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〔原　　著〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

２月 MORI, Tsutomu;
OHIRA, Hiromasa;
KURODA, Masahito;
KATO, Masaki;
YAMAGUCHI, Yoshiki;
KOCHI, Hideo

Characterization of Autoantibodies 
aga ins t the E1α Subuni t o f 
Branched-Chain 2-Oxo Acid 
Dehydrogenase in Patients with 
Primary Biliary Cirrhosis

International Journal of 
Hepatology

2012 Article ID 
369740

３月 立柳  聡 南部伊豆諸島村落構造類型再
考・その１「親族」―八丈島
中之郷を中心に―

白山社会学研究 19 1－17

４月 HASHIMOTO, S;
KAWADO, M;
YAMADA, H;
SEKO, R;
MURAKAMI, Y;
HAYASHI, M;
KATO, M;
NODA, T;
OJIMA, T;
NAGAI, M;
TSUJI, I.

Gains in disability-free life 
expectancy from elimination of 
diseases and injuries in Japan

Journal of Epidemiology 22⑶ 199－204

４月 SEKO, R;
HASHIMOTO, S;
KAWADO, M;
MURAKAMI, Y;
HAYASHI, M;
KATO, M;
NODA, T;
OJIMA, T;
NAGAI, M;
TSUJI, I.

Trends in life expectancy with 
care needs based on long-term 
care insurance data in Japan.

Journal of Epidemiology 22⑶ 238－243

６月 立柳  聡 奥会津一山間農村における親
族の組織化に関する一考察―

「ナカマレイ」の構造と背景―

島嶼コミュニティ研究 創刊
（第１）

６月 SAKAMOTO, Y;
EBIHARA, S;
EBIHARA, T;
TOMITA, N;
TOBA, K;
FREEMAN, S;
ARAI, H;
KOHZUKI, M.

Fall prevention using olfactory 
stimulation with lavender odor 
in elderly nursing home residents: 
a randomized controlled trial.

Journal of the American 
Geriatrics Society

60⑹ 1005－1011

７月 TOMINAGA, Kunihiko;
SATO, Shigehiro;
HAYASHI, Masayuki 

Activated charcoal as an effective 
treatment for bacterial vaginosis

Personalized Medicine 
Universe

1⑴ 54－57

業　　績　　一　　覧（2012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

８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 33 1807－1815

10月 YUKI, M;
SEKINE, S;
TAKASE, K;
ISHIDA, T;
SESSINK, PJ.

Exposuer of family members to 
antineoplastic drugs via excreta 
of treated cancer patients.

Journa l o f oncology 
pharmacy practice

DOI：10.1177／
1078155212459667

10月 MOTOMURA, Kazuya;
NATSUME, Atsushi;
WATANABE, Reiko;
ITO, Ichiro;
KATO, Yukinari;
MOMOTA, Hiroyuki;
NISHIKAWA, Ryo;
MISHIMA, Kazuhiko;
NAKASU, Yoko;
ABE, Tatsuya;
NAMBA, Hiroki;
NAKAZATO, Yoichi;
TASHIRO, Hiroshi;
TAKEUCHI, Ichiro;
MORI, Tsutomu;
WAKABAYASHI, Toshihiko

Immunohistochemical analysis-
based proteomic subclassification 
of newly diagnosed glioblastomas

Cancer Science 103⑽ 1871－1879

11月 OHARA, S;
KAWASAKI, Y;
ABE, Y;
WATANABE, M;
ONO, A;
SUYAMA, K;
HASHIMOTO, K;
HONDA, T;
SUZUKI, J;
HOSOYA, M.

Role of Vascular Endothelial 
Growth Factor and Angiopoietin 
1 in Renal Injury in Hemolytic 
Uremic Syndrome.

American Journal of 
Nephrology

36⑹ 516－523

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
大会発表論文集

121－128
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〔著　　書〕

発行月 著　者　名 表題、書名、版次 編　者　名 発　行　所 頁

１月 三浦浅子 がんサバイバーはどのような看
護を必要としているか？；ケア
の根拠［第２版］看護の疑問に
答える180のエビデンス

道又元裕 日本看護協会
出版会

134

１月 中山洋子 看護学を構成する主要概念，看
護学の概念と理論的基盤，看護
学基礎テキスト第１巻

野嶋佐由美 日本看護協会
出版会

19－30

６月 古橋知子，平田
美佳

序文
chapter １プレパレーションとは
summary chapter２プレパレーショ
ンの実践に必要な知識
summary chapter３プレパレーショ
ンの実際
summary chapter４付録役立つツー
ル；チームで支える！子どもの
プレパレーション

監修：及川郁子　
責任編者：古橋知
子，平田美佳

中山書店 3，
30－31，
82－83，
242－243，
268－273

６月 古橋知子 chapter ３プレパレーションの
実際 section ２具体例　吸入，
MRI 検査
chapter ４付録 section １プレパ
レーションツールの管理　誤飲
予防
chapter ４付録 section ２資料（レ
ファレンス）
chapter ４付録 section ３役立つ
ツール；チームで支える！子ど
ものプレパレーション

監修：及川郁子　
責任編者：古橋知
子，平田美佳

中山書店 132－137，
149－152，
251－267

７月 鈴木順造 腎臓の病気；子どもの病気―栄
養管理・栄養指導ハンドブック

伊藤善也，武田英
二

㈱化学同人 135－180

７月 真壁玲子 縦断的研究；これからの看護研
究：基礎と応用（第３版）

小笠原知枝，松木
光子

ヌーヴェルヒ
ロカワ

409－418

12月 志賀令明 第１章　少子高齢時代の心理学
第２章　情報化の時代と欲求充
足メカニズム
第３章　自己愛損傷と人格障害
および解離のメカニズム
第６章　高齢者の過ごしてきた
時代背景
第７章　現代の高齢者のこころ
のはたらきとその特徴
第９章　成人期のこころのはた
らきとその特徴
第10章　親子関係の意味は変
わったのか
第14章　災害と被災の心理学；
人間理解の心理学

志賀令明 新曜社 1－12，
13－22，
23－32，
57－66，
67－78，
93－103，
105－115，
147－159
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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

１－12月 佐藤美子 中小規模病院の魅力を『かたち』に
する組織マネジメント

看護展望 37（1-12）

２月 畠山とも子 災害時，家族看護に何ができるか　
東日本大震災で考えたこと

家族看護 10⑴ 115－121

３月 志賀令明 心因性性交疼痛障害の一例 女性心身医学 16⑶ 315－320

３月 大川貴子 東日本大震災・原発事故に対するこ
ころのケア活動　福島県相双地域に
おける福島県立医科大学心のケア
チームからの報告

こころの科学 162 2-7

３月 中山洋子，横田
素美

看護基礎教育から継続教育における
看護実践能力の育成内容

福島県立医科大学
看護学部紀要

14 1－11

３月 工藤真由美，中
山洋子，石原　
昌，東サトエ，
永山くに子

看護実践能力を測定する２つの質問
紙（尺度）の構成概念の比較検討

福島県立医科大学
看護学部紀要

14 13－22

３月 古溝陽子 長期療養が必要な病児をきょうだい
にもつ子どもへの支援に関する文献
検討

福島県立医科大学
看護学部紀要

14 23－34

３月 片桐和子 造血器腫瘍患者の感染対処の継続に
関するセルフ・エフィカシーの分析
　化学療法による骨髄機能低下期に
焦点をあてて

福島県立医科大学
看護学部紀要

14 35－45

３月 稲毛映子 相馬市における災害支援活動 福島県立医科大学
看護学部紀要

14 53－55

３月 福島直美 東日本大震災における支援活動報告
　自動血圧計による自己血圧測定の
普及を目指して

福島県立医科大学
看護学部紀要

14 57－59

４月 MORI, Tsutomu;
IKEDA, D.Daisuke;
YAMAGUCHI, 
Yoshiki;
UNOKI, Motoko;
NIRF Project

NIRF/UHRF2 occupies a central position 
in the cell cycle network and allows 
coupling with the epigenetic landscape

FEBS Letters 586⑾ 1570－1583

５月 亀田政則 アズベリーは病床で何を見たのか：
F・オコナー『長引く悪寒』論攷 (What 
Asbury saw in his sickbed: An exploration 
of  the very end of "The Enduring Chill")

キリスト教文学研
究

5 172－183

６月 飯塚麻紀 , 志賀
令明

東日本大震災後の福島市でのケア活
動とその問題点

ヒューマン・ケア
研究

13⑴ 8－17

７月 EBIHARA, S;
NIKKUNI, E;
EBIHARA, T;
SAKAMOTO, Y;
FREEMAN, S;
KOHZUKI, M

Effects of olfactory stimulation on gait 
performance in frail older adults

Geriatrics and Gerontology 
International

12⑶ 567－568
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発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

７月 古橋知子 【小児看護と看護倫理－日常のケア
場面での倫理的看護実践－】関連論
稿　大きな災害が起きたとき　子ど
もの権利をどう守る

小児看護 35⑻ 1137－1141

８月 畠山とも子 【家族のつながりを強めるグリーフ
ケア】対象の理解　遺族の複雑性悲
嘆へのリスク予測

家族看護 10⑵ 021－028

９月 中山洋子 研究成果の看護実践への活用 順天堂大学看護学
部・医療看護研究

9⑴ 1－4

10月 ARINAGA, Yoko Holistic management of lymphoedema 
in Japan:  Two contrasting cases

Journal of lymphoedema 7⑵ 46－49

10月 佐藤美子 認定看護管理者の目線と経験知！自
分が変わった，現場を変えた，あの
出来事

ナースマネジャー 14⑺ 68－71

11月 福島直美，大久
保孝義

「特集」保健指導における家庭血圧
測定の意義と効果

月刊誌　「血圧」 19⑾ 1003－1009

〔報　告　書〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 報　告　書　名

３月 立柳　聡，小木
美代子，所　貞
之， 大 山　 宏，
大河内千恵子

児童館・放課後児童クラブの指定管
理にあたる NPO 法人等の実態調査
―調査結果と提言―

特定非営利活動法人日本子ども NPO セン
ター「児童館・放課後児童クラブの指定管理
にあたる NPO 法人等の実態調査―調査結果
と提言―」

３月 橋本修二，川戸
美由紀，山田宏
哉，世古留美，
林　正幸，加藤
昌弘

健康寿命における将来予測―平均自
立期間への外挿法の適用

平成23年度厚生労働科学研究費（循環器疾
患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
による「健康寿命における将来予測と生活習
慣病対策の費用対効果に関する研究（研究代
表者：橋本修二）」平成23年度総括・分担研
究報告書

３月 橋本修二，川戸
美由紀，山田宏
哉，世古留美，
林　正幸，加藤
昌弘

健康寿命の算定に関する基礎的検討
―平均自立期間―

平成23年度厚生労働科学研究費（循環器疾
患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
による「健康寿命における将来予測と生活習
慣病対策の費用対効果に関する研究（研究代
表者：橋本修二）」平成23年度総括・分担研
究報告書
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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 橋本康弘，二川了
次，奈良清光，城
谷圭朗，伊藤浩美，
田崎和洋，阿部正
文，本多たかし，
古川勝敏，荒井啓
行，宮嶋雅一，新
井　一，成松　久

次世代ポストゲノムの時代、
糖鎖研究はおもしろい

第75回日本皮膚科学
会東京支部学術大会

（東京）

日本皮膚科学会雑誌 ,122
⑼,2331

２月 三浦浅子，畠山と
も子，藤本順子，
丹治幸子

がん患者・家族の悩み相談を
受ける看護師の能力開発に関
する研究（第１報）

第26回日本がん看護
学 会 学 術 集 会（ 松
江）

日本がん看護学会誌，26
（Supplement）,212

４月 南谷幹史，皆川真
規，鈴木順造，高
橋明雄，長崎啓祐，
鳴海覚志，原田正
平，藤原幾磨，堀
川玲子，横谷　進，
日本小児内分泌学
会震災小児甲状腺
PT

東日本大震災の新生児マス・
スクリーニングに対する影響
調査

第115回日本小児科
学 会 学 術 集 会（ 福
岡）

日 本 小 児 科 学 会 雑 誌，
116⑵，278

４月 南谷幹史，皆川真
規，伊藤順庸，鬼
形和道，鈴木順造，
高橋明雄，長崎啓
祐，鳴海覚志，難
波範行，原田正平，
藤原幾磨，堀川玲
子，水野晴夫，横
谷　進

東日本大震災の新生児マスス
クリーニングに対する影響調
査

第85回日本内分泌学
会 学 術 総 会（ 名 古
屋）

日本内分泌学会雑誌 ,88
⑴,308

５月 川崎幸彦，陶山和
秀，菅野修人，小
野敦史，大原信一
郎，鈴木順造，細
矢光亮

股関節炎を初発症状とし若年
性慢性関節炎と鑑別を要した
強皮症の１男児例

第24回 日 本 ア レ ル
ギー学会春季臨床大
会（大阪）

アレルギー，61（3－4），
541

５月 森　 努，NIRF プ
ロジェクト

細胞情報ネットワーク中心因
子 NIRF の異常は癌の悪性度
と予後に関連する

福島医学会第434回
学 術 研 究 集 会（ 福
島）

福 島 医 学 雑 誌，62⑶，
101-102

５月 菱谷純子，川鍋紗
織，酒井真知子，
太田　操，佐藤恵
美子，髙橋幸恵，
渡邉一代，午来和
子

助産外来開設に関する助産師
の意識－第１報－

第26回日本助産学会
学術集会（札幌）

日本助産学会誌，25⑶，
202

５月 池田真由美 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26回日本助産学会
（札幌）

日本助産学会誌，25⑶，
217
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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，小野敦史，大
原信一郎，鈴木重
雄，鈴木順造，細
矢光亮

IgA 欠損と IgG2欠損を伴っ
た全身性エリトマトーデスの
治療中に分類不能型免疫不全
症を呈した男児例

第47回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑
誌，25（1Suppl.），170

６月 小野敦史，及川智
子，菅野修人，大
原信一郎，牛嶋裕
美子，酒井信子，
陶山和秀，川崎幸
彦，鈴木順造，細
矢光亮

再生検で C1q 腎症と診断さ
れたステロイド抵抗性の巣状
分節性糸球体硬化症（FSGS）
の一例

第47回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑
誌，25（1Suppl.），235

６月 川崎幸彦，陶山和
秀，菅野修人，小
野敦史，大原信一
郎，酒井信子，前
田　 亮， 及 川 智
子，鈴木順造，細
矢光亮

紫斑病性腎炎発症病態におけ
る血清 Myeloid-related protein 
8/14の役割

第47回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑
誌，25（1Suppl.），240

６月 陶山和秀，川崎幸
彦，小野敦史，大
原信一郎，鈴木重
雄，鈴木順造，細
矢光亮

2006年以降の福島県における
小児腎疾患の発症状況につい
て

第47回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑
誌，25（1Suppl.），242

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

溶血性尿毒症症候群に対する
recombinant human soluble 
thrombomodulin の治療効果

第47回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑
誌，25（1Suppl.），251

６月 大原信一郎，川崎
幸彦，陶山和秀，
前田　亮，菅野修
人，小野敦史，鈴
木順造，本多たか
し，細矢光亮

溶血性尿毒症症候群による腎
糸球体内皮細胞障害からの回
復過程における血管新生因子
の役割

第47回日本小児腎臓
病学会学術集会（東
京）

日本小児腎臓病学会雑
誌，25（1Suppl.），252

６月 陶山和秀，川崎幸
彦，小野敦史，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２報）

第55回日本腎臓学会
学術総会（横浜）

日本腎臓学会誌，54⑶，
236

６月 川崎幸彦，陶山和
秀，菅野修人，小
野敦史，大原信一
郎，鈴木順造，細
矢光亮

HUS に 対 す る recombinant 
human soluble thrombomodulin
の治療効果

第55回日本腎臓学会
学術総会（横浜）

日本腎臓学会誌，54⑶，
245

６月 大竹眞裕美，竹内
美喜，村田英臣，
大須賀美紀，鈴木
利枝，加藤郁子

精神科救急・急性期治療で必
要となる看護実践能力および
ケアガイドラインの検討（第
１報）～統合失調症患者へ提
供された看護ケアの実際～

日本精神保健看護学
会第22回総会・学術
集会（熊本）

日本精神保健看護学会第
22回総会・学術集会　プ
ログラム・抄録集，176
－177
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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 新村順子，田上美
千佳，大竹眞裕美，
鈴木利枝

精神科救急入院料病棟および
精神科急性期治療病棟を退院
したユーザーの地域生活の実
態　－インタビュー調査その
１－

日本精神保健看護学
会第22回総会・学術
集会（熊本）

日本精神保健看護学会第
22回総会・学術集会　プ
ログラム・抄録集，178
－179

６月 田上美千佳，新村
順子，大竹眞裕美，
鈴木利枝

精神科救急入院料病棟および
精神科急性期治療病棟を退院
したユーザーの外来ケアニー
ズ　－インタビュ―調査その
２－

日本精神保健看護学
会第22回総会・学術
集会（熊本）

日本精神保健看護学会第
22回総会・学術集会　プ
ログラム・抄録集，180
－181

６月 畠山とも子，児玉
久仁子

家族看護を学んだ看護師が気
になる家族　訪問看護ステー
ションの事例

日本家族研究・家族
療法学会第29回山口
大会（山口）

家族療法研究，29⑴，42

７月 高瀬佳苗，結城美
智子，福島直美，
柏木久美子，竹之
下誠一

被災住民の震災直後から約１
か月間の医療情報に関する問
題の特徴

第61回東北公衆衛生
学会（仙台）

東北公衆衛生学会誌 ,61，
49

８月 志賀令明 妊娠中絶体験に対し、「解離」
を示した摂食障害の２例

第41回日本女性心身
医学会学術集会（東
京）

女性心身医学，17⑴，89

８月 中山　仁 例外から考える英文法―関係
詞節の談話上の特徴について
―

英語語法文法学会第
８回英語語法文法セ
ミナー（大阪）

８月 立柳　聡 子どもの育ちと子育ての支援
に関わる諸動向―概ね2011年
９月～2012年７月―

第52回社会教育研究
全国集会（高知）

８月 南谷幹史，皆川真
規，伊藤順庸，鬼
形和道，鈴木順造，
高橋明雄，長崎啓
祐，鳴海覚志，難
波範行，原田正平，
藤原幾磨，堀川玲
子，水野晴夫，横
谷　進

新生児マス・スクリーニング
の震災対応はどうあるべきか
　東日本大震災１年を経過し
て　東日本大震災が新生児マ
ス・スクリーニングシステム
に及ぼした影響　内分泌疾患
を中心に

第39回日本マス・ス
クリーニング学会

（東京）

日本マス・スクリーニン
グ学会誌，22⑵，158

８月 安藤真美，三浦弘
恵

看護専門学校教員の講義準備
に関する研究　臨床経験と専
門性の異なる領域の講義を担
う教員を対象として

日本看護学教育学会
第22回学術集会（熊
本）

日本看護学教育学会誌，
22，174

８月 脇屋友美子 救命処置指導に自宅学習を
行った看護学生への教育効果

日本看護学教育学会
第22回学術集会（熊
本）

日本看護学教育学会誌，
22，304

９月 田中久美子，佐藤
郁美，星野聡子，
菅原よしえ，松田
芳美，保坂ルミ，
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２報

第25回日本サイコオ
ンコロジー学会（福
岡）

第25回日本サイコオンコ
ロジー学会総会プログラ
ム・抄録集，106
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

９月 ONISHI, Kazuko;
JOHNSON, Judi;
ANDERSON, Elsie;
MIURA, Asako;
SUZUKI, Sizue;
SWENSON, Karen

Oncology Nurse’s Knowledge, 
Belief and Role in Long-Term 
Cancer Survivorship in the US 
and Japan(No2)

17t h In te rna t iona l 
Conference on Cancer 
Nursing （Oral）

Prague in Czech Republic

10月 立柳　聡，小木美
代子

「児童館・放課後児童クラブ
の指定管理にあたる NPO 法
人等の実態調査」のデータか
ら　その１：指定管理者は、
なぜ事業継続困難になるの
か？その２：ヒヤリング調査
から見えてきた指定管理者の
実像

日本社会教育学会第
59回 研 究 大 会（ 釧
路）

10月 陶山和秀，川崎幸
彦，小野敦史，大
原信一郎，鈴木順
造，細矢光亮

難治性ネフローゼ症候群を呈
した巣状糸球体硬化症に対す
るリツキシマブ２回投与の有
効性に関する検討

第42回日本腎臓学会
東 部 学 術 大 会（ 新
潟）

日本腎臓学会誌，54⑹，
720

10月 川崎幸彦，菅野修
人，小野敦史，大
原信一郎，陶山和
秀，鈴木重雄，鈴
木順造，細矢光亮

小児期発症肥満関連腎症の２
症例

第42回日本腎臓学会
東 部 学 術 大 会（ 新
潟）

日本腎臓学会誌，54⑹，
726

10月 小野敦史，川崎幸
彦，菅野修人，及
川智子，大原信一
郎，酒井信子，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

第42回日本腎臓学会
東 部 学 術 大 会（ 新
潟）

日本腎臓学会誌，54⑹，
740

10月 大原信一郎，小野
敦史，菅野修人，
陶山和秀，川崎幸
彦，鈴木順造，細
矢光亮

成長障害と多飲多尿を契機に
遺伝子診断に至った先天性腎
性尿崩症の１男児例

第42回日本腎臓学会
東 部 学 術 大 会（ 新
潟）

日本腎臓学会誌，54⑹，
748

10月 小平廣子 認知症高齢者の行動・心理症
状に対する家族介護者支援プ
ログラムの効果－短期入所
サービス提供のケア職員によ
る連絡ノートを用いた対応方
法支援の介入－

日本社会福祉学会第
60回秋期大会

日本社会福祉学会第60回
秋期大会抄録集

10月 高瀬佳苗，結城美
智子

震災後約１か月間の１次避難
所の被災者に対する健康相談
をとおした地域看護活動の特
徴と課題

福島医学会第436回
学術研究集会（福島）

10月 坪田　恵，大久保
孝義，目時弘仁，
福島直美，栗本鮎
美，浅山　敬，今
井　潤

地域在宅高齢者におけるパー
ソナリティーと７年後の高次
生活機能低下との関連：大迫
研究

第71回日本公衆衛生
学会総会（山口）

第71回日本公衆衛生学会
総会抄録集，59⑽，364
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11月 MAKABE, Reiko;
NEMOTO, Noriko

Evidence-Based Practice of Oral 
Care for Head and Neck Cancer 
Patients in Japan: A Literature 
Review

T h e  1 4 t h  W o r l d 
Congress of Psycho-
Oncology（Brisbane, 
Australia）

Asia-Pacific Journal of 
Clinical Oncology,8, 289

12月 立柳　聡 八丈島中之郷における仮親子
の諸相

島嶼コミュニティ学
会第２回研究発表会

（東京）

12月 MORI, Tsutomu NIRF/UHRF2 occupies a central 
position between the cell cycle 
ne twork and the ep igene t i c 
machinery, and is a candidate 
tumor suppressor

第35回日本分子生物
学会年会（福岡）

12月 戸田　肇，中山洋
子，小松万喜子，
石原　昌，大見サ
キエ，黒田るみ，
土居洋子，東サト
エ，石井邦子，大
平光子，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
５：３年目看護師の看護実践
能力の特徴とその発達　

第32回日本看護科学
学 会 学 術 集 会（ 東
京）

第32回日本看護科学学会
学術集会講演集，197

〔講演・シンポジスト〕

発表月 発表者名 表　　　　　題 学　会　名 抄録名，頁

１月 立柳　聡 学校と地域をめぐるこの１年
と近未来―教員の皆さんと一
緒に考えたいこと―

第61次東京教育研究
集会（東京）

２月 佐藤　薫，三浦浅
子

◦安心して暮らそう
　～絆　緩和ケアの実際を学ぶ～
　がん看護専門看護師の視点

から見た緩和ケア
◦東日本大震災の救援活動を

体験して

愛媛大学医学部付属
病院緩和ケア講習会

（松山）

６月 立柳　聡 NPO と島おこし 島嶼コミュニティ学
会第２回年会（東京）

６月 中山洋子 長期入院患者、再入院を繰り
返す患者の退院支援と地域生
活継続支援

日本精神保健看護学
会第22回総会・学術
集会（熊本）

日本精神保健看護学会第
22回総会・学術集会　プ
ログラム・抄録集，49

６月 結城美智子 病気や障害をもつ被災者への
中長期的な支援　福島原子力
災害による避難住民のセルフ
ケアへの支援

第６回日本慢性看護
学 会 学 術 集 会（ 浜
松）

日 本 慢 性 看 護 学 会 誌，
6⑴，A37

７月 志賀令明 ケアの相補性を考える 日本ヒューマン・ケ
ア心理学会（東京）

ヒューマン・ケア研究，
13⑵
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〔そ　の　他〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

２月 立柳　聡 親戚・シンセキとは誰のこと？ 南海タイムス 2012年２
月24日

３月 中山洋子 変革の時代を生きる精神保健看護専
門職

日本精神保健看護
学会設立20周年記
念誌

2012年３
月

34－35

３月 黒田真理子 平成23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

14 47

３月 森　　努 歩み始めた研究会「NIRF プロジェ
クト」

福島県立医科大学
看護学部紀要

14 49－51

９月 立柳　聡 被曝線量調査が示唆すること 子どもの権利モニ
ター

109＝110
合併

43－48

10月 高瀬佳苗 東北山間地方の医療過疎関連問題に
対する検討プロジェクトの設立と啓
蒙普及キャンペーンの展開に関する
研究

医療のひろば 52（10） 16－20

11月 立柳　聡 家族と結婚のあり方の現代性―伝統
的インキョ制家族と足入れ婚にみる
―

南海タイムス 2012年11
月18日

発表月 発表者名 表　　　　　題 学　会　名 抄録名，頁

８月 立柳　聡 子ども・子育て支援の政策・
施策のこれまでと課題

高齢化コミュニティ
の未来を考える八丈
島 フ ォ ー ラ ム2012

（八丈）

８月 森　　努 N I R F / U H R F2  o c c u p i e s a 
central position in the cell cycle 
network♂and allows coupling 
with the epigenetic landscape

福島医学会・NIRF
プロジェクト共催シ
ンポジウム（東京）

福島医学雑誌

11月 中山　仁 英語コーパスと辞書・辞書指
導―授業に生かすためのヒン
ト

ウイズダム英和・和
英辞典刊行記念講演
会（福島）

11月 森　　努 NIRF/UHRF2 occupies a central 
position in the cell cycle network

福島医学会・NIRF
プロジェクト共催シ
ンポジウム（福島）

福島医学雑誌
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