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研究業績一覧（2015 年 1 月〜12 月）
この研究業績掲載内容は、平成 27
（2015）
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
（編著）
，堀内ふき
（監修）
（2015）
．マンガで早わかり 看護師のための認知症のある患者さん
への対応 Do & Do not．27‑31，41‑45，75‑78，110‑113，127‑130，131‑134，大阪：メディカ出版．

浅野均
（2015）
．看護技術プラクティス
（第 3 版動画付き）
．323‑329，445‑450，451‑457，535‑545，東
京：学研メディカル秀潤社．

橋本佳美
（2015）
．障害をもつ子どもへの適切な対応．松田博雄，金森三枝
（編）
．基本保育シリーズ
11 子どもの保健Ⅱ．114‑124，東京：中央法規．

堀内ふき
（監修）
，浅野均
（編著）
，梅﨑かおり，他
（2015）
．Smart nurse Books 24 マンガで早わかり
看護師のための認知症のある患者さんへの対応 Do & Do not ―「とりあえず」でケアしていません
か？困ったケースへの対処法．22‑26，36‑40，70‑74，83‑87，139‑143，148‑152，大阪：メディカ出
版．

小山智史
（2015）
．看護技術プラクティス
（第 3 版動画付き）
．306‑322，545‑551，552‑555，東京：学
研メディカル秀潤社．

松下由美子
（2015）
．地域で支える健康ライフ．玉井寛，内藤哲雄
（編）
．現代社会と応用心理学 3 ク
ローズアップ健康．37‑42，東京：福村出版．

竹尾惠子
（監修）
（2015）
．看護技術プラクティス
（第 3 版動画付き）
．東京：学研メディカル秀潤社．

田中髙政
（2015）
．脳が笑う？．日本笑い学会
「新・笑いと健康」講演会実行委員会
（編）
．RIDE 別冊
新・笑いと健康のススメ！．218‑221，大阪：日本笑い学会．

Konishi, E., Yahiro, M., Nakajima, N. and Ono, M.
（2015）
. The Japanese Value of Harmony and
Nursing Ethics. In: Johnstone, M‑J. ed. Nursing Ethics
（SAGE Library of Nursing）
, Three-Volume
Set, Volume 3: Politics and Future Directions of Nursing Ethics, Part 4: Cross-cultural
Perspectives, SAGE Publications Ltd.

吉田文子
（2015）
．看護技術ポイント BOOK，プチナース 9 月号別冊付録．東京：照林社．

吉田文子
（2015）
．看護技術なんでも Q ＆ A，実習お役立ち BOOK2015．15‑21．東京：照林社．
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論文
堀内ふき
（2015）
．在宅ターミナルケアからみた地域包括ケア．ケアマネジメント学，14，45‑50．

堀内ふき
（2015）
．日本老年看護学会の 2025 年に向けての課題．老年看護学，20
（1）
，19‑20．

諏訪さゆり，池崎澄江，堀内ふき，他
（2015）
．日本老年看護学会会員における研究費の申請・獲得
に関する実態調査：文部科学省科学研究費に焦点を当てて．老年看護学，19
（2）
，85‑91．

荒井幸子，細谷たき子，大竹まり子，他
（2015）
．看護職による訪問看護ステーション起業経験．北
日本看護学会誌，18
（1）
，11‑19．

柿澤美奈子，田中髙政，塚田縫子
（2015）
．精神看護学実習における精神科デイケアおよび就労支援
B 型事業者での学生の学び SPSS Text Analytics for Surveys を用いて．佐久大学看護研究雑誌，7
（1）
，25‑34．

小林睦，竹尾惠子，七田惠子
（2015）
．看護教員としての能力とその自己評価に関する研究．佐久大
学看護研究雑誌，7
（1）
，45‑54．

松下由美子，田中彰子，吉田文子，他
（2015）
．病院看護部門における目標管理制度の取り組みの実
態．山梨県立大学看護部研究ジャーナル，1，29‑36．

大渕律子
（2015）
．日本認知症ケア学会 2013/2014 年度 北陸・甲信越地域大会開催報告．佐久大学
看護研究雑誌，7
（1）
，81‑84．

坂江千寿子，篠原清夫
（2015）
．精神科病棟の保護室患者の退室に関する看護師の認識―退室時期の
判断に影響する要因に焦点をあてて―．佐久大学看護研究雑誌，7
（1）
，1‑13．

今関美喜子，片岡弥恵子，櫻井綾香
（2015）
．女性に対する暴力スクリーニング尺度への回答と想起
した状況の分析．日本助産学会誌，29
（1）
，22‑34．

Yanagisawa, S., Soyano, A., Igarashi, H., et al.（2015）. Effect of a maternal and child health
handbook on maternal knowledge and behavior:a community-based controlled trial in rural
Cambodia. Health Policy and Planning, 1‑9.

田中髙政
（2015）
．日本笑い学会信州支部の活動について．佐久大学看護研究雑誌，7
（1）
，75‑79．

束田吉子，中田覚子，竹尾惠子
（2015）
．タイ国，ブラパ大学における国際看護論の実施と学習の成
果．佐久大学看護研究雑誌，7
（1）
，65‑74．

梅﨑かおり，堀内ふき，浅野祐子
（2015）
．介護老人保健施設で働く看護職・介護職の認知症高齢者
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の尿意の判断とおむつ使用に対する意識調査．佐久大学看護研究雑誌，7
（1）
，35‑43．

吉田文子，内山明子，梅﨑かおり，橋本佳美，鈴木千衣，八尋道子，吉川三枝子，堀内ふき
（2015）
．
臨地実習指導者研修セミナー評価：看護管理者によるセミナー追体験後のアンケート．佐久大学看護
研究雑誌，7
（1）
，55‑64．

武田江里子，弓削美鈴，小林康江
（2015）
．知っておくことで育児のしやすさにつながる産後 1 カ月時
の母親の気持ち グループインタビューによる母親の気持ちの抽出．日本母性看護学会会誌，15
（1）
，
18‑25．

武田江里子，小林康江，弓削美鈴
（2015）
．産後 1 年までの母親の
「愛着―養育バランス」の特徴．母
性衛生，55
（4）
，689‑699．

学会発表
浅野均，上原朋子，佐藤圭子，関千代子，堀内ふき，他
（2015）
．高齢者への日常生活動作援助にお
いて，看護学生が危険予知能力を養うための学内演習―排泄場面の振り返り記録を質的に分析して
―．日本老年看護学会第 20 回学術集会抄録集，192．

上原朋子，佐藤圭子，浅野均，関千代子，堀内ふき，他
（2015）
．高齢者への日常生活援助における
学内演習からの学び．第 46 回日本看護学会―看護教育―学術集会抄録集，272．

佐藤圭子，上原朋子，浅野均，関千代子，堀内ふき，他
（2015）
．高齢者への日常生活援助における
危険予知能力を養うための学内演習―移乗場面の振り返り記録を質的に分析して―．第 46 回日本看
護学会―看護教育―学術集会抄録集，271．

植田紀美子，橋本佳美，谷掛千里，鈴木仁一
（2015）
．障害グループモニタリング報告．第 74 回日本
公衆衛生学会総会抄録集，422．

山本順子，堀内ふき，征矢野あや子，菊池小百合，梅﨑かおり
（2015）
．介護老人保健施設で生活し
ている高齢者の苦痛．日本認知症ケア学会誌，14
（1）
，303．

沼里悦子，堀内ふき
（2015）
．摂食障害のある利用者とその家族への支援

訪問看護の一事例を通し

て．日本認知症ケア学会誌，14
（1）
，224．

森鍵祐子，赤間由美，小林敦子，細谷たき子
（2015）
．保健師教育全員必修カリキュラムにおける大
学卒業時の実践能力到達度の自己評価．第 74 回日本公衆衛生学会総会抄録集，497．

渡辺久子，田中彰子，松下由美子
（2015）
．看護職である医療安全管理者のバーンアウトと職場の安
全風土との関連．第 46 回日本看護学会―看護管理―学術集会抄録集，442．
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杉山千里，田中彰子，松下由美子
（2015）
．中間看護管理者のキャリア・プラトー化に関連する要因．
第 46 回日本看護学会―看護管理―学術集会抄録集，489．

大森泉，松下由美子
（2015）
．早期の糖尿病腎症患者の身体の把握の様相―看護師による身体への働
きかけを通して―．第 18 回日本腎不全看護学会学術集会抄録集，99．

Minowa, C., Miyahara, K., Futagami, M., Yanagisawa, K., et.al（2015）. Autogenic training for
postoperative anxiety and pain in breast cancer patients. Supportive Care in Cancer, 23: s241.

宮﨑紀枝，依田明子，清水由佳
（2015）
．実践者と協働した保健師活動の情報発信サイトの作成―実
践知の体系化に向けて第 1 報．第 74 回日本公衆衛生学会総会抄録集，248．

中村智子，大渕律子
（2015）
．熟練訪問看護師が高齢者の看護を通して感じるやりがい．第 35 回日本
看護科学学会学術集会講演集，431．

坂江千寿子
（2015）
．保護室患者の退室時期に関する判断へ影響する要因の検討．第 25 回日本精神保
健看護学会学術集会抄録集，152．

安藤千津子，坂江千寿子
（2015）
．精神科看護師の自律性に関する要因の探求．第 25 回日本精神保健
看護学会学術集会抄録集，176．

Soyano, A., Yamamoto, J., and Horiuchi, F.（2015）. The pain experienced by nursing home
residents from physiological, psychological, sociological and spiritual aspects.International
Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania 2015, IAGG-0644 Miscellaneous‑Part 2.

竹尾惠子，小山智史，桶田真吾，束田吉子，他（2015）．Life Expectancy and Healthy Life
Expectancy in Saku City, Nagano Prefecture, Japan．第 30 回日本国際保健医療学会東日本地方会
抄録集，45．

束田吉子，竹尾惠子，宮地文子，小山智史，宮﨑紀枝，宮原香里，他
（2015）
．タイ，チョンブリ県
における高齢者ヘルスケアネットワークの検討―タイ，チョンブリ県，サンスク町と長野県，佐久
市の国際協力活動．第 30 回日本国際保健医療学会東日本地方会抄録集，44．

依田明子，宮﨑紀枝，栗岡住子
（2015）
．経営学の知見を保健活動に活かす学習会の報告―実践知の
体系化に向けて第 2 報．第 74 回日本公衆衛生学会総会抄録集，248．

羽毛田博美，依田明子，束田吉子，大渕律子，飯島良子，他
（2015）
．佐久地域の農村医療における
看護活動の継承に関する研究―佐久病院の看護活動を通じて
（第 1 報）
．第 30 回日本国際保健医療学
会東日本地方会抄録集，45．
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東浦博，小原真理子，束田吉子
（2015）
．国際的な災害看護研究及び教育トレーニングを行うための
拠点形成の実際と課題．第 16 回日本赤十字看護学会学術集会講演集．

吉田文子，柿澤美奈子，中田覚子，八尋道子，鈴木千衣，宮原香里，堀内ふき，竹尾惠子
（2015）
．
教師主体から学習者主体へ学修を変える試み：アクティブラーニングの実践とその効果．第 35 回日
本看護科学学会学術集会講演集，459．

Yoshida, F., Conti, G., Yamauchi, T., and Iwasaki, T.
（2015）. Development of an Instrument to
Measure Teaching Style in Japan: The Teaching Style Assessment Scale
（TSAS）
. 13th Annual
Hawaii International Conference on Education, 6. USA: Hawaii.

吉田和美，高橋由紀，北島元治，佐久間愛里，松田たみ子
（2015）
．清拭における広範囲の温タオル
の貼用が心身に及ぼす影響―貼用部位の違いによる効果の検討―．日本看護研究学会第 41 回学術集
会抄録集，125．

北島元治，高橋由紀，高村祐子，吉田和美，松田たみ子
（2015）
．多床室の間仕切りカーテンが患者
の心身および睡眠に及ぼす影響．日本看護研究学会第 41 回学術集会抄録集，135．

古越小百合，吉川三枝子，尾崎フサ子，他
（2015）
．看護師のキャリア形成を促すための職場におけ
る支援の実際―メンタリングの視点から―．第 20 回日本看護管理学会学術集会抄録集，57．

弓削美鈴，中田覚子
（2015）
．高校生に向けた
「妊孕性と性の健康プログラム」実践報告．母性衛生，
56
（3）
，251．

武田江里子，小林康江，弓削美鈴
（2015）
．母親の子どもへの
「愛着―養育バランス」に影響する内的
要因 母親の被養育体験と内的作業モデルの影響．第 35 回日本看護科学学会学術集会プログラム集，
37．

Takeda, E., Yuge, M.（2015）. Impact a Motherʼs Parental Bonding Instrument and Internal
Working Model Have on the Attachment-Caregiving Balance from Mother to Child．ICM アジア
太平洋地域会議，横浜．

研究報告書
鈴木仁一，植田紀美子，橋本佳美，谷掛千里
（2015）
．障害児者の医療と福祉．平成 26 年度公衆衛生
モニタリング・レポート年次報告書．19‑23．

小板橋喜久代，箕輪千佳，二神真理子，他
（2015）
．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）
研究成果報告書
（課題
番号 24249095）
．
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宮﨑紀枝，依田明子，小野澤清子，征矢野あや子
（2015）
．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）
研究成果報告書
（課題番号 23593417）
．

束田吉子，宮地文子，大渕律子，依田明子，他
（2015）
．佐久地域における看護活動の継承に関する
研究
（及び佐久大学における拠点形成）
成果報告書
（佐久大学学内研究費助成）
．

束田吉子，小林睦，小山智史，竹尾惠子
（2015）
．看護教員の教育能力に関する国際比較研究―看護
教員の能力自己評価に関する調査―タイ，ベトナム成果報告書
（佐久大学学内研究費助成）

束田吉子
（2015）
．JICA 青年研修カンボジア母子保健管理コース業務完了報告書

束田吉子，竹尾惠子，宮地文子，小山智史，宮﨑紀枝，宮原香里，桶田真吾，高野美穂，他
（2015）
．
タイ，チョンブリ県における高齢者ヘルスケアネットワークの検討―タイ，チョンブリ県，サンス
ク町と長野県佐久市との建設的な施策の検討 成果報告書

吉田文子
（2015）
．日本人用教師のティーチングスタイル測定尺度の開発，日本学術振興会科学研究
費補助金 基盤研究
（C）研究成果報告書，1‑4．

研究助成
松下由美子
（分担研究者）
，竹内久美子．看護師のキャリア初期における組織適応に関する研究．平
成 25‑29 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 25463364）
．

松下由美子
（分担研究者）
，真下綾子．回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の QOL を
高めるためのリハビリテーション看護に関する研究．平成 27 年度
（公財）
政策医療振興財団研究助成．

箕輪千佳
（研究代表者）
，二神真理子，宮原香里，柳澤佳代．外来がん患者の不眠に対する自律訓練
法の効果．平成 26‑28 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 26463360）
．

宮﨑紀枝
（研究代表者）
，依田明子，小野澤清子，征矢野あや子．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）
．

小西恵美子
（研究代表者）
，八代利香，山下早苗，前田樹海，鈴木真理子，八尋道子
（研究分担者）
，
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 年度日本学術振興会科学
研究費補助金 基盤研究
（B）
（課題番号 24390482）
．

八尋道子
（研究代表者）
，Carolyn S. Melby，Joan E. Dodgson，浅野均，田中髙政，竹尾惠子．看護
学生の外国人教員による学習体験とその有効性および検討課題について．佐久大学学内研究費助成．
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太田勝正
（研究代表者）
，前田樹海，八尋道子
（研究分担者）
．患者尊厳測定尺度国際版 iPDS を英国の
病院評価のための標準ツールにする研究．平成 26‑28 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 26670921）
．

束田吉子
（研究代表者）
，宮地文子，大渕律子，依田明子，飯島良子．佐久地域における看護活動の
継承に関する研究
（及び佐久大学における拠点形成）―2014 年からの継続研究事業．佐久大学学内研
究費助成．

束田吉子
（研究代表者）
，小林睦，小山智史，竹尾惠子．看護教員の教育能力に関する国際比較研究
―看護教員の能力自己評価に関する調査―タイ，ベトナム．佐久大学学内研究費助成．

束田吉子
（研究代表者）
，竹尾惠子，宮地文子，清水久美子，堀内ふき，橋本佳美，弓削美鈴，上原
明子，竹内良美．JICA 青年研修カンボジア母子保健管理コース．

束田吉子
（研究代表者）
，竹尾惠子，宮地文子，小山智史，宮﨑紀枝，宮原香里，桶田真吾，高野美
穂，他．タイ，チョンブリ県における高齢者ヘルスケアネットワークの検討―タイ，チョンブリ県，
サンスク町と長野県佐久市との建設的な施策の検討．トヨタ財団国際助成プログラム．

束田吉子
（研究代表者）
，竹 尾 惠 子，小 山 智 史，高 野 美 穂，桶 田 真 吾，坂 戸 千 代 子，Puangrat
Boonyanurak，Rarchaneeporn Subgranout，Pornchai Jullamate，Amonrat Sutthammarat．高齢
者看護ケア教育モジュールの開発―タイ国，ベトナム国，佐久大学，佐久市との連携― funded by
NCGM．

束田吉子
（研究代表者）
，竹尾惠子，堀内ふき，征矢野あや子，大渕律子，細谷たき子，高野美穂．
高齢者看護ケア教育モデュールの開発．国立研究開発法人国立国際医療研究センター 平成 27 年度
医療技術等国際展開推進事業．

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 25‑29 年度日本
．
（B）
（課題番号 25293431）
学術振興会科学研究費補助金 基盤研究

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 25‑28 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 25293439）
．

今村恵美子
（研究代表者）
，山内豊明，吉田文子．我が国の国際保健・看護コンピテンシー教育に関
す る 調 査 研 究． 平 成 26‑29 年 度 日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 助 成 金 基 盤 研 究
（C）
（課題番号
26463231）
．
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その他
堀内ふき
（2015）
．戸惑う患者から賢い患者になるための道案内①自分の病気は自分で管理しよう．
佐久市商工会議所 Monthly News さく．514
（4）
．

水野照美
（2015）
．戸惑う患者から賢い患者になるための道案内⑥がんの告知から治療のはじまりへ．
佐久商工会議所 Monthly News さく．519
（12）
．

水野照美
（2015）
．戸惑う患者から賢い患者になるための道案内⑦通院によるがん治療．佐久商工会
議所 Monthly News さく．520
（8）
．

清水久美子
（2015）
．2025 年までに外来はどのように変化するのか？外来の未来予想図．継続看護時
代の外来看護，春号．

清水久美子
（2015）
．未来の助産師を育てています．佐久大学別科助産専攻．助産雑誌，69
（6）
．

清水久美子
（2015）
．助産師に求められる
「命の教育」
（性教育）
地域での取り組み活動の実際．臨床助
産ケア，11・12 月号．

講演・講師活動
二神真理子．講師．看護研究について．川西赤十字病院，2015. 6. 18/9. 17/11. 20，佐久市．

橋本佳美．講師．乳幼児のケア．カンボジア母子保健実施管理コース研修．佐久大学，2015. 7. 14，
佐久市．

橋本佳美．講師．小さく生まれた子どもの看護．日比における地域医療技術移転事業；佐久総合病
院国際医療科，2015. 11. 18，佐久市．

橋本佳美．講師．看護研究研修．東長野病院，2015. 4. 17/5. 29/6. 12，長野市．

堀内ふき．講師．高齢者の身体は・認知症の実情と困っていること・施設関連・地域全体取組につ
いて・介護予防．新進気鋭塾．佐久市情報センター，2015. 5. 20，佐久市．

堀内ふき．講師．認知症の理解とケア．JA 長野厚生連 2015 年度第 1 回看護職員研修会，2015. 7. 14，
長野市．

Horiuchi, F., lecturer. The aging population of Japan and Gerontological nursing education,/
Understanding and Care of Dementia. Seminar on Developing a Gerontological Nursing Module.
2015. 12. 8/12. 9, Thailand．

Horiuchi, F., lecturer. How Japan has responded to the progress of the aging of society,
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Gerontological Nursing Education at Saku University. Dementia Care for the elderly and
Prevention of dementia. Seminar on Developing a Gerontological Nursing Module. 2015. 12. 10/12.
11, Vietnam.

堀内ふき．講師．地方大学における保健医療人財育成―佐久大学における取組― コンゴ民主共和国
「保健人材開発支援プロジェクト」
（JICA）
．佐久大学，2015. 1. 21，佐久市．

堀内ふき．講師．佐久大学の地域に根差した看護教育 カンボジア
「母子保健実施管理コース研修」
（JICA）
．佐久大学，2015. 7. 9，佐久市．

堀内ふき．講師．賢い患者になるために．佐久大学公開講座，2015. 7. 20，佐久市．

堀内ふき，講師，認知症の身体合併症．北海道医療大学大学院特別講義，2015. 8. 21，北海道．

Horiuchi, F., lecturer. Behavioral psychological symptoms of dementia
（BPSD）
Performance and
response, Dementia patients with physical restraints, abuse, 2015. 9. 11/9. 12.

堀内ふき．講師．医療の世界から見た女性の社会進出．AREC・Fiid 第 172 回リレー講演会，2015.
10. 21，上田市．

堀内ふき．講師．日本の高齢化と老年看護学の歩み 佐久大学の教育概要，老年看護のシラバス，認
知症の理解とケア．佐久大学 /JICA タイ・ベトナム高齢者看護教育モジュール研修，2015. 11. 13/
11. 17/11. 22，佐久市．

堀内ふき．講師．老年看護学と地域包括ケア 2015 年度生涯学習支援研修応用編．日本教育会館，
2015. 11. 14，東京都．

小山智史．講師．フィジカルアセスメント．JA 長野厚生連 佐久医療センター，2015. 12. 16，佐久
市．

松下由美子．講師．山梨医療安全研究会第 10 回大会記念講演．山梨県立大学池田キャンパス，2015.
3. 7，山梨県．

松下由美子．講師．特別支援学校職員医療的ケアスキルアップ研修．甲府支援学校，2015. 8. 3，山
梨県．

松下由美子．講師．認定看護管理者養成研修ファーストレベル．長野県看護協会，2015. 9. 18，松本
市．

松下由美子．講師，認定看護管理者養成研修ファーストレベル
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フォローアップ研修．長野県看護

協会，2015. 11. 20，松本市．

宮地文子．講師．地域母子保健活動のあゆみ．JICA カンボジア母子保健管理コース研修．2015. 7. 8，
長野県．

宮﨑紀枝．講師．静岡県御殿場保健所管内地域保健福祉活動研究会．御殿場健康福祉センター多目
的ホール，2015. 1. 29，静岡県．

宮﨑紀枝．座長．日本国際保健医療学会第 30 回東日本地方会分科会，2015. 6. 20，佐久市．

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．山梨県立大学看護実践開発研究センター，2015. 6. 29，山梨県．

水野照美．がん治療のための受診と暮らし．2015 佐久大学公開講座―賢い患者になるための
「患者
学」
―．佐久大学，2015. 9. 19，佐久市．

水野照美．講師．終末期看護の振り返り．看護部教育委員会事例検討会．東御市民病院，2015. 10.
30，東御市．

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．佐久市立国保浅間総合病院，佐久
医療センター，2015. 5. 23/10. 3，佐久市．

中田覚子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 スキルアップコース．幸助産院，2015. 10. 10，
駒ヶ根市．

大渕律子．講師．第 2 回
「信州の魅力発見大学」健康長寿で生涯を自分らしく暮らせる環境とは―佐
久の魅力―．2015. 1. 14，東京都．

大渕律子．講師．県内 9 大学連続市民セミナー
「健康長寿を考える」
健康長寿でいきいき暮らせるため
に．高等教育コンソーシアム信州，2015. 10. 13，佐久市．

小野澤清子．講師．自分の足を見つめてみよう．佐久穂町社会福祉協議会
「こまどりカフェ」
．八千
穂老人福祉センター，2015. 2. 10，佐久穂町．

小野澤清子．講師．靴とフットケアについて．佐久市足育推進協議会臼田地区足育研修会．佐久総
合病院，2015. 2. 19，佐久市．

小野澤清子．講師．フットケアの重要性について．JA 長野厚生連幹部看護職員育成研修．農村保健
研修センター，2015. 6. 18，佐久市．

128

小野澤清子．講師．日常生活で必要なフットケアについて．佐久市足育推進協議会足育研修会フッ
トケア基礎セミナー．佐久大学，2015. 9. 14，佐久市．

坂江千寿子．講師．長野県看護教員実習指導者研修会精神看護分科会．精神看護学実習と実習指導．
佐久大学，2015. 8. 28，佐久市．

坂江千寿子．講師．SAKU 看護管理研究会

第8回

効果的な目標面接のために．佐久大学，2015.

11. 12，佐久市．

清水千恵．講師．JA 佐久浅間女性大学．佐久大学，2015. 6. 29，佐久市．

清水久美子．講師．看護師研修．長野県看護協会，福島県看護協会，2015. 9. 18/10. 16，松本市，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，2015. 7. 21，松本
市．

清水久美子．講師．継続看護を充実させる外来看護業務と外来看護記録の実際．日総研セミナー，
2015．北海道，宮城県，東京都，愛知県，大阪府，福岡県．

清水久美子．座長．第 18 回固定チームナーシング研究会長野地方会，2015. 6. 6，松本市．

清水久美子．座長．平成 27 年固定チームナーシング全国研究集会，2015. 10. 3，兵庫県．

塩入とも子．講師．第 9 回 第 10 回長野県呼吸ケアセミナー．信州大学医学部附属病院，2015. 3. 8/6.
27，松本市．

塩入とも子．講師．第 11 回長野県呼吸ケアセミナー．伊那中央病院，2015. 11. 29，伊那市．

征矢野あや子．講師．認知症を持つ患者の転倒予防．JA 長野厚生連 2015 年度第 1 回看護職員研修会．
2015. 7. 14，長野市．

征矢野あや子．講師．認知症の転倒予防．日本転倒予防学会転倒予防士基礎講習会．2015. 2. 7/2. 8，
東京都．

Soyano, A., lecturer. Gerontological Nursing Practice at Hospital, Elderly Care Facility and at
Home through Japanʼs experience. Seminar on Developing a Gerontological Nursing Module. 2015.
12. 8/12. 9, Thailand.

Soyano, A., lecturer. Characteristics of the elderly, and Understanding of the elderly, How to
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teach nursing students about elderly care in simulation lab?, Gerontological Nursing Practice at
Hospital, Elderly Care Facility and at Home through Japanʼs experience. Seminar on Developing a
Gerontological Nursing Module. 2015. 12. 10/12. 11, Vietnam.

征矢野あや子，宮﨑紀枝，八尋道子．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，2015. 2. 17/6. 5/8. 4/9. 8，長野市．

鈴木真理子．講師．看護部教育プログラムラダーⅢ 看護過程の展開．長野市民病院，2015. 5. 19/6.
18，長野市．

鈴木真理子．講師．認定看護師教育課程 看護倫理．静岡県立静岡がんセンター，2015. 9. 19，静岡
県．

鈴木千衣．講師．東長野病院看護部研修会．東長野病院，2015. 6. 26，長野市．

鈴木千衣．研究指導．東長野病院，2015. 5. 29/6. 12/10. 13，長野市．

竹尾惠子．講師．Nursing Education in Japan and Saku University．JICA，2015. 1. 20，Saku．

竹尾惠子．講師．Nursing Education in Japan and Saku University．JICA，2015. 7. 9，Saku．

竹尾惠子．講師．Nursing Education in Japan and Saku University（タイナースのための感染管理
研修）
．2015. 7. 31，Saku．

竹尾惠子．講師．Nursing Education in Japan and Saku University．2015. 11. 11，Saku．

田中髙政．講師．笑いと健康．篠ノ井高等学校同窓会講演会．篠ノ井高等学校同窓会，2015. 5. 30，
長野市．

田中髙政．講師．たかちゃんとあそびましょう．北アルプス医療センターあづみ病院 メンタルケア
センターあづみ 精神科デイケアプログラム，2015. 6. 18/8. 28/12. 17，安曇野市．

田中髙政．講師．ドイツのおもちゃで遊ぼう．松本市松南地区公民館なんなん広場，2015. 6. 20，松
本市．

田中髙政．講師．笑いヨガ体験会．長野市川中島本町公民館，2015. 6. 21，長野市．

田中髙政．講師．笑うことの大切さについて．長野家政学園長野女子高等学校 90 周年記念第 60 回白
梅祭 PTA 企画講演会．長野女子高校アリーナ，2015. 7. 18，長野市．
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田中髙政．講師．佐久市高齢者大学大学院講座．佐久大学，2015. 8. 16，佐久市．

田中髙政．講師．保健室における笑いの効用．長野県学校保健会養護教諭部会北信高校地区会更埴
支部会と長野県教育文化会議学校保健研究会共同開催研究会．更埴教育会館，2015. 8. 21，千曲市．

田中髙政．講師．笑える紙芝居．松本市なんなん広場，2015. 8. 22，松本市．

田中髙政．講師．フィジカルアセスメント研修．長野県鍼灸師会．佐久大学，2015. 9. 6，佐久市．

田中髙政．講師．笑いヨガ．笑顔クリエーターフォローアップ研修．清泉女学院大学，2015. 9. 19，
長野市．

田中髙政．講師．大笑い健康プログラム―笑いヨガ―．第 69 回全国レクリエーション大会 in なが
の．清泉女学院大学，2015. 9. 20，長野市．

田中髙政．講師．笑いと健康．敬老会講演会．ラナシカ松本，2015. 9. 21，松本市．

田中髙政．講師．紙芝居と腹話術と笑いヨガ．松本市なんなん広場文化祭，2015. 9. 27，松本市．

田中髙政．講師．紙芝居と皿回し体験会．市民活動フェスタ 2015 in 松本
「ぼくらの学校」
―探そう！
キミだけの○○―．あがたの森文化会館，2015. 10. 4，松本市．

田中髙政．講師．参加型紙芝居と皿回し体験会．長野市放課後子どもプラン事業．長野市箱清水児
童センター，2015. 10. 23，長野市．

田中髙政．講師．高齢者向け紙芝居．佐久市特別養護老人ホーム シルバーランドみつい，2015. 10.
26，佐久市．

田中髙政．講師．笑いヨガ．長野県看護協会長野支部リフレッシュ研修会．長野赤十字病院，2015.
10. 31，長野市．

田中髙政．講師．笑いの大切さ．介護職員研修会．健和会医療介護総合支援センター，2015. 11. 13，
飯田市．

田中髙政．講師．フィジカルアセスメント．佐久平総合技術高等学校大学見学模擬講義．佐久大学，
2015. 12. 8，佐久市．

田中髙政．講師．参加型紙芝居と皿回し体験会．長野市城山小学校子どもプラザ，2015. 12. 18，長
野市．
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束田吉子．講師．国際協力・交流における法的視点．平成 27 年度認定看護管理者教育課程ファース
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，2015. 6. 13，埼玉県．

束田吉子．講師．アクションプランの作成．JICA 青年研修カンボジア母子保健管理コース，佐久大
学，2015. 7. 15，佐久市．

束田吉子．講師．タイ，チョンブリ県における高齢者ヘルスケアネットワークの検討―タイ，チョ
ンブリ県，サンスク町と長野県，佐久市の国際協力活動：2014 年度国際助成プログラムのケースと
成果．トヨタ財団，2015. 10. 26，東京都．

上原明子．インストラクター．新生児蘇生法 専門コース．信州大学医学部付属病院，2015. 5. 31，
松本市．

上原明子．インストラクター．新生児蘇生法 スキルアップコース．幸助産院，2015. 10. 10，伊那市．

八尋道子．講師．JA 平成 26 年度第 3 回幹部看護職員育成研修会，看護倫理．農村保健研修センター，
2015. 1. 30，佐久市．

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，
2015. 3. 11/6. 23，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，2015.
7. 29/11. 9，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，2015. 9. 1，
東御市．

八尋道子．講師．平成 27 年度第 3 回看護職員研修会，看護倫理．JA 長野県ビル，2015. 9. 15，長野
市．

八尋道子．講師．看護倫理ワークショップ：看護倫理の基本を学ぶ・実践の中で生かせる倫理的感
受性を磨く．下伊那厚生病院，2015. 9. 19，下伊那郡高森町．

八尋道子．講師．平成 27 年度看護学生等実習指導者養成講習会，看護で大切にしたいこと．長野県
看護協会，2015. 10. 19，松本市．

八尋道子．講師．看護部研修会，看護倫理．北アルプス医療センターあづみ病院，2015. 11. 9，北安
曇郡池田町．

八尋道子．ボランティアアドバイザー．看護部倫理ワークショップ．浅間総合病院，佐久市．
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吉田文子．講師．ポートフォリオの意義と活用．平成 27 年度第 1 回 FD 研修．佐久大学，2015. 5. 28，
佐久市．

吉田文子．講師．職場内での円滑なコミュニケーション：楽しく仕事しよう．平成 27 年度山梨県看
護協会，富士・東部地区支部総会．2015. 6. 8，山梨県．

吉田文子．講師．多様化する学生のレディネスを理解し，自己の学生観の再構築を図り指導実践に
生かす．平成 27 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，2015. 8. 10，山梨
県．

吉田文子．座長．教育と臨床の現場をつなぐ，多職種連携のシナリオ学習ができる教育用シミュレ
ータ．演者：山内豊明．第 35 回日本看護科学学会学術集会，LS セミナー，2015. 12. 5，広島県．

吉田文子，鈴木千衣，八尋道子，橋本佳美，中澤淑子，清水千恵，吉川三枝子，吉田和美，征矢野
あや子．講師．平成 27 年度佐久大学臨地実習指導者研修セミナー，佐久大学，2015. 8. 25/8. 26/8.
28，佐久市．

吉田文子，鈴木千衣，八尋道子，吉川三枝子，吉田和美，清水千恵．講師．平成 27 年度 NPIS：臨地
実習指導者カンファレンス．佐久大学，2015. 12. 12，佐久市．

吉川三枝子，八尋道子，宮地文子，小野澤清子，坂江千寿子，北村育子，水野照美，鈴木真理子．
講師．平成 27 年度長野県教員免許状更新講習．佐久大学，2015. 8. 2/8. 4/8. 5/8. 22，佐久市．

吉川三枝子．講師．SAKU 看護管理研究会

第 3 回 現在抱えている看護管理上の問題解決，第 4 回

看護提供方式を考える，第 5 回 目標による管理―総論，第 6 回 理念の確認と組織分析．佐久大学，
2015. 1. 8/3. 12/5. 14/7. 9，佐久市．

吉川三枝子．講師．看護管理者コース研修会

看護管理とは，看護管理者の役割・機能・資質，人

材育成のあり方．小諸厚生総合病院，2015. 6. 11/9. 24/12. 2，小諸市．

吉川三枝子．講師．有能なマネジャーを目指して．JA 長野厚生連看護師長・主任研修会，JA ビル，
2015. 8. 6，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．平成 27 年度認定看護管理者教育
課程ファーストレベル研修会．長野県看護協会，2015. 9. 15/9. 16，松本市．

吉川三枝子．講師．看護管理概論．平成 27 年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修会．
茨城県立中央病院，2015. 10. 9/10. 10，茨城県．

吉川三枝子．講師．職場活性化のための看護管理者の役割．看護管理者研修会．浅間総合病院，
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2015. 10. 13，佐久市．

弓削美鈴．講師．ライフデザインの性教育．野澤南高等学校，小諸高等学校，小諸商業高校，2015.
2. 5/2. 18/2. 19，佐久市，小諸市．

弓削美鈴．講師．性教育．軽井沢中学校 2 年生，1 年生，3 年生，2 年生，2015. 7. 6/7. 22/7. 23/2. 25，
北佐久郡．

弓削美鈴．講師．性のカウンセラー1，2，性を語る会．2015. 10. 27/3. 24，佐久市．

弓削美鈴．講師．ピアカウンセリング技法を用いての性教育．北御牧中学校 3 年生，佐久農業高等学
校 1 年生，2015. 2. 26/3. 5，東御市，佐久市．

弓削美鈴．講師．市民講座
「ライフプランセミナー」
．2015. 3. 7，須坂市．

学会活動
橋 本 佳 美 日本公衆衛生学会．公衆衛生モニタリング・レポート委員会
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
日本認知症ケア学会．総務理事，国際活動委員
認知症ケア関連テキスト開発委員長，査読委員
日本老年社会科学会．理事，査読委員
日本看護科学学会．和文誌専任査読委員
日本看護研究学会．評議員，査読委員
日本在宅ケア学会．評議員，査読委員
日本介護福祉学会．査読委員
東日本国際保健医療学会．実行委員
日本老年看護学会第 20 回学術集会．企画委員
第 24 回介護福祉学会．副実行委員長
細 谷 た き 子 日本在宅ケア学会．評議員
日本在宅ケア学会誌．査読委員
日本地域看護学会誌．査読委員
松 下 由 美 子 日本慢性看護学会．評議員，第 10 回学術集会企画委員，専任査読委員
日本看護研究学会．評議員，専任査読委員
日本産業カウンセリング学会．理事，倫理委員会委員
日本糖尿病教育・看護学会．専任査読委員
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
第 10 回日本慢性看護学会学術集会．企画委員
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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，学会誌査読委員
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
坂 江 千 寿 子 茨城キリスト教大学看護学部紀要．査読委員
櫻 井 綾 香 日本助産学会．ガイドライン委員会
清 水 久 美 子 長野県農村医学会．理事
長野県母子衛生学会．理事
征矢野あや子 日本看護科学学会．評議員
日本老年看護学会．評議員，国際交流委員会．査読委員
日本転倒予防学会．理事，査読委員
信州公衆衛生学会．理事，査読委員
鈴 木 千 衣 日本小児看護学会．専任査読委員，教育委員
鈴 木 真 理 子 日本看護倫理学会．評議員
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 髙 政 日本看護倫理学会．評議員，編集委員会副委員長
インターネットジャーナル看護科学研究．査読委員
日本笑い学会．理事，信州支部長
内 山 明 子 長野県看護研究学会．査読者
上 原 明 子 第 30 回日本国際保健医療学会東日本地方会．準備委員
八 尋 道 子 日本看護科学学会．看護倫理検討委員会委員
国際ケアリング学会第 2 回学術集会．査読委員
Journal of Nursing Ethics reviewer
吉 田 文 子 日本看護科学学会学術集会．査読委員

学外委員会等活動
堀 内 ふ き 国立長寿医療センター認知症医療介護推進会議．委員
第 3 回認知症医療介護推進フォーラムプログラム．委員
信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育科学センター共同利用．運営委
員
認知症予防財団．評議員
長野県看護大学．代議員
身体教育医学研究所．評議員
細 谷 た き 子 公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会
（JOCS）
研修生・奨学金委員会．委員
佐久市臼田地区生涯活躍のまち事業化検討委員会．委員
柿 澤 美 奈 子 日本精神科看護協会．長野県支部役員
特定非営利活動
（NPO）
法人ウィズハートさく．理事
松 下 由 美 子 長野県看護協会認定看護管理者研修．運営委員
日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程認定委員会．委員
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日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程専門分野
（慢性看護）
．認定委員
日本私立看護系大学協会研究助成事業．選考委員
山梨医療安全研究会．顧問
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．副委員長
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 大学機関別認証評価．評価員
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
長野県地域医療構想策定委員
平成 27 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業

本人・家族の視点を重視する認知

症ケアにむけられたグループホームの地域拠点化と新たな本人視点の質確保のプロ
セス開発に関する調査研究事業．委員長
小 野 澤 清 子 佐久市足育推進協議会．委員
坂 江 千 寿 子 県立岩村田高等学校評議員
佐久市岩村田地区活性化検討委員会．委員
清 水 久 美 子 長野県行政審議会委員．委員
平成 27 年度助産師出向モデル事業 長野県看護協会．委員
長野市民生児童委員．委員
征矢野あや子 佐久市環境審議会
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
田 中 髙 政 第 69 回全国レクリエーション大会 in ながの．実行委員
ケアクラウン TEAM スマラボ．事務局長
第 15 回全国紙芝居まつり長野大会実行委員会．事務局長
上 原 明 子 一般社団法人長野県助産師会．会則委員
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
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

2014 年業績追加掲載
Ross, R., Wolf, L., Chiang-Hanisko, L., Tanaka, T., Takeo, K., Boonyanurak, P., et al.
（2014）
. Depression
and Its Predictors among Nursing Students in Four Countries: USA, Thailand, Taiwan and Japan.
Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15
（3）
, 195‑201.
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