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業　績　一　覧　61

〔原　　著〕

発行月 著者名 論文表題 雑誌名 巻（号） 頁

２月 大西周子，鈴木順造，
野沢ルリ子，池田秀
敏，細矢光亮

頭痛と乳汁分泌を契機に発見
された Rathke 嚢胞とプロラ
クチン産生下垂体腺腫合併の
女児例　既知報告例と文献的
考察

小児科臨床 64⑵ 311－316

４月 FUTAKAWA, Satoshi;
NARA, Kiyomitsu;
MIYAJIMA, Masakazu;
KUNO, Atsushi;
ITO, Hiromi;
KAJI, Hiroyuki;
SHIROTANI, Keiro;
HONDA, Takashi;
TOHYAMA, Yuriko;
HOSHI, Kyoka;
HANZAWA, Yusuke;
KITAZUME, Shinobu;
IMAMAKI, Rie;
FURUKAWA, Katsutoshi;
TASAKI, Kazuhiro;
ARAI, Hiroyuki;
YUASA, Tatsuhiko;
ABE, Masafumi;
ARAI, Hajime;
NARUMATSU, Hisashi;
HASHIMOTO, Yasuhiro.

A unique N-glycan on human 
transferrin in CSF: a possible 
biomarker for iNPH.

Neurobiology of Aging in press

６月 TOMINAGA, Kunihiko;
TSUCHIDA, Mitsuru;
HAYASHI, Masayuki;
ASAHI, Atsuko;
INUI, Hiroaki.

Ovulatory effects of an extract 
from Maitake mushroom in 
patients with polycystic ovary 
syndrome.

Journal of reproduction 
engineering

14⑴ 6－12

６月 志賀令明 抑うつ傾向の高い女性でのコ
ルチゾールと炎症性サイトカ
インの変化についての検討

女性心身医学 16⑴ 89－94

６月 宇佐美しおり，中山洋
子，野末聖香，矢野千
里，樺島啓吉，中川優
子，和田冬樹，斎藤ひ
ろみ，井形るり子，大
嶌高昭，大関宏治，青
木聖久，中西真理子，
伊藤弘人

長期入院となりやすい精神障
害者への修正版集　中包括型
ケア・マネジメント

（M-CBCM）の評価に関する
研究

看護研究 44⑶ 318－332

７月 飯塚麻紀 開腹術後の早期離床ケア場面
における看護師の臨床判断

ヒューマン・ケア研究 12⑴ 9－21

業　　績　　一　　覧（2011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

10月 MORI, Tsutomu;
IKEDA, Daisuke;
FUKUSHIMA, Toshihiko;
TAKENOSHITA, Seiichi;
KOCHI, Hideo.

NIRF constitutes a nodal point 
in the cell cycle network and is 
a candidate tumor suppressor.

Cell Cycle 10⒆ 3284－3299

11月 TSUBOTA-UTSUGI, Megumi;
ITO-SATO, Rie;
OHKUBO, Takayoshi;
KIKUYA, Masahiro;
ASAYAMA, Kei;
METOKI, Hirohito;
FUKUSHIMA, Naomi;
KURIMOTO, Ayumi;
TSUBONO, Yoshitaka;
IMAI, Yutaka.

Health behaviors as predictors 
for declines in higher-level 
functional capacity among older 
adults: the Ohasama study.

Journal of the American 
Geriatrics Society

59⑾ 1993－2000

12月 MAKABE, R;
OHTAKE, T;
NOMIZU, T.

Relationships among social support, 
psychological and physical states 
among elderly Japanese women 
with breast cancer.

J o u r n a l o f N u r s i n g 
Education and Practice

1⑴ 4－16

〔著　　書〕

発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発　行　所 頁

３月 林　正幸　他 総合報告，報告（各論），総括；
健康10カ年政策策定事業年次報
告　2011年度版－健康診査，国
民健康保険による医療，介護，
その後の転帰から－

林　正幸 喜多方市，三
春町，矢吹町，
西郷村，福島
県国民健康保
険団体連合会

７月 大竹眞裕美 第１章　精神科看護におけるコ
ンサルテーション；実践精神科
看護テキスト〈基礎・専門基礎
編〉改訂版　第５巻　コンサル
テーション／リーダーシップ

社団法人精神科看
護技術協会　監修

精神看護出版 35－42

９月 三浦浅子，鈴木
学 爾， 小 平 廣
子，稲毛映子

PART １　File45　福島県立医
科大学看護学部教員の支援活動

「大学病院における震災支援活
動を体験して」；ナース発東日
本大震災レポート

日本看護協会出版
会編集部

日本看護協会
出版会

286－289

９月 小平廣子 福島県立医科大学看護学部教員
の支援活動・避難所生活をされ
ている人々からの学び；ナース
発東日本大震災レポート

日本看護協会出版
会編集部

日本看護協会
出版会

293－296

11月 畠山とも子，亀
井三貴子，児玉
久仁子，久持　
修

DVDBOOK　臨床での家族支援
１　ベッドサイドでの関係づく
り

家族看護実践セン
ター

日本看護協会
出版会
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発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発　行　所 頁

11月 畠山とも子，亀
井三貴子，児玉
久仁子，久持　
修

DVDBOOK　臨床での家族支援
２　個人面接での関係づくり

家族看護実践セン
ター

日本看護協会
出版会

12月 三浦浅子 第12章　ターミナルケア；がん
看護学　臨床に活かすがん看護
の基礎と実践

大西和子，飯野京
子

ヌーヴェルヒ
ロカワ

309－321

〔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 畠山とも子，斉
藤裕子，香野純
子，安藤裕子，
渡辺美弥子，安
藤加代子

【がん終末期の家族ケア】誌上コン
サルテーション６題　医療者への要
望が多い家族

家族看護 9⑴ 79－85

２月 畠山とも子，亀
井三貴子，手島
美子

どうつくる？家族との関係⑴ベッド
サイドでの関係づくり

家族看護 9⑴ 124－131

３月 飯塚麻紀，鴨田
玲 子， 渡 辺 陽
子，齊藤久美子

周手術期患者に対する病棟看護師の
臨床判断

福島県立医科大学
看護学部紀要

13 1－10

３月 丸山育子，松成
裕 子， 中 山 洋
子， 工 藤 真 由
美，石井邦子，
石原　昌，大平
光子，大見サキ
エ， 小 松 万 喜
子，田村正枝，
土居洋子，戸田
　肇，永山くに
子，東サトエ，
黒田るみ

看護系大学卒業の看護師の看護実践
能力を測定する「看護実践能力自己
評価尺度（CNCSS）」の適合度の検
討

福島県立医科大学
看護学部紀要

13 11－18

３月 工藤真由美，中
山洋子，
Meretoja Riitta，
石井邦子，石原
　昌，大平光
子，戸田　肇，
大見サキエ，小
松万喜子，松成
裕子，東サト
エ，田村正枝，
永山くに子，土
居洋子，丸山育
子

フィンランド語で開発された看護実
践能力を測定する尺度（質問紙）の
翻訳の等価性の検討

福島県立医科大学
看護学部紀要

13 19－30
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発行月 著　者　名 論文表題 雑　誌　名 巻（号） 頁

３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－
有害事象の発生率を指標としたアウ
トカム調査－

福島県立医科大学
看護学部紀要

13 31－41

３月 佐藤幸子，大川
貴子，中嶋由美
子， 渡 部 ま す
い，牧野恵子，
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－

「看護サービスに対する患者の意識
調査」および「看護職員の意識調査」
の結果より－

福島県立医科大学
看護学部紀要

13 43－53

３月 荒川唱子 （書評）宮崎和子監，小野寺綾子編：
「新看護観察のキーポイントシリー
ズ　がん看護・緩和ケア」がん看護
は観察に始まり観察に終わる

看護教育 52⑶ 235

４月 古橋知子，金澤
由美子

小児・新生児の全身状態・症状とデー
タのアセスメント　⑪不安

こどもケア 6⑴ 64－69

５月 坂本祐子 【関連図も描ける！実習に役立つ事
前学習ノート】白血病

プチナース 20⑺特別
付録

18－23

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第２章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　患者対応・看護
ケア関連　延命措置　本人・家族の
意思が不明の場合　急変した患者へ
の救急処置は？

Nursing BUSINESS 夏季増刊 064－067

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第２章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　患者対応・看護
ケア関連　延命措置　DNAR 確認
の患者に延命措置　意思に反した治
療の問題は？

Nursing BUSINESS 夏季増刊 068－071

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第２章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　患者対応・看護
ケア関連　延命措置　家族到着の前
に心停止　死亡確認前の処置はどう
すれば？

Nursing BUSINESS 夏季増刊 072－075
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発行月 著　者　名 論文表題 雑　誌　名 巻（号） 頁

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第２章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　患者対応・看護
ケア関連　個人情報　個人情報はど
こまで保護する？　その基準・目安
を教えて

Nursing BUSINESS 夏季増刊 102－105

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第２章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　患者対応・看護
ケア関連　処方　インスリン処方権
のない看護師が単位調整することは
問題？

Nursing BUSINESS 夏季増刊 114－117

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第２章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　患者対応・看護
ケア関連　病状説明　家族のなかで
治療に関し意見対立　説明はどうす
ればいい？

Nursing BUSINESS 夏季増刊 134－136

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第２章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　患者対応・看護
ケア関連　病状説明　近親者がいな
い患者の病状　施設職員への説明は
許される？

Nursing BUSINESS 夏季増刊 137－140

６月 佐藤美子 【師長の困りごと・悩みごとこれで
解決！事例で学ぶ病棟マネジメント
に役立つ法律・制度の基礎知識　厳
選32】（第３章）病棟マネジメント
に役立つ法律知識　スタッフ指導・
労務管理関連　休暇　同じ日に有給
休暇の希望が殺到　希望日の変更は
どこまで可能？

Nursing BUSINESS 夏季増刊 146－149

８月 畠山とも子，手
島美子，亀井三
貴子

どうつくる？家族との関係⑵個人面
接での関係づくり

家族看護 9⑵ 140－147

10月 二川了次，奈良
清 光， 城 谷 圭
朗， 本 多 た か
し，橋本康弘

【認知症学（上）－その解明と治療
の最新知見－】基礎編　認知症関連
分子生物学　各論　認知症の髄液学
　診断マーカーとしての糖鎖修飾

日本臨床 69（増刊
8）

69－73
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〔報　告　書〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 報　告　書　名

３月 中山洋子 看護基礎教育の充実及び看護職員卒
後研修の制度化に向けた研究

厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開
発推進事業　平成21年度～平成22年度　総合
研究報告書

３月 中山洋子，横田
素美，大川貴子

看護実践能力の育成・向上のための
臨床教育方法の検討

厚生労働科学研究費補助金　地域医療基盤開
発推進事業　看護基礎教育の充実及び看護職
員卒後研修の制度化に向けた研究　平成22年
度　総括研究報告書

５月 真壁玲子 老年期乳がん体験者のソーシャル・
サポートと精神的・身体的状況

平成19年度～平成21年度科学研究費補助金　
基盤研究（Ｃ）

６月 中山　仁 規範から逸脱した英語表現の語用論的
研究－特に従属節の解釈に関して－

平成20年度～平成22年度科学研究費補助金　
基盤研究（Ｃ）

７月 高瀬佳苗 平成22年度㈶政策医療振興財団研究
助成事業報告書

平成22年度㈶政策医療振興財団研究助成事業
報告書

〔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 丹治幸子，加藤郁
子，阿部夏樹

消化器がん患者における抑う
つ状態のスクリーニングと対
策第２報

第25回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 神
戸）

日本がん看護学会誌，25
（Suppl.），196

２月 小河育恵，近藤真
紀子，細田志衣，
高階淳子，平井和
恵，松田芳美，三
浦浅子，遠藤恵美
子，足利幸乃，鈴
木志津枝，佐藤禮
子，水野道代，大
西和子

がん看護に従事する看護師の
がんサバイバー支援における
知識・信条・役割（第１報）

第25回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 神
戸）

日本がん看護学会誌，25
（Suppl.），199

２月 松田芳美，高階淳
子，平井和恵，三
浦 浅 子， 小 河 育
恵，近藤真紀子，
細田志衣，遠藤恵
美子，足利幸乃，
鈴木志津枝，佐藤
禮子，水野道代，
大西和子

がん看護に従事する看護師の
がんサバイバー支援における
知識・信条・役割（第２報）

第25回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 神
戸）

日本がん看護学会誌，25
（Suppl.），199

２月 手島美子，畠山と
も子，児玉久仁子

医師－看護師関係における看
護師のストレスを円環的に捉
えた一考察

第25回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 神
戸）

日本がん看護学会誌，25
（Suppl.），327
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

４月 川崎幸彦，陶山和
秀，小野敦史，鈴
木順造，細矢光亮

自己免疫疾患　全身性エリテ
マトーデスを合併した IgA 欠
損症と部分的 IgG 欠損症の
１男児例

第23回 日 本 ア レ ル
ギー学会春季臨床大
会（千葉）

アレルギー，60（3－4），
419

４月 陶山和秀，川崎幸
彦，酒井信子，鈴
木順造，細矢光亮

トシル酸スプラタストで寛解
を維持できた好酸球性胃腸炎
による蛋白漏出性胃腸症の１
例

第23回 日 本 ア レ ル
ギー学会春季臨床大
会（千葉）

アレルギー，60（3－4），
496

５月 亀田政則 アズベリーは病床で何を見た
のか：Flannery O'Connor, 'The 
Enduring Chill (1958)' 結末部
の解釈

2011年度第40回日本
キリスト教文学会全
国大会（海外文学部
門）（下関）

日本キリスト教文学会会
報，44，3

５月 森　　努，鈴木弘
行

NIRF のシステムバイオロ
ジー

第428回福島医学会
学 術 研 究 集 会（ 福
島）

福 島 医 学 雑 誌，61⑶，
176

５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
ICBP90／ UHRF1による悪性
度診断

第111回日本外科学
会定期学術集会（紙
上開催）

日本外科学会雑誌，112
（臨増1－2），583

６月 川崎幸彦，陶山和
秀，今泉智子，大
原信一郎，鈴木重
雄，鈴木順造，細
矢光亮

IgA 腎症に対する rescue therapy
としての扁摘パルス療法

第54回日本腎臓学会
学術総会（横浜）

日本腎臓学会誌，53⑶，
341

６月 陶山和秀，川崎幸
彦，今泉智子，大
原信一郎，鈴木重
雄，鈴木順造，細
矢光亮

福島県小児腎疾患疫学調査 第54回日本腎臓学会
学術総会（横浜）

日本腎臓学会誌，53⑶，
364

６月 大原信一郎，川崎
幸彦，陶山和秀，
今泉智子，橋本浩
一，鈴木順造，細
矢光亮

HUS 類似病変マウスを用い
た腎糸球体障害からの回復過
程における VEGF の役割

第54回日本腎臓学会
学術総会（横浜）

日本腎臓学会誌，53⑶，
464

６月 小平廣子，新田静
江

短期入所サービス利用の認知
症高齢者の BPSD に対する家
族介護者への対応方法支援の
効果

日本老年看護学会第
16回 学 術 集 会（ 東
京）

日本老年看護学会第16回
学術集会抄録集

６月 ANNDERSON, Elsie;
ONISHI, Kazuko;
MIURA, Asako;
SUZUKI, Sizue;
SWENSON, Karen;
JOHSON, Judi.

Oncology Nurse's Knowledge, 
Belief and Role in Long-Term 
Cancer Survivorship in the US 
and Japan.

MASCC 2011（ギリ
シャ）

６月 OHTAKE, Mayumi;
NAKAYAMA, Yoko;
KATO, Ikuko;
TANOUE, Michika;
NIIMURA, Junko.

Survey of Psychiatric Emergency 
Unit in Japan: Focus on the 
Length of Hospital Stay.

The 19th International 
Conference on Health 
Promoting Hospitals 
＆ Health Services

（Turku, Finland）

19th Inernational Conference 
o n H e a l t h P r o m o t i n g 
Hospitals ＆ Health Services 
Abstract Book, 166
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６月 TAKASE, K;
YUKI, M;
HATAKEYAMA, T.

The relation among caregiver 
burden for taking care of their 
elderly parents, depressive states, 
and the love of their elderly parents.

The 10th international 
family nursing conference

（Kyoto）

６月 結城美智子，高瀬
佳苗，畠山とも子

超高齢の親を介護する高齢実
子の健康状態と介護状況の実
態

第53回日本老年医学
会学術集会（東京）

日本老年医学会雑誌，48
（Suppl.），105

７月 MORI, Tsutomu. A systems biology approach to 
the NIRF interaction network.

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

（福島）

７月 志賀令明，飯塚麻
紀

東日本大震災後10日前後での
避難所での「心のケア」活動

第13回日本ヒューマ
ン・ケア心理学会大
会（大阪）

日本ヒューマン・ケア心
理学会第13回大会プログ
ラム・発表論文集，40

７月 飯塚麻紀 開頭術後の意識障害患者に付
き添う家族の体験

第13回日本ヒューマ
ン・ケア心理学会大
会（大阪）

日本ヒューマン・ケア心
理学会第13回大会プログ
ラム・発表論文集，79

７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，齋藤彩
子，加藤郁子，立
原素子，橋本孝太
郎

がん告知に関する説明方法の
検討～医師の病状説明の実態
調査の分析をもとに～

第16回日本緩和医療
学 会 学 術 大 会（ 札
幌）

第16回日本緩和医療学会
学術大会，486

７月 古溝陽子 長期入院中の子どもに付き添
う家族同士の関係性とその形
成プロセス－乳幼児の母親に
焦点をあてて－

日本小児看護学会　
第21回学術集会（さ
いたま）

日本小児看護学会第21回
学術集会講演集，108

７月 結城美智子，高瀬
佳苗，三浦浅子，
関根聡子，石田　
卓

外来化学療法部門における抗
がん剤（Cyclophsophamide）
汚染の実態

医療薬学フォーラム
2011，第19回クリニ
カルファーマシーシ
ンポジウム（旭川）

医 療 薬 学 フ ォ ー ラ ム
2011，第19回クリニカル
ファーマシーシンポジウ
ム，207

７月 関根聡子，石田　
卓，結城美智子，
高瀬佳苗，三浦浅
子

外来化学療法を受ける患者の
自宅における抗がん剤による
環境汚染－シクロフォスファ
ミド・カルボプラチンの汚染
濃度計測－

第９回日本臨床腫瘍
学 会 学 術 集 会（ 横
浜）

７月 高瀬佳苗，星　竹
敏

福島県山間地域の医療問題に
関する住民の意識

第60回東北公衆衛生
学会（福島）

東 北 公 衆 衛 生 学 会 誌，
（60），37

８月 川崎幸彦，陶山和
秀，前田　亮，及
川智子，大原信一
郎，酒井信子，鈴
木順造，細矢光亮

ループス腎炎を合併した IgA
と IgG2欠損症患児の治療中
に分類不能型免疫不全症を呈
した男児例

第41回日本腎臓学会
東 部 学 術 大 会（ 東
京）

日本腎臓学会誌，53⑹，
938

８月 前田　亮，陶山和
秀，及川智子，大
原信一郎，酒井信
子，鈴木順造，川
崎幸彦，細矢光亮

Glucose Insulin（GI）療法を
要した続発性偽性低アルドス
テロン症の２ヵ月男児例

第41回日本腎臓学会
東 部 学 術 大 会（ 東
京）

日本腎臓学会誌，53⑹，
952
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８月 陶山和秀，川崎幸
彦，前田　亮，及
川智子，大原信一
郎，鈴木順造，細
矢光亮

緊急的腎瘻を行った先天性水
腎症の２例

第41回日本腎臓学会
東 部 学 術 大 会（ 東
京）

日本腎臓学会誌，53⑹，
966

９月 森　　努 動物界における NIRF の中心
性

NIRF プロジェクト
定例第３回研究会

（箱根）

９月 三浦浅子，氏家由
起子，池田紀子，
宇田華奈子，青山
智子，片岡　愛，
石田　卓

頭皮ケア・医療用かつらの無
料相談会を実施してみて

第15回東北緩和医療
研 究 会　 青 森 大 会

（青森）

第15回東北緩和医療研究
会プログラム・抄録集，
36

９月 三浦浅子，佐藤　
薫，松塚　崇，松
本勇人，渡辺久美
子，渋木登代美，
丹治優子，川島隆
子，小林隆子，平
野 典 子， 大 竹 理
子，鈴木優佳，佐
藤 秀 樹， 村 松 順
江，石田　卓

医療用麻薬の自己管理運用マ
ニュアルに関する研究～レス
キューの自己管理に向けて患
者，看護師の意識調査の分析
～

第15回東北緩和医療
研 究 会　 青 森 大 会

（青森）

第15回東北緩和医療研究
会プログラム・抄録集，
40

９月 松田芳美，保坂ル
ミ，田中久美子，
菅原よしえ，星野
聡子，佐藤郁美，
上遠野幸恵，真壁
玲子

がん診療連携拠点病院におけ
る看護師のがん看護実践への
研究成果活用の実態と関連要
因：第１報

第24回日本サイコオ
ンコロジー学会（大
宮）

第24回日本サイコオンコ
ロジー学会総会プログラ
ム・抄録集，128

９月 YUKI, M;
TAKASE, K;
ISHIDA, T;
SEKINE, S;
MIURA, A.

Amount of cyclophosphamide in 
the urine of patients during the 48h 
after chemotherapy and secondary 
enviromental contamination of 
home settings due to the drug

T h e  E u r o p e a n 
M u l t i d i s c i p l i n a r y 
C a n c e r C o n g r e s s

（STOCKHOLM）

European Journal of Cancer, 
47（Supplement 1）, 267⊖
268

９月 田浦真由美，江幡
芳枝

産褥早期褥婦の疲労における
イトオテルミー療法の効果

第52回日本母性衛生
学会総会・学術集会

（京都）

母性衛生，52⑶，146

10月 林　正幸，田中啓
広，長谷川敏彦

健診受診者と非受診者におけ
るその後の医療と介護の関係

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学会雑誌，
58⑽，148

10月 田中啓広，林　正
幸，長谷川敏彦

健診受診者と非受診者におけ
るその後の医療と介護の関係
　その２－ BMI からみた医
療費－

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学会雑誌，
58⑽，148

10月 世古留美，川戸美
由紀，橋本修二，
加藤昌弘，林　正
幸

介護保険に基づく平均要介護
期間の年次推移と地域分布

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学雑誌，58
⑽，153

10月 鈴木幸子，鈴木保
子，石川香奈，橋
本 由 理， 古 戸 順
子，結城美智子

低出生体重児を出産した母親
の妊娠中の健康状況と健康管
理（第１報）

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学雑誌，58
⑽，235
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10月 鈴木保子，鈴木幸
子，石川香奈，橋
本 由 理， 古 戸 順
子，結城美智子

低出生体重児を出産した母親
の妊娠中の健康状況と健康管
理（第２報）

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学雑誌，58
⑽，235

10月 石川香奈，鈴木幸
子，鈴木保子，橋
本 由 理， 古 戸 順
子，結城美智子

低出生体重児を出産した母親
の育児不安と育児相談先

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学雑誌，58
⑽，253

10月 橋本由理，鈴木幸
子，鈴木保子，石
川 香 奈， 古 戸 順
子，結城美智子

低出生体重児を出産した母親
の妊娠前体格と妊娠中の体重
管理

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学雑誌，58
⑽，236

10月 古戸順子，鈴木幸
子，鈴木保子，石
川 香 奈， 橋 本 由
理，結城美智子

低出生体重児を出産した母親
の妊娠中の口腔衛生状況と今
後の課題

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学雑誌，58
⑽，236

10月 福島直美，結城美
智子，大久保孝義

東日本大震災の福島における避
難者支援活動－二次避難所での
血圧測定コーナーの設置－

日本公衆衛生学会総
会（秋田）

日本公衆衛生学雑誌，58
⑽，407

10月 足立雄一，三浦克
志，森川みき，赤
坂　 透， 山 口 淑
子，鈴木順造，橋
本 光 司， 勝 沼 俊
雄，寺本貴英，近
藤直実

東日本大震災における日本小
児アレルギー学会の取り組み
　東日本大震災で被災したこ
どもへの「防ダニぬいぐる
み」を送るプロジェクトの検
証

第48回日本小児アレ
ルギー学会（福岡）

日本小児アレルギー学会
誌，25⑶，18－23

10月 KUDOH, Mayumi;
NAKAYAMA, Yoko;
OHIRA, Mitsuko;
ISHII, Kuniko;
TODA, Hajime.

Comparison of competence in 
Japanese nurses by the number 
of years of experience by use of 
scale developed in Finland.

The 8th International 
Nursing Conference

（Soul, Korea）

T h e 8t h I n t e r n a t i o n a l 
N u r s i n g  C o n f e r e n c e 
Proceeding, 134

10月 高瀬佳苗，星　竹
敏

福島県山間地域の医療過疎関
連問題に関するメタ分析

第430回福島医学会
学術研究集会（福島）

11月 MAKABE, R. Studies on Psycho-Oncology in 
Japan: A Literature Review.

The 4th International 
Cancer Control Congress

（Seoul, Republic of 
Korea）

12月 中山　仁 話し手が自分自身を you で語
ることの意味

日本語用論学会第14
回大会（京都）

12月 戸田　肇，中山洋
子，小松万喜子，
石井邦子，石原　
昌，大平光子，大
見サキエ，黒田る
み，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
４：２年目看護師の実践能力
の特徴とその発達

第31回日本看護科学
学会学術集会（高知）

第31回日本看護科学学会
学術集会講演集，197
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12月 工藤真由美，中山
洋 子， 小 松 万 喜
子，大見サキエ，
大平光子，東サト
エ，石井邦子，土
居洋子，永山くに
子，戸田　肇，石
原　 昌， 田 村 正
枝，松成祐子

看護実践能力の発達過程と評
価方法に関する研究－臨床経
験１年目から３年目大卒看護
師への縦断的研究－

第31回日本看護科学
学会学術集会（高知）

第31回日本看護科学学会
学術集会講演集，197

12月 宇佐美しおり，中
山洋子，白川裕一

再入院を繰り返す精神障害者
への M-CBCM および IPS モ
デルモデルの開発

第31回日本看護科学
学会学術集会（高知）

第31回日本看護科学学会
学術集会講演集，239

12月 中野理恵，横田素
美

高齢者の膝の痛みの捉え方と
意味

第31回日本看護科学
学会学術集会（高知）

第31回日本看護科学学会
学術集会講演集，418

12月 田井雅子，大川貴
子，野田智子，大
竹眞裕美，濱尾早
苗，中山洋子，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プログ
ラム試行患者の追跡調査

第31回日本看護科学
学会学術集会（高知）

第31回日本看護科学学会
学術集会講演集，531

12月 林　紋美，横田素
美

コントロール不良な糖尿病患者
に否定的感情やあきらめ感を抱
く看護師の思いと影響要因

第31回日本看護科学
学会学術集会（高知）

第31回日本看護科学学会
学術集会講演集，542

12月 高瀬佳苗，星　竹
敏，結城美智子

福島県山間へき地の医療過疎
関連問題に関するトライアン
ギュレーションを用いた研究

第15回日本健康福祉
政策学会しが学術大
会（滋賀）

〔講演・シンポジスト〕

発表月 発表者名 表　　　　　題 学　会　名 抄録名，頁

７月 荒川唱子 看護に活かすホリスティック
アプローチ～大震災において
アプローチの意味するところ
～

平成23年度　明治国際
医療大学看護学部　教
育講演会・シンポジウ
ム　これからの看護－
日々の看護に活かす補
完代替療法－

平成23年度明治国際医療
大学看護学部　教育講演
会・シンポジウム抄録，
7

８月 荒川唱子 震災の中で想う「大自然の巨
大な力と生態看護学への期
待」

第９回日本ホリス
ティックナーシング
研究会

日本ホリスティックナー
シング研究会　ニュース
レター，3，2

〔そ　の　他〕

発行月 著　者　名 論文表題 雑　誌　名 巻（号） 頁

３月 小平廣子 短期入所サービス利用の認知症高齢
者の行動・心理症状に対する家族介
護者への対応方法支援の効果

山梨大学大学院医
学工学総合教育部
　平成22年度博士
論文

３月 黒田真理子 平成22年度公立大学法人福島県立医
科大学看護学部公開講座委員会報告

福島県立医科大学
看護学部紀要
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