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【平成 26年度】 

領域 研究分野 氏名 論文題目 学位授与年月 

基盤看護学 看護教育学 生駒千恵 看護実践経験豊富な学生の学びほぐ

し体験についての研究 : 糖尿病看護

認定看護師教育課程在学中に最も困

難を感じた学習上の経験について 

2015年 3月 

看護教育学 石本佐和子 看護のアセスメントを言語化する能

力の向上を目指した教育方法の検

討 : 糖尿病看護認定看護師教育課程

を受講する学生を対象とした授業の

効果  

2015年 3月 

看護教育学 中本亮 学生の主体的な学習を目指した精神

看護学の授業研究 : 自己調整学習の

活用を試みて 

2015年 3月 

ヘルスプロモ

ーション看護

学 

地域看護学 中川清子 2 型糖尿病患者の早期インスリン療

法導入の受け入れに影響を及ぼす要

因の検討  

2015年 3月 

臨床看護学 

 

がん看護専門

看護師 

西坂恵子 自宅で生活を送るがんサバイバーが

感じる情緒的支援と, 対処行動・心理

的適応との関連  

2015年 3月 

助産学 箱崎友美 帝王切開分娩による出産体験の満足

度と産褥早期のうつ傾向の関連  

2015年 3月 

精神看護専門

看護師 

熊本勝治 初発統合失調症患者の家族に対する

面会を活用した看護 : 精神科急性期

病棟入院後 2週間に焦点を当てて 

2015年 3月 

精神看護専門

看護師 

山本智之 アルコール依存症回復者の断酒の動

機づけと入院中の看護の関係  : 

alcoholics anonymous (AA) に所属

する地域生活者の認識 

2015年 3月 

 

 



 

【平成 25年度】 

領域 研究分野 氏名 論文題目 学位授与年月 

ヘルスプロモ

ーション看護

学 

食育学 水上みどり 中学生女子にみられる痩せ願望によ

る食事制限が味覚閾値に及ぼす影響

について 

2013年 9月 

食育学 原口智子 女子学生の食生活スタイルと食事誘

発性熱産生 (DIT) との関連性に関す

る研究 

2014年 3月 

思春期ヘルス

プロモーショ

ン 

木倉祥子 中学校における性教育の方法の研究 2014年 3月 

思春期ヘルス

プロモーショ

ン 

梶原由紀子 特別支援学校養護教諭の特定行為実

施におけるリスク認識に関する研究 

2014年 3月 

思春期ヘルス

プロモーショ

ン 

渡邉愛 成人初期における喫煙開始行動とそ

の予防に関する研究 

2014年 3月 

臨床看護学 がん看護専門

看護師 

岩崎玲奈 治療が困難になったがん患者の療養

上の意思決定支援の現状と支援に影

響している要因の検討 

2014年 3月 

精神看護専門

看護師 

池田智 大学病院に勤務する新卒看護師の 

sense of coherence と職業性ストレ

ス・精神健康度の関連  

2014年 3月 

小児看護学 柏原やすみ 血友病患者の小児期の療養行動獲得

に関する研究 : キャリーオーバーし

た患者の体験を通して  

2014年 3月 

 

 

 

 



 

【平成 24年度】 

領域 研究分野 氏名 論文題目 学位授与年月 

基盤看護学 看護教育学 奥永有佳子 臨地実習における看護専門学校生の

レジリエンスについて : 実習で困難

な経験をした学生へのインタビュー

から 

2012年 9月 

看護教育学 児玉裕美 中堅看護師の新人看護師への教育的

役割に関する研究 

2013年 3月 

実験看護学 近藤美幸 月経随伴症に対する温罨法の効

果 ：下腹部罨法を用いた痛みの緩和 

2013年 3月 

看護教育学 松井聡子 看護学実習におけるグループメンバ

ーの関係性と課題達成への影響 : 看

護系大学 3 年生へのインタビューか

ら 

2013年 3月 

臨床看護学 助産学 藤木久美子 生後 4 カ月児をもつ母親の育児困難

感に関する研究 －授乳との関連－ 

2013年 3月 

 

 

【平成 23年度】 

領域 研究分野 氏名 論文題目 学位授与年月 

基盤看護学 看護教育学 福本優子 初めてプリセプターを経験する看護

師が遭遇する困難事とその支援に関

する研究 

2012年 3月 

ヘルスプロ

モーション

看護学 

地域看護学 楢橋明子 在宅で療養する神経難病患者の支援

ネットワーク形成に対する保健師の

調整技術 

2012年 3月 

思春期ヘルス

プロモーショ

ン 

永山美和 子どもの捉える大人の関わりタイプ

と子どもの嫌いな食べ物への態度に

ついて 

2012年 3月 

 

 



福岡県立大学大学院 看護学研究科 修士論文一覧 

 

【平成 22 年度】 

 

領域 研究分野 氏名 論文題目 学位授与年月 

基盤看護学 看護心理学 於久比呂美 臨床看護師の実践経験と自己教育力

の関係性についての検討 

2011 年 3 年 

 

 

 

 

ヘルスプロモー

ション看護学 

 

地域看護学 山本 藍子 末期がん患者の在宅ケアシステム構

築の視点からみた連携に関する研究 

－退院支援時の関係職種と保健師の

連携認識の違いに焦点を当てて－ 

2011 年 3 月 

地域看護学 石飛マリコ 地域に住む中年期男性統合失調症者

と老親の付き合いプロセスに関する

研究 

2010 年 9 月 

食育学 外山 健二 青年期女子における精神健康度と味

覚感受性に関する研究 

2011 年 3 月 

 

 

 

臨床看護学 

 

精神看護学 坂田志保路 自殺企図を繰り返すうつ病をもつ人

に対する病棟での予防的看護介入の

検討 

2011 年 3 月 

助産学 佐藤 繭子 助産師の母乳育児支援の実践に影響

する要因の検討 

2011 年 3 月 

助産学 宗 加奈子 第 1 種助産施設利用者の妊娠の認識

から出産場所決定までのプロセス 

2011 年 3 月 

 



【平成 21 年度】 

 

領域 研究分野 氏名 論文題目 学位授与年月 

 

 

 

 

 

 

 

基盤看護学 

 

看護心理学 小野寺洋子 看護技術の習得過程と問題解決力と

の関係性に関する研究 

－血圧測定技術に焦点をあてて－ 

2010 年 3 月 

看護心理学 中野真理子 臨床看護実践におけるモデリング構

造の解明 

－臨床看護師の注意過程の検討－ 

2010 年 3 月 

看護教育学 清水 夏子 経験型看護実習教育での教授行動が

対話意欲および行動に与える影響 

－各論実習 1 クール目の学生に対す

るグループインタビュー調査から－ 

2010 年 3 月 

看護教育学 山住 康恵 新卒看護師に必要なサポートシステ

ムに関する研究 

－入職後 3 ヶ月目の新卒看護師のス

トレッサーとストレスコーピングの

実態調査から－ 

2010 年 3 月 

基礎看護学 宮崎亜友美 食事援助における看護師の認識の特

徴 

2010 年 3 月 

ヘルスプロモー

ション看護学 

地域看護学 山口のり子 「子育ての社会化」についての研究 

－ソーシャル・キャピタルの視点を

用いて－ 

2010 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨床看護学 

 

がん看護学 野口 玉枝 造血器腫瘍看護に従事する看護師の

終末期ケア態度の特徴 

2010 年 3 月 

精神看護学 脇﨑 裕子 精神科長期入院高齢者の老いを生き

る意味に影響を与える因子 

－生きる意味を見出している人への

インタビューから－ 

2010 年 3 月 

精神看護学 増滿 誠 精神科看護師が語った看護場面にお

ける沈黙の意味の解釈と対応の変化

に影響を与える要因 

－１精神病院に所属する看護師への

面接調査－ 

2010 年 3 月 

助産学 森 純子 開業助産師による会陰裂傷予防ケア 2010 年 3 月 

助産学 高杢 裕子 更年期勤労未婚女性の自己受容に関

する研究 

－看護職におけるソーシャルサポー

ト・更年期症状との関連－ 

2010 年 3 月 



【平成 20 年度】 

 

領域 研究分野 氏名 論文題目 学位授与年月 

基盤看護学 看護教育学 森口智恵子 臨床看護師の臨床看護研究に対する

自己効力感尺度の開発に関する研究 

2009 年 3 月 

 

ヘルスプロモー

ション看護学 

食育学 岡村真理子 中学生の健康教育のあり方に関する

基礎研究 

－生活習慣および疲労感と加速度脈

波との関連について－ 

2009 年 3 月 

 

 

 

 

臨床看護学 

 

がん看護学 廣瀬 理絵 乳がん術前後化学療法中の患者に対

する心理・社会的グループ療法の有

効性 

－前向きな療養態度を獲得していく

契機とその要因－ 

2009 年 3 月 

がん看護学 安永 浩子 がん患者と家族のパートナーシップ

に及ぼす影響要因 

－がん患者と家族の QOL との関連

から－ 

2009 年 3 月 

助産学 吉田 静 子どもを喪失した父親の体験 2009 年 3 月 

 


