平 成 23 年度

実 績 報告

１．第 37 回 日本 看護 研究学 会学 術集 会 H23.8.7-8.8 （横浜 市）
「《看護 の統 合と 実践 》を受 講し た学 生の 看護実 践能 力経 験到達 度の 変化 」 光木幸 子
「 客観 的臨 床能力 試験 の実 施と 評価 (1)
－学生 及び 教員 の評価 から みた 学士 課程 4 年生 の看護 実践 能力 の現状 －」 山縣 恵美
「 客観 的臨 床能力 試験 の実 施と 評価 (2)
－試問 ステ ーシ ョンの 評価 と実 技ス テーシ ョン の評価 との 関連 －」
山本 容子
「 学士 課程 4 年生 にお ける 看護 技術演 習・ シミュ レー ショ ン学習 の評 価」
毛 利貴 子
「勤続 11 年 以上 の看 護職 員の臨 床能 力と 達成 動機」
和泉 美枝
「新人 看護 師教 育への シミ ュレ ーシ ョン教 育の 導入
～教育 担当 者に よるシ ミュ レー ショ ン教育 の実 践と評 価～ 」
中嶌真 知子
「スキ ルス ラボ の利用 状況 から みた 現状と 課題 」
稲 垣純 子
「人事 交流 によ る看護 基礎 教育 と臨 床との 教育 連携 強 化」
岡 山寧 子
「 看護 学士 課程４ 年生 を対 象と したキ ャリ ア教育 の取 り組 み」
眞鍋 えみ 子
２．第 52 回 日本 母性 衛生学 会総 会・ 学術 集会 H23.9.29-30（ 京都 市）
「助産 師と 看護 師の臨 床能 力 」
「卒業 前 OSCE の評価 から みた 助産 師教育 の 課題」

和 泉美 枝
大久 保友 香子

３．第 42 回 日本 看護 学会学 術集 会（ 看護 管理 ） H23.10.13-10.14（神 戸市 ）
「 客観 的臨 床能 力 試験 （OSCE） を導 入 して の効 果
－受 験者 のア ンケ ート 調査 から － 」
倉ヶ 市絵美 佳
４．第 31 回 日本 看護 科学学 会学 術集 会 H23.12.3-12.4（ 高知 市）
「大学 附属 病院 におけ る看 護師 の臨 床能力 に関 連する 要因 の検 討 (1)
－看護 実践 能力 とスト レス 対処 行動 との関 連－ 」
和 泉美枝
「 大学 附属 病院に おけ る看 護師 の臨床 能力 に関連 する 要因 の検討 (2)
眞 鍋え み子
「大学 附属 病院 におけ る看 護師 の臨 床能力 に関 連する 要因 の検 討 (3)
－看護 実践 能力 と労働 環境 満足 度と の関連 －」
植 松紗代
「 看護 実践 能力の 育成 を目 指し た OSCE の実践 と評 価
－OSCE 後 に実施 する リフ レク ション の有 効性 －」
高 尾憲司
「 看護 実践 能力の 育成 を目 指し た OSCE の実践 と評 価
－OSCE 場 面を教 材と した 事後 指導の 有効 性－ 」
滝 下幸栄
「卒業 時の 看護 実践能 力到 達状 況 -A 大学卒 業生と 他校 卒附 属病院 新規 採用 者と の比較 -」
大 久保 友香 子
５．平 成 23 年度 近畿 地区看 護研 究学 会
「復帰 支援 プロ グラム の開 発 」

H23.12.9（ 大津市 ）
松尾 友子

