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〔原　　著〕

発行月 著者名 論文表題 雑誌名 巻（号） 頁

１月 菱谷純子，落合幸子，
池田幸恭，高木有子

青年期の次世代育成力と親か
らの存在肯定メッセージとの
関連

母性衛生 50 ⑷ 552－559

２月 Megumi Funakubo,
Jun Sato,
Takashi Honda,
Kazue Mizumura

The inner ear is involved in the 
aggravat ion of nociceptive 
behavior induced by lowering 
barometric pressure of nerve 
injured rats

European Journal of 
Pain

14 ⑴ 32－39

３月 厚海　徹，力丸米雄，
鈴木順造

気血水説はホメオスタシスを
含む概念である－金魚鉢モデ
ルの提案と考察－

福島医学雑誌 60 ⑴ 1－5

３月 高瀬佳苗，畠山とも子，
結城美智子

在宅で親を介護する高齢介護
者（子ども）の心理

福島医学雑誌 60 ⑴ 24－33

３月 中山　仁 「例外的」NP is when ／ where
節および NP is if 節の用法と
意味

福島県立医科大学看護
学部紀要

12 1－9

３月 古橋知子，岩井さとみ，
渡邉敦子，大川貴子

子どもを亡くした家族への支
援に関する研究－闘病にかか
わった医療者に対するニーズ
に焦点をあてて－

福島県立医科大学看護
学部紀要

12 11－20

３月 池田幸恭，菱谷純子，
高木有子，落合幸子

大学生における次世代育成力
と母親に対する感謝との関係

茨城県立医療大学紀要 15 42－52

３月 武田いづみ，河原田勉，
石井　勉，氏家二郎，
鈴木順造

ジアゾキサイドが奏効した新
生児遷延型高インスリン血症
の１例

小児科臨床 63 ⑶ 485－489

３月 真壁玲子 老年期乳がん体験者のソー
シャル・サポートに関する研
究の動向と今後の課題：英文
献からの検討

がん看護 15 ⑶ 374－381

６月 中山　仁 コンマを伴わない非制限的関
係詞節に関する意味的・語用
論的考察

英語表現研究 27 15－26

６月 田井雅子，野田智子，
大川貴子，大竹眞裕美，
濱尾早苗，中山洋子，
遠藤　太，田上美千佳，
新村順子

再入院した統合失調症患者の
症状マネジメント習得と支援
体制確立に向けたケア

日本精神保健看護学会
誌

19 ⑴ 63－73

７月 畠山とも子，高瀬佳苗，
結城美智子

在宅で親を介護する高齢介護
者の経験“こだわり”の強い
介護者の事例

アディクションと家族 27 ⑴ 47－52

業　　績　　一　　覧（2010年１月～12月）
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発行月 著者名 論文表題 雑誌名 巻（号） 頁

７月 Shuji Hashimoto,
Miyuki Kawado,
Rumi Seko,
Yoshitaka Murakami,
Masayuki Hayashi,
Masahiro Kato,
Tatsuya Noda,
Toshiyuki Ojima,
Masato Nagai and Ichiro 
Tsuji

Trends in disability-free life 
expectancy in Japan, 1995-2004.

Journal of Epidemiology 20 ⑷ 308－312

７月 真壁玲子，大竹　徹，
野水　整

老年期乳がん体験者のソー
シャル・サポート：内容分析
による構成要素の検討

がん看護 15 ⑸ 559－565

９月 Hiroshi Tanaka,
Eishin Oki,
Kazushi Tsuruga,
Tomomi Aizawa-
Yashiro,
Yuya Ito,
Norihiro Sato,
Yukihiko Kawasaki and 
Junzo Suzuki

Mizoribine attenuates renal injury 
and macrophage infiltration in 
pa t ien ts wi th severe lupus 
nephritis.

Clinical Rheumatology 29 ⑼ 1049－54

〔著　　書〕

発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発　行　所 頁

３月 Takanori Kawaguchi,
Masahiko Knnno,
Hiroshi Takazawa,
Shunsuke Imai,
Jyunji Morimoto,
Satomi Haga,
Takashi Honda

Chapter 9 Lymphatic Spreading 
Propensity and Aberrant MUC1 
Bearing TN/TN-like Carbohydrate 
opf Aggressive Breast Cancer 
Cells.; Aggressive Breast Cancer

Regina H. DeFrina NOVA Science 
P u b l i s h e r s , 
Inc.

199－228

３月 Takanori Kawaguchi,
Masahiko Kanno,
Shuji Asahi,
Takashi Honda

Commentary Relationship Between 
Carbohydrate Expression Profiles 
of Cancer Cells and Prognosis of 
Breast Cancer Patients.; Aggressive 
Breast Cancer

Regina H. DeFrina NOVA Science 
P u b l i s h e r s , 
Inc.

231－235

３月 結城美智子 第２章　リハビリテーションに
用いられる主要な概念；リハビ
リテーション看護

奥宮暁子，金城利
雄，石川ふみよ編

メディカ出版 14－32

４月 増田元香 第10章　病院における人間関
係；ヒューマンサービスに関わ
る人のための人間関係学（改訂
版）

徳田克己編著 文化書房博文
社

169－179
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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 中山洋子，野嶋
佐由美

【看護におけるケアとキュア，そし
て看護の役割　裁量権拡大の本質
論】日本看護系大学協議会が果たす
役割

インターナショナ
ル ナ ー シ ン グ レ
ビュー

33 ⑴ 12－23

１月 佐藤紀子，鈴木
千衣，渡邉千登
世，福嶋好重，
田中啓子，和泉
成子，中山洋子

【看護におけるケアとキュア，そし
て看護の役割　裁量権拡大の本質
論 】 諸 外 国 の 看 護 裁 量 権　 ベ ル
ギー・オランダにおける実態調査報
告（2000年）

インターナショナ
ル ナ ー シ ン グ レ
ビュー

33 ⑴ 41－46

３月 熊坂智美，佐藤
美恵，黒田真理
子

事業所従業員が運動教室参加後に運
動を継続していく要因の検討

福島県立医科大学
看護学部紀要

12 21－30

３月 飯塚麻紀，鴨田
玲子

臨床判断研究の文献レビュー（1998
年～2007年）

福島県立医科大学
看護学部紀要

12 31－42

３月 鈴木順造 小児腎疾患と漢方 小児疾患の身近な
漢方治療

9 70－88

３月 小山田恭子，大
川貴子，大谷和
子，清水多嘉子

フランス・フィンランドの看護教育
の実際と日本への示唆

看護教育 51 ⑶ 220－225

４月 古橋知子 〈特集にあたって〉子どもを看るう
えで看護者に求められる情報処理と
管理

小児看護 33 ⑷ 423

４月 古橋知子 【小児看護で求められる情報の処理
と管理】知っておきたい知識　多職
種チームアプローチにおける情報の
伝達と共有

小児看護 33 ⑷ 444－449

発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発　行　所 頁

５月 結城美智子 第４章　リハビリテーション看
護の目的と方法　３．参加の促
進；リハビリテーション看護

酒井郁子，金城利
雄編

南江堂 140－144

６月 佐藤　智，三浦
浅子

Ⅷ．癌性疼痛に関する各種療法
　７　心理療法；癌性疼痛

花岡一雄編 克誠堂出版 267－273

10月 飯塚麻紀 適切な術後の離床開始時期は術
後２～３日目である？；看護の
エビデンス“いま”“むかし”，
EB ナーシング第10巻増刊２号

EBNURSING 編集
委員会

中山書店 80－82
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発行月 著　者　名 論文表題 雑　誌　名 巻（号） 頁

７月 増田元香 【現代社会に求められる看護の専門
性】高齢社会における看護の役割　
看護師の専門的知識と技術を社会に
発信する

Nurse eye 23 ⑵ 49－58

８月 三浦浅子，目黒
文子，氏家由起
子，斎藤優紀子

看護実践能力 up!　がんの告知から
通院治療までを支える看護介入　患
者・家族の意思決定を支えるかかわ
り

外来看護 15 ⑹ 78－84

10月 古賀文佳，寺口
美 香， 大 塚 敦
子，国仲裕美，
古橋知子

医療的ケア技術の習得過程のおける
家族の思いと必要とする支援　－吸
引や注入を必要とする乳児を持つ家
族－

神奈川県立こども
医療センター看護
研究集録

32 14－18

11月 中山洋子 看護学基礎教育のこれからの方向性 日本看護学教育学
会誌

20 ⑵ 47－54

〔報告書〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 報　告　書　名

３月 中山洋子，工藤
真由美，丸山育
子，石井邦子，
石原　昌，大見
サキエ，大平光
子， 小 松 万 喜
子，土居洋子，
東サトエ，田村
正枝，永山くに
子，松成裕子，
黒田るみ

看護実践能力の発達過程と評価方法
に関する研究－臨床１年目から５年
目までの看護系大学卒業看護師の実
践能力に関する横断的研究

平成18～21年度科学研究費補助金
基盤研究Ａ　研究成果報告書

３月 柳井晴夫，井部
俊子，佐伯圭一
郎， 小 山 眞 理
子，中山洋子，
工藤真由美他

臨地実習生の質の確保のための看護
系大学共用試験（CBT）開発的研究
－モニター調査の試験項目内容およ
び項目別正答率・回答率

平成20～22年度科学研究費補助金
基盤研究Ａ　研究成果報告書（№２）

６月 真下綾子，吉澤
千登勢，工藤真
由美，白鳥孝子

看護系大学における教員の「教育
力」を培うための課題の明確化－看
護基礎教育における学士力の獲得に
着眼して－

平成21年度　山梨県立大学看護学部共同研究
費助成　研究結果報告書
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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 星野聡子 壮年期乳がん患者が病気に関
する情報を子どもへ伝えてい
く中での思い

第24回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 静
岡）

日 本 が ん 看 護 学 会 誌，
24(Suppl.)，91

２月 菅野久美，加藤郁
子，氏家由起子，
丹治幸子，藤本順
子

サポートグループに参加する
乳がん患者の QOL に関する
研究

日本がん看護学会 日 本 が ん 看 護 学 会 誌，
24(Suppl.)，194

３月 Reiko Makabe Evidence-Based Nursing of 
C a n c e r C a r e i n J a p a n : A 
Literature Review

The 16th International 
Conference on Cancer 
Nur s ing (A t l an t a , 
USA)

３月 Reiko Makabe,
Tohru Ohtake,
Tadashi Nomizu

Relationships of Social Support, 
Psychological and Physical 
States among Japanese Elderly 
Women with Breast Cancer

The 16th International 
Conference on Cancer 
Nur s ing (A t l an t a , 
USA)

３月 安達久美子，石田
登喜子

10代の人工妊娠中絶再発予防
支援者セミナー実践報告

第24回日本助産学会
学術集会（つくば）

日本助産学会誌，23(3)，
496

５月 森　　努 細胞周期制御因子 NIRF の
Cancer Outlier Profile Analysis

（COPA）解析

第423回福島医学会
学 術 研 究 集 会（ 福
島）

福 島 医 学 雑 誌，60(3)，
141－142

５月 田中啓広，石井　
敦，菅家智史，高
澤奈緒美，井上み
き，葛西龍樹，林
　正幸

BMI と死亡率・医療費の関係 第423回福島医学会
学術研究集会（福島）

福 島 医 学 雑 誌，60(3)，
142

５月 Reiko Makabe,
Tohru Ohtake,
Tadashi Nomizu

Relationships of Social Support, 
Psychological and Physical 
States among Japanese Elderly 
Women with Breast Cancer : 
Focused on Predictive Factors 
on Psychological States

T h e  1 2 t h  W o r l d 
Congress of Psycho-
Oncology (Quebec 
City, Canada)

Psycho-Oncology, 
19(suppl.2), 192

５月 川崎幸彦，陶山和
秀，橋本浩一，鈴
木順造，細矢光亮

タクロリムス投与によりステ
ロイドの漸減が可能であった
混合性結合組織病（MCTD）
の１男児例

日本アレルギー学会
（京都）

アレルギー，59，3－4

６月 中山　仁 関係詞節の形と意味－非制限
的関係詞節の接続形式と解釈

筑波英語教育学会第
30回記念大会（筑波）

６月 古橋知子，鈴木千
衣，田中克枝，鈴
木学爾

プレパレーション導入・定着
にむけた多施設協同システム
の検討

第20回日本小児看護
学会学術集会（神戸）

日本小児看護学会第20回
学術集会講演集，210
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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 三浦浅子，石田　
卓，渡辺久美子，
鈴木　聡，渡辺美
起子，安斎　紀，
岩㟢美樹，加藤郁
子，斎藤彩子，立
原素子，橋本孝太
郎

福島県立医科大学における医
師のがんの病状説明に関する
実態調査

第15回日本緩和医療
学会学術大会（東京）

第15回日本緩和医療学会
学術大会プログラム・抄
録集，210

６月 川崎幸彦，陶山和
秀，今泉智子，大
原信一郎，高野　
恵，鈴木重雄，鈴
木順造，細矢光亮

紫斑病性腎炎に対するミゾリ
ビン併用メチルプレドニゾロ
ン・ウロキナーゼパルス療法
の有効性に関する検討

第53回日本腎臓学会
学術総会（神戸）

日本腎臓学会誌，52 ⑶，
319

６月 陶山和秀，川崎幸
彦，今泉智子，大
原信一郎，高野　
恵，鈴木重雄，鈴
木順造，細矢光亮

当科で経験した水腎症53症例
の臨床的検討

第53回日本腎臓学会
学術総会（神戸）

日本腎臓学会誌，52 ⑶，
399

６月 根本健二，村井弘
道，三友正紀，菅
野修人，川島明香，
三浦義人，鈴木順
造

てんかん治療中に発症したイ
ンスリノーマの女児例

第17回福島県小児内
分泌研究会（福島）

福 島 医 学 雑 誌，60⑶，
157－158

６月 畠山とも子，亀井
三貴子，児玉久仁
子，手島美子，久
持　修

病院における家族支援　看護
師が遭遇しやすい場面を取り
上げて

日本家族研究・家族
療法学会　第27回福
島大会（郡山）

家 族 療 法 研 究，27 ⑴，
15

６月 佐藤晴香，児玉久
仁子，畠山とも子

患者への日常生活ケアを通し
て家族に関わった事例　意識
清明で気管カニューレ挿入中
の脳血管障害患者の家族

日本家族研究・家族
療法学会　第27回福
島大会（郡山）

家 族 療 法 研 究，27 ⑴，
69

６月 永山由佳，畠山と
も子

慢性痛で日常生活が困難な
ケース　痛みの外在化に焦点
を当てて

日本家族研究・家族
療法学会　第27回福
島大会（郡山）

家 族 療 法 研 究，27 ⑴，
75

７月 Tsutomu Mori Cancer Outlier Profile Analysis 
of NIRF in Cancer Database

医学研究科大学院研
究発表会・サマーポ
スターセッション

７月 大原信一郎，川崎
幸彦，陶山和秀，
酒井信子，今泉智
子，牛嶋裕美子，
鈴木順造，鈴木重
雄，細矢光亮

ステロイドパルス療法とシク
ロスポリンを用いた多剤併用
療法が著効した小児紫斑病性
腎炎の３症例

第45回日本小児腎臓
病学会学術集会（大
阪）

日本小児腎臓病学会雑
誌，23(Suppl.)，186
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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 志賀令明 対人関係指標としての炎症性
サイトカイン TNF- α

日本ヒューマンケア
心理学会学術集会第
12回大会（東京）

日本ヒューマンケア心理
学会学術集会第12回大会
発表論文集，s ⑴，32

７月 中山洋子 看護学基礎教育のこれからの
方向性

日本看護学教育学会
第20回学術集会（大
阪）

日本看護学教育学会誌，
20巻学術集会講演集，73
－74

８月 志賀令明 抑うつは血管炎症を促進させ
る

シンポジウム「女性
心身医学をめぐる新
しい取り組み」，こ
れからの女性心身医
学におけるサイエン
スとその展望：分子
レベルから臨床医学
まで，第39回日本女
性心身医学会学術集
会（大宮）

女 性 心 身 医 学　15 ⑴，
67

８月 石川倫子，衣川さ
え子，倉田貴子，
古村ゆかり，菱谷
純子，梅津靖江

看護教員養成における「授業
の観察」演習の効果

日本看護学教育学学
会 第20回 学 術 集 会

（大阪）

日本看護学教育学会誌，
20，231

９月 森　　努，横川順
子，佐藤千賀子，
大平弘正

PBC 患者抗 BCOADC-E1α抗
体のエピトープ解析

第21回「The Meeting 
o f  L i v e r  a n d 
Immunology」（東京）

９月 三浦浅子，石田　
卓，渡辺久美子，
鈴木　聡，渡辺美
起子，安斎　紀，
岩㟢美樹，加藤郁
子，斎藤彩子，立
原素子，橋本孝太
郎

福島県立医科大学における医
師のがんの病状説明に関する
実態調査

第19回福島県がん治
療研究会（福島）

９月 川崎幸彦，大原信
一郎，陶山和秀，
鈴木重雄，鈴木順
造，細矢光亮

血清 Myeloid-Related Protein
（MRP）８は，慢性腎炎の活
動性およびネフローゼ症候群
患者の鑑別診断の指標になり
える

第40回日本腎臓学会
東部学術大会（宇都
宮）

日本腎臓学会誌，52 ⑹，
712

９月 陶山和秀，川崎幸
彦，牛島裕美子，
石井希代子，鈴木
重雄，鈴木順造，
細矢光亮

ロタウイルス胃腸炎に急性腎
不全を合併した１例

第40回日本腎臓学会
東部学術大会（宇都
宮）

日本腎臓学会誌，52 ⑹，
715

９月 世良喜子，高瀬佳
苗

看護師経験がある看護師の重
症心身障害児へのケアと思い
の変化

第36　回日本重症心
身障害学会学術集会

（東京）

日本重症心身障害学会
誌，35 ⑵，290
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９月 畠山とも子，手島
美子，児玉久仁子

家族看護実践センター式アセ
スメントモデル（仮説的援助
モデル）の概要

日本家族看護学会第
17回 学 術 集 会 講 演

（名古屋）

９月 畠山とも子，手島
美子，児玉久仁子

病院における家族支援　看護
師が遭遇しやすい場面を取り
上げて

日本家族看護学会第
17回 学 術 集 会 講 演

（名古屋）

10月 佐藤幸子，中嶋由
美子，大川貴子，
牧野恵子，渡部ま
すい，古橋知子，
加藤郁子，中山洋
子，北原和子

看護職員の増員（７対１入院
基本料導入）が看護の質にも
たらす変化　第２報　看護職
員の意識調査

第41回日本看護学会
看護管理（新潟）

第41回日本看護学会抄録
集看護管理，222

10月 古橋知子，加藤郁
子，中嶋由美子，
佐藤幸子，渡部ま
すい，牧野恵子，
大川貴子，中山洋
子，北原和子

看護職員の増員（７対１入院
基本料導入）が看護の質にも
たらす変化　第３報　患者の
有害事象に関するアウトカム
調査

第41回日本看護学会
看護管理（新潟）

第41回日本看護学会抄録
集看護管理，223

10月 牧野恵子，渡部ま
すい，大川貴子，
中嶋由美子，佐藤
幸子，古橋知子，
加藤郁子，中山洋
子，北原和子

看護職員の増員（７対１入院
基本料導入）が看護の質にも
たらす変化　第１報　看護
サービスに対する患者の意識
調査

第41回日本看護学会
看護管理（新潟）

第41回日本看護学会抄録
集看護管理，240

10月 Michiko Yuki,
Kanae Takase,
Takashi Ishida,
Satoko Sekine,
Asako Miura,
Sigeru Yamazaki

Environmental Contamination 
with Cytotoxic Drugs in the 
Home Setting in Outpatients on 
Cancer Chemotherapy

35th European Society 
for Medical Oncology 
C o n g r e s s ( M i l a n , 
Italy)

10月 高瀬佳苗，結城美
智子，畠山とも子

東北小都市に住む初老期の地
域住民の抑うつ，介護負担
感，そして親への愛情の関連

第21回日本老年医学
会 東 北 地 方 会（ 福
島）

第22回日本老年医学会東
北地方会抄録集プログラ
ム，11

10月 白鳥クニ子，石田
登喜子

福島思春期サポーターの会の
活動実践－市民団体による思
春期保健活動－

第14回日本健康福祉
政策学会学術ふくし
ま大会（福島）

第14回日本健康福祉政策
学会学術ふくしま大会プ
ログラム・抄録集，48

12月 樋口光徳，鈴木弘
行，森　　努，隈
元謙介，竹之下誠
一，後藤満一

肺癌切除症例における UHRF
１による悪性度診断

基礎合同セミナー
（福島）

12月 森　　努 NIRF is a nodal point in cell-
cycle regulation, and is a strong 
candidate of tumor suppressor.

基礎合同セミナー
（福島）
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12月 吉澤千登勢，真下
綾子，白鳥孝子，
工藤真由美

看護系大学における教員が認
識する学生の学士力の発達状
況と教員の教育活動

第30回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 札
幌）

第30回日本看護科科学学
会学術集会講演集，319

12月 戸田　肇，中山洋
子，石井邦子，石
原　 昌， 大 平 光
子，大見サキエ，
黒田るみ，小松万
喜子，土居洋子，
東サトエ，工藤真
由美，田村正枝，
永山くに子，松成
裕子，丸山育子

看護実践能力の発達過程と評
価方法に関する研究　その
３：１年目看護師の実践能力
の特徴とその発達

第30回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 札
幌）

第30回日本看護科科学学
会学術集会講演集，328

12月 古村ゆかり，渡邊
淳子，菱谷純子，
倉田貴子

「看護教員養成講習会」の実
態調査－第１報：専任の教育
担当者からみた「看護教員養
成講習会」の課題－

第30回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 札
幌）

第30回日本看護科科学学
会学術集会講演集，451

12月 菱谷純子，倉田貴
子，渡邊淳子，古
村ゆかり

「看護教員養成講習会」の実
態調査－第２報：シラバス分
析からみた教育内容の実態－

第30回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 札
幌）

第30回日本看護科科学学
会学術集会講演集，452

12月 工藤真由美，中山
洋子，永山くに子，
石原　昌

看護実践能力を測定する尺度
（質問紙）の開発　その４　
併存妥当性の検討

第30回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 札
幌）

第30回日本看護科科学学
会学術集会講演集，471

12月 世良喜子，高瀬佳
苗

病院での臨床経験がある看護
師の重症心身障害児のケアに
対するイメージの変化

第30回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 札
幌）

第30回日本看護科科学学
会学術集会講演集，514

12月 森　　努 NIRF プロジェクトの現状と
課題－データベースの利用に
ついて－

NIRF プロジェクト
定例第２回研究会

（福島）

12月 三浦浅子 福島県立医科大学看護学部附
属病院でのがん看護専門看護
師の活動について

東北がんプロフェッ
ショナル養成プラン
第２回３大学合同学
生セミナー（山形）

〔その他〕

発行月 著者名 表　　　　　題

３月 工藤真由美 Oregon Health ＆ Science 
University（ashland）におけ
る teaching Clinical Judgment 
T h r o u g h S i m u l a t i o n :  a n 
Intensive Workshop For Nurse 
Educators に参加して

福島県立医科大学看
護学部紀要

12　43－44
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３月 黒田真理子 公開講座の実施 福島県立医科大学看
護学部紀要

12　45

３月 亀田政則 ウズベキスタン共和国，タシ
ケント医学アカデミー・フェ
ルガナ分校（Tashkent Medical 
Academy, Fergana Branch, The 
Republic of Uzbekistan）と福
島県立医科大学看護学部との
第２回国際学術交流およびシ
ンポジウムに関する報告書

福島県立医科大学看
護学部紀要

12　46－50

３月 亀田政則 第12回日本医学英語教育学会
総会（2009年７月18－19日）
を終えて

福島県立医科大学看
護学部紀要

12　51

11月 小平廣子 高等学校の模擬講義（「看護
の本質と役割」）

福島県立橘高等学校
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