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業　績　一　覧　33

業　　績　　一　　覧（2016年１月～12月）

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

１月 永井雅人，大平哲也，安
村誠司，高橋秀人，結城
美智子，中野裕紀，章  
文，矢部博興，大津留晶，
前田正治，高瀬佳苗

東日本大震災の避難者の避難状
況と運動習慣　福島県「県民健
康調査」

日本公衆衛生雑誌 ₆₃⑴ ３－₁₀

１月 佐藤　緑，熊谷知華，末
永カツ子，髙橋香子，栗
本鮎美，相田佳恵，和山
郁美

東日本大震災の原子力災害下に
おける看護職の経験～英語論文
の検討～

東北大学医学部保健学科
紀要

₂₅⑴ ₁₇－₂₆

２月 我妻沙織，後藤あや，大
平哲也，岩佐　一，伊藤
慎也，安村誠司

自治体職員におけるメンタルヘ
ルス対策の実践と効果の検証　
笑いと睡眠に焦点をあてて

福島県保健衛生雑誌 ₂₇ ₁₀－₁₄

３月 三浦浅子，本多たかし，
村上桃恵，浅川ひろみ，
斎藤一美，渡部裕佳，堀
本美紀，佐藤麻祐，渡邊
由樹，八嶋靖子，峯岸千
春

ATP の検出を利用した口腔内の
衛生状態の判定に関する研究

（第２報）－唾液の ATP ふき取
り法からみた歯磨き前後の日内
変動の比較－

福島県立医科大学看護学
部紀要

₁₈ １－９

３月 脇屋友美子，伊東直美，
真壁玲子，保坂ルミ，氏
家由起子

通院がん患者の療養生活上の課
題

福島県立医科大学看護学
部紀要

₁₈ ₂₁－₃₄

３月 立柳　聡 モチなし正月慣行と社会構造－
奥会津一山間農村の社会構造－

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

₅₂ ₁₇－₃₁

４月 ONO, Yuko;
SHINOHARA, Kazuaki;
GOTO, Aya;
YANO, Tetsuhiro;
SATO, Lubna;
MIYAZAKI, Hiroyuki;
SHIMADA, Jiro;
TASE, Choichiro

Are prehospital airway management 
resources compatible with difficult 
airway algorithms? A nationwide 
cross-sectional study of helicopter 
emergency medical services in 
Japan.

Journal of Anesthesiology ₃₀⑵ ₂₀₅－₂₁₄

〔原　　著〕
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

５月 KYOZUKA, Hyo;
YASUDA, Shun;
KAWAMURA, Makoto;
NOMURA, Yasuhisa;
FUJIMORI, Keiya;
GOTO, Aya;
YASUMURA, Seiji;
ABE, Masafumi

Impact of the Great East Japan 
Earthquake on feeding methods 
and newborn growth at ₁ month 
postpar tum: resul ts f rom the 
Fukushima Health Management 
Survey

Radiation and Environmental 
Biophysics

₅₅⑵ ₁₃₉－₁₄₆

５月 植田紀美子，後藤あや，
山崎嘉久

障害児の育ちにおける保育所の
役割　インタビュー調査法によ
る検討

小児保健研究 ₇₅⑶ ₃₉₈－₄₀₅

７月 大原信一郎，陶山和秀，
小野敦史，川崎幸彦，鈴
木順造，細矢光亮

急性腎障害を契機に診断された
後部尿道弁の４歳男児例

日本小児腎不全学会雑誌 ₃₆ ₂₆₄－₂₆₇

８月 ISHII, Kayoko;
GOTO, Aya;
OTA,Misao;
YASUMURA, Seiji;
ABE, Masafumi;
FUJIMORI, Keiya;
Pregnancy and Birth Survey 
Group of the Fukushima 
Health Management Survey

Factors Associated with Infant 
Feeding Methods after the Nuclear 
Power Plant Accident in Fukushima:
Data from the Pregnancy and Birth 
Survey for the Fiscal Year ₂₀₁₁ 
Fukushima Health Management 
Survey

Maternal and Child Health 
Journal

₂₀⑻ ₁₇₀₄
－₁₇₁₂

９月 川井田恭子，髙橋聡美，
佐藤利憲，西田正弘

大切な人を亡くした子どものグ
リーフサポートの介入方法と効
果に関する文献レビュー

臨床死生学 ₂₁⑴ ₄₅－₅₇

₁₀月 YASUDA, Shun;
KYOZUKA, Hyo;
NOMURA, Yasuhisa;
FUJIMORI, Keiya;
GOTO, Aya;
YASUMURA, Seiji;
HATA, Kennichi;
OHIRA, Tetsuya;
ABE, Masafumi

Influence of the Great East Japan 
Earthquake and the Fukushima 
Daiichi Nuclear Disaster on the 
Birth Weight of Newborns in 
Fukushima Prefecture: Fukushima 
Health Management Survey

Journal of Maternal-fetal & 
Neonatal Medicine

Epub 
ahead 
of print

₁₀月 FUJISAKI, Akiko;
GOTO, Aya;
ENDO, Fumiyasu;
MURAISHI, Osamu;
HATTORI, Kazunori;
YASUMURA, Seiji

P r a c t i c a l I n d e x o f U r i n a r y 
Incontinence Following Holmium 
Laser Enucleation of the Prostate: 
A Case-Series Study of the ₂₄-
Hour Pad Test Immediately after 
Catheter Removal

Urologia Internationalis ₉₇⑶ ₃₁₀－₃₁₉

₁₀月 YOSHIDA, Koji;
ORITA, Makiko;
GOTO, Aya;
KUMAGAI, Atsushi;
YASUI, Kiyotaka;
OHTSURU, Akira;
HAYASHIDA, Naomi;
KUDO, Takashi;
YAMASHITA, Shunichi;
TAKAMURA, Noboru

Radiation-related anxiety among 
public health nurses in the Fukushima 
Prefecture after the accident at the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Station: a cross-sectional study

BMJ Open ₆⑽ e₀₁₃₅₆₄
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

₁₁月 KAMEDA,Masanori Remarks on the Language of Love: 
A Semantic Exploration

福島県立医科大学総合科
学教育研究センター紀要

５ １－₁₅

₁₁月 HAYASHI, Masako;
FUJIMORI, Keiya;
YASUMURA, Seiji;
GOTO, Aya;
NAKAI, Akihito 

Obstetric Outcomes in Women in 
Fukushima Prefecture during and 
after the Great East Japan Earthquake 
and Fukushima Nuclear Power Plant 
Accident: The Fukushima Health 
Management Survey

Open Journal of Obstetrics 
and Gynecology

₆⑿ ₇₀₅－₇₁₃.

₁₂月 SUZUKI, Kota;
GOTO, Aya;
FUJIMORI, Keiya

Effect of medical institution change 
on gestational duration after the 
Great East Japan Earthquake: The 
Fukushima Health Management 
Survey

J o u r n a l o f O b s t e t r i c s 
Gynaecoly Research

₄₂ ₁₇₀₄
－₁₇₁₁

発行月 著者名 表題、書名、版次 編者名 発行所 頁

１月 佐藤博子 第１章 看護を学ぶにあたって
第６章 患者の看護
系統看護学講座 専門分野Ⅱ，成
人看護学₁₂，皮膚

著者：佐藤博子，多田弥
生，徳永惠子，永野みど
り，藤井真樹，渡辺晋一

医学書
院

２－₁₈，
₁₅₈－₂₁₇

３月 鈴木順造 学校保健と学校医，
脊柱側彎症検診のチェックポイ
ント
；学校医のてびき－福島県版－

福島県医師会 福島県
医師会

１－₁₁，
₃₂－₃₄

４月 髙橋香子 対象別公衆衛生看護活動論；
₂₀₁₇年版保健師国家試験問題解
答解説

吾郷美奈恵，小田美紀
子，落合のり子，佐々木
久美子，佐藤公子，高橋
香子，俵　志江，橋本文
子，船橋香緒里，水馬朋
子

メヂカ
ルフレ
ンド社

₁₄₂－₁₇₁，
₁₈₄－₂₁₇

８月 立柳　聡 世帯調査のデータとことわざが
解き明かすこと－小菅村小永田
の社会構造－；ことわざを楽し
く学ぼう　社会・文化・人生

NPO 法人郷土のことわ
ざネットワーク

人間の
科学新
社

₂₁₄－₂₂₈

８月 中山　仁 ことばの基礎１ 名詞と代名詞；
シリーズ 英文法を解き明かす
－現代英語の語法と文法１

編：内田聖二，八木克正，
安井　泉
著：中山　仁

研究社

９月 佐藤博子 ケース５　皮膚がん；患者のこ
ころに寄り添うために　－サイ
コオンコロジーの基礎と実践－
サイコロジスト編

編著：大木桃代 真興交
易医書
出版部

₂₁₁－₂₁₈

〔著　　書〕
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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

２月 丸山育子 【看護観の伝承】看護は変化を
起こすものである「村松静子先
生の電話」から受け取ったもの

看護教育 ₅₇⑵ ₁₀₀－₁₀₅

２月 佐藤博子 皮膚科スペシャリティナースに
ついて　学会認定をめざして

臨床皮膚科 ₇₀⑵ ₉₆－₉₇

４月 古橋知子，福島俊彦，鈴
木眞一

【甲状腺疾患の心身医療－患者
中心のチーム医療のために－】
放射線と甲状腺とこころ　甲状
腺癌に直面した小児・若年成人
者と家族への支援

日本甲状腺学会雑誌 ₇⑴ ₂₆－₂₈

₁₀月 三浦浅子 東日本大震災支援物資の医療用
ウイッグ等の提供と意義につい
て

平成₂₈年度東北がんプロ
フェッショナル養成推進
プラン「震災時のがん医
療報告書」

₁₂₉－₁₃₇

₁₁月 古橋知子 【小児がんの長期フォローアッ
プ～医療から教育支援まで～】
看護師の立場から 小児がん看
護教育と臨床の統合；外来を基
点とした小児がん看護の教育と
臨床実践

小児看護 ₃₉⑿ ₁₅₂₂
－₁₅₂₈

₁₁月 鈴木雄一，古橋知子，陶
山和秀，川崎幸彦，細矢
光亮

急性散在性脳脊髄炎の治療後に
頭痛が長引き不登校に至った症
例への心身医学的アプローチ

子どもの心とからだ ₂₅⑶ ₂₂₈－₂₃₃

₁₁月 鈴木順造 小児期発症慢性疾患患者に対す
る関連多職種の連携による移行
医療

こどもケア ₁₁⑷ ２－６

₁₁月 井上水絵 疾患と看護がわかる看護過程　
ナーシングプロセス　卵巣がん 
看護編

Clinical Study ₃₇⒁ ₄₂,
₄₉－₆₄

₁₂月 井上水絵 「婦人科がん術後患者の外来
フォローアップ相談に向けた文
献検討　～術後のフォローアッ
プに関する和文献検討～」

日本がん看護学会誌 ₃₀⑶ ₁₁－₁₈
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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 佐藤良信，藤本順
子，保坂ルミ，上
澤 紀 子， 望 月 綾
子，二階堂尚美，
三浦浅子，氏家由
起子，樋口和枝，
佐藤美友紀，今野 
静

大学病院に勤務する看護師の
がん看護に関する学習ニーズ

第₃₀回日本がん看護
学会学術集会

日本がん看護学会誌（講
演集）₃₀ Supplement, ₂₁₂

２月 藤本順子，保坂ル
ミ，佐藤良信，上
澤紀子，望月綾子，
二階堂尚美，三浦
浅子，氏家由起子，
樋口和枝，佐藤美
友紀，今野　静

大学病院に勤務する看護師の
がん看護に対する困難感

第₃₀回日本がん看護
学会学術集会

日本がん看護学会誌（講
演集）₃₀ Supplement, ₂₂₃

２月 三浦浅子，高瀬佳
苗，松田芳美，小
河育恵

がん看護実践者の長期生存が
んサバイバーシップケアに対
する認識（第１報）

第₃₀回日本がん看護
学会学術集会

日本がん看護学会誌（講
演集）₃₀ Supplement, ₂₃₀

２月 高瀬佳苗，三浦浅
子

がん看護実践者の長期生存が
んサバイバーシップケアに対
する認識（第２報）

第₃₀回日本がん看護
学会学術集会

日本がん看護学会誌（講
演集）₃₀ Supplement, ₂₃₁

２月 小島彩愛，山手美
和，川上祥子

ピアサポーターがピアサポー
トを継続している支え

第₃₀回日本がん看護
学会学術集会

日本がん看護学会誌（講
演集）₃₀ Supplement,

２月 岩崎　希，山手美
和，川上祥子，波
多江優，梅田　恵

乳がん患者が捉えた医師の説
明の理解度と乳がん体験者と
の交流への認識の実態

第₃₀回日本がん看護
学会学術集会

日本がん看護学会誌（講
演集）₃₀ Supplement,

２月 大原信一郎，川崎
幸彦，陶山和秀，
小野敦史，菅野修
人，前田　亮，鈴
木順造，細矢光亮

難治性ネフローゼ症候群の寛
解導入における血漿交換とス
テロイドパルス療法併用の効
果

日本小児科学会雑誌，₁₂₀
⑵ , ₂₄₀

３月 大原信一郎，陶山
和秀，小野敦史，
川崎幸彦，鈴木順
造，細矢光亮

当科における小児難治性ステ
ロイド抵抗性ネフローゼ症候
群の治療経験

福島医学雑誌，₆₆⑴ , ₅₆

３月 大原信一郎，川崎
幸彦，陶山和秀，
小野敦史，菅野修
人，鈴木順造，細
矢光亮，鈴木重雄

MRI 画像診断により早期治
療が可能であった Wunderlich
症候群の１女児例

福島医学雑誌，₆₆⑴ , ₅₄

３月 小野敦史，川崎幸
彦，菅野修人，大
原信一郎，陶山和
秀，鈴木順造，細
矢光亮

血球貪食症候群で発症した全
身性エリテマトーデスの１例

福島医学雑誌 ,₆₆⑴ , ₅₀
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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 鹿又裕子，坂本祐
子，鈴木　均，竹
石恭祐

植え込み型除細動器と共に生
活する患者のSense of Coherence

（SOC）に関する研究

第₈₀回日本循環器学
会学術集会（仙台）

３月 門馬香菜江，大西 
康，沖津庸子，福
原規，大槻久美，
坂本祐子，片岡ひ
とみ，張替秀郎

同種造血幹細胞移植後成人患
者における心理状態とスピリ
チュアリティを含めた QOL
評価

第₃₈回日本造血細胞
移植学会（名古屋）

３月 池田真由美，太田
　 操， 佐 藤 恵 美
子，渡邉一代

産後１ヶ月以内の母子への育
児支援の実態調査

日本助産学会学術集
会（京都）

日本助産学会誌，₂₉⑶ ,
₅₉₅

４月 鈴木裕子，池田和
彦，大 塚 節子，　
ノレット・ケネス，
大戸　斉，玉井佳
子，鈴木倫保，伊
藤英治，齋藤　清，
佐久間潤，後藤あ
や

アンケート調査からみる抗血
小板薬内服中の中枢神経系出
血の臨床的対応

第₆₄回日本輸血・細
胞治療学会総会（京
都）

日本輸血細胞治療学会誌，
₆₂⑵ ,₃₅₀

４月 小宮ひろみ，鈴木
朋子，坪　 敏 仁，
安斎圭一，小野木
哲，鈴木順造，三
潴忠道

精神疾患を有する患者の月経
随伴症状に対して漢方治療が
有効であった３例

第₆₇回日本東洋医学
会学術総会（高松）

日本東洋医学雑誌，₆₇別
冊，₂₉₀

５月 清野弘子，高瀬佳
苗，林　裕栄

がんと診断された就労者が職
場に感じる言いづらさ

第₈₉回日本産業衛生
学会（福島）

産 業 衛 生 学 雑 誌，₅₈，
₃₀₀

６月 陶山和秀，川崎幸
彦，前田　亮，菅
野修人，大原信一
郎，鈴木重雄，鈴
木順造，細矢光亮

小児軟治性ネフローゼ症候群
におけるリツキシマブ維持療
法の有効性についての検討

第₅₉回日本腎臓学会
学術集会（横浜）

日本腎臓学会誌，₅₈⑶ , 
₃₄₇

６月 松村真実，三浦浅
子，菅原よしえ，
笠谷美保，岸田さ
な江，風間郁子，
梅田節子，田中結
美，根岸　恵，古
沢祐子

阪神淡路大震災を経験した地
域における「災害とがん看
護」セミナーでの看護師の学
び

第３回日本 CNS 看
護学会（東京）

第３回日本 CNS 看護学
会プログラム・抄録集，
₉₆

７月 陶山和秀，川崎幸
彦，前田　亮，大
原信一郎，鈴木順
造，細矢光亮

リツキシマブ投与後も再発を
繰り返し RTX の維持療法を
行っている難治性ネフローゼ
症候群の１例

第₅₁回日本小児腎臓病
学会学術集会（名古屋）

日本小児腎臓病学会雑
誌，₂₉⑴ Suppl. ₁₂₈

７月 樋口和枝，三浦浅
子，氏家由起子，
佐藤美友紀，保坂
ルミ，上澤紀子，
藤本順子，佐藤良
信，望月綾子，今
野　静

がん化学療法に携わっている
看護師の現状と課題－治療
前、治療中、医療後の看護実
践のアンケート調査の検討

第₁₄回日本臨床腫瘍学
会学術集会（神戸）

第₁₄回日本臨床腫瘍学会
学術集会抄録集



業　績　一　覧　39

発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

７月 齋藤史子，坂本祐
子，結城美智子

長期外来通院する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₁₀回日本慢性看護学
会学術集会（東京）

日本慢性看護学会誌，₁₀
⑴ , A₅₆

７月 坂本祐子，大崎瑞
恵，海老原覚

要介護高齢者を対象とした躓
き予防のための運動介入プロ
グラムの開発－プレテスト－

日本老年看護学会第
₂₁回学術集会（大宮）

日本老年看護学会第21回
学術集会抄録集，₁₇₇

７月 大川貴子，加藤郁
子，田村達弥，有
賀優加

精神科看護職の地域移行に向
けた看護活動に対するアサー
ション・トレーニングの効果
　～無作為化比較試験を用い
た検証～

日本精神保健看護学
会 第₂₆回 学 術 集 会

（大津）

日本精神保健看護学会第
₂₆回学術集会・総会　抄
録集，₉₉

７月 川口静香，和田久
美子

家族への育児支援に対する新
人看護師の認識

日本小児看護学会第
₂₆回 学 術 集 会（ 別
府）

日本小児看護学会　第₂₆
回学術集会講演集，₁₄₆

７月 加藤　茜，須山達
也，渕田明子，和
田久美子

闘病仲間が亡くなったことを
伝えることに関する看護師の
心情

日本小児看護学会第
₂₆回 学 術 集 会（ 別
府）

日本小児看護学会　第₂₆
回学術集会講演集，₂₀₃

７月 須 山 達 也，加 藤 
茜，渕田明子，和
田久美子

闘病仲間が亡くなったことを
伝えた後の看護師の課題

日本小児看護学会第
₂₆回 学 術 集 会（ 別
府）

日本小児看護学会　第₂₆
回学術集会講演集，₂₀₄

７月 鈴木良香，高瀬佳
苗，結城美智子

福島原子力災害による避難生
活で複数の被介護者を介護し
ている家族の介護状況

第₆₅回東北公衆衛生
学会（山形）

東北公衆衛生学会誌第₆₅
回講演集，₁₃

７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，大槻真澄，室
井宏育，高田和秀，
結城美智子

円背姿勢が悪化した高齢者の
ADL 及び健康関連 QOL の変
化～６年後の追跡調査から～

第₆₅回東北公衆衛生学
会（山形）

東北公衆衛生学会誌第₆₅
回講演集，₃₃

８月 渡邊ちか，児玉久
仁子，畠山とも子

退院支援はなぜ上手くいかな
かったのか？　退院の意向が
異なる家族の支援において看
護師が陥りやすい傾向

日本家族看護学会学
術集会₂₃回（山形）

日本家族看護学会学術集
会プログラム・抄録集₂₃
回，₁₇₀

９月 伊藤慎也，後藤あ
や，佐々木美恵，
紺野信弘，安村誠
司

東京電力福島第一原子力発電
所事故後の福島県における女
子大学生および短大生の抑う
つ症状とその関連要因

第₆₄回東北学校保健
学会（山形）

東北学校保健学会会誌，
₆₄，₁₂－₁₃

₁₀月 大原信一郎，川崎
幸彦，陶山和秀，
前田　亮，菅野修
人，鈴木重雄，鈴
木順造

低補体血症を伴わない膜性増
殖性糸球体腎炎３型の女児例

第₄₆回日本腎臓病学
会東部学術大会（東
京）

日本腎臓学会誌，₅₈⑹，
₇₆₃

₁₀月 大原信一郎，川崎
幸彦，陶山和秀，
前田　亮，野寺真
樹，鈴木雄一，鈴
木順造，細矢光亮

ネフローゼ症候群を呈する急性
腎障害で発症し、ステロイドパ
ルス療法とミゾリビン・タクロ
リムス併用療法が有効であった
重症ループス腎炎の１例

日本小児リウマチ学
会総会・学術集会₂₆
回（千葉）

日本小児リウマチ学会総
会・学術集会プログラム・
抄録集₂₆回，₁₁₈
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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 立柳　聡 夫婦養子慣行の背景と機能－
山梨県東端部山間農村の事例
に基づく考察－

日本民俗学会第₆₈回
年会（千葉）

日本民俗学会第₆₈回年会
研究発表要旨集，₇₈

₁₀月 青柳暁美，塚田沙
織，坂内成子，吉
田絵理子，東雲紀
子，小針朱子，加
藤郁子

継続した心疾患患者教育体制
確立のための取り組み

第₂₀回日本心不全学
会学術集会（札幌）

第₂₀回日本心不全学会学
術集会抄録集，₄₂₇

₁₀月 末永カツ子，高橋
香子，栗本鮎美，
高橋宏子，相田佳
恵，佐藤純子，佐
藤奈央子，佐々木
美津恵，工藤初恵

南三陸町における協働の健康
づくり計画策定⑸－２つの主
体形成のプロセス－

第₇₅回日本公衆衛生
学会総会（大阪）

日本公衆衛生雑誌，63⑽ , 
385, ₂₀₁₆.

₁₀月 押切美佳，末永カ
ツ子，高橋香子，
手塚有希子

南三陸町における協働の健康
づくり計画策定⑹－住民の主
体化プロセスでの経験－

第₇₅回日本公衆衛生
学会総会（大阪）

日本公衆衛生雑誌，63⑽ , 
385, ₂₀₁₆.

₁₀月 熊谷知華，末永カ
ツ子，高橋香子

難病者の就労支援のあり方の
検討－就労困難性・ICF の枠
組み・主観的体験に着目して
－

第₇₅回日本公衆衛生
学会総会（大阪）

日本公衆衛生雑誌，63⑽ , 
539, ₂₀₁₆.

₁₀月 宮崎美砂子，奥田
博子，春山早苗，
上林美保子，安齋
由 貴 子， 高 瀬 佳
苗，丸谷美樹，金
谷康宏，井口沙織

大規模災害時の地域保健活動
拠点における支援人材活用等
のマネジメント指標の検討

第₇₅回日本公衆衛生
学会総会（大阪）

日本公衆衛生雑誌，63⑽ , 
579, ₂₀₁₆.

₁₀月 菊川幸恵，高瀬佳
苗，古戸順子，鈴
木良香

東日本大震災支援者のための
支援～福島県内保健師を対象
としたサロン活動報告～

第₇₅回日本公衆衛生
学会総会（大阪）

日本公衆衛生雑誌，63⑽ , 
585, ₂₀₁₆.

₁₀月 高瀬佳苗，岡本な
つみ

高齢者の生活習慣改善の保健
指導に関する難しさの実態

第₂₇回日本老年医学
会 東 北 地 方 会（ 盛
岡）

第₂₇回日本老年医学会東
北地方会プログラム・抄
録集

₁₀月 LAI, AY, GOTO， 
Aya , UEDA, K , 
RUDD, RE.

Health l i teracy training for 
professionals as disaster recovery 
after the nuclear power plant 
accident in Fukushima: A one-
year follow up. 

Health Literacy Annual 
Research Conference 

（B e t h e s d a，M D , 
USA）

₁₁月 加 藤 郁 子， 佐 藤 
忠，大川貴子，田
中久美子，佐藤郁
美，濱尾早苗，田
村達弥，有賀優加

精神科病院に入院するがん患
者へのケアに関する調査　第
１報　看護師が感じる困難感
と教育ニーズ

第₄₇回日本看護学会
－慢性期看護－学術
集会（米子）

第₄₇回日本看護学会慢性
期看護学術集会抄録集，
₂₁₈

₁₁月 佐藤　忠，田中久
美子，佐藤郁美，
加藤郁子，大川貴
子，濱尾早苗，田
村達弥，有賀優加

精神科病院に入院するがん患
者へのケアに関する調査　第
２報　患者への対応で必要と
感じること

第₄₇回日本看護学会
－慢性期看護－学術
集会（米子）

第₄₇回日本看護学会慢性
期看護学術集会抄録集，
₂₁₉
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₁₂月 宮本さとみ，坂本
祐子

内科治療を受けるせん妄患者
の家族の体験』（修論『一般
病棟で急性期の内科治療を受
けるせん妄患者の家族の体』

第₃₆回日本看護科学
学会学術集会（東京）

第36回日本看護科学会学
術集会抄録集

₁₂月 早川貴司，坂本祐
子

急性期病院における看護師の
摂食嚥下評価・嚥下ケアに関
する実態調査

第₃₆回日本看護科学
学会学術集会（東京）

第36回日本看護科学会学
術集会抄録集

₁₂月 村松　仁，坂本祐
子

高齢者における精油芳香によ
る前頭前野の脳血流の変化

第₃₆回日本看護科学
学会学術集会（東京）

第36回日本看護科学会学
術集会抄録集

₁₂月 鈴木良香，結城美
智子，高瀬佳苗

福島原発事故による避難生活
で認知症高齢者を在宅介護す
る家族介護者の精神的健康

第₃₆回日本看護科学
学会学術集会（東京）

第36回日本看護科学会学
術集会抄録集

₁₂月 渕 田 明 子， 加 藤 
茜，須山達也，和
田久美子

子どもが亡くなったことを闘
病仲間に伝えるときの考慮に
関する分析

第₁₄回日本小児がん
看護学会学術集会

（東京）

小児がん看護，₁₁⑵ , 
₄₆₂，₂₀₁₆.

発表月 発表者名 表　　　　　題 学　会　名 抄録名，頁

２月 後藤あや 実践で使えるデータ分析の知
識とスキル

第27回日本臨床微生
物学会総会（仙台）

２月 鈴木順造 尿細管間質性腎炎へのアプ
ローチ

県北腎泌尿器疾患研
究会（福島）

３月 後藤あや 市民そして医療者として 東日本大震災・福島
原発事故５年目国際
シンポジウム（福島）

４月 鈴木順造 ターナー症候群－最初に検査
すべきこと

東日本ターナー講演
会（東京）

６月 佐藤博子 軟膏療法の基礎と実際 第115回日本皮膚科
学会総会（京都）

日 本 皮 膚 科 学 会 雑 誌，
126⑸ , 655

８月 立柳　聡 日本における近年の若者支援
と施策－特色と課題をめぐっ
て－

島嶼コミュニティ学
会 第 ６ 回 八 丈 島
フォーラム（東京）

10月 鈴木順造 小児気管支喘息診療の進歩 小児医療研究会（東
京）

10月 鈴木順造 １）内分泌疾患，　２）腎疾患 福島県小児慢性特定
疾病指定医研修会

（郡山）

10月 後藤あや 公衆衛生モニタリング・レ
ポート活動報告

第74回日本公衆衛生
学会（大阪）

〔講演・シンポジスト〕
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発行月 著者名 論　文　表　題 雑誌名 巻（号） 頁

３月 佐藤郁美，中山　仁 平成₂₇年度学術委員会学術小委
員会・山本則子氏講演会報告

福島県立医科大学看護学
部紀要

₁₈ ₃₅－₃₆

３月 看護学部 FD 小委員会 ₂₀₁₅年度看護学部 FD 小委員会
報告

福島県立医科大学看護学
部紀要

₁₈ ₃₇－₄₀

３月 森　　努 NIRF 研究会活動報告　一筋の
光明

福島県立医科大学看護学
部紀要

₁₈ ₄₁－₄₂

５月 亀田政則 書評：野口肇著『見えるものか
ら見えざるものへ　－　フラナ
リー・オコナーの小説世界』

キリスト教文学研究 ₃₃ ₁₄₈－₁₄₉

₁₁月 後藤あや まずはここから！データ分析の
基礎知識．

インフェクションコント
ロール

₂₅⑾ ₉₈－₁₀₁

₁₂月 後藤あや さあやってみよう！データ分析
の第一歩．

インフェクションコント
ロール

₂₅⑿ ₈₄－₈₉

発表月 発表者名 表　　　　　題 学　会　名 抄録名，頁

11月 鈴木順造 学校保健におけ身長・体重の
異常について

白河子ども健康セミ
ナー（白河）

11月 鈴木順造 食物アレルギーの現状と対応 福島県小児保健協会
（福島）

12月 立柳　聡 位牌分けという慣わし－他家
の故人を自家で祭祀する論理
－

島嶼コミュニティ学
会第６回研究発表会
in やんばる（那覇）

島嶼コミュニティ学会第
６回研究発表会 in やん
ばる抄録集，７
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