増加してい

ることから、治療薬であるIuminal drug の

ジロキサイドを併用することで施設から

アメーバ赤痢を終息させた。MZ治療が単独

では奏功し難かった理由について主とし

て宿主側の要因を解析した。アメーバ症の

再発を繰り返えした感染者は重度の便弄

癖を有する感染者に限局される傾向から、

自己新鮮便の持続的な経口的接種による

赤痢アメーバ嚢子の持続的再感染が考え

られた。 

 

16. 大腸癌手術における

大建中湯投与の入院日数

短縮効果について 

共著 平成 16年 5月 Progress in Medicine 1997年～2002年大腸癌の手術を受けた患

者 469例を対象に研究した結果、患者の術

後早期回復を目指した漢方薬 TJ－100の術

後投与が QOLの改善、術後入院日数の短縮

や医療費の節減に寄与した。 

本人担当部分：データ解析 

共同研究者：今津嘉宏, 渡辺賢治, 今井

栄子, 上田政和, 北島政樹 

 

17. Axenic cultivation 

of Entamoeba dispar in 

newly designed yeast 

Extra-iron-gluconic acid 

– Dihydoxyacetone-serum 

medium  

(査読有)  

（YI-S培養液の成分変更

による E.Disperの無菌培

養に対する研究） 

 

共著 

 

平成 17年 2月 

 

J. Parasitol. 

Vol91,No.1 

 

E.Dispar 用の無菌培養法の確立を目的と

して YI-S培養液の成分変更により、その

可能性があることが示された。 

P.1~4 

本人担当部分：データ収集と解析 

共同研究者：Seiki Kobayashi, Eiko Imai 

Ali Haghighi, Shaden A. Khalifa, Hiroshi 

Tachibana, Tsutomu Takeuchi 

18. Surgical Site 

Infection after open 

Gastrectomy and risk 

factors for SSI 

 (開腹医切除術を受けた

患者の手術部位の感染に

共著 平成 17年 6月 

 

J.of Infection 

Chemother 

1997年から 2003年の間の慶應義塾大学病

院で行われた開腹胃切除を受けた胃癌患

者について、手術部位感染の調査をまとめ

た。984名の症例を検討した結果、開腹胃

切除の所要時間が手術部位感染の大きな

要因であることが判った。 



関する研究) 

(査読有) 

 

P.141~145 

本人担当部分：全体 

共同研究者：今井栄子、上田政和他 

 

19. Growth-promoting 

effect on 

 iron –sulfur proteins 

on axenic cultures of 

Entoamoeba dispar 

(査読有)  

（鉄硫黄タンパク質が無

菌培養下の E.Disparに対

して成長促進要因となる

ことに関する研究） 

 

共著 

 

平成 18年 3月 

 

J. Parasiril. 

Vol.13, No.1 

 

無菌条件培養下での E. disparの成長促

進因子(GRF)が、6種類の異なる原生動物、

哺乳動物そして植物のミトコンドリア、ハ

イドロジェノソーム、葉緑体の抽出分画に

発見された。 

P.51~58 

本人担当部分：データ収集、分析 

共同研究者：Khalifa SA, Imai E, 

Kobayashi S, Haghighi A, Hayakawa  

E, Takeuchi T 

 

20. MRSA関連サーベイラ

ンス 長期 SSI 

Surveillanceから観た

Pathogenの推移変遷 

共著 平成 19年 9月 感染症学雑誌 30年間の消化器外科SSIのサーベイランス

を比較検討し、1970年代と 2000年代では、

MRSA、Serratiaの検出頻度に大きな差異が

認められた。 

本人担当部分：データ分析 

共同研究者：上田政和、今井栄子、金尾

健人 

 

21. 入院透析患者におけ

る喀痰、分離菌および肺炎

起炎菌 

共著 平成 20年 3月 感染症学雑誌 入院透析患者における喀痰、分離菌および

肺炎起炎菌について研究を行った。 

 

本人担当部分：共同研究のため抽出不可 

共同研究者：脇野修, 今井栄子, 稲本元 

 

22. Surgical Site 

Infection 

risk factors 

indentified by  

Multivariate analysis 

for patiente undergoing 

laparoscopic, open colon 

and gastric surgery 

（腹腔鏡手術と開腹手術

後の患者に対して、多様な

調査によって手術部位の

感染リスク要因の同定を

行った） 

(査読有) 

共著 平成 20年 12月 慶応義塾大学大学院

医学研究科（国際保

健・病院感染管理学専

攻） 

博士論文(#2) 

手術部位感染のリスク軽減のための方法

を確立するために、種々の危険因子を研究

した。その結果、術後の抗生剤投与に比べ

て、術中および術後抗生剤の投与は、手術

部位の感染リスクを軽減することが明ら

かになった。腹腔鏡手術の方が開腹手術よ

り感染リスクが低いことが明らかになっ

た。  P．727～731 

本人担当部分：全体 

共同研究者：Eiko Imai、Masakazu 

Ueda、Kent Kanao、Tetsuro Kubota、

Hirotoshi Hasegawa、Kazuyuki Omae  

and Masaki Kitajima 

23. Surgical Site 

Infection 

risk factors 

indentified by  

Multivariate analysis 

for patiente undergoing 

laparoscopic, open colon 

and gastric surgery 

（腹腔鏡手術と開腹手術

後の患者に対して、多様な

調査によって手術部位の

感染リスク要因の同定を

行った） 

(査読有) 

共著 平成 20年 12月 American J．

Infection Control 

and Epidemiology 

Vol．36、No．10 

博士論文を投稿したものである。手術部位

感染のリスク軽減のための方法を確立す

るために、種々の危険因子を研究した。そ

の結果、術後の抗生剤投与に比べて、術中

および術後抗生剤の投与は、手術部位の感

染リスクを軽減することが明らかになっ

た。腹腔鏡手術の方が開腹手術より感染リ

スクが低いことが明らかになった。 

本人担当部分：全体 

共同研究者：Eiko Imai、Masakazu 

Ueda、Kent Kanao、Tetsuro Kubota、

Hirotoshi Hasegawa、Kazuyuki Omae  

and Masaki Kitajima 

 



24. Clinical 

importance of 

Stenotrophomonas 

Maltophilia nosocomial 

pneumonia due to its 

high mortality in 

hemodialysis patients 

 

 

共著 

 

平成 21年 6月 

 

The Apher Dial. 

Vol.13.No.3 

P193-198 

血液透析患者は免疫不全の状態であるこ

とが多く、院内感染によって肺炎を起こす

ことが多いといわれている。院内感染肺炎

と入院透析患者の関係を検討した。こうし

た入院透析患者の多くは、長期入院ケース

が多く、これらの多くの患者が 

S.Maltophilia を含む多剤耐性菌による

肺炎に罹患しており、これらの肺炎患者は

新世代のフルオロキノロンにより治療で

きることが判った。しかし、この  

Maltophilia関連肺炎は致死率が高く注意

深いケアが必要であることが確認できた。 

P193-198 

本人担当部分：全般 

共同研究者：Wakino S, Imai E,,Yoshioka  

K 他 5名 

 

25. 感染看護とリスクマ

ネージメント 

  

単著 平成 23年 11月 済生、77巻 11号 

P34-48 

 

2011年9月に実施した同テーマの講義内容

を掲載。感染管理とリスクマネージメン

ト、感染管理の要素、リスクマネージメン

トプログラム、感染管理と疫学について概

説し、ケース紹介してケーススタディに関

するコメントと感染看護における主要項

目について概説した。 

 

26. 「入院から退院まで

の経過をイメージするた

めの周手術期看護演習」の

学習効果の検討 

共著 平成 24年 3月 帝京大学医療技術学部

看護学科紀要 3巻 

p.49~68 

学生は周手術期の患者の経過をイメージ

することが難しく学習した知識と実際の

患者に必要な看護援助が結びつかない。そ

こで、学内演習時にそれらが結びつくよう

な工夫が必要である。教員が工夫した演習

内容から理解できたイメージの度合いを

質問用紙を用いて調査した。 

本人担当部分：全般、 

共同研究者：棟久恭子、南川雅子、高橋幸

子、三ツ井圭子、今井栄子 

 

27. 看護学生の早期体験

学習としての海外研修の

効果―チームワーク 

能力の変化を中心に 

共著 平成 26年 3月 城西国際大学紀要 

第 22巻 第 8号 

看護部 

入学して1か月余りで何もわからない学生

を海外研修に引率する大変さ・・学生は確

かに成長していると感じたとき、多様な角

度から計測した。 

本人担当部分：全般 

共同研究者：宮沢純子、今井栄子、坂下

貴子、大森直哉、星野聡子、飯田香奈恵 

 

28. 基本的欲求「Sleep 

and Rest」  と生理的身体

的行動様式「Activity and 

Rest」 

共著 平成 26年 3月 日本適応看護理論研究

会 

学術論文集 

第 10巻第１号 

p.XV-1~14 

看護理論の中からヘンダーソンの「睡眠と

休息」C.ロイの「活動と休息」対比させ概

念構築を行った 

 

本人担当部分：全般 

共同研究者：今井栄子、他 

29. ヘンダーソン看護論

と看護実践への応用、基本

的欲求 5 睡眠と休息をと

る 

共著 平成 27年 3月 ヘンダーソン看護研

究会、ヘンダーソン看

護論と看護実践への

応用 p140-152 

 

看護理論の中からヘンダーソンの「睡眠と

休息」基本的欲求の概念構築 

本人担当部分：全般 



30. 成人看護学(急性期)

のアクテイブラーニング

型授業の評価 

共著 平成 27年 3月 城西国際大学 

第 23巻 8号 

成人看護学(急性期)においてアクテイブ

ラーニング型授業形式導入により学修意

欲の向上・学修効果を明らかした 

 

本人担当部分：全般 

共同研究者：今井栄子 奧 百合子 

 

（学会発表） 

1. 看護の安全性の追求 

医療過誤の特質 

 

 

 

 

 

 

  

昭和 62年 1月 

 
第 18回日本看護学会 

－看護管理－（新潟 

 
臨床の看護における医療過誤の状況を明

らかにした。事故の種類は、転倒転落、抑

制ミスによる抜管・抑制、与薬、注射、輸

血、器械器具操作ミスなどであった。医療

過誤の原因は、確認行為の無意識的な取り

組み、知識と技術の連結の不足、基礎技術

の応用の不十分さ、器機器具操作の不注

意、与薬の確認ミス、システムの問題であ

ることが明らかになった。 

本人担当部分：全般、発表 

共同研究者：今井栄子 

 

2. 院内感染防止対策に

おける看護活動の変容 

 平成 8年 6月 第 11 回 日本環

境感染学会（東京） 

院内感染防止対策における看護活動の変

容について報告した。 

 

本人担当部分：全般、発表 

共同研究者：今井栄子, 他 

 

3. 一般社会人のエイズ

に関する意識・知識,性行

動の実態について 

 平成 10年 11月 第 11 回 日本環

境感染学会（東京） 

一般社会人のエイズに関する意識・知識、

性行動の実態について報告した。 

 

本人担当部分：データ解析 

共同研究者：矢野久子, 広瀬幸美, 木原

雅子, 今井栄子, 小玉香津子, 馬場重好, 

市川誠一, 木原正博, 木村哲 

 

4. 消化器外科・心臓外

科病棟における手術部位

感染 (SSI:Surgical Site 

Infection)サーベイラン

ス 

 平成 11年 2月 第 14回 日本環境感染

学会（名古屋市） 
消化器外科・心臓外科病棟での手術部位感

染（SSI）の発症率を把握し、病棟医療チ

ームへの情報フィードバックがSSIの発症

率に与える影響と、NNISの annual 

report1997年との比較を検討した。手術部

位の SSI発症率は、５～7％未満であった。

NNISとの比較では、①一般消化器外科にお

いては、腹腔鏡下胆嚢摘出、腹腔鏡下胃切

除、乳房切除では SSIの発症がなかった、

②感染率は本院の方が低かった、③NNISに

ないカテゴリがあった、④SSIからの検出

菌は、P．aeruginosaと staphylococcus 

spp．が多かった、⑤Wound classでは、

cleanと cleanと clean-contaminatedが

90％強であった。 

本人担当部分：全般、発表 

共同研究者：今井栄子, 前田和美, 根岸

由美子, 廣瀬千也子, 若林剛, 上田政和, 

四津良平, 北島政樹 

 

5. 消化器外科および心

臓外科症例における手術

部位感染サーベイランス 

 平成 12年 10月 第 49回日本感染症学学

会東日本地方会総会学

術集会(旭川市) 

一般消化器外科・心臓外科の手術部位感染

（SSI）サーベイランス、１９９８年から

２年間の結果について比較検討し、SSIに



1998年 1月～1999年 12月 及ぼす要因について検討した。DPCの延長、

手術部位の汚染度が感染率の上昇に関与

していることを明らかにした。 

本人担当部分：全般、発表 

共同研究者：今井栄子, 上田政和, 

 

6. 緑膿菌ゲノム制限酵

素断片化による菌株同定

法の確立と感染経路検索

への応用 

 平成 13年 7月 第 56回 日本消化器外

科学会（秋田） 

消化器外科周術期感染症で重要な菌種の

一つである緑膿筋に対して制限酵素によ

る断片化を行い菌株を同定する方法を開

発し臨床応用を試みた。緑膿筋 39体から

19個の泳動パターンが得られ、そのうち 1

個パターンだけは 4人の患者に認められ

た。他のパターンはいずれも一人患者から

検出され、同一患者から得られた検体でも

2種類のパターンをしめす症例が３例存在

した。本法は今後消化器外科領域における

感染対策に有用な方法になり得ることが

示唆された。 

本人担当分：データ解析 

共同研究者：上田政和、 加藤真吾、 今井

栄子、 相浦浩一、 北島政樹 

 

7. 消化器外科領域にお

ける創感染サーベイラン

スと制限酵素ゲノム断片

化による緑膿菌株同定法

の確立 

 平成 13年 7月 第 38回日本外科代謝栄

養学会（千葉市） 

消化器外科領域における周手術期感染の

制御・予防を目的に創感染サーベイランス

と緑膿菌に対して制限酵素によるゲノム

断片化と電気泳動による菌株の同定方法

を開発し、臨床応用を試みた。菌株同定法

の有用性を明確にした。 

本人担当部分：データ解析 

共同研究者：上田政和, 加藤真悟, 今井

栄子, 相浦浩一, 北島政樹 

 

8.  Surgical Site 

Infection(SSI)-胃疾患と

大腸疾患-の開腹手術・腹

腔鏡下手術の比較検討 

 平成 13年 11月 第50回日本感染症学会

東日本地方会総会学術

集会 

(東京都) 

病院感染の手術後感染予防のために 3年間

の術後感染をまとめ、術後感染の傾向、特

に胃疾患と大腸疾患の開腹手術、腹腔鏡下

手術の比較検討をした。術後感染の起炎菌

として p.aeruginosaが問題となり、大腸

の疾患では改善しなかった。開腹、腹腔鏡

下手術・併用の術後感染率の差は疾患によ

り大きく異なることを明らかにした。 

本人担当分：全般、発表 

共同研究者：今井栄子, 上田政和, 若林

剛 

 

9.  Surgical Site 

Infection(SSI)感染患者

の易感染状態の評価 

 平成 14年 4月 第76回日本感染症学会

総会学術集会（東京都） 

SSIサーベイランスから術後感染症の発症

要因の探索、予防的方法を明らかにするた

めの予備調査を実施した。胃癌開腹手術患

者の易感染項目について統計的解析を行

った結果、手術時間の長さと BMIが SSIの

危険因子であることを明らかとした。 

本人担当部分：全般、発表 

共同研究者： 今井栄子、遠藤伸子, 上田

和政, 若林剛, 宮木幸一, 北島政樹 

 

10. 胃癌患者における

Surgical Site 

Infection(SSI)発症要因

 平成 14年 4月 第76回日本感染症学会 

（東京都） 

Surgical Site Infection 

Surveillanceから、術後感染症における発

症要因の探索および予防的方途を明らか

にするための予備調査を目的とした。SSI



に関する検討 の発症に術前在院日数、手術時間、栄養状

態が影響を及ぼすことが示唆された。 

共同研究者：今井栄子, 遠藤伸子, 上田

政和, 若林剛 

 

11. 腹腔鏡下手術と開腹

手術における術後創感染

の比較検討 胃切除術お

よび大腸切除術について 

 平成 17年 5月 第 105回 日本外科学

会（名古屋） 

腹腔鏡下手術における創感染の特徴を明

らかにすることを目的に胃切除術（開腹

955例、腹腔鏡下 128例）、大腸切除術（開

腹 630例、腹腔鏡下 441例）について

Surgical site surveillanceを施行し

た。胃切除術では腹腔鏡下手術のほうが開

腹手術より優位に創感染率は低下してい

たが、大腸切除術では差がなかった。手術

時間が創感染と最も密接に関連していた。 

本人担当部分：データ解析 

共同研究者：上田政和, 今井栄子, 長谷

川博俊, 久保田哲朗, 北島政樹 

 

12. 短期型バスキュラー

カテーテル関連血流感染

(BSI)サーベイランス 

 平成 19年 6月 第52回日本透析医学会

（大阪） 

短期型バスキュラーカテーテル関連血流

感染(BSI)サーベイランスについて報告を

行った。 

森下裕美(慶応義塾大学医学部附属病院 

中央透析室), 山口伸子, 今井栄子, 門川

俊明 

 

13. 長期 SSI 

Surveillanceから観た

Pathogenの推移変 

遷 

 平成 19年 4月 第 81回日本感染症学会

集（京都市） 

30年間の消化器外科SSIのサーベイランス

を比較検討し、1970年代と 2000年代では、

MRSA、Serratiaの検出頻度に大きな差異が

認められた。 

本人担当部分：データ分析 

共同研究者：上田政和、今井栄子、金尾

健人 

 

14. 入院透析患者の

MRSA、緑膿菌、肝炎ウイル

スの現状 

 平成 19年 6月 第 52回日本透析医学会

（大阪） 

入院透析患者の MRSA、緑膿菌、肝炎ウイル

スの現状について報告を行った。 

 

本人担当部分：共同研究のため抽出不可 

共同研究者：脇野修, 今井栄子, 山口伸

子, 森下裕美, 大家基嗣, 篠村裕之, 門

川俊明, 越田竹朗, 須田徳子, 安藤利行, 

横田健一, 市原淳弘, 熊谷裕生, 林松彦, 

稲本元 

 

15. 入院血液透析患者に

おける喀痰保因菌および

肺炎起因菌の分析 

 平成 20年 6月 第 53回日本透析医学会

（神戸） 

入院血液透析患者における喀痰保因菌お

よび肺炎起因菌の分析について報告を行

った。 

 

本人担当部分：共同研究のため抽出不可 

共同研究者：脇野修, 今井栄子, 吉岡恭

子, 釜范正, 神田裕子, 林晃一, 稲本元, 

伊藤裕 

 

16. 透析患者における誤

嚥性肺炎 
 平成 20年 6月 第 53回日本透析医学会

（神戸） 

入院透析患者 335名を対象に、誤嚥性肺炎

の予後とその規定因子を検討した。誤嚥性

肺炎患者は全透析患者の 5.1％に認めら

れ、回復群と死亡群の各種パラメータをノ

ンパラメトリック解析した結果、Alb、Hgb、

TCが回復群にて有意に高値であった。多重



ロジスティック解析では、Alb、TCが採択

された。透析患者における誤嚥性肺炎は致

命率が著明に高く、その予後改善には栄養

状態の管理が重要であることが示唆され

た。 

本人担当部分：データ解析 分析 

共同研究者：水口斉, 脇野修, 末安慶子, 

長谷川一宏, 原義和, 吉岡恭子, 鷲田直

輝, 立松覚, 徳山博文, 今井栄子, 林松

彦, 稲本元, 伊藤裕 

 

17. 「入院から退院まで

の経過をイメージするた

めの周手術期看護演習」の

学習効果の検討 

 平成 24年 8月 日本看護教育学学会 

ポスターセッション 

発表 

机上の学問では考えが及ばない現在の学

生に教員が患者役割/医療者の役割をビジ

ュアル化、入院から退院までのストーリー

を作成演じることによって確かなイメー

ジ化を図り看護過程の展開に用いた。 

 

本人担当部分：全般、 

共同研究者：棟久恭子、南川雅子、高橋幸

子、三ツ井圭子、今井栄子 

 

18. 看護学生の早期体験

学習 

(Early Exposure)としての 

海外研修の効果―チーム

ワーク能力の変化 

 平成 26年 8月 日本看護教育学学会 

ポスターセッション 

発表 

看護学生の早期体験学習としての 

海外研修の効果―チームワーク能力の変

化について報告を行った。 

 

本人担当部分：全般 

共同研究者：宮沢純子、今井栄子、 

 

19. アロマセラピーと感

染防止－家族ケアの経験

から 

 平成 26年 8月 日本感染看護学会 

学術集会講演集 

口頭発表 

p.12-13 

看護師のある一言の情報からアロマセラ

ピーが患者のリラクゼーションだけでな

く療養に役立つとひらめき文献検索はじ

め、ケアの実践を行った経緯を報告した。 

 

20. 成人看護学(急性期)

のアクテイブラーニング 3

年生の実習を通して 

 平成 28年 8月 ITC教育学会講演集 人看護学（急性期）におけるアクテイブラ

ーニング型授業終了後、実習の実践をどの

ようにアクテイブラーニングをしたか成

果の調査を実施 

 

本人担当部分：全般 

共同研究者：今井栄子、佐々木美樹 

 

21. 感染管理活動から感

染看護実践へ 
 平成 29年 8月 第 17回日本感染看護学

会学術集会 

臨床 20余年の臨床経験は CDC推奨の感染

管理から始まり、臨床に看護独自の視点か

ら感染予防/防止を考えてきた経緯を述べ

た 

 

 


