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業　　績　　一　　覧（2015年１月～12月）

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

１月 岡田知雄，村田光範，鈴
木順造，他

子どもと ICT（スマートフォン・
タブレット端末など）の問題に
ついての提言　日本小児連絡協
議会「子どもと ICT ～子どもた
ちの健やかな成長を願って～」
委員会

日本小児科学会雑誌 119⑴ １－４

１月 鈴木順造 小児慢性疾患患児の移行期医療
－多職種での切れ目ない支援．

小児保健研究 74⑴ 14－19

２月 岡田知雄，村田光範，鈴
木順造，他

子どもと ICT（スマートフォン・
タブレット端末など）の問題に
ついての提言

日本小児外科学会雑誌 51⑴ 14－17

３月 広川めぐみ，畠山とも
子，香山雪彦

自助的ミーティング参加による
摂食障害の子を持つ母親の心の
変容過程　繰り返し参加した人
たちの聞き取り調査を通して

アディクションと家族 30⑵ 162－168

３月 三浦浅子，田中久美子，
細田志衣

がんサバイバーシップケアの研
究の動向に関する英字文献レ
ビュー

福島県立医科大学看護学
部紀要

17 １－12

３月 柏木久美子，結城美智
子，高瀬佳苗

糖尿病腎症透析患者の社会活動
と健康関連 QOL

日本透析医学会雑誌 48⑶ 179－186

３月 立柳　聡 インキョ制家族をめぐる類型論
－八丈島中之郷の事例を踏まえ
て－

東洋大学大学院紀要社会
学研究科・福祉社会デザ
イン研究科

51 １－14

４月 MATSUMOTO, Yuka;
SAITO, Toshie;
HOSHI, Kyoka;
ITO, Hiromi;
KARIYA, Yushinobu;
NAGAE, Masamichi;
YAMAGUCHI, Yoshiki;
HAGIWARA, Yoshiaki;
KINOSHITA, Noriaki;
WADA, Ikuo;
SAITO, Kiyoshi;
HONDA, Takashi;
HASHIMOTO, Yasuhiro 

In situ visualization of a glycoform 
of transferr in: locat ion of α
2,6-sialylated transferrin in the 
liver.

Journal of Biochemistory 157⑷ 211－216

４月 大原信一郎，川崎幸彦，
陶山和秀，小野敦史，菅
野修人，鈴木重雄，鈴木
順造，細矢光亮

MRI 画像により早期診断が可
能であった Wunderlich 症候群
の１女児例

日本小児腎臓病学会雑誌 28⑴ 55－59

〔原　　著〕
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

６月 KARIYA, Yoshinobu;
KARIYA, Yukiko;
SAITO, Toshie;
NISHIYAMA, Shuhei;
HONDA, Takashi;
TANAKA, Keiko;
YOSHIDA, Mari;
FUJIHARA, Kazuo;
HASHIMOTO, Yasuhiro

Increased cerebrospina l f luid 
osteopontin levels and its involvement 
in macrophage inf i l t ra t ion in 
neuromyelitis optica.

BBA Clinical 3 126－134

６月 立柳　聡 八丈島中之郷における仮親子関
係の実態と特色－親族関係，村
落構造との連関をめぐる考察－

島嶼コミュニティ研究 3 37－53

８月 MIURA, Asako;
MATSUDA, Yoshimi;
OGAWA, Ikue;
TAKAGI, Junko;
HIRAI, Kazue;
HOSODA, Yukie;
SUZUKI, Sizue;
ONISHI, Kazuko

Oncology Nurses'recognition of 
long -term cancer survivorship care 
in Japan

Asia-Pacific Journal of 
Oncology Nursing

2⑶ 136－143

10月 YAMAMOTO, Natsuo;
KERFOOT, Steven;
HUTCHINSON, Andrew;
DELACRUZ, Charles. S;
NAKAZAWA ,Naomi;
SZCZEPANIK, Marian;
MAJEWSKA, Monika;
NAZIMEK, Katarzyna;
OHANA, Noboru; 
BRYNIARSKI, Krzysztof; 
MORI, Tsutomu; 
MURAMATSU, Masamichi;
KANEMITSU, Keiji;
ASKENASE, P. W

Expression of activation-induced 
cytidine deaminase enhances the 
clearance of pneumococcal pneumonia: 
evidence of a subpopulat ion of 
protective anti-pneumococcal B1a cells.

Immunology Epub 
ahead 
of print

12月 林　正幸，安村誠司，小
橋　元，赤羽恵一，米内
祐介，大津留晶，坂井　
晃，坂田　律，小笹晃太
郎，石川徹夫，神谷研二，
阿部正文

福島県県民健康調査における被
ばく線量推計に関する研究－簡
易版問診票の妥当性について－

福島医学雑誌 65⑷ 149－161

12月 畠山とも子，児玉久仁子，
手島美子，渡辺俊之

家族看護を学んだ看護師の家族
の捉え方に表れる特徴 .

家族療法 32⑶ 280－289
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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 小児のネフローゼ症候群；今日
の治療指針2015

監修：山口　徹，北原光
男
総編集：福井次矢，高木
誠，小室一成

医学書
院

1327
－1328

１月 大川貴子 災害とリハビリテーション；新
体系看護学全書　別巻　リハビ
リテーション看護第２版

監修：落合芙美子
編集：粟生田友子

メヂカ
ルフレ
ンド社

400－405

９月 立柳　聡 子ども・若者支援 NPO が直面
する矛盾と本領；子ども NPO
白書2015

編：特定非営利活動法人
日 本 子 ど も NPO セ ン
ター

エイデ
ル研究
所

50－57

11月 古橋知子 Ⅰ－２－５「眠る」必要のある
子どもへの看護，Ⅱ－１－８注
射薬，Ⅱ－１－９　輸液管理；
ハローキティの早引き　子ども
の看護　与薬・検査・処置

編：平田美佳，染谷奈々
子

ナツメ
社

23－24，
58－73，
74－88

11月 立柳　聡 子どもの「発達」を理解するた
めの基礎知識；放課後児童支援
員認定資格研修テキスト－子ど
もが輝く放課後を創る－

編著：NPO 法人関西子
ども文化協会

フォー
ラム・
Ａ企画

42－48

〔著　　書〕

〔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 星　京香，橋本康弘，吉
原章王，本多たかし，宮
嶋雅一，新井　一，荒井
啓行，古川勝敏

本年の動向　脳型トランスフェ
リンの基礎と臨床　疾患マー
カーとしての糖鎖修飾

Annual Review 神経 2015 100－106

２月 古橋知子 子どもとの死別を経験した家族
およびスタッフのケアにつなげ
るデスカンファレンス

こどもケア 9⑹ 102－105

３月 鈴木順造 提言：多職種との有機的な連携
により移行期医療の充実をはか
る

小児保健研究 74⑵ 189

５月 畠山とも子 【現場で活用できる意思決定支
援のわざ】さまざまな意思決定
支援の場面　家族カンファレン
スの開き方　妻の死を受け入れ
られない夫と，もう治療を望ま
ない妻

緩和ケア 25⑶ 202－206

６月 大川貴子 “つながっていくこと”で生み
出される力　被災地におけるメ
ンタルケアの実践を通して　

精神障害とリハビリテー
ション

19⑴ 46－51
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発行月 著者名 論　文　表　題 雑誌名 巻（号） 頁

７月 畠山とも子 【がん患者の家族ケア】（Part １）
がん患者と家族へのケア

看護技術 61⑻ 771－777

７月 畠山とも子 【がん患者の家族ケア】（Part ３）
在宅における患者と家族　退院
して間もない時期

看護技術 61⑻ 797－800

７月 畠山とも子 【がん患者の家族ケア】（Part ３）
在宅における患者と家族　長期
療養をしている時期

看護技術 61⑻ 801－804

７月 畠山とも子 【がん患者の家族ケア】（Part ３）
在宅における患者と家族　予後
不良の時期

看護技術 61⑻ 805－810

９月 佐藤博子，武村雪絵，須
山寿子，砂田純子，一色
裕美

東京大学医科学研究所附属病院
における病床再編の取り組み　
病床再編時の看護管理　スタッ
フのモチベーションと看護の質
をいかに維持し，高めるか

看護管理 25⑼ 814－821

11月 佐藤博子 コンピテンシーモデルを活用し
て，管理者の行動変容を促す

看護のチカラ 20（438） 23－28

11月 堀内輝子，高田まり子，
三浦まゆみ，安川仁子

東北６県の東日本大震災後にお
ける災害看護教育の実態と実践
上の課題

日本看護学教育学会誌 25⑵ 83－92

発行月 著者名 論　文　表　題 報告書名

５月 中山　仁 英語の関係詞節の接続形式と発
話解釈に関する意味的・語用論
的研究

科学研究費助成事業研究成果報告書（基盤研究
（C），2012－2014，課題番号：24520548）

11月 大川貴子 被災地において行う心のケアと
精神科訪問看護

訪問看護のあゆみ　日本訪問看護財団20周年記
念

〔報 告 書〕
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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

２月 畠山とも子 事例から読み解く患者・家族
の意思決定支援～複数面接の
相談場面～

第29回日本がん看護
学会学術集会（横浜）

日本がん看護学会誌，29
（Suppl），25

２月 田中久美子，戸室
真理子，佐藤郁美，
渡邊由香里，松田
芳美

がんの診断を受けながら就労
する東北地方に住むがんサバ
イバーの実態－第１報－

第29回日本がん看護
学会学術集会（横浜）

日本がん看護学会誌，29
（Suppl），82

２月 田中久美子，戸室
真理子，佐藤郁美，
渡邊由香里，松田
芳美

がんの診断を受けながら就労
する東北地方に住むがんサバ
イバーの実態－第２報－

第29回日本がん看護
学会学術集会（横浜）

日本がん看護学会誌，29
（Suppl），82

２月 三浦浅子，清野弘
子

がん患者さんのための災害緊
急マニュアルの作成を試みて
～東日本大震災でのがん患
者・家族の・医療者の体験か
らの検討

第29回日本がん看護
学会学術集会（横浜）

日本がん看護学会誌，29
（Suppl），254

３月 髙田まり子，堀内
輝子，三浦まゆみ，
安川仁子，脇屋友
美子，木下美佐子

東北６県の看護教育機関にお
ける災害看護教育の現状と課
題

第３回国連防災世界
会議（仙台）

３月 立柳　聡 問題と仮説提起－専門性の明
確化，養成・研修プログラム
の作成に向けて－

子ども・若者支援専
門職養成研究集中検
討会（奈良）

６月 菅原よしえ，三浦
浅子，岸田さな江，
風間郁子，笠谷美
保，梅田節子，松
村真実

日本専門看護師協議会がん看
護分野特別セミナー「災害と
がん看護－がん患者の災害に
関する備え－」の成果と今後
のあり方

第２回日本 CNS 看学
会（東京）

第２回日本 CNS 看学会
プ ロ グ ラ ム・ 抄 録 集，
115

６月 松塚　崇，佐藤　
薫，藤本順子，保
坂ルミ，三浦浅子，
福島県立医科大学
附属病院緩和ケア
チーム

三木の GPS に基づく頭頸部
癌患者における悪液質と終末
期管理

第20回日本緩和医療
学 会 学 術 大 会（ 横
浜）

日本緩和医療学会学術大
会プログラム・抄録集20
回，353

６月 坂本祐子，大崎瑞
恵，鳥羽研二，海
老原覚

転倒リスクの指標としての足
関節背屈角度の検討

日本老年看護学会第
20回学術集会（横浜）

日本老年看護学会第20回
学術集会抄録集，243

６月 吾妻陽子，加藤郁
子，大川貴子，高
田香苗，濱尾早苗，
田村達弥，野崎裕
之

精神科看護職に対するアサー
ション・トレーニングの効果
　－地域移行に向けての看護
実践への影響に焦点を当てて
－

日本精神保健看護学
会第25回学術集会

（つくば）

日本精神保健看護学会学
術集会・総会プログラム・
抄録集25回，142

６月 川崎幸彦，前田　
亮，菅野修人，小
野敦史，大原信一
郎，陶山和秀，鈴
木順造，細矢光亮

小児期発症Ｃ３腎症と膜性増
殖性糸球体腎炎（MPGN）の
臨床・疫学と予後の比較検討

日本小児腎臓病学会
学術集会　第50回記
念大会（神戸）

日本小児腎臓病学会雑
誌，28（１Suppl.），136
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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 陶山和秀，川崎幸
彦，菅野修人，小
野敦史，大原信一
郎，鈴木順造，細
矢光亮

過去８年間に福島県で発症し
たネフローゼ症候群の検討

日本小児腎臓病学会
学術集会　第50回記
念大会（神戸）

日本小児腎臓病学会雑
誌，28（１Suppl.），172

６月 大原信一郎，陶山
和秀，菅野修人，
小野敦史，鈴木重
雄，川崎幸彦，鈴
木順造，細矢光亮

過去８年間に福島県で発症し
た小児紫斑病性腎炎の検討

日本小児腎臓病学会
学術集会　第50回記
念大会（神戸）

日本小児腎臓病学会雑
誌，28（１Suppl.），178

６月 鈴木朋子，金子明
代，川名　瞳，伊
関千書，佐橋佳郎，
鈴木雅雄，古田大
河，上野孝治，齋
藤拓朗，鈴木順造，
三潴忠道

目からウロコの治験例　腹壁
－小腸瘻に対し乙字湯が有効
であった一例

第66回日本東洋医学
会学術総会（富山）

日本東洋医学雑誌，66（別
冊），174

６月 伊関千書，佐橋佳
郎，金子明代，鈴
木朋子，古田大河，
鈴木雅雄，上野孝
治，鈴木順造，三
潴忠道

睡眠障害以外の症状　頭痛，
肩こり，関節痛，筋肉痛，多
汗が前景に立ち，酸棗仁湯が
有効であった２症例

第66回日本東洋医学
会学術総会（富山）

日本東洋医学雑誌，66（別
冊），296

７月 世良喜子，高瀬佳
苗，瀬戸山陽子，
小西美樹

看護学生が企画・実施する５
から６歳児向け健康教育「体
のしくみ（構造と機能）」；保
育所実習における小児看護実
践能力の育成

日本小児看護学会第
25回 学 術 集 会（ 千
葉）

日本小児看護学会第25回
学術集会講演集，61

７月 山田　仁，田地野
崇宏，佐藤幸子，
三浦浅子，箱崎道
之，星　節子，紺
野愼一

緩和ケア　福島県立医科大学
附属病院の骨・軟部肉腫患者
会（第２報）

第48回日本整形外科
学会　骨・軟部腫瘍
学術集会（高松）

７月 立柳　聡 福島県の家族の地域性－イン
キョ制家族の分布とその特色
をめぐって－

第35回総合科学研究
会（福島）

７月 WAKIYA, Yumiko;
ITO, Naomi;
MAKABE, Reiko;
HOSAKA, Rumi;
UJIIE, Yukiko;
HIGUCHI, Kazue;
SATO, Miyuki

Daily Life Issues of Ambulatory 
Cancer Patient in Northern 
Japan

The 17th World Congress 
of Psycho-Oncology

（Washington DC）

P s y c h o - O n c o l o g y, 24
（Suppl2）, 240
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

８月 FURUTO,Junko;
SUZUKI,Yoshika;
KIKUKAWA,Yukie;
SATO,Yukiko;
SUZUKI,Reiko;
SUKEGAWA,Masumi;
IGARI,Tomoko;
MUROI,Hiroyasu;
TAKADA,Kazuhide;
YUKI,Michiko

C h a n g e s i n ky p h o s i s a n d 
activit ies of daily l iving in 
elderly residents of mountainous 
area: A follow-up study after 6 
years

2 0 1 5  T h e  6 t h 
International Conference 
on Cimmunity Health 
Nursing Research（Seoul）

ICCNR・2015,Complete 
Abstract,296

８月 YUKI,Michiko;
FURUTO,Junko;
SUZUKI,Yoshika;
KIKUKAWA,Yukie

Mental Health of Life Support 
Counsellors Assisting Evacuees 
After the Fukushima Nuclear 
Power Plant Accident

2 0 1 5  T h e  6 t h 
International Conference 
on Cimmunity Health 
Nursing Research（Seoul）

ICCNR・2015,Complete 
Abstract,225

８月 菅原よしえ，渡辺
美枝，三浦浅子

災害セミナー受講者アンケー
トの内容分析によるがん看護
における災害看護上の関心

日本災害看護学会第
17回年次大会（仙台）

日本災害看護学会誌，17
（1）,159

８月 木下美佐子，堀内
輝子，脇屋友美子

東日本大震災後の福島県内看
護教員の災害看護教育に関す
る認識

日本災害看護学会第
17回年次大会（仙台）

日本災害看護学会誌，17
（1）,175

10月 MORI,Tsutomu STAIC: A Strategic Tool for 
Cancer Genome Analysis

第74回日本癌学会学
術総会（名古屋）

第74回日本癌学会学術総
会プログラム，111

10月 立柳　聡 餅なし正月と村落構造 日本民俗学会第67回
年会（西宮）

日本民俗学会第67回年会
研究発表要旨集，108

10月 古戸順子，鈴木良
香，菊川幸恵，佐
藤幸子，鈴木礼子，
助川真美，猪狩友
子，室井宏育，高
田和秀，結城美智
子

山間地域で暮らす高齢者の
ADL と円背姿勢の変化との
関連～７年後の追跡調査から
～

第26回日本老年医学
会 東 北 地 方 会（ 仙
台）

日本老年医学会東北地方
会プログラム・抄録集第
26回，12

10月 鈴木良香，結城美
智子，高瀬香苗

福島原発事故の避難生活で認
知症高齢者を在宅介護してい
る家族の介護ニーズ．

第26回日本老年医学
会東北地方会（仙台）

日本老年医学会東北地方
会プログラム・抄録集第
26回，13

11月 MIURA, Asako;
ONISHI, Kazuko;
TAKASE, Kanae;
MATSUDA, Yoshimi;
OGAWA, Ikue;
HOSODA, Yukie;
TANAKA, Kumiko

Understanding of Survivorship 
Care of Long- term Cancer 
Survivor Patients by Japanese 
Nurses  Involved in Cancer 
Patient Care- Two Case Studies 
of Patients with Possibility of 
l o n g - t e r m  S u r v iva l a f t e r 
completion of Treatment-

AONS（Asian Oncology 
Nursing society）2015 
C o n f e r e n c e  S e o u l

（Seoul）

AONS 2015 CONFERENCE 
Novenber19-21,2015 Seoul 
St.Mary's Hospital,The 
Catholic Universi ty of 
K o r e a   P r o g r a m  & 
Abstracts, 29,151

11月 TAKAHASHI,Satomi;
SATO,Yoshinori;
KAWAIDA,Kyoko;
YAMAGISHI,Satomi;
UCHINO,Saori;
MIYAKUBI,Yumiko;
AURUES,Atsuko;
HAYANO, Kimiko;
NISHIDA,Masahiro;
NAMEKAWA, Akio

Support for the Bereaved and 
the Persons Who Engaged in 
Search Bodies in the Great East 
Japan Earthquake: An Overview 
and Current Status

The 2nd International 
Conference on Caring 
and Peace in Tokyo

The 2nd In t e rna t iona l 
Conference on Car ing 
program & abstracts,68
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11月 KAWAIDA,Kyoko;
UCHINO,Saori;
SATO,Yoshinori;
NISHIDA,Masahiro;
TAKAHASHI,Satomi

Support for Bereaved Families 
in Japan: Current Conditions 
and Future  Challenges of the 
Suppor t fo r S ing le -pa ren t 
Families

The 2nd International 
Conference on Caring 
and Peace in Tokyo

The 2nd In t e rna t iona l 
Conference on Car ing 
program & abstracts,91

11月 立柳　聡 ことわざ調査と世帯調査のコ
ラボレーションが生み出すも
の－学際的な方法が拓く社会
科学研究の新たな可能性－

日本ことわざ文化学
会 第 ６ 回 大 会（ 東
京）

日本ことわざ文化学会第
６回大会抄録，４－５

11月 川井田恭子，佐藤
利憲，内野小百合，
髙橋聡美

有害な飲酒行動への介入方法
探索のための文献レビュー　
～自殺，事故，犯罪を招くビ
ンジドリンキングへの警鐘～

第21回日本臨床死生
学会　東京

第21回日本臨床死生学会
大会　抄録集，47

12月 MORI,Tsutomu STAIC - An informatic tool for 
a comprehensive analysis of 
novel cancer genes

BMB2015（神戸） BMB2015 online program, 
567

12月 仁尾かおり，及川
郁子，野間口千香
穂，西 田 みゆき，
込山洋美，林　亮，
古橋知子，落合亮
太，染谷 奈々子，
竹之内直子

慢性疾患をもつ子どもの自己
管理の実際

第35回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 広
島）

第35回日本看護科学学会
学術集会講演集，575

12月 野間口千香穂，及
川郁子，仁尾かお
り，西 田 み ゆき，
込山洋美，林　亮，
市原真穂，金子恵
美，河 俣あゆみ，
染谷奈々子，古橋
知子，竹之内直子

慢性疾患をもつ子どもの自己
管理の自立に向けた親の支援
の実際

第35回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 広
島）

第35回日本看護科学学会
学術集会講演集，575

12月 坂本祐子，村松　
仁

高齢者の精油芳香時の自律神
経反応と嗅覚機能

第35回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 広
島）

第35回日本看護科学学会
学術集会　講演集，305

12月 齋藤史子，坂本祐
子，結城美智子

外来通院する２型糖尿病中年
期男性患者の糖尿病に関する
負担感情の実態とその影響要
因

第35回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 広
島）

第35回日本看護科学学会
学術集会　講演集，374
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３月 大川貴子 長期メンタルヘルス支援と新
しいネットワーキング～相双
地域におけるネットワーキン
グの実際～

国連防災世界会議パ
ブリックフォーラム

（仙台）

８月 大川貴子 福島県相双地域でのメンタル
ヘルスに焦点をあてた活動～
今日までを振り返って～

第20回学校臨床心理
士全国研修会シンポ
ジウム（神戸）

８月 奈良隆寛，佐藤利
憲，佐藤由佳，小
泉沢

こどもを亡くした家族のグ
リーフケア

第25回日本外来小児
科学会年次集会（仙
台）

第25回日本外来小児科学
会年次集会プログラム・
抄録集，103

８月 高橋由美，佐藤利
憲，澤口利絵

東日本大震災における「ここ
ろのケア」～実践者と参加者
間の気づき合い～

日本災害看護学会第
17回 年 次 大 会（ 仙
台）

第17回年次大会講演集，
99

８月 佐藤利憲，足立健
一，佐々木ルミ，
今野美香，野津春
枝

児童・思春期精神看護に役立
つ行動学入門－ペアレントト
レーニングの手法を学ぶ－

第22回日本精神科看
護学術集会専門Ⅰ

（京都）

第22回日本精神科看護学
術集会専門Ⅰプログラム
集，24

８月 野津春枝，佐藤利
憲，鈴木砂由里，
今野美香，鈴木志
津子，佐藤貴子，
佐々木ルミ

思春期・青年期版アンガーコ
ン ト ロ ー ル ト レ ー ニ ン グ

（AnCoT）　個別運営のご紹介
（第２回）

第22回日本精神科看
護学術集会専門Ⅰ

（京都）

第22回日本精神科看護学
術集会専門Ⅰプログラム
集，26

９月 大川貴子 福島県相双地区におけるアル
コール健康問題に関する取り
組み

第46回日本看護学会
－慢性期看護－学術
集会（郡山）

第47回日本看護学会－慢
性期看護－学術集会抄
録，61

10月 大川貴子 福島県内における自殺の現状
と防止対策について～相双地
区の現状と課題

第15回　心うつくし
まふくしまフォーラ
ム（福島）

11月 古橋知子 甲状腺がんに直面した小児・
若年成人者とその家族に対す
る支援

第58回日本甲状腺学
会学術集会（福島）

第58回日本甲状腺学会学
術集会プログラム・抄録
集，43

〔そ の 他〕

〔講演・シンポジスト〕

発行月 著者名 論　文　表　題 雑誌名 巻（号） 頁

３月 立柳　聡 平成26年度公立大学法人福島県
立医科大学看護学部公開講座小
委員会報告

福島県立医科大学看護学
部紀要

17 31－33
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