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62　福島県立医科大学看護学部紀要 第11号 62-70, 2009

業　　績　　一　　覧（2008年１月～12月）

〔原　　著〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

１月 厚海　徹，力丸米雄，
鈴木順造

掌蹠膿疱症に排膿散及湯合麻
黄附子細辛湯が奏効した一例

日本東洋医学雑誌 59（1） 73－76

２月 Masanori Kameda Causative Language in Medical 

Context

J o u r n a l o f M e d i c a l 

English Education

7（1） 13－18

２月 岩淵倫子，草野幸子，
千葉美佳，結城美智子

慢性疾患患者の服薬コンプラ
イアンスに関する調査

日本看護学会論文集：
成人看護Ⅱ

38 97－99

３月 熊坂智美，矢野正文，
鵜沼有彦，有馬喜代子，
結城美智子

地域で高齢者を支えるための
システム構築に関する検討－
住民の生活・健康の実態と将
来の介護に関する意向－

福島県保健衛生雑誌 17（2） 31－36

３月 Yuriko Tachida, 

Kazuhiro Nakagawa, 

Takashi Saito, 

Takaomi C. Saido, 

Takashi Honda, 
Yuko Saito, 

Shigeo Murayama, 

Tamao Endo,

Gaku Sakaguchi, 

Akira Kato, 

Shinobu Kitazume, 

Yasuhiro Hashimoto

Interleukin-1β Upregulates 

TACE to Enhance α -Cleavage 

of APP in Neurons: Resulting 

Decrease in A β Production.

Journal of neurochemistry 104（5） 1387⊖1393

４月 Yukihiko Kawasaki, 

Junzo Suzuki, et al.

Efficacy of cyclosporine therapy 

for systemic lupus erythematosus 

in childhood.

Pediatrics international 50（2） 257－259

６月 Guo-Dong Li, 

Shiro Masuda, 

Daisuke Yamaguchi, 

Masayuki Hayashi and 

Masatake Nagai

A study on the development 

trends of GDP, Population and 

primary energy consumption by 

Gray-based dynamic model

Journal of Grey System 11（2） 73－84

９月 橋本修二，川戸美由紀，
加藤昌弘，林　正幸，
渡辺晃紀，野田龍也，
尾島俊之，辻　一郎

介護保険に基づく平均自立期
間の算定方法の検討

厚生の指標 55（10） 25－30

９月 Hiroshi Tanaka, 

Eishin Oki, 

Kazushi Tsuruga, 

Norihiro Sato, 

Hiroyoshi Matsukura, 

Akira Matsunaga, 

Yoshiaki Kondo, 

Junzo Suzuki

Mizoribine treatment of young 

pat ients wi th severe lupus 

nephritis: A clinicopathologic 

study by the Tohoku Pediatric 

Study Group

N e p h r o n  C l i n i c a l 

Practice

110（2） 73－79
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〔著　　書〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

11月 結城美智子，長嶺義秀，
斎藤　薫，川熊のぶい，
藤原　悟

交通事故頭部外傷に起因する
遷延性意識障害者の在宅生活
の実態と介護ニーズ

日本交通科学協議会誌 8（1） 36－45

11月 真壁玲子，野水　整 乳がん体験者のソーシャル・
サポートと精神的・身体的状
況：手術後２年までの縦断的
研究

がん看護 13（7） 762－768

12月 中山　仁 定義文に用いられる when ／
where 節の用法と解釈プロセ
ス

英語語法文法研究 15 108－123

12月 Atsushi Yamada, 
Yukimi Taniguchi, 
Kumi Kawano, 
Takashi Honda, 
Yoshiyuki Hattori, 
Yoshie Maitani

Design of folate-linked liposomal 
doxorubicin to its antitumor 
effect in mice.

Clinical Cancer Research 14（24） 8161⊖8168

12月 荒川唱子 人を癒すリラクセーション技
法

明治学院大学社会学・
社会福祉学研究

129 51－65

発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発　行　所 頁

１月 鈴木順造 小児の尿路感染症；今日の治療
指針

山口　徹，北原光
男，福井次矢編

医学書院 1031－1032

２月 Takanori Kawaguchi, 
Shunsuke Imai, 
Satomi Haga, 
Jyunji Morimoto 
and 
Takashi Honda

D e m o n s t r a t i o n a n d P a r t i a l 
Identification of Aberrant Muc1 
Bearing Tn Antigen in Rat Ascites 
Hepatoma AH109A Cells with 
Strong Lymph Node Metastasis 
Propensity;Cancer Metastasis 
Research

Akira Watanabe Nova Science 
Publishers

147－163

３月 林　正幸 保健統計学 騒人社

４月 田中克枝 第９章　腎・泌尿器系疾患をも
つ子どもと家族；G Supple 場面
でまなぶ小児看護学

濱田裕子，幸松美
智子編

メディカ出版 132－145

４月 鈴木順造 腎泌尿・生殖器疾患－７．感染
症；小児科学；第３版

大関武彦，近藤直
美，総編集

医学書院 1431－1435

５月 美濃由紀子，野
田智子，遠藤　
太，大川貴子他
11名

Ⅳ－１　精神科でよく起こる
「身体問題」にどう対処するか
　イレウス，褥瘡，白癬；これ
だけは知っておきたい　精神科
の身体ケア技術

美濃由紀子 医学書院 124－140，
262－279，
280－291

10月 鈴木千衣，阿部
頼子

第Ⅳ章　検査・処置を伴う看護
技術・１．検体採取；根拠がわ
かる小児看護技術

小野正子，草場ヒ
フミ

メヂカルフレ
ンド

186－199
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〔総説・論説・解説・資料〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

１月 小松聖美，川嵜
建治，土屋令雄，
本多たかし，矢
橋あつ子

全身疾患　ヒト唾液の神経成長因子
の検出　年齢・保有歯数・唾液量と
NGF 量について

日本口腔科学会雑誌 57（1） 102

１月 木村友美，畠山
とも子

本音を言い合えない患者と家族の関
係に介入を試みて

日本がん看護学会誌 22（Suppl.） 129

３月 中山　仁 Longman Dictionary of Contemporary 
English 第４版における when 定義に
ついての語用論的考察

福島県立医科大学
看護学部紀要

10 1－8

３月 田中克枝，板垣
ひろみ，古溝陽
子， 鈴 木 千 衣，
半澤ハル子

福島県Ａ市における１歳６ヶ月児を
持つ母親の育児ストレス－育児スト
レス程度の地域比較とＡ市における
関連要因－

福島県立医科大学
看護学部紀要

10 9－21

３月 貝沼　純，斉藤
美代，佐藤尚子，
宍戸朋子，林　
正幸

女性看護師が男性看護師に期待する
職務・役割に関する調査研究

福島県立医科大学
看護学部紀要

10 23－30

３月 佐藤牧子，小鍛
冶桃子，林　　
綾，稲毛映子

母親のメンタルヘルスに影響を与え
る要因の検討－妊娠届出と新生児・
妊産婦訪問の記録の分析から－

福島県立医科大学
看護学部紀要

10 31－46

３月 野田智子，田上
美千佳

精神科救急入院直後の看護援助に関
する研究－夜間隔離室へ救急入院し
た患者への翌朝の初回与薬場面を通
して－

福島県立医科大学
看護学部紀要

10 47－55

５月 川口隆憲，西原
正通，山本竜広，
横山昌幸，本多
たかし

高分子ミセルの生体有害性の実験的
検討

Drug Delivery System 23（3） 405

６月 志賀令明 PMS に関するプロゲステロン濃度
の影響

女性心身医学 13（1－2） 41

７月 亀田政則 科学言語としての医学英語：Ｑ＆Ａ
による紹介

福島の進路 311 36－39

７月 松坂由香里，鈴
木和子，井上玲
子，畠山とも子，
竹村華織，高見
紀子

家族からのクレームに対する家族看
護の視点と援助方法

家族看護学研究 14（2） 67

７月 畠山とも子 終末期患者の外泊を考える　患者と
配偶者にとっての外泊の功罪

家族看護学研究 14（2） 126

８月 古橋知子 【小児看護における多職種チームア
プローチ】多職種チームにおける看
護師の働き

小児看護 31（9） 1205－1209

９月 鈴木順造 漢方医学への誘い 福島医学雑誌 58（3） 217
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〔学 会 報 告〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

９月 小松聖美，長谷
川博，本多たかし

NGF のヒト唾液からの検出およびヒ
ト唾液腺での局在性

日本口腔科学会雑誌 57（4） 473－474

10月 横田素美 【「看護教育の大学化」提言のイン
パクト　実現に向けての道程を探
る】「看護教育大学制への移行」：私
はこう思う　さまざまな教育課程の
立場から　大学の立場から

看護教育 49（10） 935－936

12月 中山洋子 EBN における質的研究：補完性とそ
の限界

EB Nursing 9（1） 90－97

〔報告書〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 報　告　書　名

２月 結城美智子，稲
毛映子，矢野正
文， 熊 坂 智 美，
黒田真理子

地域で高齢者を支えるためのシステ
ム構築に関する研究

平成19年度受託研究報告書（JU19008）

２月 石田登喜子，安
達久美子，高村
寿子，前田ひと
み， 渡 辺　 至，
小笹貴子，川名
子信正，木内敦
夫， 木 村 孔 三，
野口まゆみ，幡
　研一，平出公
仁， 古 川 宣 一，
前田隆子，柚原
健男

十代で人工妊娠中絶を実施した当事
者への面接調査

平成19年度児童関連サービス調査研究等事業
報告書「人工妊娠中絶を繰り返す思春期女子
への再発予防方策と環境整備のあり方に関す
る研究」

２月 高村寿子，前田
ひとみ，石田登
喜子，安達久美
子， 前 田 隆 子，
小笹貴子

医療従事者を対象とした支援者養成
プログラムの開発

平成19年度児童関連サービス調査研究等事業
報告書「人工妊娠中絶を繰り返す思春期女子
への再発予防方策と環境整備のあり方に関す
る研究」

４月 結城美智子 交通事故障害に起因する在宅医療の
調査・研究

平成19年度財団法人在宅医療助成勇美記念財
団研究助成報告書

発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

３月 陶山和秀，川崎幸
彦，宮下朋子，高
野　恵，橋本浩一，
鈴木順造，細矢光亮

IgA 腎症発症の４年後に紫斑
病性腎炎を呈した１例

第18回東北小児腎臓
病研究会（弘前）

日本小児腎臓病学会雑誌
21（2），255
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

３月 三塚由佳，高橋識
至，谷口由美，山
崎敦子，川村智子，
結城美智子

包括的呼吸リハビリテーショ
ン参加 COPD 患者の心理的
状況の検討

第22回東北呼吸ケア
フォーラム（仙台）

４月 中山　仁 「例外的」用法の辞書記述－
which 節および when ／ if 節
に関して

英語コーパス学会第
31回大会（寝屋川）

英語コーパス学会第31回
大会資料，４，および，
http://muse.doshisha.ac.jp/

JAECS/　からのダウン
ロード資料

５月 田中　完，沖　栄
真，敦賀和志，鈴
木康一，松永　明，
松倉裕喜，根東義
明，鈴木順造

び漫性増殖性ループス腎炎に
対する長期ミゾリビンパルス
療法の有効性　臨床病理学的
検討（東北小児ループス腎炎
治療研究会）

第43回日本小児腎臓
病学会（福岡）

日本小児腎臓病学会雑誌
21（1Suppl.），127

５月 武田いづみ，根本
健二，村井弘通，
今泉智子，鈴木順造

画像所見により診断が得られ
た急性巣状細菌性腎炎の３例

第43回日本小児腎臓
病学会（福岡）

日本小児腎臓病学会雑誌
21（1Suppl.），148

６月 Reiko Makabe, 

Tohru Ohtake, 

Tadashi Nomizu

Components of social support 

among Japanese elderly women 

with breast cancer: A content 

analysis of interviews

The 10th World 

Congress of Psycho-

Oncology (Madrid, 

Spain)

Psycho-Oncology 17（6）, 

S184－185

６月 前田ひとみ，安達
久美子，前田隆子，
石田登喜子，高村
寿子

十代の人工妊娠中絶者への再
中絶予防に向けた支援者の養
成　医療従事者を対象とした
支援者養成プログラムの開発

第17回日本健康教育
学会（東京）

日本健康教育学会誌
16（Suppl.）
70－71

６月 加藤ふみ，結城美
智子

初回教育入院における糖尿病
患者の思いの変化

第４回宮城県糖尿病
看護研究会（仙台）

第４回宮城県糖尿病看護
研究会抄録集

７月 菅野久美 アロママッサージがもたらし
た幻肢感覚によるリラクセー
ション効果

第13回日本緩和医療
学 会 学 術 大 会（ 静
岡）

第13回日本緩和医療学会
学術大会　プログラム・
講演抄録集，267

７月 小林美佐枝，伊深
洋子，大友昭子，
川熊のぶい，斎藤
　薫，中里信和，
長嶺義秀，藤原　
悟，結城美智子

交通事故による遷延性意識障
害患者の在宅介護の現状－ア
ンケート調査による分析－

第17回日本意識障害
学会（下呂）

第17回日本意識障害学会
抄録集，139

７月 熊坂智美，矢野正
文，鵜沼有彦，有
馬喜代子，永山千
歳，渡辺春子，矢
部順子，福島雅恵，
結城美智子

地域住民の将来の住居と介護
希望場所に関するニーズ

第57回東北公衆衛生
学会（弘前）

東北公衆衛生学会誌　57，
22

７月 若見文子，岩月ゆ
み，三塚由佳，高
橋孝子，高橋浩恵，
千葉昭子，結城美
智子

乳幼児をもつ母親の子宮頚が
ん検診受診行動の実態調査

第57回東北公衆衛生
学会（弘前）

東北公衆衛生学会誌　57，
50
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

７月 熊坂智美，稲毛映
子，矢野正文，結
城美智子，黒田真
理子

活動性の高い高齢者における
健康・生活の実態と地域包括
ケアシステム構築に関する検
討－（第一報）ソーシャルサ
ポートの現状と将来の介護に
関するニーズ－

第11回日本地域看護
学会学術集会（沖縄）

日本地域看護学会第11回
学術集会講演集，54

７月 矢野正文，熊坂智
美，稲毛映子，黒
田真理子，結城美
智子

活動性の高い高齢者における
健康・生活の実態と地域包括
ケアシステム構築に関する検
討－（第二報）後期高齢者の
主観的な日常生活の不自由さ
と健康行動－

第11回日本地域看護
学会学術集会（沖縄）

日本地域看護学会第11回
学術集会講演集，55

７月 稲毛映子，熊坂智
美，矢野正文，結
城美智子

介護に対する意識および地域
サービスへの期待と地域包括
ケアシステム構築に関する検
討－団塊世代を対象とした
フォーカスグループインタ
ビューの分析から－

第11回日本地域看護
学会学術集会（沖縄）

日本地域看護学会第11回
学術集会講演集，81

８月 Reiko Makabe Social Support among Elderly 
Women with Breast Cancer: A 
Literature Review

The 15th International 
Conference on Cancer 
Nursing (Singapore)

15th International 
Conference on Cancer 
Nursing, 108

８月 飯塚麻紀，鴨田玲子 過 去10年 間（1998～2007年 ）
の看護師の臨床判断研究の文
献レビュー

第34回日本看護研究
学 会 学 術 集 会（ 神
戸）

日本看護研究学会雑誌　
31（3），270

８月 紺野蘭子，大下静香 集中治療室における新人看護
師の看護技術達成度～新人看
護師の自己評価とコーチによ
る他者評価の比較～

日本看護学教育学会
第18回学術集会（つ
くば）

日本看護学教育学会誌　
18　学術集会講演集，
289

８月 安達久美子，石田
登喜子，前田隆子，
前田ひとみ，高村
寿子

人工妊娠中絶を受けた思春期
女性への支援－人工妊娠中絶
を繰り返す思春期女子への再
発予防方策と環境整備のあり
方に関する研究－

第27回日本思春期学
会 総 会・ 学 術 集 会

（千葉）

第27回日本思春期学会総
会・学術集会抄録集，110

８月 石田登喜子，安達
久美子，前田隆子，
前田ひとみ，高村
寿子

人工妊娠中絶を実施した十代
女性の実態－人工妊娠中絶を
繰り返す思春期女子への再発
予防方策と環境整備のあり方
に関する研究－

第27回日本思春期学
会 総 会・ 学 術 集 会

（千葉）

第27回日本思春期学会総
会・学術集会抄録集，110

８月 前田隆子，前田ひ
とみ，安達久美子，
石田登喜子，高村
寿子

人工妊娠中絶者への支援に関
するセミナーの開催－人工妊
娠中絶を繰り返す思春期女子
への再発予防方策と環境整備
のあり方に関する研究－

第27回日本思春期学
会 総 会・ 学 術 集 会

（千葉）

第27回日本思春期学会総
会・学術集会抄録集，111

８月 白鳥クニ子，石田
登喜子，野口まゆ
み

十代の女性は性交に至るまで
に自分の感情を相手に伝えら
れているか

第27回日本思春期学
会 総 会・ 学 術 集 会

（千葉）

第27回日本思春期学会総
会・学術集会抄録集，115

９月 菅野聖子，大谷晃
司，加藤清司

胃がん検診の受診率に影響を
及ぼす要因の検討－只見町健
康調査2003年から－

平成20年度福島県保
健衛生学会（郡山）

福島県保健衛生雑誌　18
（特別），10
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

９月 佐藤和美，加藤清
司，上妻万里

０歳～64歳までの基本健康診
査受診に影響する因子

平成20年度福島県保
健衛生学会（郡山）

福島県保健衛生雑誌　18
（特別），11

９月 田中克枝，鈴木千
衣，阿部頼子，鈴
木順造

福島県の保育園／幼稚園にお
ける与薬など病児の対応に関
する実態調査（第１報）－子
どもの健康状態の把握と病児
の対応－

第55回日本小児保健
学会（札幌）

第55回日本小児保健学会
講演集，178

９月 田中克枝，鈴木千
衣，阿部頼子，鈴
木順造

福島県の保育園／幼稚園にお
ける与薬など病児の対応に関
する実態調査（第２報）－服
薬等の援助に関する対応－

第55回日本小児保健
学会（札幌）

第55回日本小児保健学会
講演集，178

９月 阿部頼子，鈴木千
衣，田中克枝，鈴
木順造

福島県の保育園／幼稚園にお
ける与薬など病児の対応に関
する実態調査（第３報）－服
薬や病児の対応に関しての問
題－

第55回日本小児保健
学会（札幌）

第55回日本小児保健学会
講演集，179

９月 小池志保，石森英
子，入江静香，鈴
木学爾，安中みい子

NICU 看護師の母乳育児支援
への意識向上に向けて

第39回日本看護学会
小児看護　学術集会

（新潟）

第39回日本看護学会抄録
集　小児看護，66

９月 Michiko Yuki, 
Tomomi Kumasaka, 
Masafumi Yano, 
Eiko Inake, 
Mariko Kuroda, 
Kunihiko Unuma, 
Kiyoko Arima, 
Chitose Nagayama, 
Haruko Watanabe, 
Junko Yabe, 
Masae Fukushima

Health Behavior Among Family 
Caregivers of Elderly Persons 
Requiring Home Care

8th IUHPE  EUROPEAN 
C O N F E R E N C E O N 
HEALTH PROMOTION 
A N D E D U C AT I O N 
(Torino, Italy)

8th IUHPE EUROPEAN 
C O N F E R E N C E  O N 
HEALTH PROMOTION 
AND EDUCATION, 107
－108

９月 Michiko Yuki, 
Yoshihide Nagamine, 
Kaoru Saito, 
Nobui Kawakuma, 
Satoru Fujiwara

Care Needs of Patients Discharged 
from a Hospital for the Treatment 
of Prolonged Coma

8th IUHPE  EUROPEAN 
C O N F E R E N C E O N 
HEALTH PROMOTION 
A N D E D U C AT I O N 
(Torino, Italy)

8th IUHPE EUROPEAN 
C O N F E R E N C E  O N 
HEALTH PROMOTION 
AND EDUCATION, 109
－110

９月 熊坂智美，稲毛映
子，矢野正文，黒
田真理子，鵜沼有
彦，有馬喜代子，
永山千歳，渡辺春
子，矢部順子，福
島雅恵，結城美智子

活動性の高い高齢者における
健康・生活の実態と地域包括
ケアシステム構築に関する検
討－（第一報）ソーシャルサ
ポートの現状と将来の介護に
関するニーズ－

福島県保健衛生学会
（郡山）

福島県保健衛生雑誌　18
（特別号），24

９月 矢野正文，熊坂智
美，稲毛映子，黒
田真理子，鵜沼有
彦，有馬喜代子，
永山千歳，渡辺春
子，矢部順子，福
島雅恵，結城美智子

活動性の高い高齢者における
健康・生活の実態と地域包括
ケアシステム構築に関する検
討－（第二報）後期高齢者の
主観的な日常生活の不自由さ
と健康行動－

福島県保健衛生学会
（郡山）

福島県保健衛生雑誌　18
（特別号），25
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

10月 三塚由佳，高橋識
至，結城美智子，
谷口由美，山崎敦
子，河村智子

COPD 患者の心理的状況と歩
行状況などの活動性との関連
性について

第18回 日 本 呼 吸 ケ
ア・ リ ハ ビ リ テ ー
ション学会学術集会

（松山）

日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会誌　18

（Suppl.），107s

10月 若見文子，小澤信
義，岩月ゆみ，三
塚由佳，高橋孝子，
高橋浩恵，千葉昭
子，結城美智子

乳幼児をもつ母親の子宮頚が
ん検診受診行動と健康意識

宮城母性衛生学会
（仙台）

第29回宮城母性衛生学会
抄録集

11月 平田弘美，清水昌
美，菅野直子，土
屋佐智恵，平野典
子，渡辺恵子

摂食・嚥下障害のある患者ケ
アに関する実態調査

第13回日本老年看護
学会学術集会（金沢）

第13回日本老年看護学会
学術集会抄録集，105

12月 新田静江，小平廣
子，望月紀子，野
村千文，陳金娣，
渕田英津子

老年看護における介入研究促
進のための看護実践者と研究
者との連携のあり方

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，127

12月 熊坂智美，稲毛映
子，矢野正文，黒
田真理子，結城美
智子

活動性の高い女性高齢者の活
動能力，健康意識と生活満足
度の実態

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，210

12月 宇佐美しおり，中
山洋子，野末聖香，
馬場香織，岡谷恵
子

再入院を繰り返す精神障害者
への退院支援ケア・パッケー
ジと集中型包括型ケア・マネ
ジメントモデルの開発

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，269

12月 田中克枝，鈴木千
衣，古溝陽子，板
垣ひろみ，石井佳
世子

NICU 入院経験をもつ子ども
の母親の育児ストレス

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，341

12月 鴨田玲子，飯塚麻
紀

過去10年間の看護師の臨床判
断研究の文献レビュー－研究
結果の分析から－

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，373

12月 清水昌美 老年期に脊髄損傷を負った体
験者の希望

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，378

12月 丸山育子，中山洋
子，工藤真由美，
戸田　肇，土居洋
子，東サトエ，田
村正枝，永山くに
子，小松万喜子，
石原　昌，大平光
子，大見サキエ，
松成裕子，石井邦
子，黒田るみ，井
上　郁，脇屋昇子

看護実践能力を測定する尺度
（質問紙）の開発：（その１）
看護実践能力の概念化

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，414
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〔そ の 他〕

発行月 著者名 表　　　　　題

１月 中山　仁 類語コラムの記述－ bake の場合 三省堂 WISDOM in 
Depth  11, Sanseido 
Word-Wise Web

http://dictionary.sanseido-publ.
co.jp/wp/2008/01/11/wisdom-
in-depth-11/

１月 中山　仁 気になる語法－主節から独立した
Which 節

三省堂 WISDOM in 
Depth  13, Sanseido 
Word-Wise Web

http://dictionary.sanseido-publ.
co.jp/wp/2008/01/25/wisdom-
in-depth-13/

３月 工藤真由美，
片桐和子，
清水昌美，
林　正幸

海外研修報告　米国における看護
大学基礎教育の取り組みと上級実
践看護師の役割

福島県立医科大学
看護学部紀要

10，58－62

〔講演・シンポジスト〕

発表月 発　表　者　名 表　　　　　題 主　　催　　者

２月 立柳　聡 一般人権と子どもの権利 子どもの権利条約フォーラム★ふく
しま

２月 立柳　聡 がんばれ！民間の児童館・地域子ど
も施設交流の集い2008　基調講演

「次世代育成行動計画の見直しと後
期計画の策定に向けて」

日本子ども NPO センター

９月 中山洋子 日本の看護学教育の現状 日本とウズベキスタンの医療に関す
るフェルガナ・シンポジウム

発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

12月 工藤真由美，中山
洋 子， 戸 田　 肇，
田村正枝，土居洋
子，東サトエ，永
山くに子，小松万
喜 子， 石 原　 昌，
大見サキエ，大平
光子，石井邦子，
松成裕子，黒田るみ

看護実践能力を測定する尺度
（質問紙）の開発：（その２）
自己評価尺度の内容　妥当性
の検討

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，286

12月 黒田真理子，矢野
正文，熊坂智美，
稲毛映子，結城美
智子

在宅要介護者の重度化・軽度
化に関する訪問による実態調
査

第28回日本看護科学
学会学術集会（福岡）

第28回日本看護科学学会
講演集，529
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