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研究業績一覧（2016 年 1 月〜12 月）
この研究業績掲載内容は、平成 28
（2016）
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。
【研究活動】
著書
堀内ふき
（編・著）
（2016）
．高齢者の健康と障害．老年看護学①．ナーシング・グラフィカ
（第 5 版）
．
12‑25，255‑260，大阪：メディカ出版．

堀内ふき
（編・著）
（2016）
．高齢者看護の実践．老年看護学②．ナーシング・グラフィカ
（第 4 版）
．
44‑50，145，175，230‑235，大阪：メディカ出版．

堀内ふき
（2016）
．認知症ケアの原則と方向性．3‑13．改訂 4 版・認知症ケアの実際Ⅰ：総論．東京，
ワールドプランニング．

堀内ふき
（2016）
．認知症の人の終末期ケア．299‑312．改訂 5 版・認知症ケアの実際Ⅰ：各論．東京，
ワールドプランニング．

堀内ふき
（編纂）
（2016）
．認知症ケア用語辞典．一般社団法人認知症ケア学会認知症ケア用語辞典編
纂委員会編．東京，ワールドプランニング．

松下由美子，小林美雪，杉山良子
（編著）
（2016）
．ナーシング・グラフィカ 看護の統合と実践②医
療安全
（3 版）
．12‑18，218‑241，大阪：メディカ出版．

松下由美子
（2016）
．看護の保障と関係法規．杉本正子・眞舩拓子・南方暁・甲斐克則
（編）
，看護職
のための関係法規
（1 版）
．149‑157，174‑180，182‑185，東京：ヌーヴェルヒロカワ．

松下由美子
（2016）
．看護職のキャリアの停滞，山本寛
（編著）
，働く人のキャリアの停滞―伸び悩み
から飛躍へのステップ―．157‑177，東京：創成社．

添田啓子，鈴木千衣，三宅玉惠他
（編著）
（2016）
．看護実践のための根拠がわかる小児看護技術 第
2 版．12‑24，東京：メジカルフレンド社．

征矢野あや子，武藤芳照，鈴木みずえ，原田敦
（編著）
（2016）
．転倒・転落リスクのアセスメントの
動向 転倒予防白書 2016．134‑144，東京：日本医事新報社．

田中高政
（2016）
．道祖神祭り．日本笑い学会笑いの民俗行事プロジェクト
（編）
．笑いの民俗行事ガ
イドブック．64‑65，大阪：日本笑い学会．
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Sadatoshi Matsuoka, Sumiko Koga, Emiko Suzui, Yoshiko Tsukada, et al. Impact assessment of a
maternal health project in a megacity, Nigeria: toward a future with more demand for maternal
health services. In press（published online on 20 May, 2016）: International Journal of Health
Planning and Management

梅﨑かおり
（2016）
．認知症のアセスメント・ケアプランと実践．日本認知症ケア学会
（編）
．認知症
ケア標準テキスト

改訂 4 版・認知症ケアの実際Ⅰ：総論．93‑108，東京：株式会社ワールドプラン

ニング．

梅﨑かおり
（2016）
．残尿．体温．バイタルサイン．排尿．排尿障害．排尿反射．排便障害．パウチ．
破傷風．バッグバルブマスク．バルーンカテーテル．日本認知症ケア学会

認知症ケア用語辞典編

纂委員会
（編）
．認知症ケア用語辞典．125‑126，198‑199，265‑267，269，271，東京：株式会社ワー
ルドプランニング．

内山明子
（2016）
．栄養，嗜好品，出血傾向，一般社団法人認知症ケア学会認知症ケア用語辞典編纂
委員会
（編）
，認知症ケア用語辞典．26，130，148，東京：株式会社ワールドプランニング．

論文
浅野均，小山智史，Puangrat Boonyanurak，竹尾恵子，田中高政
（2016）
．アジア 4 か国の看護学生
の抑うつ，ストレス，自尊感情，ソーシャル・サポートに関する比較．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，21‑30．

東海林美由紀，森鍵祐子，大竹まり子，細谷たき子，他
（2016）
．訪問看護師の在宅看護実習指導に
おける自己効力感と関連要因．北日本看護学会誌，18
（2）
，17‑29．

佐々木千佳，大竹まり子，森鍵祐子，小林淳子，細谷たき子，他
（2016）
．夕方入浴による高齢者の
夜間睡眠への影響．北日本看護学会誌，18
（2）
，31‑39．

征矢野文恵，細谷たき子，宮地文子
（2016）
．認知症になっても住み慣れた地域で生活するための地
域づくりの実践．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，81‑90．

亀井智子，千吉良綾子，正木治恵，泉キヨ子，松本佐知子，島橋誠，堀内ふき
（2016）
．認知症およ
び認知機能低下者を含む高齢入院患者群への老年専門職チームによる介入の在院日数短縮への有効
性 システマティックレビューとメタアナリシス．老年看護学，20
（2）
，23‑35．

杉山千里，田中彰子，松下由美子
（2016）
．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 回日本看護学会論文集看護管理，46，84‑87．

渡辺久子，田中彰子，松下由美子
（2016）
．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 回日本看護学会論文集看護管理，46，255‑258．
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戸沢智也，松下由美子，籏持知恵子
（2016）
．急性冠症候群を発症した男性患者の禁煙に関する自己
効力感を高めることに焦点をあてた個別禁煙支援プログラムの開発と評価．日本循環器看護学会誌，
12
（1）
，42‑50．

酒井太一，大森純子，高橋和子，三森寧子，小林真朝，小野若菜子，宮﨑紀枝，他
（2016）
．向老期
世代における 地域への愛着 測定尺度の開発．日本公衆衛生雑誌，63
（11）
，664‑681．

中田覚子，島袋香子
（2016）
．妊娠初期の日本人妊婦における Quality of Life の実態調査 ―WHOQOL
―26 を用いて―．母性衛生，57
（1）
，131‑137．

中田覚子，弓削美鈴，臼井淳美，川﨑佳代子
（2016）
．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・困難さに関する実態調査．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，1‑10．

小山晶子，征矢野あや子，小山智史，浅野均，梅﨑かおり，堀内ふき
（2016）
．介護保険施設におけ
る認知症高齢者への身体拘束しない転倒予防ケア．日本転倒予防学会誌，2
（3）
，11‑21．

片桐麻希，坂江千寿子
（2016）
．新卒看護師の離職理由と就業継続に必要とされる支援内容に関する
文献検討．佐久大学看護研究雑誌 （
8 1）
，49‑59．

高木桃子，中澤淑子，吉岡恵，田中高政，鈴木真理子
（2016）
．A 大学を卒業した第 1 回生が語った新
人看護師の体験の意義―体験の語りから成長の軌跡を探る―．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，39‑
47．

内山明子，竹尾惠子，征矢野あや子
（2016）
．看護系大学生の学業意欲低下に関連する要因の検討．
佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，11‑20．

束田吉子，内山明子，竹尾惠子
（2016）
．2015 年タイ国，ブラパ大学における国際看護論の実施

特

徴ある見学を通じての学び．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，101‑108．

梅﨑かおり，堀内ふき
（2016）
．認知症高齢者に合併しやすい身体症状 1．
認知症高齢者の身体管理
の重要性．認知症ケア事例ジャーナル，9
（1）
，76‑80．

梅﨑かおり，堀内ふき
（2016）
．認知症高齢者に合併しやすい身体症状 2．認知症高齢者の転倒；ア
（2）
，211‑216．
ルツハイマー型認知症高齢者と転倒の関連．認知症ケア事例ジャーナル，9

梅﨑かおり，堀内ふき
（2016）
．認知症高齢者に合併しやすい身体症状 3．認知症高齢者の転倒；レ
ビー小体型認知症・血管性認知症・前頭側頭型認知症と転倒の関連．認知症ケア事例ジャーナル，9
（3）
，331‑335．

麻原きよみ，三森寧子，八尋道子，他
（2016）
．看護研究の倫理審査に関する考察：アメリカ合衆国の
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事例を踏まえて．日本看護科学会誌，36，80‑84．

武田江里子，小林康江，弓削美鈴
（2016）
．乳幼児を子育て中の母親から子どもへの
「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―．日本看護科学学会誌誌，
36
（7）
，71‑79．

束田吉子，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，他
（2016）
．カンボ
ジアの看護・助産師教育および中核病院の現状と助産師が抱える課題

―JICA カンボジア母子保健

管理コースを実施して―．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，102‑109．

吉田文子，清水千恵，中澤淑子，橋本佳美，鈴木千衣，八尋道子，征矢野あや子，吉川三枝子，吉
田和美，堀内ふき
（2016）
．
「臨地実習指導者研修セミナー2015」
評価：目標達成度と自由記載に焦点を
あてて，佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，91‑99．

宮地文子，束田吉子，大渕律子，依田明子，他
（2016）
．佐久地域における昭和 30 年から 60 年代の保
健師活動．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，71‑79．

小野澤清子，宮地文子，宮﨑紀枝，依田明子
（2016）
．20 歳代女性の足爪トラブルとその要因に関す
る調査．佐久大学看護研究雑誌，8
（1）
，61‑70．

征矢野あや子
（2016）
．転びやすい認知症高齢者！その理由と予防．認知症ケア最前線，60，30‑33．

翻訳
束田吉子．JICA 草の根技術協力事業
「町ぐるみ高齢者ケアプロジェクト」

束田吉子．看護研修マニュアル及び講義内容の英訳
（小冊）

束田吉子．介護研修マニュアル及び講義内容の英訳
（小冊）

学会発表
浅野均，安川揚子，田畑邦雄，中村摩紀，磯田信賢，小川仙月，渡邊俊文，赤木裕子，柳下文江，
田中和子，堀内ふき
（2016）
．高齢者が暮らし続けるための住まいの現状と課題．2016 年度 日本老年
社会科学会第 58 回大会 日本老年社会科学 38
（2）
，203．

阿藤幸子，竹尾惠子
（2016）
．新人看護師が経験する看護業務上の困難に関する検討．第 36 回日本看
護科学学会学術集会講演集，472．

鈴木仁一，植田紀美子，橘とも子，谷掛千里，橋本佳美
（2016）
．日本公衆衛生学会モニタリング委
員会
【渉外グループ】
の平成 27 年度活動報告．第 75 回日本公衆衛生学会総会抄録集，541．
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森鍵祐子，赤間由美，小林淳子，細谷たき子
（2016）
．保健師教育課程必修学生と選択制学生の卒業
時の実践能力到達度の自己評価．第 75 回日本公衆衛生学会総会抄録集，601．

坂江千寿子
（2016）
．医師と看護師による保護室患者の回復状態と退室時期に関する判断内容の比較．
第 26 回日本精神保健看護学会学術集会抄録集，169．

柿澤美奈子，八尋道子，北村育子，坂江千寿子
（2016）
．精神看護学実習で学生が倫理的課題を検討
することの学習効果．第 36 回看護科学学会学術集会講演集，233．

松下由美子，米田昭子，有泉優子
（2016）
．慢性疾患看護専門看護師が行っているコンサルテーショ
ン活動における判断プロセス．第 10 回日本慢性看護学会学術集会，日本慢性看護学会誌，10
（1）
，
A81．

竹内久美子，松下由美子
（2016）
．新人看護職員研修に関する病院専任教育担当者の悩み．第 47 回日
本看護学会抄録集―看護教育―，207．

真下綾子，佐野宏一郎，松下由美子
（2016）
．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．第 42 回日本看護研究学会学術集会，日本看護研究学会雑誌，39
（3）
，115．

竹内久美子，松下由美子
（2016）
．看護師の初期キャリア発達支援に関する研究―入職 10 か月後の組
織適応と個人の認知傾向との関連―．第 42 回日本看護研究学会学術集会，日本看護研究学会雑誌，
39
（3）
，152．

竹内久美子，松下由美子
（2016）
．看護師の初期キャリア発達に関する研究．日本応用心理学会第 83
回大会抄録集，42．

山本寛，松下由美子，田中彰子，吉田文子，他
（2016）
．専門性マネジメントの実証的研究：専門職の
キャリア自律重視のキャリア開発の観点から．産業・組織心理学会第 32 回大会発表論文集，33‑36．

大森泉，松下由美子
（2016）
．早期糖尿病腎症患者の身体への働きかけの意味―看護師の働きかけに
より療養行動に変化が生じた一事例による考察―．日本糖尿病教育・看護学会学会誌，20 巻特別号，
174．

前田直子，松下由美子
（2016）
．糖尿病網膜症患者のものの見え方と見え方の変化に伴った対処―患
者の体験を聴く，見ることを促す働きかけを通して―．日本糖尿病教育・看護学会学会誌，20 巻特
別号，142．

真下綾子，工藤真由美，松下由美子，他
（2016）
．回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患
者への看護実践の現状．第 36 回日本看護科学学会学術集会 Web 抄録，O04‑4．
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Chika Minowa, Kaori Miyahara, Mariko Futagami, Kayo Yanagisawa, et al.（2016）Autogenic
Training May Enhance the Immune Function of the Oral Cavity. 20th International Conference
on Cancer Nursing, 6 Sep, Hong Kong.

酒井太一，高橋和子，三森寧子，小林真朝，斎藤美華，三笠幸恵，小野若菜子，宮﨑紀枝，他
（2016）
． 地域への愛着 を育む健康増進プログラムの開発

第2報

量的データによる評価．第 4 回

日本公衆衛生看護学会学術集会，232．

（2016）
． 地域への愛着 を育む健康増進プログラムの開発
宮 﨑 紀枝，斎藤美華，小野若菜子，他
第 3 報 質的データによる評価．第 4 回日本公衆衛生看護学会学術集会，233．

清水千恵
（2016）
．学校教育を終える重症心身障害児の母親が捉えた家族の生活の変化と子どもの社
会参加．第 26 回日本小児看護学会学術集会講演集，133．

小林睦，鈴木千衣，橋本佳美，清水千恵
（2016）
．A 県 B 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 ―第 2 報―．日本小児看護学会第 26 回学術集会講演集，206．

大出順，坂田三允，田中高政，他
（2016）
．交流集会．文章を書いてみよう！論文を書いてみよう！
学会誌に投稿してみよう！．日本看護倫理学会第 9 回年次大会予稿集，55．

Mariko Ohara, Masako Saito, Yoshiko Tsukada
（2016）
. Development of Community Based Disaster
Prevention and Mitigation Program for Village Leaders in Disaster prone area in Bangladesh
‑Comparison before and after training program‑．世界災害看護学会

第 4 回学術集会，インドネ

シア．

上原明子
（2016）
．産後 4 か月における母親の授乳方法の受容とその関連要因．第 30 回日本助産学会
学術集会集録，474．

上原明子，細谷たき子，別所遊子，宮﨑紀枝，吉江紀子
（2016）
．産後 4 か月の母親が授乳方法を受
容する要因．第 75 回日本公衆衛生学会総会抄録集，458．

征矢野あや子，鈴木みずえ，原田敦，他
（2016）
．転倒・転落リスクのアセスメントツールに関する
調査の概要報告．日本転倒予防学会誌，3
（2）
，68．

依田明子，飯島良子，羽毛田博美，大渕律子，束田吉子
（2016）
．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
（第 2 報）〜佐久病院建設期
（1950 年代）の看護活動〜．信州公衆衛生雑誌，
第 11 巻・第 1 号，62‑63．

吉田文子，柿澤美奈子，中田覚子
（2016）
．チーム学習におけるビジュアルマインドマップ導入の効
果：グループプロジェクト促進手法として．第 22 回大学教育研究フォーラム発表論文集，262‑263．
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吉田文子，八尋道子，吉田和美，田中高政，箕輪千佳，内山明子，二神真理子，宮原香里，柳澤佳
代，吉川三枝子
（2016）
．交流集会．患者主体をベースとした看護学教育の試み：プロフェッショナリ
ズムの新しい概念を用いて．第 36 回日本看護科学学会学術集会 Web 抄録，K45．

古越小百合，吉川三枝子
（2016）
．職場におけるメンタリングの実態と看護師のキャリア形成．第 47
回日本看護学会―看護管理―学術集会講演集，339．

大河原あゆみ，吉川三枝子
（2016）
．看護師長のやりがいを構成する要素．第 20 回日本看護管理学会
学術集会抄録集，241．

矢嶋ちか江，吉川三枝子，鈴木千衣，尾﨑フサ子，雨宮多喜子
（2016）
．医療安全管理者の 職務遂行
を支える経験 ．第 20 回日本看護管理学会学術集会抄録集，241．

弓削美鈴，中田覚子，櫻井綾香
（2016）
．高校 3 年生の妊孕性の知識とライフデザイン．母性衛生，57
（3）
，241．

弓削美鈴，稲井洋子
（2016）
．性の健康尺度作成の試み

―性的に健康なおとなを目指して―．日本

性感染症学会学会誌，27
（2）
265．

稲井洋子，弓削美鈴，
（2016）
．看護学生と助産師学生に行った性感染症に関する意識調査．日本性
感染症学会学会誌，27
（2）
264．

研究報告書
束田吉子
（研究代表者）
，宮地文子，大渕律子，依田明子，他
（2016）
．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）
（佐久大学学内研究費助成）
成果報告書．

束田吉子，清水久美子，高木琴代
（2016）
．JICA 青年研修タイ母子保健看護管理コース業務完了報告
書．

研究助成
二神真理子
（研究代表者）
．運動プログラムに参加した高齢女性の歩行バランスと体幹筋肉量・尿失
禁との関連
（仮）
．
（佐久大学学内研究費助成）
．

井出翔太
（研究代表者）
，政二慶，林部充宏，岡田真平，奥泉宏康，半田秀一，二神真理子．高齢者
向け健康増進施設において導入可能な簡便かつ正確な立位・歩行機能評価方法の開発．
（一般財団法
人ヘルス・サイエンス・センター研究助成事業）
．

細谷たき子
（研究代表者）
，宮﨑紀枝，依田明子．友安直子，征矢野文恵，佐久市民の直売所の運営
と健康づくり．
（佐久大学学内研究費助成）
．
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小林睦
（研究代表者）
，竹尾惠子，束田吉子，小山智史．看護教員の教育能力についての自己評価に
関する国際比較研究―看護教員の能力自己評価に関する本調査―タイ・ベトナム．
（佐久大学学内研
究費助成）
．

竹内久美子，松下由美子．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）
．

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）
．

束田吉子
（研究代表者）
，飯島良子，依田明子，羽毛田博美，飯嶋郁夫．佐久地域における看護活動
の継承に関する研究．
（佐久大学学内研究費助成）
．

束田吉子
（研究代表者）
，竹尾惠子，堀内ふき，清水久美子，上原明子，竹内良美，高木琴代．JICA
青年研修タイ母子保健管理コース．
（
（独）
国際協力機構
（JICA）
駒ケ根受託事業）

束田吉子
（プロジェクト代表者）
．JICA 草の根技術協力事業．タイ，チョンブリ県における町ぐるみ
高齢者ケア・包括プロジェクト―サンスク町をパイロット地域として―．
（
（独）
国際協力機構
（JICA）
東京本部受託事業）

内山明子
（研究代表者）
，吉川三枝子，吉田文子
（2016）
．パートナーシップ・ナーシング・システム
実施下における看護師の自己効力感に及ぼす影響因子の検討
（佐久大学学内研究費助成）
．

上原明子
（研究代表者）
，柴田眞理子，清水久美子，竹内良美．分娩期の助産診断・技術学における
助産師学生の学習方略に関する文献レビュー
（佐久大学学内研究費助成）
．

征矢野あや子
（研究代表者）
，堀内ふき
（2016）
．介護老人保健施設入所高齢者の身体的・精神的・社
（C）
会的・スピリチュアルな主観的苦痛．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
．
（課題番号 26463474）

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 24‑28 年度科学研究費基盤研究
（B）
（課題番号 24390482）
．

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）
．

吉田文子
（研究代表者）
，山内豊明，川西美佐．TSAS を用いたティーチングスタイルの日米比較研
究．平成 28‑31 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 16K11933）
．
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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
学術振興会科学研究費補助金基盤研究
（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 25‑28 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）
．

吉田和美
（研究代表者）
，宮原香里，小野澤清子，岡田恵也，井出翔太，宮地文子，征矢野あや子．
看護師のナースシューズ底の摩耗が体幹の動揺・歩行バランスに及ぼす影響．
（佐久大学学内研究費
助成）
．

吉川三枝子，松下由美子，吉田文子，吉田和美，内山明子．看護管理者の成長を促進する有効な経
験
（佐久大学学内研究費助成）
．

受賞等
大森泉，松下由美子
（2016）
．早期糖尿病腎症患者の身体への働きかけの意味―看護師の働きかけに
より療養行動に変化が生じた一事例による考察―．第 21 回日本糖尿病教育・看護学会学術集会
AWARD．

前田直子，松下由美子
（2016）
．糖尿病網膜症患者のものの見え方と見え方の変化に伴った対処―患
者の体験を聴く，見ることを促す働きかけを通して―．第 21 回日本糖尿病教育・看護学会学術集会
AWARD．

（2014）
．公衆
大森純子，三森寧子，小林真朝，小野若菜子，安斎ひとみ，高橋和子，宮﨑紀枝，他
衛生看護のための 地域への愛着 の概念分析．日本公衆衛生学会学術奨励賞
（優秀論文部門）
．
（2016）
．

田口敦子，三笠幸恵，三森寧子，小林真朝，小野若菜子，高橋和子，酒井太一，宮 﨑 紀枝，他
（2016）
． 地域への愛着 を育む健康増進プログラムの開発 第 1 報 プログラムの作成と実施．第 4 回
日本公衆衛生看護学会学術集会，優秀ポスター賞．

Chika Minowa
（2016）
. 20th International Conference on Cancer Nursing Research Poster Award
Autogenic Training May Enhance the Immune Function of the Oral Cavity

その他
束田吉子，松下由美子，水野照美，吉川三枝子，鈴木真理子，高木琴代．武田科学振興財団の助成
による留学生の受け入れ

期間：3 か月間
（平成 28 年 5 月 9 日〜7 月 28 日）国：ベトナム
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留学生氏名，

所属：Mr. Nguyen Duc Duong, M. NS., Vinh 医科大学看護学部講師，国際部長．研究領域：成人看
護，がん看護．

上原明子
（2016）
．今，改めてプライマリヘルスケアを再考する―日本国際保健医療学会東日本地方
会を運営して―．国際看護，No496，公益財団法人国際看護交流協会．

八尋道子
（2016）
．書評．鹿の王 上―生き残った者／鹿の王 下―還って行く者．看護と情報，23，
93‑94．

吉田文子
（2016）
．看護技術なんでも Q ＆ A，実習お役立ち BOOK2016，15‑22．東京：照林社．

吉田文子
（2016）
．書評．看護英語テキスト：Nursing English in Action. TOPEC.
http://www.topec.org/

【社会貢献】
講演・講師活動
二神真理子．講師．看護研究指導．川西赤十字病院，2016. 3. 5/6. 15/9. 16/11. 21，佐久市．

橋本佳美．鈴木千衣．講師．看護研究指導．東長野病院，2016. 10. 19，長野．

橋本佳美．講師．佐久大学のキャリア教育．キャリア研究会，2016. 8. 29，佐久．

橋本佳美．講師．障害をもつ子どもの預かり．御代田町ファミリーサポート協力会員養成研修．御
代田社会福祉協議会，2016. 8. 30，御代田．

橋本佳美．講師．障害をもつ人への支援を考える―主体性・自己決定を支える．鹿教湯三才山リハ
ビリテーションセンター三才山病院職員研修会，2016/12/14，上田．

堀内ふき．講師．認知症ケアの基礎．認知症ケアの総論，2016. 1. 9‑10，台北．

堀内ふき．講師．佐久市男女共生ネットワーク講演会 看護のあゆみ，佐久市．

堀内ふき．講師．日本の老年看護の発展と現状．台北医学大学看護師研修，2016. 11. 8，佐久大学．

堀内ふき．特別講演講師．認知症高齢者の終末期ケア．第 17 回日本認知症ケア学会，2016. 6. 5，兵
庫．

堀内ふき．基調講演，コーディネーター．魅力ある地域づくりについて．座談会―自分たちにでき
ること，取り組んでいること．第 5 回信州介護学研究会，2016. 8. 28，佐久．
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堀内ふき．特別講演講師．認知症の人が地域で生活するために支援者に求められるもの．第 24 回日
本介護福祉学会大会，2016. 9. 4，上田．

堀内ふき．講師．平成 28 年度認知症対応力向上研修 1．
認知症患者に特有な看護上の課題と看護の基
本．2016. 9. 3，東京．

堀内ふき．講師．平成 28 年度認知症対応力向上研修 1．
認知症患者に特有な看護上の課題と看護の基
本．2016. 11. 19，駒ヶ根．

堀内ふき．超高齢社会における高齢者看護の教授法．看護教育力 UP セミナー．メディカ出版．
2016. 10. 8，大阪．

堀内ふき．超高齢社会における高齢者看護の教授法．看護教育力 UP セミナー．メディカ出版，
2016. 10. 15，東京．

堀内ふき．講師．高齢者の看取りについて．平成 28 年度看護師分科会講演会．長野県高齢者福祉事
業協，2016. 11. 16，上田．

堀内ふき．講師．認知症の方のケアと地域で生活するための支援．長野県女性薬剤師会第 4 回学術
研修会．2016. 11. 27，松本．

堀内ふき．講師．健康長寿を目指して．佐久市平根地区生き生きサロン，2016. 11. 10，佐久．

柿澤美奈子．講師．精神看護学実習における評価．精神看護学分科会．長野県看護教育研究会，
2016. 8. 26，佐久．

小林睦．講師．大きくなったぼくとわたしたち．佐久市立臼田小学校 2 年生．2016. 1. 27，佐久市．

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，2016. 12. 05，佐久
市．

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―事故分析の手法．甲府支援学
校，2016. 8. 2，山梨．

松下由美子．講師．長野県看護協会認定看護管理者養成研修ファーストレベル―サービスの概念．
2016. 10. 5，松本．

松下由美子．講師．SAKU 看護管理研究会研修―これだけは知っておきたい 医療安全の基礎 ―看
護管理者に必要な基礎知識―．2016. 5. 12，佐久．
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松下由美子，小山智史，橋本佳美，宮﨑紀枝，鈴木千衣，束田吉子，高木琴代．講師．平成 28 年度
佐久大学教員免許更新講習．2016. 8. 5/8. 7/8. 8/9. 22，佐久．
山本寛，今城志保，古田克利，櫻田涼子，松下由美子，水野基樹．講師．経営行動科学学会第 19 回
年次大会シンポジウム 4，キャリアの停滞研究の現状とこれから．2016. 11. 6，東京．

宮﨑紀枝．講師．御代田町保健補導員会研修，2016. 1. 14，御代田町．

宮﨑紀枝．講師．長野県新人保健師研修．長野県看護協会，2016. 7. 13/9. 12/12. 9，松本．

宮﨑紀枝．講師．長野県新人保健師研修
（フォローアップ研修）
長野県看護協会，2016. 8. 19，松本．

宮﨑紀枝．講師．市町村統括保健師研修．日本看護協会，2016. 8. 31〜9. 1，宮城県．

宮﨑紀枝．講師．保健師管理研修．国立保健医療科学院，2016. 9. 31．石川県．

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，2016. 7. 1，山梨県．

水野照美，吉田和美，小野澤清子，橋本佳美，宮﨑紀枝，浅野均．講師．2016 佐久大学ミニ公開講
座．佐久大学，2016. 6. 17/7. 15/8. 5/8. 26/10. 14/11. 18，佐久市．

水野照美．講師．がん看護症例学習会．看護部教育委員会事例検討会．東御市民病院，2016. 8. 26，
東御市．

細谷たき子，中川卓也，佐藤有妃，田中高政，八尋道子，水野照美，征矢野あや子，松下由美子，
鈴木千衣，宮﨑紀枝，浅野均，柿澤美奈子，小山智史，箕輪千佳，内山明子，吉岡恵，二神真理子，
阿藤幸子，清水千恵，坂江千寿子，上原明子，他．講師．佐久大学看護研究塾．佐久大学，2016. 5.
25〜2017. 3. 17，佐久市．

征矢野あや子．講演．認知症高齢者の特性に応じたケア．信州公衆衛生学会第 11 回総会，2016. 8.
20，佐久市．

征矢野あや子．講師．転倒予防指導士基礎講習会

危険予知トレーニング．日本転倒予防学会，

2016. 2. 13‑14/7. 30‑31，東京都/京都府．

中田覚子．インストラクター．新生児蘇生法講習会 フォローアップコース．長野県立こども病院，
2016. 1. 16，安曇野．

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＆2015 アップデート説明会．助産所
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とうみ，2016. 1. 30，東御．

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＆2015 アップデート説明会．
佐久市立国保浅間総合病院，2016. 5. 12，佐久．

中田覚子．講師．マタニティ・プラネタリウム
「おなかの赤ちゃんのお話」
．佐久市子ども未来館，
2016. 6. 11，佐久．

小野澤清子．講師．子育て講演会
「お子さまの足をみつめてみましょう」
．東御市田中保育園，2016.
1. 30，東御市．

小野澤清子．講師．フットケア講座．佐久市野沢会館 101 歩の会，2016. 2. 26，佐久市．

小野澤清子．講師．おかあさんを癒すフットケア．子育て教室
「はぐくみ教室」
．小海児童館，2016.
3. 17，南佐久郡小海町．

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，2016. 6. 16，佐久市．

小野澤清子．講師．足育講座．東御市
「たけのこ教室」
．東御市中央公民館，2016. 8. 24，東御市．

小野澤清子．講師．ママのためのフットケア講座．岩村田商店街子育て支援事業．岩村田商店街子
育てお助け村，2016. 9. 29，佐久市．

小野澤清子．講師．靴とフットケア．長野県腎協青年部フォーラム．松本市梓川
「梓水宛」会議室，
2016. 11. 27，松本市．

坂江千寿子．講師
「平成 27 年度第 3 回長野厚生連幹部看護職員育成研修会

対人コミュニケーショ

ン」
．2015. 1. 20．佐久市．

坂江千寿子．講師．長野厚生連北信総合病院看護部主任研修
「教育と実践につながるカンファレンス
とは―より良い関係を作るための対人コミュニケーション―」
．2016. 5. 14．中野市．

坂江千寿子，橋本佳美，柿澤美奈子．講師．独立行政法人国立病院機構小諸高原病院看護部
「看護研
究」
．2016. 4. 26/5. 24/6. 1/6. 28/6. 29/9. 6/10. 5/10. 11/12. 7，小諸市．

清水久美子．講師．茨城県看護協会看護師研修
「外来看護」
，2016. 8. 6．

清水久美子．講師．新潟県看護協会看護師研修
「地域包括の中の外来」
，2016. 9. 3．
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清水久美子．講師．長野県看護協会新卒助産師卒後研修，2016. 7. 12．

清水久美子．講師．長野県看護協会看護師研修
「外来看護」
，2016. 9. 16．

清水久美子．講師．日総研出版外来看護セミナー．2016. 2. 27，東京/4. 16，札幌/5. 14，大阪/5. 28，
岡山/6. 18，仙台/8. 27，名古屋/8. 28，福岡．

塩入とも子．講師．第 12 回長野県呼吸ケアセミナー．JA 長野厚生連篠ノ井総合病院，2016. 3. 6，篠
ノ井．

塩入とも子．講師．第 13 回長野県呼吸ケアセミナー．信州大学医学部附属病院，2016. 7. 10，松本．

塩入とも子．講師．第 14 回長野県呼吸ケアセミナー．JA 長野厚生連佐久医療センター，2016. 11.
27，佐久．

征矢野あや子，宮﨑紀枝，八尋道子，鈴木真理子．講師．看護部教育プログラムラダーⅢ．長野市
民病院，2016. 2. 23/5. 23/7. 1/8. 10/8. 29，長野市．

鈴木千衣．講師．実習記録へのコメント
（演習）
．臨床指導者研修セミナー，2016. 8. 1，長野．

鈴木千衣．講師．病児の看護．御代田町ファミリーサポート協力会員養成研修講習会，2016. 8. 30，
長野．

鈴木真理子．講師．静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程

看護倫理．静岡がんセンター，

2016. 8. 25，静岡県．

竹内良美．講師．長野市と NPO 法人ながのこどもの城共催の休日マタニティセミナー．2016. 3. 27，
長野市．

田中高政．講師．笑いと健康．新春講演会．健康保険組合連合会長野連合会，2016. 1. 12，長野市．

田中高政．講師．笑いと健康．佐久レクリエーション協会 2 月定例会，2016. 1. 29，佐久市．

田中高政．講師．笑いと健康．JA ちくま女性部坂城支部全体交流会，2016. 3. 22，坂城町．

田中高政．講師．高齢者向け紙芝居．佐久穂町下畑公民館にこにこカフェ，2016. 4. 22，佐久穂町．

田中高政．講師．高齢者向け紙芝居．宅幼老所幸の神倶楽部，2016. 4. 27，佐久市．

田中高政．講師．笑いと健康．平成 28 年度生涯学習講座立科すずらん学級記念講演会．立科町公民
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館・立科町教育委員会，2016. 5. 20，立科町．

田中高政．講師．笑いと健康．第 12 回全国健康づくり見聞巡遊健康講話．公益財団法人体力づくり
指導協会，2016. 5. 30，軽井沢町．

田中高政．講師．看護師定着に係わる情報交換会．新潟県病院協会，2016. 8. 17，新潟市．

田中高政．講師．紙芝居と皿遊び．佐久市城山小学校児童館，2016. 8. 31，佐久市．

田中高政．講師．針灸師のためのフィジカルアセスメント．長野県針灸師会，2016. 9. 11，佐久市．

田中高政．講師．高齢者向け紙芝居．佐久市志賀下宿区敬老会，2016. 9. 18，佐久市．

田中高政．講師．笑いヨガでいきいきハッピーに．長野市社会福祉協議会・長野市地域包括支援セ
ンター新町病院平成 28 年度介護者のつどい＆介護者教室，2016. 10. 23，長野市．

田中高政．講師．リフレッシュ研修：笑いヨガ．長野県看護協会長野支部，2016. 10. 29，長野市．

田中高政．講師．高齢者施設におけるフィジカルアセスメント．安曇野市社会福祉協議会，2016. 11.
12，安曇野市．

田中高政．講師．高齢者向け紙芝居．佐久市社会福祉協議会，2016. 11. 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 28 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．2016. 6. 24．埼玉県．

束田吉子．講師．アクションプランの作成．JICA 青年研修タイ母子保健管理コース 2016. 7. 23/7.
25．佐久大学

内山明子．講師．基礎看護技術 授業．長野看護専門学校，2016. 12. 5/12. 12/12. 19．

上原明子．インストラクター．一般社団法人日本周産期・新生児医学会公認 NCPR A コース．東御
市立助産所とうみ，2016. 1. 30，東御市．

上原明子，中田覚子．講師．産科救急の対応について．第 21 回救急技術向上研修会．佐久広域連合
消防本部，2016. 2. 3，佐久市．

上原明子．講師．一般社団法人日本周産期・新生児医学会公認 NCPR2015 年度版アップデート講習
会．佐久大学，2016. 2. 19，佐久市．
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上原明子．主催及びインストラクター．一般社団法人日本周産期・新生児医学会公認 NCPR S コー
ス．佐久市立国保浅間総合病院，2016. 5. 12，佐久市．

上原明子．インストラクター．一般社団法人日本周産期・新生児医学会公認 NCPR A コース．伊那
中央病院，2016. 6. 11，伊那市．

上原明子．講師．日本における新生児蘇生普及事業の取り組み．JICA タイ母子保健実施管理コース
研修．佐久大学，2016. 7. 22，佐久市．

上原明子．インストラクター．一般社団法人日本周産期・新生児医学会公認 NCPR S コース．東御
市立助産所とうみ，2016. 11. 26，東御市．

八尋道子．講師．院内倫理研修会，倫理的感受性
（Ethical sensitivity）を磨く．小諸厚生総合病院，
2016. 9. 5，小諸市．

八尋道子．講師．平成 28 年度第 3 回看護職員研修会，共同的意思決定とエンパワメント Shared
Decision Making
（SDM）& Empowerment：チームで支える患者の選択．JA 長野県ビル，2016. 11.
15，長野市．

八尋道子．講師．平成 28 年度長野県看護教員養成講習会，看護論
（看護倫理）
．長野県看護協会，
2016. 5. 24/5. 31/6. 7，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. 8. 18/9. 13，
北安曇郡池田町．

吉田文子，橋本佳美，鈴木千衣，八尋道子，征矢野あや子，吉川三枝子，吉田和美，清水千恵，塩
入とも子，大和田由希．講師．平成 28 年度佐久大学臨地実習指導者研修セミナー佐久大学，2016. 8.
8/9. 10．佐久．

吉田文子，吉川三枝子，八尋道子，吉田和美，清水千恵，大和田由希．講師．平成 28 年度 NPIS：指
導者カンファレンス．佐久大学，2016. 12. 3，佐久市．

吉田文子．講師．学生の多様な学習ニーズをとらえ，看護を学ぶ学生に共感し共に育つ実習指導．
平成 28 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，2016. 7. 27，山梨．

吉田文子．講師．看護師・看護学生に英語教育が必要な理由，看護英語セミナー，NPO 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．2016. 10. 2．東京．

吉田文子．講師．看護教育学．横浜創英大学看護学部．2016. 4〜7，神奈川．
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吉川三枝子．講師．看護管理の応用
「指揮，その①」
．看護管理者コース研修会．小諸厚生総合病院，
2016. 7. 12，小諸．

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
（医療と法規）
．平成 28 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，2016. 9. 1，松本．

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
（教育と法規）
．平成 28 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，2016. 9. 7，松本．

吉川三枝子．講師．看護管理の応用
「指揮，その②」
．看護管理者コース研修会．小諸厚生総合病院，
2016. 10. 26，小諸．

吉川三枝子．講師．病院における看護師長が担うべき役割．茨城県看護協会―看護師職能委員会Ⅰ．
茨城県看護協会，2016. 11. 17，茨城県．

吉川三枝子．講師．看護管理の応用
「指揮，その③」
．看護管理者コース研修会．小諸厚生総合病院．
2016. 12. 21，小諸．

弓削美鈴．講師．ライフデザインと妊孕性．野沢南高等学校，2016. 2. 4，佐久市．

弓削美鈴．講師．性の健康医学財団 性の健康基礎講座 実践報告．東京大学，2016. 2. 14，東京都．
文京区．

弓削美鈴．講師．ライフデザインと妊孕性．小海高等学校，2016. 2. 18，佐久市．

弓削美鈴．講師．ライフデザインと妊孕性．佐久平総合技術高等学校，2016. 2. 25，佐久市．

弓削美鈴．講師．ライフデザインと妊孕性．小諸高等学校，2016. 2. 25，小諸市．

弓削美鈴．講師．
『月経は健康のバロメータ』
．自治労長野県本部女性労働学校，2016. 2. 28，諏訪市．

弓削美鈴．講師．性教育．北御牧中学校 2 年生，2016. 3. 4，東御市．

弓削美鈴．講師．助産師が行う性教育．東京都助産師会江東地区分会研修会，2016. 3. 14，東京都．
江東区．

弓削美鈴．講師．助産実践における看護倫理を学ぼう．JA 厚生連北信総合病院，2016. 6. 23，中野
市．

弓削美鈴．講師．性感染症と避妊．軽井沢中学校，2016. 7. 13，北佐久郡．
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弓削美鈴．講師．パーソナルスペースと私達の心と体の変化．軽井沢中学校，2016. 7. 25，北佐久郡．

学会活動
橋 本 佳 美 日本公衆衛生学会モニタリング委員
（障害グループ）
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
日本老年社会科学学会．理事，査読委員
日本老年学会．理事，将来構想委員
日本認知症ケア学会．副理事長，災害対策検討委員長，将来構想委員
日本在宅ケア学会．代議員，査読委員
日本看護科学学会．査読委員
日本看護研究学会．代議員
聖路加看護学会．査読委員
日本介護福祉学会．第 24 回学術集会，副実行委員長
日本介護福祉学会．査読委員
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
第 11 回日本慢性看護学会学術集会．企画委員
柿 澤 美 奈 子 日本精神障害者リハビリテーション学会第 24 回長野大会．実行委員
松 下 由 美 子 日本慢性看護学会．評議員，専任査読委員，選挙管理委員
第 10 回日本慢性看護学会学術集会．企画委員
第 11 回日本慢性看護学会学術集会．会長
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第 21 回学術集会運営委員，専任査読委員
宮 﨑 紀 枝 日本公衆衛生看護学会誌．査読委員
第 36 回日本看護科学学会．抄録査読
聖路加看護学会誌 査読
水 野 照 美 日本看護学教育学会．編集委員会委員
日本がん看護学会．編集委員会委員
第 10 回日本慢性看護学会学術集会．企画委員
第 11 回日本慢性看護学会学術集会．事務局長
第 26 回日本看護学教育学会学術集会．査読者
第 36 回日本看護科学学会学術集会．一般演題査読者
第 31 回日本がん看護学会学術集会．査読者
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．査読委員
日本転倒予防学会．評議員，編集委員，転倒転落リスクアセスメントツール検討委員
信州公衆衛生学会 理事，査読委員，第 11 回総会大会長
清 水 久 美 子 全国固定チーム研究会．座長
鈴 木 千 衣 日本小児看護学学会．専任査読委員
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日本小児看護学会．教育委員
日本小児看護学会．第 26 回学術集会エキスパートパネルの企画運営
日本小児看護学会．教育委員会主催，2015 年度研修会
（2 月）
，企画運営
2016 年度研修会
（12 月）
，企画運営
日本看護科学学会．第 36 回日本看護科学学会学術集会，査読委員
鈴 木 真 理 子 日本看護倫理学会．評議員，査読委員
田 中 高 政 日本看護倫理学会．評議員，編集委員会副委員長
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．信州支部長
弓 削 美 鈴 日本看護科学学会．査読委員
内 山 明 子 長野県看護研究学会．査読者
梅 﨑 か お り 日本認知症ケア学会．学会誌編集委員
八 尋 道 子 Journal of Nursing Ethics. Reviewer
日本看護科学学会学術集会．演題査読者
依 田 明 子 平成 28 年度一般社団法人全国保健師教育機関協議会定時社員総会．庶務担当

学外委員会等活動
橋 本 佳 美 佐久圏域障害者自立支援協議会．委員
堀 内 ふ き 認知症予防財団．評議員
国立長寿医療センター認知症医療介護推進会議．委員
身体教育医学研究所．評議員
佐久医療センター地域医療支援病院．運営委員
佐久市立国保浅間総合病院．評価委員
佐久市保健福祉審議会．委員長
佐久市青少年健全育成審議会．委員
佐久市立足育推進協議会．委員長
二 神 真 理 子 平成 28 年度リラクセーション法指導者育成教育プロジェクト．佐久会場担当
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
佐久市健康長寿まちづくり協議会．委員
長野県医療審議会．委員
長野県地域医療構想策定委員
長野県保健医療計画策定ワーキンググループ．委員
学校法人上田学園上田西高等学校学校評価．評議員
信州公衆衛生雑誌抄録．査読委員
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教育課程運営委員会．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
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）
認定委員会．委
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員長
日本私立看護系大学協会研究助成事業選考委員会．委員
山梨医療安全研究会．顧問
佐久市健康長寿産業振興行協議会．委員
宮 原 香 里 佐久市足育推進協議会．委員
宮 﨑 紀 枝 長野県国保連合会保健事業支援評価委員
NPO カシオペア理事
（祥雲高等学院／明蓬館 SNEC 長野）
征矢野あや子 佐久市環境審議会．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
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
長野県看護大学運営協議会．委員
茨城キリスト教大学看護学部紀要．査読委員
清 水 久 美 子 長野県看護協会 平成 28 年度助産師出向モデル事業．委員
長野県看母子衛生学会．理事
長野県看護協会
「長野県看護協会将来ビジョン」
策定懇話会．委員
長野県行政機構審議会．委員
長野県農村医学会．理事
田 中 高 政 全国紙芝居まつり長野大会実行委員会．事務局長
ケアクラウン TEAM スマイルラボ．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
小諸厚生総合病院生命倫理委員会．委員
浅間総合病院看護部倫理委員会．倫理ワークショップ．ボランティア
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．
吉 田 和 美 佐久市足育推進協議会．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
東京都江東区区民まつり 助産師による相談．運営委員
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