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公 的 財 団 研 究 助 成
（平成２６年度）

（単位：千円）

名　　称　　等 研究代表者 研　究　テ　ー　マ 助成額
平成26年度科学研究費補助金
（基盤研究B）

豊田ゆかり 難病疾患患者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

1,300 

平成26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 390

平成26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FamilyResilienceを
促進するガイドライン作成

1,365

平成26年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

越智　百枝 アルコール依存症者の家族への教育支援プ
ログラムの評価研究

1,040

平成26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

910

平成26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

975

平成26年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

枝川千鶴子 医療的ケアを必要とする小児に対する熟練
訪問看護師の技

1,040

平成26年度学術研究助成基金
助成金（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

520

平成26年度学術研究助成基金
助成金（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

585

平成26年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

玉内　秀一 免疫担当細胞制御転写因子から見た金属アレ
ルギー構築機序と表面改質効果

1,716

平成26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26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

910

平成26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

1,300

平成26年度科学研究費補助金
（若手研究Ｂ）

梶原　理絵 背面開放端座位時に手掌へ与える看護介入
プログラムの構築

1,430

平成26年度科学研究費補助金
（若手研究Ｂ）

小西　　円 施設高齢者の生活リズムを整える短時間仮
眠の効果

2,730

合　　　　　　　　　　　計  16,861 





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

編集：中西　純子
　　　石川ふみよ
著者：中西　純子
　　　石川ふみよ
　　　宮内　清子
� 　他25名

成人看護学 ｢リハビリ
テーション看護学」　
第₂版
障害者福祉に係る法改
正、障害者の動向を見
直して一部修正

2015. 1 ヌーヴェル　ヒロカワ� 21-34,
166-178

編集：荒賀　直子
　　　後閑　容子
著者：荒賀　直子
　　　後閑　容子
　　　宮内　清子
� 　他26名

｢公衆衛生看護学．Jp」�
第₄版
法制度改正等を踏まえ
て改定

2015. 3 株式会社インターメディカル� 148-165

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Hirokazu�Uno
Kenji��Kabashima
Mikiko�Tohyama
Takahiro�Watanabe
Koji�Hashimoto
Masafumi�Iijima
Hirohiko�Sueki
Hideki�Watanabe

TNF-alpha�as�a�useful�predictor�of�
human�herpesvirus-6�reactivation�
and�indicator�of�the�disease�process�
in�drug-induced�hypersensitivity�
syndrome�（DIHS）/drug�reaction�
with� eosinophilia� and� systemic�
symptoms�（DRESS）

J�Dermatol�Sci; 74 2 177-179 2014. 4

Kohei�Ogawa
Hironori�Morito
Ayako�Hasegawa
Fumi�Miyagawa
Nobihiko�Kobayashi
Hideki�Watanabe
Hirohiko�Sueki
Mikiko�Tohyama
Koji�Hashimoto
Yoko�Kano
Tetsuo�Shiohara
Kyoko�Ito
Hiroyuki�Fujita
Michiko�Aihara
Hideo�Asada

Elevated� serum� thymus� and�
activation-regulated� chemokine�

（TARC/CCL1 7）� r e l a t e s � t o�
reactivation�of�human�herpesvirus�
6�in�drug�reaction�with�eosinophilia�
and�systemic�symptoms�（DRESS）
/drug-induced� hypersensitivity�
syndrome（DIHS）

Br�J�Dermatol 171 2 425-427 2014. 8
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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

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26年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅰ｣ 研修
会

松山市 2014. 5.11 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 ｢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26年度訪問看護師養
成講習会

松山市 2014. 6.12
2014. 6.19

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 地域における切れ目のない妊
産婦・乳幼児への保健対策を
考える

平成26年度愛媛県母子保
健担当者研修会（第1回）

松山市 2014. 6.23 愛媛県内の保健
所・市町の母子保
健担当保健師

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26年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

宇和島市 2014. 7.12
2014. 7.13

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26年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

新居浜市 2014. 7.26
2014. 7.27

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26年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ｣ 研修
会

松山市 2014. 8.23
2014. 8.24

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 地域における切れ目のない妊
産婦・乳幼児への保健対策を
考える

平成26年度愛媛県母子保
健担当者研修会（第₂回）

松山市 2014. 8.27 愛媛県内の保健
所・市町の母子保
健担当保健師

宮内　清子 介護支援専門員の役割と倫理 平成26年度愛媛県介護支
援専門員 ｢基礎｣ 研修会

松山市 2014. 8.30 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 講演及び実践報告コーディ
ネーター

「地域診断に基づくPDCAの
実践」

平成26年度保健師等ブ
ロック別研修会（中四国
ブロック）

松山市 2014. 9. 5 中四国ブロックの
県・市町村に勤務
する保健師等

宮内　清子 PDCAサイクルに基づく地域
保健活動の展開

平成26年度愛媛県保健
所・市町栄養士等研修会

松山市 2014. 9.19 愛媛県内の保健
所・市町栄養士等
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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

宮内　清子 リーダー研修の意味するもの、
そして、地域リーダーの果た
す役割

八幡浜市保健師・介護支
援専門員等研修会

八幡浜市 2014. 9.22 八幡浜市内の保健
所・市保健師、介
護支援専門員

宮内　清子 医療概論 愛媛県消防学校平成26年
度救急科隊員養成課程

松山市 2014. 9.24 愛媛県消防学校救
急科隊員養成課程
受講者

宮内　清子 地域における切れ目のない妊
産婦・乳幼児への保健対策を
考える

平成26年度愛媛県母子保
健担当者研修会（第３回）

松山市 2014.10.29 愛媛県内の保健
所・市町の母子保
健担当保健師

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26年度愛媛県主任介
護支援専門員養成研修会

松山市 2014.11. 2
2014.12.13
2014.12.14
2014.12.20
2014.12.21

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 シンポジウム
「母子保健の推進と地域づく
り」～地域で子育てを応援し
よう～

平成26年度 ｢健やか親子
21」全国大会

松山市 2014.11.27 全国の母子保健に
関わる保健医療専
門職及び母子保健
推進員等ボラン
ティア関係者

宮内　清子 保健所・市町における統括的
役割を果たす保健師の位置づ
けと課題

平成26年度中予保健所管
内管理期保健師研修会

松山市 2015. 1. 7 中予保健所管内の
保健所・市町の係
長以上の保健師

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・モニ
タリング

平成26年度愛媛県介護支
援専門員実務研修

松山市 2015. 1.10
2015. 1.11
2015. 1.12
2015. 2. 7
2015. 2. 8
2015. 2.11
2015. 2.22
2015. 2.27
2015. 3. 4
2015. 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 地域における切れ目のない妊
産婦・乳幼児への保健対策を
考える

平成26年度愛媛県母子保
健担当者研修会（第４回）

松山市 2015. 1.29 愛媛県内の保健
所・市町の母子保
健担当保健師
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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 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 ｢高齢者の
生活を支えるためにそれぞ
れの立場でできることを考
える」の講評・今後の活動
への示唆

平成26年度主任介護支援
専門員地域リーダー養成
研修

松山市 2015. 2. 4 愛媛県内の主任介
護支援専門員地域
リーダー

宮内　清子 「地域における切れ目のない
妊産婦・乳幼児への保健対策
を考える」活動成果発表会：
講評・今後の活動へのコメン
ト

平成26年度愛媛県母子保
健担当者研修会（第5回）

砥部町 2015. 2.18 愛媛県内の保健
所・市町の母子保
健担当保健師

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26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 2015. 3. 2 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 2015. 3.13 今治保健所管内の
保健所・市町保健
師等



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

南　　貴子 配偶子ドナーの匿名性のもとに
生まれた子の出自を知る権利の
遡及的保障をめぐる課題
－オーストラリア・ビクトリア
州の事例を中心に－

医学哲学　医学
倫理

32 22-32 2014. 9

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50例の臨床的検討 日本耳鼻咽喉科
学会会報

117 9 1188-1193 2014. 9

上田　哲平　鵜久森　徹
富所　雄一　山田　啓之
脇坂　浩之

耳下腺癌における頸部郭清術の
検討

頭頸部癌 40 4 453-458 2014.12

加藤　徳雄 微粉炭の二段燃焼法による石炭
灰からの六価クロム溶出量低減

分析化学 64 2 125-130 2015. 2

Takako�Minami Progress� in� the� Legislation� of�
Assisted�Reproductive�Technology�
in�Victoria,�Australia:�Guaranteeing�
Donor-Conceived�Offspring’s�Right�
to�Know�Their�Origin

Journal�of
Australian�
Studies

28 36-53 2015. 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

脇坂　浩之 化学放射線治療による聴器障害 日本耳鼻咽喉科
学会会報

117 6 840-841 2014. 6

南　　貴子 「出自を知る権利」をいかに保障
するか―発展する生殖補助医療
による新たな「家族の問題」

「シノドス」ウェブ
サイト・ジャーナ
ル

2014. 7

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

Takako�Minami Third�party�assisted�reproduction�
and�the�right�of�donor-conceived�
offspring�to�know�their�origin� in�
Australia

Australian�Studies
Association�of�Japan

Tokyo 2014. 7.26
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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

山田　啓之　脇坂　浩之
羽藤　直人

術後変化に対応し得る人工耳小
骨の開発に関する基礎的検討

第115回日本耳鼻咽喉科学
会総会

福岡市� 2014. 5.14
� -17

鵜久森　徹　脇坂　浩之
富所　雄一　上田　哲平
三谷　壮平　羽藤　直人
暁　　清文

喉頭癌T₂症例に対する放射線
治療多分割照射の有用性につい
て

第38回日本頭頸部癌学会総
会

東京都� 2014. 6.12
� -13

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

加藤　徳雄 シャボン玉液を作ろう 夏休みキッズひろば 砥部町 2014. 8. 7 小学生とその保護
者

加藤　徳雄 シャボン玉液を作ろう 平成26年度子どもゆめ基
金

砥部町 2014. 8. 8 小学生とその保護
者

脇坂　浩之 「介護職員等によるたんの吸
引等の実施のための基本研修

（不特定の者対象）」における
講義および演習の講師、評価

「介護職員等によるたん
の吸引等の実施のための
基本研修（不特定の者対
象）」

本学 2014. 8.13 介護職員

脇坂　浩之 「介護職員等によるたんの吸
引等の実施のための基本研修

（不特定の者対象）」における
講義および演習の講師、評価

「介護職員等によるたん
の吸引等の実施のための
基本研修（不特定の者対
象）」

本学 2014. 8.20 介護職員

草薙　康城 あなたとあなたの大好きな人
の体は誰が守る－性感染症－

エイズ等教育講演会 東温高校 2014.10. 2 高校1年生

脇坂　浩之 「命を守る仕事 ～がん専門医
として～」

平成26年度学校保健委員
会並びに松山市学校保健
会第５支部研修会

松山市立
鴨川中学
校

2014.10. 3 全校生徒、教職員、
保護者、学校医２
名、松山市学校保
健会第５支部所属
保健主事・養護教
諭・保護者

草薙　康城 あなたとあなたの大好きな人
の体は誰が守る－性感染症－

エイズ等教育講演会 伊予農業
高校

2014.10.17 高校1年生

加藤　徳雄 炭で水をきれいにしよう エコハウス「理科実験」 砥部町 2014.10.26 小学生とその保護
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

脇坂　浩之 「介護職員等によるたんの吸
引等の実施のための基本研修

（特定の者対象）」の研修講師

「介護職員等によるたん
の吸引等の実施のための
基本研修（特定の者対
象）」

本学 2014.12.15 介護職員

草薙　康城 あなたとあなたの大好きな人
の体は誰が守る－性感染症－

エイズ等教育講演会 松山南高
校砥部分
校

2015. 2.13 高校3年生

草薙　康城 子宮頸がんとヒトパピローマ
ウイルス－最近の知見－

ヒトパピローマウイルス
感染症予防接種研修会

愛媛県医
師会館

2015. 3.12 愛媛県医師会会員

草薙　康城 子宮頸がん検診の現状 愛媛県産婦人科医会総会 愛媛県医
師会館

2015. 3.28 産婦人科医会会員





基 礎 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

深井喜代子（編）、
徳永なみじ他₅名（共著）

新体系看護学全書
基礎看護学３　基礎看
護技術Ⅱ�第₃版

2014.12 メヂカルフレンド社� 218-232

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

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
学会論文集－看
護教育

10-13 2014.4

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

薬師寺雅俊　森岡　有起
白川　規子　中川真砂美
岩崎　佳乃　野本百合子

がん専門病院の看護経験が浅い
看護師の戸惑い
－看取り期の家族ケアにおいて

中国四国地区国
立病院機構・国
立療養所看護研
究学会誌

10 17-20 2015. 1

西山　夢乃　大森　菜奈
都合　真衣　江口　佳実
永井　千鶴　高須賀ひとみ
宮内　佳子　高岡　菜月
野本百合子

乳房温存術後放射線治療の患者
指導に関する実態調査
効果的な指導への改善に向けて

中国四国地区国
立病院機構・国
立療養所看護研
究学会誌

10 88-91 2015. 1

土居　晴香　大西亜里紗
薄田　梨早　菊地　里佳
富永　由香　福島　美栄
藤岡　紀子　野本百合子

がんの骨転移により病的骨折し
た患者への支援
複数回骨折経験のある患者の回
復過程を振り返って

中国四国地区国
立病院機構・国
立療養所看護研
究学会誌

10 204-207 2015. 1
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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

城賀本晶子　和田　弥生
赤松　公子

二交代制勤務で夜勤を行う看護
師の疲労：勤務前の生活行動と
の関連

日本看護管理学会 松山市� 2014. 8.30

土居　晴香　大西亜里紗
薄田　梨早　菊地　里佳
富永　由香　福島　美栄
藤岡　紀子　野本百合子

がんの骨転移により病的骨折し
た患者への支援
－複数回骨折経験のある患者の
回復過程を振り返って

第10回中国四国地区国立病
院機構・国立療養所看護研
究学会

高松市 2014. 9.20

西山　夢乃　大森　菜奈
都合　真衣　江口　佳実
永井　千鶴　高須賀ひとみ
宮内　佳子　高岡　菜月
野本百合子

乳房温存術後放射線治療の患者
指導に関する実態調査
－効果的な指導への改善に向け
て

第10回中国四国地区国立病
院機構・国立療養所看護研
究学会

高松市 2014. 9.20

薬師寺雅俊　森岡　有起
白川　規子　中川真砂美
岩崎　佳乃　野本百合子

がん専門病院の看護経験が浅い
看護師の戸惑い
－看取り期の家族ケアにおいて

第10回中国四国地区国立病
院機構・国立療養所看護研
究学会

高松市 2014. 9.20

塩崎　真弓　村上　利奈
石川　　唯　西川　真衣
福島　美栄　富永　由香
藤岡　紀子　野本百合子

先輩看護師の清潔援助への効果
的な関わり方
－入浴を希望しない患者への関
わりから

第68回国立病院総合医学会 横浜市� 2014.11.14
� -15

大西　智子　兵頭　静恵
紣谷　和秀　片岡　悦子
小野　妙子　野本百合子

看護師による術直後の疼痛評価
の実際
－全身麻酔を受けた患者に対し
て

第68回国立病院総合医学会 横浜市� 2014.11.14
� -15

中山登志子　舟島なをみ
定廣和香子　横山　京子
松田　安弘　鈴木　美和
野本百合子　山下　暢子
山澄　直美　亀岡　智美

大学院看護学研究科博士後期課
程に在籍する学生の学習経験の
解明
－博士論文作成過程に焦点を当
てて

日本看護科学学会第34回学
術集会

名古屋市 2014.11.29
� -30

野本百合子　永井さつき （委員会活動報告）
「愛媛県看護協会が主催する研
究会の活用に向けて」
「愛媛県看護協会研修会のキャ
リア開発ラダーへの活用を試み
て」

第34回愛媛看護研究学会 松山市 2015. 2.10
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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 2014. 4.24
2014. 6. 3
2014. 6. 5
2014. 6. 6
2014.12.11
2014.12.16
2014.12.18
2015. 2. 7

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26年度認定看護管理
者ファーストレベル教育

松山市 2014. 5.10
2014. 9. 6

認定看護管理者
ファーストレベル
受講者

相原ひろみ 看護研究研修 平成26年度十全総合病院
看護研究研修

新居浜市 2014. 5.15
2014. 7.10
2014. 8.12
2014.10. 8
2014.11. 5
2014.12.10
2015. 1. 6
2015. 2. 3
2015. 3.18

十全総合病院看護
職員

岡田ルリ子 看護研究研修 平成26年度十全総合病院
看護研究研修

新居浜市 2014. 5.15
2014. 6.12
2014. 9. 4
2014.10. 8
2014.12.10
2015. 1. 6
2015. 2. 3
2015. 3.18

十全総合病院看護
職員

徳永なみじ 「看護研究Ⅱ」（基礎編）
－量的データの収集方法と分
析方法－

平成26年度看護協会会員
教育

松山市 2014. 6.19 愛媛県下看護職員

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26年度愛媛県看護協
会訪問看護研修会

松山市 2014. 7.19 愛媛県下看護職員

相原ひろみ ナース体験「手洗いピカピカ
と聴診器でもしもし・おむつ
をかえよう」

夏休みキッズひろば 砥部町 2014. 8. 7 幼児と小学生と保
護者

野本百合子 「人間と社会」 平成26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 2014. 8. 8 愛媛県下介護職員
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

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26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 2014. 8.13
2014. 8.20
2014. 9. 1
2014. 9. 2
2014. 9. 3
2014. 9. 4

愛媛県下介護職員
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」

平成26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 2014.8.13
2014.8.14

愛媛県内の介護職
員

青木　光子 「基本研修（講義）」報告・記録
「経管栄養演習」

平成26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 2014. 8.22
2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 8.28
2014. 8.29

愛媛県下介護職員
等

岡田ルリ子 「一般生活に看護の技術を取
り込んでいこう」

上浮穴高校出張講義 上浮穴郡
久万高原
町

2014. 8.22 上浮穴高校生徒

岡田ルリ子 「経管栄養演習」 平成26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 2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 8.28
2014. 8.29
2014.12.17

愛媛県下介護職員
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26年度愛媛県看護協
会会員研修

松山市 2014. 8.31 愛媛県下看護専門
職者

相原ひろみ 「経管栄養演習」 平成26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 2014. 9. 1
2014. 9. 2
2014. 9. 3
2014. 9. 4
2014.12.17

愛媛県下介護職員
等

野本百合子 看護論 平成26年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2014.10. 2
2014.10. 7
2014.10.16

愛媛県下看護専門
職者

野本百合子 看護過程の展開（基礎Ⅲ） 平成26年度愛媛県立４病
院合同看護職員研修

松山市 2014.10. 9
2014.11. 5
2014.12. 3
2015. 2.23

愛媛県立４病院看
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

岡田ルリ子 看護研究研修会 平成26年度松山赤十字病
院看護講座看護研究

松山市 2014.11. 5
2015. 3.17

松山赤十字病院看
護職員

岡田ルリ子 基礎看護学実習指導の実際 平成26年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2014.11.14
2014.11.20
2014.11.26
2014.12. 1

愛媛県内看護職員

青木　光子 看護研究研修会 平成26年度松山赤十字病
院看護講座

松山市 2014.12. 2
2014.12. 3
2015. 3.16

松山赤十字看護職
員

和田　弥生 「経管栄養演習」 平成26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 2014.12.17 愛媛県下介護職員
等

相原ひろみ 経管栄養に必要なケアの実施
について

平成26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 2014.12.17 愛媛県内の実地研
修者





地域･精神看護学
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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

Hirpyuki�Ohsaki
Yumie�Shigematsu
Satoshi�Irino
Eiichiro�Hirakawa
Yoshiaki�Norimatsu

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

Diagnostic�
Cytopathology

42 5 423-427 2014. 5

Satoko�Nagata
Chie�Teramoto
Reiko�Okamoto
Keiko�Koide
Masumi�Nishida
Ruriko�Suzuki
Michie�Nomura
Toshiko�Tada
Emiko�Kishi
Youko�Sakai
Noriko�Jojima
Emiko�Kusano
Saori�Iwamoto
Miki�Saito
Sachiyo�Murashima

The� tsunami ' s � impact � on�
mortality� in� a� town� severely�
damaged� by� the� 2011�Great�
East�Japan�Earthquake

Disasters 38 s2 s111-s122 2014. 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

窪田　　静　定松ルリ子 障害者のリハや介護に役立つテ
クニカルエイドと環境整備　
ベッド周り―ベッドの背上げの
比較検討を中心に

Journal�of
Clinical�
Rehabilitation

23 6 557-562 2014. 6
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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

Inoue�Kiyomi
Moriya�Mitsuru
Kawashima�Miho
Michie�Nomura
Ishikawa-Takata�Kazuko

A�Coaching�program�for�Nursing�
school� students� and�Emotional�
Intelligence�Quotient�（EQ）�

7th�International�Conference�
of�Health�Behavioral�Science��

London� September 
15-18,2014

Moriya�Mitsuru
Inoue�Kiyomi
Kawashima�Miho
Michie�Nomura
Ishikawa-Takata�Kazuko

Practice�of�Narrative�Coaching�
and�Happiness�Activities

7th�International�Conference�
of�Health�Behavioral�Science��

London� September 
15-18,2014

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

政岡　敦子　大森美津子
越智　百枝　西村　美穂
菊地佳代子　森河　佑季

ストーマを造設したB氏のボ
ディ・イメージに関連する経験
の現象学的記述

日本看護研究学会 奈良 2014. 7.23

森河　佑季　大森美津子
越智　百枝　西村　美穂
菊地佳代子　政岡　敦子

日本家屋の特徴を取り入れた施
設を利用している認知症高齢者
Aさんにおける生活環境の意味
づけ　

日本看護研究学会 奈良　 2014. 7.23

田中美延里　奥田　美惠
窪田　志穂　野村美千江

保健師ポートフォリオを活用し
た臨地実習指導者による学習支
援とその効果

日本地域看護学会第17回学
術集会

岡山市 2014. 8. 2
� - 3

田中美延里　岡田　麻里 開業保健師の起業家マインドが
育まれるプロセス

日本ルーラルナーシング学
会第₉回学術集会

岩手県滝沢
市

2014.10. 4
� - 5

栗原　幸男　入野　了士
北岡　裕章

準健常個体コホートによる虚血
性心疾患発症への血清総コレス
テロール値影響評価

第34回医療情報学連合大会 千葉県千葉
市　

2014.11. 6
� - 8

高須賀　睦　清家　珠子
佐藤　伸子　吉川多賀子
兵頭　昌子　岡田　一代
山西　佳恵　倉田　朋子
入野　了士　野村美千江

OJTとOff-JTの連動を強化した
中堅期保健師研修の評価（1）
－企画運営体制がプログラム改
善に与える影響－

第₃回日本公衆衛生看護学
会

兵庫県神戸
市　

2015. 1.10
� -11

髙田　美紀　吉川多賀子
兵頭　昌子　岡田　一代
山西　佳恵　倉田　朋子
小倉　恭子　奥田　美恵
田中美延里　野村美千江

OJTとOff-JTの連動を強化した
中堅期保健師研修の評価（2）
－上司FGI分析による職場への
影響－

第₃回日本公衆衛生看護学
会

兵庫県神戸
市

2015. 1.10
� -11
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

入野　了士　奥田　美恵
田中美延里　高須賀　睦
清家　珠子　佐藤　伸子
高田　美紀　小倉　恭子
野村美千江

OJTとOff-JTの連動を強化した
中堅期保健師研修の評価（3）
－実践能力評価尺度を用いたア
ウトカム評価－

第₃回日本公衆衛生看護学
会

兵庫県神戸
市

2015. 1.10
� -11

瀬戸　裕一　横井　百合
佐藤　伸子　清家　珠子
奥田　美恵　田中美延里

地域保健保健師等研修会の取り
組み
－₁年目・₂年目保健師の交流
がもたらした効果－

平成26年度愛媛県地域保健
研究集会

松山市 2015. 1.22

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

越智　百枝 アルコール依存症の理解と家
族支援

八幡浜市保健センター事
業「お酒の問題を抱える
方々の集い」

八幡浜市 2014. 3. 5 一般住民

奥田　美惠 グループインタビューとは 第２次砥部町健康づくり
計画及び食育推進計画
ワーキング

砥部町 2014. 4.16 砥部町保健師

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26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 2014. 5.21 愛媛県内のプリセ
プター保健師

野村美千江 愛媛県中堅期保健師スキル
アップ事業結果と評価

平成26年度愛媛県看護協
会保健師職能集会

松山市 2014. 5.24 県内の保健師

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26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 2014. 6.16 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26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 2014. 6.16 愛媛県新任期保健
師

野村美千江 ①自組織での実践に向けて
②保健活動の企画・実施・評
価

③保健分野の政策提言
④活動成果の効果的な報告

平成26年度愛媛県中堅期
保健師スキルアップ研修

松山市 2014. 6.26
2014. 7.18
2014. 9.24
2014.12.18

県内の中堅期保健
師
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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 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 2014. 7.16
2014. 9.11
2014.11.13
2014.12.17
2015. 1.20
2015. 1.21

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

越智　百枝 精神障碍者の理解と支援の考
え方

香川県立飯山高校 香川県坂
出市

2014. 7.17 飯山高校専攻科
１，２年生

窪田　　静 訪問看護研修「ステップ１」 愛媛県看護協会 松山市 2014. 7.26 訪問看護研修「ス
テップ１」受講者
及び聴講者

野村美千江 ヘルスケアシステム論
「わが国におけるヘルスケア
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 2014. 7.26
2014.12.13

看護管理者

中平　洋子 経管栄養演習・評価 平成26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

松山市 2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 8.28
2014. 8.29

介護職員

越智　百枝 住民主体の活動と専門職の役
割－断酒会の活動を通して－

地域看護学実習研修会 砥部町 2014. 8.26 地域看護学実習担
当保健師

入野　了士 喀痰吸引演習・評価 平成26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

砥部町 2014. 8.28
2014. 8.29
2014. 9. 3
2014. 9. 4

介護職員

田中美延里
奥田　美恵
窪田　志穂

喀痰吸引演習・評価 平成26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

砥部町 2014. 9. 1
2014. 9. 2
2014. 9. 3
2014. 9. 4

介護職員

窪田　　静 リフトリーダー養成研修 愛媛県福祉サービス協会
テクノエイド協会

松山市 2014. 9. 6
� - 7

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

越智　百枝 家族が元気なこころを取り戻
すために

高松市保健センター事業
「アルコール家族の集い」

香川県高
松市

2014. 9.17 一般住民

窪田　　静 群馬大学医学部保健学科
健康生活援助論

群馬大学医学部保健学科
基礎看護学講座

前橋市 2014.10.10 看護学科学生
� 約70名

越智　百枝 アルコール依存症の理解と当
事者及び家族への支援

愛媛県薬務衛生課 松山市 2014.10.19 薬剤師
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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

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26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 2014.10.21 愛媛県新任期保健
師

野村美千江 高齢者の安全運転継続のため
に
－認知症ドライバーと家族の
経験

本学学生祭 2014.10.26 一般

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. 6 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

中平　洋子 精神看護学 平成26年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2014.11.13
2014.11.19
2014.11.25
2014.11.28

看護職

越智　百枝 アルコール依存症の理解と家
族支援

八幡浜市 八幡浜市 2014.12.25 保健師等の関係職
種

奥田　美惠
田中美延里

気づきを基にしたアクション
プラン展開（演習）

平成26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 2015. 2.16 愛媛県新任期保健
師

奥田　美惠
田中美延里

プリセプターの役割を担うこ
とによる学び（演習）

平成26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 2015. 2.19 愛媛県内のプリセ
プター保健師

野村美千江 保健師の力を活かした包括的
なケアシステムづくり
－教育の立場から

日本保健師連絡協議会平
成26年度活動報告集会

東京都 2015. 3. 1 全国の保健師、看
護教員、厚労省看
護課ほか





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

森　久美子　髙田　律美
岡靖　　哲

途上国の小学生の下痢に関する
認識と予防行動確立の要因の考
察
－中央アフリカ共和国バンギ市
A地区での調査から－

教育保健研究 18 225－233 2014. 6

髙田　律美　川出富貴子
川﨑　幹子　桝井　桃子

看護学科大学生の学習経験と母
乳育児に関する意識調査：

教育保健研究 18 217-224 2014. 6

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
矢野　奈美　田村　優佳
加藤　匡宏

大学生の母乳育児に関する親準
備性の意識調査

愛媛大学教育学
部紀要

61 1-9 2014. 6

中越　利佳　森　久美子
田中　祐子　野村亜由美
城宝　　環

わが国の看護基礎教育における
国際看護教育の現状と課題

愛媛県立医療技
術大学紀要

11 1 9-13 2014.12

中越　利佳　岡村　絹代
則松　良明

20歳代女子学生の子宮頸がんに
対する知識と検診受診行動ス
テージおよび検診受診行動に関
連する要因の検討

四国公衆衛生学
会雑誌

60 1 109-117 2015. 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

Yasunori�Oka
Norimi.�Takata
Kumiko�Mori�

Effect�of�mother-infant�separation�
on�sleep�habits�of�mothers

22nd�Congress�of�the�European�
Sleep�Research�Society�

Tallinn,�
Estonia�

2014. 9.16
� -20

Yasunori�Oka
Norimi�Takata
Kumiko�Mori

Sleep� habit� and�psychological�
condit ion� of� mothers� after�
delivery�:�effect�of�mother-infant�
separation

Asian�Sleep�Research�Society� Kerala�India 2014. 9.23

Norimi�Takata
Yasunori�Oka

Video�behavior�monitoring�of�
newborn�and�infant:�focusing�of�
difficulties�of� recording�under�
bedroom�sharing�condition

International�Pediatric�Sleep�
Association�Congress

Porto�legre,�
Brazil

2014.12. 3
� - 5
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Norimi�Takata
Kumiko�Mori
Yasunori�Oka�

Sleep�behavior�of�mother�and�
children�during� the�6�mother�
after�dekivery

International�Pediatric�Sleep�
Association�Congress

Porto�legre,�
Brazil

2014.12. 3
� - 5

Norimi�Takata
Kumiko�Mori
Yasunori�Oka

Mother-infant�separation�after�
delivery:� relationship�between�
sleep�habits�and�anxiety

International�Pediatric�Sleep�
Association�Congress

Porto�legre,�
Brazil

2014.12. 3
� - 5

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

髙田　律美　森　久美子
岡靖　　哲

出産直後に母子分離した母親の
睡眠習慣の検討

第39回定期学術集会日本睡
眠学会

徳島県 2014. 7. 4

野村　佳代　豊田ゆかり
枝川千鶴子

医療依存度の高い長期療養児の
就学に向けた学校側が必要とす
る要件

日本小児看護学会第24回学
術集会

東京都 2014. 7.19
� -20

矢野　　薫　豊田ゆかり
枝川千鶴子

医療的ケアが必要な子供とその
家族が在宅生活において準備し
ている災害対策と初期対応に関
する意識調査

日本小児看護学会第24回学
術集会

東京都 2014. 7.19
� -20

藤原紀世子 熟練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

第24回日本小児看護学会学
術集会

東京都 2014. 7.20
� -21

中越　利佳　岡村　絹代 20歳代女子学生の子宮頸がん検
診受診行動ステージによる子宮
頸がんに関する認知と望ましい
受診環境

日本看護研究学会第40回学
術集会

奈良県 2014. 8.23
� -24

北原　悦子 看護学生の臨地看護実習におけ
る「看護管理」に対する認識の
検討

第18回日本看護管理学会学
術集会

松山市 2014. 8.29
� -30

上野　恭子　枝川千鶴子
濵　　耕子　中越　利佳
今村　朋子　森　久美子
高田　律美　井上　明子
北原　悦子

A市の発達障がい者女性の思春
期から青年期の性に対する認識
と両親の心配事

第55日本母性衛生学会 千葉県 2014. 9.13
� -14

上野　恭子　濵　　耕子
枝川千鶴子　中越　利佳
今村　朋子　森　久美子
高田　律美　井上　明子
北原　悦子

A市の発達障がいを持つ思春
期・青年期女性に対する性教育
支援内容の検討

第55日本母性衛生学会 千葉県 2014. 9.13
� -14
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

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

NICUに入院した子どもを育て
る母親の産後₆か月までの生活
実態
－生活時間と心理状態の調査か
ら－

第55日本母性衛生学会 千葉県 2014. 9.13
� -14

髙田　律美　森　久美子
江藤　宏美　草薙　康城
今村　朋子　中越　利佳
井上　明子　北原　悦子
上野　恭子

妊娠後期のDVスクリーニング
陽性者と出産後の関連要因の検
討

第55日本母性衛生学会 千葉県 2014. 9.13
� -14

中越　利佳　森　久美子
田中　祐子　野村亜由美
城　　宝環

わが国の看護基礎教育における
国際看護教育の現状と課題

国際看護研究会第17回学術
集会

京都府 2014. 9.27

箱岡　由香　越智素賀子
竹之内陽子　髙田　律美
山下　秩子

低出生体重児の直接授乳開始と
退院時の母乳栄養の実態

第24回日本新生児看護学会
学術集会

愛媛県松山
市�

2014.11.10
� -11

中越　利佳　森　久美子
田中　祐子　野村亜由美
城　　宝環

看護基礎教育における国際看護
教育の現状と国際性豊かな看護
師養成に向けた学士教育内容の
検討

第34回日本看護科学学会学
術集会

愛知県 2014.11.29
� -30

中越　利佳　森　久美子
今村　朋子

わが国の助産師教育における国
際助産教育の現状と課題
第₁報
国際助産教育の実施状況と国際
性を備えた看護師に必要な能力

第29回日本助産学会学術集
会

東京都 2015. 3.28
� -29

中越　利佳　森　久美子
今村　朋子

わが国の助産師教育における国
際助産教育の現状と課題
第２報
国際助産教育の重要項目と看護
基礎教育の関係性

第29回日本助産学会学術集
会

東京都 2015. 3.28
� -29
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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 思春期講演 性教育講演会 福岡市 2014. 4
� -2015. 3

中学校₁年生３校

上野　恭子 いのちの教育 性教育講演会 福岡市　
愛媛県

2014. 4
� -2015. 3

中学校２年生25校
中学校２年生２校

上野　恭子 いのちの教育、性感染症 性教育講演会 福岡市　
愛媛県

2014. 4
� -2015. 3

中学校３年生30校
中学校３年生２校

上野　恭子 いのちの教育 性教育講演会 愛媛県 2014. 4
� -2015. 3

高等学校３校

上野　恭子 いのちの教育 性教育講演会 愛媛県 2014. 4
� -2015. 3

小学校５年生３校

上野　恭子 エンブリオ講演会 いのちの伝え方育み方 愛媛県 2014. 6 愛媛県民

上野　恭子 人権教育 福岡市東区教育委員会 福岡市 2014. 6 福岡市東区校区内
中学生保護者

北原　悦子 出張模擬講義「看護職への道」
「ナイチンゲールの現代看護
に与えた影響」

愛媛県立松山北高等学校 松山市 2014. 7. 3 高校２年生

中越　利佳 いのちのバトン
あなたのいのち誰のもの？

松山市立西中学校
性に関する教育講演会

松山市 2014. 7. 8 中学３年生
教職員

北原　悦子 出張模擬講義「看護職への道」
「ナイチンゲールの現代看護
に与えた影響」

愛媛県立松山中央高校 松山市 2014. 7.30 高校２年生

上野　恭子 自然出産の考え方 徳島大学エキスパート助
産師教育

徳島県 2014. 8 徳島県内および近
県助産師申込者

北原　悦子 介護職員の痰の吸引等に関す
る基本研修　講義

「たんの吸引や経管栄養の安
全な実施」

平成26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. 8. 5 愛媛県内の介護職
員

豊田ゆかり 介護職員の痰の吸引等に関す
る基本研修　講義

平成26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. 8.14 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 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26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 2014. 8.14
2014. 8.22
2014. 8.28
2014. 8.29
2014. 9. 1
2014. 9. 2

愛媛県内の介護職
員

藤原紀世子 介護職員の痰の吸引等に関す
る基本研修
吸引演習・評価

平成26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 2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 9. 1
2014. 9. 2

愛媛県内の介護職
員

北原　悦子 出張模擬講義「看護職への道
と病院の看護管理」

愛媛県立今治西高校 今治市 2014.9.22 高校２，３年生

上野　恭子 人権教育 福岡市早良区教育委員会 福岡市 2014.10 福岡市早良区校区
内中学生保護者

枝川千鶴子 子どもの心身の発達と病気、
小児看護の基礎知識

愛媛県ファミリーサポー
トネットワーク
スタッフ研修会

砥部町 2014.11. 7 砥部町ファミリーサ
ポートネットワーク　
スタッフ

中越　利佳 母性看護学 実習指導者講習会 松山市 2014.11.17 愛媛県内実習指導
者

枝川千鶴子 小児看護学 平成26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 2014.11.17 愛媛県内の看護学
実習指導者

中越　利佳 いのちのバトン
あなたのいのち誰のもの？

松山市立垣生中学校
性に関する教育講演会

松山市 2014.11.20 中学３年生
教職員

中越　利佳 思春期教室 伊予市立中山中学校
思春期教室

伊予市 2014.12. 1 中学２年生
教職員

中越　利佳 思春期教室 伊予市立双海中学校
思春期教室

伊予市 2014.12. 3 中学２年生
教職員　保護者

豊田ゆかり 口腔内・鼻腔内・気管カニュー
レ内部の吸引演習

平成26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 2014.12.16 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 ①喀痰吸引概説
②口腔内・鼻腔内・気管カ
ニューレ内部の吸引

③喀痰吸引のリスク・中止要
件・緊急時対応

④喀痰吸引の手順・留意点等
⑤演習

平成26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 2014.12.16 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

藤原紀世子 口腔内・鼻腔内・気管カニュー
レ内部の吸引演習

平成26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 2014.12.16 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

中越　利佳 学校と大学が連携した性に関
する（いのちの）教育のあり
かた

伊予市養護教員研修会 伊予市 2015. 1.20 伊予市内小・中学
校養護教諭

中越　利佳 生きているだけで100点満点!
すてきないのち・輝くいのち

今治市立波止浜小学校
学校保健委員会

今治市 2015. 1.21 小学５年生
保護者　教職員

上野　恭子 エンブリオ講演会 いのちの伝え方育み方 香川県 2015. 3. 1 香川県民

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　佳代　豊田ゆかり
枝川千鶴子

医療依存度の高い長期療養
児の就学に向けた学校側が
必要とする要件

平成26年度　後期　
勇実記念財団研究助
成報告書

1-11 2015. 3
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

岡村　絹代（共著）
秋山　昌江

最新介護福祉全書
「介護　生活支援技術
Ⅰ」改訂版（第₂版）�
第₅章　自立に向けた
食事の介護

2014.12 株式会社メヂカルフレンド社� 293-345

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

横山慎一郎　西田　佳世 認知症高齢者の在宅介護をして
いる家族介護者の自分らしい生
き方を支える要因

ホスピスケアと
在宅ケア

22 3 282-290 2014.12

為家　浩己　西田　佳世 高齢者介護施設と一般病院にお
いて終末期ケアの経験がある看
護師の死生観

ホスピスケアと
在宅ケア

22 3 291-300 2014.12

嶋田さおり　若林　良和
岡村　絹代　西村　栄恵
湯浅　良彦

栄養教諭を中核とした食育プロ
グラムの実践と効果
－小学校の事例をもとに－

日本食育学会誌 9 1 27－39 2015. 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

小西　　円　中西　純子
西田　佳世

短時間仮眠が施設高齢者の仮眠
後の活動や夜間睡眠に与える影
響

日本認知症ケア
学会誌

13 4 762-769 2015. 1

岡村　絹代 運動習慣のある高齢者の足の形
態とフットケアの現状

愛媛県立医療技
術大学紀要

10 1 15-22 2015. 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

Misuzu��Shimada
Sawa��Fujita

A�research�on�the�diverging�of�
yuragi�among�cancer�survivors

18th�EAST�ASIAN�FORUM�
OF�NURSING�SCHOLARS

TAIPEI,
TAIWAN

2015. 2. 5
� - 6



－ 40 －

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

小西　　円　西田　佳世 余暇活動による睡眠障害改善の
効果
－余暇活動を活用した認知症高
齢者の睡眠改善のための基礎研
究－

第15回日本認知症ケア学会
大会

東京都 2014. 5.31
� - 6. 1

工藤　彩乃　梶原　理絵
西田　佳世

口腔内ブラッシングが心身に及
ぼす影響
－自分自身と他者による実施の
比較－

第15回日本認知症ケア学会 東京都 2014. 5.31
� - 6. 1

中越　利佳　岡村　絹代 20歳代女子学生の子宮頸がん検
診受診行動ステージによる子宮
頸がんに関する認知と望ましい
受診環境

日本看護研究学会第40回学
術集会

奈良県 2014. 8.23
� -24

小西　　円　西田　佳世 施設高齢者の仮眠の長短と居場
所・体位の関連

第34回日本看護科学学会学
術集会

愛知県 2014.11.29
� -30

梶原　理絵 手作業を伴った背面開放端座位
が覚醒度に及ぼす影響

第34回日本看護科学学会学
術集会

愛知県 2014.11.29
� -30

西田　佳世　岡村　絹代
梶原　理絵　小西　　円
西田真寿美

特別養護老人ホームで介護士が
行う認知症高齢者へのフットケ
アアセスメントとその対処の特
徴

第13回日本フットケア学会
年次学術集会

東京都 2015. 2.14
� -15

西田　佳世　梶原　理絵
岡村　絹代　小西　　円
西田真寿美

特別養護老人ホームで看護師が
行う認知症高齢者へのフットケ
アアセスメントとその対処の特
徴

第13回日本フットケア学会
年次学術集会

東京都 2015. 2.14
� -15

岡村　絹代 運動習慣のある健康な高齢者の
足部の形状とセルフケアの実態

第13回日本フットケア学会
年次学術集会

東京都 2015. 2.14
� -15

山脇　　孝　仲道　雅輝
根本　淳子　山下奈緒子
福田　理砂　寺尾奈歩子
小西　　円

症例ベースのeラーニング教材
を使用した卒前・卒後共通シ
ミュレーション医療教育プログ
ラムの開発

第₇回日本医療教授システ
ム学会総会

東京都 2015. 3. 5
� - 7

菊内　由貴　山本　直美
吉田美由紀　上杉　和美
武田　千津　得能　裕子
松井美由紀

がん診療連携拠点病院を中心と
したがん看護の質の向上に向け
た研修設計の課題

第₇回日本医療教授システ
ム学会総会

東京都� 2015. 3. 5
� - 7
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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

西森　旬恵 「ようこそ先輩！働く人に学
ぶ20の講座」における講師

愛媛大学教育学部附属中
学校

松山市 2014. 5.20 愛媛県内の中学生

岡村　絹代 食事は楽しく生き生きと！食
を通じて、豊かな心とからだ
を育もう！

愛媛県立上浮穴高校 久万高原
町

2014. 6.23 上浮穴高校生30名

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 2014. 7.18
2014. 8.15
2014. 9.10
2014.10.31
2014.11.19

愛媛県立病院看護
職員

岡村　絹代 経管栄養に必要なケア
吸引演習・評価

平成26年度愛媛県介護職
員等による痰の吸引など
の実施のための研修
（不特定者対象）

砥部町 2014. 8.14
2014. 8.28
2014. 8.29
2014. 9. 1
2014. 9. 2

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
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26年度愛媛県介護職
員等による痰の吸引等の
実施のための研修
（不特定の者対象）

砥部町 2014. 8.20
2014. 8.21
2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 9. 3
2014. 9. 4

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26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2014. 8.21
2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 9. 3
2014. 9. 4

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26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2014. 8.21
2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 8.28
2014. 8.29

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26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2014. 8.22
2014. 9. 1
2014. 9. 2
2014. 9. 3
2014. 9. 4

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

宮宇地秀代 救急蘇生法演習
吸引演習・評価

平成26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2014. 8.22
2014. 9. 1
2014. 9. 2
2014. 9. 3
2014. 9. 4

愛媛県内の介護職
員

西森　旬恵 吸引演習・評価 平成26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 8.28
2014. 8.29

愛媛県内の介護職
員

梶原　理絵 経管栄養演習・評価 平成26年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2014. 8.25
2014. 8.27
2014. 8.28
2014. 8.29

愛媛県内の介護職
員

松井美由紀 院内看護研究の効果的な指導
を考える

平成26年度公益社団法人
愛媛県看護協会会員教育

松山市 2014. 8.26 愛媛県内の看護師
30名

岡村　絹代 院内看護研究の効果的な指導
を考える

平成26年度公益社団法人
愛媛県看護協会会員教育

松山市 2014. 8.26 愛媛県内の看護師
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 2014. 8.28 認定看護師課程入
学者10名

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 2014. 9. 6 訪問介護員就職希
望者30名

西田　佳世 看護研究Ⅳ 愛媛県看護協会 松山市 2014. 9.11 愛媛県内の看護専
門職者約180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 2014. 9.17 愛媛県内の看護師

松井美由紀 たん吸引の必要なケアの実施
について（演習含む）

平成26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 2014. 9.25 介護職のたん吸引
等の実地指導にあ
たる愛媛県内の看
護師

西田　佳世 経管栄養の必要なケアの実施
について（演習含む）

平成26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 2014. 9.25 介護職のたん吸引
等の実地指導にあ
たる愛媛県内の看
護師

梶原　理絵 経管栄養の必要なケアの実施
について（演習含む）

平成26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 2014. 9.25 介護職のたん吸引
等の実地指導にあ
たる愛媛県内の看
護師
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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

松井美由紀 看護過程と看護記録（基礎編） 平成26年度公益社団法人
愛媛県看護協会会員教育

松山市 2014. 9.26 愛媛県の200床以
下の中小規模病院
に就業する看護職

中西　純子 臨床実習指導の原理と実際 平成26年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2014.10.27
2014.10.28
2014.11. 4

愛媛県内の看護専
門職者約40名

島田　美鈴 成人看護学 平成26年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2014.11. 7 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26年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2014.11.13
2014.11.25
2014.11.27
2014.12. 2

愛媛県内の看護専
門職者約40名

松井美由紀 人材育成論「人材育成の方法」 平成26年度認定看護管理
者教育課程ファーストレ
ベル

松山市 2015. 1. 9
2015. 1.10

平成26年度認定看
護管理者教育課程
ファーストレベル
受講者

中西　純子 医療変革のなかでリハビリ
テーション看護に求められる
もの

全国回復期リハビリテー
ション病棟協議会第25回
研究大会

松山市 2015. 2.28 看護職をはじめリ
ハビリテーション
関連職種

岡村　絹代 ステージ別に考える認知症ケ
ア
－アルツハイマー型認知症高
齢者の食支援－

恩賜財団法人　済生会松
山特別養護老人ホーム

松山市 2015. 3.27 特別養護老人ホー
ムの看護師，介護
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

酒井　淳子　泉　恵美子
川本　和子　清水美智子
中橋　恵子　松井美由紀
毛利　美鈴　吉田　昭枝
八木やよい　山下　真代

愛媛県看護協会における
「認定看護管理者教育課程
セカンドレベル」の評価と
活用に関する調査報告

報告書 2014. 3
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

元井信畠栄　村上　　渉
小林　孝子　亀井　敏昭
大﨑　博之　（他70名）

細胞診断マニュアル 2014. 5 篠原出版� 124

玉内　秀一 先進機能材料・先進生
体剤材料としての形状
記憶合金の新しい用途
開発

2014.11 形状記憶合金協会� 5-7

大﨑　博之（監修） BD� LBC� Reference�
Book　泌尿器編

2014.12 ベクトンデッキンソン社� 1-50

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

天田　浩司　米持　英俊
源　美智子　松田　貴雄
釘宮　基泰　保科　早苗
菊池　　博　森　　照明

心肺運動負荷試験における自律
神経の経時的変化の特徴
－Heart�rate�variabilityを用い
ての検討－

別府大学紀要 55 1 119-124 2014. 4

重松由美恵　大﨑　博之
則松　良明　和仁　洋治
柳井　広之�

長期透析患者の尿中に腫瘍細胞
を認めた後天性嚢胞性腎疾患関
連腎細胞癌の1例

医学検査 63 4 428-433 2014. 4

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

42 5 423-427 2014. 5

Kento�Kitada
Daisuke�Nakano
Hiroyuki�Ohsaki
Hirofumi�Hitomi
Tohru�Minamino
Junichi�Yatabe
Robin�A�Felder
Hirohito�Mori
Tutomu�Masaki
Hiroyuki�Kobori
Akira�Nishiyama

Hyperglycemia�causes�cellular�
senescence�via�a�SGLT2-�and�
p21-dependent� pathway� in�
proximal� tubules� in� the�early�
stage�of�diabetic�nephropathy.

Journal�of�
Diabetes�and�
Complications

28 5 604-611 2014. 9
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著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Eiichiro�Hirakawa
Yasunori�Tokuhara
Tatsuya�Morinishi
Hiroyuki�Ohsaki
Erika�Uemura
Yukari�Miki
Toru�Matsunaga
Yoshio�Kushida
Reiji�Haba

Down-regulation� of�Claudin-1�
expression� in� gastric� cancer�
mucosa�is�correlated�with�poor�
prognosis.

Open�Journal�of�
Pathology

4 4 206-212 2014.10

北尾　孝司　前田　美奈
石丸　美架

ヒトおよび鶏から分離された�
Campylobacter� jejuni�における
ギラン・バレー症候群関連遺伝
子の保有状況

医学検査 64 2 173-178 2015. 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

西岡　　聡　中野　大介
北田　研人　大﨑　博之
中村　英祐　尾崎　太郎
祖父江　理　原　　大雅
西山　　成　河野　雅和

急性腎障害および腎虚血プレコ
ンディショニングにおけるp21
の腎保護作用

腎とフリーラジ
カル

12 95-99 2014. 1

大﨑　博之 尿細胞診における尿細管上皮細
胞の細胞学的特徴について

大分県臨床細胞
学会誌

25 1-5 2015. 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

Hiroyuki�Ohsaki
Tadashi�Sofue
Kazuyo�Kawakami
Toru�Matsunaga
Yoshio�Kushida
Reiji�Haba
Yumie�Shigematsu
Yoshiaki�Norimatsu

WT1� immunoenzyme�staining�
using�SurePath�processed�urine�
cytology�helps�detect� kidney�
disease.�

38th�European�congress�of�
cytopathology.

Geneva,�
Switzerland�

2014. 9.27
� -30

Hiroyuki�Ohsaki
Yumie�Shigematsu
Yoshiaki�Norimatsu
Yoji�Wani
Hiroyuki�Yanai

Case�report�of�acquired�cystic�
disease-associated� renal� cell�
carcinoma�in�voided�urine.

38th�European�congress�of�
cytopathology.

Geneva,�
Switzerland

2014. 9.27
� -30
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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 鶏 レ バ ー か ら 分 離 さ れ た
Campylobacter� jejuniのギラン
バレー症候群関連遺伝子の保有
調査

第63回日本医学検査学会 新潟市� 2014. 5.17
� -18

大﨑　博之　祖父江　理
河上　和代　原　　大雅

尿中ポドサイトと各種腎疾患の
関連について

第57回日本腎臓学会学術総
会

横浜市� 2014. 7. 4
� - 6

佐川　輝高 採血用静脈の色彩的検討 第₉回日本臨床検査学教育
学会学術大会

東京都� 2014. 8.20
� -22

卯川　裕一　稲垣　幸子
提坂　裕子　岡村　法宜

カフェイン摂取による中枢神経
興奮に対するテアニンの効果

第61回日本食品科学工学会 福岡市� 2014. 8.28
� －30

水木　真帆　丸山　砂穂
玉内　秀一　山下　政克

転写抑制因子Gfi1ノックアウト
マウスを用いた金属アレルギー
の発症機序の検討

第12回愛媛大学医学部医科
学研究発表会

東温市 2014. 9.19

佐川　輝高 採血実習初心者の血管観察力を
補助する方法の検討

第61回日本臨床検査医学会
学術集会

福岡市 2014.11.22
� -25

Saho�Maruyama
Masumi�Mizuki
Junpei�Suzuki
Makoto�Kuwahara
Zhu�Jinfang
Hidekazu�Tamauchi
Masakatsu�Yamashita��

Gfi1�negative�regulates�murine�
Nickel�allergy�through�inhibition�
of�Th1�differentiation

The�43rd�Annual�Meeting�
of�the�Japanese�Society�for�
Immunology

Kyoto� 2014.12.10
� -12

北尾　孝司 薬剤低感受性Klebsiella�pneumoniae
におけるESBL及びAmpC産生
プラスミド保有株についての調
査研究

第30回日本環境感染学会 神戸市� 2015. 2.20
� -21
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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

大﨑　博之 反応性尿細管上皮細胞の細胞
学的特徴

平成26年度新潟県臨床検
査技師会形態検査部門研
修会

新潟市 2014. 7.26 細胞検査士・臨床
検査技師・医師

佐川　輝高 色セロファンメガネで血管を
見よう

平成26年度「青少年のた
めの科学の祭典」全国大
会

東京都千
代田区

2014. 7.26
� -27

一般

佐川　輝高 コマであそぼう 平成26年度「子どもゆめ
基金助成活動・科学であ
そぼう」

砥部町 2014. 7.29 一般

佐川　輝高 笛であそぼう 平成27年度「子どもゆめ
基金助成活動・科学であ
そぼう」

砥部町 2014. 8. 1 一般

佐川　輝高 パラシュートであそぼう 平成28年度「子どもゆめ
基金助成活動・科学であ
そぼう」

砥部町 2014. 8. 5 一般

加藤　徳雄
佐川　輝高

シャボン玉であそぼう 平成29年度「子どもゆめ
基金助成活動・科学であ
そぼう」

砥部町 2014. 8. 8 一般

佐川　輝高 化学発光であそぼう 平成30年度「子どもゆめ
基金助成活動・科学であ
そぼう」

砥部町 2014. 8.19 一般

大﨑　博之 臨床検査技師のキャリアアッ
プ

香川県立保健医療大学
平成26年度教育講演会

高松市 2014.10.27 臨床検査学科学
生・教員

玉内　秀一 生体材料とニッケルアレル
ギー

SMAシンポジウム2014 福岡市 2014.11.13 大学及び企業等の
研究者、学生

大﨑　博之 反応性尿細管上皮細胞の細胞
学的特徴について

第11回熊本細胞診セミ
ナー

熊本市 2014.11.29 細胞検査士・臨床
検査技師・医師

大﨑　博之 反応性尿細管上皮細胞の細胞
学的特徴

宮崎県臨床細胞学会ワー
クショップ

宮崎市 2015. 2.14 細胞検査士・臨床
検査技師・医師
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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

大﨑　博之 尿細胞診の見方・考え方 第₂回宮崎県臨床細胞学
会総会

宮崎市 2015. 2.15 細胞検査士・臨床
検査技師・医師

大﨑　博之 尿中WT1陽性細胞と腎疾患 四国臨床検査技師会一般
検査研修会

高松市 2015. 2.22 臨床検査技師





生 体 情 報 学
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

則松　良明 細胞診断マニュアル
－細胞像の見方と診断
へのアプローチ－

2014.05 篠原出版� 第二部,診断
へのアプロー
チ, B-Ⅰ, 婦
人科子宮体部
p.72-75,p80.

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Kenji�Yanoh
Yoshiaki�Norimatsu
Satoru�Munakata
Toshiya�Yamamoto
Yutaka�Nakamura
Tetsuya�Murata
Tadao�K.�Kobayashi
Yasuo�Hirai

Evaluation� of� Endometrial�
Cytology�Prepared�with� the�
Becton�Dickinson�SurePathTM�
Method:�A�Pilot�Study�by� the�
Osaki�Study�Group.

Acta�ytologica 58 2 153-161 2014. 4

Teruki�Kidani
Atsushi�Nakamura
Setsuya�Kamei
Yoshiaki�Norimatsu
Hiromasa�Miura
Hiroshi�Masuno

Overexpression� of� cytoplasmic�
β-catenin�inhibits�the�metastasis�
of� the�murine�osteosarcoma�cell�
line�LM8

Cancer�Cell
International

14 31
(9 pages)

2014. 4

高田　智世　山﨑　雪恵
北尾　孝司　宮石　　智

死後の血漿および脳脊髄液の
1,5-アンヒドログルシトール値
による糖尿病の法医診断の有用
性

医学検査 63 6 680-685 2014.11

高田　智世　谷口　　愛 リコピン、βｰカロテンのin�
vitroにおける骨形成促進効果
について

愛媛県臨床検査
技師会誌

34 19-24 2015. 3

Tomoyo�Takata
Yukie�Yamasaki
Takashi�Kitao
Satoru�Miyaishi

Measurement�of�postmortem
1,5-anhydroglucitol� in�vitreous�
humor�for�forensic�diagnosis

Journal�of
Forensic�
Sciences

2015. 3
(in press)
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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

中越　利佳　岡村　絹代
則松　良明

20歳代女子学生の子宮頸がんに
対する検診受診行動および検診
受診行動に関連する要因の検討

四国公衆衛生雑
誌

60 1 109-117 2015. 2

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

可逆性記銘力障害を呈した若年
性原発性シェーグレン症候群の
１例

愛媛医学 34 1 61-65 2015. 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

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

定量プロテオソーム解析による
ANCA関連血管炎の新規活動
性マーカー検索

第58回日本リウマチ学会総
会

京都市� 2014. 4.24
� -26

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

小麦胚芽無細胞タンパク質合成
技術を利用したループス腎炎の
新たな自己抗原の検討

第58回日本リウマチ学会総
会

京都市� 2014. 4.24
� -26

山崎　仁志　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　佐田　榮司

縦隔腫瘤、大量胸腹水、意
識障害、ＤＩＣを認めた重症
Castleman病に対してトシリズ
マブが著効し、救命し得た１例

第58回日本リウマチ学会総
会

京都市� 2014. 4.24
� -26

安藤　秀実　岸　　孝彦
久保田　浩　常名　政弘
坂東　史郎　三島　清司

血液検査分野における都道府県
精度管理調査に関するアンケー
ト報告

第63回　日本医学検査学会 新潟市 2014. 5.17

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

喉頭浮腫を契機に発症したSLE
の１例

第110回日本内科学会四国
地方会

徳島市 2014. 6. 8

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

非結核性抗酸菌による両臀部膿
瘍を形成したSLEの１例

第14回膠原病フォーラム 松山市 2014. 7.26
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

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

当院でのリウマチ診療における
関節超音波検査の有用性

第41回愛媛リウマチ研究会 松山市 2014. 9.27

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

腸閉塞，腸管気腫症，門脈ガス
血症を発症し保存的治療にて軽
快した混合性結合組織病の１例

第111回日本内科学会四国
地方会

松山市 2014.11.30

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

診断に苦慮した重症ループス腸
炎・膀胱炎合併の１例

第111回日本内科学会四国
地方会

松山市 2014.11.30

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

難治性中耳炎の治療中に肥厚性
硬膜炎・反回神経麻痺をきたし
たOMAAVの１例

第25回日本リウマチ学会中
国・四国学術集会

高知市　 2014.12. 5

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

非結核性抗酸菌による両臀部膿
瘍を来したSLEの１例

第25回日本リウマチ学会中
国・四国学術集会

高知市 2014.12. 5

末盛浩一郎　長谷川　均
佐田　榮司　大西佐知子
松本　卓也　石崎　　淳
山崎　仁志　中野　直子
利光久美子　清家　裕子
尾形　直則　森野　忠夫
堀内　秀樹　山岡慎太郎

骨粗鬆症治療の学際的取り組み
－愛媛骨粗鬆症治療研究会の立
ち上げ－

第10回愛媛脊椎脊髄病セミ
ナー

松山市 2014.12.13

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子宮内膜細胞診におけ
る標準化を目指して

岡山県細胞検査士会総会 岡山市� 2014. 4.27 細胞検査士・医師

則松　良明 LBC子宮内膜細胞診におけ
る標準化を目指して

平成26年度日本臨床細胞
学会広島県支部専門医
会・細胞検査士会合同講
演会

広島市� 2014. 5.24 細胞検査士・医師
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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

則松　良明 BDシュアパスTM�LBC�法を
用いた子宮内膜細胞診判定基
準

第23回日本婦人科がん検
診学会サテライトセミ
ナー

大阪市� 2014.11.22 細胞検査士・医師

則松　良明 LBC子宮内膜細胞における
標準化を目指して
－OSG式子宮内膜判定様式
の運用－

第29回日本臨床細胞学会
奈良県支部学術集会

奈良市� 2014.12. 6 細胞検査士・医師

坂東　史郎 形態学の基礎
－血液疾患診断に係わる細胞
形態について－

島根県臨床検査技師会血
液研修会

松江市 2015. 2. 7 臨床検査技師
（島根県）

則松　良明 LBC子宮内膜細胞における
標準化を目指して
－OSG式子宮内膜判定様式
の運用－

第52回滋賀県臨床細胞学
会学術集会

大津市� 2015. 2.21 細胞検査士・医師

則松　良明 LBC子宮内膜細胞における
標準化を目指して
－OSG式子宮内膜判定様式
の運用－

第31回熊本県臨床細胞学
会学術集会

熊本市� 2015. 2.22 細胞検査士・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

坂東　史郎 教育施設より 日本検査血液学会雑
誌

15 3 479-480 2014.11

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26年度日臨技臨
床検査精度管理調査
報告書

1－84 2015. 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26年度愛媛県臨床検査
技師会精度管理報告

平成26年度愛媛県臨
床検査技師会精度管
理報告書
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