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名　　称　　等 研究代表者 研　究　テ　ー　マ 助成額
平成27年度科学研究費補助金
（基盤研究C）

山田　啓之
脇坂　浩之

（分担）

新たな人工耳小骨の開発に関する研究 3,380
（800）

平成25年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）＜25～27年度＞

岡田ルリ子 皮膚バリア機能を回復する看護方法の開発 300

平成27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27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27年度科学研究費補助金
（基盤研究C）

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

1,300

平成27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

1,100

平成27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

700 

平成27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

130 

平成27年度看護研究助成
（公益財団法人木村看護教育振興財団）

西田　佳世 高齢者施設入所中の認知症高齢者への夜間
高照度光療法が概日リズムとBPSD出現状
態に及ぼす影響
―高齢者施設において活用可能な認知症ケ
アの構築に向けて―

900 

科学研究費助成事業
（若手研究B）

矢野　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

260

平成26年度学術研究助成基金
助成金（若手研究Ｂ）

小西　　円 施設高齢者の生活リズムを整える短自家仮
眠の効果

2,730

平成27年度科学研究助成金
（基盤研究Ｂ）

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

800

平成27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

700

平成27年度教育・研究助成費 藤原紀世子 小児がんの子どもとその次子をもつ母親への、
きょうだい支援につなげる看護支援方法

140

平成27年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）

小嶋理恵子 周産期の夫婦のCouple Identity形成に向け
た実践知を明らかにする研究

650

公 的 財 団 研 究 助 成
（平成２７年度）

（単位：千円）



名　　称　　等 研究代表者 研　究　テ　ー　マ 助成額
平成27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

500

平成27年度科学研究費補助金
（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

1,820

平成27年度教育・研究助成費 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

700

平成27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

1,200

合　　　　　　　　　　　計  18,740 



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

松岡　和彦　村上八千代
渡邊　美紀　小林　友枝
瀬戸　裕一　河村　千里
石井千恵子　武田　妙子
本橋るみ子　斎藤　希望
入野　了士　宮内　清子

保健師の自主的な学習会で確認
した意義
「ざくざく学習会」14年間の軌
跡～

平成27年度愛媛県地域保健
研究集会

松山市 2016． 1．21

河村　千里　石川久美子
坂井　彩加　篠崎　美穂
筒井芙美香　斎藤　希望
石井千恵子　宮内　清子

ざくざく学習会新居浜市部で体
験した地区診断からの学び

平成27年度愛媛県地域保健
研究集会

松山市 2016． 1．21

本橋るみ子　渡邊　美紀
村上八千代　松岡　和彦
河村　千里　石井千恵子
小林　友枝　田内　　睦
瀬戸　裕一　武田　妙子
斎藤　希望　入野　了士
宮内　清子

ざくざく学習会での継続的実践
の意味づけから学ぶ公衆衛生マ
インドとわざ

第61回四国公衆衛生学会総
会

徳島県 2016． 2． 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

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27年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅰ」研修
会

松山市 2015． 5．10 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27年度訪問看護師養
成講習会

松山市 2015． 6．10
2015． 6．27

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27年度愛媛県母子保
健担当者研修会

松山市 2015． 6．18
2015． 8．18
2015．10．26
2016． 1． 8

愛媛県内の保健所
市町の母子保健事
業担当保健師

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的向
上を目指して～

平成27年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ」研修
会

松山市 2015． 7．10
2015． 7．11

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的向
上を目指して～

平成27年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ」研修
会

宇和島市 2015． 7．18
2015． 7．19

愛媛県内の経験年
数₃年以上の介護
支援専門員
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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

宮内　清子 生活習慣病対策としての特定
健診・特定保健指導を捉えな
おす
～“地域住民のために役だっ
ている”という手ごたえを実
感できる活動に～

愛媛県保健福祉課主催
平成27年度愛媛県特定健
診・特定保健指導実践者
育成研修会

松山市 2015． 7．23 愛媛県内の特定健
診・特定保健指導
事業に関わる保健
師・栄養士等

宮内　清子 より豊かな高齢期を設計しよ
う
～健康づくりの青写真を描い
て生きる～

愛媛県老人クラブ連合会
主催
｢健康づくり大学校」

鬼北町 2015． 7．24 南予地域市町の高
齢者クラブリー
ダー

宮内　清子 これからの介護予防の取り組
みについて
～愛媛県介護予防市町支援委
員会の活動を通して～

平成27年度愛媛県介護予
防従事者研修会

松山市 2015． 7．27 愛媛県内の介護予
防に関わる保健師・
栄養士・理学療法
士、地域包括支援
センター職員等

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的向
上を目指して～

平成27年度愛媛県介護支
援専門員 ｢専門Ⅱ」研修
会

松山市 2015． 5．22
2015． 8．23

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 介護支援専門員の役割と倫理 平成27年度愛媛県介護支
援専門員 ｢基礎」研修会

松山市 2015． 8．29    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 地域包括ケア時代を支える 社会福祉法人石川記念会
ＨＩＴＯ病院在宅医療拠
点センター主催 ｢在宅医
療連携講演会」

四国中央
市

2015． 9．29 四国中央市で活動
する医療・介護従
事者、介護支援専
門員及び一般住民

宮内　清子 寄り豊かな高齢期を設計しよ
う

平成27年度西予市老人ク
ラブ研修会

西予市 2015．10．29 西予市各地域単位
の老人クラブリー
ダー及び会員

宮内　清子 講　義：包括的・継続的ケア
マネジメントをいかに進め
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：地域におけるネット
ワークづくりの進め方

平成27年度愛媛県主任介
護支援専門員養成研修会

松山市 2015．10．31
2015．12． 5
2015．12． 6
2015．12．19
2015．12．20

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 地域包括ケアについて
～南予の生活特性を踏まえた
医療との連携～

平成27年度主任介護支援
専門員研修会

宇和島市 2015．11．12 南予地方局エリア
市町の主任介護支
援専門員

宮内　清子 事例報告助言及び講義
「主任介護支援専門員のスキ
ルアップを図る」

平成27年度東予地区主任
介護支援専門員リーダー
研修会

新居浜市 2015．11．19 東予地方局エリア
市町の主任介護支
援専門員
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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

宮内　清子 地域診断に基づくＰＤＣＡサ
イクルの実践

平成27年度鳥取県市町村
保健師研修会

鳥取県 2015．11．25 鳥取県内の市町村
で活動する保健師

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27年度介護支援専門
員実務研修・更新研修

松山市 2016． 1． 9
2016． 1．10
2016． 1．11
2016． 2．11
2016． 2．13
2016． 2．14
2016． 2．21
2016． 2．23
2016． 3． 4
2016． 3．16
2016． 3．19

愛媛県内の介護支
援専門員資格試験
合格者、更新研修
対象者

宮内　清子 パネルディスカッション
｢地域に根差した包括ケアシ
ステム構築にどうとりくむ
か」
～人材育成、向上研修に関わ
る立場から～

本学・西予市・愛媛県共催
平成27年度地域包括ケア
人材育成等支援事業 ｢地
域包括ケアを考える研修
会」

西予市 2016． 1．30 西予市の保健医療
福祉に関わる専門
職及び関係者、南
予地域の市町にお
いて事業を担当し
ている職員

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

②講演：ご当地版地域包括ケ
アシステムの構築に向けて

　～今、介護支援専門員に求
められるもの～

平成27年度介護支援専門
員地域リーダー養成研修
報告会

松山市 2016． 2．17 愛媛県内の主任介
護支援専門員地域
リーダー及び関係
者

宮内　清子 ①実践報告の助言
　｢重点活動を通して保健活
動を考える」

②講演 ｢保健師活動指針愛媛
県版」の意図するもの、実
践にどう活かすかを考える

平成27年度八幡浜保健所
管内地域保健保健師研修
会

八幡浜市 2016． 3． 7 八幡浜保健所管内
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

Nabeka H 
Shimokawa T 
Doihara T 
Saito S 
Wakisaka H
Hamada F
Kobayashi N
Matsuda S

A prosaposin-derived Peptide 
alleviates kainic Acid-induced 
brain injury.

PLoS One. 18 10⑸ e0126856 2015． 5

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

澤田　忠幸　宇井美代子
滑田　明暢　青野　篤子

大学生の男女平等の判断基準と
母親観および精神的健康との関
連性

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 23-30 2015．12

Ⅴ　学会発表（国内学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

上田　哲平　鵜久森　徹
富所　雄一　山田　啓之
脇坂　浩之　羽藤　直人

耳下腺癌における術後追加治療
の検討

第116回日本耳鼻咽喉科学
会総会

東京都 2015． 5．20
-23
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Ⅵ　講　　演

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

鳥居　順子 「だまされない」 いのち（健
康）を大切に

松山市立南中学校
「薬物乱用防止教室」

松山市 2015． 6．26 松山市立南中学校
全校生徒約660名
と教職員

草薙　康城 子宮頸がん予防HPVワクチ
ン

松山産婦人科医会 松山市 2015． 7．29 松山市医師会会員

草薙　康城 性感染症 エイズ等教育講演会
東温高校
伊予農業高校
伊予高校
松山南高校砥部分校

東温市
伊予市
松前町
砥部町

2015．10． 1
2015．10．23
2016． 2． 3
2016． 2．12

高校１年生
高校１年生
高校₃年生
高校₃年生

鳥居　順子 模擬授業「健康とリスク」 愛媛県立三瓶高校 西予市 2015．12． 4 愛媛県立三瓶高校
₂年生希望者₅名
と教員

草薙　康城 最近の不妊治療について 愛媛県女性の健康支援事
業

西条市 2016． 3． 1 特定不妊治療者

草薙　康城 子宮頸がん検診 愛媛県産婦人科医会総会 松山市 2016． 3．25 産婦人科医会会員



基 礎 看 護 学
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Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

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博士論文作
成過程の経験

千葉看護学会会
誌

21 1 33-42 2015． 9

Ⅲ　論　　文（その他：総説、報告等）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

岡田ルリ子 前腕角層水分量に影響する要因
－冬季と夏季の比較－

日本生気象学会
雑誌

52 2 131-137 2015． 6． 1

青木　光子　宮腰由紀子
野島　一雄　相原ひろみ
野本百合子

ボディメカニクスと補助具の活
用による床上移動援助動作時の
積分筋電図の変化

日本看護技術学
会誌

14 3 266-273 2015．12

梶田　靖子　福田真由美
福本　理江　藤木　悦子
野本百合子

気管支鏡検査を受けた患者の苦
痛と看護ケアの受け止め方

中国四国地区国
立病院機構・国
立療養所看護研
究学会誌

11 33-36 2016． 1

Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Namiji Tokunaga
Kiyoko Fukai

Psychosomatic effects of blanketing 
in nursing care

East Asian Forun of Nursing 
Scholar, 19th

Chiba, Japan 2016． 3．14
-15
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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

梶田　靖子　福田真由美
福本　理江　藤木　悦子
野本百合子

気管支鏡検査を受けた患者の苦
痛と看護ケアの受け止め方

中国四国地区国立病院機
構・国立療養所看護研究学
会

山口県 2015． 9．12

山崎　園子　奥山　　圭
富岡久美子　河野みどり
久保　裕子　小松由美子
相原ひろみ

重症患者の面会時における家族
心理およびニード
－家族に行ったインタビューよ
り－

第46回日本看護学会
－急性期看護－

松山市 2015． 9．29
-30

井上　美奈　菅　　弘子
青木　清美　清水みどり
野本百合子

緩和ケア病棟での倦怠感軽減の
ためにアロマオイルを用いたハ
ンドマッサージ導入によるケア
の検証

第69回国立病院総合医学会 北海道 2015．10． 2
- 3

重信　貴子　白石　梨紗
高橋さおり　熊美　有紀
高須賀ひとみ　野本百合子

疼痛コントロールを行っている
がん患者に対する安楽な看護ケ
アの効果

第69回国立病院総合医学会 北海道 2015．10． 2
- 3

楠崎　　聖　都合　真衣
片岡夕里子　江口　佳実
宮内　佳子　八百原優子
野本百合子

TC療法を受ける乳がん患者の
便秘に対する取り組み　実態調
査から指導に向けて

第69回国立病院総合医学会 北海道 2015．10． 2
- 3

大野　瑞紀　檜垣　由美
中屋　朝香　続木里梨子
東　　香乃　明比　美加
島田由美子　野本百合子

未成年の子どもを持つ婦人科が
ん患者を支えるための勉強会前
後の看護師の関り行動の変化

第53回日本癌治療学会学術
集会

京都府 2015．10．29
-31

藤原紀代子　豊田ゆかり 
相原ひろみ

重症心身障害児（者）とその次子
をもつ母親への、きょうだい支
援につなげる看護支援方法

第35回日本看護科学学会学
術集会

広島県 2015．12． 5
- 6

堀田　　萌　野本百合子
谷本　淳子

看護師間における情報共有の工
夫に関する研究
－個別性や状態変化に応じた看
護に向けて－

第35回愛媛看護研究学会 松山市 2016． 2．20

土居玄太郎　野本百合子 看護学生の課外における活動と
経験の意義
－大学生活を振り返って－

第35回愛媛看護研究学会 松山市 2016． 2．20
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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

青木　光子 看護情報論「文献検索」 平成27年度認定看護管理
者ファーストレベル教育

松山市 2015． 5．16 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27年度十全総合病院
看護研究研修

新居浜市 2015． 4．15
2015． 5．20
2015． 6．17
2015． 7．15
2015． 8． 5
2015． 9． 9
2015．10．14
2015．11． 4
2015．12．16
2016． 1．13
2016． 2． 2
2016． 3．16

十全総合病院看護
職員

岡田ルリ子 看護研究研修 平成27年度十全総合病院
看護研究研修

新居浜市 2015． 5．20
2015． 6．17
2015． 7．15
2015． 8． 5
2015． 9． 9
2015．10．14
2015．11． 4
2015．12．16
2016． 1．13
2016． 2． 2
2016． 3．16

十全総合病院看護
職員

相原ひろみ 看護研究研修 平成27年度病院看護研究
研修

松山市 2015． 4． 9
2015． 5．15
2015． 6． 2
2015． 7． 7
2015． 8． 7
2015． 9． 3
2015．10． 1
2015．11． 9
2015．12． 9
2016． 1．16
2016． 2．23
2016． 3．24

松山市民病院看護
職員

野本百合子 看護研究計画書指導・研究講
評

四国がんセンター
院内教育研修会

松山市 2015． 5．28
2015． 5．29
2015．12．10
2015．12．11
2015．12．15
2016． 2． 6

四国がんセンター
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

徳永なみじ 「看護研究の実際Ⅰ」（研究者
編）－量的データの収集方法
と分析方法－

平成27年度看護協会会員
教育

松山市 2015． 6．30 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27年度愛媛県看護協
会訪問看護研修会

松山市 2015． 7．18 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27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 2015． 8． 3 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27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 2015． 8． 4
2015． 8． 5
2015．12．18

愛媛県下介護職員

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 

平成27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 2015． 8． 4
2015． 8．10
 

愛媛県下介護職員
等

青木　光子 「基本研修（講義）」報告・記録
「経管栄養演習」

平成27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 2015． 8．13
2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28

愛媛県下介護職員
等

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27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 2015． 8．19 愛媛県下看護職員

野本百合子 院内看護研究の効果的な指導
を考える－意義ある看護研究
を行うために－

平成27年度愛媛県看護協
会研修

松山市 2015． 8．21 愛媛県下看護専門 
職者

徳永なみじ 「看護研究の実際Ⅲ」（指導者
編）－量的データの収集方法
と分析方法－

平成27年度看護協会会員
教育

松山市 2015． 8．21 愛媛県下看護職員

岡田ルリ子 「経管栄養演習」 平成27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 2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28
2015．12．18

愛媛県下介護職員
等

相原ひろみ 「経管栄養演習」 平成27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 2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28
2015．12．18

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 「経管栄養演習」 平成27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 2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

愛媛県下介護職員
等

野本百合子 看護過程の展開（基礎Ⅲ） 平成27年度愛媛県立₄病
院合同看護職員研修

松山市 2015．10． 6
2015．11．19
2015．12．17

愛媛県立₄病院看
護職員

野本百合子 看護論 平成27年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2015．10． 8
2015．10． 9
2015．10．15
2015．10．28

愛媛県下看護専門
職者

岡田ルリ子 基礎看護学実習指導の実際 平成27年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2015．11． 9
2015．11．17
2015．11．25
2015．11．30

愛媛県下看護職員

青木　光子
岡田ルリ子

看護研究講評・指導 平成27年度松山赤十字病
院看護部看護講座：看護
研究Ⅰ・Ⅱ

松山市 2015．11．10
2016． 2．22

日赤病院卒後₃年
目または研究指導
を希望する看護師

岡田ルリ子 「一般生活に看護の技術を取
り込んでいこう」

三島高校　出張講義 四国中央
市

2015．11．24 三島高校生徒

岡田ルリ子 角層水分量とスキンケア バイオクリマ研究会第19
回研究セミナー

東京都 2015．12． 5 一般人および気象
関連研究者

徳永なみじ 「数字が苦手な人のための量
的研究超入門」

平成27年度宇和島看護専
門学校公開講座

宇和島市 2015．12．12 南予地域の看護職
者

相原ひろみ 経管栄養に必要なケアの実施
について

平成27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 2015．12．18 愛媛県内の実地研
修者
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

安酸　史子　北川　　明
江上千代美　江上　史子
奥　　祥子　小野　美穂
金城やす子　金城　祥城
小森　直美　清水　夏子
田中美延里　塚原ひとみ
坪井　桂子　中嶋恵美子
中富　利香　二井矢清香
原田奈穂子　伴　　佳子
松枝美智子　宮野　香里
安永　薫梨　山住　康恵
古田　恭子　渡邉　智子

経験型実習教育
－看護師をはぐくむ理
論と実践－

2015．12 医学書院　 26-32

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

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

東日本大震災により被災した自
治体職員の被災半年後の語りに
見られた身体的精神的健康に影
響する苦悩を生じた状況

日本公衆衛生看
護学会誌

4 1 21-31 2015． 6

窪田　　静 回転盤を見直そう
Let's use the turntables

SPH-Jカンファ
レンス2015論文
集

1 1 26-27 2015． 7

栗原　幸男　入野　了士 準健常個体集団と大凡健康な住
民集団の類似度評価
集団定義変量分布の違いの影響

医療情報学 35 suppl 362-365 2015．11

窪田　　静　太田　智之 脱「体圧分散」の褥そうケアと
は

福祉介護テクノ
プラス

9 1 12-15 2016． 1

入野　了士 四国の地区診断結果から考える
これからの食育

食育学研究 10 2 8-13 2016． 2

入野　了士　窪田　志穂
田中美延里　八束　育子
松下久美子　篠原万喜枝
野村美千江

住民と協働する力を養う公衆衛
生看護学実習を実現するための
実習体制づくりのプロセス

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 1 15-21 2016． 3
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Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Yoko Nakahira
Sayumi Nojima

Family Resilience in Families of 
People with Mental Disorders

19th East Asian Forum of 
Nursing Scholars

Chiba 2016． 3．14
-15

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 「回転盤」を用いた移乗の開発
と推進の意義と必要性について

SPH・Jカンファレンス2015 大阪府 2015． 7．25
-26

岡田　麻里　小出　恵子
尾形由起子　田中美延里
水馬　朋子

中山間地域における一人暮らし
高齢者の求める居場所と在宅生
活継続力の構造化

日本地域看護学会第18回学
術集会

神奈川県 2015． 8． 1
- 2

越智　百枝　野嶋佐由美
疋田　琴乃　大森美津子
西村　美穂

アルコール依存症者の家族の教
育支援プログラムの開発に向け
て
先行知見の文献検討

日本看護科学学会 広島県 2015．12． 5
- 6

松岡　和彦　村上八千代
渡邉　美紀　小林　友枝
田内　　睦　瀨戸　裕一
河村　千里　石井千恵子
武田　妙子　本橋るみ子
齋藤　希望　入野　了士
宮内　清子

保健師の自主的な学習会で確認
した意義
～「ざくざく学習会」14年間の
軌跡～

愛媛県地域保健研究集会 松山市 2016． 1．21

横井　百合　清家　珠子
佐藤　伸子　瀨戸　裕一
谷村　千里　兵頭　昌子
吉川多賀子　岡田　一代
入野　了士　野村美千江

中堅期保健師研修₂年目の評価⑴
－プログラム改善が目標達成に
与えた影響－

日本公衆衛生看護学会 東京都 2016． 1．23
-24

谷村　千里　兵頭　昌子
入野　了士　吉川多賀子
岡田　一代　髙田　美紀
横井　百合　清家　珠子
佐藤　伸子　野村美千江

中堅期保健師研修₂年目の評価⑵
－上司FGI分析からみた組織力
の向上－

日本公衆衛生看護学会 東京都 2016． 1．23
-24

入野　了士　谷村　千里
横井　百合　清家　珠子
佐藤　伸子　瀨戸　裕一
高田　美紀　兵頭　昌子
野村美千江

中堅期保健師研修２年目の評価⑶
－実践能力評価尺度を用いたア
ウトカム評価－

日本公衆衛生看護学会 東京都 2016． 1．23
-24
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Ⅵ　講　　演

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

野村美千江 新任期保健師を育てるプリセ
プターの役割・心構え

プリセプター保健師研修 香川県 2015． 5．14 高松市保健師

越智　百枝 看護研究の進め方 日本精神科看護協会愛媛
県支部

松山市 2015． 5．16 精神科看護師

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27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 2015． 6． 9 愛媛県内のプリセ
プター保健師

中平　洋子 看護研究 愛媛労災病院研修 新居浜市 2015． 6．17
2015． 7．15
2015． 9．15

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27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 2015． 6．19 愛媛県内の新任期
保健師

奥田　美惠 地区特性を把握するための気
づき

平成27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 2015． 6．19 愛媛県内の新任期
保健師

窪田　　静
太田　智之

健和会におけるリフト支援；
健和会補助器具センターの実
践

第14回高知福祉機器展バ
リアフリーフェスティバ
ル

高知県 2015． 7． 5
 

【あらゆるステー
ジにおけるリフト
導入と実践】受講
者約40名

窪田　　静 訪問看護研修「ステップ１」 愛媛県看護協会 松山市 2015． 7． 8 訪問看護研修「ス
テップ１」受講者
及び聴講者

越智　百枝 アルコール依存症の理解につ
いて

鬼北町メンタルヘルス講
演会

鬼北町 2015． 7．15 一般市民

中平　洋子 研究過程で直面した困難な課
題と課題克服に向けた工夫

看護開発研究会 高知県 2015． 7．19 高知県立大学看護
学研究科の教員、
修了生、学生

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

平成27年度愛媛県中堅期
保健師スキルアップ研修

松山市 2015． 7．15
2015．12．25

県内の保健師

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 2015． 7．24 看護管理者

野村美千江 高齢者の認知機能と安全運転
について考える

認知症疾患医療センター
講演会

今治市 2015． 7．25 一般、医療専門職、
ケアマネジャー他
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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

野村美千江 保健医療制度とチーム医療 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

砥部町 2015． 8． 3 介護職員

越智　百枝 質的研究 日本看護協会
愛媛県支部

松山市 2015． 8． 5 看護師

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
等費用適正化事業

大洲市 2015． 8．14
2015． 9． 4
2015．10．21
2015．11． 9
2015．12．16

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

野村美千江
入野　了士

ヘルスプロモーションを理念
とする公衆衛生看護学実習

平成28年度全国保健師教
育機関協議会夏季教員研
修会

愛知県 2015． 8．28 全国の保健師教育
課程の教員、行政
保健師

奥田　美惠 経管栄養演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

松山市 2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28

介護職員

窪田　静 痰吸引演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

松山市 2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

介護職員

入野　了士 痰吸引演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

松山市 2015． 8．27
2015． 8．28
2015． 9． 2
2015． 9． 3

介護職員

坂元　勇太 痰吸引演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

松山市 2015． 8．27
2015． 8．28
2015． 8．31
2015． 9． 1

介護職員

中平　洋子 経管栄養演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

松山市 2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

介護職員

窪田　志穂 経管栄養演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

松山市 2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

介護職員

田中美延里 経管栄養演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の対象者）

砥部町 2015． 9． 2
2015． 9． 3

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

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 2015． 9．16 一般住民

田中美延里 プリセプターシップと組織的
支援

平成27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 2015． 9．30 愛媛県内のプリセ
プター保健師

奥田　美惠
田中美延里

地区特性を把握するための気
づき（演習）

平成27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 2015．10．15 愛媛県新任期保健
師

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

群馬県 2015．10．30 
 

看護学科学生
約70名

中平　洋子 精神看護学 平成27年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2015．11．10
2015．11．17
2015．11．19
2015．11．25

看護職

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 2015．11．11 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

窪田　　静 患者もナースも安楽！体位変
換・移動の技術

て・あーて塾 今治市 2015．11．28 て・あーて塾受講
者約30名

越智　百枝 大切な人の飲酒の困っている
方へ
飲酒問題を抱える当事者とそ
の家族の回復に向けて私たち

（行政・医療・断酒会）はど
のようにして大切な人を助け
ることができるのだろうか

市民公開セミナー 今治市 2015．11．29 一般市民
断酒会員及び家族

越智　百枝 アルコール依存症について 八幡浜市 八幡浜市 2015．12． 1 保健師等の関係職
種

野村美千江 安全な暮らしを支える地域づ
くりへ

「創ろう！シルバーセー
フティ愛媛」推進会議

松山市 2016． 1．25 高齢者の生活基盤
を支える関係機
関・団体の代表者
または事務担当者

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 2016． 1．26 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

田中美延里
奥田　美惠

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 2016． 2． 2 愛媛県内のプリセ
プター保健師

入野　了士 四国の地区診断結果から考え
るこれからの食育

日本食育学術会議 松山市 2016． 2．11 日本食育学術会議
会員及び一般参加
者等約200名

窪田　　静 リフトを用いた介護のポイン
ト

株式会社いうら社員研修 東温市 2016． 2．13 社員約60名

窪田　　静 脱体圧分散の褥そうケア 株式会社プラッツ研修会 福岡県 2016． 2．17 社員及び専門職
約10名

窪田　　静 脱体圧分散の褥そうケア
～傷のケアから人のケアへ～

北条地区介護保険サービ
ス提供事業者団体

松山市 2016． 2．23 北条地区介護保険
サービス提供者

越智　百枝 生活上の課題を乗り越えるた
めに

第24回社会復帰推進事業
一日研修会

四国中央
市

2016． 2．28 断酒会会員及び家
族

野村美千江 高齢者の認知機能と車の運転
－悩める家族への対応－

第₂回地域包括ケアを考
える研修会

西予市 2016． 3． 5 高齢者保健医療福
祉関係者

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 2016． 3． 5 一般住民

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

窪田　　静 巻頭言　今・気になるデン
マークの福祉用具のこと

福祉介護テクノプラ
ス

8 7 1-4 2015． 7

越智　百枝　疋田　琴乃
中平　洋子　坂元　勇太
池田　　桜　野嶋佐由美

アルコール依存症者の家族
のエンパワメントプログラ
ム評価報告書

1-5 2016． 3



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

添田　啓子　鈴木　千衣
三宅　玉恵　田村佳士枝
　　　　　　　　　　編
著者
三宅　玉恵　添田　啓子
豊田ゆかり　他30名

看護実践のための根拠
が分かる小児看護技術

2016． 1  メジカルフレンド社 134-139

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

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

日本小児看護学
会誌

24 2 72-78 2015． 7

豊田ゆかり　矢野　　薫
長尾　秀夫

低出生体重児の発達と支援の現
状

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 1 1-8 2015．12

枝川千鶴子　藤原紀世子
豊田ゆかり

小児看護学実習における看護技
術経験の実態

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 1 51-57 2015．12

枝川千鶴子　藤原紀世子
豊田ゆかり　中西　純子

海外視察研修報告：サクラメン
ト市における看護教育・小児医
療

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 1 59-65 2015．12

小嶋理恵子 カップルアイデンティティ（再）
構築に向けた看護職の役割とは
－文献検討による「われわれ意
識」の形成を促進する援助実践
に対する考察－

立命館産業社会
論集

51 3 135－145 2015．12

森　久美子　髙田　律美
岡　　靖哲

地域の母子の命を守る助産師と
ボランティア
－ザンビア共和国の母子保健の
実情－

助産師 70 1 22-24 2016． 2

池尻　　都　川﨑佳代子
曽我部美恵子　小嶋理恵子

女性にとってのライフプランの
背景にあるものとその意味の探
求
～Ｂ地域の子育て学習・支援セ
ンターに来所された分娩経験女
性を対象に～

関西看護医療大
学紀要　　

8 1 3-28 2016． 3

野村　佳代　豊田ゆかり
枝川千鶴子

医療依存度の高い子供の就学に
教諭が期待する条件

日本小児看護学
会誌

25 1 108-113 2016． 3
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Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Tomoko Imamura
Akiko Inoue
Kumiko Mori
Norimi Takata
Rika Nakagoshi
Etsuko Kitahara

Evaluation of the simulation-
based education for midwifery 
students through continuing 
case studies : Student response 
to the training course focused 
on pregnancy period

The ICM Asia Paci f ic 
Regional Conference 2015 

Japan 2015． 7．20
-22

Kumiko Mori
Norimi Takata

Breastfeeding Practices Among 
Mothers of Premature

The ICM Asia Paci f ic 
Regional Conference 2015 

Japan 2015． 7．20
-22

Norimi Takata
Kumiko Mori 
George Sikazwe
Gundumure Tshuma
Jane K.Botha
Yasunori Oka

Prevention of Stillbirth Among 
the Rural Families in Africa : 
Current Situation of Pregnant 
Woman in Zambia

The ICM Asia Paci f ic 
Regional Conference 2015 

Japan 2015． 7．20
-22

Akiko Inoue
Rumi Ishihara
Keiko Matsumura

Issues underlying public childcare 
support in A prefecture : What can 
we learn from the Swedish case?
　　

The ICM Asia Paci f ic 
Regional Conference 2015 

Japan 2015． 7．20
-22

Rieko Kojima Various aspects of dilemmas 
experienced by a Japanese 
midwife during provision of 
breastfeeding care for women 
from different cultures 

The ICM Asia Paci f ic 
Regional Conference 2015 

Japan 2015． 7．20
-22

Chizuko Edagawa
Yukari Toyota
Kayo Nomura

The involvement of visiting 
nurses in supporting families 
and their children who require 
medical care : A report on the 
practical use of ICF

Asian Symposium on Health 
Informatics and Nursing 
Education

Japan 2015． 8． 6
- 8

Etuko Kitahara
Yukari Toyota

The neonatal hearing screening 
and the related support for 
mothers in Japan －The feeling 
mother whose baby is refer in 
the neonatal hearing screening 
test－

WANS2015（4rd World Academy 
of. Nursing Science）

Germany 2015．10．14
-17
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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

井上　明子 子供たちに命の大切さを伝える
助産師の活動報告

第47回中国・四国学校保健
学会

松山市 2015． 6．20
-21

藤原紀世子　豊田ゆかり
相原ひろみ

重症心身障害児とその次子をも
つ母親への、きょうだい支援に
つなげる看護支援方法

日本看護科学学会第35回学
術集会

広島県 2015．12． 5
- 6

中越　利佳　岡村　絹代 20歳代勤労女性の子宮頸がん検
診に関する認識と望ましい受診
環境

日本看護科学学会第35回学
術集会

広島県 2015．12． 5
- 6

中越　利佳 子宮頸がん検診受診経験者が持
つ子宮頸がんの認識と検診受診
に対する思い

第30回日本助産学会学術集
会

京都府 2016． 3．19
-20

森　久美子　髙田　律美
岡　　靖哲

産後１か月に児がＮＩＣＵに入
院中の母親と児が退院後の母親
の身体疲労と心理状態、支援の
比較

第30回日本助産学会学術集
会

京都府 2016． 3．19
-20

髙田　律美　森　久美子
岡　　靖哲 

NICUに児が入院下母親におけ
る児の退院前後の気分と睡眠の
変化

第30回日本助産学会学術集
会

京都府 2016． 3．19
-20

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

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27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 2015． 8． 5
2015． 8．13
2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28

愛媛県内の介護職
員

枝川千鶴子 小児看護学 平成27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 2015．11．16
2015．11．19
2015．11．25
2015．11．30

愛媛県内の看護学
実習指導者

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27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 2015．12．17 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

中越　利佳 母性看護学 平成27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 2015．11．11
2015．11．25
2015．11．27
2015．12． 1

愛媛県内の看護学
実習指導者

中越　利佳 性感染症について 中予保健所AIDS等性感
染症対策セミナー
　上浮穴高校
　伊予高校

久万高原町
松前町

2015． 5．10
2015． 6．16

生徒、保護者、
教職員

中越　利佳 思春期の心 学校保健委員会
　久万町立直瀬小学校

久万高原町 2015． 6．14 保護者、教職員

中越　利佳 生きているだけで100点満点、
素敵ないのち、輝くいのち

人権同和教育参観日講演
会
　伊予市立北山崎小学校

伊予市 2015．10．14 小学₅・₆年生、
保護者、教職員、
地域住民

中越　利佳 中学校思春期教室 松山市、砥部町、伊予市、
思春期教室事業
　松山市立西中学校
　松山市立内宮中学校
　砥部中学校
　松山市立垣生中学校
　伊予市立双海中学校
　伊予市立中山中学校
　伊予市立伊予中学校

松山市
松山市
砥部町
松山市
伊予市
伊予市
伊予市

2015． 7． 6
2015． 7．10
2015． 7．13
2015．11．30
2015．11．17
2015．12． 2
2015．12． 4

中学₂・₃年生、
教職員

中越　利佳 小学校思春期教室 思春期教室事業
　玉谷小学校
　砥部小学校
　麻生小学校
　宮内小学校

砥部町
2015．10． 7
2015．10． 9
2015．10．23
2015．11．13

小学₅・₆年生、
教職員

中越　利佳 いのちの尊さ 砥部町子育て支援事業
　松山南高等学校
　砥部分校

砥部町 2015．11．18 全校生徒、教職員
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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 高齢者施設の看護記録
見える化する書き方

2015． 6 日総研出版社 全182頁

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

岡村　絹代　若林　良和
嶋田さおり　千葉しのぶ
小木曽真司

過疎・高齢化地域における高齢
者食生活改善推進員の活動状況
とバーンアウトに関する研究

日本食育学会誌 9 2 27-39 2015． 4

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

看護職の娘とターミナルケアを
体験した高齢配偶者の思い

ホスピスケアと
在宅ケア

23 3 378-384 2015．12

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

岡村　絹代 愛媛県愛南町における認知症に
なっても暮らしやすい町づくり
の推進－地域住民の認知症に関
する意識調査の結果から－

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 1 37-45 2015． 3

浅見千代美　大西　文恵
森田美恵子　西田　佳世

急性期病院入院中の認知症患者
の現状と転帰の実態

松山赤十字病院
医学雑誌

40 1 43-48 2015．12

小西　　円　西田　佳世 床上時間や消灯時間が施設入所
高齢者の夜間睡眠に与える影響

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 1 47-50 2015．12

Kayo Nishida
Emiko Sakashita
Yuriko Okawa
Madoka Konishi

Current state of education 
support for new nurses  involved 
in end-of-life care in general 
hospitals －From the perspective 
of enforcement managers of 
newcomer nursing staff training－

Bulletin of Ehime 
P r e f e c t u r a l 
University of 
Health Sciences

12 1 31-36 2015．12

小西　　円　陶山　啓子 介護老人保健施設入所者の生活
習慣要因が夜間睡眠に与える影
響

老年看護学 20 2 76-82 2016． 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

岡村　絹代　土幡　　淳
小島　美和

認知症高齢者の生活を支援する
専門職が抱く思いと施策への期
待－認知症になっても住み慣れ
た地域での安心した生活を目指
して－

第16回日本認知症ケア学会
大会

北海道 2015． 5．23
-24

浅見千代美　大西　文恵
森田美恵子　西田　佳世

認知症を有する患者の転帰に関
する実態調査

第16回日本認知症ケア学会 北海道 2015． 5．30
-31

小西　　円　西田　佳世 日中の活動が施設入所高齢者の
睡眠の質に与える影響

日本老年看護学会第20回学
術集会

神奈川県 2015． 6．12
-14

天野花央里　梶原　理絵
西田　佳世　小西　　円

老人保健施設に入所中の認知症
高齢者における高照度光療法の
効果－ＢＰＳＤと夜間睡眠の変
化に着目して－

日本老年看護学会第20回学
術集会

神奈川県 2015． 6．12
-14

西田　佳世　坂下恵美子
大川百合子

一般病院・病棟における新人看
護師に対する看取り教育の現状
と課題（第１報）＜研修実施担
当者の視点＞

第41回日本看護研究学会学
術集会

広島県 2015． 8．22
-23

坂下恵美子　西田　佳世
大川百合子

一般病院・病棟における新人看
護師に対する看取り教育の現状
と課題（第₂報）〈新人看護師への
支援体制と心理的支援の現状〉

第41回日本看護研究学会学
術集会

広島県 2015． 8．22
-23

中尾　美幸　西田　佳世
西垣　昌和　村角　直子
山口　曜子　中濱　多紀
畑中あかね　松田　佳美
内海　香子　山本　裕子
清水　安子　住吉　和子

“日頃の実践を投稿しよう！
～投稿の悩み相談～”

第20回日本糖尿病教育・看
護学会学術集会

香川県 2015． 9．21
-22

庄野亜矢子　西田　佳世 救急外来での死後の処置におけ
る口腔ケアの実態

第46回日本看護学会
－急性期看護－

松山市 2015． 9．29
-30

坂下恵美子　大川百合子
西田　佳世

中規模病院における新人看護職
員研修運営に関する現状及び課
題

日本看護研究学会九州・沖
縄地方会第20回学術集会

沖縄県 2015．11．21

坂下恵美子　西田　佳世
大川百合子

新人看護職員研修における看取
り教育の実態

第35回日本看護科学学会学
術集会

広島県 2015．12． 5
- 6

小西　　円　西田　佳世 仮眠時間の程度が施設高齢者の
夜間睡眠や仮眠後の活動量に与
える効果

第35回日本看護科学学会学
術集会

広島県 2015．12． 5
- 6

山下奈緒子　福田　里砂
寺尾奈歩子　小西　　円
城賀本晶子　中村　五月

.Moodleを使用した周手術期臨
地実習事前学習ツールによる知
識と学習意欲の変化

第35回日本看護科学学会学
術集会

広島県 2015．12
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Ⅵ　講　　演

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

島田　美鈴 看護研究研修 市立大洲病院 大洲市 2015． 6．19
-12． 3

市立大洲病院看護
職員

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27年度県立中央病院
臨地実習指導者研修会

松山市 2015． 7． 1
2016． 2．22

県立中央病院の臨
地実習指導者
約20名

松井美由紀 看護過程の展開（実践） 平成27年度愛媛県立病院
看護職員合同研修

松山市 2015． 7． 8
2015． 8．13
2015． 9．11
2015．10．20
2015．11．18

愛媛県立病院看護
職員

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！

愛媛県立伯方高校 今治市 2015． 7．28 全学年45名、教員
₃名

岡村　絹代 経管栄養に必要なケア（講義） 平成27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 2015． 8． 5 愛媛県内の介護職
員

松井美由紀 ①たんの吸引とは
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たんの吸引に伴うケア
⑤吸引演習・評価

平成27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 2015． 8．10
2015． 8．12
2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

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

愛媛県保健福祉部生きが
い推進局

砥部町 2015． 8．12 愛媛県喀痰吸引等
研修受講者

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27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2015． 8．12
2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

愛媛県内の介護職
員

宮宇地秀代 救急蘇生法演習 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2015． 8．13 愛媛県内の介護職
員

小西　　円 救急蘇生法講義・演習 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2015． 8．13 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

岡村　絹代 吸引演習・評価 平成27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 2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28

愛媛県内の介護職
員

小西　　円 「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
演習の講師、評価

平成27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 2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28

愛媛県内の介護職
員

西森　旬恵 「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
演習の講師、評価

平成27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 2015． 8．25
2015． 8．26
2015． 8．27
2015． 8．28

愛媛県内の介護職
員

矢野　理絵 経管栄養演習・評価 平成27年度愛媛県喀痰吸
引等研修
（不特定の者対象）

砥部町 2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

愛媛県内の介護職
員

宮宇地秀代 「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
演習の講師、評価

平成27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 2015． 8．31
2015． 9． 1
2015． 9． 2
2015． 9． 3

愛媛県内の介護職
員

岡村　絹代 老化の理解・高齢者と健康 介護職員初任者研修 松山市 2015． 9． 1 訪問介護員就職希
望者30名

松井美由紀 危機理論 平成27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 2015． 9． 9 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27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． 9．24 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

岡村　絹代 経管栄養指導看護師（デモ） 平成27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 2015． 9．24 愛媛県内の看護職
員

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27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 2015． 9．24 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

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27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 2015． 9．24 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 人材育成論「人材育成の方法」 平成27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． 9．25
2015． 9．26

平成27年度認定看
護管理者教育課程
ファーストレベル
受講者

島田　美鈴 実習指導：成人看護学 愛媛県看護協会 松山市 2015．10． 6
-12． 4

保健師助産師看護
師等実習指導者講
習会受講者

岡村　絹代 今からできるフットケア
～いつまでも自分の足で歩こ
う！～

平成27年度医技大祭 砥部町 2015．10．24 愛媛県内の地域住
民50名

松井美由紀 看護過程と看護記録（実践編） 平成27年度公益社団法人
愛媛県看護協会会員教育

松山市 2015．10．28 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27年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2015．10．30
2015．11． 4
2015．11．12

愛媛県内の看護専
門職者約40名

西田　佳世 老年看護学 平成27年度保健師助産師
看護師等実習指導者講習
会

松山市 2015．11．16
2015．11．18
2015．11．20
2015．11．24
2015．11．27

愛媛県内の看護専
門職者約40名

西田　佳世 訪問サービス事業所職員の職
業倫理

尚温会平成27年度職員研
修

松山市 2015．12． 9 いよ居宅介護支援
事業所を中心とし
た訪問サービス従
事職員（看護師、
介護士、リハビリ
スタッフ、生活相
談員他）約80名

西田　佳世 総評 第35回愛媛看護研究学会 松山市 2016． 2．20 愛媛県内の看護専
門職者約300名

岡村　絹代 高齢者施設における看護・看
護記録の書き方

特別養護老人ホーム自在
園　

愛南町 2016． 3． 4 特別養護老人ホー
ムの看護・介護職
員50名

岡村　絹代 高齢者とその家族のための終
末期ケア

恩賜財団法人済生会松山
特別養護老人ホーム

松山市 2016． 3．18 特別養護老人ホー
ムの看護師・介護
士50名
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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

中西　純子 連載　医療の変革のなかで
リハビリテーション看護の
力の発揮どころ
第１回症状悪化と再発予防
のための健康管理
－回復期病棟の入口と出口
の看護を厚くしよう！－

リハビリナース 8 5 84-88 2015． 9

中西　純子 連載　医療の変革のなかで
リハビリテーション看護の
力の発揮どころ
第₂回リハビリを継続でき
る体調管理とモチベーショ
ン維持のサポート－生活行
動援助は何のため？－

リハビリナース 8 6 80-84 2015．11

中西　純子 連載　医療の変革のなかで
リハビリテーション看護の
力の発揮どころ
第₃回認知障害を有する人
のリハビリテーションへの
貢献－障害の特性に合った
日々の対応こそ回復促進の
要－

リハビリナース 9 1 80-82 2016． 1

中西　純子 連載　医療の変革のなかで
リハビリテーション看護の
力の発揮どころ
第₄回多職種チームのなか
での看護職の役割－看護職
の力を活かす役割は？－

リハビリナース 9   2 84-87 2016． 3
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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

Hiroko Maruyama
Hidekazu Tamauchi
Fumitaka Kawakami
Keiko Yoshinaga
Takahisa Nakano

Suppressive effct of dietary 
fucoidan on proinflammatory 
immune response and MMP-
1 expression in UVB-irradiated 
mouse skin

Plant Med 81 15 1370-1374 2015． 9

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
Yukie Yamasaki
Takashi Kitao

Usefulness of postmortem 
1,5-anhydroglucitol analysis in 
forensic diagnosis

94te Jahrestagung der 
Deutschen Geselschaft fuer 
Rechtsmedizin

Leipzig, 
Germany

2015． 9．15
-19

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 食肉からAmpC型β-ラクタ
マーゼ（AmpC）産生腸内細菌
の検出状況についての調査研究

第64回日本医学検査学会 福岡県 2015． 5．16
-17

堀内　美香　鈴木　淳平
水木　真純　丸山　砂穂
玉内　秀一　安川　正貴
山下　政克

転写制御因子Gfi1はTh1細胞分
化とTh1型アレルギーを負に制
御する

第64回日本アレルギー学会
学術大会

東京都 2015． 5．26
-28

玉内　秀一　入野　了士
守田　憲崇　有阪　直哉
磯中　理沙　竹内　昭博

携帯アプリを用いた事後・自己
学習の教育効果

平成27年度ICT利用による
教育改善研究発表会

東京都 2015． 8． 7
- 8

佐川　輝高 上腕静脈採血部位を科学的に理
解させるための自己学習を補助
するコンピュータプログラムの
予備的開発

第10回日本臨床検査学教育
学会学術大会

長野県 2015． 8．19
-21

菅　　美樹　四宮　博人
北尾　孝司

臨床材料および鶏から分離し
た基質特異性拡張型β-ラクタ
マーゼ産生腸内細菌の遺伝子学
的調査

第85回日本感染症学会西日
本地方会

奈良県 2015．10．15
-17

佐川　輝高　相原ひろみ 偏光板を用いると採血用静脈が
認識されやすくなる

第62回日本臨床検査医学会
学術集会

岐阜県 2015．11．19
-22



－ 44 －

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

北尾　孝司 食品から基質特異性拡張型β-
ラクタマーゼ（ESBL）およ
びAmpC型β-ラクタマーゼ
（AmpC）産生腸内細菌の検出
状況

第31回日本環境感染学会 京都府 2016． 2．19
-20
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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（共著） 細胞診ガイドライン₁ 
婦人科・泌尿器2015年
版
日本臨床細胞学会編

2015． 3 金原出版 52-108

則松良明（共著） 子宮内膜細胞診の応用
とその周辺

2015． 4 近代出版 48-62

則松良明（共著） 記述式内膜細胞診報告
様式に基づく子宮内膜
細胞診アトラス

2015．11 医学書院 8-23,51-60

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

川西なみ紀　則松　良明 
大崎　博之　坂東　史郎
升野　博志　田城　孝雄

BD液状化検体細胞診用保存液
における血液の影響に関する基
礎的検討

医学検査 64 4 475-482 2015． 7

兵頭　直樹　則松　良明
大崎　博之　森田　　渚
高石　裕子　木下　幸正
森　いづみ　前田　智治

新しいセルブロック作製法（パ
ラフィン・寒天サンドイッチ法）
の考案と比較検討

医学検査 64 5 600-604 2015． 9

Koichiro Suemori
Hitoshi Hasegawa
Jun Ishizaki
Takuya Matsumoto
Sachiko Onishi
Eiji Sada
Atsuro Sugita
Masaki Yasukawa

Metho t r exa t e - a s s oc i a t ed 
Lymphoproliferative Disease 
with Multiple Pulmonary Nodules 
in a Patient with Rheumatoid 
Arthritis

Intern Med 54 11 1421-1425 2015．11

Nobutaka Sasaki A proposal for the inclusion of 
pedometers in animal experiments 
aimed at the prevention of and/or 
recovery from lifestyle diseases: a 
pilot study

EMJ 34 4 225-233 2015．12

Nobutaka Sasaki A proposal for the inclusion of 
calorimeters in animal experiments 
in which the physical activity 
is a pivotal theme: a pilot study

愛媛県立医療技
術大学紀要

12 1 9-13 2015．12
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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

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

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
Yukie Yamasaki
Takashi Kitao

Usefulness of postmortem 
1,5-anhydroglucitol analysis in 
forensic diagnosis

94te Jahrestagung der 
Deutschen Geselschaft 
fuer Rechtsmedizin

Leipzig, 
Germany

2015． 9．15
-19

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

寄能ちなみ　近藤　明宏
野村　康成　竹内　彰浩
西谷　真理　山岡　源治
荒井　　健　西内　崇将

止血検査における採血不良の影
響

第39回香川県医学検査学会 香川県 2015． 4．19

松本　卓也　山崎　仁志
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

シクロスポリンにて加療中に免
疫不全関連リンパ増殖性疾患を
発症した混合性結合組織病の一
例

第59回日本リウマチ学会総
会

愛知県 2015． 4．23
-25

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

1型糖尿病合併妊娠中に発症し
た多発性筋炎の１例

第59回日本リウマチ学会総
会

愛知県 2015． 4．23
-25

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
長谷川　均　安川　正貴

ミノサイクリンによる薬剤性血
管炎の1例

第112回日本内科学会四国
地方会

高知県 2015． 6． 7

品川　明子　黒川　哲司
森　　正樹　今村　好章
吉田　好雄　坂本　寛文
山口　知彦　花田　　梓
則松　良明　矢納　研二
平井　康夫

子宮内膜細胞診におけるLBC
の有用性
直接塗抹と比較してLBC検体
の適正基準について

第56日本臨床細胞学会総会
春期大会（松江市）

島根県 2015． 6．12
-14
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

高田　智世　山﨑　雪恵
北尾　孝司　宮石　　智

Usefulness of  postmortem 
1,5-anhydroglucitol analysis in 
forensic diagnosis

第32回日本法医学会学術中
四国地方集会

岡山県 2015．10．30
-31

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

顎骨壊死･リンパ増殖性疾患･
肺クリプトコッカス症を合併し
た関節リウマチの一例

第26回日本リウマチ学会中
国・四国学術集会

岡山県 2015．12． 4
- 5

矢納　研二　中村　　豊
村田　哲也　則松　良明
大杉　増美　山口　知彦
前田　宜延　平井　康夫

子宮内膜細胞診におけるLBC
の有用性
直接塗抹と比較して異型内膜上
皮細胞（ATEC）の細胞像に関
する検討

第56日本臨床細胞学会総会
春期大会（松江市）

島根県 2015． 6．12
-14

前田　宜延　尾矢　剛志
則松　良明　矢納　研二
平井　康夫

子宮内膜細胞診におけるLBC
の有用性
直接塗抹と比較して子宮内膜液
状化細胞診標本における免疫細
胞化学の有用性について

第56日本臨床細胞学会総会
春期大会（松江市）

島根県 2015． 6．12
-14

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
－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

滋賀県 2015． 2．21 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
－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

熊本県 2015． 2．22 細胞検査士・医師

則松　良明 子宮体部LBC標本の見え方
と捉え方

第₄回びわ湖細胞病理
チュートリアル

滋賀県 2015．10． 4 細胞検査士・医師

則松　良明 LBCにおける子宮内膜細胞診
の見方・考え方

第54回日本臨床細胞学会
秋期大会要望講演

愛知県 2015．11．21
-22

細胞検査士・医師

則松　良明 LBC各法における形態学的
基礎検討

第 3回 Cytopatho logy 
Upd a t e  i n  Ku r ume 
Univesity

福岡県 2015．11．28 細胞検査士・医師

山岡　源治 造血器腫瘍の表面マーカーを
読み解く

四国臨床検査技師協議会
平成27年度第₂回四国血
液検査研修会

香川県 2015．11．29 四国四県の臨床検
査技師会会員
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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

則松　良明 子宮内膜LBC法
－「記述式内膜細胞診報告様
式」による判定の実際－

第43回日本婦人科病理学
術集会

東京都 2015．12．20 細胞検査士・医師

則松　良明 子宮体がん検診
－LBC子宮内膜細胞診のす
すめ－

第₂回新百合ヶ丘セミ
ナー

神奈川県 2016． 1．14 細胞検査士・医師

則松　良明 子宮内膜細胞診の診断ポイン
ト

第31回山梨県臨床細胞学
会総会

山梨県 2016． 2． 6 細胞検査士・医師

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

第40回宮城県臨床細胞学
会総会

宮城県 2016． 2． 7 細胞検査士・医師
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