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名　　称　　等 研究代表者 研　究　テ　ー　マ 助成額
平成28年度科学研究費補助金

（挑戦的萌芽研究）
今村　朋子 分娩進行が一目でわかる内診・外診一体モ

デルの開発
910

平成28年度学術研究助成基金
助成金（挑戦的萌芽研究）

中西　純子 高次脳機能障害者の退院後の適応を促進す
るための支援システムの構築

600

平成28年度科学研究費補助金
（挑戦的萌芽研究）

田中美延里 へき地看護職のジェネラリスト能力を支え
る協働効力感の尺度開発に向けた基礎的研
究

650

平成28年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

入野　了士 住民の出生世代別健康リスクに対応した生活
習慣病予防の教材開発

1,300

平成28年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

豊田ゆかり 小児に特化した地域包括ケアシステム構築
に向けた支援組織の機能強化に必要な要因
究明

1,100

平成28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
促すガイドラインの活用

1,430

平成28年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

野村美千江 農山村の安全な暮らしを支える次世代シニ
ア健康づくりプログラムの開発

1,000

平成28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エンパワメ
ントプログラム介入評価に関する研究

780

平成28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

780

平成28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

700

平成28年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

仲渡　江美 化粧による顔の魅力に関する認知神経科学
的研究

1,445

平成28年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）
＜平成26～28年度＞

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

1,100

公 的 財 団 研 究 助 成
（平成２８年度）

（単位：千円）



名　　称　　等 研究代表者 研　究　テ　ー　マ 助成額
平成28年度科学研究費助成事
業（基盤研究Ｃ）
＜平成27～30年度＞

徳永なみじ 自己調整学習サイクルモデルによる看護技
術学習支援システムの開発と評価

780

平成28年度科学研究費補助金
（若手Ｂ）＜平成28～29年度＞

徳原　康哲 分光法によるアルカプトン尿症のスクリーニン
グ検査法開発に関する研究

650

平成28年度科学研究費補助金
（研究活動スタート支援）

内藤　真帆 ヴァヌアツ未調査言語の数詞と無文字社会
における数の記録方法

800

平成28年度愛媛県立医療技術
大学教育・研究助成費

井上　明子 ハワイ州オアフ島ホノルルの母乳育児クリ
ニックを受診する女性のケアニーズ調査

530

平成28年度愛媛県立医療技術
大学教育・研究助成費

相原ひろみ 看護学生の倫理的行動尺度の開発と関連要
因の検討　－看護学生の看護実践における
倫理的行動に関する質的研究－

330

平成28年度愛媛県立医療技術
大学教育・研究助成費

中越　利佳 地域と大学が連携して取り組むライフサイ
クルを通じた性教育用CD-ROM教材作成

300

合　　　　　　　計 15,185



学 長

学 部 長
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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

亀井　雄介　中西　純子
小西　　円

いきいきと生活しているがんサ
バイバーを支えている要因とは
―再就労に注目した事例研究―

第31回日本がん看護学会学
術集会

 高知市 2017. 2. 4
- 5

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

中西　純子 学生の成長を促進する実習指
導と臨地実習指導者の役割

平成28年度県立中央病院
臨地実習指導者研修会

松山市 2016. 6.29
2017. 2.16

県立中央病院の臨
地実習指導者
約20名





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

内藤　真帆 ツツバ語の色彩用語と語彙借用
―ビスラマ語との比較を通して―

愛媛県立医療技
術大学紀要

13 1 1-7 2016.12

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

Maho Naito Nouns in Tutuba Language 
（A-H）

愛媛県立医療技
術大学紀要

13 1 31-35 2016.12

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

Teppei Kaminota
Hajime Yano
Hiroyuki Wakisaka
Junya Tanaka
Naohito Hato

ROLES OF NA+ / H + EXCHANGER1 
IN THE MAINTENANCE OF 
COLLECTIVE MIGRATION OF 
HEAD AND NECK SQUAMOUS
CANCER CELLS

AHNS 2016 Seattle, US 2016. 7.16
-20

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

仲渡　江美 ハンドマッサージによる母親へ
のポジティブな気分の効果

日本発達心理学会第27回大
会

札幌市 2016. 4.29
- 5. 1

仲渡　江美　大塚由美子
金沢　　創　山口　真美
柿木　隆介

近赤外分光法（NIRS）による乳
児の顔認知の研究

日本赤ちゃん学会第16回学
術集会

京都市 2016. 5.21
-22

鵜久森　徹　脇坂　浩之
吉田　　正　富所　雄一
上田　哲平　眞田　朋昌
羽藤　直人

舌骨上筋群を温存した舌亜全摘
出術

第40回日本頭頸部癌学会 さいたま市 2016. 6. 9
-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

鳥居　順子 模擬授業「健康とリスク」 愛媛県立伯方高校出張講
義

今治市 2016. 7.29 愛媛県立伯方高校
生徒49名と教員

鳥居　順子 「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）」

砥部町 2016. 8. 1 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）」

砥部町 2016. 8. 4 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）」

砥部町 2016. 8.18 介護職員

草薙　康城 最近の不妊治療について カモメールの会 西条市 2016. 8.31 東予地域の不妊症
患者

草薙　康城 性感染症について 伊予高校 松前町 2016.10.27 高校₃年生

草薙　康城 あなたの体を守るために 松山南高校砥部分校 砥部町 2017. 2.10 高校₃年生

鳥居　順子 「クイズで知ろう！タバコに
まつわるウソ・ホント」

禁煙セミナー 松山市 2017. 3. 2 愛媛県警察本部職
員約50名

草薙　康城 子宮がん検診現状 産婦人科医会総会 松山市 2017. 3.25 愛媛県産婦人科医
会会員



基 礎 看 護 学





－ 11 －

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

Yuriko NOMOTO Analysis of the Literature on 
Continuing Education for Nursing 
Teachers who Work at Nursing 
Schools of Diploma Program in 
Japan

The 4th Japan China Korea 
Nursing Conference
第４回日中韓看護学会

Beijing, China 2016.11.13
-14

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

谷本　淳子　松井美由紀
野本百合子

Ａ県内医療機関におけるリンク
ナースに期待する活動と選定基
準―その育成に向けて

第36回日本看護科学学会学
術集会

東京都 2016.12.10
-11

髙松　真理　谷本　淳子
野本百合子

移乗時における看護師のアセス
メント視点と対策（第１報）
―アセスメントに使用している
情報に焦点をあてて―

第36回愛媛看護研究学会 松山市 2017. 2.22

髙松　真理　谷本　淳子
野本百合子

移乗時における看護師のアセス
メント視点と対策（第２報）
―転倒事故の防止対策に焦点を
あてて―

第36回愛媛看護研究学会 松山市 2017. 2.22

高田　利香　相原ひろみ 小児看護技術定着に向けた混合
病棟におけるデイパートナー
シップ導入の有効性

第36回愛媛看護研究学会 松山市 2017. 2.22

山口　美紀　相原ひろみ 急性期病棟での高齢者認知症患
者への抑制に対する看護師の対
応における倫理的課題

第36回愛媛看護研究学会 松山市 2017. 2.22

鈴木　裕香　岡田ルリ子 経口抗がん薬治療を受ける患者
に対する外来看護の検討

第36回愛媛看護研究学会 松山市 2017. 2.22

河本さやか　岡田ルリ子 A病院における抗がん薬曝露対
策実態調査

第36回愛媛看護研究学会 松山市 2017. 2.22

相原ひろみ　細田　泰子 看護学生の臨地実践における倫
理的行動についての質的研究
― 臨 床 指 導 看 護 師 の イ ン タ
ビューより―

第27回日本医学看護学教育
学会学術学会

和歌山市 2017. 3. 4
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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

相原ひろみ 看護研究研修 平成28年度十全総合病院
看護研究研修

新居浜市 2016. 4.19
2016. 5.24
2016. 6.23
2016. 7. 4
2016. 8.17
2016. 9. 6
2016.10.12
2016.12.16
2017. 1.10
2017. 1.18
2017. 2. 6

十全総合病院看護
職員

岡田ルリ子 看護研究研修 平成28年度十全総合病院
看護研究研修

新居浜市 2016. 4.19
2016. 5.24
2016. 6.23
2016. 7. 4
2016. 8.17
2016. 9. 6
2016.10.12
2017. 1.13

十全総合病院看護
職員

青木　光子 看護情報論「文献検索」 平成28年度認定看護管理
者ファーストレベル教育

松山市 2016. 5.14 認 定 看 護 管 理 者
ファーストレベル
受講者

野本百合子 院内看護研究 －入門編 平成28年度愛媛県看護協
会研修

2016. 6. 8 愛媛県下看護専門
職者

岡田ルリ子 気象とスキンケア 第₉期健康気象アドバイ
ザー認定講座

東京都 2016. 6.19 一般人および気象
関連研究者

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28年度愛媛県看護協
会訪問看護研修会

松山市 2016. 7.23 愛媛県下看護職員

野本百合子 「基本研修（講義）」人間と社会 平成28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 2016. 8. 1 愛媛県下介護職員
等

徳永なみじ 「基本研修（講義）」健康状態の
把握

平成28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 2016. 8. 1
2016. 8. 3

愛媛県下介護職員
等

徳永なみじ 「基本研修（講義）」清潔保持と
感染予防

平成28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 2016. 8. 1
2016. 8. 3

愛媛県下介護職員
等

岡田ルリ子 「基本研修（講義）」喀痰吸引や
経管栄養の安全な実施

平成28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 2016. 8. 3 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

野本百合子 基礎教育における臨床実践能
力の習得状況と臨床現場に期
待すること

平成28年度愛媛県新人看
護職員研修責任者・教育
担当者研修／実地指導者
研修

松山市 2016. 8. 8 愛媛県下看護職員

岡田ルリ子 「基本研修（講義）」急変・事故
発生時の対応と事前対策

平成28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 2016. 8.17 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28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 2016. 8.18
2016. 8.19

愛媛県下介護職員

青木　光子 「基本研修（講義）」報告・記録、
経管栄養に必要なケア

平成28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 2016. 8.18
2016. 8.19

愛媛県下介護職員
等

青木　光子 「経管栄養演習」 平成28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 2016. 8.22
2016. 8.23
2016. 8.24
2016. 8.25

愛媛県下介護職員
等

相原ひろみ 「経管栄養演習」 平成28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 2016. 8.22
2016. 8.23
2016. 8.24
2016. 8.25

愛媛県下介護職員
等

岡田ルリ子 「経管栄養演習」 平成28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 2016. 8.29
2016. 8.30
2016. 8.31
2016. 9. 1

愛媛県下介護職員
等

徳永なみじ 「経管栄養演習」 平成28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 2016. 8.29
2016. 8.30
2016. 8.31
2016. 9. 1

愛媛県下介護職員
等

森　　敬子 「経管栄養演習」 平成28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 2016. 8.29
2016. 8.30
2016. 8.31
2016. 9. 1

愛媛県下介護職員
等

谷本　淳子 「経管栄養演習」 平成28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 2016. 8.29
2016. 8.30
2016. 8.31
2016. 9. 1

愛媛県下介護職員
等

岡田ルリ子
相原ひろみ

経管栄養に必要なケアの実施
について

平成28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 2016. 9.23 愛媛県内の実地研
修者



－ 14 －

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 看護論 平成28年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2016.10. 5
2016.10. 7
2016.10.14
2016.10.27

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28年度愛媛県立４病
院合同看護職員研修

松山市 2016.10.13
2016.11.16
2016.12.16

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28年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2016.11. 2
2016.11.18
2016.11.24
2016.11.28

愛媛県下看護職員

徳永なみじ 「看護研究Ⅱ－量的データの
分析－」

平成28年度看護協会会員
教育

松山市 2016.11.16 愛媛県下看護職員

徳永なみじ 「量的データ分析の基礎と統
計学的手法の選び方」

平成28年度宇和島看護専
門学校公開講座

宇和島市 2016.12.10 南予地域の看護職
者



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

伊藤　勝規　勝田由美子
窪田　　静　橋本　美芽

自律支援のための住環
境整備
～福祉用具専門職のた
めの建築基礎知識～

2016.12 公益財団法人テクノエイド協会 全45頁（著者
区分不可）

監修
川嶋みどり　窪田　　静
協力
医療法人朝陽会美須賀病
院

て・あーてと福祉用具
を活用したある地方病
院の取り組み　全₃巻

2017. 1 東京シネ・ビデオ株式会社 DVD全₃巻

総監修
窪田　　静
指導
栄　健一郎
執筆
窪田　　静　新井　敦子
堀谷　正男　井上　雅実
木下　万誠　鈴木　賢一

生活環境整備のための
“福祉用具”の使い方
第１版第₃刷

2017. 2 看護協会出版会 2-13,17-37,
40-41,47-51,
53, 56-66,
89-91,
100-103,  
DVD₁枚

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

中平　洋子　野嶋佐由美 精神障がい者の家族の Family 
Resilienceとしての‘Living System
力の発現’

家族看護学研究 22 1 2-14 2016. 9

中平　洋子　野嶋佐由美 精神障がい者の家族の Family 
Resilience
－家族内のエネルギーを創生する
Competencyに焦点を当てて－

高知女子大学看
護学会誌

42 1 22-32 2016.12

Yoshiaki Norimatsu
Tomoko Yamaguchi
Tomoki Taira
Hideyuki Abe
Hirohumi Sakamoto
Makiyo Takenaka
Kenji Yanoh
Yoshinobu Maeda
Satoshi Irino
Yasuo Hirai
Tadao Kobayashi

Inter-observer reproducibility 
of endometrial cytology by the 
Osaki Study Group method： 
utilising the Becton Dickinson 
SurePathTM liquid-based cytology

Cytopathology 27 6 472-478 2016.12

渡部　恵子　田中美延里
鳥居　順子　野村美千江

自治体保健師の施策化能力に関
連する事業化経験と職場環境要因

四国公衆衛生学
会雑誌

62 1 71-80 2017. 2
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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

田中美延里　奥田　美惠
窪田　志穂　入野　了士
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
会誌

19 1 40-47 2016. 4

入野　了士　木村　映善
石田　　博　栗原　幸男

健康診査実施機関における健診
データの利活用と匿名化データ
の外部提供に関する調査研究

医療情報学 36 suppl 1014-1017 2016.11

越智　百枝　野嶋佐由美
中平　洋子　疋田　琴乃
坂元　勇太　池田　　桜

アルコール依存症者の家族の支
援プログラムに関する文献検討

高知女子大学看
護学会誌

42 1 2-10 2016.12

入野　了士　谷村　千里
横井　百合　田内　　睦
髙田　美紀　兵頭　昌子
岡田　一代　山西　佳恵
奥田　美恵　田中美延里
野村美千江

実践能力評価尺度を用いた中堅
期保健師研修プログラム₃年間
のアウトカム評価

四国公衆衛生学
会雑誌

62 1 101-108 2017. 2

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

窪田　　静 リハ工学支援継続における課題
～リハセンター退院後の重度四
肢麻痺者と家族の25年間から～
How severely disabled person 
and his family have challenged 
rehabi l itat ion engineering 
matters for 25 years, after the 
rehabilitation center discharge.

リハビリテーション工学カ
ンファレンス

高知市 2016. 8

中平　洋子　高田　智世
中西　純子

臨床検査技師教育課程に「患者・
家族の心理」を導入した成果（1）
－授業終了後のレポート・感想
文から－

日本臨床検査学教育学会学
術大会

神戸市 2016. 9

高田　智世　中平　洋子
中西　純子

臨床検査技師教育課程に「患者・
家族の心理」を導入した成果（2）
－卒業生へのアンケートから－

日本臨床検査学教育学会学
術大会

神戸市 2016. 9

越智　百枝　野嶋佐由美
中平　洋子　疋田　琴乃
坂元　勇太　池田　　桜

アルコール依存症者の家族のエ
ンパワメントプログラムの開発 
－開発のプロセスとプログラム
の概要－

日本アディクション看護学
会

兵庫県
西宮市

2016. 9
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

栗原　幸男　石田　　博
木村　映善　入野　了士

匿名化ヘルス情報の再特定化リ
スク除去の統計量への影響評価
方法の検討

日本医療情報学会 横浜市 2016.11

越智　百枝　野嶋佐由美
中平　洋子　疋田　琴乃
坂元　勇太　池田　　桜

アルコール依存症者の家族の教
育支援プログラムの評価

日本看護科学学会 東京都 2016.12

入野　了士　谷村　千里
兵頭　昌子　横井　百合
髙田　美紀　岡田　一代
山西　佳恵　奥田　美恵
田中美延里　野村美千江

中堅期保健師研修₃年目の成果
（1）
―実践能力評価尺度を用いた自
己評価―

日本公衆衛生看護学会 仙台市 2017. 1

谷村　千里　兵頭　昌子
入野　了士　横井　百合
髙田　美紀　岡田　一代
山西　佳恵　奥田　美恵
田中美延里　野村美千江

中堅期保健師研修₃年間の成果
（2）
―修了生と上司のインタビュー
による影響評価―

日本公衆衛生看護学会 仙台市 2017. 1

杉田由加里　緒方　泰子
石丸　美奈　田中美延里
石川　麻衣　土屋　裕子
藤木美恵子

わが国の行政保健師の人材育成
方法に関する文献検討

日本公衆衛生看護学会 仙台市 2017. 1

入野　了士　八束　育子
窪田　志穂　篠原万喜枝
吉村　梨江　福見　早苗
眞鍋ゆかり　和田　　彩
大野　敬子　麓　由香里
住田江里子　佐伯　直子
武田　妙子　松下久美子
田中美延里　野村美千江

ミニマム・リクワイアメンツを
用いた住民と協働する力を養う
公衆衛生看護学実習の評価

四国公衆衛生学会 松山市 2017. 2

麓　由香里　福見　早苗
眞鍋ゆかり　吉村　梨江
和田　　彩　大野　敬子
住田江里子　得野美由紀
武田　妙子　佐伯　直子
篠原万喜枝　松下久美子
入野　了士　野村美千江

公衆衛生看護学実習を切り口と
した砥部町における地区活動の
再評価

四国公衆衛生学会 松山市 2017. 2
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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

越智　百枝 教職員のメンタルヘルス
―自分を大事にすることの大
切さ―

愛媛県教育委員会 松山市 2016. 4.14 県立高等学校長

中平　洋子 看護研究の進め方 日本精神科看護協会愛媛
県支部
第１回精神科看護研修会

松山市 2016. 5.14 看護師

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28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 2016. 6.10 愛媛県内のプリセ
プター保健師

窪田　　静 ポジショニングとしての腹臥
位

第17回腹臥位療法セミ
ナー
～ケアに生かす腹臥位療
法～

東京都 2016. 6.11 腹臥位療法に関心
を持つ医師、看護
師等

中平　洋子 看護研究論文の作成指導 愛媛労災病院看護部研修 新居浜市 2016. 6.16 看護師

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28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 2016. 6.17 愛媛県内の新任期
保健師

窪田　　静 褥瘡について
これまでとこれから取り組む
べき課題

社内研修会 福岡市 2016. 6.17 株式会社プラッツ
社員

奥田　美惠 日常活動の中での地域アセス
メント

平成28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 2016. 6.17 愛媛県内の新任期
保健師

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
効果的なプレゼンテーション

愛媛県中堅期保健師スキ
ルアップ研修会　

松山市 2016. 7. 1
2016. 9.15
2016.12. 1

愛媛県内の中堅期
の行政保健師

奥田　美惠 健康教育に活用できる理論 出張講義 松山市 2016. 7. 7 高校₂年生

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 2016. 7. 9
2016.11.25

愛媛県内の看護管
理者

窪田　　静 訪問看護研修「ステップ１」 愛媛県看護協会 松山市 2016. 7.13 訪問看護研修「ス
テップ１」受講者
及び聴講者
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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

中平　洋子 看護研究計画書指導 愛媛労災病院看護部研修 新居浜市 2016. 7.13 看護師

窪田　　静 拘縮予防・褥そう予防・腰痛
予防を目ざすポジショニング

在宅ケアを支える人材の
ケア技術の充実に向けた
研修会

西予市 2016. 8.18
2016. 8.19

西予地域保健福祉
医療職者

奥田　美惠 拘縮予防・褥そう予防・腰痛
予防を目指すポジショニング

（演習）

平成28年度在宅ケアを支
える人材のケア技術の充
実に向けた研修会

西予市 2016. 8.18
2016. 8.19

西予地域保健福祉
医療職者

中平　洋子
奥田　美惠

経管栄養演習・評価 平成28年度愛媛県喀痰吸
引等研修

（不特定の対象者）

松山市 2016. 8.22
2016. 8.23
2015. 8.24
2015. 8.25

介護職員

窪田　　静
入野　了士

痰吸引演習・評価 平成28年度愛媛県喀痰吸
引等研修

（不特定の対象者）

松山市 2016. 8.29
2016. 8.30
2016. 8.31
2016. 9. 1

介護職員

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
費用適正化事業

大洲市 2016. 9. 7
2016.10.17
2016.11.16
2017. 1.25

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 看護研究Ⅲ
―質的データの分析―

日本看護協会
愛媛県支部

松山市 2016. 9.27 看護師

田中美延里 プリセプターシップと組織的
支援

平成28年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
中期プリセプター保健師
研修

松山市 2016. 9.28 愛媛県内のプリセ
プター保健師

奥田　美惠 新任期保健師の成長を促す支
援（演習）

平成28年度地域保健保健
師等研修会（本庁実施分）
中期プリセプター保健師
研修

松山市 2016. 9.28 愛媛県内のプリセ
プター保健師

中平　洋子 看護研究の講評 愛媛労災病院看護部研修 新居浜市 2016. 9.28 看護師

奥田　美惠 ケアに関わる専門職に求めら
れる倫理観とコミュニケー
ション力（演習）

平成28年度在宅ケアを支
える人材のケア技術の充
実に向けた研修会

西予市 2016.10. 8 西予地域保健福祉
医療職者

奥田　美惠
田中美延里

地区特性の感知力を高める～
気づきとアクションプラン
シートを用いて～（演習）

平成28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 2016.10.20 愛媛県新任期保健
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 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 2016.11. 4 看護学科学生
約70名

中平　洋子 精神看護学 平成28年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2016.11. 9
2016.11.16
2016.11.18
2016.11.25

看護職

窪田　　静 在宅看護論 平成28年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2016.11.14
2016.11.17
2016.11.24
2016.11.28

看護職

奥田　美惠 その人らしい生活を支えるた
めの観察技術（演習）

平成28年度在宅ケアを支
える人材のケア技術の充
実に向けた研修会

西予市 2016.11.11
2016.11.12

西予地域保健福祉
医療職者

奥田　美惠 “歩き続ける”を支えるため
のフットケア（演習）

平成28年度在宅ケアを支
える人材のケア技術の充
実に向けた研修会

西予市 2017. 2. 8 西予地域保健福祉
医療職者

窪田　　静 訪問看護勉強会 訪問看護勉強会 松山市 2017. 2. 9 訪問看護従事者及
び関心を持つ者

田中美延里
奥田　美惠

プリセプターの役割を自己成
長に活かす（演習）

平成28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 2017. 2.13 愛媛県内のプリセ
プター保健師

奥田　美惠
田中美延里

地区特性の感知力を高める
～気づきを基にしたアクショ
ンプラン展開シートを用いて
～（演習）

平成28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 2017. 2.28 愛媛県新任期保健
師

中平　洋子 看護研究論文発表会講評 日本精神科看護協会愛媛
県支部
第₅回精神科看護研修会

伊予市 2017. 3. 4 看護師

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 2017. 3.24 一般住民
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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

野村美千江　入野　了士
田中美延里　奥田　美恵
窪田　志穂　八束　育子

中山間地域で住民と協働す
る力を養う公衆衛生看護学
実習

保健師ジャーナル 72 6 456-462  2016. 6

大久保暢子　軽部奈弥子
佐竹　澄子　佐々木杏子
小林　由実　酒井　宏美
窪田　　静　小林由紀恵

背面開放座位Q＆AVersion 
1.0

日本看護技術学会 
技術研究成果検討委
員会
ポジショニング班 

23-24  2016. 9

窪田　　静 回転盤／ターンテーブル　
なぜ使わなかったのか？
～使えなかった四半世紀を
振り返る～

福祉介護テクノプラ
ス

9 11 26-32 2016.11

栗原　幸男　石田　　博
木村　映善　入野　了士

「同意未取得の医療情報活
用に向けた匿名化技術の適
用可能性検証」報告書

ファイザーヘルス振
興財団研究助成第24
回国内共同研究

1-47 2016.12

窪田　　静 TE-ARTEで変わる看護・
立ち返る看護　第10回　
て・あーてと福祉用具と看護

看護実践の科学 41 11 41-45 2017. 1

窪田　　静 在宅ケアに希望が生まれる
ことを目指して「病院でも
福祉用具を」

月刊ケアマネジメン
ト

28 2 30 2017. 2





母性･小児看護学
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

平成28年度性教育パッケージ
子どもたちの性を育む命の
教育

豊田ゆかり　中越　利佳
草薙　康城　井上　明子
金澤　知典　今村　朋子
岡﨑　愉加　出森　美和
正岡田江子　森　　眞弓
麓　由加里

2016. 3 愛媛県立医療技術大学 小学校中･高
学年編
中学生編
中学生･高校
生編
保護者編

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

井上　明子　永峰　恵子
松村　惠子

経験から導き出された経産婦の
育児

香川母性衛生学
会誌

16 1 15-25 2016.11

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　豊田ゆかり
田中美延里　出森　美和
正岡田江子　稲田　美香
仁井田美菜　檜垣　裕子

小中学校で行う思春期教室が継
続的に実施できるための要件
－教諭と保健師のグループイン
タビューから－

四国公衆衛生学
会雑誌

62 1 127-134 2017. 2

小嶋理恵子　田中　和子 周産期DVが生じた夫婦関係の
再構築支援を行ったカウンセ
ラーの援助実践からの示唆,（科
研費21592807：2009～2011）

日本赤十字北海
道看護大学紀要

17 19－24  2017. 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

Chizuko Edagawa
Yukari Toyota

The involvement of visiting 
nurses in supporting families 
and their children who require 
medical care : The intentions 
and specific activities of visiting 
nurses

INTESDA
2016, Advancing the Life 
Sciences and Public Health 
Awareness

Nagoya, Japan 2016. 7.10
-11
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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

藤原紀世子　豊田ゆかり
枝川千鶴子

小児看護学臨地実習の看護技術
経験における学生の学習困難感
と学習行動

日本小児看護学会第26回学
術集会

別府市 2016. 7.23
-24

小嶋理恵子 異文化女性の母乳育児ケアにジ
レンマを感じていた助産師が対
象の文化に合わせた援助を行う
に至った要因

日本家族看護学会第23回学
術集会

山形市 2016. 8.27
-28

中越　利佳　岡村絹代 看護学生の子宮頸がん予防に関
する認知と検診受診に対する思
い
－検診受診経験者と未受診者と
の比較から－

第36回日本看護科学学会学
術集会

東京都 2016.12.10
-11

藤原紀世子　手束　真理
堀川恵利子　豊田ゆかり
枝川千鶴子

小児がんの子どもとその次子を
もつ母親の思い

第14回日本小児がん看護学
会学術集会

東京都 2016.12.15
-17

中越　利佳　豊田ゆかり
田中美延里　出森　美和
正岡田江子　稲田　美香
仁井田美菜　檜垣　裕子

小中学校で行う思春期教室が継
続的に実施できるための要件
－教諭と保健師のグループイン
タビューから－

第62回四国公衆衛生学会総
会・平成28年度四国公衆衛
生研究発表会

松山市 2017. 2. 3

小嶋理恵子　井上　明子
柴田　長生

切れ目ない支援における助産師
と児童福祉の連携に向けた示唆

第31回日本助産学会学術集
会

徳島市 2017. 3.18
-19

今村　朋子　中越　利佳 分娩進行が一目でわかる外診・
内診一体モデルの開発

第31回日本助産学会学術集
会

徳島市 2017. 3.18
-19

井上　明子　小嶋理恵子
柴田　長生

切れ目ない支援における児童相
談所職員からみた助産師業務に
関する認知調査　第１報

第31回日本助産学会学術集
会

徳島市 2017. 3.18
-19

枝川千鶴子　豊田ゆかり 熟練訪問看護師が医療的ケア児
に行う入浴介助に関する経験知

日本看護研究学会中国・四
国地方会第30回学術集会

岡山市 2017. 3.19
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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

中越　利佳 あなたのいのちは誰のもの
いのち輝かせるために

性に関する健康教育講演 松山市立内
宮中学校

2016. 6.21 中学₂・₃年生
教職員

中越　利佳 いのちのバトン　あなたの
いのちは誰のもの

平成28年度愛媛県中予保
健所エイズ等教育講演会

愛媛県立伊
予高校
愛媛県立上
浮穴高校
愛媛県立東
温高校

2016. 6.23
2016. 9.15
2016.10. 6

高校１年生
教職員

中越　利佳 あなたのいのちは誰のもの
いのち輝かせるために

性に関する健康教育講演 松山市立小
野中学校

2016. 7. 1 中学₃年生
教職員

中越　利佳 自分の心と体の変化を知ろ
う
生きているだけで100点満
点　すてきないのち　輝く
いのち

平成28年度砥部町小学校
思春期教室

砥部町立広
田・高市・
玉谷小学校
砥部町立麻
生小学校
砥部町立砥
部小学校
砥部町立宮
内小学校

2016.10.12
2016.10.28
2016.11. 4
2016.11.16

小学校₅年生
教職員

中越　利佳 いのちのつながりについて
知ろう
今までの自分、これからの
自分

平成28年度伊予市中学校
思春期教室

伊予市立双
海中学校
伊予市立港
南中学校
伊予市立中
山中学校
伊予市立伊
予中学校

2016.11.17
2016.11.24
2016.11.25
2016.12.13

中学₂年生
教職員

枝川千鶴子 小児看護学 平成28年度保健師、助産
師、看護師実習指導者講
習会

愛媛県看護
協会

2016.11.10 隣地実習指導者

中越　利佳 母性看護学 平成28年度保健師、助産
師、看護師実習指導者講
習会

愛媛県看護
協会

2016.11.14 隣地実習指導者

小嶋理恵子 妊娠期・分娩期・産褥期の
援助

愛媛看護協会・新人助産
師研修

愛媛県看護
協会

2016.11.26 県内の新人助産師

中越　利佳 いのちってすばらしい
生きるということ

平成28年度砥部町中学校
思春期教室

砥部町立砥
部中学校

2016.12. 2 中学₂年生
教職員
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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

中越　利佳 生命誕生と望まない妊娠
いのちのつながりについて
知ろう

性に関する健康教育講演 東温市立川
内中学校

2016.12.20 中学₃年生
教職員

小嶋理恵子 研修を通して助産師として
の看護観を考える

愛媛看護協会・新人助産
師研修

愛媛県看護
協会

2017. 1.21 県内の新人助産師

中越　利佳 愛媛県中予地域における思
春期教室での養護教諭、保
健師と大学の連携について

岡山県セクシャルリプロ
ダクティブヘルス研究会

岡山市 2017. 2. 5 思春期保健にかか
わる医療従事者、
教育関係者

今村　朋子 南予でできるフリースタイ
ル分娩

愛媛助産師会南予地区研
修会

宇和島市 2017. 2.12 南予地区の助産師

枝川千鶴子 乳幼児の病気の予防と家庭
でできる対策

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 2017. 3. 3 ファミリーサポー
ト会員

今村　朋子 助産師がおこなう会陰裂傷
縫合　エビデンスと実践

中予地区の助産院　院内
研修

松山市 2017. 3.22 助産院助産師



成人･老年看護学
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Ⅱ　論　　文（原著）

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

島田　美鈴　藤田　佐和 初めてがんと診断され手術を受
けたがんサバイバーのゆらぎ

日本がん看護学
会誌

30 3 9-18 2016.12

松井美由紀　秋元　典子 セカンドオピニオンを受けた女
性乳がん患者の初期治療選択過
程

日本がん看護学
会誌

30 3 29-39 2016.12

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

江﨑ひろみ　政岡　敦子
野村美千江

カード構造化法を用いた授業リ
フレクションの有用性の検討
―老年看護学実習のまとめ授業
からの気づきの内容―

愛媛県立医療技
術大学紀要

13 1 15-20 2016.12

江﨑ひろみ　窪田　志穂
宮宇地秀代　荒巻　葉月
神野　藍梨　福島　里奈
宮本　翔平　政岡　敦子
田中美延里　野本百合子
野村美千江

自己教育力を高める「実習ポー
トフォリオ」の開発
―学生と教員の協働によるアク
ション・リサーチ―

愛媛県立医療技
術大学紀要

13 1 21-29 2016.12

長尾　奈美　江﨑ひろみ
田中美延里　野村美千江

認知機能低下予防を目的とした
地域住民への介入研究の現状
―国内文献の検討から―

四国公衆衛生学
会雑誌

62 1 141-148 2017. 2



－ 34 －

Ⅴ　学会発表（国内学会）

Ⅵ　講　　演

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

小川由紀子　上田早菜恵
香川　真希　西本　綾香
大塚佳代子　山下　絵美
江﨑ひろみ　川上由紀子
高尾理樹夫　畠中　能子
下崎　昭雄　矢澤　彩香
吉田　幸恵

女子大学生における冷え症と生
活習慣の関連について

第75回日本公衆衛生学会総
会

大阪市 2016.10.26

長尾　奈美　江﨑ひろみ
田中美延里　野村美千江

認知機能低下予防を目的とした
地域住民への介入研究の現状
―国内文献の検討からー

第62回四国公衆衛生学会 松山市 2017. 2. 3

島田　美鈴　藤田　佐和 初めてがんと診断されたがんサ
バイバーのゆらぎ

第31回日本がん看護学会 高知市 2017. 2. 4
- 5

橋本　君代　島田　美鈴
中西　純子

化学放射線療法を受ける咽頭部
がん患者の体験・認知・対処
―治療開始から終了までに焦点
をあてて―

第31回日本がん看護学会 高知市 2017. 2. 4
- 5

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

島田　美鈴 看護研究テーマの絞り込み／
看護研究計画書作成について

大洲市立病院看護研究研
修会

大洲市 2016. 6.29 大洲市立病院看護
師

松井美由紀 看護過程の展開（実践編） 平成28年度愛媛県立病院
看護職員合同研修

松山市 2016. 7. 7
2016. 8.12
2016. 9.15
2016.10.19
2016.11.22

愛媛県立病院看護
職

島田　美鈴 吸引を受ける利用者や家族の
気持ちと対応の理解／たん吸
引により生じる危険、事後の
安全確認

平成28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）講義

砥部町 2016. 8. 3 愛媛県内の介護職
員

江﨑ひろみ
宮宇地秀代

救急蘇生法演習 平成28年度愛媛県喀痰吸
引等研修（不特定の者対
象）

砥部町 2016. 8. 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

松井美由紀 ①たんの吸引
②人工呼吸器と吸引
③吸引で用いる器具器材とそ

のしくみ
④痰の吸引に伴うケア

平成28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）講義

砥部町 2016. 8. 4
2016. 8.17

愛媛県内の介護職
員

松井美由紀 看護過程と看護記録（基礎編） 平成28年度公益社団法人
愛媛県看護協会会員教育

松山市 2016. 8. 6 愛媛県の200床以
下の中小規模病院
に就業する看護職

江﨑ひろみ 拘縮予防・褥そう予防・腰痛
予防を目指すポジショニング

（演習）

平成28年度第１回在宅ケ
アを支える人材のケア技
術の充実に向けた研修会

西予市 2016. 8.18
2016. 8.19

愛媛県内の看護・
介護職員、医療関
係者対象

松井美由紀
江﨑ひろみ
西森　旬恵
宮宇地秀代

吸引演習および評価 平成28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）演習

砥部町 2016. 8.29
- 9. 1

愛媛県内の介護職
員

松井美由紀 危機理論 平成28年度愛媛県がん看
護実践に強い看護師育成
研修会

松山市 2016. 9. 7 愛媛県内の看護師

松井美由紀
宮宇地秀代

たん吸引の必要なケアの実施
について（演習含む）

平成28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 2016. 9.23 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

松井美由紀 実習指導の原理と実際 平成28年度保健師助産師
看護師実習指導者講習会

松山市 2016.10.24
2016.11. 2
2016.11. 9

愛媛県内の臨地実
習指導者

松井美由紀 看護診断と看護記録 松山赤十字病院看護記録
研修会

松山市 2016.11.28 松山赤十字病院の
看護職

松井美由紀 人材育成論：人材育成の方法 平成28年度認定看護管理
者教育課程ファーストレ
ベル

松山市 2017. 1.13
-14

平成28年度認定看
護管理者教育課程
ファーストレベル
受講者

江﨑ひろみ 「口から食べる」幸せを支援
するために～口の機能を知ろ
う～（講義・演習）

平成28年度第４回在宅ケ
アを支える人材のケア技
術の充実に向けた研修会

西予市 2017. 1.14 愛媛県内の看護・
介護職員、歯科医
師、管理栄養士、
医療関係者対象

永井さつき “歩き続ける”を支えるため
のフットケア

平成28年度第₅回在宅ケ
アを支える人材のケア技
術の充実に向けた研修会

西予市 2017. 2.18 西予市内の在宅ケ
ア に 関 わ る 専 門
職、南予地域の市
町で人材育成に関
わる専門職
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

徳原　康哲
日本臨床衛生検査技師会
監修（共著）

JAMT技術教本シリーズ
一般検査技術教本

2017. 3  丸善出版株式会社 58-61

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Satoshi Shibata
Tsubasa Kawanai
Takayuki Hara
Asuka Yamamoto
Taro Chaya
Yasunori Tokuhara
Chinami Tsuji
Manabu Sakai
Taro Tachibana
Shinobu Inagaki

ARHGEF10 directs the localization 
of Rab8 to Rab6-positive executive 
vesicles.

J Cell Sci. 129 19 3620-3634 2016. 1

Kenichi Shukuya
Sayoko Ogura
Yasunori Tokuhara
Shigeo Okubo
Yutaka Yatomi
Minoru Tozuka
Tatsuo Shimosawa

Novel round cells in urine sediment 
and their clinical implications

Clin Chim Acta. 457 142-149 2016. 6

Noritaka Okamura Analysis of the Common Carotid 
Arterial System in the Electrical 
Circuit Based on the Three-element 
Model : Effects of Neck Retrocollis

愛媛県立医療技
術大学紀要

13 9-13 2016.12

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

Satoru Miyaishi
Tomoyo Takata
Kaori Taniguchi
Masanobu Miura
Takashi Kitao

Postmortale Diagnose des fulminanten 
Typ 1 Diabetes Mellitus-eine Kasuistik

95. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Rechtsmedizin

Heidelberg 2016. 8.30
- 9. 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

岡村　法宜 電気回路による頭頸部の動脈系
三要素モデル解析
－頸部後屈の影響－ 

第39回日本バイオレオロ
ジー学会年会

東京都 2016. 6.18
-19

佐川　輝高　相原ひろみ 上腕静脈採血部位を科学的に理
解させるための教育システムの
予備的開発

第11回日本臨床検査学教育
学会学術大会

神戸市 2016. 8.31
- 9. 2

佐川　輝高　相原ひろみ 皮下での光の透過性に関する基
礎的な解析 

第63回日本臨床検査医学会 神戸市 2016. 9. 1
- 4

北尾　孝司 鶏および臨床材料から分離し
た基質特異性拡張型β-ラクタ
マーゼ（ESBL）およびAmpC型
β-ラクタマーゼ（AmpC）産生
腸内細菌の遺伝子学的調査研究

第37回食品微生物学会学術
総会

東京都 2016. 9.15
-16

宮石　　智　高田　智世
北尾　孝司
Thu Thu Htike
三浦　雅布　谷口　　香

劇症型Ⅰ型糖尿病を診断し得た
若年者突然死の１剖検例

第33回日本法医学会学術中
国四国地方集会

広島市 2016.10. 1

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

北尾　孝司 生活の中に潜む薬剤耐性菌 平成28年度愛媛県官公庁
臨床検査技師会総会

松山市 2016. 7.30 臨床検査技師

北尾　孝司 食中毒から身を守る方策につ
いて

平成28年度コミュニティ
カレッジ（くらしの安全・
安心講座）

松山市 2016.11.24 一般住民の受講生

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

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

2015年度実施状況
報告書

https://kaken.
nii.ac.jp/report/
KAKENHI-
PROJECT-
26462851/
264628512015
hokoku/

2017. 1. 6
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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（共著） 液状化検体細胞診断マ
ニュアル

2017. 4 篠原出版 72-75,80

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

原田　美香　則松　良明
香田　浩美　内野かおり

液状化検体細胞診を用いた子宮
内膜細胞診におけるOSG式判
定の検討

医学検査 65 5 513-520 2016. 9

谷渕　将規　松岡　亮仁
久保　博之　山岡　源治
田岡　輝久

フィラデルフィア染色体陽性混
合型急性白血病の形態学的特徴

医学検査 65 5 582-588 2016. 9

Yu Nishioka
Hiromasa Imaizumi
Junko Imada
Jun Katahira
Nariaki Matsuur
Miki Hieda

SUN1 splice variants, SUN1_888, 
SUN1_785, and predominant 
SUN1_916, variably function in 
directional cell migration

Nucleus 7 572-584 2016.11

Yoshiaki Norimatsu
Tomohiko Yamaguch
Tomoki Taira
Hirofumi Sakamoto
Kenji Yanoh 
Maeda Yoshinobu
Satoshi Irino
Tadao K. Kobayashi

The interobserver reproducibility 
of the endometrial cytology by 
the OSG method: utilizing the 
Becton Dickinson SurePathTM 
LBC

Cytopathology 27 6 472-478 2016.12

香川　昭博　則松　良明
寺本　典弘　前田　智治

₇種の臨床材料を使用した液状
化検体細胞診₃方法における細
胞所見の比較

医学検査 66 1 60-67 2017. 1

則松　良明　矢納　研二 子宮内膜腺間質破綻における化
生変化の免疫細胞化学的検討

愛媛県臨床検査
技師会誌

36 23-28 2017. 3

則松　良明　山口　知彦
安倍　秀幸　多比良朋希
矢納　研二

OSG式子宮内膜細胞診判定様
式における診断精度の検討

愛媛県臨床検査
技師会誌

36 29-38 2017. 3

兵頭　直樹　則松　良明 液状化検体細胞診の固定保存液
を用いた免疫組織化学染色の検
討

愛媛県臨床検査
技師会誌

36 39-46 2017. 3
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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

Miki Hieda Implications for Diverse Functions 
of the LINC Complexes Based on 
the Structure

Cells 6 pii E₃ 2017. 1

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
Kenji Yanoh
Yasuo Hirai

The evaluation of endometrial 
cytology by diagnostic flow chart 
that provide simple, standardized, 
and reliable diagnostic criteria

19th International Congress 
of Cytology

Yokohama 2016. 5.29
-31

Kenji Yanoh
Yoshiaki Norimatsu
Yasuyuo Hirai

Proposal of the descriptive 
reporting format for endometrial 
cytology devised by the JSCC 
study group

19th International Congress 
of Cytology

Yokohama 2016. 5.29
-31

Satoru Miyaishi
Tomoyo Takata
Kaori Taniguchi
Masanobu Miura
Takashi Kitao

Postmortable Diagnose des 
Fulminanten Typ 1 Diabetes 
Mellitus -eine Kasuistik

95te Jahrestagung der 
Deutschen Geselschaft fuer 
Rechtsmedizin

Heidelberg 2016. 8.30
- 9. 3

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

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

当院で経験したANCA関連血
管炎性中耳炎（OMAAV）の臨
床的検討

第60回日本リウマチ学会総
会

横浜市 2016. 4.21
-23

石崎　　淳　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

質量分析を用いた血清プロテ
オソームの大規模解析による
ANCA関連血管炎の新規バイ
オマーカーの探索

第60回日本リウマチ学会総
会

横浜市 2016. 4.21
-23

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

インフリキシマブが著効した股
関節炎を主症状とする掌蹠膿疱
症性骨関節炎

第60回日本リウマチ学会総
会

横浜市 2016. 4.21
-23
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

野田遼太郎　末盛浩一郎
松本　卓也　大西　佐知
石崎　　淳　佐田　榮司
長谷川　均　安川　正貴

生物学的製剤を投与した再発性
多発軟骨炎の１例

第114回日本内科学会四国
地方会

徳島市 2016. 5.22

北尾　孝司　高田　智世 臨床材料から分離した基質特
異性拡張型β-ラクタマーゼ

（ESBL）産生町内細菌の遺伝子
学的調査研究

第11回生物試料分析科学学
会中四国支部学術集会

高松市 2016. 8. 6

中平　洋子　高田　智世
中西　純子

臨床検査技師教育課程に「患者・
家族の心理」を導入した成果⑴
－授業終了後のレポート・感想
文から－

第11回日本臨床検査学教育
学会学術集会

神戸市 2016. 8.30
- 9. 2

高田　智世　中平　洋子
中西　純子

臨床検査技師教育課程に「患者・
家族の心理」を導入した成果⑵
－卒業生へのアンケートから－

第11回日本臨床検査学教育
学会学術集会

神戸市 2016. 8.30
- 9. 2

宮石　　智　高田　智世
北尾　孝司
Thu Thu Htike
三浦　雅布　谷口　香

劇症１型糖尿病を診断し得た若
年者突然死の１剖検例

第33回日本法医学会学術中
四国地方集会

広島市 2016.10. 1

近藤　明宏　瀬尾佳代子
竹内　彰浩　西谷　真里
梶川　達志　木内　洋之
荒井　　健　山岡　源治

FCMにより骨髄への微小浸潤
を検出し得たBPDCNの一例

平成28年度日本臨床衛生検
査技師会中四国支部医学検
査学会（第49回）

高知市 2016.11.26
-27

藤石　　琴　松本　卓也
石崎　　淳　末盛浩一郎
佐田　榮司　長谷川　均
安川　正貴

胃潰瘍で発症し生検で診断しえ
た好酸球性多発血管炎性肉芽腫
症の１例

第115回日本内科学会四国
地方会

松山市 2016.11.27

則松　良明 BDシュアパス -LBC標本の特
性に応じた子宮内膜細胞診判定
方法

57回日本臨床細胞学会総会
春期大会

横浜市 2016.11.27
-28

近藤　明宏　瀬尾佳代子
竹内　彰浩　西谷　真里
梶川　達志　木内　洋之
荒井　　健　山岡　源治
井町　仁美　村尾　孝児

病初期に微小な骨髄浸潤を伴っ
た芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍
の一例

第13回合同地方会（日本臨
床検査医学会忠告支部・四
国支部総会、日本臨床化学
会中国支部・四国支部総会）

岡山市 2017. 2.11
-12

西岡　　優　今泉　大将
今田　順子　片平じゅん
松浦　成昭　檜枝　美紀

SUN1バリアントがLINC複合
体の機能的多様性に担う役割の
解析

第34回染色体ワークショッ
プと第15回核ダイナミクス
研究会

千葉県
木更津市

2017. 1.11
-13
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

松本　彩花　坂本　智代
松森はるか　片平じゅん
安田　洋子　松浦　成昭
中尾　光善　斉藤　典子
檜枝　美紀

機械学習画像解析アルゴリズ
ム・ウインチャームによるLINC
複合体と核小体の予期しない連
携の発見

第39回日本分子生物学会年
会

横浜市 2016.11.30
-12. 2

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 いのちを守る！
子宮頸がん検診の大切さ

子宮頸がん予防講演会 愛南町 2016. 8. 6 愛南町住民

則松　良明 子宮体部LBC標本の捉え方
～OSG式子宮内膜判定様式
の運用～

平成29年度福井県臨床検
査技師会　病理・細胞診
研修会

福井市 2017. 3. 4 細胞検査士
臨床検査技師

則松　良明 子宮体部LBC標本の捉え方
～OSG式子宮内膜判定様式
の運用～

第₂回滋賀液状化細胞診
（LBC）研修会

大津市 2017. 3.25
-26

細胞検査士
臨床検査技師
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