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名 称 等 研究代表者 研 究 テ ー マ 助成額

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（B）

安川　正貴 新規抗体改変技術を用いたがん特異的
一本鎖抗体の作製とがん免疫療法への応
用

3,700

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

岡田ルリ子 漢方医学による“整膚”は末梢血液循環を
促進し皮膚保湿効果をもたらすか

4420

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

中平　洋子 地域包括ケアに対応する精神障がい者の
家族の家族レジリエンスを促す支援モデ
ルの開発

1,690

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（Ｃ）

渋井　進
分担者：

脇坂　浩之

大学評価支援へ向けた評価指標の妥当
性チェックリストの開発

1,397

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（Ｃ）

山田　武司 腫瘍特異的T細胞のエピジェネティック制
御による抗腫瘍活性の増強

1,610

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

高橋　博子
分担者：

中西　純子
鳥居　順子
田中　昭子

禁煙外来看護師のための禁煙支援技術
ガイドブックの開発

1,100

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

宮宇地秀代
分担者：

松井美由紀
中平　 洋子
野村美千江

災害支援活動を体験した看護師の惨事ス
トレスからの回復を促すサポートシステム
の構築

1,040

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

田中美延里 へき地看護職の協働効力感尺度の開発と
継続教育プログラムの試案作成

1,000

令和2年度科学研究助成基金
助成金基盤研究（C）

豊田ゆかり 医療的ケア児の地域包括ケアを推進する
ための「共助」にむけた連携システムの開
発

1000

令和2年度科学研究助成基金
助成金基盤研究（C)

中越　利佳 20歳代女性の未来を守る子宮頸がん検診
テーラード啓発プログラムの開発

780

（単位：千円）

公 的 財 団 研 究 助 成
（令和２年度）



名 称 等 研究代表者 研 究 テ ー マ 助成額

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

黒田寿美恵
分担者：

松井美由紀

地域で暮らすがん患者のエンドオブライフ
充実に向けた外来－地域看護連携モデ
ルの構築

100

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

徳永なみじ 看護技術修得における自己調整学習方
略尺度の開発

910

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

越智　百枝 アルコール依存症者の家族へのエンパワ
メントプログラムの効果の測定と検証

910

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

脇坂　浩之 新たな客観的アルコールパッチテスト法の
開発

910

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

入野　了士 住民の生活習慣特性を活かす出生世代
別アプローチの対話型学習教材への発展

780

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C)

松井美由紀
分担者:

宮宇地秀代
枝川千鶴子

学生ボランティア活動の継続性を促進す
るソーシャルサポート・システムの構築

450

令和2年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

末盛浩一郎
分担者：

安川　正貴

我が国における重症熱性血小板減少症
候群の臨床的特徴と病態の解析

300

令和２年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C)

山内　栄子
分担者：

松井美由紀

喉頭全的術を受けるがん患者とパート
ナーの首尾一貫感覚を高める看護実践モ
デルの開発

50

日本血液学会研究助成 安川　正貴 新規抗体作製技術を用いた造血器腫瘍
に対する有効性と安全性に優れたCAR-T
細胞療法の開発

1,000

髙松宮妃癌研究基金　継続 山田　武司 細胞内エネルギー代謝調節による効果的
なT細胞免疫療法の開発

2,000

令和2年度愛媛県立医療技術
大学教育・研究助成費

長尾　奈美 認知症予防に向けた多世代交流型の地
域づくりに取り組む自治体保健師の支援
方策

192

令和２年度愛媛県立医療技術
大学研究教育助成費

伊藤　美香 コロナ禍に妊娠期・出産・子育て期を過ご
した妊産婦の実態調査

281

25,620  合　　　　　　　　　　　計
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著 者 名 著 書 発行年月 出版社名 担当頁

安川正貴　（共著） HTLV-1感染症
新臨床内科学第10版

2020.4 医学書院 1647-1649

安川正貴　（共著） 不明熱
今日の治療指針2020年版

2020.5 医学書院 219-220

Ⅰ　著　書

著　者　名 論文名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
Soki Kashima

Takuya Maeda

Kyoko Masuda

Seiji Nagano

Takamitsu Inoue

Masashi Takeda

Yuka Kono

Takashi Kobayashi

Shigeyoshi Saito

Takahiro Higuchi

Hiroshi Ichise

Yuka Kobayashi

Keiko Iwaisako

Koji Terada

Yasutoshi Agata

Kazuyuki Numakura

Mitsuru Saito

Shintaro Narita

Masaki Yasukawa

Osamu Ogawa

Tomonori Habuchi

Hiroshi Kawamoto

Cytotoxic T lymphocytes

regenerated from iPS cells have

therapeutic efficacy in a patient-

derived xenograft solid tumor model

iScience 23 4 100998 2020.4

Shoichi Iriguchi

Yutaka Yasui

Yohei Kawai

Suguru Arima

Mihoko Kunitomo

Takayuki Sato

Tatsuki Ueda

Atsutaka Minagawa

Yuta Mishima

Nariaki Yanagawa

Yuji Baba

Yasuyuki Miyake

Kazuhide Nakayama

Maiko Takiguchi

Tokuyuki Shinohara

Tetsuya Nakatsura

Masaki Yasukawa

Yoshiaki Kassai

Akira Hayashi

Shin Kaneko

A clinically applicable and scalable

method to regenerate T-cells from

iPSCs for off-the-shelf T-cell

immunotherapy

Nature

Communication

s

12 430 2021.1

Ⅱ　論　文（原著）
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著　者　名 論文名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
Koichiro Suemori

Masayuki Saijo

Atsushi Yamanaka

Daisuke Himeji

Masafumi Kawamura

Takashi Haku

Michihiro Hidaka

Chinatsu

Kamikokuryo

Yasuyuki Kakihana

Taichi Azuma

Katsuto Takenaka

Toru Takahashi

Akitsugu Furumoto

Toshiyuki Ishimaru

Masayuki Ishida

Masahiko Kaneko

Norimitsu Kadowaki

Kenichi Ikeda

Shigetoshi Sakabe

Tomohiro Taniguchi

Hiroki Ohge

Takeshi Kurosu

Tomoki Yoshikawa

Masayuki Shimojima

Masaki Yasukawa

A multicenter non-randomized,

uncontrolled single arm trial for

evaluation of the efficacy and the

safety of the treatment with

favipiravir for patients with severe

fever with thrombocytopenia

syndrome

PLoS Neglected

Tropical

Diseases

15 2 e0009103 2021.2

Toshiki Ochi

Masaki Maruta

Kazushi Tanimoto

Fumitake Kondo

Toshihiro Yamamoto

Mie Kurata

Hiroshi Fujiwara

Junya Masumoto

Katsuto Takenaka

Masaki Yasukawa

A single-chain antibody generation

system yielding CAR-T cells with

superior antitumor function

Communication

s Biology

4 1 273 2021.3

研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
Toshiki Ochi

Masaki Maruta

Kazushi Tanimoto

Katsuto Takenaka

Masaki Yasukawa

Optimized scFv-expressing CAR-T

cells showed marked antitumor

reactivity in vivo

第24回日本がん免疫
学会学術集会

札幌市　Web 2020. 10. 9

越智　俊元　丸田　雅樹
谷本　一史　倉田　美恵
増本　純也　竹中　克斗
安川　正貴

次世代型一本鎖抗体作製技術に基づき調
整したCAR-T細胞を用いた有効かつ安全
な免疫療法の開発

第12回日本血液疾患
免疫療法学会学術集
会

大阪市　Web 2020. 9. 12

Toshiki Ochi

Masaki Maruta

Kazushi Tanimoto

Mari Kurata

Junya Masumoto

Katsuto Takenaka

Masaki Yasukawa

Fine-tuned scFv-expressing CAR-T

cells show marked antitumor

reactivity in vivo

第82回日本血液学会
学術集会

京都市　Web 2020. 10. 10

Ⅴ　学会発表（国内学会）

著 者 名 論 文 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
鈴木　淳平　名部　彰悟
安川　正貴　山下　政克

グルタミン代謝によるCD8T細胞抗腫瘍
活性の調節

癌と化学療法 47 1 11-15 2020.4

Ⅲ　論　文（その他：総説、報告等）

- 4 -



研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
Toshiki Ochi

Masaki Maruta

Kazushi Tanimoto

Katsuto Takenaka

Masaki Yasukawa

Optimized scFv-expressing CAR-T

cells showed marked antitumor

reactivity in vivo

第24回日本がん免疫
学会学術集会

札幌市　Web 2020. 10. 9

越智　俊元　丸田　雅樹
谷本　一史　倉田　美恵
増本　純也　竹中　克斗
安川　正貴

次世代型一本鎖抗体作製技術に基づき調
整したCAR-T細胞を用いた有効かつ安全
な免疫療法の開発

第12回日本血液疾患
免疫療法学会学術集
会

大阪市　Web 2020. 9. 12

Toshiki Ochi

Masaki Maruta

Kazushi Tanimoto

Mari Kurata

Junya Masumoto

Katsuto Takenaka

Masaki Yasukawa

Fine-tuned scFv-expressing CAR-T

cells show marked antitumor

reactivity in vivo

第82回日本血液学会
学術集会

京都市　Web 2020. 10. 10

Ⅴ　学会発表（国内学会）

講演者名 演 題 会等の名称 開催地 開催年月日 対象者
安川　正貴 新型コロナウイルス感染症の基礎

知識と最新情報
愛媛県訪問看護協議
会管理者研修会

松山市 2020. 8. 29 看護師、保健師な
ど

安川　正貴 新型コロナウイルス感染症の基礎
知識と最新情報

今治経済研究会 今治市 2020. 9. 11 経済界関係者

安川　正貴 新型コロナウイルス感染症の基礎
知識と最新情報

愛媛県看護協会研修
会

松山市 2020. 9. 14 看護師、保健師な
ど

安川　正貴 新型コロナウイルス感染症につい
て
予防法を中心に

JCHO宇和島病院内講
習会

宇和島市 2020. 9.17
医師、看護師、臨
床検査技師など

安川　正貴 新型コロナウイルス感染症の基礎
知識と最新情報

愛媛県看護協会研修
会

松山市 2020. 9. 25 看護師、保健師な
ど

VI　講　演

著 者 名 題 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
安川　正貴 人類は新型コロナウイルスと共存できる

か
小日本 39 夏 15-18 2020. 8

VII　その他の報告

- 5 -
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著 者 名 著 書 発行年月 出版社名 担当頁
大塚由美子　仲渡　江美 ４章 知覚「たのしく学べる乳幼児

のこころと発達」（櫻井茂男・ 大
内晶子　編）

2021.1 福村出版 57-72

Ⅰ　著　書

著　者　名 論文名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
Tetsuya Shimokawa

Hiroaki Nabeka

Khan MSI

Kimiko Yamamiya

Takuya Doihara

Naoto Kobayashi

Hiroyuki Wakisaka

Seiji Matsuda

Prosaposin in the rat oviductal

epithelial cells

Cell and Tissue

Research

383 11 1191-

1202

2020.11

Kunihiro J

Nabeka H

Wakisaka  H

Unuma K

Khan MSI

Shimokawa T

Islam F

Doihara  T

Yamamiya K

Saito S

Hamada F

Matsuda S

Prosaposin and its receptors,

GRP37 and GPR37L1, increased

immunoreactivity in the facial

nucleus after facial nerve

transection

PLOS One 15 12 e-pub:

https://do

i.org/10.1

371/jour

nal.pone.

0241315

2020.12

NabekaH

Gao HL

Li X

Li C

Wakisaka H

Kunihiro J

Unuma K

Taniguchi M

Nakabayashi Y

Khan MSI

Shimokawa T

Islam F

Saito S

Hamada F

Kobayashi N

Matsuda S

Prosaposin and its Receptors,

GRP37 and GPR37L1, Protects

Neurons Against In Vivo

Neuropathological Disorders

On J Neur &

Br Disord

5 1 414-418 2020.12

Taiji Tohyama

Katsunori Sakamoto

Kei Tamura

Taro Nakamura

Jota Watanabe

Hiroyuki Wakisaka

Yasutsugu Takada

Pharyngeal metastasis following

livingdonor liver transplantation for

hepatocellular carcinoma: a case

report and literature review

World Journal

of Surgical

Oncology

18 109 https://doi

.org/10.11

86/s1295

7-020-

01873-0

2021.3

Ⅱ　論　文（原著）
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研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
山田　啓之　本多　伸光
羽藤　直人　村上　信五
松本　宗一　河野　 　尚
脇坂　浩之　木崎　久喜
高橋　宏尚　暁　　 清文

圧迫障害モデルにおける病的共同運動と
神経過誤支配の検討

第43回日本顔面神経
学会

松山市 2020.9.29-

10.1

Ⅴ　学会発表（国内学会）

講演者名 演 題 会等の名称 開催地 開催年月日 対象者
草薙　康城 子宮頸がん予防HPVワクチ

ンの基礎と臨床
愛媛県小児科医会総
会

松山市 2020.9.6 小児科医師

草薙　康城 胎児心拍モニタリング 愛媛県助産師新人研
修

松山市 2021.1.15 助産師

草薙　康城 性感染症について エイズ等講演会 松前町 2021.2.4 伊予高校3年生

VI　講　演

- 10 -
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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 看護研究Ⅱ・Ⅲ　研究デザインと

研究方法「研究方法の選び方」
令和2年度社団法人愛
媛県看護協会会員教
育

松山市 2020.8.4 愛媛県下
看護職員

野本百合子 新人看護職員研修計画の立案と
評価（1）・(2)
実践報告会　講評

令和2年度新人看護職
員研修責任者・教育担
当者研修

松山市 2020.8.26

2020.8.27

2021.2.2

愛媛県下新人看護
職員研修責任者・
教育担当者

野本百合子 看護論(1)～(4)
研修会発表会　講評

令和2年度保健師助産
師看護師等実習指導
者講習会

松山市 2020.9.1

2020.9.2

2020.9.8

2020.12.11

愛媛県下
看護職員

徳永なみじ 「フィジカルアセスメント」 令和2年度社団法人愛
媛県看護協会訪問看
護師養成基礎講習会

松山市 2020.9.16 愛媛県下
看護職員

徳永なみじ 看護研究Ⅱ・Ⅲ　研究デザインと
研究方法「量的研究の進め方～
質問紙を作成しよう～」

令和2年度社団法人愛
媛県看護協会会員教
育

松山市 2020.9.30 愛媛県下
看護職員

岡田ルリ子 基礎看護学実習指導の実際 令和2年度保健師助産
師看護師等実習指導
者講習会

松山市 2020.11.9

2020.11.27

2020.12.3

2020.12.7

愛媛県下
看護職員

VI　講　演

研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
大野　祐子　岡田 ルリ子
徳永なみじ　野本百合子

看護師が指導の必要性を知覚する看護学
実習中の学生行動の解明

日本看護学教育学会
第30回学術集会

オンライン開催 2020.9.5‐14

Ⅴ　学会発表（国内学会）

著　者　名 論文名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
馬越　千恵　野本百合子
徳永なみじ

看護師長の実践する感染管理活動の解
明

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 11-19 2020.12

Ⅱ　論　文（原著）
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著 者 名 論 文 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
中村富美子　御小柴朋子
谷口瑠美子　窪田　 志穂
野村美千江

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会
ワークショップ報告　今日から”使える”
文献カフェ

日本公衆衛生看
護学会誌

9 1 65-67 2020.4

窪田　　 静 スピラドゥが気付かせてくれたこと　三ツ
星アワードを受賞して

福祉介護テクノプ
ラス（日本工業出
版）

13 11 9-13 2020.11

窪田　 志穂　谷口瑠美子
中村富美子　御小柴朋子
野村美千江

国際的学術情報を日常の看護実践や
教育活動に活かす
－JAPHNメールマガジン「研究なう」
アーカイブ化の取組み－

日本公衆衛生看
護学会誌

9 3 181-184 2020.12

江崎ひろみ　松井美由紀
窪田　 志穂　香川　 里美
伊藤　 美香　仲田 　琴美
野村美千江

自己教育力を高める実習ポートフォリオ
を用いたピアリフレクション
－継続的な学習支援の成果と課題－

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 21-27 2020.12

中平　 洋子　越智 　百枝
坂元 　勇太

地域で精神障害者を支援する専門職が
“精神障がいにも対応した地域包括ケ
ア”を担う看護師に期待すること

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 29-34 2020.12

中平 　洋子　疋田 　琴乃
越智 　百枝　坂元　 勇太

“精神障がいにも対応した地域包括ケ
ア”を担う看護師に必要だと考える力
－医療機関や福祉事業所で働く看護職
へのインタビューより－

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 35-41 2020.12

入野　 了士　出森 　美和
齋藤 　希望　河合　 ゆみ
古志美千代　玉井　 幸子
土幡　　  淳　松岡　 和彦
兵頭 　昌子

愛媛県の保健師活動を後世につなぐ愛
媛保健師アーカイブの作成過程と評価

四国公衆衛生雑
誌

66 1 47-54 2021.2

野村美千江　豊田 ゆかり
鳥居 　順子　田中美延里
田中　 昭子　奥田 　美惠
入野 　了士　宮内　 清子

地域づくりへの協働力を高める保健福祉
合同研修
－経験学習プログラムの構成要素－

四国公衆衛生雑
誌

66 1 55-63 2021.2

越智　 百枝　野嶋佐由美
中平 　洋子　坂元 　勇太
疋田 　琴乃　池田　    桜

アルコール依存症者の家族への解決志
向アプローチを用いたエンパワメントプ
ログラムの評価

家族看護学研究 26 2 2021.3

野村美千江 公衆衛生看護のプロフェッショナリズム 日本公衆衛生看
護学会誌

9 1 45-54 2021.4

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
入野　了士　木村　映善
石田　　 博　栗原　幸男

健診データの利活用および外部提供に
関する健診機関の方針と課題

医療情報学 40 2 97-105 2020.1

池添　 志乃　瓜生　浩子
田井　 雅子　中野　綾美
中村由美子　大川　貴子
中山　 洋子　中平  洋子
畠山　 卓也　森下　幸子
坂元　　 綾　野嶋佐由美

災害後における家族レジリエンスを促す
“立ち上がる力を発揮できるように導く”
看護アプローチ

高知女子大学
看護学会誌

45 1 27-36 2020.6

瓜生　浩子　池添　 志乃
畠山　卓也　田井　 雅子
中野　綾美　大川 　貴子
中山　洋子　中村由美子
中平　洋子　森下 　幸子
坂元　　 綾　野嶋佐由美

被災した家族が経験する苦悩と“苦悩の
連鎖が止まるように導く”看護アプローチ

高知女子大学
看護学会誌

45 1 37-47 2020.6

白石　由起　長尾　奈美
入野　了士　田中美延里
野村美千江

四国地方で働く訪問看護師の連携力と
その関連要因

四国公衆衛生雑
誌

66 1 37-46 2021.2

Ⅱ　論　文（原著）

著 者 名 著 書 発行年月 出版社名 担当頁
高谷　恭子　中野 　綾美
山口　桂子　瓜生 　浩子
池添　志乃　田井 　雅子
畠山　卓也　野嶋佐由美
服部　淳子　長戸 　和子
中平　洋子　加藤 　智子
田村　恵美　永冨美知子
関根　光枝　源田 　美香
則村　　 良　大川 　貴子

家族看護学
家族のエンパワーメントを支える
ケア

2020.9 メディカ出版 108-118

Ⅰ　著　書
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著 者 名 論 文 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
中村富美子　御小柴朋子
谷口瑠美子　窪田　 志穂
野村美千江

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会
ワークショップ報告　今日から”使える”
文献カフェ

日本公衆衛生看
護学会誌

9 1 65-67 2020.4

窪田　　 静 スピラドゥが気付かせてくれたこと　三ツ
星アワードを受賞して

福祉介護テクノプ
ラス（日本工業出
版）

13 11 9-13 2020.11

窪田　 志穂　谷口瑠美子
中村富美子　御小柴朋子
野村美千江

国際的学術情報を日常の看護実践や
教育活動に活かす
－JAPHNメールマガジン「研究なう」
アーカイブ化の取組み－

日本公衆衛生看
護学会誌

9 3 181-184 2020.12

江崎ひろみ　松井美由紀
窪田　 志穂　香川　 里美
伊藤　 美香　仲田 　琴美
野村美千江

自己教育力を高める実習ポートフォリオ
を用いたピアリフレクション
－継続的な学習支援の成果と課題－

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 21-27 2020.12

中平　 洋子　越智 　百枝
坂元 　勇太

地域で精神障害者を支援する専門職が
“精神障がいにも対応した地域包括ケ
ア”を担う看護師に期待すること

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 29-34 2020.12

中平 　洋子　疋田 　琴乃
越智 　百枝　坂元　 勇太

“精神障がいにも対応した地域包括ケ
ア”を担う看護師に必要だと考える力
－医療機関や福祉事業所で働く看護職
へのインタビューより－

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 35-41 2020.12

入野　 了士　出森 　美和
齋藤 　希望　河合　 ゆみ
古志美千代　玉井　 幸子
土幡　　  淳　松岡　 和彦
兵頭 　昌子

愛媛県の保健師活動を後世につなぐ愛
媛保健師アーカイブの作成過程と評価

四国公衆衛生雑
誌

66 1 47-54 2021.2

野村美千江　豊田 ゆかり
鳥居 　順子　田中美延里
田中　 昭子　奥田 　美惠
入野 　了士　宮内　 清子

地域づくりへの協働力を高める保健福祉
合同研修
－経験学習プログラムの構成要素－

四国公衆衛生雑
誌

66 1 55-63 2021.2

越智　 百枝　野嶋佐由美
中平 　洋子　坂元 　勇太
疋田 　琴乃　池田　    桜

アルコール依存症者の家族への解決志
向アプローチを用いたエンパワメントプ
ログラムの評価

家族看護学研究 26 2 2021.3

野村美千江 公衆衛生看護のプロフェッショナリズム 日本公衆衛生看
護学会誌

9 1 45-54 2021.4

Ⅲ　論　文（その他：総説、報告等）

研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
窪田　　 静 増加する在宅労働におけるリスクマネジメン

ト
第2回日本在宅医療
連合学会

web開催 2020.6.27-28

奥田 　美惠　窪田　 志穂
田中美延里　長尾 　奈美
入野　 了士　野村美千江

A大学地域看護学実習における実習記録
ピアレビューの取り組み　第1報
認識論を用いた記録様式の活用と工夫

日本地域看護学会第
23回学術集会

誌上発表 2020.8

田中美延里　窪田　 志穂
奥田 　美惠　入野　 了士
長尾 　奈美　野村美千江

A大学地域看護学実習における実習記録
ピアレビューの取り組み　第2報
学生が取り上げた保健師活動場面の特性

日本地域看護学会第
23回学術集会

誌上発表 2020.8

窪田　 志穂　田中美延里
奥田 　美惠　入野　 了士
長尾 　奈美　野村美千江

A大学地域看護学実習における実習記録
ピアレビューの取り組み　第3報
概念化力の向上に向けた，「専門性記録」
ピアレビューの効果

日本地域看護学会第
23回学術集会

誌上発表 2020.8

中平　 洋子　越智 　百枝
坂元 　勇太　疋田　 琴乃

“精神障がいにも対応した地域包括ケア”を
担う看護職に必要と考える力
－医療機関や福祉事業所で働く看護職へ
のインタビューより－

第46回日本看護研究
学会学術集会

web開催 2020.9.28⊸

11.8

杉田由加里　田中美延里
松下　 光子

看護職のコンピテンシーの開発・向上にお
ける効果的な学習方法に関する文献検討

第40回日本看護科学
学会学術集会

web開催 2020.12.12-

12.13

小笠原裕子　入野 　了士
田中美延里　野村美千江

県庁政策部門の保健師が日常業務の中で
行う地域アセスメントの特徴

第9回日本公衆衛生
看護学会

web開催 2020.12.25⊸

2021.1.24

入野　 了士　鳥居 　順子
田中 　昭子　奥田　 美惠
田中美延里　豊田 ゆかり
野村美千江　宮内　 清子

地域づくりへの協働力を高める保健福祉職
合同研修の定量的アウトカム評価

第9回日本公衆衛生
看護学会

web開催 2020.12.25⊸

2021.1.24

高平真由美　長尾 　奈美 小・中学校における認知症サポーター養成
事業の効果について
～高校生へのアンケート調査の結果から～

令和2年度愛媛県地
域保健研究集会

誌上発表 2021.1

中村　 美佐　川原 　美穂
上之 　尚子　渡邉　 利行
前田　 裕美　山崎 　里佳
野本 　裕子　八木　 麻衣
佐伯　 佑子　花﨑 みゆき
入野 　了士

地区組織や保健・福祉行政が一体となった
素鵞地区での生活習慣病対策の取り組み

令和2年度愛媛県地
域保健研究集会

誌上発表 2021.1

Ⅴ　学会発表（国内学会）
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研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
窪田　　 静 増加する在宅労働におけるリスクマネジメン

ト
第2回日本在宅医療
連合学会

web開催 2020.6.27-28

奥田 　美惠　窪田　 志穂
田中美延里　長尾 　奈美
入野　 了士　野村美千江

A大学地域看護学実習における実習記録
ピアレビューの取り組み　第1報
認識論を用いた記録様式の活用と工夫

日本地域看護学会第
23回学術集会

誌上発表 2020.8

田中美延里　窪田　 志穂
奥田 　美惠　入野　 了士
長尾 　奈美　野村美千江

A大学地域看護学実習における実習記録
ピアレビューの取り組み　第2報
学生が取り上げた保健師活動場面の特性

日本地域看護学会第
23回学術集会

誌上発表 2020.8

窪田　 志穂　田中美延里
奥田 　美惠　入野　 了士
長尾 　奈美　野村美千江

A大学地域看護学実習における実習記録
ピアレビューの取り組み　第3報
概念化力の向上に向けた，「専門性記録」
ピアレビューの効果

日本地域看護学会第
23回学術集会

誌上発表 2020.8

中平　 洋子　越智 　百枝
坂元 　勇太　疋田　 琴乃

“精神障がいにも対応した地域包括ケア”を
担う看護職に必要と考える力
－医療機関や福祉事業所で働く看護職へ
のインタビューより－

第46回日本看護研究
学会学術集会

web開催 2020.9.28⊸

11.8

杉田由加里　田中美延里
松下　 光子

看護職のコンピテンシーの開発・向上にお
ける効果的な学習方法に関する文献検討

第40回日本看護科学
学会学術集会

web開催 2020.12.12-

12.13

小笠原裕子　入野 　了士
田中美延里　野村美千江

県庁政策部門の保健師が日常業務の中で
行う地域アセスメントの特徴

第9回日本公衆衛生
看護学会

web開催 2020.12.25⊸

2021.1.24

入野　 了士　鳥居 　順子
田中 　昭子　奥田　 美惠
田中美延里　豊田 ゆかり
野村美千江　宮内　 清子

地域づくりへの協働力を高める保健福祉職
合同研修の定量的アウトカム評価

第9回日本公衆衛生
看護学会

web開催 2020.12.25⊸

2021.1.24

高平真由美　長尾 　奈美 小・中学校における認知症サポーター養成
事業の効果について
～高校生へのアンケート調査の結果から～

令和2年度愛媛県地
域保健研究集会

誌上発表 2021.1

中村　 美佐　川原 　美穂
上之 　尚子　渡邉　 利行
前田　 裕美　山崎 　里佳
野本 　裕子　八木　 麻衣
佐伯　 佑子　花﨑 みゆき
入野 　了士

地区組織や保健・福祉行政が一体となった
素鵞地区での生活習慣病対策の取り組み

令和2年度愛媛県地
域保健研究集会

誌上発表 2021.1

Ⅴ　学会発表（国内学会）
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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 愛媛労災病院研修 新居浜市 2020.6.16

2020.7.4

看護師

越智　百枝 家族が元気でいるために アルコール問題を考え
る家族のつどい

高松市 2020.6.17 アルコール依存症
者の家族

野村美千江 実習指導原論 全国保健師教育機関
協議会　教員ラダーⅠ
研修

WEB 2020.8.27 全国の保健師教育
課程の教員

中平　洋子 看護研究発表会講評 愛媛労災病院研修 新居浜市 2020.9.16 看護師

野村美千江 保健活動の評価・まとめ方 令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

入野　了士 伝わりやすいプレゼンの仕方 令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

入野　了士 活動報告作成のコツ 令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

野村美千江
田中美延里
奥田　 美惠
入野 　了士
長尾　 奈美

保健活動の評価・まとめ方、伝わり
やすいプレゼンの仕方、活動報告
作成のコツ（演習）

令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

入野　了士 継続的な健康づくりに向けた 「評
価」とその実践について

令和2年度宇和島保健
所BIGDATA研修会

宇和島市 2020.10.6 宇和島保健所管内
で健康づくりに従
事する保健従事者
等

中平　洋子 精神看護学 令和2年度保健師助産
師看護師等実習指導
者講習会

松山市 2020.11.11 看護職

入野　了士 保健師記録の基本を学ぶ Part2 令和2年度地域保健保
健師等研修会　（宇和
島保健所実施分）

宇和島市 2020.11.12 宇和島保健所管内
の保健師等

入野　了士 健康づくり実践のための 成功ス
トーリーの作り方と そのポイント

令和２年度ビッグデータ
活用研修会ワークショッ
プセミナー

松山市 2020.11.13 愛媛県内で健康づ
くりに従事する保健
従事者等

VI　講　演

研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
中濵　 好美　谷口 　美穂
芝　　　　 瞳　岡崎 あずさ
坂川 　敬史　松浦　 嵩輝
加藤 　　 泉　猪野  ユカリ
入野 　了士

健康パトロールカーによる巡回健康相談の
変遷と今後について

令和2年度愛媛県地
域保健研究集会

誌上発表 2021.1

長尾　 奈美　入野 　了士
金澤 　知典　齋藤　 希望
鳥居　 順子

保健師による地域特性を考慮した生活習
慣病予防支援の研究動向

2020年度四国公衆衛
生研究発表会

 web開催及び
誌上掲載

2021.2.5-26

奥田 　美惠　豊田 ゆかり
入野　 了士　田中 　昭子
田中美延里　鳥居　 順子
宮内 　清子　野村美千江

地域づくり協働力を高める保健福祉同研修
の効果～現地サポータの認識の深まりに着
目して～

2020年度四国公衆衛
生研究発表会

web開催 2021.2.5-26

田中　 昭子　田中美延里
奥田 　美惠　入野　 了士
鳥居 　順子　豊田 ゆかり
宮内　 清子　野村美千江

地域づくりへの協働力を高める保健福祉合
同研修における受講生の学び～グループ
インタビューの結果から～

2020年度四国公衆衛
生研究発表会

web開催 2021.2.5-26

佐竹 　澄子　松石健太郎
大宮　 裕子　窪田      静
大久保暢子

脳卒中患者への日常の看護としての腹臥
位について（第1報）　～腹臥位の根拠と効
果～

第8回日本ニューロサ
イエンス看護学会学
術集会

web開催 2021.2.27

大宮 　裕子　窪田　　 静
佐竹 　澄子　松石健太郎
大久保暢子

脳卒中患者への日常の看護としての腹臥
位について（第2報）
～安全で安楽な腹臥位の実践に向けて～

第8回日本ニューロサ
イエンス看護学会学
術集会

web開催 2021.2.27
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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 愛媛労災病院研修 新居浜市 2020.6.16

2020.7.4

看護師

越智　百枝 家族が元気でいるために アルコール問題を考え
る家族のつどい

高松市 2020.6.17 アルコール依存症
者の家族

野村美千江 実習指導原論 全国保健師教育機関
協議会　教員ラダーⅠ
研修

WEB 2020.8.27 全国の保健師教育
課程の教員

中平　洋子 看護研究発表会講評 愛媛労災病院研修 新居浜市 2020.9.16 看護師

野村美千江 保健活動の評価・まとめ方 令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

入野　了士 伝わりやすいプレゼンの仕方 令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

入野　了士 活動報告作成のコツ 令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

野村美千江
田中美延里
奥田　 美惠
入野 　了士
長尾　 奈美

保健活動の評価・まとめ方、伝わり
やすいプレゼンの仕方、活動報告
作成のコツ（演習）

令和2年度愛媛県保健
師スキルアップ研修会

砥部町 2020.9.24 市町及び保健所等
に従事する保健師
等

入野　了士 継続的な健康づくりに向けた 「評
価」とその実践について

令和2年度宇和島保健
所BIGDATA研修会

宇和島市 2020.10.6 宇和島保健所管内
で健康づくりに従
事する保健従事者
等

中平　洋子 精神看護学 令和2年度保健師助産
師看護師等実習指導
者講習会

松山市 2020.11.11 看護職

入野　了士 保健師記録の基本を学ぶ Part2 令和2年度地域保健保
健師等研修会　（宇和
島保健所実施分）

宇和島市 2020.11.12 宇和島保健所管内
の保健師等

入野　了士 健康づくり実践のための 成功ス
トーリーの作り方と そのポイント

令和２年度ビッグデータ
活用研修会ワークショッ
プセミナー

松山市 2020.11.13 愛媛県内で健康づ
くりに従事する保健
従事者等

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
入野　了士 「実践力ＵＰ事例検討会」を学ぼ

う！
令和２年度松山圏域地
域包括ケア推進のため
の研修会

松山市 2020.11.24 地域包括支援セン
ター・市町保健・介
護等関係職員等の
関係機関職員

入野　了士 災害支援の実際から、災害への
対応を考えよう

令和２年度食生活改善
推進協議会リーダー育
成事業

砥部町 2020.12.16 砥部町食生活改善
推進協議会リー
ダー等

越智　百枝 アルコール健康障害対策推進計
画の概要と家族支援の取り組み

HCVアドバイザリー
ボード

松山市 2020.12.16 医師、薬剤師など

越智　百枝 ソリューション・フォーカスト・アプ
ローチの理論と実際

地域自殺対策強化事
業

八幡浜市 2020.12.24 八幡浜市保健師、
看護師、栄養士、
介護士

越智　百枝 自分をほめることの大事さ 地域自殺対策強化事
業

高松市 2021.3.5 アルコール依存症
者の家族

奥田　美惠 日常活動の中での地域アセスメン
ト～住民から出発する地区診断～

令和２年度地域保健保
健師等研修会　（本庁
実施分）新任期保健師
研修前期研修

松山市 2020.11.19 愛媛県内の新任期
保健師

奥田　美惠 日常活動の中での地域アセスメン
ト～アクションプランシートの活用
方法～

令和２年度地域保健保
健師等研修会　（本庁
実施分）新任期保健師
研修前期研修

松山市 2020.11.19 愛媛県内の新任期
保健師

奥田　 美惠
田中美延里
入野 　了士

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)

令和２年度地域保健保
健師等研修会　（本庁
実施分）新任期保健師
研修前期研修

松山市 2020.11.19 愛媛県内の新任期
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

令和２年度地域保健保
健師等研修会　（本庁
実施分）プリセプター研
修

松山市 2020.12.10 愛媛県内のプリセ
プター保健師

奥田　 美惠
田中美延里
入野 　了士

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)

令和２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 2021.2.19 愛媛県内の新任期
保健師

野村美千江 地域をみる視点とコロナ禍での地
域活動

地域包括ケア推進専門
職研修　～フォローアッ
プ編

今治市 2021.3.1 今治市社協職員、
上島町社協職員、
地域包括支援セン
ター職員、今治市

著 者 名 題 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
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

新型コロナウィルス感染症における呼
吸サポート 呼吸が楽になる「うつ伏せ」
のすすめ
～在宅や施設療養またはホテルに滞
在されている方向け～

日本看護技術学
会ホームページ
新型コロナウイル
ス（COVID-19)
関連情報

https://jsnas.j

p/wp-

content/uplo

ads/2020/06/u

tsubuse.pdf

2020.09

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

Tips for Breathing Easier with
COVID-19
Lying Face Down
Can Help Breathing

呼吸を楽にするワ
ンセットケアホー
ムページ

https://neppu

.net/wp-

content/uplo

ads/2021/01/

%E3%81%86

%E3%81%A4

%E4%BC%8

F%E3%81%9

B%E3%81%A

E%E3%81%9

9%E3%81%9

9%E3%82%8

1%E3%83%8

1%E3%83%A

9%E3%82%B

7_english.pdf

2020.12

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

基本的な半腹臥位の介助方法 日本看護技術学
会ポジショニン
グ班　YouTube
チャンネル

https://www.

youtube.com/

watch?v=lTN

QQhydqRc

2021.2

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

スライディングシートを活用した
腹臥位の介助方法

日本看護技術学
会ポジショニン
グ班　YouTube
チャンネル

https://www.

youtube.com/

watch?v=Pu

EJl4QnEIw

2021.2

斉藤　   功　丸山　 広達
淡野　寧彦　入野 　了士
岡田　克俊

介護保険データによる要介護認知症
に関する集計、レセプト分析、特定健
康診査の項目別集計

令和2年度愛媛
県ビッグデータ活
用県民健康づくり
事業データ分析
報告書

1-215 2021.3

入野 　了士　長尾　奈美
寺尾佳代子　近藤　珠美
井出　 洋子　黒川　夏実

新居浜市健康プログラム事業実施およ
び評価報告、活動量計・体組成および
アンケート結果

令和2年度新居
浜市健康プログラ
ム事業報告書

1-67 2021.3

VII　その他の報告
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著 者 名 題 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
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

新型コロナウィルス感染症における呼
吸サポート 呼吸が楽になる「うつ伏せ」
のすすめ
～在宅や施設療養またはホテルに滞
在されている方向け～

日本看護技術学
会ホームページ
新型コロナウイル
ス（COVID-19)
関連情報

https://jsnas.j

p/wp-

content/uplo

ads/2020/06/u

tsubuse.pdf

2020.09

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

Tips for Breathing Easier with
COVID-19
Lying Face Down
Can Help Breathing

呼吸を楽にするワ
ンセットケアホー
ムページ

https://neppu

.net/wp-

content/uplo

ads/2021/01/

%E3%81%86

%E3%81%A4

%E4%BC%8

F%E3%81%9

B%E3%81%A

E%E3%81%9

9%E3%81%9

9%E3%82%8

1%E3%83%8

1%E3%83%A

9%E3%82%B

7_english.pdf

2020.12

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

基本的な半腹臥位の介助方法 日本看護技術学
会ポジショニン
グ班　YouTube
チャンネル

https://www.

youtube.com/

watch?v=lTN

QQhydqRc

2021.2

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

スライディングシートを活用した
腹臥位の介助方法

日本看護技術学
会ポジショニン
グ班　YouTube
チャンネル

https://www.

youtube.com/

watch?v=Pu

EJl4QnEIw

2021.2

斉藤　   功　丸山　 広達
淡野　寧彦　入野 　了士
岡田　克俊

介護保険データによる要介護認知症
に関する集計、レセプト分析、特定健
康診査の項目別集計

令和2年度愛媛
県ビッグデータ活
用県民健康づくり
事業データ分析
報告書

1-215 2021.3

入野 　了士　長尾　奈美
寺尾佳代子　近藤　珠美
井出　 洋子　黒川　夏実

新居浜市健康プログラム事業実施およ
び評価報告、活動量計・体組成および
アンケート結果

令和2年度新居
浜市健康プログラ
ム事業報告書

1-67 2021.3

VII　その他の報告
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著　者　名 論文名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

山本美由紀
小嶋理恵子
井上　明子    　尾筋　淑子
曽我部美恵子
小笠原百恵　   子安　恵子

日本人と結婚した外国人女性が日本で
出産し子育てに馴染んでいく過程

母性衛生 61 2 289-296 2020.7

Ⅱ　論　文（原著）

著 者 名 論 文 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

伊藤　美香　瀧本　千紗
井上　明子　今村　朋子
中越　利佳　豊田ゆかり
中西　純子

愛媛県における産科医療施設での母子
支援

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 79-54 2020.12

瀧本　千紗　濵　　 耕子
室津　史子

父親が行う育児に関する夫婦の性役割
観と父親の育児家事行動からみた「育
児」の捉え方の特徴

小児保健研究 79 6 597-606 2020.11

瀧本　千紗  沖本　克子 母親のストレスによる母乳中S-IgA濃度
増減の関連要因に関する文献検討

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 43-48 2020.12

Ⅲ　論　文（その他：総説、報告等）

研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日

中越　利佳　實金　    栄 Health Action  Process  Approachによる
子宮頸がんリスク認知尺度の開発

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

今村　朋子　井上　明子
伊藤　美香　瀧本　千紗
中越　利佳

切れ目ない子育て支援力を育む助産
師教育-お出かけ演習による学び-

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

今村　朋子　井上　明子 産婆の神様の地で「助産師のアイデ
ンティティ」をはぐくむ助産師教育
－入学直後の神社参拝からの学び－

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

伊藤　美香　瀧本　千紗
井上　明子　今村　朋子
中越　利佳　豊田 ゆかり
中西　純子

A県の産科医療施設における母子支援-個
別指導・集団指導の実態調査-

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

伊藤　 好江　伊藤　美香
伊藤禎知子　越智　公美
越野　和美　真田千恵子
鈴木 さゆり  千葉美由紀
山下　玲子

東予ひめじょ広場「ふわふわ」活動報告 第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

石川 　　 桂　豊田 ゆかり
枝川千鶴子

NICUに入院経験のある医療的ケア児を育
てる母親が退院を意思決定した要因

日本小児看護学会第
30回学術集会

神戸市
（WEB発表）

2020.9.19-30

中越　利佳　岡﨑　愉加
實金      栄　岡村　絹代

Health Action Process Approachモデルに
よる子宮頸がん検診受診行動の検証

第46回日本看護研究
学会学術集会

 札幌市
（WEB発表）

2020.9.28-

11.8

中越　利佳　岡﨑　愉加
實金　    栄

ソーシャルサポートを含めたHealth Action
Process Approachによる子宮頸がん検診の
受診行動の検証

第61回日本母性衛生
学会学術集会

浜松市
（WEB発表）

2020.10.9-

10.10

越智奈穂美　瀧本　千紗 我が国における月経時の布ナプキンの使
用実態に関する文献検討

第40回日本看護科学
学会

 東京都
（WEB発表）

2020.12.1-

12.25

瀧本　千紗　沖本　克子 周産期ボンディングと夫婦関係に関する文
献検討

第40回日本看護科学
学会

 東京都
（WEB発表）

2020.12.1-

12.25

Ⅴ　学会発表（国内学会）
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研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日

中越　利佳　實金　    栄 Health Action  Process  Approachによる
子宮頸がんリスク認知尺度の開発

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

今村　朋子　井上　明子
伊藤　美香　瀧本　千紗
中越　利佳

切れ目ない子育て支援力を育む助産
師教育-お出かけ演習による学び-

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

今村　朋子　井上　明子 産婆の神様の地で「助産師のアイデ
ンティティ」をはぐくむ助産師教育
－入学直後の神社参拝からの学び－

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

伊藤　美香　瀧本　千紗
井上　明子　今村　朋子
中越　利佳　豊田 ゆかり
中西　純子

A県の産科医療施設における母子支援-個
別指導・集団指導の実態調査-

第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

伊藤　 好江　伊藤　美香
伊藤禎知子　越智　公美
越野　和美　真田千恵子
鈴木 さゆり  千葉美由紀
山下　玲子

東予ひめじょ広場「ふわふわ」活動報告 第76回日本助産師学
会

 松山市
（WEB発表）

2020.5.30-

6.10

石川 　　 桂　豊田 ゆかり
枝川千鶴子

NICUに入院経験のある医療的ケア児を育
てる母親が退院を意思決定した要因

日本小児看護学会第
30回学術集会

神戸市
（WEB発表）

2020.9.19-30

中越　利佳　岡﨑　愉加
實金      栄　岡村　絹代

Health Action Process Approachモデルに
よる子宮頸がん検診受診行動の検証

第46回日本看護研究
学会学術集会

 札幌市
（WEB発表）

2020.9.28-

11.8

中越　利佳　岡﨑　愉加
實金　    栄

ソーシャルサポートを含めたHealth Action
Process Approachによる子宮頸がん検診の
受診行動の検証

第61回日本母性衛生
学会学術集会

浜松市
（WEB発表）

2020.10.9-

10.10

越智奈穂美　瀧本　千紗 我が国における月経時の布ナプキンの使
用実態に関する文献検討

第40回日本看護科学
学会

 東京都
（WEB発表）

2020.12.1-

12.25

瀧本　千紗　沖本　克子 周産期ボンディングと夫婦関係に関する文
献検討

第40回日本看護科学
学会

 東京都
（WEB発表）

2020.12.1-

12.25

Ⅴ　学会発表（国内学会）

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 思春期の心とからだ 令和2年度　松山市立
拓南中学校　性に関す
る講演会

松山市立拓
南中学校

2020.7.29 2・3年生
教職員

今村　朋子 実際の教育実践例：出産と助産の
変遷
　　産婆の神様の地で「助産師の
アイデンティティ」をはぐくむ助産
師教育の取り組み

望ましい助産師教育に
おけるコア・カリキュラム
活用のための研修会

全国助産師
教育協議会
オンライン

2020.8.22 全国助産師教員

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-

令和2年度愛媛県中予
保健所エイズ等教育講
演会

愛媛県立伊
予高等学校
愛媛県立東
温高等学校

2020.10.11

2020.10.22

高校1年生
教職員

枝川千鶴子 子どもが病気の時のホームケア 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 2020.10.28 サポートスタッフ
保護者

中越　利佳 生きているだけで100点満点
すてきないのち　かがやくいのち

令和2年度砥部町小学
校思春期教室

砥部町立宮
内小学校

砥部町立広
田小学校

砥部町立砥
部小学校

砥部町立麻
生小学校

2020.10.28

2020.10.30

2020.11.2

2.20.11.6

小学校5年生
教職員

中越　利佳 母性看護学 令和2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

2020.11.10 臨地実習指導者

枝川千鶴子 小児看護学 令和2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

2020.11.12 臨地実習指導者

中越　利佳 幼児期の子どもの体といのちを守
るための性教育

第2回思春期保健スキ
ルアップ研修会

愛媛県中予
保健所

2020.11.12 保健師
保育士
幼稚園教諭

中越　利佳 生命誕生と男女交際
いのちの大切さ
どうする？中学生の性教育

令和2年度伊予市中学
校思春期教室
学校保健委員会

伊予市立双
海中学校

2020.11.17 中学2年生
教職員
保護者

中越　利佳
今村　朋子
井上　明子
伊藤　美香
瀧本　千紗

周産期救急実務研修会 八幡浜地区救急実務
研修会

八幡浜地区
施設事務組
合消防本部

2020.11.18 救命救急士

VI　講　演
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講演者名 演 題 会等の名称 開催地 開催年月日 対象者

中越　利佳 思春期の心とからだ 令和2年度　松山市立
拓南中学校　性に関す
る講演会

松山市立拓
南中学校

2020.7.29 2・3年生
教職員

今村　朋子 実際の教育実践例：出産と助産の
変遷
　　産婆の神様の地で「助産師の
アイデンティティ」をはぐくむ助産
師教育の取り組み

望ましい助産師教育に
おけるコア・カリキュラム
活用のための研修会

全国助産師
教育協議会
オンライン

2020.8.22 全国助産師教員

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-

令和2年度愛媛県中予
保健所エイズ等教育講
演会

愛媛県立伊
予高等学校
愛媛県立東
温高等学校

2020.10.11

2020.10.22

高校1年生
教職員

枝川千鶴子 子どもが病気の時のホームケア 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 2020.10.28 サポートスタッフ
保護者

中越　利佳 生きているだけで100点満点
すてきないのち　かがやくいのち

令和2年度砥部町小学
校思春期教室

砥部町立宮
内小学校

砥部町立広
田小学校

砥部町立砥
部小学校

砥部町立麻
生小学校

2020.10.28

2020.10.30

2020.11.2

2.20.11.6

小学校5年生
教職員

中越　利佳 母性看護学 令和2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

2020.11.10 臨地実習指導者

枝川千鶴子 小児看護学 令和2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

2020.11.12 臨地実習指導者

中越　利佳 幼児期の子どもの体といのちを守
るための性教育

第2回思春期保健スキ
ルアップ研修会

愛媛県中予
保健所

2020.11.12 保健師
保育士
幼稚園教諭

中越　利佳 生命誕生と男女交際
いのちの大切さ
どうする？中学生の性教育

令和2年度伊予市中学
校思春期教室
学校保健委員会

伊予市立双
海中学校

2020.11.17 中学2年生
教職員
保護者

中越　利佳
今村　朋子
井上　明子
伊藤　美香
瀧本　千紗

周産期救急実務研修会 八幡浜地区救急実務
研修会

八幡浜地区
施設事務組
合消防本部

2020.11.18 救命救急士

VI　講　演
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講演者名 演 題 会等の名称 開催地 開催年月日 対象者

伊藤　美香 生命誕生と男女交際 令和2年度伊予市中学
校思春期教室

伊予市立港
南中学校

伊予市立伊
予中学校

2020.11.27

2021.2.8

中学2年生

今村　朋子 いのちの誕生
～出産に寄り添う助産師の仕事～

模擬出張講義 新居浜西高
等学校

2020.12.6 高校２年生
教職員

豊田 ゆかり ライフステージにおける支援3　各
ライフステージにおける相談支援
に必要な視点、NICUからの在宅
移行ー成長発達の視点を組み込
むー（オンデマンド配信）

愛媛県医療的ケア児等
支援者養成研修

愛媛県医師
会館

2021.1.15 看護師・保健師・
介護福祉士・学校
教員・ヘルパー・相
談支援専門員等
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成人・老年看護学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





著 者 名 論 文 名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月
江﨑ひろみ　松井美由紀
窪田　志穂　香川　 里美
伊藤　美香　仲田　 琴美
野村美千江

自己教育力を高める実習ポートフォリオ
を用いたピアリフレクション－継続的な学
習支援の成果と課題－

愛媛県立医療技
術大学紀要

17 1 21-27 2020.12

山田　洋子　大井　 靖子
松下　光子　大川眞智子
森 　　仁実　田中 　昭子
岩村　龍子　堀　 　 里奈
岡本　美和　北山三津子

新任保健師の実践能力の発展を支援す
る方法と外部支援者としての大学教員の
役割の検討

岐阜県立看護大
学紀要

21 1 219-226 2021.3

大川眞智子　森　 　 仁実
大井　 靖子　堀　　　里奈
岡本　 美和　山田 　洋子
松下 　光子　田中 　昭子
岩村 　龍子　北山三津子

中堅前期保健師の実践能力の到達度を
高めた体験と実践能力の発展を支援す
る方法

岐阜県立看護大
学紀要

21 1 113-125 2021.3

Ⅲ　論　文（その他：総説、報告等）

研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日
仲田 　琴美　中西　純子
松井美由紀

一般病棟において術後せん妄を発症した
患者に関わった看護師の体験

日本看護研究学会第
46回学術集会

北海道（WEB） 2020.9.28～

2020.11.8

松井美由紀　宮宇地秀代
枝川千鶴子

医療系学生の継続的なボランティア活動に
至る過程

第40回日本看護科学
学会学術集会

 東京（WEB） 2020.12.1～

12.25

永井さつき　江崎ひろみ
田中　昭子

介護老人福祉施設におけるフットケア技術
向上教育プログラム既修者による施設内教
育への運用の可能性の検討

第40回日本看護科学
学会学術集会

東京（WEB） 2020.12.1～

12.25

田中　昭子　田中美延里
奥田　美惠　入野　 了士
鳥居　順子　豊田  ゆかり
宮内　清子　野村美千江

地域づくりへの協働力を高める保健福祉合
同研修における受講生の学び
～グループインタビューの結果から～

第66回四国公衆衛生
学会

愛媛県（WEB） 2021.2.5-26

河合　利奈　友石穂乃花
仲田　琴美　松井美由紀

看護における音楽療法の活用効果の文献
レビュー

日本看護研究学会中
国・四国地方会　第34
回学術集会

広島県（WEB） 2021.3.7～

2021.3.21

Ⅴ　学会発表（国内学会）

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Ⅰ【基礎編】 2020年度公益社団法

人愛媛県看護協会
松山市 2020.7．18 愛媛県内の看護職

員

田中　昭子 質的研究の進め方
質的データを分析してみよう！

看護研究Ⅱ 松山市 2020.8.4 愛媛県看護協会会
員

田中　昭子 高齢者介護施設における新型コロ
ナウィルス感染症対策について

高齢者施設における感
染症対策の職員研修

砥部町 2020.9.23 社会福祉法人和光
苑の職員

松井美由紀 実習指導の原理と実際 令和2年度保健師助産
師看護師実習指導者講
習会

松山市 2020.10．27～

10.29

愛媛県内の看護職
員

松井美由紀 看護過程と看護記録Ⅱ【実践編】 2020年度公益社団法
人愛媛県看護協会

松山市 2020.12．9 愛媛県内の看護職
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
松井美由紀 看護過程と看護記録Ⅰ【基礎編】 2020年度公益社団法

人愛媛県看護協会
松山市 2020.7．18 愛媛県内の看護職

員

田中　昭子 質的研究の進め方
質的データを分析してみよう！

看護研究Ⅱ 松山市 2020.8.4 愛媛県看護協会会
員

田中　昭子 高齢者介護施設における新型コロ
ナウィルス感染症対策について

高齢者施設における感
染症対策の職員研修

砥部町 2020.9.23 社会福祉法人和光
苑の職員

松井美由紀 実習指導の原理と実際 令和2年度保健師助産
師看護師実習指導者講
習会

松山市 2020.10．27～

10.29

愛媛県内の看護職
員

松井美由紀 看護過程と看護記録Ⅱ【実践編】 2020年度公益社団法
人愛媛県看護協会

松山市 2020.12．9 愛媛県内の看護職
員

VI　講　演
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基礎検査学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





著　者　名 論文名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Koji Toriyama

Makoto Kuwahara

Hiroshi Kondoh

Takumi Mikawa

Nobuaki Takemori

Amane Konishi

Toshihiro Yorozuya

Takeshi Yamada

Tomoyoshi Soga

Atsushi Shiraishi

Masakazu Yamashita

T cell-specific deletion of Pgam1

reveals a critical role for glycolysis

in T cell responses.

Communication

s Biology

3 1 394 2020.6

Yuichi Nagamine

Khaleque Hasibul

Takaaki Ogawa

Ayano Tada

Kazuyo Kamitori

Akram Hossain

Fuminori Yamaguchi

Masaaki Tokuda

Tomomi Kuwahara

Minoru Miyake

D-Tagatose Effectively Reduces the

Number of Streptococcus mutans

and Oral Bacteria in Healthy Adult

Subjects:

A Chewing Gum Pilot Study and

Randomized Clinical Trial

Acta Medica

Okayama

4 74 307-317 2020.8

Yuya Arakawa

Shunji Ito

Yohji Fukazawa

Hiroshi Ishiguchi

Junko Kohmoto

Masaya Hironishi

Hidefumi Ito

Tameko Kihira

Association between oxidative stress

and microRNA expression pattern

of　ALS patients in the high-

incidence area of the Kii Peninsula.

Brain Research 1746 Article

147035

2020.11

Ⅱ　論　文（原著）
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生体情報学 

 





著　者　名 論文名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Sho Hosokawa

Kenichi Shukuya

Keisuke Sogabe

Yasukazu Ejima

Tatsuya Morinishi

Eiichiro Hirakawa

Hiroyuki Ohsaki

Tatsuo Shimosawa

Yasunori Tokuhara

Novel absorbance peak of gentisic

acid following the oxidation

reaction.

PLOS ONE 15 4 2020.4

Jun Katahira

Kohei Senokuchi

Miki Hieda

Human THO maintains the

stability of repetitive DNA

Genes Cells 25 5 334-342 2020.5

Erina Satomi,

Masako Ueda

Jun Katahira

Miki Hieda

The SUN1 splicing variants

SUN1_888 and SUN1_916

differentially regulate nucleolar

structure.

Genes Cells 25 11 730-740 2020.11

Miki Hieda

Taizo Matsumoto

Mari Isobe

Sadamu Kurono

Yuka Kaneko

Satoshi Kametaka

JY Wang

YH Chi

Kenji Kameda

Hiroshi Kimura

Nariaki Matsuura

Shuji Matsuura

The SUN2-nesprin-2 LINC complex

and KIF20A function in the Golgi

dispersal.

Sci Rep 11 1 5358 2021.3

Tomoyo Takata

Masanobu Miura

Kaori Taniguchi

Takashi Kitao

Satoru Miyaishi

Postmortem Diagnosis of

Fulminant Type 1 Diabetes

Mellitus: Case Report

SN

Comprehensive

Clinical

Medicine

2021.3

(in press)

Ⅱ　論　文（原著）

研 究 者 名 演 題 発表学会名 開催地 開催日

山岡　 源治　東　　卓実
今村　 俊平

フローサイトメトリーを用いた細胞内ミエロペ
ルオキシダーゼ検出に特化した固定および
膜透過処理条件の基礎的検討

第21回日本検査血液
学会学術集会

石川県金沢市 2020.7.11-12

Ⅴ　学会発表（国内学会）
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