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「自覚症しらべ」を用いた論文リスト （2013年 12月現在） 

 

 

交代制勤務者の日勤および夜勤の勤務前後における身体活動量と自覚的疲労度(原著論文) 

Author：大重 育美(長崎県立大学 看護栄養学部看護学科), 山口 多恵, 中島 充代, 峰松 和

夫, 綱分 憲明 

Source：九州農村医学会雑誌 21号 Page11-16(2012.03) 

 

3 次元加速度装置 Actigraph および自覚症しらべを用いた在宅介護者の介護負担の予測(原

著論文) 

Author：齋藤 利恵(杏林大学 大学院) 

Source：日本生理人類学会誌(1342-3215)17巻 4号 Page175-184(2012.11) 

 

介護福祉士養成施設における実習学生の疲労の実態 新カリキュラム導入後の疲労自覚症

状調査(原著論文) 

Author：五嶋 幹雄(玉野総合医療専門学校 作業療法学科) 

Source：玉野総合医療専門学校紀要 7巻 Page11-18(2012.03) 

 

精神的負荷と身体的負荷時の異なる課題における心拍の RR間隔の変化(原著論文) 

Author：本多 ふく代(人間総合科学大学 大学院人間総合科学研究科心身健康科学専攻), 近

藤 昊, 青木 清 

Source：心身健康科学(1882-6881)8巻 2号 Page130-142(2012.09) 

 

都市部救急隊員の疲労と唾液アミラーゼ活性値(原著論文) 

Author：岡本 博照(杏林大学 医学部衛生学公衆衛生学教室), 菊川 忠臣, 神山 麻由子, 照

屋 浩司, 和田 貴子 

Source：民族衛生(0368-9395)78巻 3号 Page61-75(2012.05) 

 

介護労働における夜間勤務者の疲労の実態(原著論文) 

Author：原野 かおり(岡山県立大学 保健福祉学部保健福祉学科), 谷口 敏代, 小林 春男 

Source：川崎医療福祉学会誌(0917-4605)21巻 2号 Page208-217(2012.01) 
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疲労を自覚する就労者に対する熟成ニンニク抽出液配合製剤「レオピンファイブネオ」の抗

疲労効果(原著論文) 

Author：西谷 真人(大阪大学 大学院医学系研究科生体機能補完医学講座), 杉野 友啓, 吉

良 和也, 梶本 修身 

Source：診療と新薬(0037-380X)48巻 1号 Page27-33(2011.01) 

 

高齢者入所施設で働く介護福祉士の疲労の検討 自覚症しらべの調査結果の分析(原著論

文) 

Author：三上 ゆみ(新見公立大学 地域福祉学科), 井関 智美 

Source：新見公立大学紀要(2185-8489)31巻 Page117-123(2010.12) 

 

暑熱作業環境下での水分摂取量の違いが人体に及ぼす影響(原著論文) 

Author：榎本 ヒカル(労働安全衛生総合研究所 作業条件適応研究グループ), 澤田 晋一, 

安田 彰典, 岡 龍雄, 東郷 史治, 上野 哲, 池田 耕一 

Source：労働安全衛生研究(1882-6822)4巻 1号 Page7-13(2011.04) 

 

慢性疲労症候群の認知行動療法 日常生活上の行動特性に応じた取り組み(原著論文/症例

報告) 

Author：日下 菜穂子(同志社女子大学 現代社会学部), 最上 多美子, 岩瀬 真生, 岡島 詳二, 

高橋 励, 倉恒 弘彦, 志水 彰 

Source：認知療法研究(1883-2296)4巻 1号 Page66-75(2011.04) 

  

2010159809 

勤務実態と、「自覚症しらべ」から見た施設で働く介護福祉士疲労の調査(原著論文) 

Author：三上 ゆみ(新見公立短期大学 地域福祉学科), 井関 智美 

Source：新見公立短期大学紀要(1345-3599)30巻 Page135-139(2009.12) 

 

産業看護職の自覚症と睡眠との関連(原著論文) 

Author：福岡 悦子(新見公立短期大学 地域看護学専攻科), 谷口 敏代, 國本 政子, 絹見 佳

子 

Source：インターナショナル Nursing Care Research(1347-1341)8 巻 4 号  Page1-

10(2009.10) 

小豆枕を使用した頸部温罨法による夜勤看護師の疲労回復への効果(原著論文) 

Author：村田 友香(公立藤田総合病院), 小田 真由美, 横山 由香里, 鍛治内 悦子 

Source：日本看護学会論文集: 看護管理(1347-8184)39号 Page131-133(2009.04) 
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3交替制から 2交替制に転換した病棟に勤務する看護師の疲労に関する考察(原著論文) 

Author：山田 裕子(四日市看護医療大学), 石井 英子, 赤井 由紀子 

Source：日本看護学会論文集: 看護管理(1347-8184)39号 Page128-130(2009.04) 

 

産業看護職の自覚症しらべ(原著論文) 

Author：福岡 悦子(新見公立短期大学 地域看護学専攻科), 谷口 敏代, 絹見 佳子, 國本 政

子 

Source：新見公立短期大学紀要(1345-3599)29巻 2号 Page37-43(2009.03) 

 

妊娠期の朝食欠食に関連する栄養素摂取量とその要因(原著論文) 

Author：白石 三恵(東京大学 大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻母性看護学・助産

学分野), 春名 めぐみ, 松崎 政代, 大田 えりか, 村嶋 幸代, 佐々木 敏, 永井 泰 

Source：母性衛生(0388-1512)50巻 1号 Page148-154(2009.04) 

 

夜勤における仮眠前後の疲労感の傾向および対策の検証 自覚症しらべを用いた自覚症状

の変化(原著論文) 

Author：坂本 知子(富士重工業健康保険組合総合太田病院), 星野 恵里香, 田村 由夏, 田野 

みどり 

Source：日本看護学会論文集: 看護総合(1347-815X)39号 Page170-172(2008.12) 

 

介護実習の学生に対する疲労の自覚症状調査(原著論文) 

Author：五嶋 幹雄(川崎医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科医療福祉学専攻), 田口 豊

郁 

Source：川崎医療福祉学会誌(0917-4605)18巻 1号 Page213-217(2008.07) 

 

看護師における夜勤後の行動と疲労(原著論文) 

Author：堀川 沙織(東京医科歯科大学医学部附属病院 ER), 佐久間 夕美子, 渋井 優, 青木 

早織, 山岸 祥子, 松本 彩子, 佐藤 千史 

Source：ナーシング(0389-8326)28巻 13号 Page130-135(2008.11) 

  

「自覚症しらべ」による連続夜勤時の疲労感の表出パターンの検討(原著論文) 

Author：久保 智英(労働安全衛生総合研究所 作業条件適応研究グループ), 城 憲秀, 武山 

英麿, 榎原 毅, 井上 辰樹, 高西 敏正, 荒薦 優子, 村崎 元五, 井谷 徹 

Source：産業衛生学雑誌(1341-0725)50巻 5号 Page133-144(2008.09) 
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独立成分分析を利用した VDT入力作業時の疲労の評価(原著論文) 

Author：八谷 百合子(産業医科大学産業医実務研修センター(健康管理センター)), 大貝 晴

俊, 岡崎 浩子, 藤崎 丈詞, 内田 和彦, 織田 進, 和田 太, 森 晃爾 

Source：ITヘルスケア(1881-4808)2巻 2号 Page66-79(2008.01) 

 

夜間救急外来看護師の疲労の種類と経時的変化(原著論文) 

Author：島根 さゆり(春日部市立病院), 川尻 廣子, 青木 かおる, 染谷 ひろみ, 野口 禮子, 

花田 真弓, 外山 君江, 秋田 幸子, 阿部 由香 

Source：日本看護学会論文集: 看護管理(1347-8184)37号 Page478-480(2007.04) 

 

看護師の夜勤前の自律訓練法導入による疲労回復の効果(原著論文) 

Author：深谷 若菜(大阪市立住吉市民病院), 林 浩子, 松井 晶代 

Source：日本看護学会論文集: 看護総合(1347-815X)37号 Page348-350(2006.12) 

 

看護師の疲労緩和に"笑い"を用いた効果(原著論文) 

Author：鷹田 尚子(富山赤十字病院), 上田 愛, 山本 美紀, 高柳 美香 

Source：日本看護学会論文集: 看護総合(1347-815X)36号 Page152-154(2005.11) 

 

共用試験 CBTトライアルでの疲労度に関する検討(原著論文) 

Author：松井 俊和(藤田保健衛生大学 医学部医学教育企画室), 小野 雄一郎, 中野 浩 

Source：医学教育(0386-9644)36巻 6号 Page409-413(2005.12) 

 

器械出し看護師の疲労について 疲労の「不安定感」に着目して(原著論文) 

Author：長枝 智子(富山赤十字病院), 新井 真弓, 大浦 祐子, 源通 文恵 

Source：日本看護学会論文集: 成人看護 I(1347-8192)34号 Page6-8(2004.02) 

 

NICU看護師の疲労 NICU経験年数に注目して(原著論文) 

Author：島田 秀子(長野赤十字病院 看護部) 

Source：長野赤十字病院医誌(0914-9147)17巻 Page102-105(2004.03) 

 

産業疲労評価指標としての「自覚症しらべ」の有用性 調査票の信頼性と妥当性(原著論文) 

Author：城 憲秀(名古屋市立大学 大学院 医学研究科 労働生活環境保健 学分野) 

Source：名古屋市立大学医学会雑誌(0027-7606)54巻 2～3 Page77-82(2003.08) 

夜勤帯における仮眠前後の眠気と疲労感の傾向(原著論文) 

Author：脇中 梢(東御市民病院), 吉池 千秋, 下村 淳子 

Source：日本看護学会論文集: 看護総合(1347-815X)43号 Page191-194(2013.03) 
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看護師の夜勤における疲労感と仮眠・休息の関連 二交替勤務と三交替勤務を比較して(原

著論文) 

Author：菅原 明子(刈谷豊田総合病院), 加藤 明美, 市江 和子 

Source：日本看護学会論文集: 看護管理(1347-8184)37号 Page472-474(2007.04) 

 

青年期女子の生活習慣が脳年齢に及ぼす影響(原著論文) 

Author：野田 艶子(相模女子大学) 

Source：相模女子大学紀要(自然系)(0916-7676)70B Page23-30(2007.03) 

 

昼休みの仮眠の効果(原著論文) 

Author：谷定 裕加(帯広病院), 成沢 麻美, 木幡 千絵子, 中野 千春 

Source：日本看護学会論文集: 看護総合(1347-815X)37号 Page445-447(2006.12) 

 

就寝前における光環境の違いが夜間睡眠および日中の眠気,疲労感,気分,活動量に与える影

響(原著論文) 

Author：高津 洋貴(帝京科学大学 大学院), 小川 家資 

Source：Health Sciences(0911-7024)22巻 2号 Page240-251(2006.05) 

 

勤務体制変更による病棟看護師の適応状況 日勤時の疲労感の差異についての検討(原著論

文) 

Author：小椋 さおり(公立学校共済組合近畿中央病院), 山本 多恵子, 本間 可南子, 国宗 

多恵 

Source：日本看護学会論文集: 看護総合(1347-815X)36号 Page214-216(2005.11) 

 

超低周波電磁場は VDT作業に伴う精神的疲労・ストレスに影響しない(A Very Low Level 

of Magnetic Field Exposure Does Not Affect a Participant's Mental Fatigue and Stress 

as much as VDT Work)(英語)(原著論文) 

Author：石原 逸子(産業医科大学 産業保健学部第 3 看護学講座), 生嶋 美春, 堀川 淳子, 

原賀 美紀, 川本 利恵子, 村瀬 千春, 田代 拓, 筒井 保博, 川島 正敏, 葛西 宏, 山崎 小由

美, 真嶋 由貴恵, 黒河 佳香 

Source：産業医科大学雑誌(0387-821X)27巻 1号 Page25-40(2005.03) 

 

抗酸化ビタミン等,栄養豊富な食品摂取による疲労回復への影響 学生アメリカンフットボ

ール選手における 16週にわたる経週変化(原著論文) 

Author：越山 香里(辻学園中央研究室), 広田 孝子, 今井 奈保子, 片岡 宏介 

Source：疲労と休養の科学(0913-0241)17巻 1号 Page99-107(2002.09) 
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変則二交替勤務導入後の評価(原著論文) 

Author：鈴木 鮎香(東京医科大学附属病院 看護部), 戸辺 嘉美, 松本 由美子 

Source：東京医科大学病院看護研究集録(1348-9259)25回 Page51-54(2005.03) 

 

終夜勤が身体の疲労度に及ぼす影響 15 床の精神科病棟における握力,計算能力及び疲労

感の調査(原著論文) 

Author：今野 満里子(自衛隊仙台病院), 島影 美知子 

Source：日本看護学会論文集: 看護管理(1347-8184)33号 Page30-32(2003.03) 

 

勤務体制改善による疲労自覚症状調査 休み深夜を試みて(原著論文) 

Author：清水 菜登子(徳島赤十字病院), 長只 久恵, 近藤 淳子, 兵庫 洋子 

Source：徳島赤十字病院医学雑誌(1346-9878)8巻 1号 Page156-159(2003.03) 

 

機械油の使用過程における毒性物質の新生に関する調査研究(原著論文) 

Author：吉良 尚平(岡山大学 医歯総合研究 国際環境科), 森野 靖雄, 村嶋 誠, 堀家 徳士 

Source：産業医学ジャーナル(0388-337X)24巻 6号 Page67-73(2001.11) 

 

青年用疲労自覚症状尺度の妥当性の検討(原著論文) 

Author：出村 慎一(金沢大学 教育), 小林 秀紹, 佐藤 進, 長澤 吉則 

Source：日本公衆衛生雑誌(0546-1766)48巻 2号 Page76-84(2001.02) 

 

3年次評価実習の負担内容と対処行動(原著論文) 

Author：徳江 与志子(群馬大学 医 保健), 岩崎 清隆, 小林 夏子, 山勝 裕久, 松房 利憲, 

柴田 かおり 

Source：群馬大学医学部保健学科紀要(1343-4179)20巻 Page29-34(2000.03) 

 

深夜勤務終了後の看護婦の疲労に対するアロマテラピーの効果 自覚症状・筋力・フリッカ

ー測定による(原著論文) 

Author：坂本 めぐみ(静岡県立総合病院), 海野 安岐, 西澤 知代乃, 三浦 けいこ, 由比藤 

夕佳 

Source：静岡県立総合病院医学雑誌(0911-4157)14巻 1号 Page107-115(1999.08) 

 

脳波・筋電図の臨床 視覚疲労が各種 P300に与える影響 Visual display terminal(VDT)

データ入力作業での検討(原著論文) 

Author：中野 修治(東芝), 橋本 勲 

Source：臨床脳波(0485-1447)40巻 10号 Page645-648(1998.10) 
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オフィスワーカーの音環境評価と疲労感自覚症状の関連分析(原著論文) 

Author：朴 錫奉(横浜国立大学), 田村 明弘, 後藤 滋 

Source：日本音響学会誌(0369-4232)49巻 4号 Page260-269(1993.04) 

 


