
申請件数　　新規23件

≪新　規≫
№ 氏名 申請課題名 種別 研究種目 審査区分 備考

1 山下　正 コロナ長期化への緊急支援プラットフォーム：東南アジア出身者の精神的・社会的苦痛 補助金 基盤研究（Ｂ） 一般 2022年度～2024年度

2 藤代　節 極北のチュルク系言語の「生態」－K.M.ルィチコフが遺した20世紀初頭のドルガン語辞書からみる言語の形成と消滅の危機－ 補助金 研究成果公開促進(学術図書) － 2022年度

3 樫田　美雄 法実践（リーガル・コミュニケーション）の解剖学‐ビデオ・エスノグラフィーから臨床法学へ 補助金 研究成果公開促進(学術図書) － 2022年度

4 池田　清子 バセドウ病とともに生きる女性のレジリエンス　ーストレスからの回復と成長ー 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2022年度～2025年度

5 新澤　由佳 看護学生におけるマインドフルネス教育プログラムの開発と効果検証 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2022年度～2025年度

6 関口　瑛里 身体的拘束を削減するうえで精神科看護師が抱く安全感に関連する要因の検討 基金 基盤研究（Ｃ） － 2022年度～2024年度

7 花井　理紗 診療所看護師が訪問診療等への同行で担う役割の明確化と活用のための課題の把握 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2022年度～2024年度

8 鈴木　和代 日本の医療施設で患者が使用するマットレスと枕に関する実態とその背景 基金 研究活動スタート支援 － 2022年度～2023年度

9 佐藤　智夫 肺移植術後患者の呼吸困難に対する送風療法の有効性の解明：パイロット研究 基金 研究活動スタート支援 － 2022年度～2023年度

≪継　続≫

№ 氏名 申請課題名 種別 研究種目 審査区分 備考

1 南　裕子 世界各地のCOVID-19への看護対応に関する比較調査：災害看護学の再構築 補助金 基盤研究（Ｂ） 一般 2021年度～2023年度

2 藤代　節 「混成言語」を通してみるユーラシアの諸言語ー言語接触と言語生態ー 補助金 基盤研究（Ｂ） 一般 2019年度～2022年度

3 船越　明子 訪問と居場所による社会的孤立者援助ガイドライン及び普及プログラムの開発と効果検証 補助金 基盤研究（Ｂ） 一般 2021年度～2024年度

4 神原　咲子 地域の全体最適を目指した減災ケアの可視化とツールの開発 補助金 基盤研究（Ｂ） － 2018年度～2022年度

5 藤木　篤 工学の学際的発展に対応する新たな工学倫理フレームワークの構築 補助金 基盤研究（Ｂ） 一般 2020年度～2023年度

6 柴田　しおり 身体感覚にはたらきかける「動き」の援助技術教育プログラムの開発と効果検証 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2021年度～2023年度

7 坪井　桂子 高齢者ケア施設の新任期看護師を教育支援する看護職の継続可能な研修プログラムの開発 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2021年度～2024年度

8 植本　雅治 認知症の認識とケアに関する研究-EPAで来日する看護師の教育と支援に向けて- 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2017年度～2022年度

9 片倉　 直子 統合失調症をもつ訪問看護利用者に対する認知機能障害ケアプログラムの開発 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2018年度～2022年度

10 澁谷　幸 看護組織におけるレジリエンスの探究：変革しつつ看護を貫く組織のPotential 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2018年度～2022年度

11 岩本　里織 保健師のコミュニティに関するケアリングのモデル検証と技術的能力尺度の開発 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2019年度～2022年度

12 林　千冬 看護補助者の多様性に対応する人材マネジメントシステムのモデル開発 基金 基盤研究(C) 一般 2020年度～2023年度

13 二宮　啓子 特別支援学校における医療的ケア関係者への支援方法の構築 基金 基盤研究(C) 一般 2020年度～2023年度

14 山岡　由実 気分障害による長期休職者のためのリカバリー志向症状自己管理プログラムの実用化検証 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2018年度～2022年度

15 石橋　信江 慢性心不全患者のセルフモニタリングを促進する実用的な遠隔看護介入プログラムの構築 基金 基盤研究(C) 一般 2020年度～2023年度

16 井上　理絵 性同一性障害患者への更年期からの健康支援 基金 基盤研究(C) 一般 2020年度～2022年度

17 丸尾　智実 軽度認知障害と診断された人と生活をする家族への介護自己効力感向上プログラムの開発 基金 基盤研究(C) 一般 2020年度～2023年度

18 池田　智子 将来の妊孕性に影響する思春期女子の月経困難症の増悪因子と防御因子の探索的研究 基金 基盤研究(C) － 2018年度～2022年度

19 畑中　あかね 糖尿病自律神経障害患者の生活支援アセスメントツール開発のための実証研究 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2019年度～2022年度

20 宇多 みどり 看護基礎教育における在宅看護実践力強化に向けた主体的学習方法の確立 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2019年度～2022年度

21 樫田　美雄 障害社会学の方法論としてのエスノメソドロジー‐人々の経験に正対する社会学の探求 基金 挑戦的研究（萌芽） － 2020年度～2022年度

22 藤木　篤 遺伝子ドライブの倫理的・法的・社会的諸課題に関する学際融合研究 基金 挑戦的研究（開拓） － 2020年度～2022年度

23 小山　富美子 進行肺がん高齢患者の抗がん治療における意思決定を支える援助モデルの有効性 基金 若手研究 － 2020年度～2023年度

24 佐藤　隆平 間質性肺疾患患者家族に対する情報ニーズ探究と相談者によるHRQOLへの影響調査 基金 若手研究 － 2020年度～2022年度

25 水川　真理子 慢性疾患重症化予防のためのオンラインナーシングの提供体制の構築に向けた実態調査 基金 若手研究 － 2021年度～2023年度

26 髙山　良子 がんサバイバーと家族員のがんと付き合う力を促進する看護援助モデルの開発 基金 若手研究 － 2020年度～2022年度

27 山本　陽子 PAEである看護師の幼児期の子どもに対するアドヒアランスを高める看護実践の構造 基金 若手研究 － 2018年度～2022年度

28 坂口　豊代 医療観察法病棟に勤務する看護師のやりがいと精神的健康度の関連についての研究 基金 若手研究 － 2018年度～2022年度

29 稲垣　聡 ゲーミフィケーションを基盤とした新たな糖尿病自己管理支援システムの構築 基金 若手研究 － 2019年度～2022年度

30 秋定　真有 特別養護老人ホームで暮らす認知症高齢者の日常生活で抱く自己を価値づける意識の構造 基金 若手研究（Ｂ） － 2017年度～2022年度

31 蚊口　理恵 予期しない妊娠をした女性に対する意思決定ガイドの開発 基金 研究活動スタート支援 － 2021年度～2022年度

≪継続⇒転出≫

1 野寄　亜矢子 急性期病院に勤務する看護師の自律的学習意欲の構造化と尺度開発 基金 基盤研究(C) 一般 2020年度～2023年度

2 グレッグ　美鈴 新卒看護師のプロアクティブ行動を促すスタッフナースのための教育実践ガイドの開発 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2018年度～2022年度

3 嶋澤　恭子 在日ネパール人/ベトナム人女性の労働とリプロダクティブヘルスの両立 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2019年度～2022年度

4 船木　淳 フライトナースのシミュレーション看護教育プログラムの検証 基金 若手研究(B) － 2016年度～2022年度

≪継続⇒新規採択のため廃止≫

1 山下　正 東南アジア貧困地域の妊娠期鉄欠乏性貧血予防：地域看護職と協働した持続的支援モデル 基金 基盤研究（Ｃ） 一般 2019年度～2022年度

令和４（2022）年度　科学研究費助成事業申請・採択結果一覧

採択件数　　新規    9件

　　　　　　　　継続　　35件(うち4件転出、3件転入)

　　　　　　　　合計　　45件

　　　　　　　　廃止　　1件(新規採択のため)


