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◆主な著書・論文等 

著書・論文等の名称 全著者名 掲載誌名 
出版年月 

(西暦) 
巻 号 頁 

授業内容に反映

している科目名 

【看護師だからできる!排尿・排便相談】排尿・

排便相談の実際 

横山 剛志 泌尿器ケア 2011 年 9 月 16 9 932-936 老年看護学

概論 

【リハビリテーション患者の排尿・排便障害】認

知症患者の排尿障害に対するリハビリテーショ

ン治療 

横山 剛志, 野尻 佳克 

 

MEDICAL REHABILITATION 2012年 9月  148 37-42 老年看護学

実習Ⅱ 

【新人ナースと一緒に乗り切る!こんなときどう

防ぐ?泌尿器科の夜勤パニック】尿道カテーテル

の閉塞 

横山 剛志, 野尻 佳克,  

藤井 美保子 

泌尿器ケア 2013年 6月 18 6 584-588 老年看護学

実習Ⅱ 

BVI6100を活用した排尿管理 横山 剛志 Sysmex Journal 2013年 11月 36 1 71-76 

卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護学

実習Ⅱ 

高齢者排尿障害に対するケアの現状 吉田 正貴, 野尻 佳克, 

大菅 陽子, 横山 剛志, 

本間 之夫, 鈴木 基文, 

松川 宣久, 後藤 百万 

日本老年泌尿器科学会誌 2013 年 11 月 26  115-118 老年看護学

概論 

卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 



高齢者排泄ケアセンターの必要性に関する検討 吉田 正貴, 野尻 佳克, 

大菅 陽子, 横山 剛志, 

本間 之夫, 鈴木 基文, 

松川 宣久, 後藤 百万 

 

 

日本老年泌尿器科学会誌 2013年 11月 26  119-120 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

本邦における高齢者尿失禁ケア支援拠点の現状 鈴木 基文, 本間 之夫, 

松川 宣久, 後藤 百万, 

野尻 佳克, 横山 剛志, 

吉田 正貴 

 

日本老年泌尿器科学会誌 2013年 11月 26  121-124 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護学

実習Ⅰ 

【介護技術とその根拠、必要な医療の知識 快適

な生活を支える排泄コントロール】原因によって

対応は違う!排便のしくみと排泄ケアの基本 

横山 剛志 高齢者安心安全ケア 2014年 7月 11 6 2-9 老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅱ 

【事例から学ぶ高齢泌尿器科患者の看護 ここが

ポイント!】理解力が乏しい、認知症がある高齢

患者への看護 

横山 剛志 泌尿器ケア 2015年 9月 20 9 898-905 老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅱ 

家族もできるリハビリテーション リハ医が行う

家族指導のポイント 排泄障害(神経因性膀胱、尿

道カテーテル) 

横山 剛志, 吉田 正貴 

 

Journal of Clinical 

Rehabilitation 

2017年 6月 26 6 595-598 老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 

泌尿器科外来通院中の過活動膀胱を有する高齢

者における転倒要因の検討 

横山 剛志, 八島 妙子, 

吉田 正貴 

日本排尿機能学会誌 2017年 8月 27 2 312-318 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護学

援助論 

老年看護学



実習Ⅰ・Ⅱ 

高齢者の排尿障害における排尿管理 事例でみる

認知症の高齢者に対する排尿管理 

横山 剛志，藤井美保子,

吉田 正貴 

Uro-Lo: 泌尿器 Care & Cure 2017年 12月 22 6 750-753 老年看護学

実習Ⅱ 

特殊ケア 高齢者の便秘と下痢のケア 横山 剛志 月刊 DAY 2018年 9月 226  92-95 老年看護学

援助論 

みんなで取り組む排尿管理 チームづくりから実

践指導例まで 

青木 芳隆，天谷 佳恵, 

今丸 満美，岩坪 暎二， 

太田 有美，小澤 恵美， 

佐藤 和佳子，鈴木 基文， 

角 耀，土屋 邦彦， 

永坂 和子，中村 みどり， 

野尻 佳克，細川 雄平， 

松永 明子，山口 昌子， 

横山 剛志，若松 ひろ子 

日本医療企画 2018年 10月    老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅱ 

排尿自立指導料の実際と課題 横山 剛志, 西井 久枝,  

吉田 正貴 

腎臓内科・泌尿器科 2018年 11月 8 5 481-487 老年看護学

実習Ⅱ 

【まるごと 泌尿器科患者の疑問に答える Q&A 

検査・診断・手術・合併症・副作用】泌尿器科診

療で患者さんから聞かれるその他の質問 高齢

者施設の探し方 脳梗塞後のリハビリテーショ

ンも終了し、病院から退院するように言われまし

た。高齢者施設に入りたいのですが、みつかりま

せん。どうすればよいでしょうか? 

横山 剛志 Uro-Lo: 泌尿器 Care & Cure 2019年 6月 24 3 349-350 老年看護学

実習Ⅱ 

起立困難な患者を対象とする画像を用いた体重

推定手法の改善 

田中 希和, 吉野 孝,  

横山 剛志 , 永坂 和子 

信学技報 2020年 3月 119 478 29-34 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護ぜんぶガイド．プチナース 臨時増刊

号 

八島 妙子，関口 公平， 

橋本 亜弓，横山 剛志， 

甲村 朋子 

照林社 2020年 4月 29 6 28-29 

55-58 

87 

老年看護学

概論 

老年看護学



援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 

高齢者に対する排尿管理と排尿自立指導 横山 剛志，吉田 正貴 Uro-Lo: 泌尿器 Care & Cure 2020年 5月 25 2 264-268 老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅱ 

認知症の排泄ケア ベッドサイドマニュアル 横山 剛志，吉田 正貴 

編著 

榊原 隆次，関戸 哲利 

西村 かおる 

中外医学社 令和 2年 9月   17-22 老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅱ 

高齢者に対する排尿管理・ケアの実際 横山 剛志 Aging&Health エイジングア

ンドヘルス 

2020年 10月 29 3 23-26 老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 

排尿ケアチームにおける外来看護師の役割：在宅

医療から 

横山 剛志，安江 孝依， 

加藤 裕子，西井 久枝， 

野宮 正範，吉田 正貴 

Uro-Lo: 泌尿器 Care & Cure 2021年 2月 26 1 60-64 老年看護学

援助論 

病院・在宅間の排尿ケアにおける情報連携を効果

的に行うための構成要素 医療施策の動向から

文献学的考察 

 

永坂 和子，横山 剛志 岐阜保健大学紀要 2021年 3月 2  87-95 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

フレイル高齢者・認知機能低下高齢者の下部尿路

機能障害に対する診療ガイドライン 2021 

荒井 秀典，吉田 正貴， 

葛谷 雅文，後藤 百万， 

佐竹 昭介，西井 久枝， 

西原 恵司，野宮 正範， 

横山 剛志，鈴木 基文 

諏訪 敏幸 

ライフサイエンス出版 2021年 4月    卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 



フレイル高齢者における下部尿路機能障害―新

規ガイドラインを含めて― 

吉田 正貴，横山 剛志， 

野宮 正範，西井 久枝 

日本老年泌尿器科学会誌 2021年 12月 34 2 10-15 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 

排泄リハビリテーション 理論と臨床 改定第２

版 

横山 剛志，吉田 正貴 

編集 

後藤 百万，本間 之夫， 

前田 耕太郎，味村 俊樹 

中山書店 2022年 2月   484-487 老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅱ 

 

◆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 
授業内容に反映 

している科目名 

地域在住要支援・要介護高齢者における排尿ケアのエビデンス構築に関す

る研究（主任研究者） 

2017年 4月～2020年 3月 長寿医療研究開発費研究(29-17) 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 

介護支援専門員を対象とした要支援・要介護高齢者の排尿（排泄）の自立

を促進するための方策の開発に関する研究（主任研究者） 

2020年 4月～2021年 3月 長寿医療研究開発費研究(20-31) 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 

老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 

要支援・要介護高齢者の排尿（排泄）の自立を促進するための介護支援専

門員を対象とした支援ツール開発の研究 

2021年度 愛知医科大学看護学部研究助成費 卒 業 研 究

Ⅰ・Ⅱ 



老年看護学

援助論 

老年看護学

実習Ⅰ・Ⅱ 

 


