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業　績　一　覧　45

業　　績　　一　　覧（2019年1月～12月）

〔原　　著〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

２月 太田　操，服部　桜，新
井昌子，清水川由美子，
石井佳世子，後藤あや，
安村誠司，藤森敬也

東日本大震災による妊産婦の避
難生活とうつ傾向に関する検討

日本母子看護学会誌 ₁₂⑵ ₂₁－₃₁

２月 佐藤博子，佐伯秀久，後
藤あや

病院・医院に勤務する医師と看
護師の皮膚科看護に対する認識

日本皮膚科学会雑誌 ₁₂₉⑵ ₁₆₁－₁₆₇

３月 渡邉一代，石井佳世子，
石田久江，太田　操，後
藤あや

産後うつ病予防を目的とした妊
娠期からの“夫婦の共感性を高
めるセッション”の試行　対象
者の共感性と精神健康度とセッ
ション評価

日本健康学会誌 ₈₅⑵ ₈₀－₈₉

３月 新井猛浩，後藤あや，小
松美津子，安村誠司

福島市における乳幼児を持つ母
親の不適切な育児行動とその関
連要因

福島県保健衛生雑誌 ₃₃ ₁₀－₁₅

３月 山脇功次，後藤あや，佐
藤健一，遠藤智子，古山
綾子，斎藤恵子，吉野優
子，山田祐子，松本珠実，
中島誠子

東北３県における災害後の保健
師活動　現状と課題についての
テキスト解析の試み

福島県保健衛生雑誌 ₃₃ ₂₈－₃₃

３月 加藤郁子，佐藤　忠，田
中久美子，横山郁美，大
川貴子

精神科病院に勤務する看護師が
感じるがん患者の看護ケアに関
する困難感

福島県立医科大学看護学
部紀要

₂₁ １－₁₂

３月 三浦浅子 がん看護専門看護師活動から考
える多職種連携でつむぐ放射線
看護

日本放射線看護学会誌 ７⑴ ₃₈－₃₉

３月 新川哲子，堀内輝子 シンポジウムⅡ「共同大学院の
学びからおりなす放射線看護学
－災害被ばく医療科学共同専攻
修了生の将来へのビジョン－」

日本放射線看護学会誌 ７⑴ ₄₁－₄₂
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

４月 Iwasa Hajime,
Moriyama Nobuaki,
Kuroda Yujiro,
Nakayama Chihiro,
Orui Masatsugu,
Horiuchi Teruko,
Nakayama Takeo,
Sugita Minoru,
Yasumura Seiji

Recovery from radiation anxiety 
and posttraumatic growth among 
community dwellers after the 
nuclear disaster in Fukushima

Cogent Psychology ６⑴ ₁₆₀₂₉₇₀

４月 Kinoshita Misako,
Takeda Harumi,
Yamada Chieri,
Kumagai Tomohiro,
Kakamu Takeyasu,
Hidaka Tomoo,
Masuishi Yusuke,
Endo Shota,
Hashimoto Shigeatsu,
Fukushima Tetsuhito

Characteristics of awareness and 
behavior of medical staff for 
prevention of falling accidents 
among inpatients

F u k u s h i m a j o u r n a l o f 
medical science

₆₅⑴ ₁₃－₂₃

４月 Kyozuka Hyo,
Murata Tsuyoshi,
Yasuda Shun,
Fujimori Keiya,
Goto Aya,
Yasumura Seiji,
Abe Masafumi

The effect of the Great East Japan 
Ear thquake on hyper tens ive 
disorders during pregnancy: a 
study from the Fukushima Health 
Management Survey

The Journal of Maternal-
Fetal & Neonatal Medicine

DOI:₁₀.₁₀₈₀/₁₄₇₆₇₀₅₈.
₂₀₁₉.₁₅₉₄₇₆₃

５月 Nakayama Yoko,
Kato Ikuko,
Ohkawa Takako

Sustaining Power of Nurses in a 
Damaged Hospital During the 
Great East Japan Earthquake

J o u r n a l  o f  N u r s i n g 
Scholarship

₅₁⑶ ₂₇₁－₂₈₀

５月 Yokozuka Mieko,
Okazaki Kanako,
Sakamoto Yuko,
Takahashi Koko

R e l a t i o n s h i p b e t w e e n f o o t 
morpho logy and toe musc le 
strength in female universi ty 
students

J o u r n a l  o f  P h y s i c a l 
Therapy Science

₃₁⑸ ₄₅₇－₄₆₁

６月 菅野範子，後藤あや，佐
藤恵子，川原礼子，畠山
とも子

がん患者の手術療法の意思決定
を支援する外来看護師の認識と
実践

日本プライマリ・ケア連
合学会誌

₄₂⑵ ₇₈－₈₄

６月 Yumiya Yui,
Goto Aya,
Murakami Michio,
Ohira Tetsuya,
Rudd Rima E

Communication between health 
professionals and community 
residents in Fukushima: a focus on 
the feedback loop

Health Communication DOI:₁₀.₁₀₈₀/₁₀₄₁₀₂₃₆.
₂₀₁₉.₁₆₂₅₀₀₄

６月 Nakano Hironori,
Ishii Kayoko,
Goto Aya,
Yasumura Seiji,
Ohira Tetsuya,
Fujimori Keiya

Development and implementation 
of an internet survey to assess 
community health in the face of a 
hea l th c r i s i s : Da ta f rom the 
Pregnancy and Birth Survey of the 
Fukushima Health Management 
Survey, ₂₀₁₆

International Journal of 
Environmental Research 
and Public Health

₁₆⑾ E₁₉₄₆
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

７月 Ishii Kayoko,
Goto Aya,
Watanabe Kazuyo,
Tsutomi Hiroshi,
Sasaki Mie,
Komiya Hiromi,
Yasumura Seiji

Characteristics and changes in the 
m e n t a l h e a l t h i n d i c a t o r s o f 
expecting parents in a couple-
based parenting support program 
in Japan

H e a l t h  C a r e  Wo m e n 
International

DOI:₁₀.₁₀₈₀/₀₇₃₉₉₃₃₂.
₂₀₁₉.₁₆₄₃₃₅₀

７月 Kobayashi Tomoyuki,
Yoshida Kazuki,
Takebayashi Yoshitake,
Goto Aya,
Kumagai Atsushi,
Murakami Michio

Social identity threats following 
the Fukushima nuclear accident 
and its influence on psychological 
distress

International Journal of 
Disaster Risk Reduction

₃₇ ₁₀₁₁₇₁

７月 Ohta Shoichiro,
Yoshida Tokiyo,
Kasahara Yoshimi,
Adachi Rie,
Shibuya Yoko,
Fujiwara Miyako,
Sasagawa Isoji

The experience of Secondary 
H y p e r p a r a t h y r o i d i s m w i t h 
Etelcalcetide in Hemodialysis 
Patients-the tolerance and safety 
after switching from the ₂₅ mg of 
c i n a c a l c e t  t o  t h e  ₅m g  o f 
etelcalcetide

Therapeutic Research ₄₀⑺ ₅₈₁－₅₈₆

８月 Goto Aya,
Tsugawa Yusuke,
Fujimori Keiya

Factors associated with intention 
of future pregnancy among women 
affected by the Fukushima Nuclear 
Accident: analysis of Fukushima 
Health Management Survey data 
from ₂₀₁₂ to ₂₀₁₄

Journal of Epidemiology ₂₉ ₃₀₈－₃₁₄

９月 吉田和樹，鈴木　友，佐
藤香代子，杉浦真由美，
後藤あや

福島県福島市における１歳６ヵ
月の子どもをもつ両親の体調　
両親ともに体調不良の頻度と背
景要因および育児状況との関連

小児保健研究 ₇₈⑸ ₄₂₈－₄₃₆

９月 井上水絵 婦人科がん外科的閉経後の健康
リスクの予防改善を目的とした
教育の効果に関する研究

医療の広場 ₅₉⑼ ₂₃－₂₇

₁₀月 猪本由紀，松田　香，中
村倫之助，中川芳彦，太
田昌一郎，松成一朗

血液透析患者に発症した二次性
副甲状腺機能亢進症に対して施
行した副甲状腺摘除術後に発見
された上縦隔内異所性副甲状腺

泌尿器外科 ₃₂⑽ ₁₃₁₁
－₁₃₁₃

₁₂月 Akbari Fatima,
Machida Munehito,
Nakamura Hiroyuki,
Nagase Keisuke,
Goto Aya,
Hara Akinori

Lessons learned for Reducing Out 
of Pocket Health Payment in 
Afghanistan: a comparative case 
study of three Asian countries

Journal of Global Health 
Science

１⑵ e₄₆
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〔著　　書〕

発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発行所 頁

１月 中山　仁 ウィズダム英和辞典 井上永幸，赤野一郎 三省堂 全編

３月 後藤あや 暮らしの手引き＋ 環境省委託暮らしの手引
き作成ワーキンググルー
プ

放射線リス
クコミュニ
ケーション
相談員支援
センター

全編

₁₂月 古橋知子 新体系看護学全書　小児看護学
２　健康障害をもつ小児の看護 
第４編　第３章Ⅲ災害を受けた
小児と家族への看護

小林京子，高橋孝雄 メヂカ
ルフレ
ンド社

₂₆₁－₂₆₇

〔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 吉田和樹，小林智之，後
藤あや，竹林由武，熊谷
敦史，安井清孝，黒田佑
次郎，末永カツ子，小宮
ひろみ，前田　香，村上
道夫

地域住民と健康リスクを考える 
東日本大震災後の保健活動の向
上を目指したリスクコミュニ
ケーション支援事業

保健師ジャーナル ₇₅⑴ ₅₄－₅₉

２月 町田宗仁，吉田和樹，弓
屋　結，後藤あや

原子力災害後の福島県における
ヘルスリテラシー研修：普及促
進のための効果的プログラムの
検討

アイソトープニュース ₇₆₁ ₃₈－₄₁

２月 井上水絵，片桐和子，古
溝陽子，坂本祐子，山手
美和

Ａ県におけるがん看護実践の向
上に向けたがん看護研修実施内
容のニーズに関する実態調査

北日本看護学会誌 ₂₁⑵ ₆₅－₇₂

３月 今津陽子，菅野久美，城
向富由子

【災害時のがん看護を考える～
被災地における経験からの提言
～】外来化学療法室における災
害時の対応力を高める訓練

がん看護 ₂₄⑶ ₂₈₁－₂₈₃

３月 佐野　碧，児山洋平，黒
田佑次郎，植田紀美子，
後藤あや

飯舘村での母子保健活動の取組
み　養育者を主体とした育児支
援ツールの導入について

福島県保健衛生雑誌 ₃₃ ₄₅－₄₈

３月 中島理沙子，後藤あや，
熊谷敦史，錫谷達夫

ベラルーシ共和国への留学経
験：男女共同参画の国際比較

福島県保健衛生雑誌 ₃₃ ₄₉－₅₁

３月 鈴木学爾，石井佳世子，
鈴木幸恵

Ａ県内の救急外来を受診する子
どもと家族の現状と課題，小児
救急看護の実際

福島県立医科大学看護学
部紀要

₂₁ ₁₃－₂₁
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

４月 村上道夫，後藤あや 地域にいきる医療人育成　原子
力災害後における健康コミュニ
ケーション教育の構築

福島医学雑誌 ₆₉⑴ ₇₇－₈₃

４月 佐藤博子 【 外 用 療 法 の 理 論 と 実 際 】
（Part₂）外用療法の実際　看護
師からみた外用療法の実際

Visual Dermatology ₁₈⑸ ₄₆₆－₄₇₀

８月 後藤あや ミッドキャリアの今，自分の役
割について考えていること

公衆衛生 ₈₃⑻ ₅₇₄－₅₇₅

８月 後藤あや，尾崎米厚，伊
藤慎也，郡山千早，坂野
晶司，鈴木貞夫，鈴木友
理子，高橋美保子，田中
　耕，横川博英，吉田都
美，吉村健清，弓屋　結

賛否の分かれる公衆衛生対策に
関するディベート　日本公衆衛
生学会モニタリング・レポート
委員会による聴衆参加型シンポ
ジウム

日本公衆衛生雑誌 ₆₆⑻ ₃₉₁－₃₉₆

８月 西郡秀和，渡邉一代 【周産期の感染症まるわかり　
病態生理＆ケア　風疹・梅毒・
パルボウイルス etc．知ってお
くべき最新トピックス】GBS
感染

ペリネイタルケア ₃₈⑻ ₇₆₇－₇₇₁

９月 村上友太，齋藤　清，高
橋浩一，荒木信夫，橋本
康弘

髄液バイオマーカーとしての
“脳型”トランスフェリン

自律神経 ₅₆⑶ ₁₀₉－₁₁₇

₁₀月 丸谷美紀，原田奈穂子，
高瀬佳苗，安齋由貴子，
奥田博子，春山早苗

文化に即した災害時公衆衛生看
護活動の概念整理

保健医療科学 ₆₈⑷ ₃₄₃－₃₅₁

₁₁月 Goto Aya,
Surkan Pamwla J,
Reich Michael R

Challenges to changing the culture 
of parenting in Japan

Journal of Epidemiology DOI:₁₀.₂₁₈₈/jea.
JE₂₀₁₉₀₂₆₅

₁₂月 小林智之，吉田和樹，熊
谷敦史，安井清孝，後藤
あや，竹林由武，黒田佑
次郎，末永カツ子，小宮
ひろみ，村上道夫

災害関連健康リスクに対するコ
ミュニケーションと協働

安全工学 ₅₈⑹ ₃₈₇－₃₉₃

₁₂月 Murakami Yuta,
Saito Kiyoshi,
Hashimoto Yasuhiro

Transferrin metabolism in CSF 
and its relation to neurological 
diseases.

Proceedings of the Japan 
Academy, Series B

₉₅ ₁₉₈－₂₁₀
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〔学会報告〕

発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

１月 立柳　聡 千葉県旭市清和乙民俗調査中
間報告

関東村落研究会（旭）

１月 立柳　聡 他者と語らい，語りを解釈し
たり，そこから問うとはどう
いうことか？ライフヒスト
リー・ライフストーリー調査
の前提

教育研修会「質的研
究法」第１回（壬生
町）

１月 古戸順子，遠藤智
子，前田　香，結
城美智子

東日本大震災・福島原発事故
後の福島県内保健師の心身の
健康状態（震災６年後の追跡
調査から）

第７回日本公衆衛生
看護学会学術集会

（宇部）

第７回日本公衆衛生看護
学会学術集会講演集，₁₂₀

１月 宮崎　綾，渡部千
尋，金澤久美，新
井昌子

NICU 手術室の運用状況と取
り組み

第₃₀回福島県小児外
科研究会（福島）

福島医学雑誌，₆₉⑵，₁₇₆

２月 佐野　碧，児山洋
平，黒田佑次郎，
赤石澤愛，八代千
賀 子， 松 田 久 美
子，植田紀美子，
後藤あや

全村避難後の飯舘村の保健活
動における育児支援ツールの
開発の過程

第₈₉回日本衛生学会
学術総会（名古屋）

日本衛生学雑誌，₇₄（Suppl.），
S₁₃₉

２月 井上水絵，片桐和
子，古溝陽子，坂
本祐子，山手美和

Ａ県の看護職者のがん看護経
験年数と学習ニーズとの関連

第₃₃回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 福
岡）

日本がん看護学会誌，₃₃
（Suppl.），₁₈₁

２月 藍原みく，井上水
絵

ストレングスモデルを活用し
た化学療法を受ける婦人科が
ん患者の「ストレングス（強
み）」と看護援助の考察

第₃₃回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 福
岡）

日本がん看護学会誌，₃₃
（Suppl.），₂₄₅

２月 三浦浅子，高瀬佳
苗，小川ひとみ

がん治療後のサバイバーへの
学習＆交流会の意義について
　Ａ病院の院内サロンのアン
ケート調査より

第₃₃回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 福
岡）

日本がん看護学会誌，₃₃
（Suppl.），₂₆₇

２月 今津陽子，菅原よ
しえ，笠谷美保，
村松真実，城向富
由子，菅野久美，
三浦浅子，翁長雪
枝，中信利恵子，
佐藤大介，山田　
希，風間郁子，岸
田さな江

【交流集会　SIG 災害がん看
護企画】外来化学療法室での
災害対応力を向上するために
～机上シミュレーションの活
用～

第₃₃回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 福
岡）

日本がん看護学会誌，₃₃
（Suppl.），₂₈₇

２月 立柳　聡 今，八丈小島離島体験を振り
返る意義

八丈小島の明日を考
える講演会（八丈島）
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

２月 Murakami Takenobu,
Abe Mitsunari,
Tiksnadi Amanda,
Futamura Miyako,
Kobayashi Naoto,
Hashimoto Yasuhiro,
Ugawa Yoshikazu

TMS can de tec t abnorma l 
synaptic plasticity associated 
with amyloid-beta and Tau 
pa tho logy in ea r ly s t aged 
dementia.

₃rd International Brain 
Stimulation Conference 
(Vancouver)

Brain Stimulation, ₁₂⑵，
₃₉₈

２月 内田知宏，佐藤利
憲，松田優二，森
本幸子，相澤　治，
伊勢みゆき，菅野 
希，堀内美咲，小
野 彩 香， 加 藤 大
延，高橋由佳

みやぎこころのデザイン教育
実行委員会（SCOPE）のフィ
デリティ　フィデリティ尺度
を転用した検討

第₃₈回日本社会精神
医学会（東京）

日本社会精神医学会雑
誌，₂₈⑶，₃₁₇

３月 立柳　聡 子どもの発達段階・子どもの
権利を踏まえた青少年事業の
あり方を考える

平成₃₀年度君津地方
社会教育研究会青少
年部会第５回研修会

（君津）

３月 森美由紀 母親が自覚する母乳育児継続
の力

第₃₃回日本助産学会
学術集会（福岡）

日本助産学会誌，₃₂⑶，
₃₄₆

３月 仙波ゆかり，齋藤
和枝，渡邉美奈，
鴫原花織，関　純
子，佐藤紀子，篠
原　伸，齋藤絵梨
子，渡邉範彦，樫
村　誠，後藤あや，
峯岸正好

福島県献血者におけるヘモグ
ロビン値不適格者の分析

第₁₁₄回日本輸血・
細胞治療学会東北支
部例会（山形）

日本輸血細胞治療学会
誌，₆₅⑶，₆₇₁

３月 渡邊美恵子，三浦
浅子，山本　匠，
高橋美幸，今野　
静

課題達成型看護倫理研修の成
果の分析

日本臨床倫理学会第
７ 回 年 次 大 会（ 東
京）

臨床倫理，７（増），₁₂₀

５月 Marutani Miki,
Harada Naoko,
Uebayashi Mihoko,
Anzai Yukiko,
Takase Kanae,
Okuda Hiroko

Culturally sensitive disaster 
nursing focusing on Pacific Rim 
island countries:first on Jananese 
public health nurses

WADEM congress on 
disaster and emergency 
medicine (Brisbane)

Prehospital and Disaster 
Medicine, ₃₄ (Suppl.₁), 
s₁₁₄

５月 渡邉範彦，樫村　
誠，齋藤絵梨子，
後藤あや，峯岸正
好

輸血業務の理解には現場経験
が必要である　輸血業務に関
するアンケート調査結果解析

第₆₇回日本輸血・細
胞治療学会学術総会

（熊本）

日本輸血細胞治療学会
誌，₆₅⑵，₃₈₃

６月 佐藤博子 外用療法とアドヒアランス向
上のための指導法

第₁₁₈回日本皮膚科
学会総会（名古屋）

日 本 皮 膚 科 学 会 雑 誌，
₁₂₉⑸，₉₈₃

６月 Ohta Shoichiro Differences between Paraganglioma 
a n s P h e o c h r o m o c y t o m a s i n 
malignant potential, in ₈₀ Japanese 
patients

PHEO PARA International 
Conference Connecting: 
Researchers, Providers, 
Pa t ien ts and Fami l ies 
(NewYork)
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

６月 田村達弥，明間正
人，渡邉照子，大
川 貴 子， 加 藤 郁
子，佐藤利憲

精神科病棟看護師のリカバ
リー志向を高める研修プログ
ラムの効果（パイロットスタ
ディ）

日本精神保健看護学
会第₂₉回学術集会・
総会（名古屋）

日本精神保健看護学会第
₂₉回学術集会・総会抄録
集，₉₉

６月 佐藤博子 アレルギー疾患におけるチー
ム医療の実践（メディカル
パートナーが教えるコツ）　
外用療法の基礎と実際

第₆₈回 日 本 ア レ ル
ギー学会学術大会

（東京）

アレルギー，₆₈(₄－₅)，₃₃₄

６月 Mori Keiko,
Kanno Kumi,
Watabe Misaki,
Sano Yuki,
Suzuki Ayumi

Contents of support activity of 
nurses who were dispatched to 
earthquake disaster areas

ICN Congress ₂₀₁₉ 
Singapore (Singapore)

ICN Congress ₂₀₁₉ Singapore 
programme, eP₂₄₉

８月 佐々木千佳，阿久
澤智恵子，小林由
起子，齋藤史子，
今野あかね，鈴木
智子，松本里加，
千葉今日子，冨田
幸江

履物の選択・履き方・歩行に
関する研究の動向

日本看護学教育学会
第₂₉回学術集会（京
都）

日本看護学教育学会誌，
₂₉，₁₉₈

８月 髙橋恵子 医療的ケアに関わる保育所看
護職の役割

日本小児看護学会第
₂₉回 学 術 集 会（ 札
幌）

日本小児看護学会第₂₉回
学術集会講演集，₁₉₇

８月 吉井直美，伊藤ひ
とみ，田母神希予，
服部　桜，清水川
由美子，久保みさ
え，尾形優子，後
藤あや

特定妊婦スクリーニングによ
る継続支援の有用性の検証

福島県保健衛生学会
第₄₈回（郡山）

福 島 県 保 健 衛 生 雑 誌，
₃₄，₂₂

８月 立柳　聡 陸の孤島の島おこしと若者 島嶼コミュニティ学
会伊豆諸島フォーラ
ム in 三宅島（三宅
島）

島嶼コミュニティ学会伊
豆諸島フォーラム in 三
宅島抄録集，56

９月 三浦浅子，高瀬佳
苗，富澤あゆみ，
齊藤智子

アメリカのがん治療中および
治療後のがんサバイバーへの
運動療法について：がん治療
後サバイバーシップケアのア
メリカ視察研修報告

第４回日本がんサ
ポーティブケア学会
学術集会（青森）

９月 佐々木千佳，角濱
春美

高齢者の入浴時刻の違いによ
る夜間睡眠の事例検討

日本看護技術学会第
₁₈回 学 術 集 会（ 福
井）

日本看護技術学会第₁₈回
学 術 集 会 講 演 抄 録 集，
₁₀₀

９月 古溝陽子，古橋知
子，平野典子，二
丹玲子，新井昌子，
尾形優子，渡辺美
起子

Ａ県の医療的ケア児を支援す
る保健・医療・福祉・教育関
係者の抱える課題

第₅₀回日本看護学会
－在宅看護－学術集
会（宇都宮）

第₅₀回日本看護学会－在
宅看護－学術集会抄録
集，₁₂₂
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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 吾妻陽子，加藤郁
子，木島祐子，明
間 正 人， 早 川 一
昭，渡邉照子，佐
藤 照 美， 児 島 一
行，大川貴子

精神科訪問看護コンサルテー
ション事業の効果　第１報－
精神科訪問看護コンサルテー
ション事業を利用する目的と
その反応－

第₅₀回日本看護学会
－在宅看護－学術集
会（宇都宮）

第₅₀回日本看護学会－在
宅看護－学術集会抄録
集，₁₃₃

９月 三澤文紀 リフレクティング・プロセス
を学ぶ人々はどのような言葉
でその経験を語るか

日本家族心理学会第
₃₆回大会（盛岡）

日本家族心理学会第₃₆回
大会発表論文集，₆₈－₆₉

９月 立柳　聡 계약고의 구조와 기능－지바
현（千葉縣）동총지역의 사례
－（契約講の構造と機能－千
葉県東総地域の事例から－）

東アジアコミュニ
ティ比較研究大会安
東大会（安東）

東アジアコミュニティ比
較研究大会安東大会抄録
集，₅₉－₆₂

９月 堀内輝子，久米美
代子，大房博江，
矢上紀子

看護基礎教育における原子力
災害の教育について考える 
？－放射線看護の教育内容・
教育方法の共有から一歩先へ
－

日本放射線看護学会
第８回学術集会（福
島）

一般社団法人日本放射線
看護学会第８回学術集会
抄録集，₁₀₂

９月 木下美佐子，堀内
輝子，脇屋友美子

看護基礎教育における災害看
護の教育内容の検討－震災後
の福島県の看護教員への調査
から－

日本放射線看護学会
第８回学術集会（福
島）

一般社団法人日本放射線
看護学会第８回学術集会
抄録集，₁₅₂

９月 堀内輝子，木下美
佐 子， 脇 屋 友 美
子，佐藤利憲，安
村誠司

全国の看護基礎教育機関にお
ける放射線看護実施施設の特
徴と課題－東日本大震災前後
の比較－

日本放射線看護学会
第８回学術集会（福
島）

一般社団法人日本放射線
看護学会第８回学術集会
抄録集，₁₅₃

₁₀月 Kinoshita Misako,
Horiuch Teruko,
Abe Natsuki

Endeavor and Challenges for 
Medical Safety Promoters to 
Reduce Fall Accident Prevention 
of In-Patients

₈th World Congress of 
C l i n i c a l  S a f e t y 
(Praha)

₈t h Wo r l d C o n g r e s s o f 
Clinical Safety Proceedings，
₄₆

₁₀月 杉本幸子，眞島　
崇，大原宏司

薬局薬剤師に対する薬局で看
護職が活動することに関する
意識調査

第₅₂回日本薬剤師会
学術大会（下関）

日本薬剤師会学術大会講
演要旨集，₅₂，₂₈₉

₁₀月 鈴木学爾 子どもの手術時の保護者同伴
手術室入室の文献的動向

福島医学会第₄₇₈回
学 術 研 究 集 会（ 福
島）

₁₀月 川島理恵，田中啓
子，高瀬佳苗，一
條由夏

看護学実習での教員の関わり
による学生の経験：デューイ
の教育論に基づいた考察

福島医学会第₄₇₈回
学 術 研 究 集 会（ 福
島）

₁₁月 古橋知子，鈴木眞
一

甲状腺癌に罹患した小児・若
年成人の治療をめぐる意思決
定の実態

第₁₇回日本小児がん
看護学会学術集会

（広島）

日本小児がん看護学会
誌，₁₄⑵，₃₉₈

₁₁月 秦　暁子，高橋香
子，坂本祐子，和
田久美子

乳幼児期の孫育てをしている
祖父母の日常生活の変化とそ
の認識

第₃₉回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 金
沢）

第₃₉回日本看護科学学会
学術集会プログラム集，
₅₃

₁₂月 杉本幸子，眞島　
崇，大原宏司

看護職と薬局薬剤師の連携の
実際と看護職への要望：薬局
薬剤師へのアンケート調査

第９回日本在宅看護
学会学術集会（東京）

第９回日本在宅看護学会
学術集会・抄録集，₁₃₈
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学　会　名 抄録名，頁

１月 後藤あや 妊産婦に関する調査：福島に
おける妊娠と育児についての
対話

放射線医学県民健康
管理センター主催国
際シンポジウム（福
島）

放射線医学県民健康管理
センター主催国際シンポ
ジウム報告書，₆₆－₆₉

２月 後藤あや 妊娠と育児と地域：記述統計
から参加型研究へ

研究連携セミナー
₂₀₁₉＆総合科学研究
会合同セミナー（福
島）

２月 木下美佐子，阿部
夏樹，酒井仁子，
中村みゆき

医療現場における多様な安全
への取り組み　転倒転落予防
に向けた各病院の取り組み

第５回日本医療安全
学 会 学 術 総 会（ 東
京）

第５回日本医療安全学会
学術総会抄録集，₆₂

３月 矢原隆行，三澤文
紀，末安民生，西
池絵衣子

オープンダイアローグとリフ
レクティング：日本での展開
の可能性を探る

日本精神保健看護学
会教育活動委員会主
催研修会（仙台）

７月 三澤文紀 One-Day ワークショップ RO 研究会（福島）

９月 三澤文紀，上西　
創，廉　睿隣，畠
山今日子，布柴靖
枝

リフレクティング・プロセス
（RP）の伝え方・学び方

日本家族心理学会第
₃₆回大会自主シンポ
ジウム（盛岡）

日本家族心理学会第₃₆回
大会発表論文集，₁₁₈－
₁₁₉

９月 福島哲仁，木下美
佐子

メインシンポジウム－原発事故
から８年－すべての人々のWell-
Being をめざす放射線看護

日本放射線看護学会
第８回学術集会（福
島）

日本放射線看護学会第８
回学術集会抄録集，₄₇

９月 後藤あや 教 育 講 演 １　 地 域 の Well-
Being と育児支援，そして次
世代育成

日本放射線看護学会
第８回学術集会（福
島）

日本放射線看護学会第８
回学術集会抄録集，₇₁

９月 三浦浅子 教育講演５　がん化学放射線
療法を受ける患者のセルフケ
ア支援－患者の症状マネジメ
ント能力向上に向けた試み－

日本放射線看護学会
第８回学術集会（福
島）

日本放射線看護学会第８
回学術集会抄録集，₇₅

〔そ の 他〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

３月 看護学部 FD 委員会 ₂₀₁₈年度看護学部 FD 委員会報
告

福島県立医科大学看護学
部紀要

₂₁ ₂₃－₂₄

３月 佐藤幸子，加藤郁子，大
川貴子，目黒文子，渡邊
美恵子

看護研究実践応用センター活動
報告

福島県立医科大学看護学
部紀要

₂₁ ₂₅－₃₀

３月 菅野久美 “アピアランスケア”実践活動
報告

福島県立医科大学看護学
部紀要

₂₁ ₃₁－₃₄

３月 堀内輝子 モンゴルでのアクションリサー
チに参加して：海外視察

福島県立医科大学看護学
部紀要

₂₁ ₃₅－₃₆
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