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研究業績一覧（2013 年 1 月〜12 月）
この研究業績掲載内容は、2013
（平成 25）
年 1 月から 12 月までに刊行
（発表）
された著書、論文、
学会発表、その他の講演・講師活動、シンポジウム等、研究報告書、研究助成
（文部科学省、
日本学術振興会科学研究費補助金等）
、学会活動、学外委員会等活動および国際交流活動である。
著書
堀内ふき（編著）
（2013）
．ナーシング・グラフィカ 老年看護学
（1）高齢者の健康と障害（第 4 版）
．
11‑25，大阪：メディカ出版．

堀内ふき（編著）
（2013）
．ナーシング・グラフィカ

老年看護学
（2）高齢者看護の実践（第 3 版）
．

36‑41, 147‑152，大阪：メディカ出版．

堀内ふき（2013）
．高齢者看護・リハビリテーション，安村誠司，甲斐一郎（編）
，高齢者保健福祉
マニュアル．52‑56，東京：南山堂．

堀内ふき（2013）
．ターミナルケアのプロセスと対応，日本認知症ケア学会（編）
，改訂 4 版認知症ケ
アの実際Ⅱ：各論．289‑300，東京：株式会社ワールドプランニング．

箕輪千佳（2013）
．多様な対象者へのリラクセーション法の実践例 周術期の乳がん患者，小板橋喜
久代，荒川唱子（編）
，リラクセーション法入門．179‑183，東京：日本看護協会出版会．

水野照美（2013）
．終末期にある成人患者の看護，野口美和子（編）
，新体系看護学全書

成人看護

学① 成人看護学概論・成人保健（第 4 版）
．223‑235，東京：メヂカルフレンド社．

尾﨑フサ子（2013）
．6 章

看護サービスの質保証：患者満足

看護師の職務満足，中西睦子，小池

智子，松浦正子（編）
，看護サービス管理（第４版）
．152‑162，東京：医学書院

征矢野あや子（2013）
．高齢者のヘルスプロモーション，堀内ふき（編著）
，高齢者の健康と障害．
ナーシング・グラフィカ 26（第 4 版）
．171‑190，大阪：メディカ出版．

竹尾惠子（2013）
．東大保健学科での看護教育，見藤隆子（著）
，看護教育の苦闘―東大保健学科で
の体験．35‑44：出版者・見藤隆子．

論文
加納佳代子，山口由子，別所遊子，他（2013）
．病院における「看護業務」に対する看護師と医師の
認識．神奈川県立保健福祉大学誌，9
（1）
，115‑124．

堀内ふき，征矢野あや子，小山晶子（2013）
．佐久大学における第 54 回日本老年社会科学会大会の
開催報告．佐久大学看護研究雑誌，5
（1）
，43‑52．
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堀内ふき（2013）
．認知症ケア学会誌を読むポイント．認知症ケア事例ジャーナル，5
（4）
，411‑418．

堀内ふき（2013）
．認知症のチームケアにおける看護職の役割はなにか．日本認知症ケア学会誌，12
（3）
，550‑551．

栗栖瑛子（2013）
．ディックス, D.L. の生涯とその業績―Ⅰ ―生い立ちからライフワークに出会う
まで―．佐久大学看護研究雑誌，5
（1）
，63‑72．

Minowa, C., Koitabashi,K.（2013）
. Eﬀects of autogenic training on perioperative anxiety and pain
in breast cancer patients: a randomized controlled trial. The KITAKANTO Medical Journal, 63
（1）
,
1‑11.

三石清子，宮地文子，高橋勝貞，他（2013）
．長野県東信地域の通所施設における高齢者の足のトラ
ブルに関する実態調査．佐久大学看護研究雑誌，5
（1）
，21‑29．

宮﨑紀枝，河原加代子（2013）
．保健師が行う事業化のストラテジーの構成概念の検討．日本看護科
学会誌，33
（3）
，82‑90．

長岡さとみ，大渕律子（2013）
．介護老人保健施設における看護師の認知症高齢者ケア場面のとらえ
方とケア行動の特徴．老年看護学，17
（2）
，47‑56．

尾﨑フサ子（2012）
．看護師の職務満足質問紙の研究―Stamps らの質問紙の日本での応用．日看評
会誌，2
（1）
，20‑23．

尾﨑フサ子（2013）
．手に焦点をあてた看護学生の演習と実習．東京女子医科大学看護学会誌，（
8 1）
，
49．

尾﨑フサ子，束田吉子（2013）
．国際看護論のタイ国における海外授業報告 2012．佐久大学看護研究
雑誌，5
（1）
，53‑62．

中村悦子，尾﨑フサ子（2013）
．外国人看護師候補者の受け入れ施設の課題と候補者の生活・職場・
学習環境への適応（調査）
．第 44 回日本看護学会論文集―看護管理―43，219‑222．

加藤栄子，平松庸一，尾﨑フサ子（2013）
．就職 6ヶ月時における新人看護職者のバーンアウトの実
態と看護療法による効果．群馬県立県民健康科学大学紀要，8，9‑21．

臼井淳美，川﨑佳代子，竹尾惠子，弓削美鈴，高橋智恵，小山智史，丸山陽子，菊原明美，土屋つ
や子（2013）
．児への栄養法方法別に見た母親の心理社会的変化．日本母乳哺育学会誌，7
（2）
，116‑
127．
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八尋道子（2013）
．倫理が人をエンパワーする理由．看護展望，38
（6）
，20‑27．

Yahiro, M.（2013）
. Teaching nursing students about dignified care through enhancing the
capability of elderly patients.Saku University Journal of Nursing, （
5 1）
, 39‑42.

吉田文子，征矢野あや子，橋本佳美，水野照美，宮崎紀枝，鈴木千衣，八尋道子，弓削美鈴，堀内
ふき（2013）
．
「臨地実習指導者研修セミナー2012」報告：修了後のアンケートからみた評価．佐久
大学看護研究雑誌，5
（1）
，31‑37．

弓削美鈴，藤井陽子，臼井淳美（2013）
．月経随伴症状に及ぼす円皮鍼の効果．母性衛生，54
（2）
，
387‑393．

金城壽子，弓削美鈴，川崎佳代子，竹尾惠子，キシ・ケイコ・イマイ，Maleewan Lertsakornsiri，
Puangrat Boonyanurk，高橋智恵，丸山（藤井）陽子（2013）
．日本とタイにおける妊娠期・産褥期
女性のうつ状況と関連要因の比較検討．佐久大学看護研究雑誌，5
（1）
，5‑19．

武田江里子，小林康江，弓削美鈴（2013）
．産後の母親の不安に対する看護者の意識的かかわり―看
護者は産後の母親に対して不安に関する何を話しているのか―．日本看護研究会雑誌，36
（4）
，11‑
18．

翻訳
なし

学会発表
上原朋子，佐藤圭子，浅野均，関千代子，堀内ふき（2013）
．高齢者への日常生活援助での危険予知
能力を養うための学内演習―入浴場面での記録を質的に分析して．第 44 回日本看護学会―看護教育
―学術集会抄録集，104．

大場エミ，北岡英子，別所遊子，他（2013）
．介護予防事業終了者に対する保健師等の継続支援．日
本公衆衛生看護学会第 1 回学術集会抄録集，49．

多次惇一郎，北岡英子，別所遊子，他（2013）
．一人暮らし女性高齢者の買物行動に対する負担感と
その関連要因．日本公衆衛生看護学会第 1 回学術集会抄録集，52．

多次淳一郎，北岡英子，別所遊子，他（2013）
．都市部在住の一人暮らし高齢者の自治会等活動への
参加状況とその関連要因．日本地域看護学会第 16 回学術集会講演集，106．

羽毛田博美，渡邊岸子（2013）
．がん患者の病名告知期から完解期に体験するスピリチュアルペイン
の現出過程．第 19 回日本臨床死生学会大会抄録集，35．
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橋本佳美，小村三千代（2013）
．看護を継続できた要因：看護師の語りから．第 70 回長野県農村医
学会総会プログラム，40．

島田千穂，堀内ふき，伊東美緒，他（2013）
．看取りを行う特別養護老人ホーム看護職の専門性の認
識と仕事有能感との関連；他職種との比較から．第 33 回日本看護科学学会学術集会講演集，550．

Kinjo, H., K. K. Imai., Yuge, M.（2013）
. A comparative study on late―pregnant and postpartum
women with depression and its related factors in Japan and THAILAND. 9th INC & 3rd WANS,
WANS‑296.

Minowa, C., Miyahara, K., Futagami, M., Yanagisawa, K., Koitabshi, K.（2013）
. The application of
salivary alpha-amylase level in assessing the relaxation response in postoperative patients.
th

International Council of Nurses 25 Quadrennial Congress, 22 May, Melbourne.

佐々木伸一，宮﨑紀枝（2013）
．佐久地域における新任教育の現状．第１回日本公衆衛生看護学会講
演集，153．

永江尚美，中板育美，宮﨑紀枝，他（2013）
．育児休業取得保健師の専門能力向上と人材育成に関す
る研究．第 72 回日本公衆衛生学会総会抄録集，598．

大森純子，小林真朝，安斎ひとみ，高橋和子，宮﨑紀枝，他（2013）
． 地域への愛着

概念分析―

ハイブリット・モデルを用いて―．第 1 回日本公衆衛生看護学会講演集，118．

麻原きよみ，小野若菜子，長澤直紀，橋爪皐月，池谷澄香，嶋崎信子，大森純子，小林真朝，宮﨑
紀枝，他（2013）
．自治体行政組織のエスノグラフィー―保健師が行政組織で働くこと―．第 1 回日
本公衆衛生看護学会講演集，76．

水野照美，塩ノ谷美津子，片岡純，他（2013）
．
「外来で治療を受けるがん患者のエンパワメントを
促進する看護モデル」の臨床適用の検討―B 病院におけるアクションリサーチ成果．第 27 回日本が
ん看護学会学術集会講演集，222．

片岡純，向井未年子，水野照美，他（2013）
．
「外来で治療を受けるがん患者のエンパワメントを促
進する看護モデル」の臨床適用の検討―A 病院におけるアクションリサーチ成果．第 27 回日本がん
看護学会学術集会講演集，309．

森本悦子，加藤亜沙代，片岡純，水野照美（2013）
．
「外来治療を受けるがん患者のエンパワメント
を促進する看護モデル」の臨床適用の検討―C 病院におけるアクションリサーチの成果．第 27 回日
本がん看護学会学術集会講演集，201．

中嶋尚子（2013）
．メディアとしての看護師―ある新人看護師の役作りの諸相―．第 33 回日本看護科
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学学会学術集会講演集，266．

中田覚子，島袋香子（2013）
．妊娠初期の妊婦における不快症状と Quality Of Life との関係―QOL
の 4 側面に焦点を当てて―．第 15 回日本母性看護学会学術集会プログラム・抄録集，71．

平松万由子，大渕律子，北川亜希子（2013）
．グループホームでの終末期ケア経験の省察の継続的実
践による効果．日本老年看護学会第 18 回学術集会抄録集，104．

鈴木千衣，古橋知子（2013）
．プレパレーション導入・定着に向けたアクションリサーチ―推進者の
語りに基づく評価―．第 33 回日本看護科学学会学術集会講演集，522．

古橋知子，鈴木千衣（2013）
．プレパレーション導入・定着のプロセスにおける多職種連携．日本小
児看護学会 第 23 回学術集会講演集，191．

鈴木真理子（2013）
．臨床現場に埋もれている看護倫理への取り組み．日本看護倫理学会第 6 回年次
大会予稿集，86．

臼井淳美，川﨑佳代子，竹尾惠子，弓削美鈴，高橋智恵，丸山陽子，小山智史，他（2013）
．児への
栄養法方法別に見た母親の心理社会的変化．日本母乳哺育学会誌，7
（Suppl）
，86‑87．

中村悦子，八尋道子，服部満生子（2013）
．交流集会．外国人看護師候補者受け入れ支援をめぐって，
これからの課題．第 33 回日本看護科学学会学術集会講演集，213．

小西恵美子，前田樹海，八尋道子，他（2013）
．交流集会．アン先生と語ろう看護部倫理委員会：役
割は倫理審査？臨床倫理？その両方？．日本看護倫理学会第 6 回年次大会予稿集，60．

前田樹海，小西恵美子，八尋道子（2013）
．看護倫理研修会によって道徳的感受性は変化するのか．
日本看護倫理学会第 6 回年次大会予稿集，69．

Chan, M. F., Ota, K., Yahiro, M., et al.（2013）
. Patientsʼ perceptions of dignity in care in hospital: A
study in Japan and Singapore.16th East Asian Forum of Nursing Scholars（EAFONS）
, Bangkok,
Abstract 221.

Ota, K., Maeda, J., Yahiro, M., et al.（2013）
. Development of international patient dignity scale. 14

th

International Conference of Nursing Ethics（ICNE）
, Melbourne, Abstract 8.

Ota, K., Maeda, J., Yahiro, M., et al.（2013）
. The relationship between patientsʼ expectations of
dignity and privacy. 23

rd

Summer Institute of Nursing Informatics（SINI）
, University of

Maryland, Baltimore, Abstract 31.
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吉田文子，柿澤美奈子，鈴木千衣（2013）
．初年次教育科目「導入基礎演習」の学習効果．第 19 回
大学教育研究フォーラム発表論文集，78‑79．

松下由美子，田中彰子，吉田文子，他（2013）
．病院看護部門における目標管理制度の実態調査．第
44 回日本看護学会―看護管理―学術集会抄録集，83．

松下由美子，田中彰子，吉田文子，他（2013）
．目標管理制度が看護師のキャリア発達に及ぼす影
響；キャリア・プラトー現象の観点から．日本産業カウンセリング学会第 18 回金沢大会プログラム，
21．

山本寛，松下由美子，田中彰子，吉田文子，他（2013）
．専門職のキャリア・プラトー化と退職との
関係におよぼすエンプロイアビリティとコミットメントの影響．産業・組織心理学会第 29 回大会発
表論文集，54‑57．

高村祐子，旭佐紀子，吉川三枝子，他（2013）
．リハビリテーション専門病院における多職種合同シ
ミュレーションの実践報告：今後のアウトカム評価に向けて．リハビリテーション連携科学会誌，
14
（1）
，140‑141．

吉岡恵，宮原香里，水野照美，宮崎紀枝，橋本佳美（2013）
．看護学生の実習指導に関する臨床実習
指導者の行動とその考え．第 33 回日本看護科学学会学術集会講演集，484．

弓削美鈴，川﨑佳代子，臼井淳美，竹尾惠子，木下珠希，高橋智恵，上原明子，小山智史，他
（2013）
．出産後 7ヶ月における児への栄養方法による母親の心理・社会的特徴．日本母乳哺育学会誌，
（
7 Suppl）
，88‑89．

武田江里子，弓削美鈴（2013）
．産後 1 か月から 3〜4 か月にかけての「愛着―養育バランス」の変化．
日本助産学会学術集会抄録集，26
（3）
，247．

研究報告書
金城壽子，川崎佳代子，竹尾惠子，弓削美鈴，キシ ケイコ イマイ，藤井陽子，高橋智恵（2013）
．
妊娠期，産褥期のうつ症状とその関連について：日本とタイ国の状況．科学研究費助成事業

基盤

研究
（C）
平成 22〜24 年（課題番号 22592528）
．

永江尚美，吾郷美奈恵，祝原あゆみ，小川智子，斎藤茂子，加藤静子，中板育美，宮﨑紀枝，他
（2013）
．育児休業取得保健師の人材育成に関するガイドライン．育児休業取得保健師の専門能力支
援と人材育成に関する研究報告書（共同研究者）
．

今井幸充，本間昭，堀内ふき，他（2013）
．認知症の要介護認定に係わる介護の手間判定指標の開発
〜介護の手間に関する評価尺度の開発〜．平成 24 年度老人保健事業推進費等補助金
増進等事業分．
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老人保健健康

研究助成の取得
柿澤美奈子（研究代表者）
，田中高政，塚田縫子．精神看護学実習におけるデイケアおよび就労支援
事業所の学生の経験―SPSS Text Analytics foy Surveys を用いて―．
（佐久大学学内研究費助成）
．

小山晶子（研究代表者）
，佐藤鈴子，濱本洋子，堀内ふき，征矢野あや子．
「健康長寿都市」を目指
す S 市中学生の高齢者理解の実態―高齢者の生活に焦点を当てて―．平成 25 年度財団法人文教協会
研究助成，文教 25 号第 16 号．

小山智史（研究代表者）
，竹尾惠子，浅野均，田中高政，P. Boonyanurak．日本とラオスの看護学生
の抑うつに関する国際比較研究．
（佐久大学学内研究費助成）
．

三石清子（研究代表者）
，宮﨑紀枝，宮地文子，依田明子．若者の足のトラブル「巻き爪」のタイプ
とタイプ別のケア方法の特定．平成 23‑25 年度日本学術振興会科学研究費補助金

挑戦的萌芽研究

（課題番号 23593271）
．

箕輪千佳（研究代表者）
，小板橋喜久代，宮原香里，二神真理子，柳澤佳代．自律訓練法がもたらす
周術期患者のリラクセーション効果．平成 23‑25 年度日本学術振興会科学研究費補助金

基盤研究

（C）
（課題番号 23593271）
．

小板橋喜久代（研究代表者）
，荒川唱子，小山敦代，定方美恵子，近藤由香，柳奈津子，内山美枝子，
荒木大治，桐山勝枝，箕輪千佳，新藤真由美．リラクセーション法指導者養成教育プログラムの構
築と評価．平成 24‑26 年度日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究
（A）
（課題番号 24249095）
．

宮﨑紀枝（研究代表者）
，征矢野あや子，依田明子，三石清子（2013）
．CBPR と経営戦略の知見に
よる保健事業を創出する戦略の体系化とその活用．平成 23-26 年度日本学術振興会科学研究費補助金
基盤研究
（C）
（課題番号 2359417）
．

中嶋尚子（研究分担者）
，藤川信夫，藤田雄飛，高松みどり（2013）
．教育と福祉のドラマトゥルギ
ー．平成 25 28 年度日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究
（B）
（課題番号 25285213）
．

中田覚子（研究代表者）
，川﨑佳代子，弓削美鈴，臼井淳美．妊娠初期のマイナートラブルによる妊
婦の日常生活上の苦労・困難，および妊婦が望む支援に関する実態調査．
（佐久大学学内研究費助
．
成）

，尾﨑フサ子，八尋道子，佐藤みつ子．外国人看護師候補者の看護師資格取
中村悦子（研究代表者）
得・教育に関わる大学の教育支援システム構築．平成 23‑25 年度日本学術振興会科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究（課題番号 23660026）
．

征矢野あや子（研究代表者）
，堀内ふき，浅野均，小山晶子，小山智史．介護保険施設による身体拘
束しない転倒予防ケアの言語化．
（佐久大学学内研究費助成）
．
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小西恵美子（研究代表者）
，鈴木真理子，八尋道子，前田樹海，八代利香，山下早苗，足立智孝．看
護師に対する倫理サポートのアクションリサーチ．平成 24‑27 年度科学研究費

基盤研究
（B）
（課題

番号 24390482）
．

吉田文子（研究代表者）
，山内豊明，岩﨑孝昭．日本人用教師のティーチングスタイル測定尺度の開
発．平成 24‑ 平成 26 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究
（C）
（課題番号 24593261）
．

松下由美子（研究代表者）
，山本寛，田中彰子，吉田文子．目標管理制度が看護師のキャリア発達に
及ぼす影響―キャリア・プラトー現象の観点から―．平成 23 平成 25 年度日本学術振興会科学研究
費補助金基盤研究
（C）
（課題番号 23593160）
．

山内豊明（研究代表者）
，三苫里香，川西美佐，吉田文子，今磯純子，相馬孝博，中神克之，佐伯街
子．アセスメントモデルの構築ならびに実践能力育成に向けた学際的実証研究．平成 25 平成 29 年
度日本学術振興会科学研究費補成金 基盤研究
（B）
（課題番号 25293431）
．

川西美佐（研究代表者）
，山内豊明，土屋文人，三林洋介，吉田文子，服部智子，堂本司．視線計測
とプロセス解析を用いた看護師の注射確認方法の標準化と人材育成ツールの開発．平成 25 平成 28
年度日本学術振興会科学研究費助成補金 基盤研究
（B）
（課題番号 25293439）
．

武田江里子（研究代表者）
，小林康江，弓削美鈴．母親の養育者としての発達に関する研究．平成
23‑25 年度文部科学省研究基金助成金 挑戦的萌芽研究（課題番号 23660061）
．

その他
宮﨑紀枝，三井洋子（2013）
．
「振り返り」と「前提」への気づき―プロとして成長するために―．
保健師ジャーナル，69
（1）
，8‑15．

清水久美子．2013 年のチャレンジ．師長主任業務実践，2013. 1．

清水久美子．清水久美子のお悩み相談専門外来．新時代の外来看護，日総研出版，2013. 2, 5, 8, 11
（年 4 回発行）
．

征矢野あや子．転ばぬ先の 智恵 ―転倒したら―．公明新聞，2013. 10. 11．

講演，研修等講師活動
浅野均．講師．吸引の実技講習会．理学療法士実技講習会，長野県理学療法士会東信ブロック局，
2013. 2. 16，佐久市．

橋本佳美．講師．子どもの発達過程と保護者の関わり．平成 25 年御代田町ファミリーサポート会員
養成研修会，御代田町社会福祉協議会，2013. 7. 8，御代田町．
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橋本佳美．講師．小さく生まれた子どもの看護．平成 25 年度アフリカ母子保健包括的看護管理

佐

久研修（JICA）
，佐久大学，2013. 7. 22‑26，佐久市．

橋本佳美．講師．障害をもつ子どもの預かり．平成 25 年御代田ファミリーサポート会員養成研修，
御代田町社会福祉協議会，2013. 8. 3，御代田町．

堀内ふき．講師．認知症のターミナルケア―専門職としての役割と課題―．鹿児島県認知症ケア専
門士会，2013. 1. 13，鹿児島．

堀内ふき．講師．在宅におけるターミナルケア．認知症ケア学会教育講演，大阪国際会議場，2013.
7. 8，大阪

堀内ふき．講師．佐久大学の看護職養成における理念と特徴．平成 25 年度アフリカ母子保健包括的
看護管理 佐久研修（JICA）
，佐久大学，2013. 7. 26，佐久市．

堀内ふき．講師．高齢者をめぐる今日的課題―認知症，意思決定．佐久市老人大学大学院，佐久大
学，2013. 8. 6，佐久市．

堀内ふき．講師．佐久大学におけるカリキュラムに基づいた教育体制．ラオス人民民主共和国「母
子保健人材開発プロジェクト」カウンターパート研修（JICA）
，佐久大学，2013. 11. 12，佐久市．

堀内ふき．講師．認知症のケア．佐久総合病院研修，2013. 10. 8，佐久市．

堀内ふき．講師．終末期ケア．JA 長野厚生連第 3 回看護職員研修，2013. 11. 19，長野市．

堀内ふき．講師．認知症ケア専門士に期待するもの．長野県認知症ケア専門士会，2013. 12. 8，長野
市．

川﨑佳代子．講演．母乳育児と母親への影響〜調査結果のレビューから〜．第 28 回日本母乳哺育学
会学術集会，佐久大学，2013. 9. 14，佐久市．

キシ・ケイコ・イマイ，水野照美．講師．働き盛りの成人の健康と家族．教員免許状更新講習，佐
久大学，2013. 8. 6，佐久市．

キシ・ケイコ・イマイ．シンポジスト．看護国際フォーラム 2013「今，あらためて，人によりそう
看護」を考える．国立京都国際会館，2013. 11. 2，京都．

三石清子．講師．看護に活かすフットケアセミナー，農村保健研修センター，2013. 2. 23／8. 24，佐
久市．
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三石清子．講師．フットケアの重要性について．JA 長野厚生連平成 25 年度第 1 回幹部看護師研修会，
農村保健研修センター，2013. 6. 21，佐久市．

宮崎紀枝．講師．佐久保健師会人材育成プロジェクト．佐久保健師会，佐久大学，2013. 9. 4，佐久
市．

水野照美．講師．リフレクションを用いた指導．長野県看護教育研究会

成人・老年分科会研修会，

長野県看護協会会館，2013. 7. 30，松本市．

水野照美．講師．緩和ケアを受ける患者の心理社会的ニーズとケア．認定看護師教育課程（緩和ケ
ア）講義，山梨県立大学看護実践開発研究センター，2013. 8. 1，山梨．

水野照美．講師．臨床実習指導に臨む看護学生の取り組み，学習．ラオス人民民主共和国「母子保
健人材開発プロジェクト」カウンターパート研修（JICA）
，佐久大学，2013. 11. 13，佐久市．

水野照美．講師．がんに向き合う患者と家族を支えるかかわりの悩ましさと看護実践を評価するき
っかけ．東御市民病院研修会，東御市民病院，2013. 12. 13，東御市．

中嶋尚子．講師．実習指導の方法．平成 25 年度実習指導者養成講習会，長野県看護協会，2013. 11.
1／11. 7，松本市．

中嶋尚子．講師．看護研究について．川西赤十字病院，2013. 6. 20／9. 12／11. 21，佐久市．

大渕律子．講師．認知症ケアの実際Ⅰ総論．認知症ケア専門士受験対策講座，日本認知症ケア学会，
2013. 5. 16，神奈川．

大渕律子．講師．生涯を健康であるために．教員免許状更新講習，佐久大学，2013. 8. 7，佐久市．

大渕律子．講師．認知症高齢者の在宅ケア．平成 25 年度訪問看護支援研修，長野県看護協会，2013.
8. 20，松本市．

大渕律子．講師．認知症ケアの実践的プロセス．日本認知症ケア学会，2013. 10. 5，長野市．

尾﨑フサ子．講師．新人看護職を対象にした看護療法．立川綜合病院，2013. 4. 13，新潟．

尾﨑フサ子．講師．新人看護職を対象にした看護療法．南部郷総合病院，2013. 4. 13，新潟．

尾﨑フサ子．講師．看護療法研修（講師：川嶋みどり，小板橋喜久代，山口創，尾崎フサ子）
．農村
保健研修センター，2013. 10. 5‑6，佐久市．
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尾﨑フサ子．講師．組織マネジメントの基本理論，組織文化．セカンドレベル群馬県看護協会，
2013. 9. 17‑25，群馬．

清水久美子．講師．固定チーム成果発表会．小諸厚生総合病院看護部研修，2013. 2. 19，小諸市．

清水久美子．講師．看護部長研修会．長野県厚生連看護部長研修会，2013. 3. 5，長野市．

清水久美子．講師．看護管理者研修セカンド．長野県看護協会，2013. 7. 26，松本市．

清水久美子．講師．ジェネラリスト育成教育研修．福島県看護協会，2013. 8. 20，福島．

清水久美子．講師．継続看護に行かせる外来看護業務と外来看護記録．日総研グループ公開セミナ
ー，5. 11・東京，5. 25・岡山，6. 1・大阪，6. 2・福岡，6. 15・愛知，7. 6・宮城，8. 31・北海道．

清水久美子．講師．忙しさ・マンパワー不足に対応する固定チームナーシングの実践．日総研グル
ープ公開セミナー，2. 1・岡山，12. 14・東京．

征矢野あや子．講師．認知症のある高齢者への関わり方に配慮した転倒予防．第 17 回転倒予防指導
者養成講座，転倒予防医学研究会，2013. 5. 25‑26，広島．

征矢野あや子．講師．食事は健康づくりの第一歩．MSD 予防医療啓発行事，MSD，2013. 6. 2，佐久
市．

征矢野あや子．講師．認知症のある高齢者への関わり方に配慮した転倒予防．第 18 回転倒予防指導
者養成講座．転倒予防医学研究会，2013. 11. 23‑24，東京．

征矢野あや子．講師．転倒予防研究の動向．信州大学 老年看護研究会，2013. 11. 26，松本市．

鈴木千衣．講師．病児の看護．平成 25 年御代田町ファミリーサポート会員養成研修会，御代田町社
会福祉協議会，2013. 9. 11，御代田町．

鈴木真理子．講師．看護過程の展開．長野市民病院看護部教育プログラム ラダーⅢ研修，2013. 5.
20／7. 2，長野市．

鈴木真理子．講師．看護倫理．静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程，2013. 10. 19，静岡．

竹尾惠子．講師．JICA 青年研修（スリランカ）
．佐久大学，2013. 7. 8，佐久市．

竹尾惠子．講師．平成 25 年度アフリカ母子保健包括的看護管理
2013. 7. 22‑26，佐久市．
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佐久研修（JICA）
．佐久大学，

竹尾惠子．講師．エビデンスに基づく看護とケアニードの計り方 in English．JICA 平成 25 年度看護
管理研修，Tokyo International Center of JICA，2013. 10. 25，東京．

竹尾惠子．講師．ラオス人民民主共和国「母子保健人材開発プロジェクト」カウンターパート研修
（JICA）
．佐久大学，2013. 11. 12‑14，佐久市．

田中高政．講師．ラフターヨガ．精神科デイケアプログラム，戸倉保健センター，2013. 1. 21／7.
29，千曲市．

田中高政．講師．健康つくりと笑いの効用．坂城町保健補導員会研修，坂城町役場講堂／坂城町文
化センター，2013. 1. 22‑23，坂城町．

田中高政．講師．みんな笑おう 笑って健康．上田市上野が丘公民館，2013. 1. 25，上田市．

田中高政．講師．笑いと健康〜笑顔であいさつ・笑顔で健康．長野医療生協健康づくり委員会第 1 回
健康づくりリーダー交流会，長野中央病院，2013. 3. 11，長野市．

田中高政．講師．笑いを通じた管理職自身のメンタルヘルスケア・ストレスケア．社会医療法人財
団慈泉会相澤健康センター管理職研修，相澤病院ヤマサ大ホール，2013. 3. 13，松本市．

田中高政．講師．こころの不調に気づき，予防するために〜あなたの笑顔，何より薬〜．中野市食
生活改善推進協議会，中野保健センター，2013. 4. 26，中野市．

田中高政．講師．看護部看護倫理研修．東御市民病院，2013. 5. 31，東御市．

田中高政．講師．看護部フィジカルアセスメント研修．東御市民病院，2013. 7. 5，東御市．

田中高政．講師．笑ってハッピー！〜笑いながら健康になりましょう〜．長野県歯科医師会主催歯
っぴーながの 8020 推進県民大会，ホテル国際 21，2013. 11. 8，長野市．

田中高政．講師．笑いヨガ．精神科デイケアプログラム，メンタルケアセンター安曇，2013. 12. 6，
池田町．

田中高政．講師．笑いで健康づくり〜笑顔であいさつ

笑顔で健康〜．長野県保健補導員等連絡協

議会諏訪支部研究大会講演会，諏訪市文化センター，2013. 12. 19，諏訪市．

八尋道子，征矢野あや子，宮﨑紀枝．講師．看護部教育プログラム ラダーⅢ 看護研究．長野市民
病院，2013. 1. 29／6. 28／8. 26／10. 26，長野市．

八尋道子．講師．平成 25 年度新人看護職員プログラム．長野県看護協会，2013. 2. 6，松本市．
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八尋道子．通訳．サマンサ・パン，基調講演，重度の精神疾患をもつ人々の回復のプロセスと鍵と
なる戦略としてのエンパワーメント：チーム医療における倫理教育への提言．Pang, SMC.（2013）
.
Ethics education in the context of inter-professional practice: empowerment and the recovery
process of people with severe mental illness．日本看護倫理学会第 6 回年次大会，2013. 6. 8，鹿児
島．

八尋道子．講師．看護倫理研修会 , みんなで学ぼう・看護場面での倫理．小諸厚生総合病院，2013.
7. 11，小諸市．

八尋道子．講師．よい看護とは．実習指導者養成講習会，長野県看護協会，2013. 10. 17．松本市．

八尋道子．講師．看護倫理から看護実践や看護研究の発展を考える：ケーススタディを中心に．愛
知医科大学看護学部，2013. 12. 25，愛知．

依田明子．講師．公開講座「食事は病気予防の第一歩〜生活習慣を見直して病気を予防しよう」
．
MSD 株式会社，2012. 5. 26，上田市．

堀内ふき，吉田文子，橋本佳美，水野照美，宮﨑紀枝，鈴木千衣，八尋道子，征矢野あや子，吉川
三枝子，吉岡恵，高木桃子．講師．平成 25 年度臨地実習指導者研修セミナー．佐久大学，2013. 8.
27／8. 28／8. 30，佐久市．

吉田文子．講師．学習を促進する教育評価：看護学実習における評価のあり方．平成 24 年度上尾中
央看護専門学校教員研修会，2013. 3. 23，埼玉．

吉田文子．講師．看護教育評価論．奈良県専任教員養成講習会，2013. 7. 8，奈良．

吉田文子．講師．実習場面で看護過程をどう教えたらよいか．長野県看護教育研究会，2013. 8. 21，
松本市．

吉田文子．講師．平成 25 年度看護部教育レベルⅡ：人材育成のためのプリセプターシップ．JA 長野
厚生連佐久総合病院，2013. 9. 2，佐久市．

吉田文子．講師．コミュニケーションの実際：対象の理解に向けて．平成 25 年度教員免許講習，佐
久大学，2013. 9. 8，佐久市．

吉田文子．講師．日米の看護学教育を体験して：長期留学の意義と課題．グローバルな看護師を目
指す人のセミナーⅡ，プロフェッショナルイングリッシュコミュニケーション協会（IPEC）
，2013.
11. 4，東京．
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吉田文子．講師．臨地実習における教員の役割．ラオス人民民主共和国「母子保健人材開発プロジ
ェクト」カウンターパート研修（JICA）
，佐久大学，2013. 11. 12，佐久市．

吉川三枝子．講師．看護管理概論．平成 25 年度認定看護管理者ファーストレベル研修会，茨城県看
護協会，2013. 7. 2／7. 9，茨城．

吉川三枝子．講師．看護管理概論．平成 25 年度認定看護管理者ファーストレベル研修会，茨城県立
中央病院，2013. 9. 7／9. 13，茨城．

弓削美鈴．講師．出産時の感染予防と乳児死亡率低下のための出生時ケア．平成 25 年度アフリカ母
子保健包括的看護管理 佐久研修（JICA）
，佐久大学，2013. 7. 22‑26，佐久市．

弓削美鈴．講師．ピアカウンセリング手法を用いた性教育．小諸商業高校（定時制）
，2013. 10. 7，
小諸市．

弓削美鈴．講師．性教育．小諸商業高校，2013. 12. 19，小諸市．

学会活動
別 所 遊 子 日本地域看護学会．評議員，論文表彰委員，査読委員
看護研究学会．査読委員
橋本佳美，中田覚子，清水久美子，高橋智恵，上原明子，臼井淳美
第 28 回日本母乳哺育学会学術集会．学術集会企画運営委員，2013. 9. 14／9. 15，佐久．
堀 内 ふ き 日本老年社会科学学会．総務担当理事，将来構想検討委員，査読委員
日本老年学会．理事
日本老年看護学会．理事長．政策検討委員，査読委員
日本認知症ケア学会．理事，認知症ケア関連テキスト開発委員長
日本在宅ケア学会．評議員，査読委員
日本看護科学学会．代議員，査読委員
日本公衆衛生学会．査読委員
聖路加看護学会．査読委員
日本老年看護学会．第 18 回学術集会企画委員
川 崎 佳 代 子 第 28 回日本母乳哺育学会学術集会．大会長
日本母乳哺育学会．副理事長，編集委員，倫理委員長
日本母子看護学会．理事
長野県母子衛生学会．理事

木 下 珠 希 第 28 回日本母乳哺育学会学術集会．事務局担当
水 野 照 美 日本看護学教育学会．編集委員
日本がん看護学会．専任査読者
日本看護倫理学会．専任査読者
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大 渕 律 子 日本認知症ケア学会．監事，査読委員，北陸・甲信越地域部会長，
2013 年度北陸・甲信越地域大会長
日本老年看護学会．査読委員
尾 﨑 フ サ 子 第 17 回日本統合医療学会．座長
日本看護管理学会．評議委員，査読者
日本看護研究学会．評議委員，査読者
日本看護技術学会．評議委員
清 水 久 美 子 第 62 回日本農村医学会学術総会．座長
平成 25 年固定チームナーシング全国研究集会．座長
長野県母子衛生学会．理事
長野県母子衛生学会．座長
征矢野あや子 日本看護科学学会．代議員
日本老年看護学会．評議員，国際交流委員
転倒予防医学研究会．世話人
鈴 木 千 衣 日本小児看護学学会．専任査読委員
鈴 木 真 理 子 日本看護倫理学会．学会誌編集委員
田 中 高 政 日本看護倫理学会．評議員，編集委員会副委員長
日本笑い学会．理事，信州支部長
八 尋 道 子 日本看護科学学会．看護倫理検討委員会委員
弓 削 美 鈴 第 28 回日本母乳哺育学会学術集会．実行委員長，座長

学外委員会等活動
別 所 遊 子 神奈川県社会福祉審議会．委員
大学評価・学位授与機構．大学機関別認証評価専門委員
堀 内 ふ き 身体医学研究所．評議員
認知症予防財団．評議員
日本看護系大学協議会．専門看護師教育課程認定委員
柿 澤 美 奈 子 日本精神科看護技術協会．長野県支部役員
長野県看護協会．日本看護学会―精神看護―学術集会準備委員
三 石 清 子 佐久市「足育」をキーワードとした臼田のまちづくり会議．委員
宮 地 文 子 佐久市保健福祉審議会・佐久市要保護児童対策地域協議会．会長
佐久市保健福祉審議会．保健部会会長
佐久市森林セラピー推進協議会．会長
佐久市ぴんころ運動推進会議．委員
佐久市新しい保健推進検討委員会．委員長
佐久市「足育」をキーワードとした臼田のまちづくり会議．委員
長野県野沢北高等学校．学校評議員
地域ケアネットワーク佐久（SCCNet）
．世話人
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宮 崎 紀 枝 一般社団法人全国保健師教育機関協議会．関東甲信越ブロック長校及び定例研究会
担当校
佐久保健所管内保健師会人材育成プロジェクト．精神保健プロジェクトアドバイザー
大 渕 律 子 佐久穂町広域型特別養護老人ホーム審査委員
長野県医療審議会．委員
尾 﨑 フ サ 子 日本看護協会．
「最新看護索引」編集委員会，委員長
清 水 久 美 子 長野県看護協会．
「助産師出向支援モデル事業」検討委員会委員
長野県農村医学会．理事
長野県行政機構審議会．委員
長野広域連合介護認定審査会．委員
征矢野あや子 佐久市環境審議会．委員
がんを知って歩む会．長野事務局
高 橋 智 恵 長野県助産師会．広報委員
竹 尾 惠 子 学校法人産業医科大学．外部評価委員
八 尋 道 子 富士見高原医療福祉センター．外国人看護師候補者の看護師国家試験合格に向けた
教育支援
依 田 明 子 一般社団法人全国保健師教育機関協議会．関東甲信越ブロック．平成 25 年度ブロッ
ク長校 庶務・会計
弓 削 美 鈴 日本助産師会南北関東地区研修会．運営委員

教材制作
小山智史，高橋龍太郎，堀内ふき（監修）
（2013）
．看護のための病態生理とアセスメント（vol. 4）
呼吸障害．医学映像教育センター

阿藤幸子（原案協力）
，高橋龍太郎，堀内ふき（監修）
（2013）
．看護のための病態生理とアセスメン
ト（vol. 5）ショック．医学映像教育センター

柿山英津子（原案協力）
，山本恵子（原案）
，高橋龍太郎，堀内ふき（監修）
（2013）
．看護のための
病態生理とアセスメント（vol. 12）難聴・耳鳴り・めまい．医学映像教育センター

山本恵子（原案）
，高橋龍太郎，堀内ふき（監修）
（2013）
．看護のための病態生理とアセスメント
（vol. 14）運動障害．医学映像教育センター

その他
宮地文子，別所遊子，大渕律子，宮崎紀枝，三石清子，依田明子
佐久市福祉部高齢福祉課「佐久市高齢者支援に関する実態調査報告」
（平成 24 年 3 月発行）の調査・
分析・報告書作成に協力
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