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〔原　　著〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

１月 真壁玲子，田中久美子，
佐藤郁美，星野聡子，保
坂ルミ，菅原よしえ，松
田芳美

がん看護実践における研究成果
活用の現状と関連要因　がん診
療連携拠点病院看護職への調査
から

がん看護 19⑴ 75－81

１月 古戸順子，結城美智子 山間地域在住の円背高齢者にお
ける日常生活動作に対する自己
効力感と健康関連 QOL ～１年
後の変化～

日本老年医学会雑誌 51⑴ 60－68

３月 片桐和子 外来通院している造血器腫瘍患
者の感染から身を守る生活

福島県立医科大学看護学
部紀要

16 ７－15

３月 中山　仁 英語の関係詞節の段階性に関す
る機能的・語用論的考察

福島県立医科大学看護学
部紀要

16 17－26

３月 三浦浅子，本多たかし 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１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

16 27－36

３月 立柳　聡 奥会津一山間農村の嫁の里帰り
慣行に関する考察

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

50 17－31

３月 鈴木保子，鈴木幸子，秦
暁子，古戸順子，結城美
智子，山口靖明

東日本大震災及び福島第一原子
力発電所事故後の乳幼児を持つ
保護者の不安

福島県保健衛生雑誌 23 ２－８

５月 塚原厚子，結城美智子，
高瀬佳苗

地域で生活する精神障がい者の
喫煙に関する調査　ニコチン依
存と禁煙に対する意識

保健の科学 56⑸ 347－352

11月 亀田政則 Language and the Inhuman: A Linguistic 
Approach to George Orwell's Nineteen 
Eighty-Four

福島県立医科大学総合科
学教育研究センター紀要

3 １－10

業　　績　　一　　覧（2014年１月～12月）

〔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 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－．［２刷］

大西和子，飯野京
子

ナカニシヤ出
版

309－321

３月 鈴木順造 浮腫，脱水症（熱中症） 日本小児東洋医学
会

日本小児医事
出版社

51－52

３月 鈴木順造 自己免疫疾患；小児漢方治療の
手引き

日本小児東洋医学
会

日本小児医事
出版社

73－74
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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 児玉久仁子，亀
井三貴子，畠山
とも子

どうつくる？家族との関係　複数面
接での関係づくり

家族看護 11⑴ 144－154

３月 中島淑恵，菅原
淳，山本育子，
林　明人，坂本
祐子

身体機能障害をもつ入院患者への音
楽活動がリハビリテーションに与え
る効果

福島県立医科大学
看護学部紀要

16 37－46

３月 丸山育子，稲垣
美智子

２型糖尿病患者の療養生活における
信頼の語り

福島県立医科大学
看護学部紀要

16 47－55

３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

福島県立医科大学
看護学部紀要

16 57－67

３月 鈴木祐子，志賀
令明

震災後，支援の中で抑うつ症状を呈
した教員の一例

福島県立医科大学
看護学部紀要

16 69－73

３月 古戸順子 ふくしまの心のケアを考える～震災
後の活動経過と「ふくここ」県中方
部センターの活動から～

「東日本大震災被
災者の支援のあり
方に関する保健所
の役割」報告書

32－36

６月 古橋知子 【とても大切な人ががんになったと
きに開く本　知っていますか？子ど
ものこと，親のこと】（第Ⅱ部）子
どもががんになったとき　子どもと
家族の理解　親が体験すること　医
療者との間で起こる現象に着目して

緩和ケア 24⑹増刊 122－125

７月 結城美智子 原発事故による放射線災害の中長期
的な健康影響と保健師の活動　災害
支援のあり方検討プロジェクト主催
教育セミナー報告　東日本大震災・
福島原子力発電所事故後の福島の現
状とこれからの課題

日本地域看護学会
誌

17⑴ 44－49

８月 佐藤美子 【“自ら動きまわる師長”を卒業！任せ
て育てる！権限委譲型リーダーシップ
の実践】看護師長のリーダーシップ・
スタイルに応じた権限委譲の仕方

ナースマネジャー 16⑹ 16－21

発行月 著　者　名 表題，書名，版次 編　者　名 発　行　所 頁

３月 三浦浅子 Towards healthier oncology nursing. 
; International INNOVATION 132 
(A SYNERGY OF SCIENTIFIC 
MINDS)

Research Media 
Ltd

15－17

９月 三浦浅子 膵臓がん（PTBD 挿入）患者の
看護；事例で学ぶ看護過程［第
２版］　PART １

大西和子 学研メディカ
ル秀潤社

113－131
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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 田中久美子，三浦
浅子，細田志衣

がんサバイバー支援の研究課
題の動向に関する海外文献レ
ビュー

日本がん看護学会学
術集会（新潟）

日本がん看護学会誌，28
（Suppl.），252

２月 森　純子，畠山と
も 子， 遊 佐 由 美
子，丹治幸子，三
浦浅子

がん患者・家族の悩み相談を
受ける看護師の能力の開発に
関する研究（第６報）

日本がん看護学会学
術集会（新潟）

日本がん看護学会誌，28
（Suppl.），262

２月 井上水絵，佐藤和
佳子

婦人科がん術後患者の回復期
におけるフォローアップ相談
の開発　外来支援に関する国
内文献検討

日本がん看護学会学
術集会（新潟）

日本がん看護学会誌，28
（Suppl.），331

３月 清水健史，村上眞
須美，戸沼由紀，
上泉和子，大崎瑞
恵

看護職の仕事と生活の調和に
関する研究　訪問看護ステー
ションで勤務する看護職の仕
事と生活の調和実現のための
要素

日本ヒューマンケア
科学学会第６回学術
集会（青森）

日本ヒューマンケア科学
会誌，７⑴，118－119

３月 戸沼由紀，村上眞
須美，清水健史，
上泉和子，大崎瑞
恵

看護職の仕事と生活の調和に
関する研究　保健所に勤務す
る看護職の仕事と生活の調和
実現のための要素

日本ヒューマンケア
科学学会第６回学術
集会（青森）

日本ヒューマンケア科学
会誌，７⑴，120－122

３月 村上眞須美，清水
健史，戸沼由紀，
上泉和子，大崎瑞
恵

看護職の仕事と生活の調和に
関する研究　クリニックで勤
務する看護職の仕事と生活の
調和実現のための要素

日本ヒューマンケア
科学学会第６回学術
集会（青森）

日本ヒューマンケア科学
会誌，７⑴，122－123

３月 大崎瑞恵，村上眞
須美，清水健史，
戸沼由紀，上泉和
子

看護職の仕事と生活の調和に関
する研究　介護老人保健施設等
で勤務する看護職の仕事と生活
の調和実現のための要素

日本ヒューマンケア
科学学会第６回学術
集会（青森）

日本ヒューマンケア科学
会誌，７⑴，124－125

５月 MAKABE, Reiko ; 
NEMOTO, Noriko

Nurses Need of a Learning Program 
for Evidence-Based Pract ice: 
Focused on Promoting and Limiting 
Factors in Using Research Evidence 
in Cancer Nursing Practice in Japan

Oncology Nurs ing 
Society 39th Annual 
Congress Conference 
(Anaheim)

Oncology Nursing Forum, 
41⑵, E122－₁₂₃

５月 菅原よしえ，三浦
浅子，保坂ルミ，
松田芳美，伊藤奈
央， 横 浜 優 子，
佐々木理衣

東北がん看護専門看護師会の
活動報告－がん看護専門看護
師が少ない地域における相互
交流の意義－

第１回日本 CNS 看
護学会（東京）

第１回日本 CNS 看護学
会　プログラム・抄録集，
82

５月 六戸亜希子，六戸
大 樹， 赤 坂 英 二
郎，中野　創，工
藤 誠 治， 尾 張 幸
久，鈴木順造，岡
上　 準， 斉 藤 岳
児，佐藤　洋，中
畑　 徹， 小 林　
淳，貝塚満明，豊
巻由香，澤村大輔

Fabry 病の遺伝子診断　本邦
８家系の解析

第113回日本皮膚科
学会総会（京都）

日 本 皮 膚 科 学 会 雑 誌，
124⑷，805
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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 柏木久美子，結城
美 智 子， 高 瀬 佳
苗，畠山とも子

中年期にある糖尿病腎症透析
患者の社会活動と健康関連
QOL の特徴

第59回日本透析医学
会 学 術 集 会・ 総 会

（神戸）

日本透析医学会雑誌，14
（Suppl.），606

６月 立柳　聡 奥会津一山間農村における墓
制の考察－昭和村両原の親族
観の特色をめぐって－

島嶼コミュニティ学
会 第 ４ 回 年 会（ 東
京）

６月 佐藤美子 福島県の看護師確保のための
支援の検討－看護師就業状況
調査報告から離職を留まる看
護師の理由－

第16回日本医療マネ
ジメント学会学術集
会（岡山）

日本医療マネジメント学
会雑誌 , 15（Suppl.），342

６月 大竹眞由美，篠木
由 美， 大 須 賀 美
紀，加藤郁子

精神科救急・急性期における
看護ケアガイドの臨床での活
用にむけて（その１）～精神
科病院でのケアガイド試用と
その評価～

日本精神保健看護学
会，第24回学術集会

（横浜）

日本精神保健看護学会第
24回学術集会・総会プロ
グラム・抄録集，118－119

６月 加藤郁子，大竹眞
由美，吾妻陽子，
篠木由美，大須賀
美紀

精神科救急・急性期における
看護ケアガイドの臨床での活
用にむけて（その２）～総合病
院精神科病棟でのケアガイド
試用評価と教育体制の検討～

日本精神保健看護学
会，第24回学術集会

（横浜）

日本精神保健看護学会第
24回学術集会・総会プロ
グラム・抄録集，120－121

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

福島県下腎臓病疫学調査 第49回日本小児腎臓
病学会学術集会（秋
田）

日本小児腎臓病学会雑
誌，27（Suppl.），144

６月 小野敦史，陶山和
秀，菅野修人，大
原信一郎，酒井信
子，川崎幸彦，鈴
木順造，細矢光亮

リツキシマブで寛解を維持し
ていたステロイド抵抗性ネフ
ローゼ症候群の再発に血漿交
換と LDL 吸着療法が有効で
あった症例

第49回日本小児腎臓
病学会学術集会（秋
田）

日本小児腎臓病学会雑
誌，27（Suppl.），176

６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

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

第49回日本小児腎臓
病学会学術集会（秋
田）

日本小児腎臓病学会雑
誌，27（Suppl.），186

６月 坂本祐子，堀江竜
弥，阿部桃子，上
山真美，小泉美佐
子，佐藤和佳子

介護保険施設における尿道カ
テーテル抜去の判断に影響す
る要因の検討

第27回日本老年泌尿
器学会

日本老年泌尿器科学会
誌，27，108

６月 大崎瑞恵，坂本祐
子，海老原覚，伊
東直美，鳥羽研二

介護老人保健施設入所者の足
関節背屈角度と転棟リスクの
実態

日本老年看護学会第
19回学術集会（愛知）

日本老年看護学会第19回
学術集会抄録集，207

６月 坂本祐子，海老原
覚，上月正博

ラベンダーの匂い刺激を用いた
長期ケア施設高齢者の転倒予防
－無作為化比較対照試験－

日本老年看護学会第
19回学術集会

日本老年看護学会第19回
学術集会抄録集，208
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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 小野敦史，陶山和
秀，菅野修人，大
原信一郎，酒井信
子，川崎幸彦，鈴
木順造，細矢光亮

リツキシマブで寛解維持のス
テロイド抵抗性ネフローゼ症
候 群 の 再 発 に 血 漿 交 換 と
LDL 吸着療法が有効だった
症例

第57回日本腎臓病学
会学術集会（横浜）

日本腎臓学会誌，56⑶，
357

７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

小児ステロイド依存性ネフ
ローゼ症候群に対するリツキ
シマブノ使用について

第57回日本腎臓病学
会学術集会（横浜）

日本腎臓学会誌，56⑶，
824

７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

小児期発症Ｃ3腎症と膜性増
殖性糸球体腎炎の臨床・疫学
と予後の比較検討

第57回日本腎臓病学
会学術集会（横浜）

日本腎臓学会誌，56⑶，
849

７月 三浦浅子 一般病棟における膵がん患者
の死にいたる体験の分析～終
末30日の看護記録に見えた終
末期の過ごし方～

福島緩和ケア研究会
（いわき）

８月 市川靖子，安部恭
子，上河辺愛，川
井みちよ，清野弘
子，三浦浅子

東日本大震災に学ぶ、災害時
のがん患者に必要な医療・支
援とは

第52回日本癌治療学
会学術集会（横浜）

第52回日本癌治療学会学
術集会プログラム，160

８月 藤森敬也，野村泰
久，太田　操，後
藤 あ や， 幡　 研
一，安村誠司，阿
部正文

放射線災害後の福島県の妊産
婦調査と今後の課題

第52回日本癌治療学
会学術集会福島企画

（横浜）

日本癌治療学会誌，49⑶，
520

９月 鈴木雄一，古橋知
子，伊藤奈緒子，
小野敦史，陶山和
秀，加藤朝子，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１例

第32回日本小児心身
医学会総会（大阪）

子 ど も の 心 と か ら だ，
23⑵，194

10月 立柳　聡 家族類型におけるインキョ制
家族再考－八丈島の事例を踏
まえて－

日本民俗学会第66回
年会（滝沢）

日本民俗学会第66回年会
研究発表要旨集，57

10月 古戸順子，佐藤幸
子，大槻真澄，猪
狩 友 子， 室 井 宏
育，高田和秀，結
城美智子

山間地域で暮らす円背高齢者
の健康関連 QOL の変化～５
年後の追跡調査から～

日本老年医学会東北
地方会（福島）

日本老年医学会東北地方
会抄録集，26

11月 立柳　聡 子ども・若者支援専門職にお
ける知とその獲得過程－実践
的に育まれる学際的な知に関
する一考察－

日本社会福祉学会第
62回 秋 季 大 会（ 東
京）

日本社会福祉学会第62回
秋季大会研究発表要旨
集，477－478

11月 菅野聖子，高瀬佳
苗，黒田真理子

奥会津地域に住む高齢者の社
会的孤立と孤独感，自己肯定
感，QOL の関係

第73回日本公衆衛生
学会（宇都宮）

日本公衆衛生雑誌，61
（10），225
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発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁

11月 世良喜子，高瀬佳
苗，小西美樹，大
野温美

小児看護学実習における未就
学児を対象に企画・実施した

「体のしくみの健康教育」で
の学生の学び

第34回日本看護科学
学会（名古屋）

日本看護科学学会学術集
会講演集，337

11月 清水健史，大崎瑞
恵，手塚祐美子，
村上眞須美

看護師として就職予定の大学
生は職場適応をどのようにと
らえているのか

第34回日本看護科学
学会学術集会（名古
屋）

第34回日本看護科学学会
学術集会講演集，421

11月 村松　仁，坂本祐
子，佐藤史教，樋
口日出子

精油芳香による鎮静・覚醒の
効果に関する検討

第34回日本看護科学
学会学術集会（名古
屋）

第34回日本看護科学学会
学術集会講演集，639

12月 MORI, Tutomu STAIC：A Strategic Tool for 
Cancer Genomu Analysis.

研究連携セミナーポ
スター発表会（福島）

研究連携セミナーポスター
発表会抄録集

〔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 三浦浅子 大学病院での原発事故２週間
の救援活動と支援物資供給体
制の構築とその後について

日本専門看護師協議
会がん看護分野特別
セミナー

２月 三浦浅子 被災したがん患者の「暮らす」
を支える　通院治療、ケアに
焦点を当てて　がん患者さん
と支援者をつなぐ立場から脱
毛に対するケアの継続支援の
効果

第28回日本がん看護
学会学術集会　シン
ポジウム（新潟）

日本がん看護学会誌28
（Suppl.），99

８月 佐藤美子，木村知子 中小規模病院における平成26
年度診療報酬改定への対応．
－改定に臨む中小規模病院の
看護管理者の挑戦－

第18回日本看護管理
学 会 学 術 集 会（ 松
山）

第18回日本看護管理学会
学術集会抄録集，165

９月 坂本祐子 高齢者の動きとアセスメント
と援助～歩行と転倒～

日本老年看護学会　
2014年度障害学習支
援研修　基礎編（山
形）

11月 佐藤美子 福島における地域包括ケアシ
ステム構築に向けての看護管
理者の実践と人材育成

日本看護管理学会例
会運営助成事業　平
成26年 度 例 会 in 福
島（郡山）

〔そ　の　他〕

発行月 著　者　名 論　文　表　題 雑　誌　名 巻（号） 頁

３月 立柳　聡 平成25年度公立大学法人福島県立医科
大学看護学部公開講座小委員会報告

福島県立医科大学
看護学部紀要
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