研究業績一覧（2012 年 1 月〜12 月）
この研究業績掲載内容は、2012
（平成 24）
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（2012）
．6 章 18〜24 節「疾患・障害」に関する看護（貧血・浮腫・電解質代謝異常・肝機能
障害・高血圧・不整脈・高齢者と癌）
，関千代子，堀内ふき編，G supple 場面でまなぶ老年看護学
（改訂 2 版）
．104‑113，大阪：メディカ出版．

浅野均（2012）
．5 章 3 節 生活を支える看護 食事，堀内ふき，大渕律子ら編，老年看護学―高齢者の
健康と障害（第 3 版第 2 刷）
．ナーシンググラフィカ 26．201‑208，大阪：メディカ出版．

浅野均（2012）
．1 章 11〜12 節 疾患・障害に対する看護 骨粗鬆症・パーキンソン病，堀内ふき，大
渕律子ら編，老年看護学―高齢者看護の実践（第 2 版第 2 刷）
．ナーシンググラフィカ 27．56‑65，大
阪：メディカ出版．

別所遊子（2012）
．第 3 章 高齢者保健活動論，金川克子編，最新保健学講座 3，公衆衛生看護活動論
①―ライフステージの特性と保健活動―．198‑286，東京：メヂカルフレンド社．

堀内ふき（2012）
．1 章 高齢者の理解，関千代子，堀内ふき編，G supple 場面でまなぶ老年看護学
（改訂 2 版）
．10‑21，大阪：メディカ出版．

．ナーシング・グ
堀内ふき 編著（2012）
．1 章 高齢者の理解，高齢者の健康と障害（第 3 版第 2 刷）
ラフィカ 26．1‑15，大阪：メディカ出版．

小山晶子（2012）
．7 章 認知症・うつ病・せん妄の看護，関千代子，堀内ふき編，G supple

場面で

まなぶ老年看護学（改訂 2 版）
．126‑135，大阪：メディカ出版．

三石清子（2012）
．在宅療養者のフットケア，日本フットケア学会編，フットケア 基礎的知識から
専門的技術まで（第 2 版）
．198‑203，東京： 医学書院．

大渕律子（2012）
．アセスメントと介護計画，介護職員実務者研修テキスト 第 9 巻

認知症の理解

Ⅰ・Ⅱ．15‑24，東京：長寿社会開発センター．

征矢野あや子，菊池小百合（2012）
．2 章 高齢者をとりまく社会，関千代子，堀内ふき編，G supple
場面でまなぶ老年看護学（改訂 2 版）
．22‑29，大阪：メディカ出版．

征矢野あや子（2012）
．4 章 高齢者のヘルスプロモーション，堀内ふき，大渕律子ら編，高齢者の健
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康と障害（第 3 版第 2 刷）
．ナーシング・グラフィカ 26．161‑180，大阪：メディカ出版．

鈴木千衣（2012）
．第 13 章 小児看護現場の心理学，志賀令明編，看護・介護・保育の心理学シリー
ズ 1 人間理解の心理学 こころの物語のよみ方．137‑146，東京：新曜社．

Pang S.M.C., Wong, T., & Yahiro, M.（2012）
. The Ethics of Health Care Practice: Being Good and
Doing Harm. In Su, F., & McGettrick, B.（eds.）
. Professional Ethics: Education for a Humane
Society. 25‑43, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press.

論文
板橋裕子，別所遊子，上野まり（2012）
．夫介護者の排便介護の負担感及び肯定感．日本地域看護学
会誌，15
（1）
，5‑15．

本田亜起子，片平伸子，別所遊子，太田貞司（2012）
．介護支援専門員から見た経済的問題による高
齢者の介護保険サービス利用の手控え．日本地域看護学会誌，15
（1）
，61‑70．

橋本佳美，平澤美恵子，村上睦子，新田真弓，長内佐斗子，武市洋美（2012）
．極低出生体重児にお
ける母乳栄養継続を可能にする要因．小児保健研究，71
（3）
，354‑359．

小村三千代，橋本佳美，清水千恵（2012）
．医療的ケアが必要な子どもを介護している母親へ，訪問
レスパイトを試みて．母と子の健康，58，22‑24．

中村摩紀，堀内ふき（2012）
．姿勢変化のみられる女性高齢者の転倒につながる生活環境と対処の特
徴．日本在宅ケア学会誌，16
（1）
，76‑84．

（2）
，441‑447．
堀内ふき（2012）
．在宅における認知症のターミナルケア．日本認知症ケア学会誌，11
池内彰子，堀内ふき（2012）
．ケア提供者が重度認知症高齢者の感情をとらえる視点とその解釈．日
本認知症ケア学会誌，11
（3）
，709‑714．

（12）
，1411‑1414．
堀内ふき（2012）
．高齢者終末期における看護のあり方．Geriatric Medicine，50
柿澤美奈子，矢島正榮，大野絢子（2012）
．看護基礎教育卒業時に求められる態度の構成要素．日本
看護学教育学会誌，22
（1）
，47‑58．

川﨑佳代子，金城壽子，竹尾惠子，弓削美鈴，丸山陽子，キシ・ケイコ・イマイ（2012）
．妊娠期う
つ症状と関連要因の検討〜国内 1 病院の調査結果から〜．日本母子看護学会誌，5
（2）
，47‑56．

丸山陽子，川﨑佳代子，竹尾惠子，金城壽子，弓削美鈴（2012）
．産褥期うつスクリーニングと背景
要因の検討．佐久大学看護研究雑誌，4
（1）
，15‑27．
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川﨑佳代子（2012）
．講演記「命について」
．佐久大学看護研究雑誌，4
（1）
，51‑58．

小山智史，竹尾惠子，田中髙政，宮地文子，陳錦秀，龐書勤（2012）
．日中看護学生の抑うつとその
関連要因に関する国際比較．佐久大学看護研究雑誌，4
（1）
，29‑37．

Minowa, C., & Koitabashi, K.（2012）
. Salivary Alpha-amylase Activity ― an Indicator of Relaxation
Response in Perioperative Patients. Open Journal of Nursing, 2, 208‑214.

川崎道子，永吉ルリ子，牧内忍，大屋記子，宮地文子（2012）
．沖縄県における保健師駐在制のメリ
ット・デメリットおよび継承すべき能力．沖縄県立看護大学紀要，13，39‑47．

宮原香里（2012）
．在日ブラジル人の子どもたちが地域で健康に暮らしていくための支援

健康診断

からみえてきた課題と展望．保健師ジャーナル，68
（9）
，765‑768．

Asahara, K., Kobayashi, M., Ono, W., Todome, H., Konishi, E., & Miyazaki, T.（2012）
. Ethical Issues
in Practice: A Survey of Public Health Nurses in Japan. Public Health Nursing, 29
（3）
, 266‑275.

中嶋尚子，鈴木真理子，吉岡恵，田中髙政，宮﨑紀枝，宮原香里，雨宮多喜子，小西恵美子（2012）
．
看護学生の職業倫理の涵養にロールモデルは有効か―学生の捉えるロールモデルから―．日本看護
倫理学会誌，4
（1）
，3‑8．

尾 﨑 フ サ 子， 八 尋 道 子， 竹 尾 惠 子（2012）
．タ イ 国 の セ ント・ ル イ ス・ カ レ ッ ジ（Saint Louis
College）における国際看護論の学習成果と課題．佐久大学看護研究雑誌，4
（1）
，67‑75．

撫養真紀子，勝山由美子，尾﨑フサ子，青山ヒフミ（2012）
．一般病院に勤務する看護師の職務満足
を構成する概念．日本看護管理学会誌，15
（1）
，57‑65．

酒井綾子，水野正之，濱本洋子，佐藤鈴子（2012）
．前立腺がん患者の性に関する看護援助の実態と
看護援助経験をもつ看護師の認識．日本看護研究学会誌，35
（4）
，57‑64．

Yanagisawa, S., Soyano, A., Igarashi, H., Oum S., Hang, V., & Ura, M. （2012）
. Maternal Economic
Status Inﬂuences More on Their Health Behavior than on Knowledge: Community-based Survey
in Rural Cambodia. Journal of International Health, 27
（2）
, 141‑149.

朴 相俊，岡田真平，永島美典，井原こずえ，征矢野あや子，堀内ふき，今村晴彦，久堀周治郎
（2012）
．長野県東御市における心の健康に関する実態調査．身体教育医学研究，13
（1）
，15‑23．

金森雅夫，鈴木みずえ，奥百合子，常田佳代，征矢野あや子，泉キヨ子，平松知子，本間昭，武藤
芳照（2012）
．高齢者施設における転倒リスクアセスメントツール使用を促進する要因．保健の科学，
54
（3）
，209‑214．
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竹尾惠子，七田惠子，桶田真吾（2012）
．佐久市における平均寿命について．佐久大学看護研究雑誌，
（
4 1）
，3‑14．

吉田文子，堀内ふき，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（2012）
．
「臨地実習指導者研修セミナー2011」報告：終了後のアンケートからみた評価．佐久大学看護研究雑
誌，4
（1）
，59‑65．

山本寛，松下由美子，田中彰子，吉田文子（2012）
．看護職のキャリア目標の設定とキャリア・プラ
トー化との関係―内容的プラトー化との比較の観点から―．産業・組織心理学研究，25
（2）
，147‑
159．

田中彰子，松下由美子，吉田文子，杉本君代，雨宮久子，山本寛（2012）
．認定看護師の組織コミッ
トメントを阻害する要因―認定看護師を対象とする全国調査より―．第 42 回日本看護学会論文集，
看護管理，163‑166．

吉岡恵（2012）
．通院しながら免疫療法を受けている腎がん患者のセルフケアの探究．日本がん看護
学会誌，26
（2）
，26‑34．

弓削美鈴，丸山陽子，臼井淳美（2012）
．円皮鍼による月経随伴症状の緩和効果の検討．ヘルスサイ
エンス研究，16
（1）
，65‑68．

宮﨑紀枝（2012）
．保健師魂が熱くなる瞬間―魂の熱さはなぜ重要か．保健師ジャーナル，68
（1）
，
8‑12．

吉田文子（2012）
．連載 看護技術 Q&A［酸素療法］
．プチナース 1 月号，64‑67．
吉田文子（2012）
．連載 看護技術 Q&A［気管内吸引］
．プチナース 2 月号，64‑67．

吉田文子（2012）
．連載 看護技術 Q&A［尿道カテーテル法］
．プチナース 3 月号，64‑67．

吉田文子（2012）
．実習のギモン［食事介助］
．プチナース 8 月号，7．
吉田文子（2012）
．実習のギモン［体位変換］
．プチナース 9 月号，6．
吉田文子（2012）
．実習お役立ち BOOK．22‑29，東京：照林社．

学会発表
浅野均，上原朋子，佐藤圭子，関千代子，堀内ふき（2012）
．臨地実習において看護学生が危険と感
じた日常生活援助．日本老年看護学会第 17 回学術集会抄録集，139．
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上原朋子，浅野均，佐藤圭子，関千代子，堀内ふき（2012）
．臨地実習において看護学生が困難と感
じる日常生活援助．日本老年看護学会第 17 回学術集会抄録集，192．

多次惇一郎，北岡英子，渡部月子，別所遊子（2012）
．ひとり暮らしの女性高齢者の外出による社会
参加の状況とその関連要因．日本公衆衛生学会第 71 回総会抄録集，350．

島田千穂，堀内ふき，高橋龍太郎（2012）
．特別養護老人ホームのケア環境の評価に関する研究―
「ケ
（2）
ア環境尺度 Safety Attitudes Questionnaire」を用いて―．老年社会科学，34
，279．
Minowa, C., Ide, Y., Yamaura, Y., Minowa, T., & Koitabashi, K.（2012.2.）
. Anxiety Levels on the
Day before Surgery in Breast Cancer Patients undergoing Diﬀerent Operative Procedures. 15

th

East Asian Forum of Nursing Scholars, Journal of Nursing Interventions, 18
（1）
, 41, Singapore.

Minowa, C., Koitabashi, K., Yamaura, S., Watanabe, J., Ide, Y., Minowa, T., & Miyahara, K.（2012.9.）
The Effect of Three-minute Autogenic Training on the Anxiety and Pain in Breast Surgery
th

Patients. 17 International Conference on Cancer Nursing. Prague.

三石清子，宮地文子，高橋勝貞，依田典子，友松崇悟（2012）
．通所施設における高齢者の足の状態
と靴との関連性．第 10 回日本フットケア学会年次学術集会プログラム・抄録集，87．

宮﨑紀枝，河原加代子（2012）
．熟練保健師による事業化の成功事例の分析．第 71 回日本公衆衛生
学会，59
（10）
，511．

尾崎章子，宮﨑紀枝，安武綾，岡澤幸代（2012）
．睡眠に関する地域保健事業の創造．第 15 回日本
地域看護学会交流集会．
わたし

中嶋尚子，鈴木真理子，吉岡恵，宮﨑紀枝，八尋道子，小西恵美子（2012）
．チームと「私 」の両
立：よい仕事への看護学生の模索．日本看護倫理学会第 5 回年次大会予稿集，54．

大渕律子，平松万由子，北川亜希子（2012）
．グループホームにおける終末期ケアの実践を通した学
び．第 13 回日本認知症ケア学会大会抄録集，231．

平松万由子，大渕律子，北川亜希子（2012）
．グループホームにおけるケア提供者の終末期ケアの省
察とケアの認識変化の関連性の検討．第 13 回日本認知症ケア学会大会抄録集，203．

大渕律子（2012）
．高齢者の終末期ケアにおけるチ−ムケア．日本老年社会科学会第 54 回大会報告
要旨号，161．

撫養真紀子，勝山貴美子，尾﨑フサ子，青山ヒフミ（2012）
．一般病院に勤務する看護師の職務満足
測定尺度の信頼性・妥当性の検討．第 13 回看護管理学会，220．

79

朴相俊，岡田真平，永島美典，征矢野あや子，堀内ふき（2012）
．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

フォーカスグループインタビュー

手法を用いて．健康支援，14
（1）
，102．

朴相俊，岡田真平，永島美典，征矢野あや子，今村 晴彦，堀内ふき（2012）
．自殺予防のゲートキ
ーパー教育が参加者のソーシャル・キャピタルに与える影響．日本公衆衛生雑誌，59
（Suppl.）
，435．

古橋知子，鈴木千衣（2012）
．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 ―採血・
末梢静脈ルート確保に関する取り組み―．第 32 回日本看護科学学会学術集会講演集，454．

鈴木真理子，小西恵美子（2012）
．事例検討方法に関する一考察

―問題解決の枠組みを使わない事

例検討を試みて―．日本看護倫理学会第 5 回年次大会予稿集，52．

田中髙政，中嶋尚子，鈴木真理子，吉岡恵，小西恵美子（2012）
．不確実な世界における自己満足：
看護学生の「よい仕事」の基準．日本看護倫理学会第 5 回年次大会予稿集，53．

勝原裕美子，小西恵美子，前田樹海，星和美，ウイリアムソン彰子，田中髙政（2012）
．本物の共著
者は誰だ？：オーサーシップの倫理．日本看護倫理学会第 5 回年次大会予稿集，94．

臼井淳美，川﨑佳代子，竹尾惠子，弓削美鈴，丸山陽子，高橋智恵，小山智史，菊原明美，土屋つ
や子（2012）
．産後 1ヶ月の母親に見る授乳行動とその影響要因に関する検討．日本母乳哺育学会雑
誌，6
（Suppl.）
，76‑77．

糸井裕子，臼井淳美，小野崎美幸，重久加代子，入江浩子，森川奈緒美，金子順子（2012）
．実習中
におけるフットケアの技術を高めるための教材とその有効性．第 32 回日本看護科学学会学術集会講
演集，78．

青木友香理，八尋道子（2012）
．患者―看護師関係における看護師の言葉の有効性に関する文献的考
察．日本看護倫理学会第 5 回年次大会予稿集，90．

内藤友梨香，八尋道子（2012）
．新人看護師と中堅看護師の職務満足と職務不満足の内容比較： 国内
の研究成果の文献検討．第 16 回日本看護管理学会年次大会講演抄録集，132．

Ota, K., Yahiro, M., Eguchi, A., Yamaguchi, T., Niimi, Y., Maeda, J., Matsuda, M. & Konishi, E.
（2012.10.）
. Towards Creating an International Patient Dignity Scale: The Development of a
Japanese Version as the First Step. The 13th International Conference of Nursing Ethics,
Abstracts, 98, øzmir, Turkey.

吉田文子，八尋道子，柿澤美奈子（2012）
．初年次教育科目「導入基礎演習」の学修への影響―
「Student Report」からの分析―．第 18 回大学教育研究フォーラム発表論文集，155‑156．
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Yoshida, F., & Yamauchi, T.（2012）
. Development and Linguistic Validation of the Japanese
Version of Teaching Style Assessment Scale. 23rd International Nursing Research Congress.
Sigma Theta Tau International, Brisbane, Australia.

杉田由仁，流石ゆり子，吉田文子，平田良江，小林美雪，井口久美子（2012）
．学生の自主的学習を
効果的に促進する指導モデル．第 18 回大学教育研究フォーラム発表論文集，151‑152．

弓削美鈴，丸山陽子，臼井淳美（2012）
．円皮鍼による月経痛の緩和 客観的評価．長野県鍼灸会第
11 回研究会集会集録，6．

弓削美鈴，丸山陽子，臼井淳美（2012）
．円皮鍼による月経痛の緩和．第 26 回日本助産学会学術集
会集録，118．

武田江里子，小林康江，弓削美鈴（2012）
．医療者の認識する産後 1ヶ月のストレスの相違．第 32 回
日本看護科学学会学術集会講演集，275．

講演・講師活動等
雨宮多喜子．講師．看護教育課程論．長野県看護教員養成講習会，長野県看護協会，2012. 6. 8／6.
13，長野 .
雨宮多喜子．講師．看護専門職論―看護専門職の機能と活動．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，2012. 8. 29／9. 13／11. 16／11. 29，長野 .
橋本佳美．講師．地域ネットワークをつくる―地域の底力を育てるために―．佐久市高齢者大学大
学院．2012. 8. 7，長野．

橋本佳美．講師．子どもの心の発達過程と保護者の関わり．御代田町ファミリーサポート協力会員
養成研修，2012. 8. 20，長野 .
橋本佳美．長野医療的ケアの必要な方への支援を考える会「花話の会」
．アドバイザー．

堀内ふき，七田惠子，川﨑佳代子，橋本佳美，弓削美鈴，宮﨑紀枝．講師．長野県教員免許更新講
習．佐久大学，2012. 8，長野．

堀内ふき．講師．認知症ケア最前線．安曇総合病院，2012. 7. 31，長野 .

堀内ふき．講師．認知症ケア．日本精神看護技術協会，2012. 9. 8，長野 .
堀内ふき．講師．認知症―事例検討会―．北海道地域部会，2012. 10. 20，北海道．
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堀内ふき．講師．専門領域別看護論．長野県看護教員養成講習会，長野県看護協会，2012. 7. 2／
7. 4，長野．

川﨑佳代子．講師．母性看護学実習指導における学生の直接的経験を意味づけするための教材化と
学生指導〜理論と実践〜．長野県看護教育研究会 母性看護分科会，看護総合センターながの，2012.
6. 25，長野．

川﨑佳代子．講演．会長講演「家族機能の変遷とストレス」座長．第 12 回日本母子看護学会学術集
会，東京医療保健大学世田谷キャンパス，2012. 7. 7，東京．
川﨑佳代子．講演．会長講演「HTLV‑1 母子感染予防戦略立案に向けたコホート研究」座長．第 27
回日本母乳哺育学会，昭和大学医学部講堂，2012. 9. 8，東京．
小山晶子．講師．神経難病患者とのコミュニケーション．佐久市立国保浅間総合病院院内研修会，
2012. 11. 8，長野．

小山智史，高木桃子，中澤淑子．講師．フィジカルアセスメント応用編．看護部２年目研修，佐久
総合病院，2012. 9. 13，長野．

三石清子．講師．看護に活かすフットケア実践スキルアップセミナー．全国農村保健研修センター，
2012. 2. 25／8. 25，長野．

三石清子．講師．看取り「その人らしさをめざしたエンゼルメイク」
．長野県介護福祉士会東信地区
佐久ブロック研修会，2012. 3. 23，長野．

三石清子．講師．自分の足を見つめてみよう．佐久総合病院人間ドック科勉強会，2012. 10. 19，長
野．

三石清子，大渕律子．講師．平成 24 年度長野県喀痰吸引等研修指導者養成講習，2012. 12. 4／12. 6
／12. 7／12. 21，長野．

宮地文子．講師．ヘルスケアシステム提供論．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，2012. 9. 3／9. 21／11. 8／11. 29，長野 .
宮﨑紀枝．講師．新任保健師研修会，長野県委託事業，日本看護協会主催，2012. 11，長野 .
宮﨑紀枝．講師．第 51 回愛育班等組織育成者研修会，2012. 8.

宮﨑紀枝．講師．上田保健福祉事務所管内上小保健師会 公衆衛生部会研修会，2012. 3，長野
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宮﨑紀枝．佐久保健師会 人材育成・精神保健プロジェクトアドバイザー．
水野照美．講師．看護大学教育と新人特性．佐久総合病院看護部新人指導者研修，2012. 2. 27，長
野．

中嶋尚子．講師．暴走と杓子定規の間―看護師の幸福を視野に入れて―．安曇総合病院看護管理者
勉強会，2012. 9. 20，長野．

中嶋尚子．講師．看護研究．川西赤十字病院看護研究勉強会，2012. 6. 7‑2013. 2. 16，長野．

大渕律子．シンポジスト・特別シンポジウム：認知症ケアの理念を実践へ

認知症の行動・心

理症状ヘのケア．第 13 回日本認知症ケア学会大会，2012. 5. 20，静岡．
大渕律子．講師．高齢者の地域活動と健康．地域住民の勉強会，2012. 2. 15，三重．

大渕律子．講師．認知症高齢者の訪問看護．津市訪問看護ステーション研修会，2012. 3. 18，三重．

尾﨑フサ子．シンポジスト．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．
日本看護評価学会，2012. 3. 6，東京．

尾﨑フサ子．講師．新人看護職員を対象にした看護療法．立川綜合病院，2012. 4. 6，新潟．

尾﨑フサ子．講師．新人看護職員を対象にした看護療法．南部郷総合病院，2012. 4. 21，新潟．

尾﨑フサ子．講演．組織文化・組織風土とリーダーシップ．長野県看護総合センター，2012. 5. 26，
長野．

尾﨑フサ子．企画．第 2 回「川嶋みどり先生をお迎えしてのセミナー」こころと技の統合をめざした
看護

触れる手，癒す手，あいだをつなぐ手（講師：川嶋みどり，小板橋喜久代，山口 創，尾﨑フ

サ子）
．農村保健研修センター，2012. 9. 8／9. 9，長野．

尾﨑フサ子．特別講演．
「TE―ARTE のわざ」
．第 8 回東京女子医科大学看護学会学術集会，2012.
10. 6，東京．

征矢野あや子．講師（演習）
．看護教育方法論演習，専門領域別看護論演習．長野県看護教員養成講
習会，長野県看護協会，2012. 9‑11，長野．
征矢野あや子，菊池小百合．講師．介護・看護の協働による介護施設での転倒予防．第 18 回転倒予
防指導者養成講座，転倒予防医学研究会，2012. 11. 24／11. 25，長野．
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征矢野あや子．講師．看護分野に求められる資質．看護・医療系研究ゼミナール，2012. 11. 29，長
野．

征矢野あや子，大和田由希，土屋さおり，大井康弘，石川岬，小林弘典．講師 . アタマを使って転倒
予防！／佐久大学紹介．健康づくり佐久市民のつどい，2012. 10. 19，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，2012. 8. 11，
長野．

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，2012. 5.
14／7. 9，長野．

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，2012. 6. 18／7. 2，
静岡．

竹尾惠子．講演．Evidence-Based Nursing & How to Evaluate Care Needs．平成 24 年度アフリカ
母子保健看護管理コース（in English）
．2012. 6. 15／11. 26，JICA 東京国際センター，東京．

竹尾惠子，川﨑佳代子，弓削美鈴，八尋道子，小山智史，田中高政，浅野均，木下珠希．講師．看
護研究方法．佐久総合病院 看護部教育委員会研修，2012. 8. 25／9. 29／11. 2〜，長野．

高橋智恵．講師．性教育．浅科小学校，2012. 2. 13，長野．

田中髙政．講師．ラフターヨガ．坂城町保健センター保健補導員研修，2012. 1. 24／1. 25，長野．

田中髙政．講師．上田市元気アップ健康講座「みんなで笑おう！笑って健康（笑いヨガ）
」
．2012. 3.
16，長野．

田中髙政．講師．心の健康〜笑いのちから．平成 24 年度長野県長寿社会開発センター長野地区賛助
会定期総会，2012. 5. 17，長野．

田中髙政．講師．ラフターヨガ．上田市健康推進課・上田低肺友の会夏期例会．2012. 6. 26，長野．

田中髙政．講師．笑いと健康．飯田市上郷地区社会福祉協議会主催健康福祉大会，2012. 9. 30，長
野．

田中髙政．講師．笑いと健康．文部省全国国立大学放射線技術者研修会第 17 回オータムセミナー，
2012. 10. 12，長野．

田中髙政．講師．これからの人生！笑って楽しく過ごして行こう！．佐久保健福祉事務所健康づく
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り課・佐久精神障がい者家族会連合会交流会，2012. 11. 6，長野．

田中髙政．講師．男も女もみんなで笑ってがん予防．鬼無里地区保健補導員会，2012. 11. 7，長野．

田中髙政．講師．笑いの効用．東信地区高等学校養護教諭・保健主事部会，2012. 11. 27，長野．

田中髙政．講師．心の不調に気づき，予防するために〜あなたの笑顔，何より薬．長野市真島保健
センター，2012. 11. 29，長野．

田中髙政．講師．笑顔であいさつ．千曲市社会福祉協議会，2012. 12. 7，長野 .
田中髙政．講師．フィジカルアセスメント研修．長野市民病院，2012. 8. 13／8. 31／12. 25，長野．

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，2012. 2. 27／5. 22／6. 25／7. 30／9. 19／11. 27，長野．

吉田文子．講師．学生支援における GPA の意味．佐久大学第 2 回 FD 全体研修会，2012. 3. 12，長野．

吉田文子，橋本佳美，征矢野あや子，鈴木千衣，水野照美，宮﨑紀枝，八尋道子，弓削美鈴，堀内
ふき．講師．平成 24 年度臨地実習指導者研修セミナー．佐久大学，2012. 8. 28／8. 29／8. 31，長野．

吉田文子．講師．学生自ら考えられる基礎看護学実習．長野県看護教育研究会，2012. 8. 20，長野．

吉田文子．講師．人材育成のためのプリセプターシップ．看護部教育レベルⅡ，佐久総合病院，
2012. 11. 21，長野．

吉田文子．講師．学生自ら考えられる実習指導．指導者研修会，佐久総合病院，2012. 12. 8，長野．

弓削美鈴．講師．性教育．北御牧中学校，2012. 1. 26，長野．
弓削美鈴．講師．思春期の危機．性を語る会，2012. 10. 23，長野．

研究報告書
今井幸充（委員長）
，櫻井博文，本間昭，堀内ふき，木村隆次，内田千恵子，長谷部雅美，長田久雄，
北村世都（2012）
．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〜認知機能障害に伴う日
常生活評価測度の妥当性の検証〜．平成 23 年度老人保健事業推進費等補助金報告書

今井幸充（委員長）
，櫻井博文，本間昭，堀内ふき，木村隆次，内田千恵子，長谷部雅美，長田久雄，
北村世都（2012）
．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 23 年度老人保健事業推進費等補助金報告書

85

永江尚美，中板育美，宮﨑紀枝，米澤洋美，吾郷美奈恵（2012）
．日本公衆衛生協会．平成 23 年度
地域保健推進事業，中堅期保健師の人材育成に関するガイドラインおよび中堅保健師の人材育成に
関する調査研究報告書．

宮﨑紀枝（2012）
．日本看護協会：平成 23 年度厚生労働省

保健指導支援事業

保健指導技術開発

事業，生活習慣予防における効果的な継続的支援．

小西恵美子（研究代表者）
，竹尾惠子，雨宮多喜子，前田樹海，宮﨑紀枝，中嶋尚子，田中髙政，鈴
木真理子，八尋道子，吉岡恵，宮原香里．看護倫理教育のモデル構築と検証： 実践場面の倫理的判
断，対応の検討と国際比較から．平成 20‑23 年度科学研究費基盤研究
（B）研究報告書（課題番号
20390547）
．

田中髙政，竹尾惠子，小山智史，羽毛田博美（2012）
．看護学生の抑うつに関する国際比較研究．平
（C）研究報告書（課題番号 21592930）
．
成 21‑23 年度科学研究費補助金基盤研究

研究助成
渡辺みどり（研究代表者）
，阿保順子，安田貴恵子，百瀬由美子，堀内ふき，征矢野あや子，他 3 名．
長寿社会における地域参画型認知症トータルケアプログラムの開発と評価．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 24390508）
．

小山智史（研究代表者）
，竹尾惠子，浅野均，田中髙政．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）
．

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）
．

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 23660027）
．

宮﨑紀枝（研究代表者）
，征矢野あや子，三石清子，依田明子．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 23593417）
．

七田惠子（研究代表者）
，竹尾惠子，八尋道子，浅野均，小山智典，三石清子，北澤彰浩 , 関真美子，
訪問看護ステーション（こうみ うすだ のざわ あさしな やちほ）所長．佐久地域における高齢者の
終末期，看取りの実態調査．
（佐久大学学内研究費助成）
．

鈴木千衣（研究代表者）
．思春期がんの子どもと家族の情報共有の意味と療養上の意思決定の構造
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（佐久大学学内研究費助成）
．

鈴木千衣（研究代表者）
，橋本佳美，清水千恵．東信地区における子どもが病気になったときの家族
の医療行動の実態（佐久大学学内研究費助成）
．

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，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）
．

中村悦子（研究代表者）
，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
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）
．

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 24〜26 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 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 23〜25 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 23593160）
．

武田江里子（研究代表者）
，小林康江，弓削美鈴（2012）
．母親の養育者としての発達に関する研究．
平成 23‑25 年文部科学省研究基金助成金 挑戦的萌芽研究（課題番号 23660061）
．

国際交流活動
本学は，タイ王国 St. Louis College および米国 Ohio 州 Kent State University との間で，教育

と研究に関する協力関係の提携について Memorandum of Agreement を交わしている .
大学院修士課程の授業科目の非常勤講師（ゲストスピーカ）として，米国およびタイ王国から以
下の講師を招聘した．
国 際 看 護 学 特 論 Dr. Carolyn Melby, USA
Dr. Puangrat Boonyanurak, Assoc Prof, St. Louis College, Thailand
看 護 管 理 学 特 論 Dr. Puangrat Boonyanurak,
看 護 教 育 学 特 論 Dr. Puangrat Boonyanurak,
看 護 研 究 法 Dr. Ratchneewan Ross, Assoc Prof, Director of the College of Nursing
International Activities, College of Nursing, Kent State University, Ohio,
USA
ヘルスアセスメント Dr. Carolyn Melby, USA
Dr. R. Ross は，Kent State University の the College of Nursing International Activities の
Director として，帰国後に International Activities のニューズレターに，佐久大学の紹介記事を掲載
した．
海外からの非常勤講師（ゲストスピーカ）は，従来からの共同研究成果の共有，フォローなどの
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研究活動も行った．

学会活動
雨 宮 多 喜 子 日本看護管理学会．評議員，査読者
日本赤十字看護管理学会．評議員
別 所 遊 子 日本地域看護学会．評議員，表彰論文選考委員，査読委員

日本看護研究学会．査読委員
堀 内 ふ き 日本老年社会科学学会．第 54 回大会 大会長，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．副理事長，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，編集委員
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
日本介護福祉学会．編集幹事
聖路加看護学会．査読委員
川 﨑 佳 代 子 日本母乳哺育学会．副理事長，編集委員，倫理審査委員
日本母子看護学会．理事
長野県母子衛生学会．理事
小山晶子，小山智史，浅野均，七田惠子，大渕律子
日本老年社会科学会．第 54 回大会 大会企画運営委員，2012. 6. 9／6. 10，長野
宮 地 文 子 日本地域看護学会．査読委員
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
大 渕 律 子 日本認知症ケア学会．監事，北陸・甲信越地域部会部会長，査読委員
日本老年看護学会．評議員，査読委員
尾 﨑 フ サ 子 日本統合医療学会．理事
日本看護技術学会．評議員
日本看護管理学会．評議員
日本看護研究学会．評議員
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
日本老年社会科学会．第 54 回大会 事務局担当
鈴 木 千 衣 日本小児看護学会．査読委員
鈴 木 真 理 子 日本看護倫理学会．編集委員
田 中 髙 政 日本看護倫理学会．評議員，編集委員
日本笑い学会．理事，信州支部長
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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
神奈川県における看護教育のあり方検討会委員長
堀 内 ふ き 認知症予防財団．代議員
日本看護協会．専門看護師認定委員
日本看護系大学協議会．専門看護師教育課程認定委員
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程．入試委員（国立リハビリテーシ
ョンセンター）
柿澤美奈子 （特社）日本精神科看護技術協会．長野県支部役員
宮 地 文 子 佐久市保健福祉審議会．委員・保健部会副部会長
佐久新校校名選考委員会．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
大 渕 律 子 佐久穂町広域型特別養護老人ホーム審査委員会
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

2011 年度業績追加掲載
学会発表
永江尚美，中板育美，吾郷美奈恵，宮﨑紀枝，米澤洋美，大場エミ，大石万里子，福井恵美子，前
田ひとみ（2011）
．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第 1 報）
．第 70 回日本公衆衛生学会総会
抄録集，446．

吾郷美奈恵，中板育美，宮﨑紀枝，米澤洋美，大場エミ，大石万里子，福井恵美子，前田ひとみ，
永江尚美（2011）
．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第 2 報）―都道府県と市町村の特徴―．
第 70 回日本公衆衛生学会総会抄録集，446．

中板育美，吾郷美奈恵，宮﨑紀枝，米澤洋美，大場エミ，福井恵美子，前田ひとみ，大石万里子，
永江尚美（2011）
．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第 3 報）
．第 70 回日本公衆衛生学会総会
抄録集，447．

宮﨑紀枝，永江尚美，前田ひとみ，米澤洋美，吾郷美奈恵，中板育美，福井恵美子，大石万里子，
大場エミ（2011）
．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第 4 報）―管理職が考える中堅期に必要
な能力―．第 70 回日本公衆衛生学会総会抄録集，447．

研究報告書
麻原きよみ，小林真朝，小西恵美子，百瀬由美子，尾崎章子，長江弘子，酒井昌子，宮﨑紀枝，大
森純子，留目宏美，小野若菜子（2011）
．地域看護における体系的倫理教育ラダーの開発と評価．平
成 19〜22 年度 科学研究費補助金 基盤研究
（B）研究報告書（課題番号 19390571）
（連携）

永江尚美，吾郷美奈恵，中板育美，宮﨑紀枝，米澤洋美，前田ひとみ，大石万里子，福井恵美子，
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大場エミ，橋本亜希子（2011）
．中堅期保健師の人材育成に関する調査研究報告書．

講演・講師活動等
宮﨑紀枝．全国保健師長会 地域保健総合推進事業，中堅保健師の人材育成に関する調査研究事業，
アドバイザー．
宮﨑紀枝．佐久保健師会 卒後教育プロジェクト，アドバイザー．
宮﨑紀枝．講師．保健師の人材育成．佐久保健師会．
宮﨑紀枝．講師．中堅期保健師の人材育成に関する調査報告．全国保健師長会関東甲信越ブロック
研修会，新潟．
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