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研  究  業  績  等  に  関  す  る  事  項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概     要 

（著書） 

1.これから 50 年間のス

ポーツ保健医療学科の展

望  

 

共著 

 

2014年 6月 

 

中部大学開学 50 周年

記念夢構想事業 

スポーツ保健医療学科

記念論集 2014 

全 72 頁 

 

本誌は、中部大学開学 50 周年記念誌とし

て発刊された。生命健康科学部に新学科

として立ち上がったスポーツ保健医療学

科の教育環境・研究環境・ステークホル

ダーの充実を図るロードマップを示すも

のである。それぞれの教員が、スポーツ

保健医療学科に対する構想を執筆した。 

担当：編集委員として企画・編集を担当

した。自身が執筆した内容は、スポーツ

保健医療学科における学生観・教育観そ

して職業観をテーマに、担当教科に対す

る教育観や救急救命士の社会的責任の在

り方について執筆した。医療職者を目指

すものとして、生涯学習を積んでいく覚

悟で学ぶ姿勢、知的好奇心を養う必要性

を説いた。pp.62-67 

共著者：尾方寿好、山田恵子、浦井久子 

2.食物アレルギーやアナ

フィラキシーをもつ児童

が増える今こそ、普段か

ら医療機関と学校の顔の

見える連携が大切 

共著 2015年 4月 ニットー保健福祉カタ

ログ、平成 27・28 年度

版特別編集 特集 2 

全 539 頁 

カタログ概要は、保健福祉で使用する医

療用具やその他、必要物品の紹介である。 

担当：食物アレルギーによるアナフィラ

キシー対応として、アドレナリン自己注

射やモニタリングの是非について解説し

た。児童や保護者と学校、医療関係が顔

の見える連携が重要であること、正しい

知識を共有することの重要性を述べた。

pp.14-15 

共著者：中島佳緒里、山田恵子 

3.文部科学省委託「専修

学校による地域産業中核

的人材養成」事業「保育

分野における中核的専門

人材養成プログラム開

発」成果報告書 

共著 2017年 2月 一般社団法人 

愛知県現任保育士研修

運営協議会 全 163 頁 

成果報告書の概要は、平成 27 年刊行の

「保育士研修ガイドライン」平成 28 年刊

行の「モデルカリキュラムシラバス」に

集約され、平成 29 年度の取り組みを総括

し 3 年間の研究成果をまとめたものであ

る。担当：3.5）乳児保育専門研修におけ

る検証研修の実施とテキスト作成・web

配信の取り組み、調査結果分析および 3

年間のまとめについて執筆した。
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pp.123-145 

共著者：布施佐代子、佐々木昌代、安部

孝、渡辺桜、山田恵子  

4．ファーストエイド す

べての看護職のための緊

急・応急処置 

共著 2017年 9月 へるす出版 

全 236 頁 

看護師が実施するファーストエイドにつ

いて、看護専門職としての観察、判断、

実施を基本に記述している。本書をテキ

ストとして、e-learning で評価し、実践

の評価については、実技コースを開催し

ファーストエイドナースの称号を付与す

るものである。 

担当：ファーストエイド委員としてテキ

スト全体の編集を担当し総括した。また、

第Ⅰ章：小児の一次救命処置（pp.23-27）、

第Ⅲ章：小児の基本的対応、小児の発熱、

小児の咳嗽、小児の呼吸困難、小児の頻

脈、小児の意識障害、小児の頭痛、小児

の頭部外傷、小児の嘔吐、小児の腹痛、

小児の誤嚥・誤飲（pp.162-199）につい

て執筆した。 

監修：日本救急看護学会 

編集：日本救急看護学会 ファーストエ

イド委員会 共著者：三上剛人、田村富

美子、山田恵子、他 

5.保育リーダー養成研修

ガイドブック「保育分野

における中核的専門人材

養成プログラム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

共著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 2月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人愛知県現

任保育士研修運営協議

会全 264 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本誌の概要は、保育士生涯教育における

中核的人材に必要なカリキュラムについ

て各担当教員がカリキュラムの概要、具

体的授業時間設定、受講者からのアンケ

ート結果における分析を明文化しガイド

ブックとして示したものである。担当：

第 3 章第 2 節「乳児保育専門研修」研修

のねらいとモデルカリキュラム、シラバ

スと内容、乳幼児救急（救命・応急手当・

演 習 ） を 執 筆 し た 。 pp.204-212 、

pp.253-264 共著者：布施佐代子、佐々木

昌代、安部孝、渡辺桜、山田恵子 

6．救急初療看護に活かす

フィジカルアセスメント 

共著 2018 年 10

月 

へるす出版       

全 300 頁 

 

救急初療で実践されるフィジカルアセス

メントについてフィジカルアセスメント

の基礎から臨床推論、系統別アセスメン

ト特徴のある患者のフィジカルアセスメ

ントを網羅している。担当：AppendixⅠ
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小児 １．フィジカルアセスメントのポ

イント２．緊急度判断３．看護実践のポ

イントについて執筆した。ｐ269-277             

監修：日本救急看護学会           

編集：日本救急看護学会「フィジカルア

セスメント」編集委員会 共著者：石井

恵利佳、石川幸司、山田恵子ほか 

（学術論文） 

1.保育士の小児一次救命

処置（PBLS）に対する認

識と現状に関する研究 

－保育所での窒息や誤嚥

事故発生時の対応－（修

士論文） 

 

単著 

 

2011年 3月 

 

愛知医科大学大学院 

看護学研究科 

pp.1-67 

 

本研究は、保育士の小児一次救命処置の

認識および現状と保育園看護師に期待さ

れている役割を明らかにし、小児看護の

担う役割について考察することを目的と

した。研究方法は質問紙法による量的記

述的研究であり、独自に作成した調査用

紙を用い、近隣の保育所 34 か所で働く保

育士634名に研究協力を依頼し262名（回

収率 41.3％）から回答を得た。結果、保

育士の認識に関する安全対策 23 項目を

因子分析し【食事姿勢と環境】【危険要因

の排除】【安全確認】【午睡時の安全】【窒

息予防】の５因子が抽出された。次に、

保育士の事故発生時の対応 15 項目を因

子分析し【具体的対処法】【観察と確認】

【AED 使用方法】【連絡と要請】【ＣＰＲ】

の５因子が抽出された。さらに分析を行

った結果、様々な経験と講習会受講や学

会参加等の教育を受けることが自信につ

ながっていた。保育園看護師に期待する

専門性として、「園児の体調不良時の判断

と対応」82.4%、「疾患を持つ園児への支

援、注意点」76.7%、「小児一次救命処置

の定期的な指導」70.6％であった。しか

し、分析の結果安全対策や事故発生時の

対応に看護師が現状では関与していない

と考えられた。保育士は子どもの健康面

や安全面において看護師との協働を望ん

でおり、保育園看護師の充足率と質の向

上を図るため、小児看護職者による教育

的介入の必要性が示唆された。 
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2.外来における患者・家

族の思い、看護師の関わ

りに対する文献検討－質

的研究の文献を通して－

（査読付） 

共著 2011年 8月 医学と生物学 

第 155 巻第 8 号 

pp.538-546 

本研究は、患者・家族の思いや看護師の

関わりに対する質的研究文献から外来看

護師の関わり内容を明らかにし、効果的

な外来看護について考察することを目的

とした。医学中央雑誌 web 版 ver.4 を用

い、2000-2010 年で｢外来,看護,生活,質

的研究,ライフストーリー,患者の経験」

をキーワードに検索した。129 編のうち、

がんや場面の異なる内容を除く、成人お

よび老年慢性疾患で目的に合う 7 編を分

析し 14 の看護師の関わりを抽出した。

｢その人を知るための関わり」は 7 編すべ

てから抽出されており、またこの関わり

以外の 13 の関わりにつながっており、看

護の中心的な関わりであることが明らか

になった。またそれぞれの関わりは相互

補完しつつ患者の自発性・主体性を促し

病気と共に生きるための支援であった。 

担当：共著研究者として、データ分析を

担当した。共著者：沢田淳子、山田恵子 

3.小児一次救命処置にお

ける現状と課題の検討－

保育士への小児一次救命

処置教育を踏まえて－

（査読付） 

単著 2011年 9月 医学と生物学第 155 巻

第 9 号 pp.621-632 

我が国の小児の死因として不慮の事故死

亡率が高く、社会状況の変化により保育

所利用者数が増加し保育所での不慮の事

故発生増加が危惧される。本稿では、保

育所利用状況の推移、小児の事故の現状、

小児一次救命処置の現状、保育士の救急

蘇生講習会受講状況、AHA 小児一次救命

処置新ガイドライン、小児用 AED とその

効果について概説した。窒息や誤嚥、溺

水、心臓震とうなどの呼吸・循環器系の

事故については、保育所での第一発見者

（bystander）である保育士の応急処置の

適否、二次救命施設への迅速な搬送およ

び処置という救命の連鎖が事故死および

後遺症に影響を及ぼす。従って保育士へ

の AED の適切な使用を含めた小児一次救

命処置講習会の実施や小児用 AED の設

置、看護師など医療専門職のサポートシ

ステムの構築が重要課題である。 
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4.乳幼児の小児一次救命

処置に対する保育士の認

識と現状（査読付） 

単著 2012年 3月 日本小児看護学会誌 

第 21 巻第 1 号 

pp.56-62 

本研究は、乳幼児の小児一次救命処置に

対する保育士の認識と現状について、ス

キルの自信とその構造を明らかにするこ

とを目的とした。対象者は保育士 262 名

(回収率 41.3%,有効回答率 99.6%)であっ

た。研究方法は質問紙法による量的記述

的研究であり、小児一次救命処置の自信

15項目について 5段階のリッカート尺度

を用いた。因子分析にて構造化を行い、

「具体的対処法」「観察・確認」「AED 使

用方法」「連絡・要請」「心肺蘇生（CPR）」

の 5 因子が導き出された。尺度および因

子ごとの平均が全体的に低く、保育士は

小児一次救命処置について認識はあるが

自信がないと考えられた。その背景には、

子どもの特徴を踏まえた PBLS教育や AED

の設置が不十分であるなど、質と量の両

面での支援が必要であり、母子支援など

共通点を持ち乳幼児の特徴を踏まえたキ

メ細かい指導が可能な看護師による教育

的支援が保育士の自信を高めるために有

効ではないかと考えられた。 

5.看護大学生のライフス

タイルと自己管理能力と

の関連－初年次教育前後

の比較と課題－（査読付） 

共著 2012年 3月 中部大学生命健康科学 

研究所紀要第 8 号 

pp.80－90 

保健看護学科の初年次教育(スタートア

ップセミナー)の効果を測定する一環と

して、実施前後のライフスタイルの実態

と自己管理能力との関連を把握し、健康

生活向上にむけた課題を明らかにする目

的で本研究を行った。対象者は平成 22

年度入学生 114 名（有効回答率 77.7％）

スタートアップセミナーの実施前後で自

記式質問紙による調査を行った。その結

果、自己管理能力下降群は、ストレス・

コーピングができていないことが示唆さ

れた。担当：共同研究のため担当部分抽

出不可。共著者：杉田豊子、城憲秀、牧

野典子、堀井直子、山口直己、山田恵子、

足立はるゑ  

6.Suppression of 

cardiocirculatory 

responses  

共著 2012年 9月 Journal of 

Physiological 

Anthropology 

若年者 (10～20 歳) が立位姿勢を長時

間継続した時には「血管迷走神経失神」

と呼ばれる失神が惹起されやすい。この
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to orthostatic stress 

by passive walking-like  

leg movement in healthy 

young men,（健康な若年

男性の受動歩行運動によ

る起立ストレスへの循環

反応） 

12;31:24. doi: 

10.1186/1880-6805- 

31-24. 

失神は、立位姿勢をとることにより生じ

る心臓活動の亢進が関係している。しか

し、同じ立位姿勢でも、他動歩行中には

副交感神経活動が優位になるため、心臓

活動が抑制されることが判明した。さら

に、血管迷走神経失神が、他動歩行中に

は抑制されることが示された。担当：共

同研究のため担当部分抽出不可 

共著者：Ogata H, Fujimaru I, Yamada K, 

Kondou T. 

7.小児看護学実習におけ

る看護学生の実習困難感

と学びの実際－心身障が

い児とその家族とのかか

わりと通しての学び－

（査読付） 

共著 2012 年 

12 月 

中部大学教育研究第

12 号 pp.9-18 

小児看護学実習において学生は、子ども

や家族とのコミュニケーション、小児特

有のケアや遊びなど様々な困難に直面す

る。附属病院を持たない本校では、近隣

の多くの実習先で小児看護学実習を展開

しており、重症心身障がい児を受け入れ

ている病院でも実習を行っている。本研

究では心身障がい児を受け入れている病

院で小児看護学実習を行った学生の不安

や困難感を明らかにすることを目的とし

た。実習を行った 44 名にリクルートし同

意の得られた 5 名を研究対象とした。研

究方法は1回60分のフォーカスグループ

インタビューを 3 回実施し、研究協力者

の同意を得て録音したものを文字化しデ

ータとした。分析は質的帰納的におこな

った。結果、困難の実際としては【受け

持ち患児との言語的コミュニケーション

やかかわりへの困難】【家族とのコミュニ

ケーションに関する困難】【看護技術やア

セスメントへの自信のなさ】【生命への影

響が大きいと感じるケアへの不安】【指導

体制や同一で無い指導内容への困難】の

5 つのカテゴリーが導き出された。教員

や指導者が学生と共にケアを実施し児の

反応を読みとり、学生に意味づけしなが

らフィードバックすることは障がい児と

接する経験の少ない学生にとって必要な

教育的支援であることが示唆された。担

当：共著研究者として、企画・実施・分
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析を担当した。共著者：清水いづみ、畑

中めぐみ、大村政生、山田恵子、石井真、

山田知子、石黒彩子 

8.Higher ventilatory 

responses during and 

after passive 

walking-like leg 

movement in older 

individuals（高齢者にお

ける受動歩行運動中の換

気反応） 

共著 2013 年 

11 月 

Journal of 

Physiological 

Anthropology 

An official journal 

of the Japan Society 

of Physiological 

Anthropology 

(JSPA)2013  

32:20 

高齢者 (平均 70 歳) と若年者 (平均 20

歳) の立位他動歩行中における換気応答

を比較した研究である。高齢者は若年者

よりも、他動歩行中のエネルギー消費量

が高くなるため換気量も大きくなった。

また、他動歩行終了直後の静止立位時で

は、他動歩行前の静止立位時よりも換気

が抑制されることが、若年者において観

察されたが、このような換気抑制は高齢

者では認められなかった。以上から、高

齢者では他動歩行中および直後における

換気応答が高いことが明らかとなった。 

担当：データ分析全般を担当した。 

共著者：Ogata H, Fujimaru I, Yamada K, 

Kondou T. 

9.愛知県現任保育士指導

者養成研修「乳児救急」

の講義と演習の評価（査

読付） 

単著 2014年 3月 中部大学生命健康科学 

研究所紀要 10 

pp.43－49 

現任保育士 95 名に対し、小児看護学研究

者 3 名および救急救命士 1 名で「乳児救

急」の講義と演習を実施した。ベビーア

ン、レサシベビー、リトルアンなどシミ

ュレーターと 2 種類の AED を準備し講義

60 分、演習 100 分で実施した。受講者の

調査結果から、乳児救急の理解や救急蘇

生の必要性については 90％以上が「理解

が深まった」や「理解できた」と答えて

いた。一方、乳児だけでなく「幼児につ

いても知りたい」「怪我や病気の対処法も

知りたい」など、救急蘇生だけでなく、

怪我の応急手当や病気時のホームケアに

ついてのニーズも聞かれた。保育所の子

どもの健康管理を行う上で、小児看護や

救急看護に精通した看護師による保育士

への教育的支援は重要な社会的役割であ

ると考えられた。 

10.学生を主体とした小

児看護学臨地実習前のシ

ミュレーション教育の効

果の検討（査読付） 

共著 2014 年 

12 月 

中 部 大 学 教 育 研 究

14pp.1-8 

本研究は、小児看護学臨地実習を履修す

る 3-4 年生を対象として臨地実習前に学

習者主体のシミュレーション教育を導入

し、その効果を学内実習目標達成の自己
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評価、およびシミュレーション教育前後

での自己効力感の変化の 2 つの側面にお

いて検討した。結果、学内実習目標達成

の自己評価はほとんどの項目で多くの学

生が目標を達成したと評価していた。シ

ミュレーション教育における自己効力感

はシミュレーション教育前よりシミュレ

ーション教育後に総得点、各因子及び総

評全てで上昇した。学内実習前の自己評

価の高得点群と低得点群で比較すると、

高得点群は「因子 C．対象の理解と援助」

の項目で有意に低下した。低得点群は総

得点および「因子 A．基礎知識の理解」「因

子 B．コミュニケーション技術」「因子 C．

対象の理解と援助」「因子 F．学習者-教

員間の関係性の構築」の項目で有意に上

昇した。この結果より、シミュレーショ

ン教育は小児看護臨地実習の自己効力感

を高めることに効果があると考えられ

た。担当：共同研究者として企画・実施・

分析を担当した。共著者：大村政生、山

田知子、石井真、清水いづみ、畑中めぐ

み、山田恵子 

11.小児看護学臨地実習

におけるシミュレーショ

ン教育の導入－ティーチ

ングからラーニングへの

変換を目指して－（査読

付） 

共著 2014 年 

12 月 

中部大学教育研究 14 

pp.45-51 

本研究の効果として、フルスキルシミュ

レーションの学習の導入により、これま

では受動的であった学生が、学内実習に

真剣に取り組み、能動的に知識・技術を

習得しようとする学生の変化から、携わ

った教員が教育の面白さを実感した。シ

ミュレーション教育は学生と共に創るも

のであり、今後も学生の意見を取り入れ

た教育の改善を目指していきたい。シミ

ュレーション教育は費用やマンパワーの

課題があるが、現在の環境（設備・機器・

マンパワー）の創意工夫で改善できるこ

とも多くある。また、指導者のスキル向

上が必須となるため、定期的に開催され

る指導者養成講習会への参加の機会を整

えていく必要がある。米国における

National Simulation Study Results in a 



山田 恵子 

 

Nutshell では、臨地実習総時間の 25%お

よび 50%をシミュレーションに置き換え

た場合に教育成果（知識、臨床能力、批

判的思考、実践の受容可能性）に影響が

及ぶかを調査しており、看護プログラム

の終了時に評価された教育成果には有意

差はないと示されていた。この結果を日

本の看護基礎教育に適応するにはいくつ

かの考慮が必要だが、臨地実習という緊

張感の高い環境（脅威の中）でなく、失

敗が許される安心した環境において看護

実践能力を養うことのできるシミュレー

ション教育は有用であると考える。 

担当：共同研究者として企画・実施・分

析を担当した。共著者：山田知子、石井

真、畑中めぐみ、大村政生、清水いづみ、

山田恵子 

12. ベビー・キューズの

小児看護学教授方法のチ

ャレンジ 

共著 2016年 3月 日本赤十字豊田看護大

学学術情報リポジトリ

pp.1-42 

看護学生がもつ子どものイメージおよび

イメージへの影響因子、看護学生の子ど

もの表情（Cue)を読みとる力について、

経時的な現状を明らかにし、看護学生の

子どもを理解する能力を養うための具体

的かつ新たな小児看護学教授方法の開拓

を検討する。調査対象は、大学看護学部

2 年生 120 名（A 群)翌年の入学生 120 名

（B 群)とした。研究期間は平成 25 年 4

月～平成28年3月までとし小児看護学受

講前、小児看護学概論受講後、小児看護

学Ⅰ・Ⅱ受講後、小児看護学実習受講後

に自記式質問紙を用いた集合調査法を実

施した。調査項目は対象者自身の養育状

況など 31 項目、子どものイメージ 37 項

目（SD 法)、子どもの表情を読み取る能

力（NCAST)11 項目から構成された。分析

対象はベースライン調査にて回収された

125 名（回収率：A 群 49 名<40.8％>、B

群 76 名<63.6％>)であった。4 回の調査

で対象者 A 群 49 名は乳幼児に対して、好

きと回答した者は 38 名（77.6％)であっ

たが遊んだり世話をするなど接触が密に
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なると若干の減少がみられた。乳幼児の

イメージは平均が 4 点より高いものは子

どもの外見的な特徴や活動を示すもので

あった。子どもの表情を読み取る能力に

ついては学習によって獲得し発展させて

いく能力であることが示された。以上か

ら、小児看護学における新たな教授方法

へのチャレンジとして、学生の子どもに

対するイメージや読み取り能力をとらえ

た上で科目の学習内容および教授方法を

確立することが重要であると示唆され

た。共著者：大西文子、山田恵子、野口

賀乃子 担当：共同研究者として平成 26

年より、調査・分析を担当した。 

13．小児看護学実習にお

ける看護実践と理論を結

びつけるための指導方法

の検討（査読付） 

共著 2016年 7月 日本看護教育学会誌 

第 26 巻第 1 号 

pp.79-88 

小児看護学実習において学生が経験する

様々な状況の指導場面から、看護実践と

理論を結びつける指導を明らかにするこ

とを目的とした。2 つの看護系大学にお

いて 3 年次の小児看護学実習指導場面を

想起し記述した。教材化場面は「患児の

治療経過の理解が追いついていない」「患

児の気持ちが読めずケアの方向性がずれ

ている」等 13 場面であった。そのうち 2

場面を取り上げ、指導のプロセスを質的

に分析し、「学習内容の提供」「学生の気

づきから事実の確認を促す」等 18 の具体

的指導方法が見いだされた。共著者：増

尾美帆、泊祐子、竹村淳子、岩間恵、西

薗貞子、山地亜希、川島美保、山田恵子、

神道那実、野口賀乃子、大西文子 担当：

共同研究者として分析を行った。 

14.保育士が看護師に期

待する専門性－保育施設

における乳幼児の健康問

題を支援する小児看護の

役割を踏まえて－（査読

付） 

共著 2017年 9月 小児保健研究第 76巻 5

号 

pp.438-444 

保育施設における子どもの健康問題につ

いて、看護師にどのような専門性が期待

されているかを明らかにすることを目的

とし、2010 年 5 月-7 月、愛知県内の 44

施設で働く保育士 634 名を対象に自由記

載での自記式質問紙調査を実施した。対

象者 262 名（回収率 41.3％）であり、保

育所看護師配置状況は「いない」とした

者が 208 名（79.4％）、配置希望者は 197
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名（75.2％）であった。期待する専門性

は、【園児の健康管理における判断と対

応】【看護師配置による安心】【施設の安

全管理と連携】【保護者への対応】【園児

の健康管理における指導】【保育士のメン

タルサポート】の 6 つに類型化された。

その結果、保育所看護師は数が少なく、

配置の不均衡が示されるとともに、期待

される存在であるが、多岐に及ぶ役割を

明確に示し、普及と専門職としての連携

が必要であると考えられた。共著者：山

田恵子、山田知子、大村政生、清水いづ

み、畑中めぐみ 担当：本論文筆頭著者

として、計画・実施・分析・総括の全過

程の責任担当を担った。 

15.北海道Ａ市保育所に

おける事故対策に関する

実態調査 

共著 2018年 3月 日本赤十字北海道 

看護大学紀要 

第 18 巻 

pp.5-13 

郊外にへき地保育所をもつＡ市保育所に

おける事故対策の現状と課題を明らかに

することを目的として行った。保育士を

対象に質問紙調査を実施し、郵送法にて

回収し 91 名（回収率 43.8％）から回答

を得た。結果、回答した保育士が務める

保育所では、事故対策の研修参加の承認

（87.9％）、ヒヤリ・ハット体験の共有

（69.2％）、職場での継続教育（53.8％）

を実施していた。特にへき地・季節保育

所では、職場での継続教育（37.5％）の

実 施 、 PBLS （ Pediatric Basic Life 

Support）の受講経験は 87.5％であり、

BLS（Basic Life Support）の受講経験 

100％に比べ割合が低かった。 

また、保育所に AED（Automated External 

Defibrillator）設置はなかった。課題は、

継続教育や PBLS の定期受講、AED 設置

など地域特性を踏まえた検討の必要性が

示唆された。担当：主に分析、全体の構

成について担当した。共著者：前田陽子、

志賀加奈子、山田恵子、畑中めぐみ  
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1．在宅 NIPPV 導入の事例
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慢性呼吸不全にて急性増悪を繰り返す

50 代の男性患者に対し、在宅 NIPPV の初

導入を試みた経過について報告した。当

院において初の試みであり、導入前に医

師と看護師、酸素業者で患者と共に自宅

に出向き、酸素の取り付けや NIPPV の設

置場所などを決定し一時外泊の後、酸素

化が良好であったこと、夜間の呼吸困難

感が軽減し眠れるようになったため退院

となった。患者の自宅は市内から離れた

山の中腹にあり、移動手段は車である。

自宅周辺は坂道や舗装していない段差が

多く、体力的にも坂道で段差の多い未舗

装の道路を歩くのは困難であり、大型の

酸素ボンベを自宅に設置しチューブを長

くすることで、昼間は酸素ボンベを持つ

ことなく自宅内でトイレや居間、お風呂

場まで行動可能な形をとった。幸い、自

宅内は比較的広く平屋であったため患者

の QOL を維持する配慮ができた。在宅

NIPPV においては、睡眠時無呼吸症候群

の患者への導入も他施設では行われてお

り、今後そのような患者に対する導入の

際も患者の自宅の間取りや生活パターン

を考慮し患者の QOL を低下させないため

の関わりが重要であると示唆された。 

担当：企画・実施・総括を担当した。 

共同発表者：山田恵子、大高晴美、竹内

桂子、安西由美子、近藤康弘、谷口博之  

2．アレルギー疾患を有す

る患児の自己管理の継続

に影響を及ぼす要因に関

する検討－アドヒアラン

スが低いと考えられた事

例より 

共著 2011年 6月 日本小児難治喘息・ 

アレルギー疾患学会 

学術集会（横浜） 

慢性疾患に関して、思春期は日常の療養

における管理の主導権が親から患児に移

行をする時期であるが、自己管理に対す

るアドヒアランスが低下しやすいことが

問題となる。本研究は、アレルギー疾患

を有する思春期の患児が、長い療養の過

程において、どのように疾患や自己管理

をとらえ、自立と継続に向けてどのよう

な努力をしているのかを明らかにし、低

いアドヒアランスに対する看護への示唆
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を得ることを目的とする。小児科アレル

ギー専門外来に定期的に通院する高校生

以上の児で、内服薬や吸入薬の服用、軟

膏の塗布、喘息日記の記録など、なんら

かの継続的な管理を必要とする 10 名の

児を調査対象とした。患児の自己管理の

捉え方や、目標としていること、自己管

理の継続に影響を及ぼしている要因につ

いて半構成面接を行い質的帰納的に分析

した。今回、10 事例のうちアドヒアラン

スが低いと考えらえた 2 事例について、

自己管理の自立や継続の妨げとなる要因

と必要な看護について検討した。担当：

データ分析を担当した。共同発表者：山

田知子、石井真、大村政生、畑中めぐみ、

山田恵子、山口知香枝、石黒彩子  

3．アレルギー疾患患児の

自己管理に影響する要因

について 

共著 2011年 6月 第 11 回 

愛知小児気管支喘息 

QOL 研究会推薦演題 

（名古屋） 

本研究は、アレルギー疾患をもつ思春期

の患児が、疾患や自己管理をどのように

捉えているか、また自己管理を継続して

いく上での影響要因を明らかにする。小

児科アレルギー専門外来に定期的に通院

する高校生以上の 10 名の児を調査対象

とした。患児の自己管理の捉え方や、目

標としていること、自己管理の継続に影

響を及ぼしている要因について半構成面

接を行い、質的帰納的に分析をした。自

己管理に影響している要因として、良好

な親子関係や自立の気持ちを支えていく

医療者のサポート、成功や失敗の体験、

将来への展望から自己管理を選択してい

くといった親子での自己管理の共有から

徐々に自立へ向かっていく姿が明らかと

なった。徐々にシフトしていく過程を支

える関わりとして、患者の視点を取り入

れた開かれたコミュニケーションにおけ

る Shared Decision Making の必要性が示

唆された。担当：データ分析を担当した。 

共著者：山田知子、石井真、大村政生、

畑中めぐみ、山田恵子、山口知香枝、石

黒彩子 
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4．保育士の小児一次救命

処置（PBLS）に対する認

識と現状（第一報）－小

児一次救命処置に対する

自信とその構造 

共著 2011年 9月 第 58 回日本小児保健

学会学術集会（愛知） 

本研究は、保育士の小児一次救命処置（以

下、PBLS）に対する認識と現状について、

スキルの自信とその構造について明らか

にすることを目的とする。平成 22 年 3

月-7 月、質問紙法による量的記述的研究

を行った。調査内容は PBLS に対する自信

について先行文献を参考に独自に作成し

た15項目で5段階のリッカート尺度を用

いた。分析方法は因子分析にて構造化を

行った。統計ソフトは spss ver18.0for 

windows を使用。近隣の保育所で働く保

育士 262 名（回収率 41.3％、有効回答率

99.6％）から回答を得た。小児一次救命

処置に対する 15 項目の M±SD は、全体的

に M が 3 前後であった。探索的因子分析

（主成分法でバリマックス回転）の結果

5 因子を抽出した。各因子の Cronbach's 

αは、0.71-0.92 であった。【具体的対処

法】は、口の中で物が詰まった場合の、

応急手当に関することであった。【観察と

確認】は、意識や呼吸の観察、口腔内の

確認、他職員の協力を仰ぐなど、子ども

の異変についての観察や確認に関するこ

とであった。その他【AED 使用方法】、【連

絡と要請】、【CPR】に構造化された。保育

士は全体的に PBLS のスキルについてあ

まり自信がないと考えられた。担当：企

画・実施・総括を担当した。共著者：山

田恵子、仁尾かおり 

5．保育士の小児一次救命

処置（PBLS）に対する認

識と現状（第二報）－小

児一次救命処置に対する

自信と属性における差異 

共著 2011年 9月 第 58 回日本小児保健

学会 

学術集会（愛知） 

本研究は、保育士への効果的な小児一次

救命処置（以下、PBLS）教育を行うため

に、保育士の属性や講習会参加状況によ

る差異を把握し、介入研究の手立てとす

ることを目的とする。対象者は 34 か所の

公立・公設民営保育所で働く保育士 634

名。研究期間は 2010 年 3 月-7 月。研究

方法は質問紙法による量的記述的研究。

調査内容は、PBLS に対する自信について

先行研究を参考に作成した 15 項目（5 段

階リッカート尺度）。分析方法は PBLS に
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対する自信 5 因子と属性を t 検定および

一元配置分散分析を用い解析した。p＜

0.05 を有意とした。262 名（回収率

41.3％、有効回答率 99.6％）から回答を

得た。属性における差異では、講習会受

講者は、【具体的対処法】を除く 4 因子、

学会参加者はすべての因子で得点が有意

に高かった。勤務形態ではパート保育士

が講習会や学会への参加率が有意に低く

【AED 使用方法】【連絡と要請】の得点が

有意に低かった。保育士経験年数の多い

保育士、緊急対応経験者は全因子で得点

が有意に高かった。以上より、パート保

育士を含めた保育士全体への PBLS 教育

方略を検討する必要があると考えられ

た。担当：企画・実施・総括を担当した。 

共著者：山田恵子、仁尾かおり 

6.地域への救急蘇生講習

会の試み－学童保育に通

う小学生を対象として－ 

共著 2012年 2月 平成 23 年度愛知県小

児保健協会学術研修会

（愛知） 

学童保育に通う小学生と指導員を対象に

心肺蘇生教育を行った取り組みから見え

た展望や今後の課題について報告した。

対象者は小学生 18 名、指導員 6 名、研究

方法は質問紙調査法を用い記述統計を行

った。結果、90％以上が「楽しかった」

「わかりやすかった」と答えたものの、

低学年では「難しい」「わかりにくい」と

いう者も 5％程度おり、小学生では各発

達段階における認知発達を考慮した教育

の必要性が明らかとなった。今後は学年

ごとに介入・評価し教育効果の検証を行

う必要性が示唆された。担当：企画・実

施・総括を担当した。共著者：山田恵子、

大村政生、畑中めぐみ 

7.看護大学生を対象とし

た初年次教育前後のライ

フスタイルの変化と自己

管理能力との関連 

共著 2012年 8月 第 22 回日本看護学教

育学会 

学術集会（熊本） 

本学の初年次教育は、大学での学習と人

格の成長を支援することを目標とし、1

年次前期に 30 時間 2 単位で行っている。

そのプログラムの一環であるライフスタ

イルについて、授業前後の変化と自己管

理能力のとの関連を調査した。平成 22

年度入学生 114 名（有効回答率 77.7％）

を対象とし自己管理スキル尺度 10 項目
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を用い質問紙調査を行った。結果、授業

前後を通して望ましい生活習慣を示した

のが「喫煙」「飲酒」「朝食」であった。

また、自己管理能力の上昇群では「運動」

が増加（p＜0.005）、下降群は「ストレス」

が増加（p＜0.005）していた。「睡眠」は

両郡とも悪化していた。自己管理能力と

の関連では、下降群に「ストレス」が増

加し両郡とも「睡眠」が低下していたこ

とから、今後の授業においてストレス・

コーピングおよび自己管理能力の育成が

必要であると示唆された。担当：データ

分析を担当した。共著者：杉田豊子、城

憲秀、牧野典子、堀井直子、山口直己、

山田恵子、足立はるゑ  

8. 乳幼児の両親を対象

とした救急蘇生啓発活動

への取り組み 

共著 2012 年 

10 月 

第 15 回 

日本救急医学会 

中部地方会総会・ 

学術集会（愛知） 

本研究は、K 市の母子支援活動として

AHA/BLS プロバイダ資格を持つ小児看護

学教員 2 名により救急蘇生講習会を実施

した。受講者は K 市の広報で募った 7 家

族。講習は乳幼児の特徴・家庭内で起き

やすい事故と安全対策の講義、レサシジ

ュニアとベビーアンを使用した乳幼児の

BLS/AED の演習を含む 2 時間で実施し終

了後に質問紙調査を行った。結果、7 家

族のうち 6 家族は満足と答えており、「実

際に体験できてよかった」「AED が子ども

にも使えることを初めて知った」等の意

見が見られた。人形やわが子に触れなが

らの実施は臨場感があり、記憶に残る講

習となった。AED は一定の普及が見られ

るが、子どもにおける必要性の認識が乏

しく今後も乳幼児の両親を対象とした啓

発活動の必要性が示唆された。 

担当：企画・実施・総括を担当した。 

共著者：山田恵子、畑中めぐみ 

9. ファーストエイドイ

ンストラクターコース開

催の現状と課題―コース

コーディネータ―として

の役割を踏まえて－ 

共著 2012 年 

10 月 

第 15 回日本救急医学

会中部地方会総会・学

術集会（愛知） 

昨今、災害や大規模な事故の発生により

看護師のニーズは病院内外へと拡大かつ

多様化している。日本救急看護学会は、

現任教育として 6 つのセミナーを展開し

ており、その 1 つであるファーストエイ
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ド（以下、FA）コースは、実技コースと

インストコースで構成されている。中部

地区でFAインストコースを2回開催した

現状と今後の課題について報告した。受

講者 21 名、コアインスト 11 名、コース

終了後に質問紙調査を行った。結果、全

体的に「理解できた」とする解答が多く

特に三角巾を使用した実技が好評であっ

た。受講者においては具体的レベルで再

教育を受ける機会となり、自身のスキル

やインストラクションの自信になってい

た。コアインストはコーディネーターの

役割を理解する機会となったが、自施設

の開催において組織内調整の難しさを感

じていた。担当：企画・実施・総括を担

当した。共著者：山田恵子、丹羽由美子 

10. 高齢者の受動歩行中

の酸素摂取動態 

共著 2013年 3月 第 17 回体力医学会 

東海地方会学術集会 

（愛知） 

歩行動作にかかるエネルギー消費量は、

若年者よりも高齢者の方が大きいことが

酸素摂取量 (VO2) の解析から明らかに

されている。このエネルギー消費量は、

随意運動だけでなく反射運動も含まれて

いると考えられ、高齢者では反射運動に

よるエネルギー消費量が大きいかもしれ

ない。反射運動によるエネルギー消費量

を検討するためには、「受動歩行」を用い

ることが有効である。本研究の目的は、

高齢者の受動歩行中の VO2 の増加量が若

年者よりも大きくなるか否かを明らかに

する。 7 名の若年者 (年齢: 20 ± 2 歳、

体重: 58.7 ± 7.6 kg) と 7 名の高齢者 

(年齢: 70±1 歳、体重: 52.9 ± 7.3 kg) 

を対象に 7 分間の安静座位と、それに続

く 7 分間の静止立位、さらにそれに続く

14分間の受動歩行を課し VO2を継続的に

測定した。両群ともに、安静座位中と静

止立位中の VO2 には有意差は認められな

かった。また、静止立位中と受動歩行中

の VO2 を比較すると、若年者群では有意

な差は認められなかったが (3.3 ± 0.4 

ml・min-1・kg-1 vs. 3.9 ± 0.6 ml・
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min-1・kg-1)、高齢者群では受動歩行中

の VO2 の方が有意に高い値を示した 

(3.3 ± 0.4 ml・min-1・kg-1 vs. 5.2 ± 

1.4 ml・min-1・kg-1、p < 0.001)。高齢

者の歩行では、反射運動によるエネルギ

ー消費量が若年者よりも大きいと考えら

れた。担当：データ収集・分析を担当し

た。共著者：尾方寿好、藤丸郁代、山田

恵子、近藤孝晴 

11. 小児看護学実習にお

ける看護学生の実習困難

感と学びの実際―心身障

がい児とのかかわりを通

しての学び― 

共著 2013年 7月 第 23 回日本小児看護

学会学術集会（高知） 

心身障がい児を多く受け入れている病院

で小児看護学実習を行った学生が抱く不

安や困難感を明らかにすることを目的と

した。小児看護学実習を終えた４年生で

同意の得られた 5 名を研究対象としフォ

ーカスグループインタビューを実施し質

的帰納的に分析を行った。小児看護学実

習での困難は【受け持ち患児との言語的

コミュニケーションやかかわり】【家族と

のコミュニケーション】【看護技術やアセ

スメントへの自信のなさ】【生命への影響

が大きいと感じるケアへの不安】【指導体

制や同一でない指導内容】の 5 つに分類

された。小児看護学実習による学びは【患

児が発する非言語的サインを読み取る】

【子どもの気持ちや発達段階を理解した

看護】【看護技術への自信】【母親の思い

と母親の存在の大きさへの気づき】【障が

い児の生きる意味についての考えが深ま

る】の 5 つに分類された。教育的支援と

して、学生の障がいに対する発言の機会

を設ける、実習期間を問わず小児領域の

教員と意見交換できる環境を整えること

が有効であると考えられた。担当：企画・

実施・分析を担当した。共著者：清水い

づみ、石黒彩子、山田知子、石井真、畑

中めぐみ、山田恵子、大村政生  

12．小学 5,6 年生を対象

に実施した救急そせい講

習における受講者の特徴

と課題 

共著 2013 年 

11 月 

第 16 回 

日本救急医学会 

中部地方会学術集会 

（浜松） 

サッカークラブチーム主催による“ぼく

にもできる救急そせいと AED”と題し小

学 5，6 年生を対象に講習会を実施した。

受講者はクラブチーム所属の小学 5,6 年
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生 13 名、保護者と監督 4 名。講習はスポ

ーツ中の事故である心臓震とうのお話し

の後、レサシジュニアと AED トレーナー

を使用した演習の約 90 分で実施し、終了

後にアンケート調査を行った。6 年生は

全体的に「できる」、「たぶんできる」が

多かった。5 年生は気道確保や AED は「で

きる」、「たぶんできる」が多かったが、

意識、呼吸の確認、胸骨圧迫は「できな

い」、「たぶんできない」が多かった。6

年生は熱心に質問するなど興味をもてて

いたが、5 年生は注意が散漫になる児が

多く受講態度に違いが見られた。認知発

達において、相手の立場に立った判断が

できるようになるのは 11 歳以降

（J.Piaget,1956）といわれており、開催

が 7月のため 5年生では 11歳に満たない

児童も多く、抽象的な状況を思い描く点

で困難があると思われた。今後は学年ご

とに中目標を設定するなどの工夫が必要

であると示唆された。 

担当：企画・実施・総括を担当した。 

共著者：山田恵子、有我夏美 

13.看護師による保育士

への教育的支援の成果－

保育士指導者研修「乳児

救急」の講義・演習を実

施して 

単著 2014年 6月 第 15 回日本赤十字看

護学会学術集会（愛知） 

保育士への「乳児救急」研修の成果とし

て、受講者の研修への意識が高く、90％

以上が「理解できた」と解答していた。

AED も含め実際に体験したことが理解の

向上に役立ったと考えられた。また、「幼

児についても知りたい」「子どものいのち

を預かっていると感じた」「自分の責任を

感じることができた」「怪我や病気の対処

法、何が危険か勉強できると嬉しい」な

ど、小さないのちを預かることの重責と

健康問題における対応を積極的に学びた

いとの解答は、保育士自身がこの問題に

主体的に取り組む第一歩であり、研修の

意義があったと考えられる。課題として

は、時間的余裕もあり、幼児の方法も学

びたいというニーズも聞かれたため、ハ

イムリック法や片手での胸骨圧迫につい
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ても演習内容を調整する必要がある。全

体に一方向的であったため、保育所での

ヒヤリ・ハットを取り上げて考えるなど

双方的な講義形式の工夫が必要である

が 、 討 論 形 式 は 時 間 を 要 す る

（Dale.E.1970）というデメリットもある

ため、講義の中で質問や解答を求めるな

ど受講者参加型の工夫が必要である。企

画・実施・総括を担当した。山田恵子 

14.小児シミュレーター

を用いた看護師現認教育

の成果－呼吸音の理解と

フィジカルアセスメント

への応用－ 

共著 2014年 8月 第 24 回日本看護学教

育学会 

学術集会（千葉） 

地域の中核病院において小児シミュレー

ターを用いた呼吸音の理解とフィジカル

アセスメント研修を現任看護師 23 名に

実施した。研修後のアンケートで、シミ

ュレーターは聴診スキルの習得に有効に

ついては 90％以上が「非常に思う」と解

答し、小児に起きやすい疾患と呼吸音の

関係について 88％が「非常に思う」「ま

あまあ思う」と解答した。理由として“実

際の小児は泣いて聴取できないことも多

く、心音などで聞き取れないこともあっ

たので集中して聴けてよかった”“呼吸音

から次に何を判断していくことが大切か

学べた”等の意見の一方、“音の違いが分

からず今回のみでは難しい”という声も

聞かれた。呼吸音を中心とした聴診トレ

ーニングは正常呼吸音や副雑音の理解を

深める機会となり、呼吸音の判断だけで

なく「疾患や看護ケアに結び付けて考え

ていきたい」「呼吸器疾患は苦手だったが

興味が湧いた」など知識やスキルを通し

フィジカルアセスメントの重要性が再確

認できたと考えられた。 

担当：企画・実施・総括を担当した。 

共著者：山田恵子、刈谷美智子 

15.救急看護が果たす社

会的役割とニーズ－乳児

保育専門研修から見えて

きた看護師に期待される

役割－ 

共著 2015 年 

10 月 

第 18 回日本救急看護

学会学術集会（佐賀） 

保育施設職員が救急時の対応について看

護師から得たい知識を明らかにし救急看

護の社会的役割とニーズについて検討す

ることを目的とした。乳児保育専門研修

｢乳児救急｣に参加した保育施設職員 103

名にアンケート調査を実施した。受講者
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は 20-30 代が最も多く、学歴は短大卒が

62％と最も多かった。保育士経験は 5 年

未満 21％、10 年未満 33％、15 年未満

18％、15 年以上 28％であった。看護医療

職から得たい知識について自由記載の結

果 172 の解答が得られ【病気】【外傷】【ア

レルギー】【救急蘇生】【その他】の 5 つ

に分類された。【病気】は 35.4％と最も

多く〈保育園で流行りやすい感染症と対

処法〉〈病気の見分け方〉〈熱の手当て、

熱性けいれん〉〈熱中症〉〈嘔吐と下痢の

対応〉〈発疹の判断〉〈保護者への対応、

受診の勧め方〉であった。【外傷】は

34.9％で〈かみつき、捻挫、指を挟む、

切り傷、魚の骨が刺さるなどの処置〉〈出

血(口内や鼻血を含む)骨折、熱傷の処置〉

〈頭部外傷の手当て〉〈脱臼の処置と包帯

の巻き方〉【アレルギー】は 18.0％で〈エ

ピペン対応〉〈食物アレルギー〉〈誤食の

対応〉〈アトピー〉〈喘息〉〈虫や蜂刺され〉

【救急蘇生】は 8.7％で、〈乳幼児の救急

蘇生と AED〉〈誤嚥時の異物除去〉〈誤飲

（吐かせていい物の区別）〉であった。本

学会で育成しているファーストエイドナ

ースに期待されている役割と合致してお

り、ファーストエイドナースの育成を推

進し保育施設や教育現場から求められる

ニーズに応えることが救急看護の果たす

社会的役割として重要だと示唆された。 

担当：企画・実施・総括を担当した。 

共著者：山田恵子、有我夏美 

16．保育施設における

Injury Phase に沿ったヒ

ヤリ・ハットの検証－保

育士研修グループワーク

の分析から－ 

単著 2016年 6月 第 63 回日本小児保健

協会 

学術集会（埼玉） 

保育士研修（園長研修 60 名、中堅保育士

フォローアップ研修 55 名）において講義

後に 5 つのヒヤリ・ハット事例を基に

Injury phase の 3 つの視点でグループワ

ークを行い結果を分析した。事故発生前

では、検食の際に調理員と実際の食事の

様子を共有し、食事の内容や硬さ、大き

さの再調整を行う、むせやすい食材の時

は水分を先に摂らせる、保育士が食事の
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モデル行動を示すなど 10 項目が抽出さ

れた。発生直後では、子どもが観察でき

る位置に座り、表情や顔色を観察し異常

に気づく、異物除去法や救急蘇生の実施、

他児が同じ状況になっていないか確認す

るなど 10 項目が抽出された。発生後で

は、経過の観察、保護者への連絡、緊急

会議での共有など 10 項目が抽出された。

グループワークでは、「どうしたら異常に

気づけるか」ファシリテェートし進めた。

園児の表情や顔色の観察、食事の際は保

育士の座る位置の工夫により早期認識が

できる等、具体的な意見が共有された。

また、完全閉塞では「声が出ない」ため、

保育士が声をかけうなずきで確認するな

ど前半の講義内容が活かされた。保育士

同士で学びが共有でき、明日からの保育

現場で活用したいという仕事への関連性

が得られた。企画・実施・総括を担当し

た。 

17．小児看護学履修経過

における学生の子どもへ

のイメージおよび子ども

の表情の読み取り 

共著 2016年 7月 第 26 回日本小児看護

学会学術集会 

（大分） 

学生が子どもと向かい合うためのコミュ

ニケーション能力を捉えるために必要な

子どもの表情（Cue）を読みとる力と子ど

もへのイメージを調査することによっ

て、小児看護学実習時の学生個々への子

どもの理解の指導の示唆を得ることを目

的とした。小児看護学概論履修前、小児

看護学方法論履修前、小児看護学実習前

後の 4 段階で調査した。調査には baby 

cues11 枚、子ども観の測定尺度 51 組（井

上・小林）を使用した。baby cues は弱

い嫌悪の読み取りが困難であることがわ

かった。子ども観では、肯定的イメージ

が必ずしも上がるとは限らず、学生は実

習を通して、子どもを表面的な部分だけ

でなく、一人のネガティブな部分も持ち

合わせた個人として深い理解に至ったと

考えられた。弱い嫌悪については、実習

中の子どもの表情を読み取れるように教

員のサポートが必要だと示唆された。担
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当：企画・実施・総括を担当した。共著

者：山田恵子、大西文子、野口賀乃子 

18.看護学生が子どもの

表情を読み取る力を養う

ための小児看護学教授方

法の検討 

共著 2016年 8月 第 26 回日本看護学教

育学会 

学術集会（東京） 

本研究は、小児看護学概論受講前後、演

習後、実習後において看護学生が子ども

のイメージや表情（Cue）を読みとる力と

の関連性を明らかにすることを目的とし

た。子どものイメージは子ども観の測定

に有効な 51 組（井上,小林他）のうち 37

組の形容詞を用いた。尺度得点は SD 法に

よる 7 段階の評定尺度を用いた。子ども

の表情を読み取る能力は、強弱の親和 3

枚、強弱の嫌悪 8 枚の 11 枚の写真からな

る Baby Cues カードを用いた(NCAST：

nursing child assessment satellite 

training)。小児看護学教授の四段階にお

いて、子どものイメージはスピアマンの

相関係数を用いて分析した。子どもの表

情を読み取る能力は、各段階における

Baby Cues の正解率を分析した。統計ソ

フトは SPSS ver.23 を使用した。子ども

のイメージは、±0.6 以上の相関があっ

たものは、第一段階-第二段階では 19 項

目（正の相関）、第二段階-第三段階では

13 項目（正の相関）、第三段階-第四段階

では 7 項目（負の相関）がみられた。Baby 

Cues弱い嫌悪 5枚のうち 2枚が第四段階

で 15％の正解率であった。強い嫌悪は全

段階において正解率が 46-87％とばらつ

きがみられた。弱い親和では、第四段階

で正解率が 40％未満であった。一方、強

い親和の 1 枚が、第一段階 70％から第四

段階 85％と正解率が上昇した。子どもの

イメージが、実習後に負の相関を示した

原因は、保育所や病院実習を通して子ど

もとのつながりが深まり、より現実的な

子どもへの理解が得られたと考えられ

た。Baby Cues 弱い嫌悪・親和の正解率

が低いことは、表情認知に関わる人種差

が影響したと推察され今後、日本版教材

の必要性が示唆された。担当：企画・実
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施・総括を担当した共著者：大西文子、

山田恵子、野口賀乃子 

19.ARCS モデルを活用し

た FA コース受講者の学

習意欲と満足度の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共著 2016 年 

10 月 

第 18 回日本救急看護

学会学術集会 

（千葉） 

日本救急看護学会ファーストエイド（以

下、FA と略す）コースにおいて、FA コー

スが受講者のニーズを満たすか受講者の

声を踏まえ検証した。対象は実技コース

受講者 16 名、質問紙調査：ARCS モデル

（J.M.Keller,1983）の枠組みに基づき、

コースに対する興味・関心（Attention）

看 護 実 践 に 活 か せ る か の 関 連 性

（relevance）看護師としての自信に繋が

ったか（Confidence）、コースの満足度

（Satisfaction）について「10.その通り」

～「1.まったくそうではない」の 10 段階

評価と具体的内容は記述とした。興味・

関心（Attention）は 75％が 10 と解答し、

具体的内容は「看護師としてのアセスメ

ント・評価」「看護師として対応できる知

識・技術」などが挙げられた。関連性

（relevance）は 63％が 10 と解答し、具

体的内容は「アセスメントから医師への

報告の流れ」「系統立てた観察」「第一印

象からの気づき」「ABCDE に沿った観察」

が挙げられた。自信（Confidence）は 56％

が 10 と解答し、具体的内容は「自分は少

しでもできる」「評価とアドバイスをもら

え た 」 が 挙 げ ら れ た 。 満 足 度

（Satisfaction）は 94％が 10 と解答し、

具体的内容は「楽しくできた」「充実して

いた」が挙げられた。FA コースは、看護

師独自のコースであり、看護師としての

フィジカルアセスメントの視点が学べる

期待が、興味・関心（Attention）を高め

たと考えられた。また、系統立てた実践

の気づきが関連性（relevance）を得たと

考えられた。今の自分を再確認し、良か

った点と改善点を意欲的に受け止める内

発的動機づけが自信（Confidence）に繋

がったと考えられた。共に学ぶというコ

ー ス の 雰 囲 気 づ く り が 満 足 度
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（Satisfaction）を高めたと考えられた。

担当：企画・実施・総括を担当した。共

著者：山田恵子、濱田日登美、小林健一 

20.ゴールド・メソッドを

取り入れた小児看護学実

習指導の一考察 

単著 2020年 3月 第 12 回日本医療教授

システム学会学術集会

（COVID-19 により延

期 web 開催となる） 

教育方法であるインストラクショナルデ

ザイン（以下、ID）を応用したゴールド・

メソッドを活用し、小児看護学実習指導

を実践した結果について、学生の言葉や

反応、教員の気づきをナラティブに分析

した。その結果、ゴールド・メソッドで

は、6 段階のゴールが設定されており、

実習における学生の一つひとつの到達

（ゴール）を明確に示すことで、そのゴ

ールに到達するには何ができていて、何

が足りないかを学生自身が踏まえて努力

することができ、具体的な学習内容を見

失わずに済んだといえる。また、教員自

身が個々のスピードに合わせた指導の目

安をつけることにも有用であった。しか

し、小児病棟における実践の場では、入

院期間が短いことや入院時には急性期症

状が強く安静が強いられていること、回

復期においても午睡や人見知りなどで、

なかなか病室に入れないといった現状が

あり、6 段階を行きつ戻りつしながら行

動パターンを習慣化することは難しく、

またどの程度意識化できたかについて

も、その後のインタビューを行っていな

いため、明らかにすることはできなかっ

た。全ての企画・実施・総括を担当した。 
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過去 10 年間の保育施設における不慮の

事故死を例にとり、保育所における事故

を防ぐという観点だけでなく、事故が起

きた時に「子どものいのちを守る適切な

対応」を包含した視点で、保育所全体の

危機管理向上を目指すことが“今できる”

大きな課題の一つであると提言した。  

 


