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シンガポールでの国際看護学海外研修－準備と学び 西川まり子, 林さえ子, 

高田みなみ,篠崎惠美子, 

倉田節子 

日本ヒューマンヘルスケア学

会誌 

2020年 7月 5 2 119-12 

養護教諭学生の食物アレルギーのアナフィラキシー

対応におけるエピペン投与に関する臨床判断の傾向 

動画分析と自由記述からの考察 

小川 真由子,福田 博美, 

藤井 紀子, 三尾 弘子, 

林 さえ子, 水野 昌子 

東海学校保健研究 2019年 10月 43 1 161-171 

国際看護学から視るシンガポールの医療と看護師た

ち の 挑 戦  International Council of Nurses 

Congress 2019 

西川 まり子,若園 尚美, 

安達 美穂, 林 さえ子, 

高田 みなみ 

日本ヒューマンヘルスケア学

会誌 

2019年 7月 4 2 61-69 

養護教諭養成課程における臨床判断能力を育成する

シミュレーション教育プログラムの提案と評価 

林 さえ子, 福田 博美, 

小川 真由子,藤井 紀子, 

三尾 弘子, 水野 昌子 

愛知教育大学研究報告.教育

科学編 

2019年 3月 68  37-44 

臨地実習を含むウェブログ投稿文の計量的分析 看

護専門学校生と看護大学生の比較から 

東  元子 , 福田  博美 ,  

林 さえ子, 松橋 俊太, 

高木 久美子 

愛知県看護教育研究学会誌 2019年 3月 22  30-39 

「開腹術後患者疑似体験教材」を用いた術後早期離

床演習の医療安全教育としての有効性 

林 さえ子 愛知県看護教育研究学会誌 2019年 3月 22  10-16 

【根拠がわかる治療とケアのベストプラクティス】

(第 IV 章)がん患者へのケアとエビデンス 患者の安

楽の追求とエビデンス セクシュアリティ 

大石 ふみ子, 林 さえ子 がん看護（南江堂） 2019年 2月 24 2 200-204 



高機能患者シミュレータを用いた教育プログラムの

開発(第 2 報)養護教諭を対象とした食物アナフィラ

キシー対応 

小川 真由子,福田 博美, 

藤井 紀子, 林 さえ子, 

三尾 弘子, 水野 昌子 

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学

部紀要.人文科学・社会科学編 

2019年 3月 2  183-195 

養護教諭養成課程の学生における高機能患者シミュ

レータを用いた脈拍観察の学習効果 自信の評価か

らの考察 

小川 真由子,福田 博美, 

藤井 紀子, 林 さえ子, 

永石喜代子,植田ひろみ, 

水野 昌子, 三尾 弘子 

東海学校保健研究 2018年 9月 42 1 41-48 

前立腺がん治療に伴う性機能障害と看護に関する文

献検討 

林 さえ子, 大石 ふみ子 中部大学生命健康科学研究所

紀要 

2018年 3月 14  81-91 

気管吸引の技術演習による学生の学び 安全かつ患

者の苦痛に配慮した的確な気管吸引技術の習得に向

けて 

林 さえ子,大熊 美世志, 

江尻 晴美, 牧野 典子 

The Journal of Nursing 

Investigation 

2018年 3月 15 1-2 11-18 

ロールプレイ・模擬患者を活用した看護のシミュレ

ーション教育に関する文献検討 看護実践能力に着

目した論文タイトルのテキスト分析 

林 さえ子, 福田 博美, 

小川 真由子,三尾 弘子, 

藤井 紀子,植田 ひろみ, 

水野 昌子, 永石 喜代子 

愛知県看護教育研究学会誌 2018年 3月 21  22-31 

看護学生の臨地実習を含むウェブログ投稿文の計量

的分析 健康の視点から 

東 元子, 福田 博美,  

林 さえ子 

愛知県看護教育研究学会誌 2018年 3月 21  10-16 

養護教諭における脈拍のシミュレーション教育プロ

グラムを用いた研修の評価 

藤井 紀子, 福田 博美, 

小川真由子,永石喜代子, 

三尾 弘子,植田 ひろみ, 

水野 昌子, 林 さえ子 

愛知教育大学研究報告.教育

科学編 

2018年 3月 67 1 145-151 

養護教諭養成課程における臨床判断能力を向上させ

るためのシミュレーション教育の検討 : 高機能患

者シミュレータを用いた一次救命処置のプログラム

に関して 

小川 真由子,福田 博美, 

佐藤 伸子, 藤井 紀子, 

三尾 弘子, 水野 昌子, 

植田 ひろみ,林 さえ子, 

永石 喜代子,葛西 敦子, 

山田 玲子 

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学

部紀要.人文科学・社会科学編  

2018年 3月 1  143-158 



看護のシミュレーション教育のロールプレイに関す

る文献検討-論文タイトルのテキストマイニング(KH 

Coder)を用いた分析- 

三尾 弘子, 林 さえ子, 

福田 博美, 藤井 紀子, 

小川 真由子,水野 昌子, 

植田ひろみ, 永石喜代子 

中部学院大学・中部学院大学

短期大学部教育実践研究  

2017年 12月 3 1 215-222 

養護教諭教育における看護技術修得のためのシミュ

レーション教育の必要性 / 文献検討による一考察 

小川 真由子,福田 博美, 

水野 昌子, 藤井 紀子, 

三尾 弘子,永石 喜代子, 

植田 ひろみ, 林 さえ子 

生活コミュニケーション学研

究所年報 生活コミュニケー

ション学 

2017年 12月 8  35-46 

養護教諭のための高機能患者シミュレータを用いた

教育プログラムの開発 : 現職養護教諭における緊

急時の脈拍観察に関する研修の提案 

福田 博美, 藤井 紀子, 

小川 真由子,林 さえ子, 

植田 ひろみ,三尾 弘子, 

水野 昌子,永石 喜代子, 

葛西 敦子, 佐藤 伸子, 

山田 玲子 

弘前大学教育学部紀要  2017年 10月 118  141-148 

気管内吸引の学内技術演習から得た学生の学び 患

者の苦痛に配慮した技術習得に向けて 

滝沢 美世志,江尻 晴美, 

林 さえ子, 牧野 典子 

中部大学生命健康科学研究所

紀要 

2017年 3月 13  58 - 65 

 

◆競争的資金による主な研究 

研究テーマ 実施年月(期間) 外部資金名 

前立腺がん治療に伴う性機能障害を支える患者と家族への情報提供ツールの検

討 

2020年 4月 - 2023年 3月 日本学術振興会 科学研究費助成事業 

基盤研究(C)   

前立腺がん治療に伴う性機能障害を支える看護モデルの検討 2016年 4月 - 2020年 3月 日本学術振興会 科学研究費助成事業 

挑戦的萌芽研究 

 


