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公 的 財 団 研 究 助 成
（平成３０年度）

（単位：千円）

名　　称　　等 研究代表者 研 究 テ ー マ 助 成 額

平成30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

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

内藤　真帆 消滅危機にあるヴァヌアツ無文字言語の解
明と辞書編纂

1430

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

渋井　　進
分担者：
仲渡　江美

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 ,135

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

徳永なみじ
分担者：
佐川　輝孝

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

650

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

相原ひろみ リフレクティブサイクルを活用した看護倫
理教育プログラムの開発

520

平成30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

集学的治療を受けるがんサバイバーの生活
の再構築を促進する看護実践モデルの開発

80

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C)

松井美由紀 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

500

平成30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

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

江﨑ひろみ
分担者：
田中　昭子

高齢者のオーラルフレイル予防に資する口
腔コグニサイズプログラム開発と検証

1050

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

野村美千江
分担者：
江﨑ひろみ

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

100

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

吉田　幸恵
分担者：
江﨑ひろみ

健康寿命延伸のための 1口量決定因子に関
する研究

200



名　　称　　等 研究代表者 研 究 テ ー マ 助 成 額

平成30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

810

平成30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
ントプログラム介入評価に関する研究

1 ,300

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（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

780

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（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

900

平成30年度学術研究助成基金
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

500

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（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

390

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

檜枝　美紀 核膜タンパク質LINC複合体を介する核膜
情報流通システムの解明

1 ,200

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

山田　武司 ヒストン脱メチル化制御を介したメモリー
CD8 T細胞分化メカニズムの解明

1 ,870

平成30年度学術研究助成基金
助成金基盤研究（C）

香川大学　
神鳥　和代
分担者：
山口　文徳

希少糖D-アロースによるTXNIP発現誘導
を介した癌治療法の開発

200

平成30年度愛媛県立医療技術
大学教育・研究助成費

井上　明子 ハワイ州で安心して子育てが開始できるた
めの育児情報パンフレットの作成及び評価

160

　合　　　　　　　　　　　計  11,260 



学 長

学 部 長
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

中西純子　石川ふみよ編 リハビリテーション看護論 

第 3 版

2018.12.25 ヌーヴェルヒロカワ ⅲ, 3 -18,

109-116

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　　文　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

橋本　君代　島田　美鈴

中西　純子

化学放射線療法を完遂した頭頸部

がん患者の知覚・認知・対処―診

断期から治療期に焦点をあてて―

愛媛県立医療

技術大学紀要

15 1 1 - 8 2018.12

上野　理恵　島田　美鈴

中西　純子

同種造血幹細胞移植を受けた患者

の退院後の困難と対処

愛媛県立医療

技術大学紀要

15 1 9 -17 2018.12

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

中西　純子　西森　旬恵

宮宇地秀代

高次脳機能障がい者の退院後の

生活状況と移行期の支援課題

日本看護研究学会第44回

学術集会

熊本市 2018. 8 .18

-19

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 学生の成長を助ける臨地実習

指導

平成30年度県立中央病院

臨地実習指導者研修会

松山市 2018. 5 .21 

2019. 2 .21

県立中央病院の臨

地実習指導者約20

名

中西　純子 

豊田ゆかり

地域包括ケアシステム構築の

ための人材育成プログラムの

開発

平成30年度公立大学協会

看護・保健医療系部会

大分市 2018. 8 .28 公立大学の看護系

学部・学科代表教

員約70名

中西　純子 医療系を目指す人へ 西条高等学校「探究―有

法子―」専門講座

西条市 2018.10. 4 西条高等学校

2・ 3年生80名

中西　純子 愛媛県立医療技術大学におけ

る地域貢献活動

岩手県立大学看護学部の

外部有識者との意見交換

会

盛岡市 2019. 2 . 6 看護学部教授 6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

三谷　壮平　鵜久森　徹

川元日向子　真田　朋昌

能田　淳平　脇坂　浩之

羽藤　直人

頸部神経鞘腫手術症例の検討 日本耳鼻咽喉

科学会会報

121 5 673-678 2018

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 (O-S) 愛媛県立医療

技術大学紀要

15 25-27 2017.12

Maho Naito Nouns in Tutuba Language (S) 愛媛県立医療

技術大学紀要

15 29-31 2017.12

泉　　　浩　草薙　康城 アクションプランがもたらした図

書館の変化―アクションプランの

策定から実施状況まで―

愛媛県立医療

技術大学紀要

15 53-58 2018.12

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

Emi Nakato Brain activity measured by 

near-infrared spectroscopy 

while perceiving female faces 

with cosmetics use.

41st European Conference 
on Visual Perception 
(ECVP 2018)

 Trieste 2018. 8 .26 

-30
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Ⅴ　学会発表（国内学会）

研 究 者 名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

木谷　卓史　鵜久森　徹

三谷　壮平　真田　朋昌

佐藤恵理子　川元日向子

脇坂　浩之　羽藤　直人

鼻外切開を行わず、内視鏡下鼻

内手術のみで切除した鼻副鼻腔

癌症例の検討

第42回頭頸部癌学会 東京都 2018. 6 .14

-15　

三谷　壮平　眞田　朋昌

山田　啓之　鵜久森　徹

脇坂　浩之　羽藤　直人

鼻副鼻腔未分化癌の 2症例 第42回頭頸部癌学会 東京都 2018. 6 .14

-15

草薙　康城　鳥居　順子

野村美千江　佐田　榮司

中西　純子

学科の取り組みと学生のジェ

ネッリックスキルの関係

第40回大学教育学会 茨城県

つくば市

2018. 6 . 9

-10

仲渡　江美　金沢　　創

山口　真美

乳児の母親顔知覚における

Holistic processingの検討

日本赤ちゃん学会第18回学

術集会

東京都 2018. 7 . 6

- 8

仲渡　江美 チークの形状が顔の大きさ知覚

に及ぼす影響

日本心理学会第82回大会 仙台市 2018. 9 .25

-27

三谷　壮平　鵜久森　徹

真田　朋昌　脇坂　浩之

羽藤　直人

遊離空腸再建術症例の検討 第70回気管食道科学会 東京都 2018.11. 8

- 9

下川　哲哉　鍋加　浩明

Khan MSI 　土居原拓也

脇坂　浩之　小林　直人

松田　正司

カマイルカにおける味蕾様構造

物の特徴

第123回日本解剖学会 新潟市 2019. 3 .27

-29
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Ⅵ　講　　演

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

金澤　知典 「性犯罪・サイバー犯罪」

―SNS・スマホ編―

東温市立川内中学校

学校　学校保健委員会

東温市 2018. 5 .15 保護者、教職員

草薙　康城 性感染症について 愛媛県立伊予高校 松前町 2018. 5 .22 高校 3年生

金澤　知典 スマホとの上手なつきあい方 

～守ろう！子どもたちの健全

な成長～

伊予地区養護教員夏季研

修会

伊予市 2018. 8 .21 伊予地区養護教員

草薙　康城 胎児心拍モニタリングの基礎

知識

平成30年度「多施設合同

新人助産師研修」

松山市 2018. 8 .26 助産師

金澤　知典 スマホ社会について 平成30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 2018.10.25 愛媛県内在住、も

しくは勤務の一般

の方

金澤　知典 スマホとの上手なつきあい方 

～子どもたちをスマホ依存か

ら守ろう～

伊予市立郡中小学校

学校保健委員会

伊予市 2018.11.30 学校医、PTA役

員、学校教職員

草薙　康城 最近の不妊治療について カモメールの会（不妊に

悩む当事者の会）

松山市 2018.12. 3 愛媛県の不任に悩

む人

草薙　康城 思春期からの性の健康つくり

と性感染症予防について

思春期性感染症予防研修

会

西条市 2018.12.25 東予地区中学高校

養護教員

草薙　康城 あなたにとってできること 愛媛県立松山南高校砥部

分校

砥部町 2019. 2 . 8 高校 3年生





基 礎 看 護 学





－ 13 －

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

Ruriko Okada Changes in water content of the 
forearm skin stratum corneum 

by the hand bath In winter and 
summer

22nd East Asian Forum 

of Nursing Scholars　
Singapore 2019. 1 .17

-18 

Mitsuko Aoki
Hiromi Kawasaki 
Yukiko Miyakoshi

Quantitative Assessment of 
Reducing Physical Stress by 
Using Assistive Devices

The 21st East Asian 
Forum of Nursing 
Scholars

Singapore 2019. 1 .17

-18

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

相原ひろみ　細田　泰子 専門家会議による「看護大学生

の看護実践における倫理的行動

尺度」の表面妥当性および内容

妥当性の検討

第28回日本看護研究学会 熊本市 2018. 8 .18 

-19

徳永なみじ　相原ひろみ

金澤　知典　佐川　輝高

野本百合子

授業時間外の看護技術練習を促

す自己調整学習支援システムの

導入

第28回日本看護学教育学会 横浜市 2018. 8 .28

-29

相原ひろみ　細田　泰子 看護大学生の看護実践における

倫理的行動評価尺度の内容妥当

性の検討

第28回日本看護学教育学会 横浜市 2018. 8 .28 

-29

相原ひろみ　細田　泰子 看護大学生の看護実践における

倫理的行動評価尺度の信頼性・

妥当性の検討

第38回日本看護科学学会 松山市 2018.12.15 

-16
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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30年度認定看護管理

者ファーストレベル教育

松山市 2018. 5 .12

2018. 8 .25

認定看護管理者

ファーストレベル

受講者

岡田ルリ子 スキンケアと季節の過ごし方 第11期健康気象アドバイ

ザー認定講座

東京都 2018. 6 . 3 一般人および

気象関連研究者

野本百合子 看護研究―入門編― 平成30年度愛媛県看護協

会研修

松山市 2018. 6 . 6 愛媛県下

看護専門職者

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30年度愛媛県看護協

会訪問看護研修会

松山市 2018. 7 .21 愛媛県下

看護職員

野本百合子 新人看護職員の看護能力の理

解―看護基礎教育課程の現状

平成30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 2018. 8 . 7 愛媛県下

新人看護師教育担

当看護職者

野本百合子 看護論 平成30年度保健師助産師

看護師等実習指導者講習

会

松山市 2018. 9 . 5

2018. 9 .13

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30年度保健師助産師

看護師等実習指導者講習

会

松山市 2018.11.13

2018.11.27

2018.12. 4

2018.12.10　

愛媛県下

看護職員



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

中西純子　石川ふみよ編,

栗生田友子　浅元美津子 

飯野千惠子　石川ふみよ 

石﨑由加利　石原さとみ 

伊藤由美子　植田喜久子 

奥田　美恵　小澤　尚子

窪田　　静　後藤　由美

齋藤　　健　斉藤　結香 

佐藤　綾子　鈴木千佳代 

髙木　朋子　高崎　良子 

高橋　仁美　寺尾　　洋 

中西　純子　中信利恵子

中村　里江　畠山　恵美 

前田美貴子　宮内　清子

武藤　則子　持木　香子 

森本　雅史　午後　佳子 

山本　恵子　渡辺小百合

成人看護　リハビリテー

ション看護論　第 3版

2018.12  ヌーヴェルヒロカワ 159-165

（奥田美恵担

当）

中西純子　石川ふみよ編,

栗生田友子　浅元美津子 

飯野千惠子　石川ふみよ 

石﨑由加利　石原さとみ 

伊藤由美子　植田喜久子 

奥田　美恵　小澤　尚子

窪田　　静　後藤　由美

齋藤　　健　斉藤　結香 

佐藤　綾子　鈴木千佳代 

髙木　朋子　高崎　良子 

高橋　仁美　寺尾　　洋 

中西　純子　中信利恵子

中村　里江　畠山　恵美 

前田美貴子　宮内　清子

武藤　則子　持木　香子 

森本　雅史　午後　佳子 

山本　恵子　渡辺小百合

成人看護　リハビリテー

ション看護論　第 3版

2018.12  ヌーヴェルヒロカワ 178-183

（窪田静担当

分）
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著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Satoshi Irino
Yukio Kurihara

A Method for Deriving Quasi-
healthy Cohorts From Clinical 
Data

Biomedical 
Informatics 
Insights

10 1 1 -10 2018. 5

冨田　直明　入野　了士 愛媛県今治保健所管内の「協会け

んぽ」生活習慣病予防健康診査受

診者における降圧薬服薬状況とメ

タボリック症候群との関連につい

て

保健医療科学 67 2 216-228 2018. 5

野嶋佐由美　池添志乃井
上　さや子　永井真寿美
瓜生　浩子　坂元　　綾 
大川　貴子　中平　洋子
畠山　卓也　中村由美子 
池内　　香　中野　綾美 
中山　洋子　田井　雅子 
神原　咲子　時長　美希 
森下　安子　川上　理子 
竹崎久美子　森下　幸子
山口　智治

災害後における家族レジリエンス

を促す 7つの看護アプローチ

高知女子大学

看護学会誌

43 2 24-36 2018. 6

入野　了士　鳥居　順子

長尾　奈美　江﨑ひろみ

永井さつき　野村美千江

地方都市近郊における次世代シニ

アの自動車運転セルフケア行動の

実態と関連要因

四国公衆衛生

学会雑誌

64 1 57-66 2019. 2

Ⅱ　論　　　文（原著）

著　　者　　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

野村美千江 実習指導の原理－公衆衛生看護学

実習が授業として成立するために

保健師教育 2 1 10-18 2018. 5

野村美千江 保健師活動の対象としての家族 保健師ジャー

ナル

74 9 726-731 2018. 9

長尾　奈美　草薙　康城

中西　純子

A大学看護学科における能動的学

修支援の取り組み状況

―教員アンケートからの検討―

愛媛県立医療

技術大学紀要

15 1 33-39 2018.12

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

上級生との交流形式で行う，地域

看護学実習に向けた実習地情報交

換会の取り組み

愛媛県立医療

技術大学紀要

15 1 47-52 2018.12

Ⅲ　論　　　文（その他：総説、報告等）
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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

白石　由起　長尾　奈美

入野　了士　田中美延里

野村美千江

在宅療養者を支える訪問看護師の

連携力とその関連要因

第23回日本在宅ケア学会学

術集会

大阪市 2018. 7 .14

-15

杉田由加里　緒方　泰子

石丸　美奈　田中美延里

石川　麻衣　松下　光子

藤木美恵子　土屋　裕子

自治体のミドルマネジャー保健師

の役割行動指針案の内容的妥当性

の検討

日本地域看護学会第21回学

術集会

岐阜市 2019. 8 .11

-12

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への教

育支援プログラムの評価

―事例分析から―

第25回日本家族看護学会学

術集会

高知市 2018. 9 . 1

- 2

井内　愛美　越智　百枝 アルコール依存症の家庭で育った

アダルト・チルドレンがACを自

認後にたどる生きづらさの変化の

プロセス

第25回日本家族看護学会学

術集会

高知市 2018. 9 . 1

- 2

徳重　貴子　越智　百枝 アルコール問題に気づいた家族が

支援につながるまでの体験

第25回日本家族看護学会学

術集会

高知市 2018. 9 . 1

- 2

井上さや子　瓜生　浩子

大川　貴子　池添　志乃

中野　綾美　池内　　香

中村由美子　中平　洋子

野嶋佐由美　坂元　　綾

震災により思い描いていた未来を

喪失し混乱している家族の家族レ

ジリエンスを高める看護援助

第25回日本家族看護学会学

術集会

高知市 2018. 9 . 1

- 2

坂元　　綾　大川　貴子

池内　　香　中野　綾美

池添　志乃　瓜生　浩子

井上さや子　中村由美子

中平　洋子　野嶋佐由美

災害を契機に家族の依存関係を断

ち切り家族の立ち上がりを支える

看護援助

第25回日本家族看護学会学

術集会

高知市 2018. 9 . 1

- 2

長尾　奈美　江﨑ひろみ

入野　了士　鳥居　順子

永井さつき　野村美千江

就労中の向老期住民が認知症予防

と認識して実践する行動の実態

第 8回日本認知症予防学会

学術集会

東京都 2018. 9 .22

-24

吉田　知令　米澤　真紀

窪田　志穂　田中美延里

野村美千江

農漁村の地区組織で活動する中高

年者の子育て支援に関する意識と

行動

日本ルーラルナーシング学

会第13回学術集会

高松市 2018.11. 3

- 4

田中美延里　柳原　由美

越智　澄恵　青木さぎ里

窪田　志穂　野村美千江

瀬戸内海の島の地理的特性と保健

師活動（ワークショップ）

日本ルーラルナーシング学

会第13回学術集会

高松市 2018.11. 3

- 4
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開催日

入野　了士　齋藤　希望

窪田　志穂

出生世代別健康リスクを踏まえた

公衆衛生看護活動対象集団の優先

度決定のプロセス

第38回日本看護科学学会学

術集会

松山市 2018.12.15

-16

杉田由加里　緒方　泰子

石丸　美奈　田中美延里

石川　麻衣　松下　光子

自治体のミドルマネジャー保健師

の役割行動指針案の実用性の検討

第38回日本看護科学学会学

術集会

松山市 2018.12.15

-16

坂元　勇太　越智　百枝

中平　洋子

境界性パーソナリティ障害患者に

否定的感情を抱く看護師が患者と

向き合えるようになるまでの過程

第38回日本看護科学学会 松山市 2018.12.15

-16

入野　了士　鳥居　順子

長尾　奈美　江﨑ひろみ

永井さつき　野村美千江

地方都市近郊における次世代シニ

アの自動車運転セルフケア行動の

実態とその特徴 

第 7 回日本公衆衛生看護学

会学術集会

山口県

宇部市

2019. 1 .26

-27

長尾　奈美　鳥居　順子

入野　了士　江﨑ひろみ

永井さつき　野村美千江

認知症予防に高い関心を持つ向老

期住民の特性

第 7回日本公衆衛生看護学

会学術集会

山口県

宇部市

2019. 1 .26

-27

江﨑ひろみ　永井さつき

長尾　奈美　入野　了士

鳥居　順子　野村美千江

中山間地の向老期住民が健康のた

めに取り組んでいる行動の実態

第 7回日本公衆衛生看護学

会学術集会

山口県

宇部市

2019. 1 .26

-27

野村美千江　入野　了士

長尾　奈美　鳥居　順子

江﨑ひろみ　永井さつき

中山間地に暮らす向老期住民の地

域活動への参加意欲と関連要因

第 7回日本公衆衛生看護学

会学術集会

山口県

宇部市

2019. 1 .26

-27

杉田由加里　緒方　泰子

石丸　美奈　田中美延里

石川　麻衣　松下　光子 

藤木美恵子　土屋　裕子

自治体のミドルマネジャー保健師

の役割行動指針案の実用性の検討

に関する学習ニーズ

第 7回日本公衆衛生看護学

会学術集会

山口県

宇部市

2019. 1 .26

-27

坂元　勇太　越智　百枝 

中平　洋子　疋田　琴乃 

池田　　桜

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 

―参加者自身の小さな変化への気

づき―

第32回日本看護研究学会中

国・四国地方会

高松市 2019. 3 .17
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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

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30年度地域保健保健

師等研修会（本庁実施分）

プリセプター前期研修

松山市 2018. 5 .29 愛媛県内のプリセ

プター保健師

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 2018. 6 . 2 看護師

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 2018. 6 .11 

2018.11.29

愛媛県内の中堅期

の行政保健師

入野　了士 事例検討会を通して考える、

より効果的な支援とは～実践

力UP事例検討会から学ぶ～

砥部町介護支援専門員等

研修会

砥部町 2018.06.15 砥部町での介護支

援に携わる専門職

等

中平　洋子 看護研究 愛媛労災病院研修 新居浜市 2018. 6 .15 

2018. 7 . 4

看護師

奥田　美惠 日常活動の中での地域アセス

メント

平成30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 2018. 6 .19 愛媛県内の新任期

保健師

田中美延里 ポートフォリオの特徴と活用

方法 ―リフレクティブな実

践のために―

平成30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 2018. 6 .19 愛媛県内の新任期

保健師

入野　了士 ～実践力UP 事例検討会の開

催に向けて～

愛媛県中予保健所地域保

健保健師等研修会

松山市 2018.06.22 中予保健所管内の

保健師等

入野　了士 実践力UP事例検討を学ぶ 八幡浜保健所　新任期保

健師フォローアップ研修

会

八幡浜市 2018. 7 . 2 西条保健所管内の

新任期保健師

入野　了士 男の子の性教育 松山市立拓南中学校 学

校保健委員会

松山市 2018.07.06 松山市立拓南中学

校 学校保健委員

窪田　　静 リハビリテーション看護 愛媛県看護協会訪問看護

研修「ステップ 1」

松山市 2018. 7 . 4 訪問看護研修「ス

テップ 1」受講者

及び聴講者

窪田　　静 リハビリテーション看護論

「生活環境整備のための福祉

用具の使い方」

山梨県立大学 甲府市 2018. 7 . 6 看護学科学生約70

名、教員 5名
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講演者名 演　　　　　題 会等の名称 開催地 開催年月日 対　象　者

越智　百枝 メンタルヘルス論 放送大学 松山市 2018. 7 . 7  

2018. 7 . 8

面接授業受講者

越智　百枝 これまでの歩みと医療職とし

て大事にしていること

ブックトーク＆メディカ

ルトーク

今治市 2018. 8 . 7 高校生

野村美千江 保健師人材育成の方向性 

～自治体保健師のキャリアラ

ダーとは

愛媛県中予保健所地域保

健保健師等研修会

松山市 2018. 8 .31 愛媛県中予保健所

および管内市町の

保健師

野村美千江 実習の意義と実習指導者の役

割

宮崎県公衆衛生看護学実

習指導者研修会

宮崎市 2018. 9 . 4 宮崎県内の保健師

田中美延里 自治体保健師キャリアラダー

を活かした人材育成～「経験」

と「職場」をつくる～

砥部町保健師連絡会 砥部町 2018. 9 . 5 砥部町役場保健師

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 2018. 9 .20 看護師

中平　洋子 研究テーマの絞り込みと方法

の選択

愛媛県看護協会看護研究

Ⅰ

松山市 2018. 9 .27 愛媛県内の看護職

入野　了士 「相手に伝わり、動かす」プ

レゼンテーションスキル

愛媛県中予保健所介護予

防従事者研修会

松山市 2018.10.15 松山圏域の各市町

保健・介護等関係

職員等

中平　洋子 精神看護学 平成30年度保健師助産師

看護師等実習指導者講習

会

松山市 2018.11.14 
2018.11.22 
2018.11.28 
2018.12. 3  
2018.12. 5

看護職

窪田　　静 在宅看護論 平成30年度保健師助産師

看護師等実習指導者講習

会

松山市 2018.11. 8  
2018.11.30 
2018.12.11 
2018.12.15

実習指導者

入野　了士 セルフケア行動と身体的健康

度の評価

放送大学安全運転継続へ

のセルフケア講座

松山市 2018.12.02 面接授業科目受講

者

田中美延里 プリセプターとしての経験を

活かす

平成30年度地域保健保健

師等研修会（本庁実施分）

プリセプター後期研修

松山市 2018.12. 4 愛媛県内のプリセ

プター保健師

野村美千江 地域保健福祉活動のための地

域アセスメント

地域包括ケア専門職研修 今治市 2018.12. 7 今治市、上島町の

保健福祉専門職

窪田　　静 ノーリフトケア 愛媛県リハビリテーショ

ン専門職協会

松前町 2018.12. 8 愛媛県内の訪問リ

ハビリテーション

従事者等
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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

越智　百枝 地域で支える依存症 アディクションアカデ

ミー

高松市 2018.12.23 断酒会員及び関係

機関職員

入野　了士 論文作成のコツ 愛媛県看護協会看護研究

Ⅳ

松山市 2019. 1 .17 愛媛県内の看護職

入野　了士 実践力UP事例検討会の手法

～気づきを深めるためのファ

シリテートのポイント～

愛媛県看護協会実践力

UP事例検討会

松山市 2019. 1 .19 愛媛県内の保健師

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)

平成30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 2019. 2 .19 愛媛県内の新任期

保健師

越智　百枝 頑張っている自分をほめるこ

との大事さ

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 2019. 3 . 6 一般住民

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 2019. 3 .16 看護師





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

公益財団法人日本訪問護

財団監修

柏木　聖代　沼田　美幸

清崎由美子　他 5名編集

草場美千子　柴田三奈子

中島　朋子　豊田ゆかり

他53名執筆

訪問看護基本テキスト 2018.12  日本看護協会出版会 579-585

Ⅱ　論　　文（原著）

著　者　名 論　　 文 　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

山本美由紀 

伊集院美和 

小川　香織 

岩岡　可織

母子健康手帳改正後の「妊

婦自身の記録」欄の記入行

動の分析

香川母性衛生学会誌 18 1 37-42 2018.11

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

柴田　長生　小嶋理恵子

井上　明子

児童相談所職員における助

産師業務の認識調査

―切れ目ない子育て支援と

虐待予防のために―

心理社会的支援研究 9 71-82 2018. 9

井上　明子　小嶋理恵子

枝川千鶴子　豊田ゆかり

海外視察研修報告：米国ハ

ワイ州における母子医療と

福祉の変遷

愛媛県立医療技術大

学紀要

15 1 41-46 2018.12
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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

豊田ゆかり　枝川千鶴子 

野村　佳代

医療的ケア児の在宅生活が継続で

きるための専門職間連携の実際

第23回日本在宅ケア学会学

術集会

大阪市 2018. 7 .14 

-15

枝川千鶴子　豊田ゆかり

野村　佳代

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体制作り

日本小児看護学会第28回学

術集会

名古屋市 2018. 7 .21 

-22

中越　利佳　井上　明子

金澤　知典　豊田ゆかり

伊藤　美香　小嶋理恵子

出森　美和　麓　由香里 

正岡田江子　岡﨑　愉加

WEB性教育教材の活用状況と評

価　第 1 報

教材の配信方法の評価

第37回日本思春期学会　総

会・学術集会

東京都　 2018. 8 .18 

-19

中越　利佳　井上　明子

金澤　知典　豊田ゆかり

伊藤　美香　小嶋理恵子

出森　美和　麓　由香里 

正岡田江子　岡﨑　愉加

WEB性教育教材の活用状況と評

価　第 2報

教材の使用者と未使用者の比較か

らの評価

第37回日本思春期学会　総

会・学術集会

東京都　 2018. 8 .18 

-19

井上　明子　中越　利佳

金澤　知典　豊田ゆかり

伊藤　美香　小嶋理恵子

出森　美和　麓　由香里 

正岡田江子　岡﨑　愉加

WEB性教育教材の活用状況と評

価　第 3報

教材の内容評価と求められる性教

育教材

第37回日本思春期学会　総

会・学術集会

東京都　 2018. 8 .18 

-19

枝川千鶴子　豊田ゆかり

小嶋理恵子　井上　明子

ハワイ州で乳幼児を育児する日本

人の母親が直面した育児の困り事

と母親を支えた資源

第 59 回日本母性衛生学会

総会・学術集会

新潟市 2018.10.19 

-20

小嶋理恵子　枝川千鶴子

豊田ゆかり　井上　明子

ハワイ州で妊娠期を過ごした日本

人女性が抱いた戸惑いや不安の諸

相と対処行動

第 59 回日本母性衛生学会

総会・学術集会

新潟市 2018.10.19 

-20

小嶋理恵子　山本美由紀

井上　明子　子安　恵子

妊娠期女性に形成されるカップル

アイデンティティを促進する因子

の抽出

第 59 回日本母性衛生学会

総会・学術集会

新潟市 2018.10.19 

-20

小嶋理恵子　井上　明子

山本美由紀　伊藤　美香

妊娠期女性の夫・パートナーの

カップルアイデンティ形成を促進

する因子の抽出

第 59 回日本母性衛生学会

総会・学術集会

新潟市 2018.10.19 

-20

山本美由紀　尾筋　淑子

小嶋理恵子　曽我部美恵子

小笠原百恵　子安　恵子

井上　明子

日本人と結婚した外国人女性がA
県B島で暮らす覚悟を決めた要因

第 59 回日本母性衛生学会

総会・学術集会

新潟市 2018.10.19 

-20
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開催日

藤原紀世子　楢木野裕美 小児看護に携わる看護師が抱く困

難感

第38回日本看護科学学会学

術集会

松山市 2018.12.15 

-16

榊原　彰子　麓　由香里 

出森　美和　青野　桂子 

山西　佳恵　三木　優子

中越　利佳　豊田ゆかり

ライフサイクルを通じた性教育 

‐ 性教育パッケージを使った幼

児期の性教育に関する報告‐

平成30年度愛媛県地域保健

研究集会

松山市 2019.1.18

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

豊田ゆかり 疾病や障害のある小児の看

護　小児の特徴・基礎的看

護

訪問看護研修「ステッ

プ 1」

松山市 2018. 6 .27 訪問看護師

中越　利佳 性を大切に　大切なあなた

と相手を守るために

命って素晴らしい―生きる

ということ

平成30年度砥部町健康

教育事業 

中学校思春期教室

砥部町立砥部中学校 2018. 7 . 4  

2019. 1 .18

中学3年生、

1年生

教職員

中越　利佳 国際社会と看護

世界の中のリプロダクティ

ブヘルス・ライツ

大学模擬出張講義 愛媛県立中央高等学

校

2018. 7 . 5 高校 1 ‒ 3

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30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 

愛媛県立伊予農業高

等学校

2018. 7 .12 

 

2018.12.10

高校 1年生 

教職員

今村　朋子 オキシトシン～お産・子育

てホルモンと助産ケア

愛媛助産師会南予地区

研修会

新居浜市 2018. 8 .26 県内助産師

中越　利佳 愛媛の明日を考える―女性

と子どもの笑顔のために―

女性がイキイキと健康に生

活するために　私の体は私

が守る　

平成30年度大学コン

ソーシアム愛媛

愛媛大学 2018. 8 .29 大学1-2回

生

豊田ゆかり 小児の成長・発達　書くラ

イフステージに応じた小児

と家族支援

日本訪問看護財団主

催：小児訪問看護の実

践力向上のための研修

会2018

新潟市 2018. 9 . 7 訪問看護師
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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

豊田ゆかり ライフステージにおける支

援　医療的ケアの必要性が

高い子ども等の特徴及び支

援

愛媛県主催：医療的ケ

ア児等支援者養成研修

及び医療的ケア字等

コーディナーター養成

研修

松山市 2018.10.18 訪問看護師

・保健師・相

談支援専門

員等

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30年度砥部町健康

教育事業 

小学校思春期教室

砥部町立砥部小学校 

砥部町立麻生小学校 

砥部町立広田小学校 

砥部町立宮内小学校

2018.10.23 

2018.1026 

2018.10.31 

2018.11.28

小学 5年生 

教職員

中越　利佳 生命誕生と男女交際

性を大切に　自分と相手を

守るために

平成30年度伊予市中学

校思春期教室

伊予市立港南中学校 

伊予市立双海中学校 

伊予市立中山中学校 

伊予市立伊予中学校

2018.10.31 

2018.11.16 

2018.11.29 

2018.11.30

中学2-3年

生 

教職員

中越　利佳 母性看護学 平成30年度保健師、助

産師、看護師実習指導

者講習会

松山市 2018.11.12 臨地実習指

導者

中越　利佳 性教育教材の評価

H30日本思春期学会発表を

とおして

第 2回思春期保健スキ

ルアップ研修会

松山市 2018.11.12 県内保健師

枝川千鶴子 小児看護学 平成30年度保健師、助

産師、看護師実習指導

者講習会

松山市 2018.11.14 臨地実習指

導者

伊藤　美香 生命の誕生と男女交際

「命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―命の大切

さ」

平成30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

2018.11.26

2018.12.21

中学 2年生 

教職員

今村　朋子 いのちの誕生

～出産に寄り添う助産師の

仕事～

大学模擬出張講義 新居浜西高等学校 2018.12. 5 高校 2年生 

教職員

豊田ゆかり 在宅における医療的ケア児

の看護

愛媛県訪問看護協議会

研修

松山市 2018. 2 .16 訪問看護師

井上　明子 命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30年度中学校思春

期教室

東温市川内中学校 2018. 3 . 4 中学 2年生 

教職員



成人 ･ 老年看護学
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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

江﨑ひろみ 誤嚥予防に資する地域在住後期

高齢者の嚥下量調整力に関する

検討

第23回日本老年看護学会 福岡県

久留米市

2018. 6 .23

-24

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

ティア活動に繋がる体験

―国内文献による体験構造－

第44回日本看護研究学会 熊本市 2018. 8 .18

-19

中西　純子　西森　旬恵

宮宇地秀代

高次脳機能障がい者の退院後の

生活状況と移行期の支援課題

第44回日本看護研究学会 熊本市 2018. 8 .18

-19

高橋　博子　中西　純子 禁煙外来における熟練看護師の

禁煙支援技術の展開を支えるも

の

第28回日本看護研究学会 熊本市 2018. 8 .18

-19

江﨑ひろみ　畑山千賀子

福田　昌代　小川由紀子

柳田　　学　吉田　幸恵

若年者における食行動の自覚と

水の 1回嚥下量との関係

第24回日本摂食嚥下リハビ

リテーション学会　

仙台市 2018. 9 . 7

- 9

江﨑ひろみ　小川由紀子

吉田　幸恵

生活習慣病予防に資する若年者

の食行動とその関連要因につい

て―国内文献の検討から―

第13回日本歯科衛生学会 福岡市 2018. 9 .16

-17

小川由紀子　矢澤　彩香 

高尾理樹夫　川上由紀子

江﨑ひろみ　畠中　能子

吉田　幸恵

幼児の口腔衛生習慣と食習慣と

の関連

第13回歯科衛生学会 福岡市 2018. 9 .16

-17

畑山千賀子　福田　昌代 

御代出三津子 

江﨑ひろみ　小川由紀子

柳田　　学　吉田　幸恵

高齢者の 1 回嚥下量と食行動と

の関連について

第13回歯科衛生学会 福岡市 2018. 9 .16

-17

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

Eiko Yamauchi
Kumi Suzuki
Sumie Kuroda
Miyuki Matsui
Asuka Ebisutani

Head and Neck Cancer 
Survivors’ Process of Realizing 
the Meaningfulness of Their 
Coping Experience After Total 
Laryngectomy．

International Conference 
on Cancer Nursing 2018

 Auckland 2018. 9 .23 

-26
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

小川由紀子　矢澤　彩香 

高尾理樹夫　川上由紀子

江﨑ひろみ　畠中　能子

下崎　昭雄　吉田　幸恵

保育園児の母親の幼少期におけ

る食環境が現在の偏食および自

身の子どもに及ぼす影響

第77回日本公衆衛生学会総

会

福島県

郡山市

2018.10.24

-26

大塚　　恵　中西　純子

島田　美鈴

リハビリテーション看護領域に

おけるやりがいに影響する要因

とその特徴

第30回日本リハビリテー

ション看護学会学術大会

富山市 2018.11.23

-24

永井さつき　島田　美鈴 外来看護に関する研究の動向 第38回日本看護科学学会学

術集会

松山市 2018.12.15

-16

江﨑ひろみ　永井さつき

長尾　奈美　入野　了士

鳥居　順子　野村美千江

中山間地の向老期住民が健康の

ために取り組んでいる行動の実

態

第 7回日本公衆衛生看護学

会　

山口県

宇部市

2019.01.26

-27

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へ

の影響要因

第33回日本がん看護学会学

術集会

福岡市 2019. 2 .23

-24

橋本　君代　島田　美鈴

中西　純子

化学放射線療法を完遂した頭頸

部がん患者の知覚・認知・対処　　　　　　　　　 

～退院後に焦点をあてて～

第33回日本がん看護学会学

術集会

福岡市 2019. 2 .23

-24

松本真理子　松下　志穂

野本百合子　酒井　富美

高橋　理恵　松井美由紀

丹治　優子

平成29年度看護師のクリニカル

ラダー（日本看護協会版）に関

するアンケート調査

第38回愛媛看護研究学会 松山市 2019. 2 .24

小川由紀子　所　加奈子 

山下　絵美　川上由紀子 

高尾理樹夫　江﨑ひろみ

矢澤　彩香　畠中　能子 

下崎　昭雄　吉田　幸恵

小学校給食の嗜好に関する調査 第26回日本健康体力栄養学

会大会

東京都 2019. 3 . 3

福田　昌代　畑山千賀子 

御代出三津子 

江﨑ひろみ　小川由紀子

柳田　　学　吉田　幸恵

成人における 1回嚥下量と食行

動との関連性

第26回日本健康体力栄養学

会大会

東京都 2019. 3 . 3

西森　旬恵　岩佐　幸恵 「タクティールケア」に関する

研究の動向と課題 

日本看護研究学会中国・四

国地方会第32回学術集会

高松市 2019. 3 .17

宮宇地秀代　松井美由紀 災害支援活動を体験した看護職

者のストレスに関する研究動向

日本看護研究学会中国・四

国地方会第32回学術集会

高松市 2019. 3 .17
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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

松井美由紀 看護過程の展開（基礎編） 平成30年度愛媛県立病

院看護職員合同研修

松山市 2018. 8 . 8

- 9

愛媛県立病院看護

職員

松井美由紀 看護過程の展開と看護診断 平成30年度四国中央病

院看護部研修会

四国中央

市

2018. 9 . 1  

2018.11.24

四国中央病院の看

護職員

松井美由紀 危機理論 がん看護実践能力向上

研修

松山市 2018. 9 . 3 愛媛県内の看護師

松井美由紀 がん患者の危機的状況の理解と

ケア

四国がんセンターがん

看護専門分野研修

松山市 2018. 9 . 7 四国がんセンター

看護師

永井さつき 高齢者へのフットケア 宇和町特別養護老人

ホーム松葉寮

介護技術向上のための

研修会

西予市 2018.10.29 施設内の看護・介

護職者

永井さつき 高齢者へのフットケア 社会福祉法人 西予市

野城総合福祉協会

介護技術向上のための

研修会

西予市 2018.10.30 法人内の看護・介

護職者

松井美由紀 実習指導の原理と実際 平成30年度保健師助産

師看護師実習指導者講

習会

松山市 2018.10.31 

2018.11. 6

愛媛県内の臨地実

習指導者

松井美由紀 人材育成論：人材育成の方法 平成30年度認定看護管

理者教育課程ファース

トレベル

松山市 2018.12.21

-22

平成29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 まちの保健室・だんだんカフェ

「口から食べるに欠かせないお

口のケア」

高知県立大学宇和島支

援プロジェクト

宇和島市 2018.12.22 一般住民、看護職

島田　美鈴 

高橋　博子

聴診器を使ってみましょう！ 大学見学・体験授業 砥部町 2019. 1 .17 麻生小学校 6年生





基 礎 検 査 学
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Ⅰ　著　　書

著　　者　　名 著　　　　書 発行年月 出　版　社　名 担 当 頁

Kyohei Sakane
Fuminori Yamaguchi
Mitsumasa Tsuchiya
Rina Kondo
Naoki Kanayama 
Masaki Magari
Naoya Hatano
Ryoji Kobayashi
Hiroshi Tokumitsu

Calcium-Binding Proteins of 
the EF-Hand Superfamily: 
From Basics to Medical 
Applications, Methods in 
Molecular Biology, vol.1929

2019 Springer 
Science+Business Media 

367-377

Ⅱ　論　　文（原著）

著　　者　　名 論　　　文　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Juntima Pleumsamran 
Apisate Pleumsamran  
Supang Maneesri-le
Grand
Siwaporn Chankrachang
Fuminori Yamaguchi
Kazuyo Kamitori
Akram Hossain
Chisato Noguchi
Li Sui
Ayako Katagi
Youi Dong
Masaaki Tokuda

The role of calcitonin gene-
related peptide in migraine 
prevention by botulinum 
toxin type A

Neurology Asia 23 1 45-53 2018. 3

Hiroyuki Ohsaki
Toru Matsunaga
Taishi Fujita
Yasunori Tokuhara
Shingo Kamoshida
Tadashi Sofue

Quantifying Podocytes and 
Parietal Epithelial Cells in 
Human Urine Using Liquid-
based Cytology and WT1 
Immunoenzyme Staining

Bio-protocol   8 9 e2827 2018. 5

Arif Ul Hasan
Koji Ohmori
Takeshi Hashimoto
Kazuyo Kamitori
Fuminori Yamaguchi
Asadur Rahman
Masaaki Tokuda
Hiroyuki Kobori

PPARγ activation mitigates 
glucocorticoid receptor-
induced excessive lipolysis 
in adipocytes via homeostatic 
crosstalk

J Cell Biochem 119 6 4627
-4635

2018. 6
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著　　者　　名 論　　　文　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Yasunori Tokuhara
Kenichi Shukuya
Masami Tanaka
Keisuke Sogabe
Yasukazu Ejima
Sho Hosokawa
Hiroyuki Ohsaki
Tatsuya Morinishi
Eiichiro Hirakawa
Yutaka Yatomi
Tatsuo Shimosawa

Absorbance measurements 
of oxidation of homogentisic 
acid accelerated by the 
addition of alkaline solution 
with sodium hypochlorite 
pentahydrate

Scientific Reports 8 1 11364 2018. 7

Junpei Suzuki
Takeshi Yamada
Kazuki Inoue
Shogo Nabe
Makoto Kuwahara
Nobuaki Takemori
Ayako Takemori
Seiji Matsuda
Makoto Kano
Yuki Imai
Masaki Yasukawa
Masakatsu Yamashita"

The tumor suppressor menin 
prevents effector CD8 T cell 
dysfunction via metabolic 
restriction by targeting 
mTOR activation.

Nature 
Communications

17 9 3296 2018. 8

Kazuyo Kamitori 
Fuminori Yamaguchi 
Youyi Dong
Akram Hossain
Ayako Katagi
Chisato Noguchi
Yuko Hirata
Ikuko Tsukamoto
Naoya Hatano
Masaaki Tokuda

Both Ser361 phosphorylation 
and the C-arrestin domain 
ofthioredoxin interacting 
protein are important for cell 
cycleblockade at the G 1/S 
checkpoint

FEBS Open Bio 8 1804-

1819

2018.11

Shogo Nabe
Takeshi Yamada
Junpei Suzuki
Koji Toriyama
Toshiaki Yasuoka
Makoto Kuwahara
Atsushi Shiraishi
Latsuto Takenaka
Masaki Yasukawa
Masakatsu Yamashita

Reinforce the antitumor 
activity of CD8+T cells via 
glutamine restriction. 

Cancer Science 109 3737-

3750

2018.12
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著　　者　　名 論　　　文　　　名 発表雑誌名 巻 号 頁 発表年月

Noritaka OKAMURA 

Yohei KAWANAKA
A Proposed Method for 
Measuring the Volume of 
the Expanded Bladder by 
Ultrasonography

愛媛県立医療技術

大学紀要

15 1 19-23 2018.12

北尾　孝司　石丸　美架

武田　志穂　高田　智世

愛媛県立中央病院における

基質特異性拡張型β-ラクタ

マーゼ産生 Escherichia coli 
の保有する bla CTX-M 型別

に関する調査

医学検査 68 1 1 - 6 2019. 1

Takeshi Yamada
Shogo Nabe
Koji Toriyama
Junpei Suzuki
Kazuki Inoue
Yuki Imai
Atsushi Shiraishi
Katsuto Takenaka
Masaki Yasukawa
Masakatsu Yamashita

Histone H3K27 demethylase 
negatively controls the memory 
formation of Ag-stimulated 
CD8 + T cells.

Journal of 
Immunology

202 4 1088-

1098

2019. 2

Ⅳ　学会発表（国際学会）

研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

Kazuyo Kamitori
Nobuhiro Kanaji
Hiroshi Hoshikawa
Fuminori Yamaguchi
Youyi Dong
Ayako Katagi
Chisato Noguchi
Yuichiro Fujiwara
Masaaki Tokuda

D-allose induces tumor 
suppressive factor TXNIP 

(thioredoxin interacting protein) 

through transcriptional and 

translational regulation 

The 7th Joint 
Symposium between 
Chiang Mai University 
and Kagawa University

Ching Mai, 
Thailand 

2018. 8 .27

-29

Aiko Kyotake
Hiroyuki Ohsaki
Ryuko Tsukamoto
Yasunori Tokuhara
Kazuha Mori
Yukari Kiji
Takao Nitanda
Tomoo Itoh

Comparison of liquid-based 

cytology methods in urine cytology, 

based on the number of collected 

cells

26th Thai-Japanese 

Workshop in Diagnostic 

Cytopathology

 Bangkok 2019. 1 .16

-18.
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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

Ayako Katagi
Li Sui
Kazuyo Kamitori
Toshisada Suzuki
Takeshi Katayama
Akram Hossain     
Chisato Noguchi       
Youyi Dong         
Fuminori Yamaguchi
Masaaki Tokuda

Isoamericanol A from Jatropha 
curcas seed extract inhibits human 
breast cancer cell (MCF-7) 
proliferation by disrupting spindle
formation at metaphase.

The 68th Annual 
Meeting of the Japan 
Wood Research Society 
in Kyoto

Kyoto 2018. 3 .14

-16

大崎　博之　徳原　康哲

藤田　泰史　松永　　徹 

串田　吉生　羽場　礼次 

鴨志田伸吾

尿中ポドカリキシン陽性細胞は半

月体形成のバイオマーカーとなり

得るか

第59回日本臨床細胞学会

総会（春季大会）

札幌市 2018. 6 . 1

- 3

大崎　博之　藤田　泰史 

徳原　康哲　鴨志田伸吾

平川栄一郎　松永　　徹 

串田　吉生

尿中ポドサイトは糸球体腎炎や半

月体形成の非侵襲性バイオマー

カーである

第59回日本臨床細胞学会

総会（春季大会）

札幌市 2018. 6 . 1

- 3

岡村　法宜 電気回路を利用した血圧反射波の

抽出：要素数の検討

第41回日本バイオレオロ

ジー学会年会

名古屋市 2018. 6 .16

-17

名部　省吾　山田　武司

鈴木　淳平　安川　正貴

グ ル タ ミ ン 代 謝 抑 制 に よ る

CD8+T細胞の抗腫瘍活性増強メ

カニズム

第22回日本がん免疫学会 岡山市 2018. 8 . 1

- 3

徳永なみじ　相原ひろみ 

金澤　知典　佐川　輝高

野本百合子

授業時間外の看護技術練習を促す

自己調整学習支援システムの導入

看護技術教育

日本看護学教育学会第28

回学術集会

横浜市 2018. 8 .28

-29

菊池　知沙　菊池　理沙

和田　裕貴　芝　　美和

山下　育孝　北尾　孝司

亜硝酸根の定量に関する検討 第13回生物試料分析学会　

中国四国支部学術集会

高松市 2018. 9 . 8

岡村　法宜 電気回路による血圧反射波抽出法

の一試案

第70回日本生理学会中国

四国地方会

東温市 2018.10.27

-28

大崎　博之　平川栄一郎 

松永　　徹　藤田　泰史 

徳原　康哲　鴨志田伸吾

中村　宗夫　串田　吉生 

羽場　礼次

腎実質由来細胞（尿細管上皮細

胞・ポドサイト）における免疫細

胞化学の有用性と pitfall

第57回日本臨床細胞学会

秋期大会

横浜市 2018.11.17

-18
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研　究　者　名 演　　　　　題 発 表 学 会 名 開 催 地 開 催 日

森西　起也　大賀裕理香 

川崎　真実　行天　理菜 

徳原　康哲　松永　　徹

平川栄一郎

胃癌における核内受容体PPAR-α
の機能解析

平成30年度日臨技中四国

支部医学検査学会

高松市 2018.11.24

-25

Junpei Suzuki
Makoto Kuwahara
Takeshi Yamada
Masaki Yasukawa
Masaki Yamashita

The tumor suppressor menin 
determines activated CD8 T cell 
fate by targeting mTORC 1 -
dependent metabolic activation.

The 47th Annual 
Meeting of the Japanese 
Society of Immunology

福岡市 2018.12.10

-12

北尾　孝司　高田　智世 フルオロキノロン系薬に耐性を示

したEcherichia coli における薬剤

耐性遺伝子の保有調査

第29回生物試料分析科学

会年次学術集会

岡山市 2019. 2 . 9

-10

徳原　康哲　細川　　翔

曽我部啓介　江島　靖和 

矢冨　　裕　下澤　達雄

結晶次亜塩素酸ソーダを用いたア

ルカプトン尿症のスクリーニング

検査法の考案

第15回合同地方会 岡山市 2019. 2 .16

-17

徳原　康哲　細川　　翔

曽我部啓介　江島　靖和 

宿谷　賢一　下澤　達雄

褐色変化する尿の鑑別に関する基

礎的検討 

ホモゲンチジン酸含有尿とゲンチ

ジン酸含有尿の鑑別

腎泌尿器検査研究会第15

回学術集会

東京都 2019. 3 .23

-24

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

山田　武司 T細胞のエネルギー代謝制御と

免疫応答

第26回分子寄生虫

フォーラム

松山市 2018. 9 .19 寄生虫学研究者





生 体 情 報 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

Miki Hieda Signal Transduction across the 
Nuclear Envelope: Role of the 
LINC Complex in Bidirectional 
Signaling. 

Cells 8 pii E124 2019.02

Jun Katahira
Hiroki Ishikawa
Kakeru Tsujimura
Sadamu Kurono
Miki Hieda

Human THO coordinates 

transcription termination and 

subsequent transcript release from 

the HSP70 locus.

Genes Cells 24 4 272-283 2019.04

Hiromasa Imaizumi 
Katsutoshi Sato      
Ayaka Nishihara 
Kazumasa Minami 
Masahiko Koizumi 
Nariaki Matsuura        
Miki Hieda 

X-ray-enhanced cancer cell 
migration requires the linker of 
nucleoskeleton and cytoskeleton 

complex

Cancer Science 109 4 1158-

1165

2018. 4

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

Taizo Matsumoto
Mari Isobe
Satoshi Kametaka
Miki Hieda

Golgi organization is mediated 
by the LINC complex and the 
nuclear pore complex

American Society for 
Cell Biology and EMBO 

meeting

San Diego, CA 2018.12. 8

-12
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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

石崎　　淳　松本　卓也

末盛浩一郎　佐田　榮司 

長谷川　均

インフリキシマブ投与中にlongitudinal 
extensive transverse myelitisを呈し

た急性神経ベーチェットの 1例

第62回日本リウマチ学

会総会

 東京都 2018. 4 .26

-28

末盛浩一郎　河野　政志

石崎　　淳　松本　卓也

佐田　榮司　長谷川　均

難治生口腔咽頭潰瘍でステロイド低

用量内服中に食道潰瘍を発症した不

全型ベーチェット病の 1例

第62回日本リウマチ学

会総会

東京都 2018. 4 .26

-28

高田　智世　草薙　康城

北尾　孝司　鳥居　順子

中西　純子

本学の臨床検査技師教育における

Progress Report on Generic Skills 
(PROG)テストを用いたジェネリッ

クスキルの測定

第13回日本臨床検査学

教育学会学術大会

札幌市 2018. 8 .17

-19

Taizo Matsumoto
Yu Nishioka 
Mari Isobe
Satoshi Kametaka
Hiroshi Kimura
Nariaki Matsuura
Miki Hieda

LINC complex component, SUN 1  
play a role in the Golgi complex 
organization without nesprins

第70回日本細胞生物学

会、第51回日本発生生

物学会合同大会

東京都 2018. 6 . 5

- 8

松本　泰三　檜枝　美紀 核膜タンパク質LINC 合体によるゴ

ルジ体構築制御

第41回日本分子生物学

会年会

横浜市 2018.11.28

-   30

髙森　規維　池田　智哉

野口　貴史　平田　久峰

小宮　依琳　五十嵐雅之

檜枝　美紀　佐藤　賢文

谷　　時雄

細胞核の分葉化を抑制する化合物の

作用機構解析

第41回日本分子生物学

会年会

横浜市 2018.11.28

-30

松本　卓也　石崎　　淳

末盛浩一郎　長谷川　均

竹中　克斗　佐田　榮司

大動脈周囲炎を合併した多発血管性

肉芽腫症の 1 例

第119回日本内科学会

四国地方会

松山市 2018.12. 2

高田　智世　森本　千恵

北尾　孝司

波 長405nmお よ び660nmの light-
emitting diodes（LED）照射による

マウス頭蓋冠由来細胞（MC3T3-E1
細胞）における骨芽細胞分化への影

響

第29回生物試料分析科

学会年次学術集会

岡山市 2019. 2 . 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

高田　智世 論文の書き方 平成30年度　愛媛県臨床

検査技師会学術部研修会

（第 1回）

東温市 2018. 8 .26 愛媛県内の臨床

検査技師

高田　智世 「基礎的な遺伝子・染色体解

析技術」 

「固形腫瘍にかかわる遺伝子

検査、遺伝子検査の新規技術」

平成30年度　愛媛県臨床

検査技師会　遺伝子・染

色体検査研究班、病理・

細胞検査研究班合同研修

会

東温市 2018.11. 4 愛媛県内の臨床

検査技師
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