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研究業績一覧（2014 年 1 月〜12 月）
この研究業績掲載内容は、平成 26
（2014）
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
浅野均
（2014）
．止血法．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第 3 版）
．323‑329，東京：学研メ
ディカル秀潤社．

浅野均
（2014）
．創傷処置．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第 3 版）
．445‑450，東京：学研
メディカル秀潤社．

浅野均
（2014）
．ドレーン管理．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第 3 版）
．451‑457，東京：
学研メディカル秀潤社．

浅野均
（2014）
．人工呼吸器．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第 3 版）
．535‑545，東京：学
研メディカル秀潤社．

堀内ふき
（2014）
．高齢者のケア．直井道子，中野いく子，和気純子
（編）
．高齢者福祉の世界．203‑
221，東京：有斐閣．

小山智史
（2014）
．救急救命処置，一次救命処置．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第 3 版）
307‑314，東京：学研メディカル秀潤社．

小山智史
（2014）
．救急救命処置，二次救命処置．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第 3 版）
．
315‑322，東京：学研メディカル秀潤社．

小山智史
（2014）
．ME 機器使用上の安全管理，心電計．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第
3 版）
．545‑551，東京：学研メディカル秀潤社．

小山智史
（2014）
．ME 機器使用上の安全管理，除細動器．竹尾惠子
（監修）
．看護技術プラクティス
（第 3 版）
．552‑555，東京：学研メディカル秀潤社．

大渕律子
（2014）
．認知症の人のアセスメント．介護職員関係養成研修テキスト作成委員会編．認知
症の理解Ⅰ・Ⅱ．289‑296，東京：長寿社会開発センター．

大渕律子
（編著）
（2014）
．老年看護学領域における看護過程の展開の特徴．事例で学ぶ看護過程
PART1
（第 2 版）
．16‑17，東京：学研メディカル秀潤社．
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大渕律子
（編著）
（2014）
．認知症高齢者の看護．事例で学ぶ看護過程 PART2
（第 2 版）
．128‑139，東
京：学研メディカル秀潤社．

征矢野あや子
（2014）
．認知症高齢者の転倒・転落リスクの特徴とアセスメントツールの有効性は，
認知症高齢者の二重課題
（多重課題）の遂行と転倒予防の関連は．日本転倒予防学会監修．認知症者
の転倒予防とリスクマネジメント
（第 2 版）
．156‑160，252‑255，東京：日本医事新報社．

征矢野あや子
（2014）
．第 4 章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）
．172‑191，大阪：メディカ出版．

鈴木真理子
（2014）
．パターナリズム．小西恵美子
（編）
．看護倫理―よい看護・よい看護師への道し
るべ
（改訂第 2 版）
．87‑93，東京：南江堂．

竹尾惠子
（2014）
（監修）
．看護技術プラクテイス
（第 3 版）
．東京：学研メディカル秀潤社．

吉川三枝子
（2014）
．第 3 章
「看護実践における倫理的問題」
A，患者とのコミュニケーション．新看護
学 4 専門基礎
「4」
患者の心理 看護と倫理
（改訂 3 版）
．55‑60，東京 ：医学書院．

吉川三枝子
（2014）
．第 3 章
「看護実践における倫理的問題」
C，チーム医療．新看護学 4

専門基礎
「4」

患者の心理 看護と倫理
（改訂 3 版）
．65‑70，東京：医学書院．

論文
堀内ふき
（2014）
．日本老年看護学会の発展と認知症ケアへの役割．老年看護学，19
（1）
，3‑4．

安川揚子，堀内ふき，浅野均，他
（2014）
．転倒経験のある高齢者への訪問調査による住環境の分析．
茨城県立病院医学雑誌，30
（1）
，1‑10．

Chika Minowa, Kikuyo Koitabashi（2014）
. The effect of autogenic training on salivary
immunoglobulin A in surgical patients with breast cancer: a randomized pilot trial.
Complementary Therapies in Clinical Practice, 20
（4）
, 193‑196.

大森純子，三森寧子，小林真朝，小野若菜子，安齋ひとみ，高橋和子，宮崎紀枝，他
（2014）
．公衆
衛生看護のための 地域への愛着 の概念分析．日本公衆衛生看護学会誌，3
（1）
，40‑48．

中田覚子，島袋香子
（2014）
．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―．日本母性看護学会誌，14
（1）
，1‑8．

朴相俊，岡田真平，永島美典，征矢野あや子，堀内ふき，他
（2014）
．長野県東御市の中年女性のス
トレス要因，対処法及びソーシャル・サポートに関する探索的研究
ーカスグループインタビュー．自殺予防と危機介入，34
（1）
，48‑59．
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保健補導員を対象としたフォ

征矢野あや子
（2014）
．転倒リスクのアセスメントツール

転倒リスクアセスメントツールの活用と

評価の留意点．Modern Physician，34
（10）
，1161‑1164．

菊池小百合，征矢野あや子，須江弥生，他
（2014）
．介護老人保健施設における排泄自立に向けた多
職種連携の取り組み

レビー小体型認知症入所者の排泄ケア．認知症ケア事例ジャーナル，7
（1）
，

16‑27．

征矢野あや子
（2014）
．認知症のある高齢者の転倒予防．日本転倒予防学会誌，1
（1）
，17‑21．

鈴木千衣，橋本佳美，清水千恵
（2014）
．東信地区における乳幼児によく起こる症状・病気に対する
家族の医療行動の実態―母親の面接調査から―．佐久大学看護研究雑誌，6
（1）
，75‑84．

高橋智恵，川﨑佳代子，竹尾惠子，臼井淳美，弓削美鈴，木下珠希，上原明子，中田覚子，清水久
美子，小山智史
（2014）
．妊娠期・産褥期における
「自尊感情」
「ソーシャルサポート」
「ストレス」の
変化とその背景要因．佐久大学看護研究雑誌，6
（1）
，15‑28．

小西恵美子，前田樹海，八尋道子，他
（2014）
．看護部倫理委員会：日本流の進展への課題と期待．
日本看護倫理学会誌，6
（1）
，78‑80．

吉田文子，高木桃子，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，吉川
美枝子，吉岡恵，堀内ふき
（2014）
．
「臨地実習指導者セミナー2013」報告：グループワークがもたら
すグループダイナミックスの形成過程とその背景．佐久大学看護研究雑誌，6
（1）
，29‑38．

Fumiko Yoshida, Gary J. Conti, Toyoaki Yamauchi, et al.
（2014）
. Development of an Instrument to
Measure Teaching Style in Japan: The Teaching Style Assessment Scale. Journal of Adult
, 11‑18.
Education, 43
（1）

Fumiko Yoshida
（2014）
. Implications of Circadian Rhythm Disruptions for Nurse Managers. Saku
University Journal of Nursing,（6）
1，65‑74.

弓削美鈴，川﨑佳代子，臼井淳美，竹尾惠子，木下珠希，上原明子，小山智史，他
（2014）
．出産 3〜
7 カ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．佐久大学看護研究雑誌，6
（1）
，3‑14．

弓削美鈴，橋本佳美，堀内ふき，宮地文子，高橋智恵，木下珠希，上原明子
（2014）
．佐久大学にお
ける
「2013 年度アフリカ母子保健包括的看護管理 JICA」実施報告．佐久大学看護研究雑誌，6
（1）
，
47‑52．

川﨑佳代子，弓削美鈴，木下珠希
（2014）
．佐久大学における第 28 回日本母乳哺育学会・学術集会の
開催報告．佐久大学看護研究雑誌，6
（1）
，39‑46．
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翻訳
上原明子．看護介護領域使用用語．日本農村医学会用語集英訳．

Pang, S.M.C. 著／八尋道子 訳
（2014）
．新しいプロフェッショナリズムに向けて：重度の精神疾患を
持つ人々の回復過程を支えるチーム実践の倫理．Towards a new professionalism: The case of
using a multi-system collaboration approach to enhancing the recovery process of persons with
severe mental illness．日本看護倫理学会誌，6
（1）
，83‑91．

学会発表
長谷部雅美，内田千恵子，長田久雄，北村世都，木村隆次，櫻井博文，堀内ふき，他
（2014）
．認知
症者の介護の手間評価票の開発．日本認知症ケア学会誌，13
（1）
，172．

北村育子，原田由香，中川麻衣子
（2014）
．実習前に行う病院オリエンテーションの効果―ロールプ
レイに焦点をあてて―第 2 報．日本看護学教育学会第 24 回学術集会講演集，125．

原田由香，北村育子，中川麻衣子
（2014）
．精神を病むということの理解における映画
「A Beautiful
Mind」
視聴の意義．日本看護学教育学会第 24 回学術集会講演集，226．

中川麻衣子，北村育子，原田由香
（2014）
．精神科実習で実習前に病院で行うオリエンテーションの
効果．日本看護学教育学会第 24 回学術集会講演集，125．

小山晶子，濱本洋子，佐藤鈴子
（2014）
．中学生の高齢者の生活に関するイメージと高齢者を支援す
る社会資源への関心―健康長寿都市を目指す S 市を例として―．第 19 回日本在宅ケア学会学術集会
講演集，112．

友野梨那，小山晶子，竹村大輝，堀内ふき
（2014）
．一般病棟の現状に即した今後の認知症ケアに関
する一考察．第 15 回日本認知症ケア学会大会プログラム・抄録集，172．

小板橋喜久代，箕輪千佳，二神真理子，他
（2014）
．リラクセーション法の指導者育成プログラムの
構築と講座の実際．第 34 回日本看護科学学会学術集会講演集，468．

三石清子
（2014）
．若い女性の足爪トラブル要因に関する調査．日本フットケア学会第 12 回年次学術
集会抄録集，163．

Kaori Miyahara, Megumi Yuki, Yumi Sato
（2014）
. Healthcare of Children by Teachers at School
th

for Brazilians in Japan. 35 International Association for Human Caring Conference.

宮崎紀枝，河原加代子
（2014）
．保健師による事業化のストラテジーの構成概念に影響する要因，第
73 回日本公衆衛生学会抄録集，560．
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Kiyomi Asahara, Maasa Kobayashi, Misako Miyazaki, Yukiko Anzai, Emiko Konishi, Yasuko
Mitsumori, Toshie Miyazaki, et al.
（2014）
. Development and evaluation of the public health nursing
nd

ethics education for nursing students. APHA., The 142 Annual Meeting, New Orleans.

小林真朝，麻原きよみ，大森純子，小野若菜子，三森寧子，宮﨑美砂子，宮崎紀枝，他
（2014）
．
「公
衆衛生看護の倫理」
教育の重要性に対する教員の認識．第 17 回日本地域看護学会抄録集．

酒井太一，大森純子，高橋和子，三森寧子，齋藤美華，小林真朝，小野若菜子，宮崎紀枝，他
（2014）
．向老期世代の 地域への愛着 を測定する尺度の開発
（第 1 報）― 地域への愛着 尺度項目の
検討―．第 2 回日本公衆衛生看護学会学術集会抄録集，101．

高橋和子，大森純子，酒井太一，三森寧子，齋藤美華，小林真朝，小野若菜子，安齋ひとみ，宮崎
紀枝，他
（2014）
．向老期世代の 地域への愛着 を測定する尺度の開発
（第 2 報）―関連要因の検討―．
第 2 回日本公衆衛生看護学会学術集会抄録集，101．

三森寧子，高橋和子，大森純子，酒井太一，齋藤美華，小林真朝，小野若菜子，安齋ひとみ，宮崎
紀枝，他
（2014）
．向老期世代の 地域への愛着 を測定する尺度の開発
（第 3 報）―健康関連 QOL との
関連性―．第 2 回日本公衆衛生看護学会学術集会抄録集，101．

中嶋尚子
（2014）
．教育方法としての
「振り付け」―ある新卒者の フリーズ 現象から―．第 34 回日本
看護科学学会学術集会講演集，247．

中嶋尚子
（2014）
．新たな倫理境域方法としてのオーディエンス実習―倫理規範から相互行為秩序へ
―．日本看護研究学会第 40 回学術集会抄録集，246．

森山小統子，大渕律子
（2014）
．認知症高齢者を看取った家族介護者の老いや死への思い―老年期に
ある家族介護者へのインタビューから―．日本認知症ケア学会東海地域大会抄録集，82．

千葉真弓，渡辺みどり，太田克矢，細田江美，曽根千賀子，松澤有夏，有賀智也，征矢野あや子
（2014）
．高齢者の運動機能と心理的傾向

転倒の有無と水中運動の参加継続年数による比較．第 27

回日本看護福祉学会全国学術大会抄録集，77．

朴相俊，今村 晴彦，征矢野あや子，岡田真平，永島美典，堀内ふき
（2014）
．ゲートキーパー教育が
参加者の自殺予防活動への意識，態度，行動に与える影響について―フォーカスグループインタビ
ュー手法を用いた質的研究―．第 38 回日本自殺予防学会抄録集，147．

SJ Park, H. Imamura, M. Nagashima, S. Okada, A. Soyano, et al.
（2014）
. Eﬀects of a gatekeeper
training for suicide prevention in changing of social capital and self-eﬃcacy of participant. 15
International Mental Health Conference，抄録集なし．

89

th

河野梢子，中村充浩，鈴木真理子，八尋道子，
（2014）
．交流集会．臨地実習は辛い？楽しい？―み
んなが happy になる実習は存在するのか―．日本看護倫理学会第 7 回年次大会予稿集，60．

高木桃子，中澤淑子，吉岡恵，田中高政，鈴木真理子
（2014）
．新人看護師にとって
「人間関係」が与
える影響についての一考察．日本看護倫理学会第 7 回年次大会予稿集，75．

小原真理子，東浦洋，岡本菜穂子，束田吉子，他
（2014）
．国際的な災害看護教育拠点形成とその課
題．第 19 回日本集団災害医学会抄録集，18
（3）
，440．

Mariko Ohara, Hiroshi Higashiura, Nahoko Okamoto, Yoshiko Tsukada, et al.（2014）
. Disaster
Nursing Education Project with Bangladesh, Indonesia, Thailand and Japan Final Evaluation of
Project Members through Group Discussion ．第 3 回世界災害看護学会，北京．

梅﨑かおり，小山晶子，征矢野あや子，堀内ふき，浅野均，小山智史
（2014）
．介護保険施設の身体
拘束しない転倒予防ケアに学ぶ．日本転倒予防学会第 1 回学術集会抄録集，83．

Ota, K., Wrigley, M., Maeda, J., Matsuda, M., Yahiro, M., et al.（2014）
. Cultural Differences in
.
Patientʼs Perception of Dignity as shown by the international Patient Dignity Scale（iPDS）
International Nursing Ethics Conference in Bangalore, India, Abstracts 24.

麻原きよみ，小西恵美子，八尋道子，他
（2014）
．交流集会．看護倫理委員会企画若手研究者が直面
する研究遂行上の悩み―アン・デービス先生と語ろう―．第 34 回日本看護科学学会学術集会講演集，
470．

中村悦子，八尋道子，佐藤みつ子，他
（2014）
．EPA 看護師の日本での生活体験におけるネガティ
ブ・ポジティブ反応．第 34 回日本看護科学学会学術集会講演集，579．

中村悦子，八尋道子，尾﨑フサ子，他
（2014）
．外国人看護師支援に関わった看護師のネガティブ・
ポジティブ反応．第 34 回日本看護科学学会学術集会講演集，579．

依田明子，佐藤由美
（2014）
．禁煙外来受診者が禁煙を開始し継続する心理的プロセス．第 73 回日本
公衆衛生学会抄録集，382．

Fumiko Yoshida, Toyoaki Yamauchi
（2014）
. Development of the Japanese Version of the Teaching
th

Style Assessment Scale. Sigma Theta Tau Internationalʼs 25 International Nursing Research
Congress, Hong Kong, 98.

吉田文子，柿澤美奈子，宮原香里
（2014）
．Project‑Based Learning の学習過程とその成果：Student
Report からの分析．第 20 回大学教育研究フォーラム発表論文集，146‑147．
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講演，研修等講師活動
浅野均．講師．理学療法実技講習会．長野県理学療法士会，2014. 2. 23，佐久市．
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橋本佳美．講師．障害をもつ子どもの理解とかかわり．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，
2014. 8. 8，佐久市．

堀内ふき．講師．施設ケア―事例のまとめ方．特別養護老人ホームローマン上田，2014. 2. 25，上田
市．

堀内ふき．講師．研究報告会．特別養護老人ホームローマン上田，2014. 3. 7，上田市．

堀内ふき．講師．認知症ケア．2014. 5. 10，東京都．

堀内ふき．講師．事例のまとめ方．長野県認知症ケア専門士会，2014. 6. 3，塩尻市．

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 26 年度アフリカ地域母子保健包
括的看護管理 佐久研修
（JICA）
，2014. 7. 7，佐久市．

堀内ふき．講師．高齢者をめぐる今日的課題．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 9. 7，
佐久市．

堀内ふき．講師．佐久大学における教育カリキュラムと老年看護教育・認知症ケア．ミャンマー
（JICA）
，佐久大学，2014. 11. 10，佐久市．

堀内ふき．講師．認知症ケア．佐久大学，2014. 12. 17，佐久市．

小山智史．講師．学習会
「医療と介護の連携はどうあるべきか」
〜地域医療先進エリア 長野県佐久地
域の取組に学ぶ〜．とよなか男女共同参画推進センター，2014. 5. 24，豊中市．

小山智史．講師．形態機能学
（心血管系）
．JA 佐久浅間女性会リーダー研修会．佐久大学，2014. 9. 7，
佐久市．

宮地文子．講師．生活のしかたと健康〜子どものときからの健康づくり〜．小海町立小海小学校健
康学習会，2014. 2. 27．小海町．

宮地文子．講師．地域住民による母子愛育班活動．平成 26 年アフリカ地域母子包括的管理

佐久研

修
（JICA）
，2014. 7. 7，佐久市．

宮地文子．講師．地域・在宅看護学からみた健康づくりと地域の生活．平成 26 年度佐久市高齢者大
学大学院講座，2014. 7. 22，佐久市．

宮﨑紀枝．講師．長野市民病院看護研究．2014. 5. 16，長野市．
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宮﨑紀枝．講師．長野県職員研修会．2014. 7. 19，松本市．

宮﨑紀枝．講師．立科町保健補導員会研修会．2014. 9. 3，立科町．

水野照美．講師．学ぶ意欲を高め，やる気を引き出すかかわりかた．長野県看護教育研究会 成人・
老年看護学分科会，松本市総合社会福祉センター，2014. 8. 5，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．緩和ケア看護認定看護師教育
課程講義，山梨県立大学看護実践開発研究センター，2014. 8. 6，山梨県．

水野照美．座長．日本看護学教育学会第 24 回学術集会．一般演題
（示説）
臨地実習指導．幕張メッセ，
2014. 8. 17，千葉県．

水野照美．講師．がん看護におけるスピリチュアルケア．看護部事例検討会，東御市民病院，2014.
10. 31，東御市．

中嶋尚子．講師．効果的な指導方法．平成 26 年度実習指導者等養成講習会，長野県看護協会，2014.
10. 28／11. 11，松本市．

中嶋尚子．講師．看護研究について．川西赤十字病院，2014. 2. 15／6. 12／9. 18／11. 13，佐久市．

中田覚子，上原明子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．佐久市立国保浅間総合
病院，2014. 8. 30，佐久市．

中田覚子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．国立病院機構信州上田医療センタ
ー，2014. 12. 7，上田市．

中田覚子，上原明子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．伊那中央病院，2014.
12. 20，伊那市．

小野澤清子．講師．フットケア講義．平成 26 年度 JA 長野厚生連幹部看護職員育成研修会．農村保
健研修センター，2014. 6. 20，佐久市．

小野澤清子．講師．足のトラブルについて．臼田小学校学校保健委員会勉強会．臼田小学校，2014.
10. 29，佐久市．

小野澤清子．講師．高齢者・若者・児童の足の現状とフットケア．佐久病院足育勉強会．佐久総合
病院本院，2014. 11. 25，佐久市．

大渕律子．講師．高齢に伴う心と体の変化―歳のせい !?
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歳をとるってどんなこと？―．須坂市地

域包括支援センター，2014. 8. 22，須坂市．

大渕律子．講師．高齢者の自立とケア―自分らしい人生を全うするために―．第 43 回小諸市民大学，
2014. 9. 12，小諸市．

坂江千寿子．講師．看護部研修会
「看護研究」
．独立行政法人国立病院機構茨城東病院，2014. 1. 16／
2. 6／2. 17／3. 5，茨城県．

坂江千寿子．講師．看護部レベルⅠ研修会．アサーショントレーニング．いわき市立総合常磐共立
病院，2014. 2. 2，福島県．

坂江千寿子．講師．看護部レベルⅢ研修会．コーチング研修．いわき市立総合常磐共立病院，2014.
8. 12，福島県．

坂江千寿子．講師．精神看護学実習と実習指導．長野県看護教員実習指導者研修会精神看護分科会．
松本勤労者福祉センター，2014. 8. 29，松本市．

坂江千寿子．座長．第 45 回日本看護学会―精神看護―学術集会．2014. 10. 17，松本市．

清水久美子．講師．第 18 回固定チームナーシング研究会長野地方会．2014. 5. 18，伊那市．

清水久美子．講師．外来看護師研修．福島県看護協会，2014. 6. 7，福島県．

清水久美子．講師．最近のお産をめぐる状況．新人助産師研修．長野県看護協会，2014. 7. 23，松本
市．

清水久美子．講師．医療経済論．平成 26 年度認定看護管理者セカンドレベル研修会．長野県看護協
会，2014. 8. 7，松本市．

清水久美子．座長．平成 26 年固定チームナーシング全国研究集会．2014. 9. 14，兵庫県．

清水久美子．シンポジウム座長．周産期におけるメンタルヘルス．第 45 回日本看護学会―精神看護
―学術集会．2014. 10. 16，松本市．

征矢野あや子，八尋道子，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，2014. 3. 17／9. 19，長野市．

征矢野あや子．講師．量的看護研究の方法．長野市民病院看護部教育プログラムラダーⅢ．長野市
民病院，2014. 8. 8，長野市．
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征矢野あや子．講師．高齢期の健康増進・介護予防．佐久市高齢者大学大学院．2014. 8. 19，佐久市．

鈴木千衣．講師．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 8. 8，佐久市．

鈴木真理子．研修講師．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．2014. 5. 26
／7. 1，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．2014. 9. 8，静岡県．

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．JICA 平成 26 年度アフリカ地域母
子保健包括的看護管理研修．Tokyo International Center of JICA，2014. 7. 4，東京都．

田中高政．講師．笑いと健康 みんなでつくろう健康かるいざわ 21 健康フォーラム．軽井沢町保健複
合施設木もれ陽日の里，2014. 1. 22，軽井沢町．

田中高政．講師．笑いの効果〜ラフターヨガについて．長野県高等学校文化連盟福祉教育研究会．
岩村田高校同窓会館，2014. 1. 24，佐久市．

田中高政．講師．笑いを取り入れた認知行動療法について．千曲市精神科デイケアかたつむりの会．
千曲市ふれあい福祉センター，2014. 3. 10，千曲市．

田中高政．講師．笑いヨガ．安曇総合病院精神科デイケアプログラム．メンタルケアセンターあず
み，2014. 3. 13／8. 14／12. 18，池田町．

田中高政．講師．笑いと健康．笑いヨガティーチャー・リーダー交流研修会．佐久創造館，2014. 5.
5，佐久市．

田中高政．講師．笑いと健康．栄村介護予防教室．栄村高齢者総合福祉センター，2014. 5. 22，栄村．

田中高政．講師．笑いと健康．軽井沢町精神保健福祉団体連合会．軽井沢町保健複合施設木もれ陽
日の里，2014. 7. 31，軽井沢町．

田中高政．講師．笑うと脳血流は増える？．第 21 回日本笑い学会総会．関西大学，2014. 8. 2，大阪
府．

田中高政．講師．フィジカルアセスメントの必要性とその実践．長野県針灸師会フィジカルアセス
メント講習会．佐久大学，2014. 8. 10，佐久市．

田中高政．講師．笑いヨガ．長野市民病院出前講座．長野県総合リハビリテーションセンター，
2014. 8. 21，長野市．
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田中高政．講師．笑いと脳血流について．佐久大学研究発表会．佐久大学，2014. 8. 28，佐久市．

田中高政．講師．笑いヨガ．佐久看護専門学校第 53 回看学祭．佐久看護専門学校，2014. 9. 6，佐久
市．

田中高政．講師．笑いと健康．高校出前講座．飯山高校・飯山北高校，2014. 9. 26，飯山市．

田中高政．講師．笑いヨガ．佐久市前山ディサービス，2014. 10. 22，佐久市．

田中高政．講師．笑いヨガ．南木曽町社会福祉協議会．南木曽町三留野分館／坂の下集会所，2014.
10. 25／12. 8，南木曽町．

田中高政．講師．笑いと健康．上田市神川小学校 PTA．上田市神川小学校，2014. 11. 7，上田市．

田中高政．講師．笑いを育てるユーモア・コミュニケーター育成講座．清泉女学院短期大学地域連
携センターながの笑顔クリエーター人材育成講座．清泉女学院大学，2014. 12. 6，長野市．

束田吉子．講師．タイ・ナイジェリアの看護事情と国際協力―看護職の強み，日本人の強み，佐久
の強み―開学記念特別講話．佐久大学，2014. 5. 14，佐久市．

束田吉子．講師．国際協力・交流における法的視点．平成 26 年度認定看護管理者教育過程ファース
トレベル．
（社）
上尾中央医科グループ協議会キャリアサポートセンター，2014. 6. 21，上尾市．

束田吉子．講師．世界の人々のヘルスケアと国際協力．第 2 回県内大学市民開放セミナー．佐久大
学，2014. 8. 7，佐久市．

上原明子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 専門コース．JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医
療センター，2014. 11. 29，佐久市．

臼井淳美．講師．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 8. 5，佐久市．

臼井淳美．座長．第 29 回日本母乳哺育学会学術集会勉強会．2014. 10. 11，神奈川県．

八尋道子．講師．倫理研修，倫理の視点で毎日の実践を考える：ケーススタディ．浅間総合病院，
2014. 2. 6／11. 21，佐久市．

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，2014.
7. 30／9. 16／12. 8，小諸市．

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．東御市民病院，2014. 8.
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18，東御市．

八尋道子．講師．看護倫理・よい看護．平成 26 年度看護学生等実習指導者養成講習会．長野県看護
協会，2014. 10. 20．松本市．

吉田文子，吉川三枝子，橋本佳美，鈴木千衣，八尋道子，梅﨑かおり，内山明子，堀内ふき．講師．
平成 26 年度臨地実習指導者研修セミナー．佐久大学，2014. 8. 22‑23，佐久市．

吉田文子．講師．主体的学習を効果的に促進する教授モデル．平成 26 年度埼玉県高等看護学校教員
研究会講演会，2014. 3. 24，埼玉県．

吉田文子．講師．主体的な学習の実現に向けた教育課題への挑戦．ナイチンゲール KOMI ケア学会・
第 5 回学術集会，2014. 6. 8，愛知県．

吉田文子．講師．基礎実習における看護過程の教授の実際と検討．長野県看護教育研究会・基礎看
護学分科会，2014. 8. 20，松本市．

吉田文子．講師．多様な学習ニーズに対応した教員と実習指導者の教育力向上をめざす．平成 26 年
度実習指導者研修会．山梨勤労者医療協会共立高等看護学院，2014. 9. 18，山梨県．

吉川三枝子．講師．看護管理の基礎．JA 長野厚生連幹部看護職員研修会．農村保健研修センター，
2014. 1. 29，長野市．

吉川三枝子．講師．看護専門職論―看護の社会的責務と法的根拠．認定看護管理者教育課程ファー
ストレベル研修．長野県看護協会，2014. 9. 3／9. 10，松本市．

吉川三枝子．講師．看護専門職論―看護専門職の役割と機能．認定看護管理者教育課程ファースト
レベル研修．長野県看護協会，2014. 9. 10，松本市．

吉川三枝子．講師．問題解決入門．SAKU 看護管理研修会．佐久大学，2014. 9. 25，佐久市．

吉川三枝子．講師．看護管理概論．認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修．茨城県立中央
病院，2014. 10. 11／10. 18，茨城県．

弓削美鈴．講師．性教育．軽井沢中学校，2014. 1. 21，軽井沢町．

弓削美鈴．講師．日本で実施されている産痛の緩和．平成 26 年度アフリカ地域母子保健包括的看護
管理 佐久研修
（JICA）
，2014. 7. 7，佐久市．

弓削美鈴．講師．月経とライフサイクル．長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2014. 8. 5，佐久市．
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学会活動
別 所 遊 子 日本地域看護学会．評議員
（代議員）
，論文表彰委員
橋 本 佳 美 日本公衆衛生学会．難病・障害ワーキンググループ 難病・障害モニタリングレポ
ート
堀 内 ふ き 日本老年看護学会．理事長，政策検討委員，査読委員，第 20 回学術集会企画委員
日本老年社会科学会．理事，評議員選考委員，査読委員，第 51 回学術集会プログラ
ム委員
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，国際活動委員
日本老年学会．理事
日本看護科学学会．代議員，査読委員
聖路加看護学会．査読委員
日本在宅ケア学会．評議員
日本公衆衛生学会．査読委員
2014 年度北陸・甲信越地域大会．企画委員
第 30 回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
箕 輪 千 佳 European Journal of Medical Physics. Reviewer
宮 﨑 紀 枝 第 3 回日本公衆衛生看護学会．演題査読
宮 原 香 里 第 30 回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
水 野 照 美 日本看護学教育学会．編集委員会委員
千葉看護学会．査読者
日本看護倫理学会．査読者
中 田 覚 子 第 30 回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
大 渕 律 子 日本認知症ケア学会．監事，北陸・甲信越地域部会長，査読委員
日本認知症ケア学会．北陸・甲信越地域大会大会長
日本老年看護学会．査読委員
日本老年社会科学会．査読委員
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
日本転倒予防学会．理事
信州公衆衛生学会．理事
鈴 木 千 衣 日本小児看護学会．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
竹 尾 惠 子 日本看護管理学会．評議員
日本看護研究学会．評議員
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
上 原 明 子 第 30 回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
臼 井 淳 美 日本母乳哺育学会．教育委員会委員
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 東京都助産師会江東地区分会．助産師による講演会実行委員長
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学外委員会等活動
別 所 遊 子 全国保健師教育機関協議会．監事
神奈川県社会福祉審議会委員・福祉専門分科会委員
堀 内 ふ き 認知症予防財団．評議員
身体医学研究所．評議員
認知症医療介護推進会議．委員
特別養護老人ホームにおける看取りの推進と医療連携の在り方調査研究事業．委員
長野県産学官協働人財育成円卓会議．ワーキングメンバー
長野県教育振興大学間連携懇談会実務者会議．委員
柿 澤 美 奈 子 日本精神科看護協会．長野県支部役員
長野県看護協会．第 45 回日本看護学会―精神看護―学術集会．準備委員，査読委員
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
佐久市保意福祉審議会保健部会．副会長
佐久市森林セラピー推進会議．委員
佐久市ぴんころ運動推進協議会．委員
（仮称）
うすだ健康館機能検討会．委員
佐久市足育推進協議会．会長
長野県野沢北高等学校．評議委員
宮 﨑 紀 枝 長野県国民健康保険団体連合会．保健事業支援・評価委員
水 野 照 美 公益財団法人 日本高等教育評価機構．大学評価員
小 野 澤 清 子 佐久市足育推進協議会．委員
大 渕 律 子 長野県医療審議会．委員
長野県医療審議会医療法人部会．委員
清 水 久 美 子 長野県看護協会平成 26 年度助産師出向モデル事業．委員．
長野市民生児童委員．委員
征矢野あや子 長野労働局転倒災害防止対策検討会．特別委員
佐久市環境審議会．委員
鈴 木 千 衣 平成 26 年度長野県全国学力・学習状況調査分析委員会．委員
竹 尾 惠 子 学校法人産業医科大学．外部評価委員
新佐久市誕生 10 周年記念事業実行委員会．委員
佐久市立国保浅間総合病院評価委員会．委員
佐久医療センター地域医療支援病院運営準備委員会．委員
長野県産学官協働円卓会議．委員
八 尋 道 子 佐久市情報公開・個人情報保護審議会．委員
吉 田 文 子 外国人看護師・介護福祉士教育支援組織
（Non-Proﬁt Organization for Educational
Support for Foreign Nurses and Care Workers）
．理事
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