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名　　称　　等 研究代表者 研　究　テ　ー　マ 助成額
平成25年度科学研究費助成金
 （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
ム含む地域連携支援パスの開発

1,300

平成25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25年度科学研究費補助金
（基盤研究C）

岡田ルリ子 皮膚バリア機能を回復する看護方法の開発 2,860

平成25年度科学研究費補助金
（基盤研究C）

西田　佳世 施設でのBPSDに有効なケアのエビデンス
をトランスレートする認知症ケアの構築

3,770

平成25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

715

平成25年度科学研究費補助金
（基盤研究C）

中平　洋子 精神障がい者の家族のFamily Resilienceを
促進するガイドライン作成

1,560

平成25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

520

平成25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25年度科学研究費補助金
（挑戦的萌芽研究）

森　久美子 途上国の子宮内胎児死亡リスクを回避する
ための医療システムの開発

1,950

平成25年度科学研究費補助金 
（若手研究Ｂ）

南　　貴子 生殖補助医療におけるドナーの匿名性廃止の
法制度化と子の出自を知る権利を巡る課題

1,690

平成25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25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～

520

平成25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

650

平成25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もつ
子どものきょうだい支援方法の検討

1,040

平成25年度科学研究費補助金
（基盤研究C）

高田　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

1,560

平成25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 1,040

合　　　　　　　　　　　計  20,345 
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

宮内　清子　野村美千江
豊田ゆかり　田中美延里
鳥居　順子

保健師の基軸をつくる
公衆衛生看護キーワー
ド・ナビ
〔宮内清子　編著〕

2013. 5  株式会社インターメディカル 宮内：2-54，
66-110，135，
153，184-194,
207-211

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 ケアマネジメントの基本的考
え方とそのプロセス

平成25年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅰ｣ 研修
会

松山市 2013. 5.12 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 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25年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

新居浜市 2013. 7.13
2013. 7.14

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 地区診断から始まる保健師の
地区活動

今治保健所管内平成25年
度地域保健保健師研修会

今治市 2013. 7.19 今治保健所管内保
健所・市町保健師

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25年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

宇和島市 2013. 7.20
2013. 7.21

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
25年度訪問看護師養成講
習会

松山市 2013. 7.25
2013. 8. 1

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

宮内　清子 健康づくり計画を保健師活動
に活かしていくために

平成25年度伊予地区保健
師等業務連絡会

松前町 2013. 7.29 中予保健所及び伊
予地区市町で活動
する保健師

宮内　清子 保健医療制度とチーム医療 平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修

砥部町 2013. 8. 5 介護老人福祉施設
などで介護に従事
する介護福祉士等

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

田中美延里　金藤亜希子
奥田　美恵　野村美千江
岡本　玲子　宮内　清子

ポートフォリオ作成支援によっ
て管理期保健師に生じた変化
－キャリア開発の試み－

日本地域看護学
会誌

16 3 75-81 2014. 3
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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 中堅期保健師へ、今伝えたい
こと
～公衆衛生看護活動の原点を
見据えて～

平成25年度愛媛県中堅期
保健師スキルアップ研修

松山市 2013. 8. 6 愛媛県内の保健
所・市町で働く中
堅期保健師

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25年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

松山市 2013. 8.17
2013. 8.18

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 高齢期の健康づくり 平成25年度愛媛県老人ク
ラブ連合会主催 ｢健康づ
くり大学校」

八幡浜市 2013. 8.21 南予地区の老人ク
ラブリーダー

宮内　清子 リーダー研修の意味するも
の、そして、地域リーダーへ
の期待

愛媛県主任介護支援専門
員地域リーダー養成研修

松山市 2013. 8.23 主任介護支援専門
員研修を修了し、
市町村長の推薦を
受けたもの

宮内　清子 介護支援専門員の役割と倫理 平成25年度愛媛県介護支
援専門員 ｢基礎｣ 研修会

松山市 2013. 8.31 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 医療概論 愛媛県消防学校平成25年
度救急科隊員養成課程

松山市 2013.10. 1 愛媛県消防学校　
救急科隊員養成課
程受講者

宮内　清子 統括的な役割を担う保健師の
意義と位置付け

平成25年度西条地方局管
内地域保健保健師等研修
会（管理期）

西条市 2013.11. 6 西条地方局管内
（今治市、西条市、
新居浜市、四国中
央市、上島町）管
理期保健師

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25年度愛媛県主任介
護支援専門員養成研修会

松山市 2013.11. 3
2013.12.14
2013.12.15
2013.12.21
2013.12.22

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 高齢者が活き活きと暮らし続
けることのできるまちづくり

平成25年度松山市石井公
民館主催 ｢人権講座」

松山市 2013.11.19 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 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25年度愛媛県介護支
援専門員実務研修

松山市 2014. 1.11
2014. 1.12
2014. 1.13
2014. 2. 1
2014. 2. 2
2014. 2.11
2014. 2.27
2014. 3. 6
2014. 3.20

愛媛県内の介護支
援専門員資格取得
予定者

宮内　清子 これからの地域保健活動に期
待するもの
～公衆衛生の原点を考える～

平成25年度愛媛県地域保
健研究集会

松山市 2014. 1.16 愛媛県内の保健
所・市町の保健師
等専門職、医師会・
歯科医師会等の関
係団体専門職

宮内　清子 仕事と介護の両立が地域をつ
くる

平成25年度愛媛未来づく
り協働提案事業in南予

西予市 2014. 2.15 南予地区の福祉事
業関係者、行政職、
保健医療福祉専門
職、就労支援関係
者

宮内　清子 講演「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

平成25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 2014. 3. 3 八幡浜保健所管内
の保健所・市町保
健師等

宮内　清子 地区診断から始まる保健師の
地区活動
～実践事例を通して事業の展
開プロセスを検討する～

平成25年度今治保健所管
内地域保健保健師等研修
会

今治市 2014. 3.14 今治保健所管内の
保健所・市町保健
師等

宮内　清子 地域における低出生体重児と
その家族への支援
～地域母子保健活動全体を視
野に考える～

平成25年度愛媛県母子保
健研修会

松山市 2014. 3.18 愛媛県内の保健
所・市町村母子保
健担当保健師・保
育士等

宮内　清子 ①地域リーダー養成研修（地
域別演習）の報告を受けて
の助言・講評

②グループワーク ｢わが町の
主任介護支援専門員の役割
は！」の講評・まとめ

平成25年度主任介護支援
専門員地域リーダー養成
研修

松山市 2014. 3.24 愛媛県内の主任介
護支援専門員地域
リーダー

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

Takehiro Terashita, 
Shouichiro Saito, 
Hiroaki Nabeka, 
Naohito Hato, 
Hiroyuki Wakisaka, 
Tetsuya Shimokawa, 
Naoto Kobayashi, 
Kiyofumi Gyo, Seiji 
Matsuda

Prosaposin-derived peptide 
alleviates ischaemia-induced 
hearing loss

Acta Oto-
Laryngologica

133 5 462-8 2013. 5

澤田　忠幸 協同学習に基づく初年次教育の
取り組みと効果の検証

大学教育学会誌 35 1 116-125 2013. 5

Tetsuya Shimokawa, 
Hiroaki Nabeka, 
Kimiko Yamamiya, 
Hiroyuki Wakisaka, 
Takashi Takeuchi, 
Naoto Kobayashi, 
Seiji Matsuda

Distribution of prosaposin in 
rat lymphatic tissues

Cell Tissue Res 352 3 685-93 2013. 6

南　　貴子 生殖補助医療の法制度化におい
て『取り残された子』の出自を
知る権利
－オーストラリア・ビクトリア
州の新たな試み－

保健医療社会学
論集

24 1 21-30 2013. 7

草薙　康城 愛媛県における子宮がん検診の
現状

愛媛県産婦人会
会報

49 13-15 2013. 8

Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

宮内　清子　野村美千江
豊田ゆかり　田中美延里
鳥居　順子

保健師の基軸をつくる
公衆衛生看護キーワー
ド・ナビ
〔宮内清子　編著〕

2013. 5  インターメディカル 鳥居：334-426

南　　貴子 「配偶子ドナーと家族
の統合をめぐる近未来
の制度設計」、『グロー
バル化時代における生
殖技術と家族形成』
〔日比野由利　編〕

2013.12  日本評論社 180-199
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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

加藤　徳雄 石炭灰からの六価クロム溶出量
予測のための試料調製

分析化学 62 11 1023-1028 2013.11

斎藤　正明　今泉　　洋
石井　吉之　加藤　徳雄
北岡　豪一

全国地下水年代測定のための涵
養降水トリチウム濃度評価

RADIOISOTOPES 62 11 819-826 2013.11

澤田　忠幸 看護師のウェルビーイングとコ
ミットメント・職場の人間関係
との関連性

心理学研究 84 5 468-476 2013.12

石井　吉之　斎藤　正明
今泉　　洋　加藤　徳雄
北岡　豪一

降水、擬似浸透水、地下水のト
リチウム濃度の比較

RADIOISOTOPES 63 2 79-86 2014. 2

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

高橋　惠子　湯川　隆子
青野　篤子　葛西真紀子
澤田　忠幸　小倉千加子

教育の中のジェンダー問題
－実践教育からの提案－

教育心理学年報 52 230-233 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

上田　哲平　鵜久森　徹
富所　雄一　山田　啓之
脇坂　浩之　暁　　清文

耳下腺癌症例の検討 日本耳鼻咽喉科学会 札幌市 2013. 5.15
 -18

澤田　忠幸 初年次教育を通じた学生の変化 大学教育学会第35回大会
（東北大学）

仙台市 2013. 6. 1
 - 2

富所　雄一　鵜久森　徹
脇坂　浩之　渡部　祐司
池田　宜央　壷内　栄治
上田　哲平

下咽頭癌、食道癌合併症例の検
討

第67回日本食道学会 大阪市 2013. 6.13
 -14

鵜久森　徹　富所　雄一
上田　哲平　脇坂　浩之
暁　　清文

食道癌を合併した下咽頭癌の検
討

頭頸部癌学会 東京都 2013. 6.13
 -14
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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

上田　哲平　鵜久森　徹
富所　雄一　山田　啓之
脇坂　浩之　暁　　清文

耳下腺癌における頸部郭清術の
検討

頭頸部癌学会 東京都 2013. 6.13
 -14

山田　龍太　相馬　享之
今泉　　洋　狩野　直樹
斎藤　正明　加藤　徳雄
石井　吉之

台風時の降水中のT動態と各種
イオン動態

アイソト－プ・放射線研究
発表会（第50回）

東京都 2013. 7. 5

南　　貴子 生殖補助医療によってドナーの
匿名性のもとに生まれた子の出
自を知る権利を巡る取り組みと
課題

日本家族社会学会第23回大
会

静岡市 2013. 9. 7
 - 8

澤田　忠幸　松尾浩一郎
橋本　　巌

青年期における情動的“泣き” 
－泣きやすさの傾向および泣く
ことによる心理的変化の性差・
個人差の検討－

日本心理学会第77回大会 札幌市 2013. 9.19
 -21

片岡　憲昭　山田　龍太
相馬　享之　渡辺　　南
今泉　　洋　狩野　直樹
斎藤　正明　加藤　徳雄
石井　吉之

福島県における湖沼のセシウム
並びにトリチウム濃度測定から
見 た福島第一原発事故の影響

日本原子力学会「2013年秋
の大会」

八戸市 2013. 9. 4

加藤　徳雄 石炭灰からの六価クロム溶出量
評価のための試料調製

日本分析化学会第62年会 大阪市 2013. 9.11

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 日本耳鼻咽喉科学会愛媛県
地方部会学術講演会

松山市 2014. 1.20

江上　園子　大野　祥子
澤田　忠幸　神谷　哲司
福丸　由佳　柏木　惠子

〔自主シンポジウム〕
養育者としての意識と性役割観
との融和・相克
－父親・母親の語りから－

日本発達心理学会第25回大
会（京都大学）

京都市 2014. 3.21
 -23

澤田　忠幸　橋本　　巌
松尾浩一郎

青年期における情動的泣きによ
る心理的変化
－共感性およびジェンダーアイ
デンティティとの関連－

日本発達心理学会第25回大
会（京都大学）

京都市 2014. 3.21
 -23
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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

澤田　忠幸 中学生のためのキャリアデザ
イン講座：将来社会人になる
ために今からできること

愛媛県 中高生のための
キャリアデザイン講座

松山市 2013. 6. 6 久谷中学校２年生
99名，教員７名

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 2013. 6.19
 10.16  

保育サポートに興
味のある方約30名

澤田　忠幸 教育評価 平成25年度奈良県専任教
員養成講習会（奈良県看
護協会）

奈良県橿
原市

2013. 7. 2
 - 3

受講生30名

澤田　忠幸 若い力を引き出すために：今
どきの若者の考え方・育て方

平成25年度愛媛県看護連
盟研修会

松山市 2013. 7.20 看護連盟会員・非
会員約100名

加藤　德雄 水と災害 JST科学教室 砥部町 2013. 7.21 小学生とその保護
者

加藤　德雄 鏡を作ってみよう 平成25年度子どもゆめ基
金

砥部町 2013. 7.26 小学生とその保護
者

加藤　德雄 大気を知ろう JST科学教室 砥部町 2013. 7.27 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25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 2013. 8. 6 愛媛県内の介護職
員

脇坂　浩之 消化器系のしくみとはたらき 「平成25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 2013. 8. 8 愛媛県内の介護職
員

加藤　德雄 スライムを作ろう 夏休みキッズひろば 砥部町 2013. 8. 8 小学生とその保護
者

澤田　忠幸
鳥居　順子

地域住民の健康教育に役立つ
協同学習の手法：活動性を高
めるグループワークの活用

愛媛県保健師研修会 砥部町 2013. 8.12 保健師約30名

澤田　忠幸 赤ちゃんの不思議を知って子
育てを楽しもう

今治市社会福祉協議会玉
川支部地域子育てセン
ター子育て講座

今治市 2013. 8.20 ０歳～３歳の子ど
もを持つ母親15名
程度
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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

澤田　忠幸 「授業評価アンケート」を活
用した授業改善

SPODフォーラム2013 松山市 2013. 8.22 大学教員・職員40
名

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 2013. 9.25 生徒希望者約30名

澤田　忠幸 教育心理学 平成25年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2013.10.10
 10.17
 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 2013.10.26 小学生とその保護
者

加藤　德雄 電波と災害 JST科学教室 砥部町 2013.11. 9 小学生とその保護
者

澤田　忠幸 子どもの嘘：幼児期の発達と
の関連から

今治市社会福祉協議会
「子育て講習会（保育レ
ベルアップ講習）」

今治市 2013.11.19 一般希望者約50名

澤田　忠幸 学び合いを通じた初年次教育
の実践

福岡教育大学教育研究所
ＦＤシンポジウム「自校
史教育，地域理解教育を
含む初年次教育の展開」

福岡県宗
像市

2013.11.21 大学教員約40名

鳥居　順子 統計指標の活用法と、評価に
活かすアンケート作成のコツ

平成25年度地域自殺予防
情報センター運営事業に
おけるワーキング部会
（第４回）

松山市 2013.12. 4 中予保健所、管内
市町保健師等

鳥居　順子 模擬授業「健康とリスク」 愛媛県立宇和島南中等教
育学校

宇和島市 2013.12.13 中等教育学校４－
５年生

脇坂　浩之 呼吸、消化、健康状態の把握 「平成25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 2014. 1. 7 愛媛県内の介護職
員

澤田　忠幸 男女が共に働き，子育てがで
きるために

愛媛県警察本部研修会 松山市 2014. 2.12 県警察本部幹部約
50名

草薙　康城 大学講義よりみた思春期の性
教育について

性教育セミナー 松山市 2014. 2.27 看護師・保健師・
教員等約100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

鳥居　順子 女性と喫煙 愛媛県立今治病院院内研
修「禁煙推進に係る研修」

今治市 2014. 3. 4 愛媛県立今治病院
職員他

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 2014. 3. 5 子育て支援に協力
していただける方
約30名

草薙　康城 愛媛県における子宮がん検診
の現状

愛媛県産婦人科医会総会 松山市 2014. 3.29 産婦人科医約150
名

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

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」
科学研究費助成事業（学術
研究助成基金助成金、若手
研究Ｂ　研究期間2011年度
～2012年度）研究成果報告
書

2013. 6

佐川　輝高　加藤　徳雄 平成25年度子どもゆめ基金
助成金活動報告書

2013. 9



基 礎 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

岡田ルリ子　松川　寛二
小林　敏生　宮腰由紀子

片側手浴による皮膚保湿効果 体力科学 62 4 315-321 2013. 8

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

岡田ルリ子　宮腰由紀子
高瀬美由紀　藤井　宝恵

冬季の皮膚乾燥を予防するケア
方法の検討
－皮膚水分量の季節比較－

第39回日本看護研究学会学
術集会

秋田市  2013. 8.22
-23

相原ひろみ　青木　光子
野島　一雄　野本百合子

臨地実習での移動援助技術の実
施頻度と困難さ

日本看護研究学会第39回学
術集会

秋田市 2013. 8.22
-23

徳永なみじ　野本百合子
三好　和子　髙橋ミチ子 
毛利智恵美　森　　尚子

文献に基づく看護技術教育のた
めの看護実践能力の構造化

第44回日本看護学会学術集
会－看護教育－

さいたま市 2013.10. 9
-10

岡田ルリ子　青木　光子 皮膚のバリア機能維持のための
ケア方法の検討
－角質水分量を増加させる皮膚
表面温度の閾値－

第33回日本看護科学学会学
術集会

大阪市 2013.12. 6
- 7

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

相原ひろみ　青木　光子
野島　一雄　野本百合子

移動援助技術の困難度と臨地実
習での実施頻度から
－₁年生と₄年生が感じる困難度
と臨地実習での実施頻度から－

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1 11-16 2013.12

野本百合子　舟島なをみ 現職養護教諭が知覚する学習
ニードの特徴

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1 29-34 2013.12
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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 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 2013. 5.11
2013. 6.22
2013. 8. 3
2014. 2. 1

四国がんセンター
看護職員

青木　光子 看護情報論「文献検索」 平成25年度認定看護管理
者ファーストレベル教育

松山市 2013. 5.18
  

認定看護管理者
ファーストレベル
受講者60名

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25年度愛媛県看護協
会教育研修

松山市 2013. 7. 2 愛媛県内看護職員

相原ひろみ 怪我と身体 JST採択事業「科学で身
につける災害に立ち向か
える力と心」

砥部町 2013. 7.13 幼児・小学生・中
学生と保護者

相原ひろみ
野本百合子

院内看護研究発表会講評 十全総合病院看護研究研
発表会

新居浜市 2013. 7.17 十全総合病院看護
職員

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25年度愛媛県看護協
会訪問看護研修会

松山市 2013. 8. 3 愛媛県内看護職員

野本百合子 「基本研修（講義）」人間と社
会

平成25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 2013. 8. 5 愛媛県内介護職員
等

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25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 2013. 8. 6
2013. 8. 8
2013. 9. 2
2013. 9. 3
2013. 9. 4
2013. 9. 5

愛媛県内介護職員
等

相原ひろみ 「経管栄養とは／注入する内
容に関する知識」「経管栄養
の実施上の留意点」「経管栄
養で用いる器材・器具とその
しくみ」「経営栄養演習」

平成25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 2013. 8. 6
2013. 8. 7
2013. 9. 2
2013. 9. 3
2013. 9. 4
2013. 9. 5

愛媛県内介護職員

相原ひろみ ナース体験「手洗いピカピカ
と包帯まきまき」

夏休みキッズひろば 砥部町 2013. 8. 8 幼児と小学生と保
護者

青木　光子 「基本研修（講義）」報告・記
録「経管栄養演習」

平成25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 2013. 8.20
2013. 8.26
2013. 8.27

愛媛県内介護職員
等
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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

岡田ルリ子 「経管栄養演習」 平成25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 2013. 8.28
2013. 8.29
2013. 9. 2
2013. 9. 3

愛媛県内介護職員
等

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25年度愛媛県看護協
会会員研修

松山市 2013. 8.30 愛媛県内看護職員

相原ひろみ 経管栄養の必要なケアの実施
について

平成25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 2013.10. 3 愛媛県内の実地研
修指導者

野本百合子 実習指導者研修 松山赤十字病院院内研修
会

松山市 2013.10.15 松山赤十字病院看
護職員・看護専門
学校教員

野本百合子 看護論 平成25年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2013.10.18
2013.10.25
2013.10.26
2013.11. 1

愛媛県内看護職員

青木　光子
岡田ルリ子

看護研究講評・指導 平成25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

2013.11. 6
2013.11. 8
2014. 3.24

日赤病院
卒後３年目または
研究指導を希望す
る看護師23名

野本百合子 看護過程の展開（基礎Ⅲ） 平成25年度看護教員研修
（愛媛県立４病院）

松山市 2013.11. 6
2013.11.20
2013.12.11

愛媛県立４病院
看護職員

岡田ルリ子 基礎看護学実習指導の実際 平成25年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2013.11. 7
2013.11.21
2013.11.26
2013.12. 3

愛媛県内看護職員

徳永なみじ シミュレーション研究の原理
～ガニェ・メリル・メーガー～

日本医療教授システム学
会SimFD愛媛学習会

東温市 2013.11.27 日本医療教授シス
テ ム 学 会SimFD
愛媛会員

相原ひろみ 
野本百合子

院内看護研究発表会講評 十全総合病院看護研究研
発表会（最終）

新居浜市 2014. 2. 5 十全総合病院看護
職員

Ⅵ　講　　演





地域･精神看護学
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

宮内　清子　野村美千江
豊田ゆかり　田中美延里
鳥居　順子

保健師の基軸をつくる
公衆衛生看護キーワー
ド・ナビ
〔宮内清子　編著〕

2013.5  インターメディカル 野村：56-65,
136-164, 
212-218,
243-246
田中：165-172,
195-206, 
230-242

窪田　　静 生活環境整備のための
“福祉用具”の使い方
改訂２刷

2013.10  日本看護協会出版会 総監修,4-13,
17-37,40-51,
56-66,89-91,
100-103

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

柴　　珠実 高齢者に対する歩数増加のため
の行動変容プログラムの効果

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1-10 2013.12.31

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

酒井　陽子　安藤　陽子
中島歌与子　小関三千代
野村美千江　宮田　延子
山口　　忍　北岡　英子
松田　宣子　後閑　容子
川本利恵子　村嶋　幸代

保健師国家試験の難易度分析 看護教育 55 1 40-45 2014. 1

田中美延里　金藤亜希子
奥田　美恵　野村美千江
岡本　玲子　宮内　清子

ポートフォリオ作成支援によっ
て管理期保健師に生じた変化
－キャリア開発の試み－

日本地域看護学
会誌

16 3 75-81 2014. 3
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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

中平　洋子　眞野　祥子
岡本眞知子

精神科看護師の自己成長の認識 日本看護研究学会 秋田市 2013. 8.22
 -23

入野　了士　栗原　幸男 医療データから地域住民の健康
状態を模擬する準健常個体コ
ホート抽出法の検討

第31回中国四国医療情報学
研究会

真庭市 2013. 9. 6
 - 7

入野　了士　栗原　幸男 長期健診データベース分析にお
ける検査値データの整合性確保
及び補正についての検討

第72回日本公衆衛生学会総
会

津市 2013.10.23
 -25

入野　了士　栗原　幸男 集約された地域健診データの長
期的な安定性に関する検討

第33回医療情報学連合大会 神戸市 2013.11.21
 -23

松浦　生輝　入野　了士
柴　　珠実　中平　洋子
野村美千江

地域で暮らす精神障害者がス
ポーツ活動へ参加する「フット
サル」体験の意味

四国公衆衛生学会  高知市 2014. 2. 7

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 評価目標（タキソノミー）に
基づく国家試験問題ブラッ
シュアップ

全国保健師教育機関協議
会スキルアップ研修会

東京都 2013. 6. 2 保健師教育課程の
教員

田中美延里 育ち合うOJTにおけるプリ
セプターの役割

平成25年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
前期プリセプター研修

松山市 2013. 7.10 愛媛県内のプリセ
プター保健師

田中美延里 ポートフォリオの特徴と活用
方法
～保健師として成長するため
に～

平成25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 2013. 7.17 愛媛県内の新任期
保健師

奥田　美惠 地域をみるということ 平成25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 2013. 7.17 愛媛県内の新任期
保健師

窪田　　静 「福祉用具の上手な使い方」 大洲市介護保険介護給付
等費用適正化事業
リーダー養成講座

大洲市 2013. 7.17
2013. 8. 7
2013. 9.17
2013.10.18
2013.11. 1
2013. 1.15

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
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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

野村美千江 地域課題の捉え方
～地域のデータの見方と活用
方法

愛媛県地域包括ケア実践
研修（南予地域）

西予市 2013. 7.31 地域包括支援セン
ターほか市町職員
40名

野村美千江 「自組織での実践に向けて」
「保健活動の企画・実践・評
価Ⅰ」

「保健活動の企画・実施・評
価Ⅱ」

平成25年度愛媛県中堅期
保健師スキルアップ研修
会

松山市 2013. 8. 7
2013. 9.27
2013.11.11

愛媛県内の中堅期
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 2013. 8. 8 訪問看護研修「ス
テップ１」受講者
及び聴講者

田中美延里 経管栄養（演習） 平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2013. 8.26
2013. 8.27
2013. 8.28
2013. 8.29

介護職員

中平　洋子 経管栄養 平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2013. 9. 2
2013. 9. 3
2013. 9. 4
2013. 9. 5

介護職員

奥田　美惠
田中美延里

指導体験の共有と工夫点の整
理（演習）

平成25年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
中期プリセプター研修

松山市 2013. 9.18 愛媛県内のプリセ
プター保健師

野村美千江 ヘルスケアシステムの構造 愛媛県認定看護管理者教
育課程ファーストレベル

松山市 2013. 9.20 看護管理者

窪田　　静 福祉用具の活用による環境へ
の適応

愛媛POST勉強会 松山市 2014. 9.27 愛媛県内のセラピ
ストを中心とした
専門職30名

奥田　美惠
田中美延里

地区特性を把握するための気
づき（演習）

平成25年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
中期新任期保健師研修

松山市 2013.11. 7 愛媛県内の新任期
保健師

窪田　　静 在宅看護論 保健師助産師看護師等実
習指導者講習会

松山市 2013.11.19 愛媛県看護協会　
保健師助産師看護
師等実習指導者講
習会受講者
約40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

中平　洋子 精神看護学 平成25年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2013.11.20
2013.11.26
2013.11.29
2013.12. 2

看護職

中平　洋子 家族の力
人と繋がり、理解されるとい
う事

社会福祉法人南風会 砥部町 2013.11.28 精神障害を持つ方
の家族

野村美千江 情報を記録する目的と構成要
素
～対象特性を踏まえたケース
記録～

精神障害者復帰連絡会に
おける保健師学習会

松山市 2013.12.26 保健師30名

野村美千江 仕事に活かす“ウエルネス・
コーチング” 保健師としてと
もに育つために

平成25年度高知県地域保
健従事者人材育成研修

高知市 2014. 1. 8 高知県内の保健師

窪田　　静 ケアサービスの発展のために
必要なこと

なちゅらるハートフルケ
アネットワーク合宿講義

兵庫県 2014. 1. 8 なちゅらるハート
フルケアネット
ワーク所属の専門
職約60名

窪田　　静 窪田静における福祉用具の意
義

高齢生活研究所 京都市 2014. 1. 8 高齢生活研究所お
むつフィッター上
級修了者から専門
職約20名

入野　了士 こうすればうまくいくポート
フォリオ成功の秘訣（ワーク
ショップ）

全国看護セミナー 大分市 2014. 1.18
2014. 1.19

全国の看護職養成
所教育指導者等約
100名

野村美千江 国家試験を通して、教育にお
ける授業評価と到達度評価を
考える

全国保健師教育機関協議
会北海道地区研修

札幌市 2014. 2. 9 北海道地区の保健
師教員

奥田　美惠
田中美延里
入野　了士

気づきを生かすためのアク
ションプラン（演習）

平成25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 2014. 2.19 愛媛県内の新任期
保健師

奥田　美惠
田中美延里
入野　了士

プリセプターの役割を担うこ
とによる学び（演習）

平成25年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
後期プリセプター保健師
研修

松山市 2014. 2.20 愛媛県内のプリセ
プター保健師

入野　了士 ポートフォリオからの情報整
理（ワークショップ）

平成25年度ポートフォリ
オ研修

出雲市 2014. 3. 5 島根県立中央病院
平成25年度新規採
用職員

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 安楽なポジショニング て・あーて総合基礎講座 東京都 2014. 3.29 て・あーて総合基
礎講座受講の看護
師約30名

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

窪田　　静 ノーリフトから始めよう
「全人的褥瘡看護」３つの
軸

WOC Nursing 2 2 20-25 2013. 2





母性･小児看護学
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Ⅰ　著　　書

Ⅱ　論　　文（原著）

Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

岡　　靖哲　堀内　史枝
髙田　律美

最新臨床睡眠医学
－睡眠障害の基礎と臨
床－

2013. 1 日本臨床社 593-600

宮内　清子　野村美千江
豊田ゆかり　田中美延里
鳥居　順子

保健師の基軸をつくる
公衆衛生看護キーワー
ド・ナビ
〔宮内清子　編著〕

2013. 5 インターメディカル 豊田：112-136,
173-183,  
219-229

岡　　靖哲　川崎　由里
清水　洋志　髙田　律美
矢野　奈美

検査診断学への展望 2013. 6 南江堂 541-548

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

中越　利佳　岡村　絹代
則松　良明

20歳代勤労女性の子宮頸がん関
心受診の行動変容ステージと関
連要因
－リプロダクティブヘルス意
識、セクシャリティとの関連性
から－

母性衛生学会誌 54 1 164-172 2013. 4

井上　明子　石原　留美
松村　惠子

助産師による乳幼児虐待予防に
向けた支援の検討

香川母性衛生学
会誌

13 1 27-32 2013.11

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

中越　利佳　森　久美子
上野　恭子　今村　朋子
高田　律美　井上　明子
北原　悦子　田中　祐子
野村亜由美　城宝　　環

「国際助産活動論」の授業評価
と今後の課題

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1 17-22 2013.12
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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

Yasunori Oka
Norimi Takata
Fumie Horiuchi

Effectiveness and Tolerability 
of Rotigotine Transdermal Patch 
for theTreatment of Childhood 
Restless Legs Syndrome

Seventh Bi-Annual
Conference on Pediatric 
Sleep Medicine

Florida 2013. 7-10

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

中越　利佳 20歳代勤労女性の子宮頸がん検
診受診行動ステージと心理的要
因の検討

第27回日本助産学会学術集
会

金沢市 2013. 5. 1
 - 2

井上　明子　石原　留美
松村　惠子

乳幼児虐待予防に向けた助産師
による支援の検討

第27回日本助産学会学術集
会

金沢市 2013. 5. 1
 - 2

石原　留美　井上　明子
松村　惠子

女性看護専門職者の一般男性に
対する性役割パーソナリティー
認識の特徴

第27回日本助産学会学術集
会

金沢市 2013. 5. 1
 - 2

森　久美子　高田　律美
岡　　靖哲

途上国における小学校教諭によ
る子どもへの衛生指導の実態

第45回中四国学校保健学会 高松市 2013. 6.23

枝川千鶴子　豊田ゆかり
藤原紀世子　山下　秩子
矢野　　薫

医療的ケアの必要な子どもに看
護師が退院前から継続して実施
したコーディネイトの実際

日本小児看護学会第23回学
術集会

高知市 2013. 7.13
 -14

北原　悦子 臨地実習における看護学生の
「看護管理」に関する認識の検討

第17回日本看護管理学会学
術集会

東京都 2013. 8.24
 -25

中越　利佳　森　久美子
田中　祐子　野村亜由美
城　　宝環

国際性を備えた助産師教育の現
状と課題

国際看護研究会第16回学術
集会

横浜市 2013. 9.14

祖父江育子　枝川千鶴子 シングルマザーの病児・病後児
保育の有益性と課題

第60回日本小児保健協会学
術集会

東京都 2013. 9.26
 -28

北原　悦子　高田　律美 看護学生が体験した「よい教育」
とその後の自分の行動や看護へ
の活用の検討

第33回日本看護科学学会学
術集会

大阪市 2013.12. 5
 - 6

枝川千鶴子　豊田ゆかり
藤原紀世子

在宅生活を継続した家族の自己
決定に関連した要因
－重度障害のある子どもを成人
期まで育てた１事例より－

第33回日本看護科学学会学
術集会

大阪市 2013.12. 6
 - 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

中越　利佳　岡村　絹代 20歳代女性の子宮頸がんに関す
る認知と子宮頸がん検診受診行
動ステージ
－勤労女性と女子学生の比較か
ら－

第33回日本看護科学学会学
術集会

大阪市 2013.12. 6
 - 7

中越　利佳　森　久美子
上野　恭子　北原　悦子
高田　律美　井上　明子

国際助産活動論の演習にクロス
ロードゲームを取り入れること
による学習効果
－講義振り返りシートの分析か
ら－

第27回看護研究学会中国四
国地方会学術集会

砥部町 2014. 3. 9

大垣　英奈　北原　悦子
髙田　律美　井上　明子
中越　利佳　森　久美子

出産満足感に影響するバースプ
ラン作成の意義に関する文献検
討

第27回看護研究学会中国四
国地方会学術集会

砥部町 2014. 3. 9

森　久美子　高田　律美
北原　悦子　井上　明子

未熟児を育てる母親の出産後
₁ヶ月までの生活実態調査

第27回看護研究学会中国四
国地方会学術集会

砥部町 2014. 3. 9

野村　佳代　豊田ゆかり
枝川千鶴子

医療的ケアの必要な子どもの就
園・就学に向けた支援
－ICFによる情報整理の試み－

第18回日本在宅ケア学会学
術集会

東京都 2014. 3.15
 -16

福井　　希　豊田ゆかり 医療的ケアを必要とする子供の
児童デイサービスの利用による
発達の変化

第18回日本在宅ケア学会学
術集会

東京都 2014. 3.15
 -16

田中　麻貴　豊田ゆかり
藤原紀世子

訪問看護師がとらえた留守番看
護が患児のきょうだいや母親に
もたらす影響

第18回日本在宅ケア学会学
術集会

東京都 2014. 3.15
 -16

中越　利佳 20歳代女性の子宮頸がん検診受
診行動ステージにおける子宮頸
がん認知と心理的特徴および望
ましい検診受診環境について

第28回日本助産学会学術集
会

長崎市 2014. 3.22
 -23
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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 心身の健康について
いのちの尊さを学ぶ

新田青雲中等教育学校前
期課程

松山市 2013. 4.18 新田青雲中等教育
学校１年生から３
年生（中学１年か
ら３年生）と教職
員

北原　悦子 模擬授業・大学説明会 済美高校 松山市 2013. 4.19 済美高校希望者

上野　恭子 いのちの伝え方・育み方
～あなたのいのち誰のもの

「県民公開講演」

第27回日本助産学会学術
集会

金沢市 2013. 5. 1
 - 2

日本助産学会員お
よび県民

上野　恭子 いのちの教育 福岡市内中学校 福岡市 2013. 5 
 -2014. 3

福岡市内中学１年
生２校，中学２年
生17校，中学３年
生23校

中越　利佳 心身の健康について
いのちの尊さを学ぶ

新田青雲中等教育学校後
期課程

松山市 2013. 5.31 新田青雲中等教育
学校４年生から６
年生（高校１年か
ら３年生）と教職
員

中越　利佳 いのちのバトン
中学生のあなたに知ってほし
いこと

松山市立西中学校 松山市 2013. 7.17 松山市立西中学校
３年生と教職員

上野　恭子 思春期教室 砥部町立砥部中学校 砥部町 2013. 7.17 中学３年生と教職
員

北原　悦子 模擬授業・大学説明会 松山中央高校 松山市 2013. 7.31 生徒45名
教員２名

北原　悦子 喀痰吸引や経管栄養の安全な
実施

平成25年度愛媛県介護職
員等によるたん吸引等の
実施のための研修（不特
定の者対象）

砥部町 2013. 8. 5 愛媛県内の介護職
員

枝川千鶴子 ①子どもの吸引について
②吸引に関係する呼吸器系の
感染と予防

③子どもの経鼻栄養について
④経管栄養に関係する感染と
予防

⑤吸引演習・評価

平成25年度愛媛県介護職
員等によるたん吸引等の
実施のための研修（不特
定の者対象）

砥部町 2013. 8. 7
2013. 8.20
2013. 8.26
2013. 8.27
2013. 8.28
2013. 8.29

愛媛県内の介護職
員

上野　恭子 性感染症・妊娠出産 愛媛県中予保健所健康増
進課エイズ対策促進事業

東温市 2013.10. 3 東温高等学校全校
生942名
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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 性感染症・妊娠出産 愛媛県中予保健所健康増
進課エイズ対策促進事業

松前町 2013.10. 8 伊予農業高校１年
生全員

枝川千鶴子 子どもの成長発達と生活習慣
について

松山市立味生第二小学校
保護者対象講演会

松山市 2013.10. 9 小学校入学予定の
保護者・小学校教
職員

上野　恭子 平成25年度子どもと本の出会
い推進事業ブックトーク

愛媛県立図書館　愛媛医
療技術大学地域考慮緒セ
ンター

愛媛県立
今治北高
等学校大
三島分校

2013.10.16 愛媛県立今治北高
等学校大三島分校

上野　恭子 思春期教室 砥部町立玉谷小学校 砥部町 2013.10.30 小学５・６年生と
教職員

上野　恭子 思春期教室 砥部町立麻生小学校 砥部町 2013.11.11 小学５年生と教職
員

枝川千鶴子 子どもの育ちを支え、子ども
と家族に寄り添う看護

県立北条高等学校
大学模擬講義

松山市 2013.11.14 北条高等学校２年
次生

中越　利佳 母性看護学 平成25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 2013.11.19 愛媛県内の看護学
実習指導者

枝川千鶴子 小児看護学 平成25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 2013.11.19
2013.11.22
2013.11.28
2013.12. 3

愛媛県内の看護学
実習指導者

上野　恭子 思春期教室 砥部町立砥部中学校 砥部町 2013.11.27 中学２年生と教職
員

北原　悦子 看護への道・ナイチンゲール 伊予北中学校 伊予郡 2013.11.30 １，２，３学年全員
教員全員、保護者
10名

上野　恭子 いのちの勉強会 円ブリオえひめ 松山市 2013.12. 1 愛媛県内希望者

枝川千鶴子 たん吸引を必要とする重度障
害児・者等の障害および支援

平成25年度愛媛県介護職
員等によるたん吸引等の
実施のための研修（特定
の者対象）

砥部町 2014. 1. 8 愛媛県内の在宅で
ケアする介護職員
および特別支援学
校教員とその指導
看護職者
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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

枝川千鶴子 子どもの生活習慣について 佐礼谷小学校学校保健委
員会・子育て講座　講演
会

伊予郡 2014. 1.22 佐礼谷小学校学校
の教職員、児童と
保護者、校医

今村　朋子 オキシトシン話で盛り上がろ
う！

愛媛助産師会お産グルー
プ学習会講師

松山市 2014. 2.28 愛媛県内の助産師

上野　恭子 性教育とは 愛媛県中予保健所
平成25年度思春期保健ス
キルアップ研修会

砥部町 2014. 3.20 管内の市町保健
師・ 小 学 校、 中
学校、高等学校
養護教諭、教諭・
PTA代表者等思
春期保健対策に携
わる関係者

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

佐藤　香代　松尾　則子
赤峰　陽子　古賀　幸代
上野　恭子　大倉　尚文

院内助産システムの現状 院内助産推進研修
「もっと知ろう‼院
内助産システム」報
告書

26－40 2014. 3



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

島田　美鈴 がんサバイバーのゆらぎに関す
る研究

博士論文
（高知県立大学）

1-113 2013. 6

梶原　理絵　乗松　貞子 背面開放端座位が覚醒度に及ぼ
す影響
－体位と指先圧の有無に着目し
て－

日本プライマリ・
ケア連合学会誌

37 1 5-9 2014. 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

岡村　絹代　奥田　美恵
入野　了士　岡村　法宣
野島　一雄　窪田　志穂
野村美千江

健康運動習慣のある女性高齢者
の歩行能力の現状

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1 23－28 2013.12

岡村　絹代　奥田　美恵
入野　了士　岡村　法宣
野島　一雄　窪田　志穂
野村美千江

運動習慣のある女性高齢者の下
肢の形態および機能の評価と転
倒リスクスコアとの関係

四国公衆衛生学
会雑誌

59 1 141-145 2014. 2

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

Misuzu  SHIMADA
Sawa  FUJITA

A RESEARCH ON THE PROCESS 
OF SETTLING YURAGI AMONG 
CANCER SURVIVORS

17th EAST ASIAN FORUM 
OF NURSING SCHOLARS

Manila 
Philippines  

2014. 2.20
 -21

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

西田　佳世　小高　貴直 認知症の妻を介護する男性介護
者の葛藤と対処（その１）

日本老年看護学会第18回学
術集会

大阪市 2013. 6. 4
 - 7

小高　貴直　西田　佳世 認知症の妻を介護する男性介護
者の葛藤と対処（その２）

日本老年看護学会第18回学
術集会

大阪市 2013. 6. 4
 - 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

林　美登里　梶原　理絵
西田　佳世

食事介助によって食事を摂取す
る際の視聴覚刺激遮断が心身に
及ぼす影響
－高齢者にとって、おいしく、快
適な食事環境を整えるために－

日本老年看護学会第18回学
術集会

大阪市 2013. 6. 4
 - 7

越万　　純　西田　佳世 高齢者施設入所中の要介護高齢
者の転倒予防　足趾間把持力と
の関連

日本老年看護学会第18回学
術集会

大阪市 2013. 6. 4
 - 7

後藤　美季　戸越　優貴
西田　佳世

老年期を生きる高齢女性の中に
ある恋愛観

日本老年看護学会第18回学
術集会

大阪市 2013. 6. 4
 - 7

梶原　理絵 仰臥位からタオルを握った端座
位への姿勢変化が覚醒度に及ぼ
す影響

日本看護技術学会第12回学
術集会

浜松市 2013. 9.14
 -15

小木曽真司　岡村　絹代 過疎高齢化地域で働くホームヘル
パーに対する食教育支援の検討

第21回日本介護福祉学会大
会

熊本県 2013.10.19

大川百合子　坂下恵美子
西田　佳世　岡村　絹代
梶原　理絵　小西　　円
梶田　　賢

看護職の娘とターミナルケアを
経験した高齢配偶者の思い

日本看護研究学会九州・沖
縄地方会第18回学術集会

鹿児島市 2013.11. 2

小西　　円　西田　佳世 施設高齢者の仮眠が日中の活動
性や夜間睡眠に与える影響

第33回日本看護科学学会学
術集会

大阪府 2013.12. 6
 - 7

梶原　理絵 手掌への刺激の相違が覚醒度に
及ぼす影響
－リズムと強さに着目して－

第33回日本看護科学学会学
術集会

大阪府 2013.12. 6
 - 7

西田　佳世　梶原　理絵
岡村　絹代　小西　　円
鐡井　千嘉　大川百合子
坂下恵美子　梶田　　賢

進行がんの告知を受けた老親の
ターミナルケアを通して看護職
である副介護者が抱いた思い

第33回日本看護科学学会学
術集会

大阪市 2013.12. 6
 - 7

島田　美鈴　藤田　佐和 がんサバイバーのゆらぎ 日本がん看護学会 新潟市 2014. 2. 8
 - 9

西森　旬恵　島田　美鈴
中西　純子

慢性期看護論実習における透析
室での学生の学び
－患者理解に焦点をあてて－

日本看護研究学会中国・四
国地方会第27回学術集会

砥部町 2014. 3. 9

梶原　理絵　西田　佳世
岡村　絹代　小西　　円
坂下恵美子　大川百合子
梶田　　賢

進行がんの告知を受けた老親の
ターミナルケアに対する看護職
である副介護者の対処

日本看護研究学会中国・四
国地方会第27回学術集会

砥部町 2014. 3. 9
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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

岡村　絹代 今からできるフットケア
～いつまでも自分の足で歩こ
う！～

平成25年度愛南町食生活
改善推進協議会研修会

愛南町 2013. 5. 1 愛南町食生活改善
推進員70名

西森　旬恵 大学教員の仕事 ようこそ先輩！
働く人に学ぶ20の講座

松山市 2013. 5.24 愛媛県内の中学生

島田　美鈴 看護研究指導 愛媛労災病院看護部研修
会

新居浜市 2013. 7. 4
2014. 1.29

愛媛労災病院看護
職員

松井美由紀 看護過程の展開（実践） 愛媛県立病院看護職員合
同研修

松山市 2013. 8. 5
2013. 8.28
2013. 9.20
2013.10.28

愛媛県立病院看護
師

岡村　絹代 経管栄養に必要なケア 平成25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. 8. 7 愛媛県内の介護職
員

松井美由紀 たんの吸引とは
人工呼吸器と吸引
救急蘇生法
吸引で用いる器具器材とその
しくみ
たんの吸引に伴うケア
吸引演習・評価

平成25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 2013. 8. 8
2013. 8.16
2013. 9. 2
 - 5

愛媛県内の介護職
員

小西　　円 救急蘇生法講義・演習
吸引演習・評価

平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2013. 8. 8
2013. 9. 2
 - 5

愛媛県内の介護職
員

島田　美鈴 吸引を受ける利用者や家族の
気持ちと対応
説明と同意
喀痰吸引により生じる危険
事後の安全確認
吸引演習・評価

平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2013. 8.16
2013. 8.26
 -29

愛媛県内の介護職
員

西田　佳世 急変・事故発生時の対応と事
前対策
経管栄養演習・評価

平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2013. 8.20
2013. 8.26
 -29

愛媛県内の介護職
員

梶原　理絵 経管栄養演習・評価 平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2013. 8.26
 -29

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

西森　旬恵 吸引演習・評価 平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2013. 8.26
 -29

愛媛県内の介護職
員

岡村　絹代 ・老化の理解
・高齢者と健康

介護職員初任者研修 松山市 2013. 9. 7 訪問介護員就職希
望者30名

中西　純子 生活再構築のための支援技術 静岡県「脳卒中リハビリ
テーション看護」認定看
護師教育課程

静岡市 2013. 9.13 認定看護師課程入
学者10名

松井美由紀 危機理論 愛媛県がん看護実践に強
い看護師育成研修会

松山市 2013. 9.27 愛媛県内の看護師

中西　純子 高次脳機能障害の理解と看護 平成25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（第７期）

東京都 2013.10. 3 回復期リハビリ
テーション病棟看
護師

松井美由紀 たん吸引の必要なケアの実施
について

平成25年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）実地研修指導者養成
研修

砥部町 2013.10. 3 介護職のたん吸引
等の実地指導にあ
たる愛媛県内の看
護職

中西　純子 臨床実習指導の原理と実際 平成25年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2013.10.31
2013.11.11
 -12

愛媛県内の看護専
門職者約40名

西田　佳世 老年看護学 平成25年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2013.11.13
2013.11.20
2013.11.27
2013.11.29

愛媛県内の看護専
門職者約40名

島田　美鈴 実習指導：成人看護学 平成25年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2013.11.14
 -12. 5

愛媛県内の看護専
門職者約40名

岡村　絹代 訪問介護員テーマ別技術向上
講習会「介護の質を上げよ
う！介護が見える記録の書き
方、活かし方」

愛媛県社会福祉協議会 松山市 2013.11.19 訪問介護員50名

西田　佳世 経管栄養概説
胃ろう（腸ろう）と経鼻経管栄養
経管栄養のリスク
中止要件
緊急時対応
経管栄養の手順
留意点
経管栄養演習・評価

平成25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 2014. 1. 9 愛媛県内の在宅で
ケアする介護職、
養護学校教員とそ
の指導看護師

Ⅵ　講　　演
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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

梶原　理絵 経管栄養演習・評価 平成25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 2014. 1. 9 愛媛県内の在宅で
ケアする介護職、
養護学校教員とそ
の指導看護師

岡村　絹代 経管栄養演習・評価 平成25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 2014. 1. 9 愛媛県内の在宅で
ケアする介護職、
養護学校教員とそ
の指導看護師

岡村　絹代 今からできるフットケア
～いつまでも自分の足で歩こ
う！～

平成25年度愛南町地域包
括支援センター事業
生活・介護支援サポー
ター、お世話人フォロー
アップ研修会

愛南町 2014. 1.30
2014. 2. 5

愛 南 町 の 生 活・
介護支援サポー
ター、保健師他各
30名

岡村　絹代 介護施設における利用者の尊
厳

済生会松山特別養護老人
ホーム

松山市 2014. 3.14 看護師、介護福祉
士30名

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
せん妄のある要介護高齢者 

高齢者安心安全ケア
実践と記録

 10 5 100-105 2013. 5

岡村　絹代 高齢者施設における看護記
録の書き方と工夫

臨床老年看護  20 4 2-9 2013. 7

西田　佳世 お悩み解決 看護過程Ｑ＆Ａ
自立に向かうきっかけを見
つけましょう

看護学生 61 8 29-31 2013.11





基 礎 検 査 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

Yasuhiro ANDOH
Nisako OGURA
Masashi SATOH
Kentaro SHIMANO
Hironori OKUNO
Satoshi FUJII
Naoki IHIMORI
Koji ESHIMA
Hidekazu TAMAUCHI
Tatsuro OTANI
Yukihito NAKAI
Luc Van KAER
Hiroyuki TSUTSUI
Kazunori ONOE
Kazuya IWABUCHI

Natural ki l ler T cel ls are 
required for lipopolysaccharide- 
mediated enhancement of 
atherosclerosis in apolipoprotein 
E-deficient mice

Immunobiology 218 4 561-569 2013. 4

北尾　孝司　石丸　美架
喜井悠里子　西原　真治
高田　知世　　

ヒトおよび鳥に無から分離された
Extended-spectrum β-lactamase
産生Escherichia coli野関連性に
ついて

医学検査 62 4 407-412 2013. 7

Kazuo NOJIMA
Tomoyo TAKATA
Hiroshi MASUNO

Prolonged exposure to a low-
dose of disphenol A increases 
spontaneous motor activity in 
adult male rats

The Journal of 
Physiological 
Sciences

63 4 311-315 2013. 9

Hiroyuki OHSAKI
Yumie SHIGEMATSU
Satoshi IRINO
Eiichiro HIRAKAWA
Yoshiaki NORIMATSU

Comparison of two l iquid 
preservatives for SurePathTM 
slides prepared from voided 
urine.

Diagnostic
Cytopathology 
（Epub ahead of 
print）

DOI：
10.1002/
dc.23061

2013.11

Satoshi NISHIOKA
Daisuke NAKANO
Kento KITADA
Tadashi SOFUE
Hiroyuki OHSAKI
Kumiko MORIWAKI
Taiga HARA
Koji OHMORI
Masakazu KOHNO
Akira NISHIYAMA

The cyclin-dependent kinase 
inhibitor p21 is essential for 
the beneficial effects of renal 
ischemic preconditioning on 
renal ischemia/reperfusion 
injury in mice.

Kidney 
Internat ional 
（Epub ahead of 
print） 

DOI：
10.1038/
ki.2013.
496

2013.11

大﨑　博之　祖父　江理
河上　和代　則松　良明

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
－Liqid-based cytology を用い
た形態学的・免疫細胞化学的検
討－

腎臓 36 2 134-139 2013.11
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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

岡田眞理子　福岡　史奈
佐川　輝高　櫃本　泰雄

抗フィブロネクチンモノクロー
ナル抗体ＭＯの反応性の検討

生物試料分析 36 5 366-372 2013.12

岡村　絹代　奥田　恵美
入野　了士　岡村　法宜
野島　一雄　窪田　志穂
野村美千江

運動習慣のある女性高齢者の下
肢の形態および機能の評価と転
倒リスクとの関係

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1 23-28 2013.12

橋本　景子　池地　世起
松井　理恵　西岡　美紀
大﨑　博之

小規模施設における尿沈渣疑問
症例コンサルテーションシステ
ムの検討

高知県臨床検査
技師会学術研究
誌「こうち」

43 2 118-121 2014. 1

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

小川亜希子　兼松　秀行
樋尾　勝也　玉内　秀一

動物細胞の生理機能変化による
亜鉛、ニッケルおよびクロム
（IV）の検出への適応と有効金
属濃度

材料とプロセス 26 2 644 2013. 9

玉内　秀一　奥野　広教
岩渕　和也　兼松　秀行
小川亜希子　樋尾　勝也

ヒトマクロファージ様細胞株を
用いたニッケルイオン認識機構
の研究

材料とプロセス 26 2 647 2013. 9

Okuno Hironori
Masatoshi Satoh
Takeuchi Emiko
Ejima Koji
Hidekazu Tamauchi
Iwabuchi Kazuya

The role of immunocompetent 
cells in the development of 
nickel-induced allergic contact 
dermatitis

Annual Meeting 
of the Japanease 
Society for 
Immunology 
Proceedings

42 228 2013.11

岡村　絹代　奥田　美恵
入野　了士　岡村　法宣
野島　一雄　窪田　志穂
野村美千江

健康運動習慣のある女性高齢者
の歩行能力の現状

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1 23-28 2013.12

玉内　秀一　新山　史朗
小茂鳥　潤

生体材料と金属アレルギー 日本材料科学会
誌
材料の科学と工
学

50 6 31-34 2014. 3
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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

Kazuo NOJIMA
Tomoyo TAKATA
Hiroshi MASUNO

Prolonges exposure to a low― 
dose of disphenolo A increases 
spontaneous motor activity in 
adult male

第90回日本生理学会 東京都 2013. 3.27
 -29

橋本　景子　池地　世起
松井　理恵　西岡　美紀
大﨑　博之

小規模施設における尿沈渣疑問
症例コンサルテーションシステ
ムの検討

第32回高知県医学検査学会 高知市 2013. 4.21

北尾　高司　石丸　美架
喜井悠里子

ヒ ト 及 び 食 品 に 由 来 す る
Stenotrophomonas maltophilia
の関連性についての調査研究

第62回医学検査学会 高松市 2013. 5.18
 -19

重松由美恵　大﨑　博之
則松　良明

尿検体における SurePath 法の
保存液について
－CytoRich RedとCytoRich 
Blue の比較－

第54回日本臨床細胞学会総
会

東京都 2013. 5.31
 - 6. 2

相原ひとみ　青木　光子
野島　一雄　野本百合子

臨地実習での移動援助動作技術
の実施頻度と困難さ

日本看護研究会第39会学術
集会

秋田市 2013. 8.22
 -23

佐川　輝高 血液型抗原を用いた考えさせる
実習の検討

第₈回日本臨床検査学教育
学会学術大会会

大阪府 2013. 8.26
 -28

玉内　秀一　奥野　広教
岩渕　和也　兼松　秀行
小川亜希子　樋尾　勝也

ヒトマクロファージ様細胞株を
用いたニッケルイオン認識機構
の研究

日本鉄鋼協会第166回秋季
講演大会

金沢市 2013. 9.17
 -19

小川亜希子　兼松　秀行
樋尾　勝也　玉内　秀一

動物細胞の生理機能変化による
亜鉛、ニッケルおよびクロム
（IV）の検出への適応と有効金
属濃度

日本鉄鋼協会第166回秋季
講演大会

金沢市 2013. 9.17
 -19

岡村　法宣　野島　一雄
岡村　絹代　入野　了士
奥田　恵美　窪田　志穂
野村美千江

高齢者の転倒リスク評価に有用
な簡易補講解析：転倒スコアと
の相関

第72回日本公衆衛生学会 津市 2013.10.23
 -25

佐川　輝孝　岡田眞理子 唾液を用いたELISAによる血
液型判定に於ける抗体による判
定結果の違い

第60回日本臨床検査医学会
学術集会

神戸市 2013.10.30
 -11. 3

此上　武典　大﨑　博之
則松　良明

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

第52回日本臨床細胞学会秋
期大会

大阪府 2013.11. 2
 - 3

Okuno Hironori
Masatoshi Satoh
Takeuchi Emiko
Ejima Koji
Hidekazu Tamauchi
Iwabuchi Kazuya 

The role of immunocompetent 
cells in the development of 
nickel-induced allergic contact 
dermatitis

Annual Meeting of The 
Japanease Society for 
Immunology

千葉市 2013.12.11
 -13
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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25年度子どもゆめ基金
助成金活動報告書

2013. 9

野村美千江　佐川　輝高
加藤　徳雄

平成25年度JST ｢機関活動
支援｣ 運営業務
愛媛県立医療技術大学 
｢250245・科学で身につけ
る災害に立ち向かえる力と
心｣ 終了報告書

2014. 1

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 BD CytoRich による泌尿器
材料のポイント

BD セミナー 東京都 2013. 6. 1 全国の医師・臨床
検査技師

大﨑　博之 中小規模施設における研究の
実践例

Cytopathology Update 
in Kurume University

久留米市 2013.11. 9 九州の医師・臨床
検査技師

大﨑　博之 尿路上皮癌細胞と反応性尿細
管上皮細胞の鑑別

平成25年度大分県細胞診
従事者講習会

大分市 2014. 2.22 大分県の医師・臨
床検査技師

大﨑　博之 尿細管上皮細胞の細胞学的特
徴

第29回大分県臨床細胞学
会学術集会

大分市 2014. 2.23 大分県の医師・臨
床検査技師

大﨑　博之 ギムザ染色による体腔液細胞
診の見方

平成25年度病理細胞研究
班･県立医療技術大学地域
交流センター合同研修会

八幡浜市 2014. 3. 8 南予地域の臨床検
査技師

玉内　秀一 生体材料と金属アレルギー 日本材料科学会第₅回医
用･生体材料分科会講演会 

東京都 2014. 3. 8 大学・企業研究者
及び大学院生

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　則松　良明 SurePath法を用いた尿中podocyte 
の検出と腎疾患

第22回日本臨床細胞学会愛
媛県支部総会

松山市 2014. 1.15

北尾　孝司 Stenotrophomonas maltophiliaの関
連性についての調査研究

第29回環境感染学会 東京都 2014. 2.14
 -15

山崎　　勤　勢家　洋子
岡田真理子　片山　誠一
櫃本　泰雄

Clostridium perfringensの
fibronectin-binding proteinが
認識するIII1-Cを表出する血清
フィブロネクチンcell lysateに
よる好中球遊走抑制 

第24回生物試料分析学会 鈴鹿市 2014. 3. 1
 - 2



生 体 情 報 学
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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

則松　良明 病理と臨床 2013
31巻 臨時増刊号
「細胞診の基本から実
践へ」

2013. 4 文光堂 第₁部 細胞
診 の 基 本，
1.細 胞 診 断
の基本，⑶液
状化検体細胞
診標本作製法 
（p.16-22）

則松　良明 臨床検査 増刊号
第57巻 11号
はじめよう 検査説明
　

2013.10 医学書院 子宮内膜細胞
診もLBC法で
可能ですか?
p1364-1365

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Yoshiaki Norimatsu
Hiroyuki Ohsaki
Kenji Yanoh
Namiki Kawanishi
Tadao K. Kobayashi

Expression of immunoreactivity 
of nuclear findings by p53 
and cyclin a in endometrial 
cytology: Comparison with 
endometrial glandular and 
s t r oma l  b r e a k d own  a n d 
endometrioid adenocarcinoma 
grade 1

Diagnostic 
Cytopathology 

41 4 303-307 2013. 4

中越　利佳　岡村　絹代
則松　良明

20歳代勤労女性の子宮頸がん検
診受診の行動変容ステージと関
連要因
－リプロダクティブヘルス意
識・セクシャリティとの関連性
から－

母性衛生 54 1 164-172 2013. 4

Tomoyo TAKATA 
Takashi KITAO
Satoru MIYAISHI

Relat ionship between post -
mortem interval and creatine 
concentration in vitreous humour 
and cerebrospinal fluid

Australian 
Journal of 
Forensic 
Sciences

46 2 160-165 2013. 7

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

子宮体癌での液状化検体細胞診
₃方法における細胞像の比較

医学検査 62 4 383-390 2013. 7
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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

Yoshiaki Norimatsu
Shingo Sakamoto
Hiroyuki Ohsaki
Satoru Ozaki
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 

41 8 673-681 2013. 8

則松　良明　香川　昭博
大﨑　博之　坂東　史郎

ThinPrep法 で のCytoLyt液 に
よる溶血処理法の検討

医学検査 62 5 597-602 2013. 8

Yoshiaki Norimatsu
Hiroyuki Ohsaki
Hiroshi Masuno
Akihiro Kagawa
Norihiro Teramoto
Tadao K. Kobayashi

The efficacy of cytolyt hemolytic 
action on ThinPrep LBC using 
mouse osteosarcoma cell line 
LM8

Acta Cytologica 58 1 76-82 2014. 2

則松　良明　尾崎　翔子
喜田　有紀　山本　真喜
大﨑　博之　坂東　史郎

LBCにおけるThinPrep®法お
よびSurePathTM法での細胞固
定保存液の検討 

愛媛県臨床検査
技師会誌

33 33-40 2014. 3

Tomoyo TAKATA
Chie MORIMOTO

Raspberry Ketone Promotes the 
Differentiation of C3H10T1/2 
Stem Cells into Osteoblasts

Journal of 
Medicinal Food

17 3 332-338 2014. 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

Yoshiaki Norimatsu
Kenji Yanoh
Tadao K. Kobayashi

Review ;
The Role of Liquid-Based 
Preparation in the Evaluation 
of Endometrial Cytology

Acta Cytologica  57 5 423-435 2013. 9
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Ⅳ　学会発表（国際学会）

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

Yoshiaki Norimatsu Diagnos t i c  va lue  o f  LBC 
preparations in the endometrial 
cytology

18th International Congress 
of Cytology 

Paris 2013. 5.26
 -30

Kenji Yanoh
Yoshiaki Norimatsu

A pilot study to assess the 
sensitivity and specificity of 
surepath endometrial cytology 
with sampling directly from 
the uterine endometrium 

18th International Congress 
of Cytology

Paris 2013. 5.26
 -30

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

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

当院のリウマチ膠原病および血
液疾患におけるＢ型肝炎再活性
化に関する比較検討

第57回日本リウマチ学会総
会・学術集会

京都市 2013. 4.18
 -20

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

Salmonella Enteritidisにより電
撃性紫斑病を来した全身性エリ
テマトーデスの1例

第57回日本リウマチ学会総
会・学術集会

京都市 2013. 4.18
 -20

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

若年性の認知障害を呈した原発
性Sjogren症候群の１例

第108回日本内科学会四国
地方会

高知市 2013. 6. 9

末盛浩一郎　山崎　仁志
松本　卓也　石崎　　淳
大西佐知子　佐田　榮司
長谷川　均

多発性肺結節でメトトレキサー
ト関連リンパ増殖性疾患を発症
した関節リウマチの１例

第40回愛媛リウマチ研究会 松山市 2013. 9.28

則松　良明　香川　昭博
大﨑　博之　寺本　典弘
佐藤　正和　大亀　真一
野河　孝充　松元　　隆
小島　淳美　白山　裕子
竹原　和宏

ThinPrep法 で のCytoLyt液 に
よる溶血処理法の検討

第52日本臨床細胞学会秋期
大会

大阪市 2013.11. 2
 - 3

大西佐知子　山崎　仁志
石崎　　淳　松本　卓也
末盛浩一郎　佐田　榮司
長谷川　均

周期性発熱を認めた全身性エリ
テマトーデスの一例

第24回日本リウマチ学会中
国・四国支部学術集会

米子市 2013.12. 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

山崎　仁志　石崎　　淳
松本　卓也　末森浩一郎
大西佐知子　佐田　榮司
安川　正貴　長谷川　均

妊娠末期に増悪し、リステリア
敗血症を合併したSLEの₁例

第24回日本リウマチ学会中
国・四国支部学術集会

米子市 2013.12. 7

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 子宮内膜細胞診の見方・考え方
－BDシュアパスLBC標本を
中心に－

福岡県臨床検査技師会筑
後地区細胞診病理分野研
修会

久留米市 2013. 7.21 細胞検査士・医師

則松　良明 子宮内膜細胞診の見方・考え方
－BDシュアパスLBC標本を
中心に－

愛媛県臨床検査技師会 松山市 2013. 9. 7 細胞検査士

坂東　史郎 APTT標準化の現状と問題点
－ヘパリンに対する感受性を
中心に－

日本臨床検査自動化学会
第45回大会
第₃回血液検査機器技術
セミナー：凝固検査標準
化の現状

横浜市 2013.10.10 臨床検査技師

則松　良明 子宮内膜細胞診の見方・考え方
－BDシュアパスLBC標本を
中心に－

奈良県立医科大学病理学
教室研究会

奈良市 2014. 1.25 細胞検査士・医師

則松　良明 婦人科内膜の判定方法
OSG式内膜細胞診判定様式に
ついて

福岡県臨床検査技師会筑
後地区細胞診病理分野研
修会

久留米市 2014. 2.23 細胞検査士・医師

坂東　史郎 赤芽球系・巨核球系・間質細
胞の形態学的特徴について

技術スキルアップ講座
第₃回血液検査

砥部町 2014. 3. 1 臨床検査技師
（愛媛県）

則松　良明 子宮内膜細胞診の見方・考え方
－BDシュアパスLBC標本を
中心に－

日本臨床細胞学会宮崎県
支部学術集会

宮崎市 2014. 3. 1
 - 2 

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

大阪市 2014. 3.16 細胞検査士
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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

坂東　史郎 関連学会報告第14回日本検
査血液学会学術集会

臨床検査学教育 5 2 107-108 2013. 9

安藤　秀実　岸　　孝彦
久保田　浩　坂東　史郎
三島　清司　常名　政弘

平成25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25年度日臨技臨
床検査精度管理調査
報告書

1－98 2014. 1

伊藤　　晃　菅野　和久
宮本　仁志　西山　紀子
新家　敏之　益田　裕子
片山　英司　山村　展央
菅　　成器　川本　　晋
土居　靖和　西宮　達也
金並　真吾　高村　好実

平成25年度愛媛県臨床検査
技師会精度管理報告

平成25年度愛媛県臨
床検査技師会精度管
理報告書

1-146 2014. 3
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