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氏名 論文題目 指導教員

石川　明美
健康診断後に看護職が行う助言・指導に対する健診受診者・看護職双方からみた評価
Evaluation of advice and guidance given by nursing professionals after medical checkups
―Through interaction between examinees and nursing professionals―

井上教授

藤井　誠
医療パイリングデータの統合・探索的分析による検討
Exploratory analysis and integration of the medical piling data. 大野教授

石原　啓之
地域がん登録に基づいた小児がんの記述疫学的研究
Descriptive epidemiological analysis of childhood cancers based on the regional cancer registrations in Japan. 大野教授

澤田　想野

大阪府がん登録資料を用いた非小細胞肺がん患者の病院所在地と患者居住地が生存率に与える効果に
ついての検討
Effects of Hospital and Residential Address in Survival for Non-Cell Lung Cancer Patients in Osaka,Japan:An
Analysis of Population-Based Cancer Registry.

大野教授

髙倉　あかり
ピアカウンセラー経験者の意見に基づく思春期ピアカウンセリングの効果評価法への提言
Proposal for the method to evaluate the effect of peer counseling for adolescents based on the opinions of the
person who experienced peer counselor.

大橋教授

森川　真美
父親の育児量と夫婦関係満足度に関する研究
Correlation between amount of father's child-rearing and satisfaction of relation with a partner. 大橋教授

三宅　智子
妊孕世代の女性の味覚闘値と栄養・体組成との関連
Taste perception in Japanese reproductive aged women and relationship to nutritional status and body
composition.

渡邊教授

波田野　希美

東日本大震災被災地の学校における児童・生徒に対するこころのケアへの取り組みと教員の果たす役
割－災害約4年後の教員対象の調査から－
The Apporoaches of Mental Care for Schoolchildren and the Role of Teachers at the Schools Affected by Great
East Japan Earthquake -From the Investigation Research on the School Teachers Approximately Four Years After
the Earthquake-

酒井教授

中山　祐一
特別支援学校卒業後の生活が整うための要因：重症心身障害児・者とその養育者の体験から
The experiences of adolescents with the severe motor and intellectual disabilities and their parents -Transition
issues after graduation of the special needs education school-

山崎教授

黄波戸　航
子どもの短期入院が多い病棟における看護実践の構造とプロセス
Structures and processes of the nursing practice regarding a pediatric short-term hospitalization. 山崎教授

福井　美苗
小児の入院がきょうだいに及ぼす影響－世話する人からみたきょうだいの行動と感情の変化－
Children's Behavioral and Emotional Changes During Their Sibling's Hospitalization-Caregiver's Perspective- 山崎教授

髙志　慈祥
頭頸部がん化学放射線療法に伴う口腔粘膜炎の疼痛に対する看護ケアの現状
Symptom Management of Oral Mucositis in Patients with Head and Neck Cancer Undergoing
Chemoradiotherapy:A Qualitative Study.

荒尾教授

和田　由里
生体臓器移植ドナーの意思決定を支える移植コーディネーターのコミュニケーションに関する研究
Content analysis in communication by transplant coordinator supporting decision making of organ transplant
donors.

梅下教授

小野　恵理佳
病棟から手術室へ異動となった看護師が抱える困難と支援方法についての検討
Difficulties of the nurses moving to operation room from general ward and the way to support them. 梅下教授

大串　晃弘
急性冠症候群を発症した糖尿病患者がFirst Medical Contactに至るまでのプロセス

The process getting to the First Medical Contact in diabetic people who developed acute coronary syndrome.
清水教授

師井　佳奈子
若年性認知症者の家族介護者が直面する困難と対処の軌跡
Trajectories of difficulties and coping strategies among family caregivers of people with early-onset dementia. 山川准教授

菅　彩香

日本の精神科病院における転倒・転落インシデントのパターン：12年間のインシデントレポートの量
的・質的分析
The pattern of fall incidents at a psychiatric hospital in Japan:a quantitative and qualitative analysis of a 12-year
incident report.

山川准教授

奈古　由美子
在宅医療従事者による在宅終末期における看取り方針の意思確認に関する研究
A study about the decision-making for terminal care of home medical care staffs. 神出教授

木田　由香理
嚥下障害を予防する食習慣に関する遺伝の影響
Genetic Influences on Dietary Habits Preventing Dysphagia. 神出教授

福﨑　円香
在宅療養者の入院に関連する要因の検討
A study of factors associated with hospitalization in persons receiving home medical care. 神出教授

石川　麗
乳児期の母子関係の安定に向けた保健師の役割
Public Health nurses' role of developing the secure attachment relationship between infants and their mothers. 小西教授

城本　友恵

薬害HIV事件を経験した血友病患者の病気開示がもたらすHOPEへの影響-血友病・HCV・HIVの差別・偏
見に着目して-
Is the extent to disclosure of their illness effective for hemophilia patients,who had experienced iatrogenic HIV
affairs,on their HOPE? : focusing on the buffer effects against the discrimination and prejudice of
hemophilia,HCV and HIV.

伊藤准教授

保　健　学　修　士　論　文
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北島　惇子
化学療法を受ける生殖年齢にあるがん患者の妊孕性に対する看護の実態
The Practice of Nursing on Fertility for the Cancer Patients Undergoing Chemotherapy in the Reproductive
Age:A Qualitative Study.

荒尾教授

保　健　学　博　士　論　文

氏名 論文題目 指導教員

落合　俊充
Group-Sequential Three-Arm Noninferiority Clinical Trial Designs in Medical Product Development
（医薬品開発における3群非劣性試験の群逐次デザインに関する研究）

大野教授

安藤　友紀
Emerging Statistical Issues in Medical Product Development -Streamlining Clinical Trials for a Better Medical
Product to Patients（医薬品開発における臨床試験の効率化に関する最近の統計的諸問題）

大野教授

守口　絵里 てんかんをもつ子どものためのQOL測定尺度QOLCE日本語版（QOLCE-J）の開発 大橋教授

神﨑　光子 周産期における家族機能が母親の抑うつ、育児自己効力感、育児関連のストレス反応に及ぼす影響 渡邊教授

山本　瀬奈 ホルモン療法を受ける乳がん患者の副作用マネジメントに関する研究 荒尾教授

池田　七衣 膵臓外科手術患者の周手術期における不安・痛み・唾液アミラーゼ活性の検討 梅下教授

宮脇　慈子 外来通院中の独居高齢糖尿病患者の支援ニーズに基づく支援方法の検討 清水教授

福田　里砂 急性期病院における認知症患者の看護上の問題―フォーカス・グループ・インタビューを用いて― 清水教授

奥山　絢子 Speaking up behaviour of health care professionals （医療従事者の問題指摘行動に関する研究） 神出教授

尾形　宗士郎
A Research of Memory Ability toward Independent Living -Subjective Memory Complaints for Higher-level
Functional Capacity and Short-term Memory Maintained by Dairy Product Intake-

神出教授

森田　理江
日本語版Health Education Impact Questionnaire（heiQ-J）の信頼性と妥当性の検討－メタボリックシン
ドローム改善を目指した保健指導評価より－

神出教授

河合　文子 経済連携協定（EPA）によるインドネシア人看護師・介護福祉士の受け入れ支援に関する研究 神出教授

乾　富士男
Behavior Genetic Studies of Tojikomori and Depressive Symptoms in Elderly Twins
（閉じこもりとうつ症状に関する行動遺伝学的研究）

神出教授

榊原　一恵
要介護高齢者と家族介護者が相利共生できる在宅療養支援　老々介護と介護期間の長期化に着目し
て

神出教授

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン　修士論文
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