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公 的 財 団 研 究 助 成
（平成２4年度）

（単位：千円）

名　　称　　等 研究代表者 研究テーマ 助成額

平成24年度科学研究費補助金 
（基盤研究B）

豊田ゆかり 難病疾患患児のためのモニタリングシステ
ムを含む地域連携支援パスの開発

2,340

平成24年度科学研究費補助金 
（基盤研究C）

青木　光子 生体情報に基づいた効率的な床上移動援助
動作教育プログラムの開発

130

平成24年度科学研究費補助金 
（基盤研究C）

西田　佳世 認知症高齢者の生きる力を支援するフット
ケアプログラムの開発

650

平成24年度科学研究費補助金 
（基盤研究Ｃ）

松井美由紀 セカンドオピニオンを受けたがん患者の治
療の選択と決定を支える看護実践モデルの
開発

1,820

平成24年度科学研究費補助金 
（基盤研究C）

髙田　律美 妊娠・育児期における母子の睡眠の相互影
響と介入効果の検討

2,080

平成24年度科学研究費補助金 
（基盤研究C）

中越　利佳 20歳代女性のセクシャリティを育む子宮頸
がん検診受診行動啓発プログラムの開発

1,560

平成24年度科学研究費補助金 
（挑戦的萌芽研究）

田中美延里 保健師の施策化能力の基礎となる「起業家
マインド」育成プログラムの試案作成

650

平成24年度科学研究費補助金 
（挑戦的萌芽研究）

佐川　輝高 災害時にも使用可能な血液型検査法の確立 2,730

平成24年度科学研究費補助金 
（若手研究Ｂ）

南　　貴子 提供精子による人工授精を巡る政策課題に
ついて

650

平成24年度科学研究費補助金 
（若手研究Ｂ）

梶原　理絵 手に刺激を与えた背面開放端座位が覚醒度
に及ぼす影響

390

平成24年度科学研究費補助金 
（若手研究B）

小西 　 円 施設高齢者の活動や夜間睡眠に影響を与え
る仮眠とは－時間・場所・体位に着目して－

3,250

平成24年度科学研究費補助金 
（研究活動スタート支援）

入野　了士 脂質系検査値の世代間差が及ぼす住民の健
康リスクへの影響と保健指導のあり方の検
討

1,170

平成24年度科学研究費補助金 
（研究活動スタート支援）

藤原紀世子 看護師による入院中の小児慢性疾患を持つ
子どものきょうだい支援方法の検討

1,170

（公財）日本腎臓財団
平成24年度若手研究者助成

大﨑　博之 糸球体腎炎患者の尿中に出現する各種細胞
の出現状況による病態推定
－Liquid-based cytologyを用いた形態学的・
免疫細胞化学的検討－

500

合　　　　　計  19,090





学 長

学 部 長
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

福田　裕穂　石浦　章一
井出　利憲
　　　　　　ほか36名

理系総合のための生命
科学（第₃版）

2013. 3. 9 羊土社 共同編著

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

岡山　美穂　宮内　清子
兵頭　昌子　出森　美和

地域に着目した参加型研修によ
る主任、介護支援専門員への継
続支援の試み

第71回日本公衆衛生学会総
会

山口市 2012.10.24
-26

Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

宮内　清子 地域包括支援センターにおけ
る保健師の役割

平成24年度松山市地域包
括支援センター新人保健
師等研修会（第１回）

松山市 2012. 4.18 松山市10か所の地
域包括支援センー
新任保健師及びそ
の指導保健師

宮内　清子 地域保健活動の原点と実践の
可能性

平成24年度第１回伊予地
区保健師等研修会

砥部町 2012. 5.11 伊予市伊予郡、久
万高原町保健師

宮内　清子 ケアマネジメントの基本的考
え方とそのプロセス

平成24年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅰ｣ 研修
会

松山市 2012. 5.13 愛媛県内の経験年
数１年以上の介護
支援専門員

宮内　清子 健やかで、こころ豊かな高齢
期を設計しよう

内子町平成24年度「高齢
者教室」

内子町 2012. 5.25 内子町の65歳以上
の高齢者

宮内　清子 ①介護職員等によるたんの吸
引等に関する現状と課題

②介護福祉士と医療関係者と
の連携

平成24年度一般社団法人
愛媛県介護福祉士会総
会・研修会

松山市 2012. 6. 3 愛媛県内の介護福
祉士会会員

宮内　清子 ケアマネジメント事例演習
～ケアマネジメントの質向上
を目指して～

平成24年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

宇和島市 2012. 7. 7
2012. 7. 8

愛媛県内の経験年
数₃年以上の介護
支援専門員

宮内　清子 ｢在宅ケアシステム論」
①関係機関の機能と関係職種
の役割

②在宅療養を支えるケアマネ
ジメント

愛媛県看護協会主催平成
24年度訪問看護師養成講
習会

松山市 2012. 7.21
2012. 7.26

愛媛県内で訪問看
護に従事する又は
関連業務を希望す
る看護職
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

宮内　清子 ケアマネジメント事例演習
～ケアマネジメントの質向上
を目指して～

平成24年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

松山市 2012. 8. 4
2012. 8. 5

愛媛県内の経験年
数₃年以上の介護
支援専門員

宮内　清子 ケアマネジメント事例演習
～ケアマネジメントの質向上
を目指して～

平成24年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

松山市 2012. 8.18
2012. 8.19

愛媛県内の経験年
数₃年以上の介護
支援専門員

宮内　清子 事例検討
「介護予防事例の支援を継続
して学んだこと、ぶつかって
いること」₂事例

平成24年度松山市地域包
括支援センター新人保健
師等研修会（第₂回）

松山市 2012. 8.22 松山市10か所の地
域包括支援セン
ター新任保健師及
びその指導保健師

宮内　清子 介護支援専門員の役割と倫理 平成24年度愛媛県介護支
援専門員 ｢基礎｣ 研修会

松山市 2012. 9. 1 愛媛県内の資格取
得₆カ月以内の介
護支援専門員

宮内　清子 高齢期の健康づくり 平成24年度愛媛県老人ク
ラブ連合会主催 ｢健康づ
くり大学校」

西条市 2012. 9. 7 東予地区の老人ク
ラブリーダー

宮内　清子 医療概論 愛媛県消防学校平成24年
度救急科隊員養成課程

松山市 2012.10. 2 愛媛県消防学校救
急科隊員養成課程
受講者

宮内　清子 災害に強い波方の街づくりを
考えよう

第₅回社会福祉法人寿山
会福祉フェア「特別講演」

今治市 2012.10.20 福祉フェア参加し
た地域の人々

宮内　清子 改めて、主任介護支援専門員
の役割を考えてみる

平成24年度第２回主任介
護支援専門員研修会

宇和島市 2012.10.30 宇和島市・北宇和
郡・愛南町の主任
介護支援専門員

宮内　清子 講義：包括的・継続的ケアマ
ネジメントをいかにに進め
るか

事例検討：困難事例に対する
ケアマネジメント支援

演習：ネットワークづくりの
進め方

平成24年度愛媛県主任介
護支援専門員養成研修会

松山市 2012.11. 4
2012.12. 8
2012.12. 9
2012.12.15
2012.12.16

愛媛県内の地域包
括支援センター及
び居宅介護支援事
業所の経験年数₅
年以上の介護支援
専門員

宮内　清子 市町村等における「介護予防
に関する指針（改訂版）」の
活用について

平成24年度愛媛県介護予
防従事者研修会

松山市 2012.11.12 愛媛県内の保健
所・市町の介護予
防事業担当保健
師・栄養士等

Ⅵ　講　　演
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

宮内　清子 地域包括支援センターにおけ
る健康教育事例の検討健康教
育の企画立案の進め方

平成24年度松山市地域包
括支援センター新人保健
師等研修会（第₃回）

松山市 2012.11.21 松山市10か所の地
域包括支援セン
ター新任保健師及
びその指導保健師

宮内　清子 地域福祉計画と地域福祉活動
計画策定の意義と活動推進に
おける共通理念

伊予市地域福祉計画策定
審議会・研修会

伊予市 2013. 1.11 伊予市地域福祉計
画・地域福祉活動
計画策定担当者及
び審議会委員

宮内　清子 保健師活動の原点を考えてみ
る

平成24年度保健師自習研
修会「ざくざく」

砥部町 2013. 1.12 愛媛県内の保健
所・市町等で活動
する保健師（会員）

宮内　清子 講義・演習：
①ケアマネジメントの考え方
と展開過程

②介護予防ケアプランの考え
方と実際

③事例検討
④ケアカンファレンス

平成23年度愛媛県介護支
援専門員実務研修

松山市 2013. 1.12
2012. 1.13
2012. 1.19
2013. 1.26
2013. 1.27
2012. 2. 9
2012. 2.27
2013. 2.28
2013. 3.23

愛媛県内の介護支
援専門員資格取得
予定者

宮内　清子 介護支援専門員地域リーダー
研修会実践報告のコーディ
ネート及び講評、次年度への
提案

平成24年度地域包括支援
センター職員及び介護支
援専門員地域リーダー養
成研修会

松山市 2013. 2. 6 県内の地域包括支
援センター職員及
び介護支援専門員
地域リーダー及び
保健所等関係者

宮内　清子 地域包括ケアの担い手とし
て、担当地区の地区診断に
チャレンジしてみよう

平成24年度松山市地域包
括支援センター新人保健
師等研修会（第₄回）

松山市 2013. 1.13 松山市10か所の地
域包括支援セン
ター新任保健師及
びその指導保健師

宮内　清子 改めて考える
“公衆衛生看護活動の原点”

平成24年度西条保健所管
内地域保健師等研修会

西条市 2013. 2.15 西条保健所管内保
健所市町保健師等

宮内　清子 パネルディスカッション
｢愛媛県内の子育て支援の取
り組みと今後の課題」
コーディネーターグループ討議
｢地域で取り組む親支援と必
要な後方支援」
まとめと講評

平成24年度愛媛県委託事
業 ｢愛媛未来づくり協働
提案事業」子育て支援ス
キルアップ研修会

松前町 2013. 2.16 地域で子育てに関
わっている民生児
童委員、保育士、
保健師、社会福祉
士、児童クラブ職
員、教員、行政等
導入でどう変わっ
たか? ～研修協力
機関として考えた
こと、担ったこと、
そして課題～

Ⅵ　講　　演
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

宮内　清子 医療機関と在宅ケアを切れ目
のないものにするために
～医療ソーシャルワーカーへ
の期待～

平成24年度四国ブロック
医療社会事業大会

東温市 2013. 3. 2 四国₄県の医療機
関・福祉機関で活
動するMSW

宮内　清子 重点活動を通して保健活動を
考える～実践報告のコメント
講義「保健事業の計画と評価」

平成24年度八幡浜保健所
管内地域保健保健師等研
修会

八幡浜市 2013. 3.11 八幡浜保健所管内
保健所・市町保健
師及び栄養士

宮内　清子 シンポジウム
｢介護職の医療行為（たんの
吸引等）導入でどう変わった
か?
～研修協力機関として考えた
こと、担ったこと、そして課
題～

第15回日本在宅医学会大
会

松山市 2013. 3.30 全国の在宅医療・
介護等に関わる医
師・歯科医師・看
護職・福祉職・ケ
アマネジャー等

Ⅵ　講　　演



基 礎 教 育
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Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

富所　雄一　脇坂　浩之
鵜久森　徹　本吉　和美
暁　　清文

咽頭癌、食道癌とアルコール飲
料摂取
－ALDH2ヘテロ欠損のスク
リーニング検査の必要性－

愛媛医学 31 1 6-9 2012. 4

南　　貴子 オーストラリア・ビクトリア州
における生殖補助医療の法制度
化による子の出自を知る権利の
保障 

海外社会保障研
究（国立社会保
障・人口問題研
究所）

179 61-71 2012. 6

Goda H
Nakashiro K
Oka R
Tanaka H
Wakisaka H
Hato N
Hyodo M
Hamakawa H

One-step nucleic acid amplification 
for detecting lymph node metastasis 
of head and neck squamous cell 
carcinoma

Oral Oncology 48 958-963 2012. 9

斎藤　正明，今泉　　洋
石井　吉之，加藤　徳雄

降水観測値を利用した初期地下
水のトリチウム濃度の推算

RADIOISOTOPES 61 10 505-510 2012.10

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

鍋田　基生　森　　美紀
小泉　幸司　草薙　康城
那波　明宏

新規の子宮内膜症マーカーであ
る抗STX5自己抗体を用いた子
宮内膜症早期診断の可能性

第64回日本産科婦人科学会
学術講演会

兵庫 2012. 4.14

富所　雄一　脇坂　浩之
鵜久森　徹　本吉　和美
暁　　清文

測色計を用いたアルコールパッ
チテスト

第113回日本耳鼻咽喉科学
会総会・学術講演会

新潟 2012. 5.10
-12

上田　哲平　鵜久森　徹
富所　雄一　山田　啓之
脇坂　浩之　暁　　清文

喉頭癌Ｔ₃症例の検討 第36回日本頭頸部癌学会 島根 2012. 6. 6
- 8

守橋真菜美　沼口　菜摘
高橋　羽月　今泉　　洋
狩野　直樹　斎藤　正明
加藤　徳雄　石井　吉之
斎藤　圭一　Jiao Yurong
片岡　憲昭

新潟市における降水中のトリチ
ウム濃度測定や他のイオン測定
と気団解析から得られた福島第
一原発事故の影響評価

アイソトープ・放射線研究
発表会（第49回）

東京 2012. 7. 9
－11
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

澤田　忠幸　大野　祥子
神谷　哲司　福丸　由佳
永久ひさ子

〔シンポジウム〕
Effectiveな親としての男性

日本家族心理学会第29回大
会

東京 2012. 7.14
-15

川本　裕介　金子　政彦
寺岡　裕貴　中西　秀元
宮内　省蔵　江口　　透
相原　隆一　清水　義貴
脇坂　浩之　寺岡　正人
木谷　卓史

慢性骨髄性白血病に対しニロチ
ニブでの加療中に甲状腺機能亢
進症を発症した１例

第74回日本血液学会 京都 2012.10.19
-21

南　　貴子 生殖補助医療によって生まれた
子の出自を知る権利の保障につ
いて

日本医学・哲学倫理学会 金沢市 2012.11.18

湯川　隆子　高橋　惠子
青野　篤子　葛西真記子
澤田　忠幸　小倉千加子

〔研究委員会企画シンポジウム
３〕
教育の中のジェンダー問題
－実践教育からの提案－
「キャリア教育におけるジェン
ダー問題－看護職におけるジェ
ンダー問題と看護職志望の学生
への準備教育から」

日本教育心理学会第54回総
会

沖縄県
中頭郡

2012.11.23
-25

南　　貴子 オーストラリアにおける人工授
精の法制度化と揺らぐ家族の在
り方

大洋州経済学会 東京都 2012.12. 1

上田　哲平　鵜久森　徹
富所　雄一　山田　啓之
暁　　清文　脇坂　浩之

喉頭癌T₃症例の検討 第61回日本耳鼻咽喉科学会
愛媛県地方部会学術講演会

松山 2013. 1.20

澤田　忠幸　鳥居　順子
加藤　德雄　脇坂　浩之
草薙　康城

協同学習とリフレクションに基
づく初年次教育の実践

第19回大学教育研究フォー
ラム

京都市 2013. 3.14
-15

松田　正司　下川　哲哉
鍋加　浩明　土居原拓也
脇坂　浩之　小林　直人

手術手技向上研修事業の実施に
ついて

第118回日本解剖学会 高松 2013. 3.28
-30

Ⅴ　学会発表（国内学会）
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Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

草薙　康城 妊娠・授乳婦における薬の使
い方

愛媛県小児科医会総会 松山市 2012. 4.17 愛媛県内の小児科
医師

澤田　忠幸 子どもの発達状況と心理 今治市社会福祉協議会
「保育サービス講習会」

今治市 2012. 6.13
 9.26  

保育サポートに興
味のある方約30名

加藤　德雄 葉脈でしおりを作ろう 夏休みキッズひろば 砥部町 2012. 8. 6 小学生とその保護
者

脇坂　浩之 呼吸のしくみとはたらき 「平成24年度愛媛県介護
職員等によるたんの吸引
等の研修」

砥部町 2012. 8.17 愛媛県内の介護職
員

加藤　德雄 生物エネルギー
－ルミノール反応－

平成24年度子どもゆめ基
金

砥部町 2012. 8.17 小学生とその保護
者

加藤　德雄 作用反作用
－スーパーボールをつくろう－

平成24年度子どもゆめ基
金

砥部町 2012. 8.19 小学生とその保護
者

脇坂　浩之 消化器系のしくみとはたらき 「平成24年度愛媛県介護
職員等によるたんの吸引
等の研修」

砥部町 2012. 8.21 愛媛県内の介護職
員

加藤　德雄 炭で水をきれいにしよう 愛媛県体験型環境学習講
座

松山市 2012. 8.29 小学生とその保護
者

加藤　德雄 炭で水をきれいにしよう おもしろ理科教室 松前町 2012. 9.22 小学生とその保護
者

澤田　忠幸 〔出張講義〕
赤ちゃんの不思議・乳幼児の
発達の不思議

愛媛県立今治西高等学校 今治市 2012. 9.26 生徒希望者約30名

澤田　忠幸 教育心理学 平成23年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2012.10.11
10.18
10.24

看護師・保健師・
助産等約40名

加藤　德雄 シャボン玉液を作ろう おもしろ理科教室 砥部町 2012.10.27 小学生とその保護
者



－ 12 －

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

南　　貴子 オーストラリアにおける人工
授精の法制度化と揺らぐ家族
の在り方

オーストラリア学会第15
回地域研究会

茨木市 2012.10.27 オーストラリア研
究者・一般

脇坂　浩之 呼吸、消化、健康状態の把握 「平成24年度愛媛県介護
職員等によるたんの吸引
等の研修（特定の者）」

砥部町 2013. 1. 7 愛媛県内の介護職
員

澤田　忠幸 子どもの心の発達とその問題 今治ファミリーセンター
「保育サービス講習会」

今治市 2013. 2.13 子育て支援に協力
していただける方
約30名

南　　貴子 生殖補助医療の法制度化によ
る子の出自を知る権利の保障
について

第280回家族と法研究会 東京都 2013. 3.23 法律専門職・実務
家

Ⅵ　講　　演

Ⅶ　その他の報告

著　　者　　名 題　　　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月日

佐川　輝高　加藤　徳雄 平成24年度子どもゆめ基金
助成金活動報告書

2012. 9

澤田　忠幸 学び合いによる初年次教育
の取り組み

京都大学高等教育研
究開発推進センター
MOST（Mutual Online 
System for Teaching 
and Learning）
スナップショット

2013. 3

石井　吉之　斎藤　正明
今泉　　洋　加藤　徳雄
北岡　豪一

天然水トリチウムの調査及
び技術に関する研究

平成24年度北海道大
学低温科学研究所共
同研究報告書

2013. 3
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

舟島なをみ（監修・著者）
岩波　浩美　亀岡　智美
定廣和香子　鈴木　美和
永野　光子　中山登志子
野本百合子　服部　美香
宮芝　智子　山下　暢子
山澄　直美　横山　京子
吉富美佐江

看護学教育における授
業展開
－質の高い講義・演習・
実習の実現に向けて

2013. 1. 医学書院 1-9,85-88

Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

野本百合子　青木　光子
岡田ルリ子　徳永なみじ
相原ひろみ　羽藤　典子
谷本　淳子

看護学校に勤務する教員の学習
ニードと教育ニードの特徴
－中・四国地区の看護学校教員
に焦点を当てて

愛媛県立医療技
術大学紀要

9 1 17-22 2012.12

高岡　　円　向　　純未
麻生　理恵　立花　史穂
片岡　悦子　小野　妙子
野本百合子

終末期がん患者の身体的・精神
的苦痛の緩和に関する看護
経験豊富な看護師の実践を通し
て

中国四国地区国
立病院機構・国
立療養所看護研
究学会誌

8 224-227 2013. 1

Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Tomomi Kameoka 
Naomi Funashima 
Areewan Klunklin 
Yuriko Nomoto
Toshiko Nakayama 
Piyawan Sawasdisingha 
Nongkran Viseskul

Comparison of Role Model 
Behaviors of Nursing Faculty 
in Thailand and Japan

International Conference 
of Chaing Mai University

Chaing Mai
（Thailand） 

2012. 9. 5 
- 7
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Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

徳永なみじ　相原ひろみ
岡村　法宜　谷本　淳子
青木　光子　岡田ルリ子
野本百合子

初学者の静脈選択技術の向上に
向けた血管触知シミュレータの
開発
―難易度の多様化に向けた基礎
的研究―

日本看護技術学会
第11回学術集会

福岡県福岡
市 

2012. 6.16
-17

徳永なみじ　深井喜代子 ブランケット保護は看護行為に
伴う患者負担を軽減するか

日本看護技術学会
第11回学術集会

福岡県福岡
市 

2012. 6.16
-17

青木　光子　相原ひろみ
野島　一雄　野本百合子
門田　成治　宮腰由紀子

ボディメカニクスと補助用具の
活用による床上移動援助動作時
の筋電図変化

第11回日本看護技術学会
学術集会

福岡県福岡
市 

2012. 9.16
-17

相原ひろみ　青木　光子
野島　一雄　野本百合子
門田　成治　宮腰由紀子

ボディメカニクスと補助用具の
活用による床上移動援助時の動
作軌跡の変化

第11回日本看護技術学会
学術集会

福岡県福岡
市 

2012. 9.16
-17

野本百合子　舟島なをみ 教育ニードアセスメントツール
－養護教諭用－の開発

日本養護教諭教育学会
第20回学術集会

愛知県名古
屋市

2012.10. 6
- 7

野本　枝里　宮川　友里
好光　千里　三瀬　由香
平田　久美　長尾美恵子
野本百合子

せん妄に伴う陽性症状が行動化
に至った終末期がん患者の家族
への看護

第66回国立病院総合医学会 兵庫県神戸
市 

2012.11.16
-17

佐々木美佳　木村真理子
百武美代子　矢野　　梢
河内　正美　野本百合子

硬膜外麻酔処置中の患者の思い 第66回国立病院総合医学会 兵庫県神戸
市 

2012.11.16
-17

紣谷　和秀　阪本記美香
松原　　文　渡部　弘美
高田　恵美　野本百合子

術後せん妄予防・早期発見のた
めのアセスメント視点の検討

第66回国立病院総合医学会 兵庫県神戸
市 

2012.11.16
-17

久保　知之　相田　　剛
橋田　　愛　清水　直美
高橋　美江　宮部　惠子
高田　恵美　野本百合子

ウロストーマ造設患者のストー
マセルフケアの自立に関する一
考察
－患者と看護師の相互行為を分
析して

第66回国立病院総合医学会 兵庫県神戸
市 

2012.11.16
-17

野本百合子　羽藤　典子
谷本　淳子　相原ひろみ
徳永なみじ　青木　光子
岡田ルリ子

中国・四国地区の看護専門学校
教員が知覚する学習ニード・教
育ニードの特徴

日本看護研究学会
第26回中国・四国地方会学
術集会

鳥取県米子
市

2013. 3. 3
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Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

野本百合子
相原ひろみ

看護研究とは
－研修生が感じる「看護実践
上の課題」について、研究的
意義を考える－

十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012. 4.26 十全総合病院看護
職員

野本百合子 事例研究の展開
－質的研究の意義と事例研究
の方法－／看護研究計画書指
導・研究の講評

四国がんセンター院内教
育研修会

松山市 2012. 5.12
2011. 6. 2
2011. 7.14
2013. 2. 4

四国がんセンター
看護師

野本百合子 看護研究ってなぁに？
－日頃困っていることはない
ですか？

放射線第一病院院内研修 今治市 2012. 5.15 放射線第一病院及
び関連病院看護
師・介護職員他医
療職者

青木　光子 看護情報論「文献検索」 平成24年度認定看護管理
者ファーストレベル教育

松山市 2012. 5.19
2012. 8.25

認定看護管理者
ファーストレベル
受講者

野本百合子 文献検討・文献のクリティー
ク

十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012. 5.29 十全総合病院看護
職員

野本百合子 文献を探してみよう！ 放射線第一病院院内研修 今治市 2012. 6.11 放射線第一病院及
び関連病院看護
師・介護職員他医
療職者

相原ひろみ 看護研究計画書の書き方 十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012. 6.25 十全総合病院看護
職員

野本百合子 看護研究Ⅲ（基礎編）
－質的データの収集方法と分
析方法－

平成23年度愛媛県看護協
会教育研修

松山市 2012. 6.26 愛媛県下看護専門
職者

徳永なみじ 訪問看護研修「ステップ１」
フィジカルアセスメント

平成24年度愛媛県看護協
会訪問看護研修会

松山市 2012. 7. 7 愛媛県下看護職員

青木　光子
岡田ルリ子

看護研究講評・指導 平成24年度松山赤十字病
院看護部看護講座：看護
研究Ⅰ・Ⅱ

松山市／
砥部町

2012. 7.12
2012.11.21
2013. 3.26

日赤病院　卒後₃
年目または研究指
導を希望する看護
師35名

野本百合子 研究デザインと研究方法
－倫理的配慮って何？

放射線第一病院院内研修 今治市 2012. 7.17 放射線第一病院及
び関連病院看護
師・介護職員他医
療職者
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

野本百合子 研究方法・分析方法（質） 十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012. 7.23 十全総合病院看護
職員

野本百合子 「基本研修（講義）」
人間と社会

「経管栄養演習」

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の研修

砥部町 2012. 8.16
2012. 8.30
2012. 9. 1

愛媛県下介護職員
等82名

徳永なみじ 「基本研修（講義）」
感染予防・フィジカルアセス
メント

「経管栄養演習」

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の研修

砥部町 2012. 8.16
2012. 8.20
2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29

愛媛県下護職員等
82名

羽藤典子 研究計画書
－どう書けばいいの？

放射線第一病院院内研修 今治市 2012. 8.20 放射線第一病院及
び関連病院看護
師・介護職員他医
療職者

岡田ルリ子 「基本研修（講義）」
利用者の気持ち・生じる危険
 「経管栄養演習」

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の研修

砥部町 2012. 8.22
2012. 8.29
2012. 8.31
2012. 9. 1

愛媛県下介護職員
等82名

青木光子 「基本研修（講義）」
報告・記録

「経管栄養演習」

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の研修

砥部町 2012. 8.23
2012. 8.30
2012. 8.31
2012. 9. 1 

愛媛県下介護職員
等82名

相原ひろみ 研究方法・分析方法（量） 十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012. 8.27 十全総合病院看護
職員

野本百合子 院内における看護研究指導の
改善
－効果的な看護研究指導に向
けて－

平成24年度愛媛県看護協
会会員研修

松山市 2012. 8.31 愛媛県下看護専門
職者

野本百合子 論文の書き方 十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012.10. 1 十全総合病院看護
職員

野本百合子 看護論 平成24年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2012.10.12
2012.10.15
2012.10.19
2012.10.23

愛媛県下看護専門
職者

Ⅵ　講　　演
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

相原ひろみ プレゼンテーションの方法 十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012.10.24 十全総合病院看護
職員

岡田ルリ子 実習指導：基礎看護学 平成24年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市／
砥部町

2012.11. 9
2012.11.21
2012.11.28
2012.12. 4

愛媛県下看護専門
職者

野本百合子
相原ひろみ

看護研究計画書発表会講評 十全総合病院看護研究研
修会

新居浜市 2012.11.28 十全総合病院看護
職員

野本百合子 抄録や論文を書いてみよう！ 放射線第一病院院内研修 今治市 2012.12.12 放射線第一病院及
び関連病院看護
師・介護職員他医
療職者

野本百合子 伝わる！聴かせる！プレゼン
テーション

放射線第一病院院内研修 今治市 2013. 1.16 放射線第一病院及
び関連病院看護
師・介護職員他医
療職者

野本百合子 看護師等養成所の自己点検・
自己評価指針

平成24年度看護教員研修 京都府京
都市

2013. 1.20 京都府下看護教員

野本百合子 院内看護研究発表会講評 放射線第一病院院内研修 今治市 2013. 3.20 放射線第一病院及
び関連病院看護
師・介護職員他医
療職者

Ⅵ　講　　演
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Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Michie NOMURA
Reiko OKAMOTO
Minori TANAKA
Mie OKUDA
Keiko KOIDE
Saori IWAMOTO
Emiko KUSANO
Miki SAITO
Masumi NISHIDA
Noriko JOJIMA
Emiko KISHI
Yoko SAKAI
Chie TERAMOTO
Toshiko TADA
Ruriko SUZUKI
Sachiyo MURASHIMA

Community Prof i le of the 
Tohoku Earthquake, 2011: 
Affected Areas as Perceived 
by External PHNs 

Journal of 
Shikoku Public 
Health Society

58 1 119-125 2013. 2

Michie NOMURA
Reiko OKAMOTO
Keiko KOIDE
Saori IWAMOTO
Emiko KUSANO
Miki SAITO
Masumi NISHIDA
Takako SAO
Tomoko KURATA
Reiko KAN
Noriko JOJIMA
Emiko KISHI
Yoko SAKAI
Chie TERAMOTO
Toshiko TADA
Ruriko SUZUKI
Sachiyo MURASHIMA

Health Concerns in Tsunami-
Affected Areas as Perceived 
by External PHNs in Japan 
2011 

Journal of 
Shikoku Public 
Health Society

58 1 126-133 2013. 2

Toshiko TADA
Reiko OKAMOTO
Sachiyo MURASHIMA
Ruriko SUZUKI
Yoko SAKAI
Emiko KISHI
Michie NOMURA
Noriko JOJIMA
Masumi NISHIDA
Keiko KOIDE
Chie TERAMOTO
Emiko KUSANO
Saori IWAMOTO
Miki SAITO 

The Health and Livelihood 
of Seniors Affected by the 
Tsunami after the Great East 
Japan Earthquake

Journal of 
Shikoku Public 
Health Society

58 1 134-140 2013. 2
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著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

柴　　珠実　鳥居　順子
中平　洋子　奥田　美惠
軸丸　清子　野村美千江

高齢者の安全運転可能年齢と安
全運転行動に関する自己認識

四国公衆衛生学
会雑誌

58 1 170-175 2013. 2

草野恵美子　大浦まり子
野村美千江　西田真寿美
鈴木るり子　岡本　玲子
小出　恵子　村嶋　幸代
酒井　陽子　岸　恵美子
多田　敏子　城島　哲子
寺本　千恵　岩本　里織
野村　美紀

東日本大震災で被災した医療・
福祉施設が遭遇した困難と活か
された強みおよび今後の課題

大阪医科大学看
護研究雑誌

3 120-128 2013 .3

中平　洋子　野嶋佐由美 Family Resilience概念の検討 家族看護学研究 18 2 60-72 2013. 3

Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Yukio Kurihara
Satoshi Irino
Hiromi Kataoka

Usabil ity of Quasi-healthy 
Subjects Extracted from a 
Large Number of Patients 
Registered in Clinical Database 
of General Hospitals

Asia Pacific Association 
for Medical Informatics
（APAMI）

Beijing, China 2012.10.24

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

野村美千江　田中美延里
奥田　美恵　岡本　玲子
岸　恵美子　鈴木るり子
酒井　陽子　城島　哲子
草野恵美子　岩本　里織
小出　恵子　齋藤　美紀
西田真寿美　寺本千　恵
多田敏　子　村嶋　幸代

津波災害被災地における外部支
援保健師の対応

第15回日本地域看護学会  東京 2012. 6.24

岡本　玲子　岩本　里織
多田　敏子　西田真寿美
小出　恵子　野村美千江
城島　哲子　酒井　陽子
草野恵美子　齋藤　美紀
鈴木るり子　岸　恵美子
寺本　千恵　村嶋　幸代

津波災害を受けた自治体職員の
印象に残った被災後の業務

第15回日本地域看護学会  東京 2012. 6.24
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Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

齋藤　美紀　岩本　里織
城島　哲子　岡本　玲子
西田真寿美　小出　恵子
野村美千江　酒井　陽子
草野恵美子　多田　敏子
鈴木るり子　岸　恵美子
村嶋　幸代　寺本　千恵

災害に備える保健師の平時の情
報管理　　　　　　　　　

第15回日本地域看護学会  東京 2012. 6.24

川島　美保　井上　清美
野村美千江　高田　和子
森谷　　満

コーチング学習が看護学生に与
えた影響（第₃報）
学習₂年後のインタビューから

第71回日本公衆衛生学会  山口市 2012.10.25

草野恵美子　大浦まり子
野村美千江　西田真寿美
岡本　玲子　小出　恵子
村嶋　幸代　鈴木るり子
酒井　陽子　岸　恵美子
多田　敏子　城島　哲子
寺本　千恵　岩本　里織
齋藤　美紀

被災地の医療福祉機関が遭遇し
た困難と活かされた強み、今後
の課題

第71回日本公衆衛生学会  山口市 2012.10.25

小出　恵子　草野恵美子
野村美千江　岡本　玲子
西田真寿美　岩本　里織
酒井　陽子　岸　恵美子
城島　哲子　齋藤　美紀
多田　敏子　寺本　千恵
鈴木るり子　村嶋　幸代

津波災害を経験した住民等が必
要と考えた平時の防災・減災教
育

第71回日本公衆衛生学会  山口市 2012.10.25

栗原　幸男　入野　了士
片岡　浩巳

病院情報システムの患者データ
から地域住民の健康指標トレン
ドは見えるか

第32回医療情報学連合大会  神戸市 2012.11.22

横井　百合　秋山友　紀
星田ゆかり　福田　博子
由藤めぐみ　藤田　真美
宮崎　和子　田中美延里
野村美千江

人材育成における保健所の役割
について
～地域保健保健師等研修会の企
画・運営過程を振り返っての一
考察～

平成24年度愛媛県地域保健
研究集会

 松山市 2013. 1.18

由藤めぐみ　藤田　真美
宮崎　和子　横井　百合
秋山　友紀　星田ゆかり
福田　博子　田中美延里
野村美千江

災害時保健活動に関する保健師
の共通認識
～「防災」をテーマとした研修
の準備に携わって～

平成24年度愛媛県地域保健
研究集会

 松山市 2013. 1.18

柴　　珠実　入野　了士
中平　洋子　幸田　裕司
加藤美佐子　二宮　真紀

地域交流フットサル教室の活動
報告
―発達障害児とその家族が参加
するジュニアの部について―

四国公衆衛生学会  松山市 2013. 2. 1



－ 26 －

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

入野　了士　栗原　幸男 初任期保健師の看護アセスメン
ト能力修得におけるCAI支援
に関する研究

四国公衆衛生学会  松山市 2013. 2. 1

武内　典子　青陰　純子
瀨戸　裕一　重松　和子
地下　俊江　稲田　美香
鈴木久美子　松本　春美
徳弘美智江　小笠原裕子
入野　了士　武方　誠二

地区分析の取り組み
～10年後の健康を守るために～

四国公衆衛生学会  松山市 2013. 2. 1

Ⅴ　学会発表（国内学会）

Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

野村美千江 みんなでワッショイ！
松山市民の健康づくり

松山市地域保健推進協力
会研修

松山市保
健所

2012. 4.19 松山市地域保健推
進協力会員

野村美千江 訪問看護対象論：利用者と家
族の特性

平成23年度訪問看護師養
成講習会

松山市 2012. 6. 9 愛媛県内の看護職

野村美千江 家族アセスメント、地域の社
会資源

平成23年度訪問看護師養
成講習会

松山市 2012. 6.16 愛媛県内の看護職

中平　洋子 精神障がい者の理解 大学生への精神障害理解
促進モデル事業

松山市 2012. 6.19
2012. 6.25

大学生

田中美延里 育ち合うOJTにおけるプリ
セプターの役割

地域保健保健師等研修会 砥部町 2012. 7. 3 県・市町のプリセ
プター保健師

窪田　　静 訪問看護研修
「ステップ１」

愛媛県看護協会 松山市 2012. 7. 5 訪問看護研修「ス
テップ１」受講者
及び聴講者

窪田　　静 四国褥瘡ケア研究会・教育講
演
生活環境整備としてのポジ
ショニング

四国褥瘡ケア研究会 徳島市 2012. 7. 7 四国褥瘡ケア研究
会会員
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Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

窪田　　静 リーダー養成講座
「福祉用具の上手な使い方」

大洲市介護保険介護給付
棟費用適正化事業

大洲市 2012. 7.11
2012. 8.22
2012. 9.19
2012.10.12
2011.10.24

大洲市内の介護保
険サービス事業所
に勤務する介護従
事者

田中美延里 災害時における保健活動を考
える
～日々の保健活動に注目して
みよう～

地域保健保健師等研修会 四国中央
市

2012. 7.13 四国中央保健所管
内保健師

田中美延里 ガイドラインを活用した人材
育成
～ポートフォリオの活用～

地域保健保健師等研修会 松山市 2012. 7.18 県・市町の新任期
保健師

奥田　美惠 保健師デビュー ₃年目の振
り返りと今後のアクションプ
ラン（演習）

平成24年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
前期新任期保健師研修

松山市 2012. 7.18 愛媛県新任期保健
師

野村美千江 第97・98回保健師国家試験全
国調査を踏まえて
保健師国家試験の動向～問う
べき基礎的能力

平成24年度全国保健師教
育機関協議会

岡山市 2012. 8. 4 全国の保健師教育
に携わる教員

窪田　　静 看護・介護職員の腰痛予防対
策現任学習リーダー講師養成
学習会

新居浜協立病院 新居浜市 2012. 8. 6 新居浜協立病院看
護・介護職員

野村美千江 国家試験セミナー
問題作成の基礎知識とブラッ
シュアップ法

Ｈ24年度東海北陸近畿ブ
ロック保健師教育機関協
議会教員研修

神戸市 2012. 8. 7 東海北陸近畿の保
健師教育に携わる
教員

奥田　美惠
窪田　志穂

経管栄養演習・評価 平成24年度介護職員の痰
の吸引等に関する基本研
修（不特定の者対象）

砥部町 2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29

愛媛県内の介護職
員

窪田　　静
入野　了士

たんの吸引演習・評価 平成24年度介護職員の痰
の吸引等に関する基本研
修（不特定の者対象）

砥部町 2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29

愛媛県内の介護職
員

田中　美延
里中平洋子

経管栄養演習・評価 平成24年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2012. 8.30
2012. 8.31
2012. 9. 1

愛媛県内の介護職
員
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

柴　　珠実 たんの吸引演習・評価 平成24年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2012.08.30
2012. 8.31
2012. 9. 1

愛媛県内の介護職
員

野村美千江 自治体における災害時危機管
理
平時と非常時の保健師活動

地域保健保健師等研修会 南予地方
局

2012. 9. 3 八幡浜保健所・管
内市町保健師

野村美千江 自治体における災害時危機管
理
平時と非常時の保健師活動

地域保健保健師等研修会 東予地方
局

2012. 9.21 西条保健所・管内
市町保健師

窪田　　静 褥瘡対策の知識とマットレス
の評価について

パラマウントベッド株式
会社マットレス

東京都江
東区

2012.10.18 パラマウントベッ
ド株式会社社員

窪田　　静 ポジショニングとトランス
ファー

群馬大学医学部保健学科
基礎看護学講座健康生活
援助論

前橋市 2011.10.19 群馬大学医学部保
健学科学生70名

野村美千江 防災めがねをかけて地域を見
よう！
－岩手県大槌町における支援
活動・調査からの提言

地域保健保健師等研修会 四国中央
保健所

2012.11. 2 四国中央保健所・
管内市町保健師

窪田　　静 第１回えひめ福祉用具フェア
QOLのための褥そうケアへ!!
～体圧分散を卒業しよう～

愛媛県社会福祉協議会 松山市 2012.11.17 専門職

中平　洋子 精神看護学 平成24年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2012.11.15
2012.11.22
2012.11.27
2012.12. 3

看護職

野村美千江 東日本大震災の支援活動から
感じた避難所における婦人の
役割と健康課題

婦人学級 松山市石
井公民館

2012.12.12 石井校区の婦人

窪田　　静 看護・介護職員の腰痛予防対
策とケアの質講習会

愛媛生協病院 松山市 2012.12.17 愛媛生協病院看
護・介護職員

田中美延里 保健事業に係る関係者に伝え
るよりよい記録とは

宇和島市保健師・栄養士
研修会

宇和島市
役所

2012. 1.18 宇和島市役所保健
師、栄養士

Ⅵ　講　　演
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

窪田　　静 褥瘡学会在宅褥瘡セミナー 褥瘡学会 本学 2013. 2. 9 在宅ケア従事者

野村美千江 国家試験セミナー
問題作成の基礎知識とブラッ
シュアップ法

Ｈ24年度中国四国ブロッ
ク保健師教育機関協議会
教員研修

岡山市 2013. 2.20 中国四国地区の保
健師教育に携わる
教員

奥田　美惠 地域をみるということ
～住民から出発する地区把握～

平成24年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
後期新任期保健師研修

松山市 2013. 3. 7 愛媛県新任期保健
師

野村美千江 中堅期保健師研修におけるコ
ンサルタントの役割と留意点

香川県中堅期保健師育成
に関わるコンサルタント
研修会

高松市 2013. 3.28 香川県健康福祉
部、大学教員

Ⅵ　講　　演

Ⅶ　その他の報告

著　　者　　名 題　　　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月日

野村美千江　酒井　陽子
中島歌与子　岡本　玲子
川本利恵子　村嶋　幸代
岸　恵美子　安藤　陽子
北岡　英子　後閑　容子
小関三千代　城島　哲子
小西かおる　竹脇　惠子
二宮　一枝　松田　宣子
宮田　延子

保健師のための国家試験問
題作成マニュアルⅠ

全国保健師教育機関
協議会

総頁数
139

2012. 8





母性･小児看護学
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Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

楠田　真子　高田　律美
羽田野花美

授乳困難から保護器を使用した
母親の母乳育児への思い

母性衛生 53 1 89-97 2012. 4

井上　明子　松村　惠子 乳幼児に虐待をする母親の母乳
育児

日本母乳哺育学
会雑誌

6 2 52-58 2012.12

Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

髙田　律美　川出富貴子
末永　順子　佐々木明子
河内　迪子　矢野　奈美

幼児期の子どもの手洗い健康教
育に反復学習教材を用いた効果

教育保健研究 17 93-98 2012. 6

枝川千鶴子　小田　　慈 乳幼児をもつ母親の子どもへの
ポジティブ・フィードバックの
現状と相互関係

小児保健研究 71 142 2012. 9

中越　利佳　北原　悦子
上野　恭子　今村　朋子
森　久美子　高田　律美
井上　明子

母性看護学実習ローテーション
制を取り入れた効果
－母性看護技術チェックリスト
と授業評価から－

愛媛県立医療技
術大学紀要

9 1 31-36 2012.12

川出富貴子　髙田　律美
川﨑　幹子　鍵　　　小

高校生の「意志力」と乳幼児体
験との関連

宇部フロンティ
ア大学看護学
ジャーナル

6 1 1-9 2013. 3

Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Ikuko Sobue
Chizuko Edagawa
Atsuko Nishioka
Junko Ohashi
Kimie Tanimoto
Susumu Itoh.

The Needs of Single Mothers 
for Child Support

The  8 th  Congre s s  o f 
Asian Society for Pediatric 
Research

Seoul, Korea 2012. 5.17
-19

Chizuko Edagawa
Tadayuki Sawada
Yukari Toyota
Megumi Oda.

The Relationship between Self-
Disclosure, Positive Feedback 
and Support Cognit ion in 
Mothers of Infants

The  8 th  Congre s s  o f 
Asian Society for Pediatric 
Research

Seoul, Korea 2012. 5.17
-19
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Ikuko Sobue
Junko Ohashi
Mayumi Yamamoto
Chizuko Edagawa
Kimie Tanimoto
Susumu Itoh.

Needs for Pediatric Emergency 
Care on a Remote Island

The  8 th  Congre s s  o f 
Asian Society for Pediatric 
Research

Seoul, Korea 2012. 5.17
-20

Fumie Horiuchi
Yasunori Oka
Norimi Takata
Sakurako Tanno
Yuri Kawasaki
Kentaro Kawabe
Takeshi Tanigawa
Shuichi Ueno

Change of sleep habits and sleep
problems across kindergarten, 
primary school, junior and 
senior high school

International Paediatric 
Sleep Association 

Manchester,
UK

2012.10. 5
- 7

Fumie Horiuchi
Yasunori Oka
Norimi Takata
Sakurako Tanno
Yuri Kawasaki
Kentaro Kawabe
Takeshi Tanigawa
Shuichi Ueno

Relationship between sleep 
insufficiency and behavioral/
emotional problems

International Paediatric 
Sleep Association 

Manchester,
UK 

2012.10. 5
- 7

Yasunori Oka
Norimi Takata
Sakurako Tanno
Fumie Horiuchi
Susumu  Sakurai
Isao Saito
Takeshi Tanigawa

Sleep Disordered Breathing 
among the Community Children
Screening using a Questionnaire 
and Ambulatory Monitoring

International Paediatric 
Sleep Association 

Manchester,
UK

2012.10. 5
 - 7

Yasunori Oka
Takahashi  Noriaki
Fumie Horiuchi
Yuri Kawasaki
Sakurako Tanno
Norimi Takata

Sleep Disordered Breathing 
and Mouth Breathing among 
the Community Children in 
Japan 

International Paediatric 
Sleep Association 

Manchester,
UK

2012.10. 5
- 7

Yuri Kawasaki
Yasunori Oka
Takahashi Noriyuki 
Sakurako Tanno
Fumie Horiuchi
Norimi Takata
Takeshi anigawa

Sleep-disordered breathing and
health-related quality of life
among the Japanese  community
children 

International Paediatric 
Sleep Association 

Manchester,
UK

2012.10. 5
- 7

Ⅳ　学会発表（国際学会）
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Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Eto Hiromi
Fumie Horiuchi
Norimi Takata
Sakurako Tanno
Yasunori Oka

Sleep Habita among Japanese 
Nursery School Children : 
Findinfs from TOON Pediatric 
Sleep Study

International Paediatric 
Sleep Association 

Manchester,
UK

2012.10. 5
- 7

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

中越　利佳　今村　朋子 医療系女子学生の子宮頸がん検
診受診行動とリプロダクティブ
ヘルス意識との関連性について
の基礎的研究

第26回日本助産学会学術集
会

 札幌市 2012. 5. 1
- 2

上野　恭子 Me機器・電気にない中で問わ
れる助産技術
バングラデシュの妊婦健診・出
産に立ち会って

第26回日本助産学会学術集
会

札幌市 2012. 5. 1
- 2

谷村　依里　髙田　律美
山見　　宝　山岡傳一郎

妊娠悪阻と子宮内胎児発育遅延
のある女性の鍼灸治療効果

第63回日本東洋医学会学術
総会

京都府 2012. 6.30
- 7 .1

枝川千鶴子　小田　　慈 乳幼児をもつ母親の子どもへの
ポジティブ・フィードバックの
現状と相互関係

第59回日本小児保健協会学
術集会

 岡山県 2012. 9.27
-29

松居紗也香　森　久美子 産褥早期の母乳育児に対する母
親の思いと母乳育児支援につい
ての事例研究
―母乳レビューを通して―

第53回日本母性衛生学会学
術集会

福岡県 2012.11.16
-17

大石由美子　北原　悦子
高田　律美

初めて母乳育児を行う母親の産
後１か月までの母乳育児に対す
る思いの変化と関連要因

第53回日本母性衛生学会総
会学術術集会

 福岡県 2012.11.16
－17

西田ありさ　枝川千鶴子
大西　真生

保育器内体重モニタを用いた体
重測定の検討－測定値の比較と
包み込み法を用いた体重測定の
効果－

第22回日本新生児看護学会
学術集会

熊本県 2012.11.25
-26

中越　利佳　岡村　絹代
山口　利子

勤労女性の子宮頸がん検診受診
行動ステージと子宮頸がん検診
受診に対する思いについての関
連性

日本看護科学学会学術集会 東京都 2012.11.30
-12. 1
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

井上　明子　石原　留美
松村　惠子

乳幼児虐待をする母親の助産師
に対する肯定的感情と否定的感
情

日本看護研究学会中国・四
国地方会第26回学術集会

鳥取県 2013. 3. 3

石原　留美　井上　明子
松村　惠子

看護専門職者の男性における一
般女性に対する性役割パーソナ
リティ特性の構造

日本看護研究学会中国・四
国地方会第26回学術集会

鳥取県 2013. 3. 3

Ⅴ　学会発表（国内学会）

Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

豊田ゆかり 看護研究Ⅰ　基礎編 公益社団法人愛媛県看護
協会

松山市 2012. 6. 2 看護職 200名

上野　恭子 性教育講演会
「思春期の心とからだ、いの
ち、性感染症について」

福岡市立中学校₈校 福岡市 2012.6.11･28
  11.9･30
  12.3･17×2
2013.2. 4

計8

中学３年生
　約150～250名

その保護者・教員

上野　恭子 性教育講演会
「～思春期の性～男女交際・
性感染症」

福岡市立中学校15校 福岡市 2012.6.28･
       29×2
   7.13×2
   9.18･24
  10. 1
  11.12･19･30
  12. 7･17
2013. 1.18･30

計15 

中学３年生
　約36名～320名

その保護者・教員

上野　恭子 性教育講演会
「いのちの大切さ・性に関す
る講話」

福岡市立中学校14校 福岡市 2012.6.28･
       29×2
   7.13
   9.18×2
     24
     25×2
  10. 1×2
  11.12･19
2013. 3. 1

計14

中学２年生
　約36名～300名

その保護者・教員

上野　恭子 性教育講演会
「思春期のこと」

福岡市立姪浜中学校 福岡市 2013. 1.30 中学１年生 約320名
教員

上野　恭子 性教育講演会
「性と性感染症」

福岡県立福岡工業高等学
校（定時制）

福岡市 2012. 7.13 全学年学生 70名
教員

上野　恭子 性教育講演会
「いのち誕生」

砥部町立広田小学校 砥部町 2012. 9.27 砥部地区３校
５・６年生 13名

教職員
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Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

上野　恭子 性教育講演会
「思春期を考える」

砥部町立砥部中学校 砥部町 2013. 3. 8 中学１年生 約200名
教員

上野　恭子 思春期講演会
「命って素晴らしい～生きる
ということ～」

砥部町立戸部中学校 砥部町 2012. 9.13 中学₂年生 218名
教職員・PTA

北原　悦子 出張授業
「看護師になるためには　そ
の法的側面」

松山西中等高等学校 松山市 2012. 7.25 ₄・₅年生の生徒・
教諭

上野　恭子 助産師として
「助産外来・院内助産の位置」

徳島大学病院キャリア形
成支援センター

徳島市 2012. 8.22 徳島県内勤務助産
師、徳島大学助産
修士学生・教員

上野　恭子 「院内助産」
推進のためのファシリテー
ター

福岡県看護協会 福岡市 2012.11.10 福岡県内勤務助産
師

上野　恭子 院内助産システムの現状、シ
ンポジュウム

「各施設の現状、助産師から
見える課題」

福岡県看護協会 福岡市 2012.11.11 福岡県内勤務助産
師

中越　利佳 母性看護 保健師、助産師、看護師
実習指導者講習会

松山市 2012.11.14 臨地実習指導者

枝川千鶴子 小児看護の基礎 平成24年度愛媛県保健師
助産師看護師等実習指導
者講習会

松山市 2012.11.15 愛媛県内の看護学
実習担当者

北原　悦子 模擬授業
「看護師になるため には

　その法的側面」

宇和島南高等学校 宇和島市 2012.12.14 ₂年生の生徒・教
諭

上野　恭子 助産外来・院内助産における
ケアの実際、これからの助産
師の役割

神奈川県看護協会 横浜市 2013. 1.16 神奈川県内勤務助
産師

中越　利佳 助産師からみた子育て 松前町子育て支援講座　
ママでスクール

松前町 2013. 1.24 妊婦、乳幼児を持
つ母親

豊田ゆかり 第32回愛媛看護研究学会講評 公益社団法人愛媛県看護
協会

松山市 2013. 2.16 看護職 1000名





成人･老年看護学
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Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

岡村　絹代 過疎地における女性独居高齢者
の食生活の構成要素

介護福祉学 19 1 16-25 2012. 4

岡村　絹代　若林　良和 介護予防の観点から元気高齢者
が地域食育システムの担い手と
なる要件
－高齢者食生活改善推進員の活
動の分析から－

日本食育学会誌 6 2 1-9 2012. 4

松井美由紀　乗松　貞子 緑色の照明が人間に及ぼす生理
的・心理的影響

健康心理学研究 25 2 1-9 2012.12

坂下恵美子　西田　佳世 特別養護老人ホームで積極的に
看取りに取り組む看護師の意識
の構造

ホスピスケアと
在宅ケア

20 3 268-274 2012.12

岡村　絹代　秋山　昌江
武村　淳司　守谷　理佐

地域住民の足に関する意識と
フットケアの現状

聖カタリナ大学
研究紀要

25 195-207 2013. 3

Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

小西　　円　中西　純子
西田　佳世

高齢者の睡眠／覚醒判定におけ
るセンサーマット型睡眠計の特
徴と有用性
－アクティグラフとの比較から－

愛媛県立医療技
術大学紀要

9 1 5-9 2012.12

西森　旬恵 摂食・嚥下障害のある脳卒中患
者の自宅退院に影響する要因

愛媛県立医療技
術大学紀要

9 1 11-16 2012.12

岡村　絹代　中越　利佳
則松　良明　山口　利子
大崎　博之

愛媛県内における勤労女性の子
宮頸がん検診受診の現状と課題

愛媛県立医療技
術大学紀要

9 1 23-29 2012.12

岡村　絹代　中越　利佳
則松　良明

20歳代勤労女性の子宮頸がん検
診受診行動と関連要因の検討

四国公衆衛生学
会雑誌

58 1 152-159 2013. 2

嶋田さおり　岡村　絹代 栄養教諭が関わる食育の動向に
関する文献検討

四国公衆衛生学
会雑誌

58 1 184-191 2013. 2

岡村　絹代　嶋田さおり 過疎高齢化地域におけるホーム
ヘルパーの食事づくりの現状か
ら見たヘルパーに対する食教育
支援の検討

日本生活支援学
会誌

2 2 32-42 2013. 3
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著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

嶋田さおり　桑村　光香
西村　栄恵　岡村　絹代
逸見　幾代　若林　良和

栄養教諭を中核とした食育推進
の現状と課題
－愛媛県A町を事例としてー

松山東雲短期大
学研究論集　

43 1 15-22 2013. 3

坂下恵美子　西田　佳世
岡村　絹代

特別養護老人ホームの看取りに
積極的に取り組む看護師・介護
士の意識

南九州看護研究
誌

11 1 1-9 2013. 3

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

岡村　絹代　中越　利佳
則松　良明

若年女性の子宮頸がんに対する
知識および検診受診行動の要因

日本公衆衛生学会 山口市 2012.10.24
-25

西森　旬恵 摂食・嚥下障害のある脳卒中患
者の自宅退院に影響する要因

日本リハビリテーション看
護学会第24回学術大会

大阪府 2012.11.10

松井美由紀　中西　純子
西田　佳世　中平　洋子
小西　　円　西森　旬恵

研修が看護実践の変化につなが
るための要件
－認知症高齢者ケア研修を通し
て－

第32回日本看護科学学会学
術集会

東京 2012.11.30
-12. 1

小西　　円　中西　純子
西田　佳世

高齢者の睡眠状況判定における
センサーマット型睡眠計の有用
性
－アクティグラフとの比較から－

第32回日本看護科学学会学
術集会

東京都 2012.11.30
-12. 1

中越　利佳　岡村　絹代
山口　利子

勤労女性の子宮頸がん検診受診
行動ステージと子宮頸がん検診
受診に対する思いについての関
連性

第32回日本看護科学学会学
術集会

東京都 2012.11.30
-12. 1

中西　純子　菊池留美子
佐藤　福美　杉田　泰子
向井　五月　松岡　君代
横山千津子　光峰　常美

新人看護職員の定着促進に関す
る調査報告

第32回愛媛看護研究学会 松山市 2013. 2.16

Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）
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Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

則松　良明
岡村　絹代

知っていますか？
子宮頸がん検診の大切さを！

愛南町食生活改善推進協
議会研修会

愛南町 2012. 4.27 愛南町食生活改善
推進協議会会員58
名

中西　純子 看護過程の展開（実践） 愛媛県立病院研修会 松山市 2012. 7.18
2012. 8.22
2012. 9.19
2012.10.31
2012.11.22

愛媛県立病院看護
師

中西　純子 実習指導者研修 愛媛県立中央病院研修会 松山市 2012. 7.24 次席＆実習指導者

中西　純子 看護実践能力とその教育 看護技術検討会 松山市 2012. 8.10 愛媛県内の看護教
員

松井美由紀 ①たんの吸引とは
②人工呼吸器と吸引
③救急蘇生法
④吸引で用いる器具器材とそ
のしくみ

⑤たんの吸引に伴うケア
⑥吸引演習・評価

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.17
2012. 8.20
2012. 8.23
2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29

愛媛県内の介護職
員81名

中西　純子 ①たんの吸引や経管栄養の安
全な実施

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.21 愛媛県内の介護職
員81名

山口　利子 ①吸引を受ける利用者家族の
気持ちと対応の理解

②痰の吸引により生じる危
険、事後の安全確認

③吸引演習・評価

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.21
2012. 8.30
2012. 8.31
2012. 9. 1

愛媛県内の介護職
員81名

岡村　絹代 ①経管栄養に必要なケア
②経管栄養演習・評価

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.22
2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29

愛媛県内の介護職
員81名

小西　　円 ①救急蘇生法演習
②吸引演習・評価

平成23年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.23
2012. 8.27
2012. 8.30
2012. 8.31
2012. 9. 1

愛媛県内の介護職
員81名
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

西田　佳世 ①経管栄養を受ける利用者や
家族の気持ち対応の理解

②急変・事故発生時の対応と
事前対策

③経管栄養演習・評価

平成23年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.23
2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29
2012. 9. 1

愛媛県内の介護職
員81名

梶原　理絵 ①経管栄養演習・評価 平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29

愛媛県内の介護職
員81名

西森　旬恵 ①吸引演習・評価 平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象）

砥部町 2012. 8.27
2012. 8.28
2012. 8.29

愛媛県内の介護職
員81名

西田　佳世 高齢者のフットケア
～利用者様の足はどんな足？～

平成24年度看護介護研修
会

松山市 2012. 9.27 仁勇会ケアビレッ
ジ瀬戸風職員（看
護師・介護士）約
30名

松井美由紀 たん吸引の必要なケアの実施
について

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象実地指導者
研修）

砥部町 2012.10. 2 介護職のたん吸引
等の実地指導のあ
たる看護職

西田　佳世
梶原　理絵

経管栄養の必要なケアの実施
について

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（不
特定の者対象実地指導者
研修）

砥部町 2012.10. 2 介護職のたん吸引
等の実地指導のあ
たる看護職

西田　佳世 「看護・介護」記録を見直そ
う！
～専門職としての責務として～

平成24年度看護記録研修 松山市 2012.10. 3
2012.10.10

松山市内A病院
他看護師、介護士
等約110名

則松　良明
岡村　絹代

知っていますか？
子宮頸がん検診の大切さを！

子育て支援センター「こ
あら」育児講座

愛南町 2012.10.12 子育て中の母親20
名

岡村　絹代 高齢社会と介護問題 第32期　いのちの電話後
期電話相談員養成講座

松山市 2012.10.15 愛媛いのちの電話
ボランティア相談
員30名

中西　純子 臨床実習指導の原理と実際 平成24年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2012.11. 1
2012.11. 8
2012.11.13

愛媛県内の実習指
導者

Ⅵ　講　　演
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

中西　純子 基礎教育における臨床実践能
力の習得状況

平成24年度新人看護職員
研修責任者研修会

松山市 2012.11.12
2012.11.30

県内の新人看護
職員研修責任者&
実施担当者

西田　佳世 老年看護学 平成24年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2012.11.19
2012.11.28
2012.12. 3
2012.12. 4

愛媛県内の看護専
門職者約40名

中西　純子 高次脳機能障害の理解と看護 平成43年度全国回復期リ
ハビリテーション病棟連
絡協議会主催回復期リハ
看護認定コース

東京都 2012.11.21 回復期リハビリ
テーション病棟看
護師

西田　佳世 経管栄養を必要とする重度障
害児・者等の障害および支援
緊急時の対応および危険防止
経管栄養の手順、留意点演習

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（特
定の者対象）

砥部町 2013. 1. 7
2013. 1. 8

愛媛県内の在宅で
ケアする介護職10
名とその指導看護
師４名

岡村　絹代 経管栄養を必要とする重度障
害児・者等の障害および支援
緊急時の対応および危険防止

（演習指導）

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（特
定の者対象）

砥部町 2013. 1. 8 愛媛県内の在宅で
ケアする介護職10
名とその指導看護
師₄名

梶原　理絵 経管栄養を必要とする重度障
害児・者等の障害および支援
緊急時の対応および危険防止

（演習指導）

平成24年度愛媛県介護職
員等によるたんの吸引等
の実施のための研修（特
定の者対象）

砥部町 2013. 1. 8 愛媛県内の在宅で
ケアする介護職10
名とその指導看護
師₄名

西田　佳世 「高齢」ってこうなんだ！
体験して知る転倒・転落ゼロ
への近道

平成24年度地域特性研修
プログラム（宇摩・新居
浜・西条圏域）

新居浜市 2013. 1.12 東予地域の看護協
会員約30名

山口　利子 看護記録 松山市民病院看護部研修
会

松山市 2013. 2.13
2013. 3. 5

看護師

岡村　絹代 生活習慣病に必要な食事の知
識
－薄味でバランスのとれた食
事を－ 

愛南町食育推進事業　訪
問介護員に対する食育講
座

愛南町 2013. 3. 2 愛南町の訪問介護
員20名

山口　利子 看護研究発表会講評 村上記念病院看護研究発
表会

西条市 2013. 3. 9 看護師

岡村　絹代 フットケアを学ぼう 愛媛県在宅介護研修セン
ター

松山市 2013. 3.18 県内の看護師、介
護士20名

Ⅵ　講　　演
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Ⅶ　その他の報告

著　　者　　名 題　　　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月日

岡村　絹代 施設入所者の観察ポイント
と看護記録の書き方（₉）
運動器系疾患を持つ高齢者

施設ケアプランと記
録の教室

 9 5 105-110 2012. 5.20

岡村　絹代 施設入所者の観察ポイント
と看護記録の書き方（10）
長期臥床状態にある要介護
高齢者

施設ケアプランと記
録の教室

 9 6 101-105 2012. 7.20

岡村　絹代 施設入所者の観察ポイント
と看護記録の書き方（11）
感染症のある要介護高齢者

高齢者安心安全ケア
実践と記録　

 10 1 93-96 2012. 9.20

岡村　絹代 施設入所者の観察ポイント
と看護記録の書き方（12）
足病変のある要介護高齢者

高齢者安心安全ケア
実践と記録　

 10 2 84-88 2012.11.20

岡村　絹代 施設入所者の観察ポイント
と看護記録の書き方（13）
慢性心不全のある要介護高
齢者

高齢者安心安全ケア
実践と記録　

 10 3 75-79 2013. 1.20

岡村　絹代 施設入所者の観察ポイント
と看護記録の書き方（14）
認知症のある要介護高齢者

高齢者安心安全ケア
実践と記録　

 10 4 86-89 2013. 3.20



基 礎 検 査 学
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

森田　耕司　柴田　明佳
香取　尚美　邑岡　麻子
石田　洋一　松浦　　充
今西麻樹子　金子　博司
千田　俊夫　北尾　孝司

微生物検査学実習書 2012. 6.25 医歯薬出版株式会社 119-127
168-169

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Tadashi SOFUE
Hideyasu KIYOMOTO
Hiroyuki KOBORI
Hiroyuki OHSAKI
Hirofumi HITOMI
Melvin R. HAYDEN 
Adam WHALEY-CONNELL
James R. SOWERS
Sadayoshi ITO
Masakazu KOHNO
Akira NISHIYAMA

Early Treatment With Olmesartan
Prevents Juxtamedullary Glomerular
Podocyte Injury and the Onset 
of Microalbuminuria in Type 2 
Diabetic Rats.

American 
Journal of 
Hypertension

25 5 604-611 2012. 5

岡村　法宜 重力変化が上腕動脈系の₃要素
モデルにおよぼす影響

愛媛県立医療技
術大学紀要

9 1 1-4 2012.12

Hiroyuki OHSAKI
Takashi HIROUCHI
Naho HAYASHI
Erina OKANOUE
Masahiko OHARA
Naoto KURODA
Eiichiro HIRAKAWA
Yoshiaki NORIMATSU

Diagnostic value of urine erythrocyte 
morphology in the detection of 
glomerular disease in SurePath? 
liquid-based cytology compared with 
fresh urine sediment examination

Cytopathology 24 1 52-57 2013. 2

北尾　孝司　石丸　美架
喜井悠里子　髙田　智世

市販鶏肉および腸管感染症患者
から分離されたCampylobacter 
jejuni の関連性についての検討

愛媛県臨床検査
技師会誌

32 11-15 2013. 3

此上　武典　大﨑　博之
山村　展央　則松　良明
日野　香織

尿中に多数の尿細管上皮細胞が
出現した小児ネフローゼ症候群
の１例
－尿細胞診における尿細管上皮
細胞の経時的出現動態変化につ
いて－

愛媛県臨床検査
技師会誌

32 107-109 2013. 3
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Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Hiroyuki OHSAKI
Takashi HIROUCHI
Naho HAYASHI
Erina OKANOUE
Masahiko OHARA
Naoto KURODA
Eiichiro HIRAKAWA
Yoshiaki NORIMATSU

Diagnost ic value of urine 
erythrocytes morphology in 
SurePathTM l iqu id -based 
cytology.

37th European Congress 
of Cytology

Dubrovnik, 
Croatia 

2012. 9.30
-10. 3

Terutaka SAGAWA
Mariko OKADA

Development of ABO and 
Lewis typing by enzyme-linked 
immunosorbent asssay for 
disaster

The 12th International 
Congress of the Asian 
Society of Clinical Pathology 
and Laboratory Medicine

Kyoto 2012.11.29
-12. 1

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

大﨑　博之　弘内　　岳
則松　良明　平川栄一郎
小原　昌彦　黒田　直人

SurePath法で作製した尿細胞
診標本中の赤血球形態の意義に
ついて

第53回日本臨床細胞学会総
会

千葉市 2012. 6. 1
- 3

佐川　輝高 科目の新たな構造化の試み 第₇回日本臨床検査学教育
学学術大会

名古屋市 2012. 8.22
-24

青木　光子　相原ひろみ
野島　一雄　野本百合子
門田　成治　宮越由紀子

ボディメカニクスと補助用具の
活用による床上移動援助動作時
の筋電図変化

第11回日本看護時術学会 福岡市 2012. 9.16
-17

相原ひろみ　青木　光子
野島　一雄　野本百合子
門田　成治　宮越由紀子

ボディメカニクスと補助用具の
活用による床上移動援助動作時
の動作軌跡の変化

第11回日本看護時術学会 福岡市 2012. 9.16
-17

大﨑　博之　香川　昭博
則松　良明　平川栄一郎
横下佐矢加　香川　和三
中村　宗夫

鼠径部リンパ節に発生した Sinus
histiocytosis with massive 
lymphadenopathy （Rosai -
Dorfman disease） の１例

第51回日本臨床細胞学会秋
期大会

新潟市 2012.11. 8
-10

平川栄一郎　三木友香理
大﨑　博之　石川　雅士
坂東　健次　野間　勝之
矢　野好人　香月奈穂美
林　　俊哲　渋谷　信介

体腔液中における消化器癌細胞
のEGFRとp53の発現

第51回日本臨床細胞学会秋
期大会

新潟市 2012.11. 8
-10

佐川　輝高　岡田眞理子 ELSAを用いたABH抗原分泌
型・非分泌型判定法の検討

第59回日本臨床検査医学会
学術集会

京都府 2012.11.29
-12. 2
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Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

北尾　孝司 基質特異性拡張型βラクタマー
ゼ産生大腸菌のヒトへの侵入経
路についての調査研究

第28回日本環境感染学会 横浜市 2013. 3. 1
- 2

野島　一雄　高田　智世
升野　博志

低濃度のビスフェノールAの慢
性投与でラットの自発行動は増
加する

第90回日本生理学会大会 東京都 2013. 3.27
-29

Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

大﨑　博之 尿沈渣・尿細胞診の見方とそ
のポイント

㈳高知県臨床検査技師会
東部地区勉強会

安芸市 2012. 6.20 高知県臨床検査技
師会会員

佐川　輝高 抗原抗体反応 松山北高校出前授業 松山市 2012. 7. 5 高校生

佐川　輝高 みじかなもので電気をつくっ
てみよう

砥部町広田地区事業 砥部町 2012. 7.25 広田地区の子供・
保護者

佐川　輝高 手羽先から学ぶ骨と筋肉と恐
竜のひみつ

青少年のための科学の祭
典全国大会

東京 2012. 7.28
-29

日本およびアジア
地域の子ども・保
護者・教育関係者・
一般

大﨑　博之 泌尿器の細胞像 ㈳福岡県臨床検査技師会
筑後支部形態学検査分野
研修会

久留米市 2012. 8. 5 福岡県臨床検査技
師会会員

佐川　輝高
加藤　徳雄

空とぶおもちゃ 子どもゆめ基金体験活動
事業

砥部町 2012. 8. 5 砥部町の子ども・
保護者

佐川　輝高
加藤　徳雄

真空って，なに？ 子どもゆめ基金体験活動
事業

砥部町 2012. 8. 7 砥部町の子ども・
保護者

佐川　輝高
加藤　徳雄

生物エネルギー 子どもゆめ基金体験活動
事業

砥部町 2012. 8.17 砥部町の子ども・
保護者

佐川　輝高
加藤　徳雄

作用反作用 子どもゆめ基金体験活動
事業

砥部町 2012. 8.19 砥部町の子ども・
保護者
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講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

佐川　輝高
加藤　徳雄

静電気や燃料電池を感じよう 子どもゆめ基金体験活動
事業

砥部町 2012. 8.21 砥部町の子ども・
保護者

大﨑　博之 泌尿器細胞診を理解するため
に

㈳愛媛県臨床検査技師会
南予支部研修会

八幡浜市 2012. 9.22 愛媛県臨床検査技
師会会員

佐川　輝高 手羽先で学ぶ筋肉と恐竜 青少年のための科学の祭
典松山大会

松山市 2012.11. 3
- 4

一般

大﨑　博之 反応性尿細管上皮細胞の形態
学的・免疫細胞化学的特徴に
ついて

一般検査セミナー 2012 
EIKEN

東京都 2012.12. 1 関東地区の臨床検
査技師・医師

Ⅶ　その他の報告

著　　者　　名 題　　　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月日

佐川　輝高　加藤　徳雄 平成24年度子どもゆめ基金
助成金活動報告書

2012. 9

Ⅵ　講　　演
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Ⅰ　著　　書

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

清水　恵子／編著
則松　良明ほか

子宮内膜細胞診の実際
－臨床から報告様式ま
で－
Ⅴ　構造異型を加味し
た子宮内膜細胞診の
実際

2012. 5  近代出版 38-58

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Kenji YANOH
Yasuo HIRAI
Atsuhiko SAKAMOTO
Daisuke AOKI
Takuya MORITA
Masamichi HIURA
Takaharu YAMAWAKI
Keiko SHIMIZU
Hiroki NAKAYAMA
Hiroshi SASAKI
Tsutomu TABATA
Masatsugu UEDA
Yasuhiro UDAGAWA
Yoshiaki  NORIMATSU

New terminology for intrauterine 
endometrial samples : a group 
study by the Japanese Society of 
Clinical Cytology 

Acta 
Cytologica 

56 4 233-241 2012. 4

Atsushi NAKAMURA
Junichi AIZAWA
Kenshi SAKAYAMA
Teruki KIDANI
Tomoyo TAKATA
Yoshiaki NORIMATSU
Hiromasa MIURA
Hiroshi MASUNO

Genistein inhibits cell invasion 
and motol i ty by inducing 
cell differentiation in murine 
osteosarcoma cell line LM8

BMC Cell 
Biology

13 24
（10pages）

2012. 9

Yoshiaki NORIMATSU
Yumie SHIGEMATSU
Shingo SAKAMOTO
Hiroyuki OHSAKI
Kenji YANOH
Namiki KAWANISHI
Tadao K. KOBAYASHI

Nuclear features in endometrial 
cytology : Comparison of endometrial 
glandular and stromal breakdown 
and endometrioid adenocarcinoma 
grade 1

Diagnostic 
Cytopathology

40 12 1077-1082 2012.12
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著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Yoshiaki NORIMATSU
Yumie SHIGEMATSU
Shingo SAKAMOTO
Hiroyuki OHSAKI
Kenji YANOH
Namiki KAWANISHI
Tadao K. KOBAYASHI

Nuclear characteristics of the 
endometrial cytology: Liquid-
based versus conventional 
preparation. 

Diagnostic 
Cytopathology 

41 2 120-125 2013. 2

岡村　絹代　中越　利佳
則松　良明

20歳代女性の子宮頸がん検診受
診行動と関連要因の検討

四国公衆衛生学
会雑誌

58 1 152-159 2013. 2

則松　良明　大﨑　博之 子 宮 内 膜 細 胞 診 に お け る
PTEN，β-カテニン，p53の免
疫細胞化学所見の検討その₁
 －良性子宮内膜について－

愛媛県臨床検査
技師会誌

32 58 43-48 2013. 3

則松　良明　大﨑　博之 子 宮 内 膜 細 胞 診 に お け る
PTEN，β-カテニン，p53の免
疫細胞化学所見の検討その₂  
－子宮体癌について－

愛媛県臨床検査
技師会誌

32 58 49-53 2013. 3

原田　美香　則松　良明
香田　浩美　實平　悦子

子宮内膜細胞診における従来法
標本とLBC法標本の比較検討 

愛媛県臨床検査
技師会誌

32 58 55-61 2013. 3

則松　良明　坂本　真吾
大﨑　博之　尾崎　　聡
横山　俊朗　清水　恵子
小林　忠男

BDシュアパスTM-LBC標本作
製における自動塗抹法と用手法
での細胞所見に差はあるか?

愛媛県臨床検査
技師会誌

32 58 139-144 2013. 3

高田　智世　森本　千恵 抗肥満物質の卵巣切除ラットに
おける骨代謝への影響

愛媛県臨床検査
技師会誌

32 31-36 2013. 3

Yoshiaki  NORIMATSU
Shingo  SAKAMOTO 
Hiroyuki OHSAKI
SatoruOHSAKI
Toshiro YOKOYAMA
Keiko SHIMIZU
Kenji YANOH
Minoru AKIYAMA
Masamichi BAMBA
Tadao K. KOBAYASHI 

Cytologic Features of the Endometrial 
Adenocarcinoma : Comparison 
of ThinPrep and BD SurePath 
Preparations

Diagnostic 
Cytopathology 

Epub ahead 
of print

Ⅱ　論　　文（原著）
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Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

則松　良明 無排卵周期に伴うendometrial 
glandular and stromal breakdown
の細胞像
－従来法とLBC法の比較－

日本臨床細胞学
会誌

52 2 77-86 2013. 3

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

則松　良明　大﨑　博之 PTEN，β-カテニンおよび p53 
における免疫細胞化学的発現　
その 1
－正常子宮内膜および Endometrial 
glandular and stromal breakdown 
について－

平成24年度愛媛県臨床検査
学会　

松前町 2012. 4.22

則松　良明　大﨑　博之 子宮内膜癌における，PTEN，
β-カテニン，p53の免疫細胞化
学的発現について

平成24年度愛媛県臨床検査
学会　

松前町 2012. 4.22

大西佐知子　長谷川　均
松本　卓也　末盛浩一郎
安川　正貴　佐田　榮司

メソトレキサート治療中皮膚悪
性リンパ腫を合併した関節リウ
マチの₂例

第56回日本リウマチ学会総
会・学術集会

東京都 2012. 4.26
-28

大西佐知子　山之内　純
松本　卓也　石崎　　淳
末盛浩一郎　三好　一宏
佐田　榮司　長谷川　均
安川　正貴 

巨大腫瘤状石灰化と吸収不良症
候群を認めた強皮症の１例

第106回日本内科学会四国
地方会

徳島市 2012. 6.17

佐田　榮司　大西佐知子
松本　卓也　石崎　　淳
末盛浩一郎　安川　正貴
長谷川　均　今井　　浩
渡部　昌平　永井　将弘

子宮頸がんワクチン接種後に発
症した好酸球性筋膜炎の１例

第23回日本リウマチ学会　
中国・四国支部学術集会

宇部市 2012.10.20

松本　卓也　石崎　　淳
大西佐知子　末盛浩一郎
安川　正貴　長谷川　均
宮崎　龍彦　佐田　榮司

血管炎の進展におけるケモカイ
ンCXCL16-CXCR6系の関与と
治療の可能性

第23回日本リウマチ学会　
中国・四国支部学術集会

宇部市 2012.10.20

石崎　　淳　松本　卓也
末盛浩一郎　大西佐知子
三好　一宏　佐田　榮司
安川　正貴　長谷川　均

赤芽球磨を合併した肺多中心性
キャッスルマン病に対しトシリ
ズマブを投与し一例

第23回日本リウマチ学会　
中国・四国支部学術集会

宇部市 2012.10.20
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

高田　智世　北尾　孝司
海老原真弓　山崎　雪恵
吉留　　敬　山本　雄二
宮石　　智

脳脊髄液中および硝子体液中ク
レアチン濃度を利用した死後経
過時間の推定

第29回日本法医学会学術中
四国地方会

高知市 2012.10.20

則松　良明　坂本　真吾
大﨑　博之　尾崎　　聡
横山　俊朗　清水　恵子
矢納　研二　秋山　　稔
馬場　正道　小林　忠男

子宮内膜癌でのLBC法におけ
る細胞像の比較
－ThinPrep vs BD SurePath 
vs TACAS－

第51回日本臨床細胞学会秋
季大会

新潟市 2012.11. 9
-10

則松　良明　大﨑　博之 液状細胞診処理法（LBC）を使
用した子宮内膜細胞診の有用性

第51回日本臨床細胞学会秋
季大会

新潟市 2012.11. 9
-10

原田　美香　香田　浩美
實平　悦子　和仁　洋治
能登原憲司　則松　良明

従来直接塗抹法を使用した子宮
内膜細胞診は有用か？

第51回日本臨床細胞学会秋
季大会

新潟市 2012.11. 9
-10

Ⅴ　学会発表（国内学会）

Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

坂東　史郎 病院における検査室の役割
－血液検査室をモデルとして－

第37回香川県医学検査学
会　特別講演

香川県木
田郡三木
町

2012. 4.22 臨床検査技師
（香川県）

則松　良明
岡村　絹代

知っていますか？
子宮頸がん検診の大切さを!

愛南町食生活改善推進協
議会総会・研修会

愛南町 2012. 4.27 愛南町住民

則松　良明 構造異型を加味した子宮内膜
細胞診の実際

第10回子宮内膜細胞診の
精度保証を考える会　

京都市 2012. 4.28 細胞検査士・医師

則松　良明 BDシュアパス液状処理細胞
診の使用
－子宮内膜－

BDシュアパス内膜ワー
クショップ

東京都 2012. 5.12 細胞検査士・医師

則松　良明 内膜細胞診　LBCについて 愛知県臨床検査技師会 名古屋市 2012. 7.14 細胞検査士・医師

則松　良明 BDシュアパス液状処理細胞
診の使用
－子宮内膜－

BDシュアパス内膜ワー
クショップ

東京都 2012. 8. 5 細胞検査士・医師
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Ⅵ　講　　演

講演者名 演　　　　　題 会 等 の 名 称 開催地 開催年月日 対　象　者

則松　良明 LBCでの婦人科内膜細胞診 茨城県細胞検査士会 つくば市 2012. 9.22 細胞検査士・医師

則松　良明
岡村　絹代

知っていますか？
子宮がん検診の大切さを!

子育て支援センター「こ
あら」育児講座

愛南町 2012.10.12 愛南町住民

則松　良明 BDシュアパス液状処理細胞
診の使用
－子宮内膜－

BDシュアパス内膜ワー
クショップ

神戸市 2012.12. 1 細胞検査士・医師

坂東　史郎 見直してみませんか？
血液検査（特別講演、鏡検実
習）

平成24年度石川県臨床衛
生検査技師会血液研究班
主催　血液形態セミナー

金沢市 2013. 2.16
-17

臨床検査技師
（石川県）

則松　良明 BDシュアパス液状処理細胞
診の使用
－子宮内膜－

BDシュアパス内膜ワー
クショップ

久留米市 2013. 3.23 細胞検査士・医師

坂東　史郎 血液形態検査の基本を振り返
る

技術スキルアップ講座第
₂回血液検査

砥部町 2013. 3.23 臨床検査技師
（愛媛県）

Ⅶ　その他の報告

著　　者　　名 題　　　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月日

安藤　秀実　岸　　孝彦
久保田　浩　坂東　史郎
三島　清司

平成24年度日臨技臨床検査
精度管理調査報告．血液検
査部門
④血液検査サーベイ報告

平成24年度日臨技臨
床検査精度管理調査
報告書

1-94 2013. 1

伊藤　　晃　菅野　和久
宮本　仁志　荒川　　愛
清家　康子　益田　裕子
井上　信行　山村　展央
菅　　成器　川本　　晋
土居　靖和　西宮　達也
西山　政孝

平成24年度愛媛県臨床検査
技師会精度管理報告

平成24年度愛媛県臨
床検査技師会精度管
理報告書

1-146 2013. 3
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