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〔原著〕

発行月 著者名

1月 野嶋佐由美，梶本市子，

畦地博子，青木典子，中

山洋子，安藤幸子，伊賀

上陸見

3月 大川貴子，室井由美，池

田由利子，五十嵐文枝，

市川和可子，大薗七重，

佐藤るみ子，木村英子，

鈴木千衣

9月 佐々木昭彦，渡辺由美子，

福島哲仁，小平虞子，千

葉敏子

10月 持田信治，池添律代，矢

鳴虎夫

10月 池添律代，持田信治，高

上僚ー

業 績

業績一覧 41

覧

雑誌名 巻(号) 頁

日本看護科学会誌 23 (4) 1 -19 

福島県立医科大学看 6 9 -23 

護学部紀要

福島県保健衛生情報 14 (1) 1 -6 

バイオメデイカル・ 6 (1) 10-16 

ファジィ・システム
，竺f../-λ三士
----j-~日己

バイオメデイカル・ 6 (1) 63 -68 
ファジイ・システム
，s，~、三士
千五日芯

表題、書名、版次

第E部 2. 成人期看護と「病」を

考える. 4. ターミナル期看護と

「死」を考える;看護に生かすバ

イオエシックス よりよい倫理的

判断のために，第 1版

第E部 3. 高齢期看護と「老」を

考える:看護に生かすバイオエ

シックス よりよい倫理的判断の

ために，第 1版

第 5部特殊な状況下における看

護技術第 2章危篤-終末時の

看護;ナーシンググラフィカ基礎

看護学基礎看護技術，第 1版

m.診療・処置の援助技術 採血，

吸引;スキルアップとトラブル解

決，第 l版

〔著書〕

発行月 著者名

1月 荒川唱子

l月 角固ますみ

3月 安藤郁子

3月 滝沢美智子
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新卒看護師が認識する先輩

看護師からのサポート

入院患者の化粧と医療サー

ビス-福島県内の病院の規

定と運用から

判断マトリックスを使用し

た内部状態モデル構築に関

する研究
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学習研究社 97 -122 

163 -188 

木村利人 学習研究杜 123 -162 
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メデイカ出版 424-433 

森田孝子 メヂカルフレ 87-91 

ンド社 152 -156 
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発行月 著者名 表題、書名、版次 編 者 名

福地総逸，小平

慶子

発行所 頁

10月 小平贋子 第 l章 2. 訪問看護の必要性一社

会的背景，第 l章 4. 1)公的介

護保険の理念とサービスの仕組

み，第 l章 6. 訪問看護の診療報

酬，第 2章 2. 保健・医療・福祉

の協働一他職種との協働のあり方

訪問看護実践マニュアル 問

題点とその対応一，改定版

医薬ジャーナ 31-40 

ル杜 48-59 

115 -123 
136 -141 

11月 滝沢美智子 V. 外傷と救急処置 l.切り傷

(切創)，咽.事故と救急処置 1 

蜂刺傷 2. 毒蛇岐傷;救急看護

プラクティス エマージェンシー

ケアの基本と技術，第 1版

中村恵子，森田

孝子，田中由紀

子

南江堂 238 -246 

〔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 滝沢美智子 採血と血液検体の取り扱い エ マ ー ジ ェ ン 17(1) 38 -43 
シーナーシング

2月 間井雅子 統合失調症患者の退院に向けた 家族看護 2(1) 83 -89 
家族の看護

3月 安寮ひとみ，遠藤幸代， 訪問看護ステーションにおける 福島県立医科大 6号 57-71 
遠藤初江，加藤悦子，菊 管理運営の問題点および課題 学看護学部紀要

地静子，佐藤利枝，高橋

理恵子，中野真理子，古

川みどり，山口孝子

3月 武田春美 知的障害者と暮らす家族の介護 福島県立医科大 6号 43-56 
ストレス 一介護ストレスとソー 学看護学部紀要

シャルサポートの緩衝効果-

3月 槌谷由美子，石井佳世子， 小児ケアに携わる病棟看護師の 福島県立看護学 6号 73-80 
鈴木千衣 子どもおよび家族とのコミュニ 部紀要

ケーション

3月 加藤清司，増淵映子

5月 大川貴子，中山洋子

5月 荒川唱子

5月 荒川唱子

6月 荒川唱子

6月 伊藤由里子

福島県内における健康日本21市 福島県公衆衛生 14(2) 36-41 
町村計画策定状況と課題 情報

入院精神障害者の身体合併症の 日本精神保健看 13(1) 63-71 

実態とケア上の困難さの分析 護学会誌

癒しの技としてのリラクセー 看護実践の科学 29(5) 82 
ンヨ/

がん患者の看護に望まれる看護 がん看護 9(3) 
者の死生観

リラクセーション Evidence-Based 4 (3) 

Nursing 

患者の代替補完療法の選択に看 Evidence-Based 4 (3) 

護師はどうかかわるか Nursing 

247 

61-66 

72-74 
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発行月 著者名 論文表題 雑誌名 巻(号) 頁

7月 大川貴子 リハビリテーション看護を支援 Quality Nursing 10(7) 650 -655 
するリエゾン・ナースの役割

10月 荒川唱子 ボディイメージ 緩和医療学 6(4) 78-79 

10月 中山洋子 精神科看護における技術革新 日本精神科病院 23 (10) 9 -13 

協会雑誌

11月 大竹員裕美 統合失調症患者の看護 アセス クリニカルスタ 25 (13) 53-59 

メントの基本 デイ

11月 角固ますみ 高齢者ケアにおける「自己決定」 臨床看護 30(12) 1840 -1846 

11月 田井雅子，武田瞳，大竹 統合失調症患者の看護事例展 クリニカルスタ 25(12) 60-66 

員裕美 開 デイ

〔報告書〕

発行月 著者名 論文表題 報告書名

3月 小平虞子 個別介護能力向上のための具体的方 平成15年度福島県特別養護老人ホ一

3月 加藤清司，増涼tl映子

法について ムユニットケア推進検討会議報告書

一集団的処遇から個別ケアへの転換一

市町村の保健計画策定に対する保健 厚生科学研究費(健康科学総合研究

所の支援のあり方に関する研究 事業)r市町村の指標化された中長

期サーピス政策立案に関する研究」

(工藤班)平成15年度報告書

3月 加藤清司 有機リン化合物の遅発性神経毒性に 平成13年度~平成15年度科学研究費

対するラット発症モデルの検討 補助金(基盤研究(C)(2) )研究成果

報告書

3月 田上美千佳長 直子 新 統合失調症患者の地域生活に向けた 平成13年度~平成15年度科学研究費

村順子，大川貴子，大竹 援助の構造に関する研究 補助金(基盤研究(C)(2) )研究成果

員裕美，中山洋子白石 報告書

弘巳

3月 前田ひとみ，石田登喜子， ビアカウンセラー養成者(指導者) 平成15年度厚生労働科学研究(子ど

3月

6月

12月

菅野クニ，羽入雪子，江 養成マニュアル作成に関する研究 も家庭総合研究事業)報告書一ピア

角伸吾

松下由美子，林正健二， 看護基礎教育における安全教育カリ

文殊紀久野，遠藤みどり， キュラムに関する研究

田淵和子，安藤郁子，流

石ゆり子，佐藤|覚子，滝

沢美津子

上泉和子，吉川由希子， 看護教育における実習施設との連携

藤田あけみ，村松仁，石 に関する研究-教員の実習指導体制

川さち子，大下静香，加 について一

藤和子，武田淳子

宮岡久子，池添律代• i，度 福島県内における母子保健事業の市

辺京子，須田美也子，馬 町村移譲後の評価に関する研究

場初子，佐々木富士子

カウンセリング・ピアエジュケー

ションのマニュアル作成及び効果的

普及に関する研究

平成15年度山梨県立看護大学共同研

究費研究報告書

公立大学協会看護・保健医療部会共

通課題「実習受け入れ施設との連

携・教育基盤づくり」に関する報告

平成15年度福島県立医科大学看護学

部共同研究費報告書
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〔学会報告〕

発行月 発表者名 表 題 学会名(開催地) 抄録名、頁

(2003年) Shoko Arakawa Effectiveness of Guided Imagery in First International First International 

2月 reducing adverse reactions to cancer Conference J apanese Conference Japanese 

chemotherapy Society of Cancer Society of Cancer 

Nursing (Osaka) Nursing Proceedings， 

80 

3月 大関信子，新道幸 分娩時のケアに対する産婦の評価 第18回日本助産学会 第18回日本助産学会

恵、玉熊和子，益 学術集会(東京) 学術集会集録， 180 

田早苗，大井けい -181 

子，高橋佳子，田

中克枝

3月 加藤清司，増淵映 コンピュータサマーキャンフ。に参加 第74回日本衛生学会 日本衛生学会雑誌，

子，梶田雅義 した日中両国中学生の視機能および (東京) 59(2)，176 

眼症状

6月 安薪ひとみ 訪問看護ステーション管理者のマ 第 7回日本地域看護 第 7回日本地域看護

ネージメント機能に関する研究 学会(大阪) 学 会 学 術 集 会講演

集， 95 

6月 大竹員裕美，大川 統合失調症患者の地域生活に向けた 日本精神保健看護学 日本精神保健看護学

貴子，中山洋子， 援助の構造に関する研究第 2報- 会第14回 学 術 集 会 会第14回学術集会プ

田上美千佳，新村 人との関わり方-家族調整に関する (新潟) ログラム・抄録集，

順子，長直子 ケアの内容一 88-89 

6月 志賀令明，阿原美 TNF-α の変動はタイプAを予測 東北心理学会第58回 未発行

生，山田俊輝，田 させる 大会(岩手県滝沢)

中俊誠

6月 田井雅子 地域で生活している統合失調症者の 日本精神保健看護学 日本精神保健看護学

QOL 会第14回 学 術 集 会 会第14回学術集会プ

(新潟) ログラム・抄録集，

84-85 

6月 武田春美 知的障害者と暮らす家族の介護スト 第 7回日本地域看護 第 7回日本地域看護

レス一介護者におけるストレス認知 学会(大阪) 学会学術集会， 100 

評価の実証的研究ー

6月 武田瞳 精神科病棟に長期入院している患者 日本精神保健看護学 日本精神保健看護学

の「退院要求」の意味 会第14回学術集会 会第14回学術集会プ

(新潟) ログラム・抄録集，

26-27 

6月 新村順子，田上美 統合失調症患者の地域生活に向けた 日本精神保健看護学 日本精神保健看護学

千佳，長直子，大 援助の構造に関する研究第 3報一 会第14回学術集会 会第14回学術集会プ

竹員裕美，大川貴 退院の判断要因について一 (新潟) ログラム・抄録集，

子，中山洋子 90-91 

6月 前田ひとみ，石田 ピアカウンセリング・ピアエジュ 第13回日本健康教育 第13回日本健康教育

登喜子，羽入雪 ケーションのマニュアル作成及び効 学会(栃木県壬生) 学会講演集， 270-

子，菅野クニ，篠 果的普及に関する研究 271 

i宰{見子，高村寿子

7月 志賀令明，阿原美 超音波法による AN2例の腫骨骨密 第33回日本女性心身 女性心身医学， 9 

生，田中俊誠 度と骨代謝マーカーの変動 医学会学術集会(宇 (1)， 58 

都宮)



発行月

7月 武田春美

発表者名 表 題

業績一覧 45

学会名(開催地) 抄録名、頁

7月 名倉真砂美

郡山市管内の 3歳児におけるう蝕多 第53回東北公衆衛生 第53回東北公衆衛生

発傾向の要因調査 学会(山形) 学会誌講演集， 45 

外科病棟におけるターミナルケアの 第35回日本看護学会 第35回日本看護学会

一考察 看護総合(郡山) 抄録集， 114 

7月 藤田あけみ，村松

仁，吉川由希子，

上泉和子，石川さ

ち子，大下静香，

加藤和子，武田淳

子

看護学教育における実習施設との連

携に関する研究-教員が考える臨地

実習指導の役割分担-

日本看護学教育学会

第14回学術集会(山

形)

日本看護学教育学会

第14回学術集会講演

集， 88 

7月

7月

8月

村松仁，吉川由希

子，藤田あけみ，

上泉和子，石川さ

ち子，大下静香，

加藤和子，武田淳

子

吉川由希子，藤田

あけみ，村松仁，

上泉和子，石川さ

ち子，大下静香，

加藤和子，武田淳

子

斐和美，西山真由

美，中野和美，滝

沢美智子，石川朗

看護学教育における実習施設との連

携に関する研究一教員の実習指導体

制について一

看護学教育における実習施設との連

携に関する研究一実習指導の課題一

日本看護学教育学会

第14回学術集会(山

形)

日本看護学教育学会

第14回学術集会講演

集， 87 

日本看護学教育学会

第14回学術集会(山

形)

日本看護学教育学会

第14回学術集会講演

集， 89 

8月 MichikaTanoue， 

Takako Ohkawa， 

Naoko Cho， 

Mayumi Ohtake， 

Junko Niimura， 

Yoko Nakayama 

8月 Reiko Makabe， 

Tadashi N omizu， 

Mie Sato， 

Yoko Komiyama， 

Junko Kikuchi 

ながいき呼吸体操導入による開胸術 第14回日本呼吸管理 第14回日本呼吸管理

後の肩関節可動域への影響 学会学術集会(大 学会誌， 168 
宮)

How can we best prepare schizophrenic Japan Academy of Japan Academy of 

in-patients for community living in Nursing Science Fifth Nursing Science Fi白h

Japan? International Nursing International Nursing 

Research Conference Research Conference 

(Koriyama) Abstract for 1st day， 

100 

Social Support Network of Japanese 

Women with Breast Cancer: Before and 

Three Months after Breast Surgery 

Social Support， Psychological and 

Physical States among Japanese Women 

with Breast Cancer 

13 th International Conference Programme 

Conference on Cancer & Abstract Book， 95 

Nursing (Sydney， 

Australia) 

7th World Congress of Psycho-Oncology， 

Ps yc ho -Oncolo gy 13 (8)， 45 

(Copenhagen， Denmark) 

8月 Reiko Makabe， 

Tadashi Nomizu， 

祖母・母・娘世代における母性性・ 第45回日本母性衛生 母性衛生， 45 (3)， 

育児観に関する検討-3歳児神話と 学会(東京 199

その影響要因-

Mie Sato， 

Yoko Komiyama， 

J unko Kikuchi 

9月 田中克枝，佐藤

愛，城島哲子，大

関信子，益田早

苗，玉熊和子，高

橋佳子，吉川由希

子，新道幸恵
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発行月 発表者名 表 題 学会名(開催地) 抄録名、頁

9月 吉川由希子，益田 祖母・母・娘世代における母性性・ 第45回日本母性衛 母性衛生， 45 (3)， 

早苗，玉熊和子， 育児観に関する検討(第3報)一第 生学会(東京) 199 

大関信子，高橋佳 l子の子育てにおける育児困難性の

子，佐藤愛，新道 比較-

幸恵，田中克枝，

城島哲子

9月 池添律代，宮岡久 F市における母子保健サービスに対 平成16年度福島県 福島県保健衛生学

子，渡辺京子，須 する受益者の評価 保健衛生学会(会 会誌第34号， 42-

田美也子 津若松) 43 

9月 池添律代，宮岡久 市町村における母子保健事業の利用者 第45回日本母性衛 母性衛生. 45 (3). 

子 による評価-岡県内の2市の比較- 生学会(東京) 195 

9月 宮岡久子，池添律 A市における母子保健サービスに対 平成16年度福島県 福島県保健衛生学

代，馬場初子， する受益者の評価 保健衛生学会(会 会誌第34号. 40-

佐々木富士子 津若松) 41 

10月 粟生田友子，佐藤 リハビリテーション看護領域で働く 第3回(通算16回) 第3回日本リハピ

啓子，小池洋子， 看護師の専門性の意識・看護職とし 日本リハビリテー リテーション看護

白土陸西ヶ谷正 ての自律性と職務満足・仕事の継続 ション看護学会 学会集録. 199 

子 意志との関連 (相模原)

10月 荒川唱子 臨床におけるリラクセーション技法 日本看護技術学会 講演抄録集. 25 

の適用-効果および習得プロセスー 第3回学術集会(東

京)

10月 安斎ひとみ，遠藤 訪問看護の質改善への取り組み 第35回日本看護学 第35回日本看護学

幸代，佐藤利枝， 一第 1報利用者の満足度調査一 会 一 地 域 看 護 - 会抄録集一地域看

吉田久美子，吉田 (高知) 護一. 89 

邦子，山口孝子

10月 大川貴子，中山洋 イレウスを合併した統合失調症患者 第47回日本病院・ 第47回日本病院・

子，小林みゆき のモニタリングに関する研究 地域精神医学会神 地域精神医学会

一抗精神病薬長期服用患者に焦点を 戸総会(神戸) 神戸総会 プログ

当てて一 ラム・抄録集. 78 

10月 大下静香，佐藤み 臨地実習指導者の指導内容の分析 日本看護技術研究 日本看護技術研究

つ子，森千鶴 一学生のニーズと指導における問題 学会第 5回学術集 学会第 5回学術集

の対応、 会(東京) 会抄録集. 24-25 

10月 Yoshiko Ozawa， Evaluation of care by family caregiver 20th International 20th International 

Shigeo Tomura of elderly with dementia : analysis by Conference of Alzheimer's Conference of Alzheimer's 

kinship type Disease International Disease International 

(Kyoto) Abs町acts，284

10月 黒田真理子 誘導イメージ法を主としたリラク 第35回日本看護学 第35回日本看護学

セーション法の実施による睡眠、疲 会地域看護(高知) 会抄録集地域看護，

労に関する効果 104 

10月 斉藤早香枝，贋瀬 1歳児の母親の育児不安、育児スト 第51回日本小児保 第51回日本小児保

たい子，岡光基子， レスと母子相互作用との関連 健学会(盛岡) 健学会講演集. 532 

寺本妙子，田中克 -533 

枝，三国久美. ?畢

田和美，園部真

美，橋本重子.草

薙美穂，篠木絵

里，高橋泉，平松

真由美，山崎道子，

大森貴秀，白川園

子



発行月

10月

10月

10月

10月

10月

10月

10月

発表者名

高橋泉，平松真由

美，大森貴秀，虞

瀬たい子，寺本妙

子，岡光基子，山

崎道子，斉藤早香

枝，三国久美，津

田和美，園部真美，

橋本重子，草薙美

穂，田中克枝，篠

木絵里，白川園子

高橋信子

武田春美

武田春美

寺本妙子. )責瀬た

い子，斉藤早香枝，

田中克枝，岡光基

子，高橋泉，平松

真由美，山崎道

子，園部真美，津

田和美，三国久

美，草薙美穂，篠

木絵里，橋本重子，

大森貴秀，白川園

子

!責瀬たい子，斉藤

早香枝，寺本妙子，

岡光基子，高橋泉，

平松真由美，山崎

道子，園部真美，

津田和美，橋本重

子，三国久美，草

薙美穂、，篠木絵

里，大森貴秀，田

中克枝，白川園子

平松真由美，高橋

泉，大森貴秀，寺

本妙子. )責瀬たい

子，田中克枝，岡

光基子，山崎道

子，斉藤早香枝，

三国久美，津田和

美園部真美，橋

本重子，草薙美

穂、，篠木絵里，白

川園子

業績一覧 47

表 題 学会名(開催地) 抄録名、頁

乳幼児の生活リズム その l一睡眠 第51回日本小児保健 第51回日本小児保健

の実態一 学会(盛岡) 学会講演集. 492-
493 

女性が立位で排尿可能な下着の開発 第3回日本看護技術 第3回学術集会講演

-下着の上げ下げが全くできない場 学会(東京) 抄録集. 37 
之』ー

郡山市管内の 3歳児におけるう蝕多

発傾向の要因調査一共分散構造分析

モデリングを活用して-

3歳児う蝕有病者率の要因と地域特

'1空

乳幼児を持つ母親の育児ストレスと

子どもの発達の関係-NCASTに基

づく早期育児支援の効果について

育児支援介入と母子相互作用 -3ヵ

月月から15-17ヵ月までの縦断的検

討-

乳幼児の生活リズム その 2-育児

ストレスとの関連-

第26回全国地域保健 第26回全国地域保健

師学術研究会(新 師学術研究会講演

潟)集.150 -151 

第63回日本公衆衛生 第63回日本公衆衛生

学会(島根) 学会総会抄録集，

783 

第51回日本小児保健 第51回日本小児保健

学会(盛岡) 学会講演集. 470-
471 

第51回日本小児保健 第51回日本小児保健

学会(盛岡) 学会講演集. 566-

567 

第51同日本小児保健 第51回日本小児保健

学会(盛岡) 学会講演集. 534-
535 
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発行月 発表者名

10月 吉田邦子，安斎ひ

とみ遠藤初江，

加藤悦子，中野真

理子，高橋理恵子

11月 佐藤啓子，粟生田

友子，小池洋子，

白土睦，西ヶ谷正

子

11月 志賀令明，田中俊

5成

12月 大川貴子，中山洋

子，小林みゆき

12月 大竹員裕美，大川

貴子田上美千佳，

新村順子，長直子，

中山洋子

12月 川島理恵，横田素

美

12月 黒田真理子

〔講演・シンポジスト〕

発表月 発表者名

(2003年) 荒川唱子

10月

4月 Yoko Nakayama 

7月 栗生田友子

8月 Yoko Nakayama 

表 題

訪問看護の質改善への取り組み-第

2報管理者とスタッフの面接-

専門病院で働く看護師の専門性の意

識、看護職としての自律性と職務満

足との関連

神経性無食欲症患者のTNF-α 変

動と、 NTx及びエストロゲン・フ。

ロゲステロン比

「がん」を併発した統合失調症患者

のモニタリングー抗精神病薬長期服

用患者に焦点を当てて一

統合失調症短期入院患者への地域生

活に向けた援助その 3:退院後の生

活に関するフォロー調査の結果

看護学基礎教育における「静脈内注

射」の技術教育の実態に関する研究

第 1報

誘導イメージ法実施による交替制勤

務を行う看護師の睡眠に関する効果

表 題

日米におけるターミナルケアの比較

学会名(開催地) 抄録名、頁

第35回日本看護学会 第35回日本看護学会

一地域看護- (高 抄録集一地域看護一，

知) 90 

第35回日本看護学会 第35回日本看護学会

一看護管理一(徳 抄録集-看護管理一，

島) 26 

第 6回日本骨粗慈症 Osteoporosis Japan 12 

学会(大宮) (Sl)，217 

第24回日本看護科学 第24回日本看護科学

学会学術集会(東京) 学会学術集会講演集，

414 

第24回日本看護科学 第24回日本看護科学

学会学術集会(東京) 学会学術集会講演集，

458 

第24回日本看護科学 第24回日本看護科学

学会学術集会(東京) 学会学術集会講演集，

258 

第24回日本看護科学 第24回日本看護科学

学会学術集会(東京) 学会学術集会講演集，

154 

学 会 名

国際バイオエシックスシンポジ

ウム

lmplementing Transcultural Nursing Concept in The Second lnternational Nursing 

Education and Management Symposium Nursing Education and Practice 

ロービジョン者の語る体験世界一孤独、苦

悩、希望と医療者への期待を中心に一

Seeking New Research Methodology 

第42回北日本眼科学会

Japan Academy of Nursing Science 

Fifth lnternational Nursing Research 

Conference 



〔その他〕

発行月 著者名 論文表題

(2003年) 荒川唱子 リラクセーションについて

3月 考える

2月 太田操，石田登喜子，木 先輩に学ぶ福島県のお産

村英子，渡辺恵美子，内 婆さんたち(2)ーパワフル助

藤和子 産師，荒豊さん-

5月 内藤和子，太田操，石田 先輩に学ぶ福島県のお産

登喜子，木村英子，渡辺 婆さんたち(3ト斎藤キクノ

恵美子 さん・五十石ちよさんに学

ぶ-

6月 中山洋子 看護の“知"の水脈を探る

発行月 著者名 書 名

7月 太田操 カウンセリング大事典

雑誌名

生と死を考える福島

の 会 会 報

助産師

助産師

聖路加看護学会誌

編者名

小林司

業績一覧 49

巻(号) 頁

3-5 

58(1) 54-57 

58(2) 53-55 

8(1) 44-49 

発行所 頁

新曜杜 頁多数
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