6.教員の業績
6.1

書

6.1.1

籍

書 籍（著 書）

浅見洋，中嶋優太，山名田沙智子（共編著）
： 西田幾多郎未公開ノート研究資料化

報告1（2017），

前田印刷株式会社出版部，金沢，2018.3
加藤穣

(分担執筆)： 14章

脳と心・行動．霜田求編：テキストブック生命倫理．法律文化社，京都，

2018.1
加藤穣 (単著)： English Fundamentals for Nursing Students (Fourth Edition)．
三恵社，
愛知，
2018.3
三部倫子 (分担執筆)：

セクシュアル・マイノリティにとっての子育て．永田夏来．松木洋人

（編著）： 入門家族社会学，新泉社，東京，2017.4
三部倫子

(分担執筆)： 家族に生まれ家族に戻る．森栄喜：Family Regained．ナナロク社，東京，

2017.12
多久和典子,多久和陽

(共著)： なるほどなっとく！解剖生理学．南山堂，東京，2017.4

長谷川昇 (分担執筆)：
15章

15.1

第12章

感覚，第14章

14.4

健康づくりのための身体活動基準，第

マウスの性周期と精子．青峰正裕，清末達人，長谷川昇，大和孝子，熊井まどか，

竹嶋美夏子，大澤得二，河手久弥，日野真一郎，長谷川幹治，平野可奈，川端龍史，市原俊：
イラスト解剖生理学実験第3版．東京教学社，東京，2018.2
林静子 (分担執筆)：
拠と事故防止からみた
村井嘉子

第4章

活動・急速援助技術．任和子・井川順子・秋山智弥（編著）：根

基礎・臨床看護技術

(共著)： ファーストエイド

第2版．医学書院，東京，2017.10

すべての看護職のための緊急・応急処置

改訂第2版．

へるす出版，東京，2017.9

6.2

学術論文

6.2.1
浅見洋：

査 読 有
エンドオブライフケアの展開とその基盤としての死生観(総説）．日本エンドオブライ

フケア学会誌，1，3-9，2017.7
浅見洋： 情報化時代における哲学館のレゾンデートル―資料展示と史料保存―．比較思想研究，
44，58-63，2018.3
大永慶子、浅見洋： 精神科病院で最期を迎える疾患者への看取りケアについて．石川看護雑誌，
15，83-97，2018.3
阿部智恵子：

白山市における子育て支援の現状と課題．日本都市学会年報，VOL.50，151-160，

2017.5
阿川啓子，石垣和子，塚田久恵：

訪問看護における超重症児を療育する母親支援―看護師が母

注1） 本学の教員の氏名の下にはアンダーライン
注2） 本学の学生・院生（卒業・修了生含む）の氏名の下にはアンダーラインかつ氏名の前にアスタリスク（*）
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親の状況を察した経験に着目して―．文化看護学会誌，10(1)，34-42，2018.3
德田真由美，辻村真由子，石垣和子：

沖縄に暮らす高齢者が語る排泄習慣の変化．文化看護学

会誌，10(1)，79-84，2018.3
辻村真由子，石垣和子：

訪問看護師が行う排便ケアに影響を与える在宅高齢者と家族看護者の

文化．文化看護学会誌，10(1)，51-60，2018.3
石川倫子：

看護基礎教育課程における看護技術の到達度の実態調査．日本看護学教育学会誌，

27(1)，61-67，2017.7
石川倫子，丸岡直子：

患者・家族に対する在宅療養移行支援における病棟看護師の臨床判断．

看護実践学会誌，30(2)，4-11，2018.3
Akagami M., Ito M., Niira K., Kuroda M., Masuda T., Haga K., Tsuchiaka S., Naoi Y.,
Kishimoto M., Sano K., Omatsu T., Aoki H., Katayama Y., Oba M., Oka T., Ichimaru
T., Yamasato H., Ouchi Y., Shirai J., Katayama K., Mizutani T., Nagai M.:

Complete

genome analysis of porcine kobuviruses from the feces of pigs in Japan. Virus Genes,
53(4), 593-602, 2017. 05
Ito M., Kuroda M., Masuda T., Akagami M., Haga K., Tsuchiaka S., Kishimoto M., Naoi Y.,
Sano K., Omatsu T., Katayama Y., Oba M., Aoki H, Ichimaru T., Mukono I., Ouchi Y.,
Yamasato H., Shirai J., Katayama K., Mizutani T., Nagai M.:

Whole genome analysis

of porcine astroviruses detected in Japanese pigs reveals genetic diversity and
possible intra-genotypic recombination. Infection, Genetics and Evolution, 50, 38–
48, 2017. 06
今井美和，吉田和枝，塚田久恵，*英あおい，*杉本玲奈，*西田麻理奈：
施した女子高校生への子宮頸がん予防啓発活動2016の効果

看護系女子大学生が実

－啓発活動2015と比較して－．石

川看護雑誌，15，63-74，2018.3
今井美和，吉田 和枝： 子宮頸がんとその予防に関する女子高校生の知識と態度の状況について．
石川看護雑誌，15，51-62，2018.3
大江真人，田中浩二，長山豊，長谷川雅美，大塚亜寿香，南光代，大江真吾：

うつ症状の鑑

別診断補助のための光トポグラフィー検査を受けた患者の体験．日本精神保健看護学会誌，
26(1)，47-56，2017.6
大江真吾，田中浩二，大江真人：

国内における成人期広汎性発達障害者への看護ケアの現状．

石川看護雑誌，15，27-38，2018.3
Kobayashi H, Song C, Ikei H, Park BJ,

Lee J, Kagawa T, Miyazaki Y.:

Population

based study on the effect of forest environment on salivary cortisol concentration.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), 931,
2017.8
Kobayashi H, Song C, Ikei H, Park BJ,

Kagawa T, Miyazaki Y.:

Diurnal changes

in distribution characteristics of salivary cortisol and immunoglobulin A
concentrations. International Journal of Environmental Research and Public Health,
14(9), 973, 2017.8
桜井志保美，河野由美子，平井真理：

要介護者を同居して支える家族介護者の慢性ストレスと

血圧の関連．保健の科学，59（6），423-429，2017.6
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Shimizu N.,Umemura T.,Matunaga M.,Hirai T. :

Effects of movement music therapy with

a percussion instrument on physical and frontal lobe function in older adults with
mild cognitive impairment: a randomized controlled trial.. Aging & Mental Health, ,
p1-p13, 2017.9
Shimizu N.,Umemura T.,Matunaga M.,Hirai T. : An Interactive Sports Video Game as an
Intervention for Rehabilitation of Community-Living Patients with Schizophrenia: A
Controlled, Single-Blind, Crossover Study.. PloS one, 12(11), e0187480, 2017.10
曽根志穂：

神経難病患者の在宅療養支援に対する訪問看護師の不安と困難感，負担感．石川看

護雑誌，15，75-82，2018.3
Ohkura SI, Usui S, Takashima SI, Takuwa N,（他9名）:

Augmented sphingosine 1 phosphate

receptor-1 signaling in cardiac fibroblasts induces cardiac hypertrophy and fibrosis
through angiotensin II and interleukin-6. . PLoS One , 12(8), e0182329.
doi: 10.1371/journal.pone.0182329, 2017.8
武山雅志，川島和代，長谷川昇，垣花渉，塚田久恵，中田弘子，金子紀子，渡辺達也：
連携による健康づくり事業参加者の特徴と変化

産学官

～運動習慣のない参加者に注目して～．石川

看護雑誌，15，117-124，2018.3
Tanimoto C.,Yayama S., Suto S., Matoba K., Kajiwara T.,Inoue M.,Endo Y., Yamakawa M.,
Makimoto K.:

Self-harm and Suicide Attempts in a Japanese Psychiatric Hospital.

East Asian Archives of Psychiatry , 28, 23-7, 2018.3. doi:10.12809/eaap181732
田淵知世，*笠嶋凪紗，*田嶋瑞穂，丸岡直子：

地域包括ケア病棟における退院支援の現状と課

題－病棟師長･病棟看護師･退院支援看護師へのグループインタビューから－．石川看護雑誌，
14，，2018.3
塚田久恵, 川島和代, 曽根志穂，石垣和子：

韓国看護短期研修プログラムの開発及びその成果

と課題．石川看護雑誌，15，125-133，2018.3
中田弘子，三輪早苗，田淵知世，小林宏光：

ハンドマッサージが脳活動に与える影響－前頭

前皮質酸素化ヘモグロビン濃度および主観的指標の観点から－．日本生理人類学会誌，9-16，
23(1)，2018
中道淳子，森田聖子，磯光江，小林宏光：

ストレス軽減および認知機能の維持向上を意図した

笑いヨガプログラムの開発．地域ケアリング，19（14），52-56，2017.12
子吉知恵美：

発達障害児の保護者が子どもの障害を受容する状況に応じた保健師の支援方法．

日本小児保健研究，76(3)，278-288，2017.5
子吉知恵美：

子育て期にあるがん終末期在宅療養者への訪問看護師とケアマネジャーによる支

援．訪問看護と介護，23(4)，100-104，2018.3
牧野智恵，*松本友梨子，川端京子 ：

子どもをもつがん患者同士の対話の特徴―親子参加型

がん患者支援プログラムでの母親同士の語りの分析― ．日本がん看護学会誌，31，172-180，
2017.12

6.2.2
浅見洋：

査 読 無
教育者・西田幾多郎から現代教育を考える．石川教育展望，69，26-33，2017.11
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石垣和子：
Ishigaki

地域のケア力−スキーマと文化ケア−．文化看護学会誌，10（1），101-104，2018.3
K., Kun L., XU G., Kong E.S., Kawashima

Shimizu N., Tsukada H.,

Nishimura M. :

K., Jiao S., Jian K., Hama K.,

The Current Situation, Development and

Challenge of Nursing and Midwifery Education in Far East Asian Countries, ‐China,
Korea and Japan‐. 石川看護雑誌, 15, 1-20, 2018.3
Ishigaki K., Hama K., Kawashima K., Nishimura M., Shimizu N., Tsukada H.:

The Current

Situation, Development and Challenge of Nursing and Midwifery Education in Far East
Asian Countries, ‐China, Korea and Japan
Chapter 1

Broad Overview and Comparisons of Nursing and Midwifery Education in

Three Countries. 石川看護雑誌, 15, 1-3, 2018.3
Shimizu N., Kun LI.,Guihua XU.:
Advanced Nursing

Current Situation, Development, and Challenges of

Education in China: Present and Future. Ishikawa

Journal of

Nursing, 30, 2-6, 2018.3
Hisae Tsukada , Eun Suk KONG :

The Current Situation, Development and Challenge of

Nursing and Midwifery Education in Far East Asian Countries, ‐China, Korea and Japan
Chapter 4 The History of Nursing and Midwifery Education in Korea. 石川看護雑誌, 15,
8-13, 2018.3
Mamiko Nishimura, Sun Jiao, Kang Jian:

The current Situation, Development, and

Challenges of Midwifery in China, Ishikawa Jounal of Nursing, 15, 7-8, 2018.3
Kohko HAMA:

The Current Situation, Development and Challenge of Nursig and Midwifery

Education in Far East Asian Countries, ‐China, Korea and Japan‐ Chapter 6 Trends
and Challenges in Japanese Midwifery Education Ishikawa journal of Nursing, 15, 1619, 2018.3
林一美，石川倫子，塚田久恵，金谷雅子，中道淳子，谷本千恵，中田弘子，長谷川昇，牧野智
恵，石垣和子：

2017米国Family Nurse Practitioner 視察報告．石川看護雑誌，15，21-26，

2018.3
Shizuko Hayashi:

The Structure of Clinical Judgement Making Basea on Nurse’s Visual

Observation.. Digital Human Modeling ,Applications in Health, Safty, Ergonomics, and
Risk Management: Health and Afety, 8th International conference, DHM2017, Held as
part of HCI International 2017,Vancouver, BC,Canada

July914,2017,Proceedings Part

Ⅱ., 13-22, 2017.
丸岡直子： 地域包括ケアシステムにおける「外来機能」の見直し・拡充の工夫．看護部長通信，
15(1)，2-7，2017.4
村井嘉子，中野泰規： 看護実践力の向上を支援するためのシナリオ学習教材の開発

-クリティ

カルケア看護領域における終末期にある患者家族支援に焦点を当てた試み．看護人材育成，
2017.6・7月号，53-59，2017.6・7
村井嘉子：

地域包括ケアシステム時代の救急看護―救急看護師個人の実践力を組織へと浸透・

拡張させる―日本救急看護学会雑誌，20(1)，37-40，2018
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6.3

その他の原稿

石垣和子：

草創期JANPUから成熟期JANPUへの過渡期に会長を拝命して．日本看護系大学協議会

40年誌―JANPU40周年の歩み
*

そして未来へ―，96，2016.6

垣花渉， 梅村遙， 木村将太， 藤崎真美，*久木佑香，*北本さくら，*東祥子，*東川智美，*藤原
佑衣：

*

*

老人クラブに入ると健康になれるプロジェクト―健康カフェによる高齢者の社会参加

の促進―．平成29年度地域課題研究ゼミナール支援事業成果報告集，21－24，2018.2
北山幸枝，南堀直之，山本菜津美：

オストメイトの家族が感じる困難とその対処方法の実態．

調査研究報告書，1-7，2018.3
桜井志保美：
清水暢子：

石川県立看護大学が取り組む国際貢献．大学新聞，2018.3
HMDを使用した認知症疑似体験講習会．螢雪時代

武山雅志，曽根志穂，金谷雅代，林静子，石垣和子：

旺文社，2017.10

石川県における女性防災士の活動の現状

と課題．平成29年度いしかわ女性基金調査研究事業報告書，1-11，2018.2
西村真実子：

特集看護師国家試験新出題基準その意図と現場の対応⑧小児看護学改定委員の立

場から，看護展望，42（9），2017
子吉知恵美：

子育て期にある在宅がん終末期療養者支援の狭間を埋めるために必要なイン

フォーマルな支援に関する研究．公益財団法人在宅医療助成

勇美記念財団2015年（後期）

一般公募「在宅医療研究への助成」完了報告書，2017.3
長谷川昇：

今月のワーク＆テスト

薬理学編

第1回

薬物の基礎知識、抗感染症薬．クリニ

カルスタディ 10月号，メジカルフレンド社（東京），38巻第11号，51-56，2017.10
長谷川昇：

今月のワーク＆テスト

薬理学編

第2回

心臓・血管系作用薬、中枢神経作用薬．

クリニカルスタディ 11月号，メジカルフレンド社（東京），38巻第12号，51-56，2017.11
長谷川昇：

今月のワーク＆テスト

薬理学編

第3回

抗がん薬、抗炎症・鎮痛薬．クリニカ

ルスタディ 12月号，メジカルフレンド社（東京），38巻第14号，51-56，2017.12
長谷川昇：

今月のワーク＆テスト

薬理学編

第4回

消化器系・呼吸器系作用薬、内分泌・

代謝系作用薬．クリニカルスタディ 1月号，メジカルフレンド社（東京），39巻第1号，51-56，
2018.1
Shizuko Hayashi：

The Structure of Clinical Judgement Making Basea on Nurse’s Visual

Observation.．Digital Human Modeling ,Applications in Health, Safty, Ergonomics, and
Risk Management: Health and Afety, 8th International conference, DHM2017, Held as
part of HCI International 2017,Vancouver, BC,Canada

July914,2017,Proceedings Part

Ⅱ.，13-22，2017.
牧野智恵： 「超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成」（北信がんプロ）の概要と本学にお
けるがん看護専門看護師養成．北信がんプロ

超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成

平成29年度事業報告書，5-7，2018
牧野智恵：

本学におけるインテンシブコースの成果．北信がんプロ

進的がん医療人養成
牧野智恵：

平成29年度事業報告書，9-10，2018

新しい「北信がんプロ」のスタートの1年を振り返って．北信がんプロ

齢化地域での先進的がん医療人養成
松本智里：

超少子高齢化地域での先
超少子高

平成29年度事業報告書，47，2018

公開講座 「グリーフの理解とナースに求められること」を開催して．北信がんプ
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ロ

超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成

丸岡直子：

認知症の看護を向上．北國新聞

村井嘉子：

e-Word

平成29年度事業報告書，25-26，2018.3

舞台，44639号，2017.5

Never give up -積み重ねが自分を支え成長させる．Emergency Care，

30(9)，1，2017

6.4

学会発表

浅見洋： 情報化時代における哲学館のレゾンデートル―資料展示と史料保存―（パネルディ
スカッション発題）
， 比較思想学会第44回， 東京， 2017.6， 比較思想学会第44回要旨集， 27，
2017
浅見洋： 死生について考える機会と場を設けよう！（シンポジウム発題），第1回日本エンドオブ
ライフケア学会学術集会，東京，2017.9，第1回エンドオブライフケア学会要旨集，46，2017
浅見美千江，彦聖美，浅見洋： 自宅で親を看取った経験について―看取って気づいたこと・死
生観の変化―， 第1回エンドオブライフケア学会学術集会， 東京， 2017.9， 第1回エンドオブラ
イフケア学会要旨集，97，2017
浅見美千江，彦聖美，伊藤愛，浅見洋： 自宅で親を看取った経験について―自分自身の最期の
迎え方―， 第21回日本在宅ケア学会学術集会， 東京， 2017.9， 第21回日本在宅ケア学会学術集
会要旨集
浅見洋： 現代看護と西田哲学の接点－終末論的思惟－（招待講演）， 2017年度西田哲学会年次大
会，かほく，2017.7
阿部智恵子： 報道からみる相模原殺傷事件―新聞記事をもとに―， 日本都市学会64回大会， 石
巻，2017.10，日本都市学会64回大会要旨集，116，2017
米澤洋美，石垣和子： 地方農村部シルバー人材センター会員のヘルスリテラシー・協同作業の
認識，第28回医学看護学教育学会，広島，2018.3，第28回医学看護学教育学会抄録集
石垣和子，宮崎美砂子，米澤洋美，塚田久恵，金子紀子，曽根志穂，阿川啓子： 地域性タイプ
と関連させた保健師活動の実態調査， 第37回日本看護科学学会， 仙台， 2018.1， 第37回日本看
護科学学会抄録集
米澤洋美，石垣和子： シルバー人材センター（SC）への介護予防への期待， 第37回日本看護科
学学会，仙台，2018.1，第37回日本看護科学学会抄録集
米澤洋美，石垣和子： シルバー人材センターにおける会員の自主的健康づくり活動の意義， 第6
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高木明日香，濵耕子： 妊娠期の女性が産前に就労継続する要因の文献検討，第34回石川県母性
衛生学会総会・学術集会，第32回北陸母性衛生学会総会・学術集会，金沢，2017.7
Kohko Hama： The Expertise and Education of Midwives in Japan， China–Japan–Korea
Nursing Forum in Ishikawa， 金沢， 2017.8， 日中韓看護フォーラム

いん

いしかわ

プロ

グラム（講演資料添付），3-5，2017
永江真弓，武海栄，濵耕子，門脇千恵： 若者が医療者に望むデートDV被害者支援， 第58回日本
母性衛生学会総会・学術集会，神戸，2017.10，母性衛生，58(3)，192，2017
城賀本晶子，濵耕子，濱田雄行，松原圭一，杉山隆： 妊娠期から産褥期までを支援する姿勢補
整と骨盤矯正機能を付加したサポートアンダーウェアの開発， 第58回日本母性衛生学会総会・
学術集会，神戸，2017.10，母性衛生，58(3)，220，2017
城賀本晶子，濵耕子，濱田雄行，松原圭一，杉山隆： 姿勢補整と骨盤矯正機能を付加したサポー
トアンダーウェアの着用が身体に与える影響，第58回日本母性衛生学会総会・学術集会，神戸，
2017.10，母性衛生，58(3)，221，2017
渡部香名映，濵耕子： 双子の母親と共に双子育児を行う祖母の生活の実態と適応状況〜孫二人の
世話が中心となる祖母の生活， 第58回日本母性衛生学会総会・学術集会， 神戸， 2017.10， 母
性衛生，58(3)，286，2017
林一美，石川倫子，塚田久恵，松本智里，大江真吾： 過疎地の訪問看護師が必要としてる高度
実践力，日本在宅ケア学会，札幌，2017.7.15，第22回日本在宅ケア学会学術集会，211，2017
林一美： 過疎地域における訪問看護師の認識する地域課題， 第48回
2017.9.14 ，第48回

日本看護学会， つくば，

日本看護学会ｰ在宅看護ｰ学術集会抄録集，107，2017

林静子，丸岡直子，武山雅志，石川倫子，田淵知世，田村幸恵，吉田千文，樋口キエ子： 看護
師による在宅療養移行支援質指標の開発

－病棟看護師用－（第2報）， 第37回日本看護科学学

会学術集会，仙台，第37回看護科学学会学術集会講演集，2017.12，
林静子： The structure of clinical judgment making based on nurse’s visual observation，
HCI International，カナダ・バンクーバー，2017.7
牧野智恵，籔下佳子，長谷川昇： 便座に付着したシクロフォスファミドの効果的な除去方法の検
討， 第32回日本がん看護学会， 千葉， 2018.2.4， 第32回日本がん看護学会学術集会， 32， 255，
2017
籔下佳子，牧野智恵，長谷川昇： 排泄環境におけるシクロフォスファミド汚染の実態，第48回日
本看護学会， 北海道， 2017.10.12-13， 第48回日本看護学会-看護管理-学術集会抄録集， 132，
2017
高野智早，牧野智恵： がん患者のセクシャリティに対する看護実践に影響を与える要因の検
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討， 第32回日本がん看護学会， 千葉， 2018.2.4， 第32回日本がん看護学会学術集会， 32， 235，
2017
丸岡直子，武山雅志，林静子，石川倫子，田淵知世，田村幸恵，吉田千文，樋口キエ子： 看護
師による在宅療養移行支援質指標の開発（第1報）－外来看護師用－， 第37回看護科学学会学
術集会，仙台，2017.12，第37回看護科学学会学術集会講演集，［PA-41-9］，2017
瀬戸乃扶子，中尾弥生，板谷康代，田中苑，南堀直之： Rapid Response System導入後の院内急
変対応の実態調査， 第19回日本救急看護学会， 金沢， 2017.10， 第19回日本救急看護学会学術
集会プログラム・抄録集，19(3)，304，2017
田中苑，南堀直之，瀬戸乃扶子，板谷康代，畠野智江，島村明日香： RRT要請時に看護師が直面
した困難感， 第19回日本救急看護学会， 金沢， 2017.10， 第19回日本救急看護学会学術集会プ
ログラム・抄録集，19(3)，266，2017
村井嘉子： 会長講演：地域包括ケアシステム時代の救急看護

－救急看護師個人の実践力を組

織へと浸透・拡張させる－， 第19回日本救急看護学会学術集会， 金沢， 2017.10， 日本救急看
護学会学術集会プログラム・抄録集，19（3），63，2017
佐々木智美,庄野和実,島瀬里奈,村井嘉子： 急変8時間前から急変確知までの課題とその教育に
関する検討， 第19回日本救急看護学会学術集会， 金沢， 2017.10， 日本救急看護学会学術集会
プログラム・抄録集，19（3），257，2017
田中陽子,村井嘉子： クリティカルケア看護師の患者の≪記憶のゆがみ≫に対するアプローチの
特徴， 第19回日本救急看護学会学術集会， 金沢， 2017.10， 日本救急看護学会学術集会プログ
ラム・抄録集，19（3），305，2017
Masayo Yoneda, Keiko Shimada： Usefulness of post-discharge perinatal grief care and
tentative design of a regional cooperation system by the Delphi method， 31st ICM
Triennial Congress， Toronto， 2017.6， 31st ICM Triennial Congress Final Programme，
170，2017
米田昌代： 退院後の周産期のグリーフケアと地域連携システムモデル試案の妥当性の検討，一般
社団法人日本助産学会第8回(第32回)学術集会， 横浜， 2018.3， 一般社団法人日本助産学会第8
回(第32回)学術集会集録，31(3)，469，2018
高科瞳，米田昌代： 流産・死産新生児死亡を体験した母親の医療施設退院後の悲嘆反応・思い
とケアについての文献検討， 第32回北陸母性衛生学会総会・学術集会， 金沢， 2017.7， 第32回
北陸母性衛生学会総会・学術集会抄録集，7，2017
渡辺達也，垣花渉，川島和代： 地域在住高齢者の「歩くことを意識した生活プログラム」の開
発に関する研究〜導入後の主観的変化を通して〜， 第24回日本未病システム学会学術総会， 神
奈川，2017.11，第24回日本未病システム学会学術総会

6.5

社会活動・地域貢献

浅見洋： 西田哲学会

理事

浅見洋： 日本宗教学会

理事

浅見洋： 比較思想学会

理事

浅見洋： 北陸宗教文化学会
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理事・監事

抄録集，143，2017

浅見洋： 日本エンドオブライフケア学会
浅見洋： 日本医学哲学・倫理学会

理事・市民と専門職の協働委員会委員長

評議員・学会運営委員

浅見洋： 石川県西田幾多郎記念哲学館

館長

浅見洋： 公益信託能登町エンデバーファンド21
浅見洋： 石川県博物館協会

審議委員

監事

浅見洋： 西田幾多郎博士頌徳会

理事

浅見洋： 鈴木大拙・西田幾多郎記念

金沢大学国際賞選考委員

浅見洋： 北國新聞「新聞を読んでコンクール」審査員
浅見洋：（講演）石川県民大学、女性哲学者のフロンティア－高橋ふみ，西田幾多郎記念哲学館，
2017.4.
浅見洋：（セミナー主催）自分らしい人生の旅立ちを考える，聖路加国際大学学術センター，
2017.4.22
浅見洋：（講師）石川県教員（社会科、地歴公民科）研修

西田教育論―人間を形成するとはど

ういうことか，石川県教育センター，2017.6.14
浅見洋：（講演）高田博厚没後三十周年記念イベント

思索の灯:指で思索するということ―高

田博厚の生涯と思索―，松山市民活動センター，2017.6.17
浅見洋：（対談司会）企画展イベント
浅見洋：（講義）金沢検定対策講座

女性と哲学，西田幾多郎記念哲学館，2017.7.2
〜中級・上級合同クラス〜

思想/教育，北國新聞文化セ

ンター，2017.7.8
浅見洋：（講演）野々市市寿大学，西田幾多郎における人生の問題，野々市公民館，2017.7.21
浅見洋：（講義）認知症看護認定看護師教育課程「看護倫理」，石川県立看護大学研修室，
2017.7.24、25
浅見洋：（指導・アドバイザー）がんサロン・学びの会，石川県社会福祉会館，2017.8.5
浅見洋：（講演）緩和ケア講演会，エンドオブライフケアと日本人の死生観，市立砺波総合病院，
2017.7.28
浅見洋：（講演）人生哲学よもやま話，曙会館（金沢市金石），2017.8.27
浅見洋：（講演）石川県女性歯科医師会例会，鈴木大拙に触れる，金沢東急ホテル，2017.9.10
浅見洋：（講座）金沢市高砂大学，鈴木大拙に触れる，金沢市中央公民館（彦三）
，2017.10、11、12
浅見洋： 第1回エンドオブライフケア学会会長講演座長，学士会館（東京），2017.9.16
浅見洋： 比較思想学会研究発表第一部司会，中央大学，2017.7.18
浅見洋：（講義）認定看護管理者教育課程（ファーストレベル）「看護倫理」，富山県看護協会，
2017.9.20
浅見洋：（講義）認定看護管理者教育課程（サードレベル）
「看護倫理」，石川県立看護大学研修室，
2017.10.25，26
浅見洋： (講演）石川県賢不全看護研究会，人工透析におけるエンドオブライフケア，JCHO金沢
病院，2017.11.5
浅見洋： (講義）実習指導者研修会「看護倫理」，富山県看護協会，2017.11.9
浅見洋： (講議）国立長寿医療研究センター高齢者・在宅医療総合看護研修，死生観とEOLケア，
国立長寿医療センター（愛知），2017.12.13
浅見洋：（講演）金沢百万石ロータリークラブ，後期西田哲学における世界観と人生観，ホテル
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日航金沢，2018.1.18
浅見洋：（対談）企画展示イベント，父・木村素衛からの贈り物，西田幾多郎記念哲学館，
2018.2.12
浅見洋：（座談会司会）望ましい最後をどう迎えるかを考える，かほく市高齢者ケアセンター，
2017.2.25
阿部智恵子： 石川県准看護師試験委員
石垣和子： 石川県医療審議会委員
石垣和子： 石川県医療計画推進委員
石垣和子： 大学コンソーシアム石川理事
石垣和子： 石川県ユニセフ協会評議員
石垣和子： NPO法人

いしかわ在宅支援ねっと理事

石垣和子： かほく市介護保険運営協議会委員
石垣和子： 沖縄県立看護大学外部評価委員
石垣和子： 日本ルーラルナーシング学会理事
石垣和子： 日本家族看護学会監事
石垣和子： 文化看護学会理事／編集委員長
石垣和子： 日本看護系大学協議会プライマリケア看護ナースプラクティショナー教育課程審査
委員
石垣和子： かほく地区日中友好協会会長（石川県）
石川倫子： 厚生労働省看護教員養成講習会事業

評価委員

石川倫子： 日本看護協会

特定行為研修管理委員会

石川倫子： 看護実践学会

査読委員

石川倫子： 石川県看護教員現任研修

委員

講師，石川県立看護大学，2017.6.3、6.17、8.25、8.26

石川倫子： 教務主任養成講習会講師（看護学教育評価），東京慈恵医科大学，2017.8〜9月
磯光江： H29年度認知症看護対応力向上研修
磯光江： 第19回日本救急看護学会学術集会

ファシリテーター，金沢医科大学病院，2017.9.24
企画実行委員，金沢歌劇座及び本多の森ホール，

2017.10.6〜7
磯光江： かほく市「生涯現役」ランチフォーラム

講師，かほく市七塚健康福祉センター，

2018.2.13
磯光江： 河北中央病院

看護研究指導・講評，河北中央病院，2017.5〜12,2018.2.15

磯光江，中道淳子，渡辺達也，川島和代： 高齢者ケア研究・事例検討会

企画実行，石川県立

看護大学，2017.5〜2018.3
市丸徹： 認知症基礎病態論，石川県立看護大学，2017.7.10, 7.12, 7.19
今井美和： 日本病理学会学術評議員
今井美和： 石川県立看護大学

衛生委員会

衛生管理者

今井美和： 2017年春 LOVE49 全国街頭予防・啓発アクション『子宮頸がんを予防する日』集中キャ
ンペーン，イオンタウン金沢市示野マックスバリュ棟前，2017.4.9
今井美和： 平成29年度

超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成（北信がんプロ）SD講演

会 「医療者・患者への抗がん剤曝露予防を考えよう」 司会，ホテル金沢，2018.2.24
岩城直子： 第19回日本救急看護学会学術集会査読者
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岩城直子： 第19回日本救急看護学会学術集会企画・実行委員
岩城直子： 第32回日本がん看護学会学術集会査読委員
岩城直子： 第32回日本がん看護学会学術集会
岩城直子： 北信がんプロ

座長

教務委員

岩城直子： 第一回北信がんプロ合同市民公開講座
岩城直子： JICAタイ青年研修

座長

実施

岩城直子： 臨床で行なうリンパ浮腫のケア

基礎編

岩城直子： ケアの意味をみつめる事例研究

実施

企画・実施

岩城直子： 臨床で行なうリンパ浮腫のケア アドバンス編
岩城直子： ライフステージ事例検討会

企画・実施

企画･実施

岩城直子： 看護研究講義・指導，富山県立中央病院，2017.11.10,12.26,2018.2.9
岩城直子： 富山大学附属病院新人研修「メンタルヘルスの自己管理」講演，富山大学附属病院，
2018.2.23
岩城直子，金谷雅代，林静子，山﨑智可，樋口麻衣子： ライフステージ事例検会，石川県立看護大学，
2017.6.6，7.4，8.1，10.3，11.7，12.5，2018.2.6，3.6.
岩城直子，金谷雅代，林静子，山﨑智可，樋口麻衣子： ケアの意味を見つめる事例研究，石川
県立看護大学，2018.1.28.
大江真吾： 看護研究指導，国立病院機構

金沢医療センター，2017.7.4,7.5,7.11,10.3,10.4,

10.5
大西陽子： 第19回日本救急看護学会学術集会

企画・実行委員

織田初江： 津幡町健康推進協議会委員
織田初江： 羽咋市国保運営協議会委員
織田初江，山﨑智可，金子紀子： 限界集落における閉じこもり予防活動，宝達志水町，2017.6.18，8．
27，
垣花渉： 日本体力医学会

学会評議員

垣花渉： 石川県大学健康教育研究会

委員

垣花渉： 石川県広域スポーツ支援センター「クラブネットいしかわ」運営委員会
垣花渉： かほく市観光物産協会

委員

理事

垣花渉： 初年次教育実践交流会 in 北陸

実行委員長

垣花渉：「ワクワク健康サークル」活動，看護大学，2017.4〜2018.3
垣花渉： 棚田が織りなす食・緑・健康の郷づくり，津幡町興津地区，2017.4〜2018.3
垣花渉：「健康カフェ」事業，津幡町中条地区公民館，2017.4〜2018.3
垣花渉： 講演

平成29年度津幡町老人クラブ連合会総会「スモールチェンジ活動

少しの運動

であなたは大きく変わる」，津幡町福祉センター，2017.5
垣花渉： 講義

石川県地域スポーツ指導者養成講習会「中高齢者の体力とスポーツ指導」，いし

かわ総合スポーツセンター，2017.6
垣花渉： 講義

平成29年度津幡町高齢者健康ウォーキング事業「ウォーキングを始める前に」，

津幡町種谷地区防災センター，2017.6
垣花渉： 講義

かほく市立高松小学校6年生「食育授業」，体育館ミーティングルーム，2017.7

垣花渉： 講義

平成29年度ののいちコミュニティ・カレッジ「今からできる健康法ースモールチェ
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ンジ活動のススメー」，野々市市中央公民館，2017.7
垣花渉： シティーカレッジ授業「石川の市町、かほく市・」 授業コーディネーター，石川県政
記念しいのき迎賓館，2017.7
垣花渉： 招待講演

平成29年度白山・野々市学校保健研究協議会

，白山市交流センター，

2017．12
垣花渉：「健康講座」，津幡町刈安地区公民館，2018.2
垣花渉： 講義 「高齢者の健康について」，NPO法人いしかわ在宅支援ねっと，2017．10，11
垣花渉，北山幸枝，川村みどり，村井嘉子，林一美，木森佳子，中田弘子，米田昌代，市丸徹，
金谷雅代，林静子： 初年次教育実践交流会in北陸実行委員，金沢，2017.5.20
堅田三和子： 平成29年度専門的看護実践力研修「認知症看護」講義，石川県庁，2017.10.2
加藤穣： 編集委員：丸善出版『生命倫理百科事典（第2版）』翻訳刊行
加藤穣： Senior Reviwer, the International Academic Forum
加藤穣： 生命科学と倫理（S），立命館大学産業社会学部，2017.9.26-2018.3.31
加藤穣： 生命科学と倫理（L），立命館大学文学部，2017.9.26-2018.3.31
金谷雅代：「小児保健コンサルテーション」講義，石川県立保育専門学園，2017.4〜7
金谷雅代： 看護研究指導・講評，浅ノ川総合病院，2017.5.27,6.17,9.30,11.25
金谷雅代，西村真実子，米田昌代： 子育てどろっぷ・イン・さろん

NP親育ち・子育ちを考え

る会ファシリテーター，北陸スウェーデンハウス（金沢市），2017.6〜10
金谷雅代： 冨木医療器株式会社

社員研修会講師，金沢流通会館，2017.7

金谷雅代： 医療的ケア研修会講師，石川県立明和特別支援学校，2017．8.10
金子紀子： かほく市介護認定審査会委員
金子紀子： 看護研究指導・講評，珠洲市総合病院，2017.7〜2018.2
金子紀子： JICA青年研修

講師，2017.12

金子紀子： か歩く健康ウォーキング事業

健康レッスン講師，イオンモールかほく，2017.12.22

金子紀子： 女性のエンパワーメント支援事業

講師，金沢市女性センター，2018.3.3

亀田幸枝： 第26回〜第28回 金沢がん哲学外来，金沢がん哲学外来事務局，2017.9.24,11.19
2018.2.18
川島和代： 大学コンソーシアム石川「グローカル人材育成・共創インターンシップ専門部会」委員
川島和代： かほく市地域ケア推進会議

委員

川島和代： 石川県後期高齢者医療懇話会
川島和代： 石川県介護保険審査会

副座長

委員

川島和代： 看護科学研究学会 理事
川島和代： 看護実践学会

理事・査読委員

川島和代： 高齢者ケア協会

理事

川島和代： 日本看護科学学会

社員

川島和代： 日本未病システム学会

評議員・査読委員

川島和代： 日本老年看護学会

評議員・査読委員・生涯学習支援委員会委員

川島和代： 日本看護研究学会

評議員

川島和代： 日本看護研究学会近畿・北陸地方会世話人
川島和代： NPOトトロの家
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理事

川島和代： NPOまちかど倶楽部たかまつ
川島和代： 石川県介護支援専門員協会

理事
河北支部

運営支援

川島和代： 院内研修「看護過程展開能力を高める1」 講師，春日井市民病院，2017.6
川島和代： 院内研修「看護過程展開能力を高める2」 講師，春日井市民病院，2017.11
川島和代他： 日中韓看護フォーラム

in いしかわ

川島和代，清水暢子： 北國健康生きがい支援事業

パネラー，ホテル金沢他，2017.8.
平成29年度石川県立看護大学プログラム「認

知症者700万人時代をしなやかに迎える」講師，北國新聞20階ホール，2017.9.
川島和代他： 一般社団法人日本老年看護学会

平成29年度

認知症看護対応力向上研修企画・運

営・講師，金沢医科大学病院研修棟，2017.9.
川 島 和 代： JICA日 系 研 修「 高 齢 者 の 理 解 と 対 応 」 講 師， 石 川 県 立 看 護 大 学 ス キ ル ラ ボ 室，
2017.6.
川島和代： JICA青年研修「看護人材の育成について」 代理講師，石川県立看護大学小講義室，
2017.12.
川島和代： 石川県立盲学校「介護実習」講師，石川県立看護大学スキルラボ，2017.9.
川島和代： かほく市における介護従事者研修

講師，石川県立看護大学成人老年看護学実習室，

2017.9
川島和代： 平成29年度ネクストリーダー研修「介護福祉士と医療的ケア」研修講師，石川県社
会福祉会館別館，2017.12.
川島和代： 石川県における喀痰吸引等研修事業

全体コーデイネーター、講師

前期，石川県

立看護大学地域ケア総合センター研修室，2017.5.
川島和代： 石川県における喀痰吸引等研修事業

全体コーデイネーター、講師

後期，七尾サ

ンライフプラザ，2017.9.
川島和代： 地域で認知症をサポートする会

特別講義

川島和代他： 平成29年度看護キャリア支援センター

座長，石川県立看護大学講堂，2017.7.
認知症看護認定看護師教育課程「認知症

者へのコミュニケーション」講師，石川県立看護大学小講義室，2017.8.
川島和代他： 平成29年度喀痰吸引等研修事業

指導者フォローアップ研修，石川県立看護大学

基礎看護学実習室，2017.5.
川島和代他： 平成29年度喀痰吸引等研修事業
大学

第2回指導者フォローアップ研修，石川県立看護

成人老年看護学実習室，2018.1.

川島和代他： 第19回日本救急看護学会学術集会企画委員，石川県立看護大学

金沢歌劇座，

2017.10.
川島和代： 第24回日本未病システム学会学術総会

ポスター発表 座長，ワークピア横浜，

2017.11.
川端京子： 第19回日本救急看護学会学術集会

企画実行委員

川村みどり： 看護実践学会誌査読委員
川村みどり： 研究指導，石川県立高松病院

東1病棟，2017.6〜2018.3

川村みどり： 看護研究指導・講評，公立宇出津総合病院，2017.6〜2018.3
川村みどり： 精神障害を有する人の地震等災害避難に関する情報提供，石川県立看護大学，
2017.7
川村みどり： 平成27年度

第7回つるまセミナー講師，金沢大学保健学類，2017.12
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北山幸枝： 日本褥瘡学会

評議員

北山幸枝： 第19回日本救急看護学会学術集会

企画・実行委員

北山幸枝，米澤直子： 金沢アートグミつまみぐみ講座「おやすみ前のクスリ箱」講師，北國銀
行武蔵ヶ辻支店3階（金沢市），2018.3.8
木森佳子： 看護理工学会査読委員
木森佳子： 看護研究指導・講評，公立能登総合病院，2017.6，2018.1
木森佳子： 石川看護協会訪問看護研修ステップ1

フィジカルアセスメント講師，石川県看護協

会，2017.7
木森佳子： 認定看護管理者教育課程サードレベル「アカデミックリテラシー」講義，石川県立
看護大学研修室，2017.10
木森佳子： 第5回看護理工学会学術集会、第11回看護実践学会学術集会、国際リンパ浮腫フレー
ムワーク･ジャパン研究協議会第7回学術集会合同学術集会実行委員，金沢大学医学類宝町キャ
ンパス，2017.10
小林宏光： 日本生理人類学会理事
小林宏光： Journal Physiological Anthropology. Associate editor
小林宏光： 千葉大学健康環境フィールド科学センター倫理審査委員会外部委員
小林宏光： International Journal of Environmental Research and Public Health. Guest editor
for special issue.
小林宏光： Journal Physiological Anthropology. Reviewer
小林宏光： International Journal of Environmental Research and Public Health. Reviewer
小林宏光： 日本生理人類学会誌

査読担当

小林宏光：「睡眠とサーディアンリズム」講義，名古屋大学・大幸キャンパス，2016.7
小林宏光： 認定看護管理者教育課程（サードレベル）保健医療福祉組織論「組織デザイン

療

養環境のデザイン」 講義，石川県立看護大学，2016.10
小林宏光： 出張講義「バリアフリーって何？」，小松市立高校，2016.11
小林宏光：「人間工学」講義，高岡看護専門学校，2017.4-9
桜井志保美： かほく市障害者福祉計画委員
桜井志保美：「目のメンテナンス」健康講話，石川県立看護大学，2017.8.24
桜井志保美：「日本の訪問看護の現状」タイ青年研修講義，石川県立看護大学，2017.11.30
桜井志保美：「諸外国の地域看護活動」特別講義，金沢医科大学看護学部，2018.1.17
三部倫子： 石川看護雑誌15巻

査読委員

三部倫子： 社会理論・動態研究所
三部倫子： 関東社会学会

査読委員

査読委員

三部倫子： 日本社会学会第90回大会部会司会「性・ジェンダー（2）」
三部倫子： 石川県庁人権シリーズ講座講師（依頼講演）
三 部 倫 子： 米 国 弁 護 士John Lewisを 招 い た 講 演 会 の 実 施， 金 沢 大 学 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス，
2017.9.7
三部倫子： 第1回

LGBTと教育フォーラムin金沢――SDGs『誰も置き去りにしない』から考える、

地域コミュニティにできること，しいのき迎賓館，2017.11.23
三部倫子： 家族社会学特別講義 「女性カップルの子育て――あるステップファミリーの場合」
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ゲスト講師小野春氏を招いて，石川県立看護大学，2017.11.28
清水暢子： 認知症疑似体験認知症サポーター養成講座，福井県永平寺町役場永平寺支所2階消防
ホール，2016.7.7
清水暢子： 永平寺町介護予防教室，福井県永平寺町福祉総合センター翠荘2階保健会議室，
2016.7.18
清水暢子,日本ALS協会福井支部： 日本ALS協会福井支部総会＆講演会・事務局，敦賀市立看護大学，
2017.6.28
清水暢子： 認知症疑似体験認知症サポーター養成講座，福井県松岡福祉総合センター翠荘2階，
2017.7.7
清水暢子： 認知症疑似体験認知症サポーター養成講座，福井県永平寺町やすらぎの郷ふれあい
ホール，2017.7.13
清水暢子： 看護研究指導，石川県立高松病院

北3病棟，2017.7-2018.3

清水暢子：「認知機能低下予防のための音楽運動療法の実際」出張オープンキャンパス，富山県
立南砺福光高等学校，2017.7
瀬戸清華： 平成29年度石川県難病医療拠点病院等連絡会

助言者，石川県庁行政庁舎1階102会

議室，2018.3.16
曽根志穂： かほく市介護保険認定審査会委員
曽根志穂： 宝達志水町在宅医療・介護連携推進協議会委員
曽根志穂： 看護研究指導・講評，国民健康保険志雄病院，2017.9〜2017.12
曽根志穂： 薬物乱用防止教室，かほく市立大海小学校，2017.11
曽根志穂：「看護の統合と実践Ⅰ（看護研究）」講義，金沢医療技術専門学校，2018.9〜2018.10
多久和典子： 日本生理学会評議員・将来計画委員長・FAOPS2019拡大広報委員
多久和典子： 自然科学研究機構生理学研究所運営会議委員
多久和典子： 日本学術会議会員（第24-25期）
多久和典子： 第17回生理学若手サマースクール 「基礎生理学講義 〜今更聞けない生理学の基礎
〜 」 講師，2017.8.19-20

順天堂大学（東京都文京区）

多久和典子： 石川県公害審査会委員
多久和典子： 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科協力研究員・非常勤講師
多久和典子： 出張オープン・キャンパス「からだの小宇宙」，石川県立大聖寺高校，2017.7.11
多久和典子： 石川県立看護大学地域ケア総合センター人材育成事業「ベッドサイドで役立つ臨床
推論 －症状・フィジカルから検査まで－」 講師，石川県立看護大学附属図書館，2017.9.30
武山雅志： 石川県精神保健福祉協会副会長
武山雅志： 石川県精神保健福祉協会会報編集委員
武山雅志： 石川県臨床心理士会会長
武山雅志： 生徒指導・発達障害サポートチーム委員
武山雅志：（財）いしかわ女性基金運営委員
武山雅志：（公）金沢こころの電話相談役
武山雅志：（公）石川被害者サポートセンター副理事長
武山雅志： 金沢市保健審議会委員
武山雅志： 金沢市いじめ防止等対策委員会委員
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武山雅志： かほく市不登校問題対策運営協議会委員
武山雅志： かほく市地域交通会議委員
武山雅志： かほく市ケーブルテレビ放送番組審議会委員
武山雅志： 羽咋郡市広域圏事務組合情報公開及び個人情報保護審査会委員
武山雅志： 学生等災害ボランティアリーダー育成事業研究会委員
武山雅志： 日本臨床心理士会代議員
武山雅志： 日本心理臨床学会代議員
武山雅志： 日本心理臨床学会査読委員
武山雅志： かほく市ボランティア連絡協議会総会講師，かほく市七塚健康福祉センター，
2017.4.2
武山雅志： 家庭教育電話相談員研修会講師，石川県庁行政庁舎1103会議室，2017.5.16
武山雅志： 訪問看護研修ステップⅠ「基礎研修」講師，石川県地場産業振興センター第4研修室，
2017.6.13
武山雅志：「お話し相手ボランティア講座」講師，かほく市七塚健康福祉センター，2017.6.21
武山雅志： 輪島市推進員総合育成講座講師，輪島市ふれあい健康センター，2017.8.29
武山雅志： メンタルヘルス教育講師，ジャパンディスプレイ白山・石川・能美工場，2017.9.25、
10.10、10.27
武山雅志： セカンドレベル教育課程講師，石川県看護協会研修センター，2017.10.14
武山雅志： 石川県警察学校専科講師，石川県警察学校，2017.10.4
武山雅志： 平成29年度新人看護職員研修事業「教育担当者研修会」講師，金大病院CPDセンター，
2017.10.7
武山雅志： 自殺対策人材育成研修会講師，コンセールのと

多目的ホール，2017.12.19

武山雅志：「心理学特殊講義A」非常勤講師，金沢大学，
武山雅志,曽根志穂,金谷雅代,林静子： 災害につよい街づくりフォーラム，石川県立看護大学，
2018.1
谷本千恵： かほく市自立支援協議会
谷本千恵： 社会福祉法人のぞみ

運営委員、会長，かほく市役所，2017.4〜2018.3
理事，指定就労継続支援B型事業所

ひまわり，2017.4〜

2018.3
谷本千恵：「能登･祭りの環」インターンシップ事業

矢波諏訪祭

参加・学生引率，能登町矢

波地区，2017.8.15,16
田 村 幸 恵： 看 護 研 究 指 導，JCHO金 沢 病 院，2017.5.18、2017.6.29、2017.10.23、2017.12.18
2018.2.26
塚田久恵： 日本公衆衛生看護学会査読委員
塚田久恵： 北陸公衆衛生学会査読委員
塚田久恵： かほく市健康づくり推進協議会委員
塚田久恵： かほく市地域包括支援センター運営協議会委員
塚田久恵： かほく市地域福祉計画策定委員(副会長）
塚田久恵： 小松市健康づくり推進協議会委員
塚田久恵： 一般財団法人北陸産業活性化センター北陸サイエンスクラスター推進室北陸ライフ
ケアシステム研究会委員
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塚田久恵，武山雅志，林静子，千原裕香，川島和代，金子紀子： かほく市子育て支援学生ボランティ
ア事業，かほく市こども総合センター，2017.4〜2018.3
塚田久恵，曽根志穂，金子紀子，石垣和子： 高齢者と看護学生との交流事業，石川県立看護大学，
かほく市内住民宅，2017.5，2017.11
塚田久恵： JICA日系研修カントリーレポート発表会司会，石川県立看護大学，2017.6
塚田久恵： イオンモールウォーキング事業

モール・健康レッスン講師，かほくイオンモール，

2017.9
塚田久恵，石垣和子，曽根志穂，金子紀子，中田恭子，竹島ゆり： 平成29年度新任保健師研修会講師，
石川県庁，2017.11.14〜16
塚田久恵： JICA青年研修地域保健医療実施管理コース講師，石川県立看護大学，2017.12
塚田久恵，武山雅志，西田健一： かほく市いきいきシニア活動事業

スマホ・タブレットふれ

あい教室－看護大生と交流しよう－，石川県立看護大学，2017.12
塚田久恵，石垣和子，中田恭子： 平成29年度新任保健師フォローアップ研修会講師，石川県庁
石川県能登中部保健福祉センター

石川県南加賀保健福祉センター，2018.2.9，2.13，2.16，2.27

塚田久恵，武山雅志，川島和代，金子紀子，林静子，千原裕香： 石川県立看護大学「地域連携・
貢献事業」，かほく市保育園職員会合同研修会「こどものこころを育てる遊び」，かほく市立大
海保育園，2018.2
出口まり子： 認定看護管理者ファーストレベル教育課程

講師

出口まり子： 平成29年度新人看護職員研修事業検討委員会委員長
出口まり子： 平成29年度新人看護職員研修推進事業（アドバイザー派遣）におけるアドバイザー
派遣，事業受け入れ病院

金沢脳神経外科病院，2017.6.23、10.11、12.14、2.17

出口まり子： つなげる・ささえる・つくりだす在宅療養移行支援研修

座長，石川県立看護大学，

2017.7.1
出口まり子： 平成29年度新人看護職員研修推進事業（アドバイザー派遣）におけるアドバイザー
派遣フォローアップのための派遣，事業受け入れ病院
出口まり子： 認定看護管理者ファーストレベル

加賀こころの病院，2017.8.9

グループマネジメント講師，石川県看護協会，

2017.10.3、10.31‐11.1
德田真由美： 文化看護学会編集委員会委員
中田弘子： 公立羽咋病院 平成28年度看護部研修 講師
中田弘子： かほく市食育推進連絡会委員
中田弘子： 石川腎不全看護研究会事例検討，独立行政法人 地域医療機能推進機構 金沢病院，
2017.2.11
中田弘子： 平成29年度 初年次教育実践交流会in北陸 委員，金沢市，2017.5.20
中田弘子, 川島和代： 平成29年度石川県立看護大学附属地域ケア総合センター事業

看護実践

力向上セミナー ジェネラリストのための事例検討 ，石川県立看護大学附属地域ケア総合セン
ター，2017.7.24, 11.26
中 田 弘 子： か 歩 く 健 康 ウ ォ ー キ ン グ 事 業 健 康 レ ッ ス ン 講 義， か ほ く 市 イ オ ン モ ー ル，
2017.7.28，8.21〜22, 2018.3
中田弘子： 平成29年度看護科学研究会北陸研修 金沢学習会 チューター，独立行政法人 地域医
療機能推進機構 金沢病院，2018.6.24, 2018.2.3
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中道淳子： 日本認知症予防学会

評議委員

中道淳子： 第19回日本救急看護学会
中道淳子： 宝達志水町

企画実行委員

介護認定審査委員

中道淳子： 石川県介護支援専門員実務研修企画委員
中道淳子： 津幡町介護予防メイト養成講座

講師

中道淳子： 出張オープンキャンパス模擬授業
中道淳子： JICA日系研修

講師，富山県立南砺福野高校，2017.7.4

コーディネーター・講師，石川県立看護大学，2017.7

中道淳子： ハマナス大学「介護予防教室」講師，内灘町文化会館，2017.9.15
中道淳子：「認知症認定看護師教育課程」講義，石川県立看護大学，2017.9
西村真実子： 日本小児保健学会 代議員
西村真実子： 石川県小児保健協会 役員
西村真実子： 日本小児看護学会誌 査読委員
西村真実子： 日本看護科学学会和文誌 査読委員
西村真実子： 看護実践学会 理事
西村真実子： 石川県要保護児童対策協議会専門家チーム 委員
西村真実子： 石川県奨学生選考審査会 委員
西村真実子： 親子交流授業プログラム検討委員(公益財団法人いしかわ子育て支援財団)
西村真実子： かほく市子ども・子育て会議 委員・会長
西村真実子： かほく市公私連携法人選定委員会

委員長

西村真実子： 北陸小児糖尿病サマーキャンプ運営委員会 委員
西村真実子： NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク石川 理事(副代表)
西村真実子，米田昌代，金谷雅代，曽山小織，千原裕香，坂本洋子，山田ちづる： 子育てどろっぷ・
イン・さろんの開催(どろっぷ・いん・るーむ＆親育ち子育ちを考える会、全5回)，北陸スウェー
デンハウス（金沢市），2017.6〜10
西村真実子： 平成29年度児童福祉司養成研修「児童虐待援助論」講師，石川県庁行政庁舎，
2017.7.10.
西村真実子，金谷雅代，千原裕香，坂本洋子： 子育て支援・子どもの虐待の勉強会(事例検討等)
(全5回)の開催，石川県立看護大学，2017.9〜12
西村真実子，米田昌代： BPプログラム(全4回)、フォローアップ1回のファシリテーター，かほ
く市子ども子育てセンター「おひさま」，2018.8、12
西村真実子，米田昌代：「Nobody's Perfect完璧な親なんかいない(NP)」親支援プログラム(全6回)
のファシリテーター，かほく市子ども子育てセンター「おひさま」，2018.9〜10
子吉知恵美： 模擬授業，石川県立鹿西高校，2017.10.18
子吉知恵美：「日本における発達障害児支援」タイ青年研修講義，石川県立看護大学，2017.12.18
長谷川昇： 石川県食品技術者ネットワーク

幹事

長谷川昇： Journal of Ethnopharmacology 査読担当
長谷川昇： 来人喜人里創りプロジェクト事業

健康応援倶楽部，能登町

かほく市，2017.4-

2018.3
長谷川昇： 病態運動生理学，愛知医療学院短期大学（愛知県清須市），2017.7
長谷川昇： 認知症認定看護師教育課程講師「臨床薬理学」，石川県立看護大学，2017.8-2017.9
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長谷川昇： 講演「骨と健康」，金沢市，2017.9
長谷川昇： JICA青年研修講師「医薬分業制度と薬剤師の役割」，石川県立看護大学，2017.12
濵耕子： 日本公衆衛生学会

認定専門家

濵耕子： 日本母性衛生学会

愛媛県代議員（6月迄）

濵耕子： 日本看護倫理学会

機関誌「日本看護倫理学会誌」 査読者

濵耕子： 河北地区日中友好協会役員

理事

林一美： 高松訪問看護ステーション運営委員
林一美： 石川県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会委員
林一美： 石川県防災会議震災対策専門委員
林一美： 日本災害看護学会査読委員
林一美： 津幡町介護認定審査会委員
林一美： かほく市地域密着型サービス運営協議会委員長
林一美： 平成29年介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修，石川県立看護大学，
2017.7.9
林一美，山﨑智可： 訪問看護と介護老人保健施設看護職員のためのフィジカルアセスメント，石
川県立看護大学，2017.8.19
林一美： 第19回災害看護学会年次大会

口演座長「災害看護教育」，鳥取県立倉吉未来中心，

2017.8.25
林一美： 第19回日本救急看護学会「市民公開講座」座長，金沢歌劇場，2017、9
林静子： 看護研究指導・講義，独立行政法人国立病院機構金沢医療センター，2017.6.6
林静子： かほく市イクメン事業

親子ふれあい遊び

ボランティア，アクロス高松，2017.7.2

林静子： 石川県看護学会・講評，石川県地場産業振興センター，2017.11.11
林静子： かほく市ボランティア交流広場

学生発表引率，七塚健康福祉センター，2017.12.10

牧野智恵： 日本がん看護学会誌投稿論文査読委員
牧野智恵： 第32回日本がん看護学会学術集会査読委員
牧野智恵： 日本がん看護学会代議員
牧野智恵： 日本看護科学学会代議員
牧野智恵： 第23回石川緩和医療研究会世話人
牧野智恵： 第19回日本救急看護学会学術集会企画・実行委員
牧野智恵，松本智里，南堀直之，山﨑智可： グリーフの理解とナースに求められること，石川
県立看護大学，2017.7.2
牧野智恵： 研修名「考えよう！臨床現場の倫理」講師． 石川看護協会， 石川県地場産業振興セ
ンター，2018.10.1
牧野智恵：「がん患者の心のケア」講師． 金沢大学附属病院，金沢大学附属病院，2018.9.16
牧野智恵：「グリーフの理解とナースに求められること」北信がんプロ企画・座長． 北信がんプロ，
石川県立看護大学，2017.7.2
牧野智恵：「医療者・患者への抗がん剤曝露予防を考えよう」北信がんプロ企画・座長． 北信
がんプロ，ホテル金沢，2018.2.24
松本智里： 公立能登総合病院

研究指導・講評

松本智里： 日本運動器看護学会認定運動器看護師育成講座

コースⅣ実践事例報告

評価委員
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丸岡直子： 石川県看護協会認定看護管理者教育制度運営委員
丸岡直子： 日本看護学教育学会

専任査読委員

丸岡直子： 日本看護研究学会

評議員・査読委員

丸岡直子： 日本老年看護学会

代議員・査読委員

丸岡直子： 看護実践学会

査読担当

専任査読委員

丸岡直子： 石川県認知症医療体制推進委員会

委員

丸岡直子： 石川県医療計画推進委員会在宅療養対策部会
丸岡直子： 石川県立中央病院地域医療支援委員会

委員

委員

丸岡直子： かほく市創生総合戦略推進計画策定に係る外部評価委員会

委員長

丸岡直子： かほく市空家等対策審議会

会長

丸岡直子： 日本看護学校協議会共済会

代議員

丸岡直子： 訪問看護推進事業研修会

講師「在宅療養移行支援」，石川県看護研修センター，

2017.6.20
丸岡直子： 公開講座

学都石川の才知

講師 「人々の在宅療養移行を支援する看護師の役割」，

しいのき迎賓館セミナールーム，2017.7.15
丸岡直子： 認知症看護認定看護師教育課程

講師（看護管理），石川県立看護大学，2017.7.7、7.25

丸 岡 直 子： 認 知 症 看 護 認 定 看 護 師 教 育 課 程

講 師（ リ ー ダ シ ッ プ ）， 石 川 県 立 看 護 大 学，

2017.7.28、8.3、8.7
丸岡直子： 金沢医科大学大学院看護学研究科

非常勤講師（看護管理特論），金沢医科大学，

2017.8.25
丸岡直子： 石川県看護協会認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程

講師（看護サービ

ス提供論ｰ問題解決思考），石川県看護研修センター，2017.11.21
丸岡直子： 石川県看護協会認定看護管理者制度セカンドレベル教育課程

講師（クオリティマ

ネジメント），石川県看護研修センター，2017.9.28
丸岡直子： 金沢大学大学院医薬保健学

講師（看護管理特論），金沢大学つるまキャンパス，

2017.10.23
丸岡直子： 認定看護管理者教育課程サードレベル講師（看護経営者論），石川県立看護大学，
2017.12.5
南堀直之： 第19回日本救急看護学会学術集会

企画実行委員

南堀直之： 第19回日本救急看護学会学術集会

査読員

村井嘉子： 第19回日本救急看護学会学術集会長
村井嘉子： 日本救急看護学会評議委員
村井嘉子： 日本救急看護学会査読員
村井嘉子： 日本クリティカル看護学会査読員
村井嘉子： 日本循環器看護学会査読員
村井嘉子： 看護研究指導・講評，能美市立病院，2017.7.11、2017.12.3、2018.2.17
山﨑智可： 介護保険認定審査会委員
山﨑智可： 精神認定看護師の会，2017.4.1〜2018.3.31.
山﨑智可： 北信がんプロ委員会企画委員，2017.4.1〜2018.3.31.
山﨑智可： 日中韓国看護フォーラム，ホテル金沢，2017.8.11.
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米田昌代： 石川県看護協会

助産師職能委員

米田昌代： 日本看護研究学会

査読委員

米田昌代： 第12回看護実践学会学術集会

運営委員

米田昌代： NPO法人ワークライフバランス北陸
米田昌代： SIDS家族の会

医学アドバイザー

米田昌代： 公益社団法人石川県看護協会主催
看護学

副理事長
平成29年度石川県実習指導者講習会講師

母性

2017.6.30、7.7，公益社団法人石川県看護協会，2017.6.30、7.7

米田昌代： 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会
科編〉周産期のグリーフケア

平成29年度周産期医療研修会3〈看護Aコース:産

講義，社会福祉法人恩賜財団母子愛育会，2017.9.21

井関真理，米田昌代： 金沢市高岡中学校

平成29年度石川県看護協会

助産師が行ういのちの

出前授業，，2017.9.15
米田昌代，佐藤良子： 金沢市泉中学校

平成29年度石川県看護協会

助産師が行ういのちの出

前授業，2017.11.15
米田昌代，坂下美智恵： 金沢市港中学校

平成29年度石川県看護協会

助産師が行ういのちの

出前授業，2017.12.8
米田昌代，曽山小織： ペリネイタル・グリーフケア検討会，7月

石川県立看護大学

2月

か

ほく市立七塚生涯学習センター，2017.7.8、2018.2.24
米田昌代： あかちゃんをお空へみ送った方の自助グループに対するサポート活動，石川県立看
護大学，通年
渡辺達也： 第19回日本救急看護学会学術集会

6.6

企画・実行委員

その他（受賞等）

石垣和子： 新聞掲載，屋台談義
石川倫子： 学位論文， 看護基礎教育課程および新人看護職員研修における看護技術の到達に関す
る調査研究，2018.3
石川倫子： 受賞，日本私立看護系大学協会 会長賞，2018.3
石川倫子： 受賞，東京医療保健大学大学院博士課程 学長賞，2018.3
垣花渉： 新聞掲載，
「地場野菜 ヘルシー弁当」 北陸中日新聞朝刊，2017.7
垣花渉： 新聞掲載，
「健康活動」 北國新聞朝刊，2017.10
垣花渉： 新聞掲載，
「かほく食材で健康弁当」 北國新聞朝刊，2018.1
垣花渉： 受賞， 平成29年度地域課題研究ゼミナール支援事業 優秀賞，2018.2
垣花渉： テレビ出演，NHK総合「かがのとイブニング」
，2018.2
三部倫子： 新聞掲載， コメント「同性婚、アメリカの現状は あす金沢でシンポ」北陸中日新聞，
2017.9
三部倫子： 新聞掲載，実行委員として当日司会・通訳をした様子が掲載 北陸中日新聞，2017.9
清水暢子： 受賞，石川県立看護大学 ベストティーチャー賞，2017.5
清水暢子： 受賞，第7回 認知症予防学会学術集会 浦上賞 一般演題（口述）優秀賞，2017.9
多久和典子： 新聞掲載，日本学術会議新会員 北國新聞朝刊，2017.10
多久和典子： IPNU掲載，
「多久和教授が日本学術会議会員に任命されました」
，2017.10
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千原裕香： 学位論文， 石川県立看護大学修士学位論文 高校生のための「親子交流を通して親に
なることを考えるプログラム」の効果と課題，2017.3
中道淳子： 受賞，第18回日本認知症ケア学会 石崎賞，2017.5
子吉知恵美： 受賞，2015年度一般公募「在宅医療研究への助成」勇美賞受賞，2017.6
濵耕子： 感謝状， China–Japan–Korea Nursing Forum in Ishikawa presentation「The Expertise
and Education of Midwives in Japan」
，2017.8
丸岡直子： 受賞，石川県立看護大学 ベストティーチャー賞，2017.5

6.7

研究助成金

6.7.1

科学研究費助成事業（日本学術振興会）

6.7.1.1
1.

科学研究費補助金

本学教員が研究代表者のもの

浅見洋，林晋，森雅秀，美濃部仁，秋富克哉，上原正麻有子：

西田幾多郎のノート類史料の研

究資料化と哲学形成過程の研究，H29〜H32，科学研究費補助金基盤研究（B)
大木秀一：

双生児家系世代間データによるライフコース疫学モデルでの不妊治療の長期影響の

検証，H27〜H30，科学研究費補助金基盤研究(B)
三部倫子：

医療機関における家族―性的指向と性自認を軸とする患者・看護師の相互行為，

H29〜H30，科学研究費補助金研究活動スタート支援
2.

他の研究機関に本学教員が分担者として参加しているもの

奥裕美，中山洋子，三浦友里子，池西静江，松田安弘，石川倫子(他7名）：

看護実践能力向上

に寄与する看護教員・実習指導者の養成と継続教育に関する研究，平成29-30年度，厚生労働
省看護科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

鈴木みずえ，丸岡直子，泉キヨ子，他6名：

認知症高齢者の転倒予防看護質指標による看護介

入プログラムと実践継続システムの開発，平成26-29年度，科学研究費補助金基盤研究（B)

6.7.1.2
1.

学術研究助成基金助成金

本学教員が研究代表者のもの

石垣和子，大湾明美，宮崎美砂子，塚田久恵，曽根志穂，金子紀子，米澤洋美，他2名：住民の
社会文化的背景に基づく保健師による個別支援方法の開発，H29-31，学術研究助成基金助成金
基盤研究（C）
岩城直子：放射線療法中の乳がん患者へのPILテストを手がかりとした看護介入の活用可能性，
H28-H31，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
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大江真吾：ASD患者の語りから検討する看護師のケアに関する研究，H29〜H30，学術研究助成基
金助成金若手研究（B)
加藤穣：

医療における良心的拒否を通じた権利擁護の射程と限界に関する日米比較調査，H29-

31，学術研究助成基金助成金若手研究（B)
木森佳子，丸岡直子，中山和也：

目視困難な末梢深層静脈可視化近赤外光反射システムの改良

と臨床応用，H29〜H32，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
桜井志保美，河野由美子，前川厚子，平井真理：

認知症患者の家族介護者に対する睡眠支援を

目的としたレスパイトケアの効果検証，H26〜H29，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
清水暢子，梅村朋弘, 松永昌宏,望月美也子,長谷川昇,加藤真弓,山田恭子： 「認知症者の少な
いタイ北部に学ぶ認知症予防対策」〜脳血流量と生活習慣の関係を基に〜，H29-H32，学術研
究助成基金助成金基盤研究（C)
多久和典子：

マクロファージ機能極性を制御するスフィンゴ脂質シグナリング，H29〜H31，学

術研究助成基金助成金基盤研究（C）
中田弘子，田淵知世，田村幸恵，林静子：

高齢者への懐古的で嗜好性のある音楽聴取が脳活動

に及ぼす影響，H29〜H31，学術研究助成基金助成金基盤研究（C）
中道淳子，磯光江：

ストレス軽減および認知機能の維持向上を意図した笑いヨガプログラムの

開発，H27〜H30，学術研究助成基金助成金挑戦的萌芽研究
西村真実子，金谷雅代，千原裕香，米田昌代，曽山小織：

子ども虐待予防の段階的支援システ

ムの研究：虐待リスクをもつ乳児の母が集う場の評価，H27〜H29，学術研究助成基金助成金基
盤研究（C)
子吉知恵美，田村須賀子：

地域特性や保護者の受容状況に応じた発達障害児の早期療育に向け

た保健師による支援，H29年〜H31年度，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
長谷川昇，高山成子，清水暢子，他3名：

高齢者が自立した生活を維持するための非侵襲的評

価指標の検討，H27〜H29，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
濵耕子，杉山隆，松原圭一，濱田雄行： 産前産後の骨盤矯正機能付き筋力サポートアンダーウェ
アの開発評価，H28〜H29，学術研究助成基金助成金挑戦的萌芽研究
林一美，山﨑智可：

地域包括ケアシステムにおける診療所看護のプライマリケアに関する質指

標の開発，H28-30，学術研究助成基金助成金挑戦的萌芽研究
牧野智恵，長谷川昇：

外来化学療法における患者への暴露防止対策に関する研究，H28-H30，

学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
松本智里：

女性人工股関節全置換術患者の歩容の自己評価と心理社会的側面の相互の影響，

H27〜H29，学術研究助成基金助成金若手研究（B)
丸岡直子，林一美，武山雅志，石川倫子，林静子、田村幸恵、田淵知世、吉田千文、樋口キエ子：
外来ｰ病棟一元化による看護師の患者・家族包括的在宅移行支援力育成プログラムの開発，平
成26-29年度，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
米田昌代： 周産期の死を経験した母親・家族を社会全体で支えるシステムの実現可能性の検討，
H26〜H28(H29まで延長中)
2.

，学術研究助成基金助成金挑戦的萌芽研究

他の研究機関に本学教員が分担者として参加しているもの

野口美和子，大湾明美，石垣和子，春山早苗，他2名：

島しょ看護学の学習指導書作成に関す
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る研究，H27-H29，学術研究助成基金助成金基盤研究（C）
伊藤隆子，吉田千文，石垣和子，辻村真由子，他3名：

在宅療養の場における倫理的ビリーフ

の解明とケアマネジメント能力育成プログラム開発，H28-H30，学術研究助成基金助成金基盤
研究（C）
辻村真由子，石垣和子：

訪問看護師による一人暮らし高齢者の家族支援指針の開発，H28-H30，

学術研究助成基金助成金基盤研究（C）
阿川啓子，金子紀子，石垣和子：

地域で暮らす子どもの母親支援；先天性心疾患を持つ子ども

への看護連携の構築，H29-31，学術研究助成基金助成金基盤研究（C）
大湾明美，野口美和子，石垣和子，田場由紀，山口初代，佐久川政吉，砂川ゆかり：

地域の生

活文化を基盤にした高齢者ケアの創出のプロセス評価，H29-31，学術研究助成基金助成金基盤
研究（C）
橋本智江，川島和代，平松知子：

介護老人福祉施設における援助者の負担軽減に向けた入浴ケ

ア体制の開発，H29〜31，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
河野由美子，桜井志保美，小泉由美：

介護職の虐待予防を目指したストレス緩和を目的とする

ストレッチ方法の開発，H29〜H31，学術研究助成基金助成金基盤研究（C)
望月美也子，長谷川昇，吉村篤：

脂溶性ビタミンと運動に着目したアンドロゲン低下に伴う肥

満とうつ状態の改善，H28〜H30，学術研究助成基金助成金挑戦的萌芽研究

6.7.2

学内研究助成費

 本学専任教員が行う「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を発展させることを
目的とする。
石川倫子，竹村美和，西原寿代，嶋田由美子，中川かつ枝，丸岡直子：

感染管理認定看護師の

活動と支援ニーズ
市丸徹：

重点課題「少子高齢化に伴う問題」生殖機能の中枢制御機構の解明に関する研究

大木秀一，彦聖美：

重点課題「少子高齢化に伴う課題」多胎育児当事者のニーズに基づく「母

子健康手帳の多胎家庭用副読本」の開発と評価
垣花渉，徳本真理，荒井初代，斉藤陽子：

重点課題「少子高齢化に伴う課題」フレイルの予防

を目指した「歩くライフスタイル」の短期的効果
加藤穣：

環太平洋地域の4カ国を対象とした医療における良心的拒否の文献調査

小林宏光：

砂浜歩行時の姿勢および体幹加速度の解析

清水暢子，梅村朋弘，松永昌宏，望月美也子，長谷川昇，加藤真弓，山田恭子，中村こと美，廣
瀬美香，Hunsa Sethabouppha，Decha Tamdee：

重点課題「少子高齢化に伴う問題」認知症者

の少ないタイ北部に学ぶ認知症予防対策〜脳血流量と生活習慣の関係を基に〜
曽根志穂，武山雅志，金谷雅代，林静子，石垣和子：

地域住民の健康管理における防災対策に

関する研究
多久和典子，石丸和宏，安藝翔，吉岡和晃：
の役割

―S1P2受容体を介する増悪のメカニズムの解明―

田村幸恵，木森佳子，多久和典子：
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抗がん剤による臓器傷害におけるマクロファージ

重点課題「退院してからの在宅ケアに関する課題」看護師

が行うポケットエコーを使用した心不全評価方法の構築
西村真実子，*前川弓枝，金谷雅代，米田昌代，曽山小織，千原裕香，坂本洋子： 重点課題「少
子高齢化に伴う課題」早期産褥期の母親を対象とした「安心ママのための子育てプログラム」
の効果
子吉知恵美：

重点課題「少子高齢化に伴う課題」ルーラルエリアにおける地域特性や保護者の

受容状況に応じた保健師による発達障害児への支援
長谷川昇，清水暢子，福本泰明，岩田美智子，望月美也子：

糖尿病患者の重症化と認知機能低

下予防に関する検討―ビタミンD濃度とカルシウム摂取量を指標として―
林静子，寺井梨恵子，田村幸恵，田淵知世，丸岡直子，神宮英夫，*油田遥花，*馬籐里奈：

車

椅子移送速度の違いによる高齢者の眼球運動と不安の関係
牧野智恵，長谷川昇，*籔下佳子，我妻孝則，村上真由美，高地弥里，浦嶋ひとみ，山瀬勝巳，
内村恵里子，久保博子，高野智早：

重点課題「がん看護に関する課題」化学療法を受ける乳

がん患者・家族への曝露防止支援の検討〜曝露防止対策実施前後の排泄物調査から〜（その2）
山﨑智可，林一美，桜井志保美：

産業看護職によるメンタルヘルス不調休職者の家族への支援

に関する研究

6.7.3

その他助成金等

1．本学教員が研究代表者のもの
浅見洋：

自分らしい人生の旅立ち・看取りを考える集い，H29〜H30，公益財団法人

在宅助成

勇美記念財団・市民の集い開催への助成
垣花渉，北山幸枝，石川倫子，澤田忠幸，小椋賢治： 「主体的に学ぶ力」を育てる授業法の開発，
H29〜30 ，石川県立看護大学と石川県立大学との共同研究助成
垣花渉，*梅村遙，*木村将太，*藤崎真美，他5名：

老人クラブに入ると健康になれるプロジェ

クト〜健康カフェによる高齢者の社会参加の促進〜，H29，平成29年度地域課題研究ゼミナー
ル支援事業
川島和代，石垣和子，渡辺達也，*市野由香，*羽左間成美：

配食事業者によるICT技術を活用し

た在宅高齢者のリアルタイム見守りシステム構築に関する実証試験，H28-29，平成28年度いし
かわ次世代産業創造ファンド事業助成事業
清水暢子，山﨑智可，石田元彦，長井誠，浅野圭吾，竹中誠，吉畳太朗，円山卓治：
農福連携（石川ラム）畜産型事業の開発と評価

H29年度

石川県公立大学法人

石川県型

石川県立看

護大学と石川県立大学との共同研究助成
武山雅志，曽根志穂，金谷雅代，林静子，石垣和子：

石川県における女性防災士の活動の現状

と課題，H29，平成29年度いしかわ女性基金調査研究
西村真実子，千原裕香： 高校生のための「親子交流授業のプログラム」の効果に関連する要因，
H29，公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団受託研究
長谷川昇，西本荘吾：

椿茶の骨粗鬆症予防に関する研究，H29，石川県公立大学法人，石川県

立看護大学と石川県立大学との共同研究助成
林一美，石川倫子，塚田久恵，大江真吾，松本智里：

大学院プライマリケア看護カリキュラム
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構築のための基礎研究，H28，9，学長裁量研究費
2．他の研究機関に本学教員が分担者として参加しているもの
該当なし
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