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受賞年月 氏　名 所　属 研究課題

平成22年度 北田　なみ紀
大阪大学大学院医学系研究
科

進行再発結腸・直腸がんで外来化学療法を受けてい
る患者の口内炎発症の実態とセルフケアの現状

佐藤　　陽子
東京医科歯科大学大学院保
健衛生学研究科

口腔がん手術患者の食機能維持に向けた看護栄養支
援プログラム開発に関する研究

竹内　　博美
聖路加看護大学大学院看護
学研究科

壮年期にある進行がん患者の夫をもつ妻の‘生きて
いく力’

玉井　　奈緒
東京大学大学院医学系研究
科　大学院生

乳癌癌性創傷と疼痛の実態に関する研究

西谷　　葉子
兵庫県立大学大学院看護学
研究科

分子標的治療薬ソラフェニブによる手足症候群に対
する重症化を予防する看護介入の検討

平成23年度 伊佐江利菜
琉球大学大学院保健学研究
科

離島在住壮年期男性血液がん患者の療養上の問題解
決プロセスに関する質的研究

北得美佐子
大阪市立大学大学院看護学
研究科

外来化学療法治療に移行する進行がん患者の意思決
定に影響する看護支援の分析

戸田くるみ
東京医科歯科大学大学院保
健衛生学研究科

外来化学療法を受ける再発大腸癌患者の主体的な療
養生活継続に向けた心理社会的介入モデルの開発

森川　香穂
徳島大学大学院保健科学教
育部

地域住民組織を活用した地域住民のがん検診受診行
動促進方法の検討

山本　瀬奈
大阪大学大学院医学系研究
科

ホルモン療法中の乳がん患者のホットフラッシュと
QOLの変化

平成24年度 井内　映美
金沢大学大学院医学系研究
科

日本の外来における続発性リンパ浮腫ケア質評価指
標に関する横断的研究

梅田　　恵
聖路加看護大学大学院看護
学研究科

がん看護におけるコンサルテーションの活用を促進
するための研究

越智　幾世
京都府立医科大学大学院保
健看護研究科

化学放射線同時併用療法を受けている頭頸部領域が
ん患者の口腔ケアを継続する要因の解明

畠山　明子
大阪大学大学院医学系研究
科

大腸がん患者におけるEGFR (Epidermal Growth　Factor
Receptor)阻害剤の治療で体験する皮膚症状のつらさが日常
生活、情緒、治療意欲、皮膚セルフケアに及ぼす影響

平澤　宏卓
名古屋大学大学院医学系研
究科

入院がん患者の痛みアセスメントに役立つ「タブ
レットPC版ペインメモリー」の臨床における有用性
の検討

平成25年度 青木　美和
大阪大学大学院医学系研究
科保健学専攻看護実践開発
科学講座

看護師の知覚を用いた終末期のせん妄の重症化予防
プログラムの実証研究

今井　芳枝
徳島大学大学院保健科学教
育部保健学専攻生涯健康支
援学領域

網膜芽細胞腫の子へ病気を伝えた親が語る告知に伴
う葛藤を支援する看護ケアプログラムの開発

大山　末美
愛知県立大学大学院看護学
研究科

がん患者の抑うつを早期発見するためのアセスメン
トツール作成における基礎的研究

檜山　千春
日本赤十字広島看護大学大
学院看護学研究科

終末期がん患者・家族における苦痛緩和のための鎮
静をめぐる意思決定の様相と看護師の取り組み
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向井加奈恵
金沢大学大学院医薬保健学
総合研究科保健学専攻看護
科学領域

マウスを用いたリンパ浮腫モデル動物の作製－リン
パ浮腫改善のためのより適切な看護ケアを求めて－

平成26年度 安藤　嘉子
大阪大学大学院医学系研究科保
健学専攻総合ヘルスプロモー
ション科学数理保健学教室

人工肛門保有者の排ガス音の客観的評価と食事・睡
眠・活動と排ガスの関連性に関する研究

佐藤　仁美
千葉大学大学院看護学研究
科成人看護学教育研究分野

原発性悪性脳腫瘍患者の家族の支援ニーズに関する
研究

高山  京子
聖隷クリストファー大学大
学院看護学研究科

骨転移に対する放射線治療を受ける肺がん患者の至
適生活を支援する看護介入プログラムの開発と評価

豊福　佳代
九州大学大学院医学系学府
保健学専攻看護学分野

胃切除術後患者へのICT（情報通信技術）を活用し
た食生活自己管理支援ツール開発に向けた基礎的研
究

和久　紀子
首都大学東京大学院人間健
康科学研究科看護科学域

婦人科がんの手術に伴う排尿障害の体験の探求―広
汎子宮全摘出手術後に患者が排尿のコツを捉えるプ
ロセスの明示化と看護実践への提言―

平成27年度 石原  啓之
大阪大学大学院医学系研究科保健
学専攻総合ヘルスプロモーション
科学講座数理保健学研究室

地域がん登録資料を用いた小児がんの罹患率, 生存
率, 受療行動に関する研究

一宮  由貴
徳島大学大学院保健科学教
育部保健学専攻（生涯健康
支援学領域）

初期治療を受ける乳がん患者の重要他者参加を強化
した意思決定支援プログラムの開発

鈴木  明美
国際医療福祉大学大学院医
療福祉学研究科博士課程保
健医療学専攻

胃がん術後患者の体力回復を促進する運動プログラ
ムの検討

名古屋祐子
東北大学大学院医学系研究
科保健学専攻小児看護学分
野

プライマリーナースが代理評価する『終末期にある小児
がん患者とその家族のQ0L (Quality-of-Life）評価尺
度』の開発と全国の小児がん治療施設における現状調査

矢野  和美
法政大学大学院政策創造研
究科博士課程

がん罹患者が受けている就労支援の現状と要望

平成28年度 浅塲　　香
名古屋大学大学院医学系研
究科看護学専攻基礎・臨床
看護学講座

化学療法を受ける患者の症状に対する苦痛の認識と
ストレス対処能力との関係

井沢　知子
大阪大学大学院医学系研究
科保健学専攻

非可逆性リンパ浮腫を抱えるがん患者のセルフケ
ア・アドヒアランスの様相の明確化

北川　　恵
神戸大学大学院保健学研究
科国際保健学領域

胃がんによる胃切除術患者の術式に応じた食品選択
モデルの開発

福士　泰世
弘前大学大学院保健学研究
科保健学専攻

がん放射線療法患者の尿中酸化ストレスマーカーの
評価の導入

堀拔　文香
東京大学大学院医学系研究科健康
科学・看護学専攻高齢者在宅長期
ケア看護学緩和ケア看護学分野

がん患者の生き方や希望を医療者側から知るための
コミュニケーションスキルの検討　－血液がん患
者・看護師へのインタビュー調査をもとに－

平成29年度 井坂ゆかり
筑波大学大学院人間総合科
学研究科ヒューマン・ケア
科学専攻

子宮頸がん検診の結果通知におけるヘルスコミュニ
ケーションのあり方に関する研究

大橋　史弥
群馬大学大学院保健学研究
科

超侵襲手術ががん患者に及ぼす皮膚構造変化の抽出
-超音波画像診断装置を用いた多分野融合型アプ
ローチ-

千葉　詩織
東北大学大学院医学系研究
科保健学専攻

進行がん患者のオピオイド服薬マネジメント尺度の
開発
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中島由加里
金沢大学大学院医薬保健学
総合研究科保健学専攻看護
科学領域

リンパ浮腫がんサバイバーのための効果的なリンパ
ドレナージ方法の基礎的検討

湯浅幸代子
兵庫県立大学大学院看護学
研究科

乳がんサバイバーの再発不安に対する看護介入プロ
グラムの開発

平成30年度 川村　友子
静岡県立大学大学院看護学
研究科看護学専攻成人・老
人看護学分野

がん患者が受ける腹腔穿刺による腹水の排液が自律
神経系に及ぼす影響

中野貴美子
徳島大学大学院保健科学教
育部保健学専攻(看護学領
域)博士前期課程２年

造血幹細胞移植患者の身体活動に対する動機に関す
る研究

永安　真弓
大阪大学大学院医学系研究
科保健学専攻数理保健学研
究室

長期的コホートデータを用いた、多重がん罹患に関
する研究

西村　歌織
北海道医療大学大学院看護
福祉学研究科看護学専攻
博士課程

肺がんサバイバーのスティグマ経験の構造

山路野百合
聖路加国際大学大学院看護
学研究科国際看護学

小児がんの子どもに対するインフォームドアセント
絵本の開発

令和元年度 浅野　暁俊
新潟大学大学院保健学研究
科博士後期課程看護学分野

がん患者の臨死期ケアにおける新卒看護師の困難感
を測定・可視化するための評価尺度の開発　～エン
ド・オブ・ライフ・ケアの質向上に向けて～

岡西　幸恵
高知県立大学大学院看護学
研究科看護学専攻博士後期
課程

再発・転移がんサバイバーの療養生活における調和

杉浦　康代
大阪大学大学院医学系研究科
保健学専攻博士前期課程高度
がん看護専門看護師コース

がんゲノム医療に関するがん看護専門看護師の学習
ニーズの実態調査

角田　紘子
東京医科歯科大学保健衛生
学研究科看護先進科学専攻
地域健康増進看護学

高校生のがんに対する知識、認識、行動の検討

山下　千尋
名古屋大学大学院医学系研
究科看護学専攻博士後期課
程1年

苦痛緩和のための鎮静に関わる呼吸器内科病棟看護
師の患者・家族への支援プロセスと関連要因

令和02年度 伊禮　寿記
名桜大学看護学研究科　１
年次

離島へき地から入院したがん患者と家族を結ぶオン
ライン面会の促進に向けた支援体制構築に関する研
究

菅原加奈子
東北大学大学院医学系研究科保
健学専攻家族支援看護学領域が
ん看護学分野　博士後期課程

がん患者のアドバンス・ケア・プランニングを促進
する看護の質評価指標の検証　－デルファイ法を用
いて－

前田　紗江
京都大学大学院医学研究科
社会健康医学系専攻健康情
報学分野　博士後期課程

混合研究法による女性生殖器がん治療後の性生活に
関する情報探索行動の明確化：情報提供ツール開発
に向けて

令和03年度 池田　篤哉
名桜大学大学院看護学研究科
臨床看護学分野がん看護学領
域修士課程

化学療法を受ける高齢がん患者の意思決定支援に関
連する医療者エイジズムの解明

石貫　智裕
札幌医科大学保健医療学研
究科

高齢がん患者の外科治療を支援する健康デジタルプ
ラットフォームの構築

市川　結香
大阪大学大学院医学系研究科
保健学専攻博士前期課程高度
がん看護専門看護師コース

カペシタビン治療を受ける消化器がん患者における
手足症候群発症の要因に関する後方視的研究

工藤　榛香
大阪大学大学院医学系研究
科保健学専攻博士後期課程

大阪府がん登録を用いた、がんサバイバーの多重が
ん罹患・予後に関する研究
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佐藤　えみ
東海大学大学院医学研究科
先端医科学専攻看護学コー
ス

乳がんに対する内分泌療法中で過体重/肥満者への
減量を目的とした看護介入


