
研究業績（タイトル）
著作数 論⽂数 学会等発表数 その他

こども教育 ⻄川幸利

・「⼥⼦短期⼤学⽣における
英語語彙学習⽅略の使⽤に関

する研究」
・「奈良県へき地・⼩規模学
校における国際理解教育に関

する研究ーその現状と課
題ー」

・「奈良県のへき地・⼩規模
校と⼤規模における中学⽣英
語語彙学習⽅略の使⽤に関す

る⽐較研究」
・「より良き柔道指導を⽬指
してー初⼼者の技術向上につ

いてー」
・「⼦どもの体⼒に関する⼀

考察」

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

奈良県天理市体育振興委員
奈良県柔道連盟評議員

体育学⼠ 本学専攻⻑

こども教育 中浦守浩

⽇本発達障害学会第５2回研
究⼤会

「保護者による「気になる」
⼦どもの保護者⽀援」共同研

究発表
⽇本発達障害学会第５3回研

究⼤会
「⽣徒の問題⾏動に対する教
員とスクールカウンセラーの
協働」共同研究ポスター発表

奈良県⾼等学校⽣徒指導部会
の教員を対象とした研修会

で、「東⽇本⼤震災被災地⽀
援」ボランティア活動の引率
教員として講師を務めた。

学⼠（農学） 本学主任

こども教育 安⽥勇喜

２
「Ｎ中学2年⽣の体⼒・運動
能⼒と運動習慣等の現状」
「Ｎ中学2年⽣の体⼒・運動
能⼒および運動習慣等の要因

分析に関する研究」

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

学⼠(体育学）

こども教育 浅野浩⼦

5
「⽣徒指導とスクールカウン
セリングの協働に関する研究

動向と課題」
「⽣徒の問題⾏動に対するス
クールカウンセリングの効果
的な利⽤プロセスのモデル

化」
「幼稚園・保育園における気
になる⼦どもの⾏動への対

応」
「中学⾼校における気になる

⽣徒の保護者対応」
「療育教室における家族会の
現状と機能−アンケート調査

からの検討―」

3
「中学⾼校における気になる

⽣徒の保護者対応」
「保育者による気になる⼦ど

もの保護者⽀援」
「⽣徒の問題⾏動に対する教
員とスクールカウンセラーの
協働−学級担任が感じる⼼理
的負担感の変化の分析から

−」

⻄⼤和学園中等部・⾼等学校
スクールカウンセラー

斑鳩町都市計画審議会委員
斑鳩町政治倫理審査会委員

奈良県保育協議会主催「平成
30年度近畿ブロック保育研究

集会」分科会助⾔者
奈良県児童館・効果後児童ク

ラブ等職員研修会講師

修⼠（⼈間科学）

こども教育 川野圭⼦

3
「豊かな感性から思考⼒の芽

⽣えの育ちへ
〜『考える』ことで育つ

『⼼』の豊かさ」
「⾃然環境教育を通して「豊
かな感性」「思考⼒の芽⽣

え」を育む
〜「幼児期の終わりまでに
育ってはしい姿」の検証」
「教育の質プロジェクト」

学⼠（⽂学）

こども教育 城⼾和⼦

1
社会科教育法 新単元「⾃然
災害から⼈々のくらしを守

る」⼩学4年の教材開発

学⼠（教育学）

こども教育 ⻄川友理

    18
※①［基礎と課題から学ぶ
新時代の社会福祉］［コンパ
ス 保育者論］［社会的養
護］ ［保育・幼児教育・こ
ども家庭福祉辞典］・他

    ４
※②［保育⼠・幼稚園教諭養
成校では⽂章表現系の科⽬で
何を教えているのか］［保育
者養成校の専⾨性を活かした
地域貢献の試み：場⾯緘黙児
へのワークショップ］・他

     ７
※②［保育者の専⾨性と「対
話」についての考察〜対話的
な場の試みについて 中間ま
とめ〜］［保育者養成におけ
る社会性の育成について〜
「保育者基礎⼒」の視点から
〜］・他

対⼈援助学マガジン「福祉系
対⼈援助職養成の現場から」
連載

熊取町地域福祉計画・地域福
祉⾏動計画 策定委員
福祉職員キャリアパス対応⽣
涯研修講師
⼦育て⽀援員研修講師
教員免許状更新講習講師
⽀援の当事者研究会 主催
・他

修⼠（応⽤社会学）

こども教育 福仲 昌代

奈良県教育委員会「⼈権を⼤
切にする保育指導資料集第6

集」
「出会い・ふれあい・育ち合
い〜⼩学校児童とのふれあい
を通して幼児の社会性や豊か

な⼈間性を育む」

「運動能⼒測定値から⾒える
課題解決に向けた園環境の改
善と遊びの環境設定、教員の

援助について」
「協同性・道徳性、規範意識
の芽⽣え・⾔葉での伝え合い
を育てるための教員の援助に

ついて」
「⽣活や遊びの中で、⼦ども
が学ぶことを考える〜⽣活や
遊びを丁寧に⾒つめる〜」共

同研究
「⼈と関わる⼒を育てるため
の取組と援助について」共同

研究
「⾷べる意欲を向上させるた
めの取組と教員の援助につい

て」共同研究他

奈良県国公⽴幼稚園こども園
⻑会理事

奈良県幼児教育研究会幹事
北葛城郡幼稚園・こども園教

育研究会
王寺町⻘少年指導委員

王寺町⼦ども⼦育て会議委員
王寺町就学指導委員会委員

王寺町⼈権教育推進協議会講
師団講師

⼤阪キリスト教短期⼤学就職
ガイダンス講師

（「幼稚園教諭の仕事につい
て」）

準学⼠（教育学）

学位 備考所属等 ⽒名 社会的活動の有無



研究業績（タイトル）
著作数 論⽂数 学会等発表数 その他

学位 備考所属等 ⽒名 社会的活動の有無

こども教育 吉原千景
「Hakuho Piano Piece

 Selection」
（教材⽤楽譜の編集)

学⼠（⾳楽）
修⼠（⾳楽）

看護学 中⼭智⼦
１

［医療と看護］

１
［基礎看護教育における解剖
⽣理学の統合学習への取り組

み］

・アメリカユタ州⼤学「⽇本
の看護の歴史と看護教育」

・⼤和郡⼭病院「看護スタッ
フへの看護教育研修」

・⻄⼤和保育園「保護者対
象、こどもの夏の健康対策」
・ウエルケアー悠「医療従事
者対象、⼈間・健康・環境・

看護とは」
・介護⽼⼈保健施設「⼀樹、

⽣涯健康にいきるとは」
・秋津鴻池病院「看護スタッ
フ対象、ナイチンゲール理論

を実践に」
・平成記念病院「看護を研究

するとは」

メディカ出版（看護師国家試
験模擬試験問題作問）

王寺町挨拶プラスワン運動
奈良県⽴五條⾼校模擬授業

「⽣命兆候とはなに」
準学⼠（看護学）

看護学 諸喜⽥美恵

２
「基礎看護学教育における解
剖⽣理学の統合学習への取り

組み」
「A短期⼤学臨地実習の徒弟
制に基づく分析ー学⽣の評価
による実習指導者と教員の連

携ー」

⾼⽥⾼校フィジカルサポート
奈良育英⾼校（看護師の仕事

について）
秋津鴻池病院現任教育研修
（看護基礎教育の現状）

市⽴奈良病院現任教育研修
（看護研究・ケースレポート

指導）

修⼠（教育学）
本学専攻⻑

本学専攻科⻑

看護学 對間裕⼦

1
[「⼦どもの⾷と栄養」にお

ける学⽣の⾷⾏動と⾷⽣活に
関する研究]

こども教育専攻・地域保健専
攻「保健だより集」作成

こども教育専攻「離乳⾷レシ
ピ集」作成

⼤阪ライフサポート協会
PUSH認定インストラクター
（⼼肺蘇⽣法・AED講習会，

⼤阪マラソンAED隊）
思春期保健相談⼠（相談活

動）

学⼠（学術） 本学主任

看護学 横道直美 学⼠（教育学） 本学主任

看護学 和⽥千津⼦

 7
〔看護配置基準の変更がもた
らす看護師の需給バランスへ

の影響〜5対1看護の導⼊
〜〕・他

6
〔制度変更に伴う病棟看護師
数の推計：64時間夜勤導⼊に

関する⼀考察〕・他

介護サービス事業所における
医療職のあり⽅に関する調査

研究事業 調査協⼒

学⼠（看護学）
修⼠(医科学）

本学主任

看護学 ⾦⼦理恵
1

「⼩児看護学概論における教
育⽅法の⼀考察」

1
NICUにおける光環境

スマートスタディによる効果
とそれを活⽤した新⽣児ケア
の知識･技術の習得について

新⽣児蘇⽣法NCPRインスト
ラクター

看護学 末安雪乃
1

「看護教育で求められる専⾨
基礎科⽬の薬理学の⼀考察」

⼤阪府⽴懐⾵舘⾼校 模擬授
業

「⼈間のからだ、健康のサイ
ンを知ろう」

看護学 鈴⽊重⼦   学⼠（看護学）

看護学 炭野実千

五條⾼校模擬授業
「⾼齢者の看護」

⼤阪市⽴扇町総合等⾼校模擬
授業

 「⾼齢者の看護」

 看護学  岡部美⾹

2
単著

「相互教育を⾏う施設実習プ
ログラムの作成と展開」
掲載誌：介護リーダー

巻・号：10巻1号
掲載⾴：pp.138-147

単著
「態度能⼒の向上を重視した
教育の実践と介護職員の職務

に対する意識改⾰」
掲載誌：介護リーダー

巻・号：10巻6号
掲載⾴：pp.36-43

2
看護基礎教育における接遇教

育の教授法の探究
Investigation on a teaching
method of treatment and
caring education for basic

nursing education.
学位論⽂

⼤阪教育⼤学⼤学院教育学専
攻科実践学校教育専攻(78⾴)

看護基礎教育における接遇教
育の意義

Significance on a Teaching
Method of Treatment and

Caring
Education for Basic Nursing

Education.
共著

掲載誌：⼤阪教育⼤学初等教
育部⾨実践学校教育研究（紀

要）
巻：第23巻

掲載⾴：pp.25-32

7
①「当法⼈看護職員の⾝体拘

束に関する認識調査」

②「効果的な実習指導の検
討」

③「⽼健職員の役割と施設ケ
アの再構築−胃瘻造設者から
の学び−」第54回全⽇本病院

学会

④「実りある介護実習指導の
検討−施設介護実習指導案を
作成して−」第15回全国⽼⼈

保健施設⾹川⼤会

⑤「当施設における介護職員
の現場における満⾜度調査」

⑥「当施設における介護職員
の現場における満⾜度調査

Vol.2」

⑦当院における看護職員の倫
理綱領についての認識調査

5
①⼤阪府介護⽀援専⾨員 基

礎研修講師

②基礎介護職員研修 接遇講
師

（公益社団法⼈⼤阪介護⽼⼈
保健施設協会）

③⽇総研セミナー
「看護と介護の連携」講師

④介護職員初任者研修講師
（株式会社テクノプロバイ

ダー）

⑤⼀般社団法⼈教育訓練研修
協会

介護・福祉職向けビジネスマ
ナー研修 講師

修⼠(教育学)
国⽴⼤学法⼈

⼤阪教育⼤学⼤学院



研究業績（タイトル）
著作数 論⽂数 学会等発表数 その他

学位 備考所属等 ⽒名 社会的活動の有無

リハビリテーション学 ⾼橋秀⾏

３
[臨床実習における臨床的ス

キルの⾒学に関するアンケー
ト調査]

[2つの国家試験取得を⽬指す
学⽣の希望職種VASと職業未

決定尺度について]
[⼊学前後における主体的な

学習習慣の変化]

２
[臨床実習における臨床的ス

キルの学びに関するアンケー
ト調査〜⾒学と模倣の段階付

けに着⽬して〜]
[⼊学前後における

主体的な学習習慣の
変化]

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

ならコープ健康⼤学
修⼠（医科学）

本学専攻⻑

本学専攻科⻑

リハビリテーション学 阿曽絵⺒

4
理学療法⼠養成課程3年間の
学習動機づけの特徴と指導⽅

針の検討
−学習動機2要因モデルの枠

組みから−
H29．4 原著（共著）

基礎医学科⽬成績と学習動機
づけや学習環境との関係

H30.3 短報 共著

理学療法⼠学⽣⽤に作成した
学習動機調査⽤紙の妥当性の
検討−学習動機の2要因モデ

ルを基に−
H30.3 原著（筆頭論⽂）

他

1
基礎医学科⽬成績と学習動機

づけや学習環境との関係
（全国リハビリテーション学
校協会 第30回教育研究⼤
会・教員研修会 H29．8）

奈良マラソンフィジカルサ
ポート

奈良コープ健康⼤学サポート

リハビリテーション学 上野隆司
「シンプル理学療法シリーズ
運動器障害理学療法学テキス

ト(改訂第2版)」

「クールダウン⽅法の違いに
よる投球後の肩回旋（内外
旋）可動域の経時的変化」

「理学療法臨床実習での学習
動機づけ変化と実習成績や学

業成績との関係」
「中等度と最⼤強度を⽐較し
た効果的なストレッチングの

伸⻑強度について」

「⼊学前後における主体的な
学習習慣の変化」

「ストレッチング時の伸張強
度について」

「臨床実習における臨床的ス
キルの学びに関するアンケー

ト調査
〜⾒学と模倣の段階付けに着

⽬して〜」

・奈良マラソンフィジカルサ
ポート

・奈良コープ⼤学

・健康教室の開催

修⼠（保健学）

リハビリテーション学 川嵜拓

4
［Rhythmic movement and

rhythmic auditory cues
enhance anticipatory

postural adjustment of gait
initiation.］［Cortical
contribution to motor

process before and after
movement onset.］

[Supplementary motor area
contributes to carrying

previous movement
information over to current

movement.]・他

3
[⾮標的運動と標的運動にお

ける直前課題追従効果］
［previous trial effectに関与
する⽪質領野］[運動実⾏プ
ロセスに関する⽪質領野]

修⼠（保健学）

リハビリテーション学 藤本昌央

7
［医療系国家資格保持者の

キャリア選択における⾃⼰効
⼒尺度と職業未決定度の関

係］
［医療系国家資格保持者の

キャリア選択と⾃⼰効⼒尺度
の関係］

［2つの国家資格取得を⽬指
す学⽣の希望職種VASと職業

未決定尺度について］

2
［筋疲労時の不快情動におけ
る左右側頭前部領域は⼀次運
動野と機能的同期を増加させ

る］

奈良マラソンフィジカルサ
ポート、ならコープ健康⼤学

修⼠（健康科学）

リハビリテーション学 ⽑利陽介

8
「ルーブリックを⽤いた評価
基準の作成と活⽤」−評価学
での実技技能の確実な定着を

⽬指した取り組み―
他

14
「評価実習における評価ツー
ルとしてのルーブリックの開

発」
他

・奈良県作業療法⼠会理事
（事務局⻑）

・奈良県作業療法⼠会の講師
として講義

・ならコープ健康⼤学協⼒

学⼠（⽂学）
本学専攻⻑

本学専攻科⻑

リハビリテーション学 出⽥めぐみ
理学療法⼠PT作業療法⼠OT
のための治療⼼理学 創元社

「ルーブリックを⽤いた評価
基準の作成と活⽤」−評価学
での実技技能の確実な定着を
⽬指した取り組み―（査読付

き）

［評価実習を経験した学⽣の
社会的交流技能の変化］ 国家試験模試の作問

王寺町健康教室
サポート

修⼠（臨床福祉学）

リハビリテーション学 祐野修
9

「要⽀援⾼齢者の転倒⾃⼰効
⼒感に影響を与える要因」

10
「要⽀援⾼齢者の転倒⾃⼰効
⼒感に与える要因の検討−⾼
齢者の「したいこと」との関

係ー」

作業療法国家試験模試作成
⽇本作業療法⼠協会主催 ⽣

涯教育プログラム 講師
修⼠（臨床福祉学）

リハビリテーション学 ⿎美紀
7

[実習施設分野による社会的
交流技能の変化]他

ならコープ健康⼤学 王寺町
介護予防

修⼠（臨床福祉学）



研究業績（タイトル）
著作数 論⽂数 学会等発表数 その他

学位 備考所属等 ⽒名 社会的活動の有無

リハビリテーション学 福永寿紀

2
「キャンプ活動における作業

療法の意義-「牧場暮らし
キャンプ」に参加した⼀事例

を通して」
「⾃閉症スペクトラム障害を
持つ児の新しい作業の獲得と
その般化についての研究」

4
「キャンプ活動における作業
療法の意義-牧場暮らしキャ

ンプに参加した⼀事例を通し
て-」

「⾃閉症スペクトラムを持つ
児に対する有効な作業指導法

に関する研究」
「⾃閉症スペクトラム障害を
持つ児に対する作業指導−
OTRと学⽣の違いについて

−」
「⾃閉症スペクトラムを持つ
児への有効な作業指導⽅法の
検討作業療法⼠の⽴場から熟
練者と⾮熟練者の指導の共通

点と違い」

学⼠（作業療法学）

リハビリテーション学 頼⽥和恵

9
作業療法⼠国家試験対策にお
けるS̶P表利⽤の有⽤性の

検討

1
「したい作業」へのアプロー
チが⽣活の⾃信回復につな

がった事例

ならコープ健康⼤学 専⾨⼠

リハビリテーション学 ⽯⽥雅也

2
嚥下障害を呈し気管切開術を
⾏った患者に対する徒⼿的⾷
道⼊⼝部開⼤訓練の有効性

中途失聴者に対する⾔語聴覚
⼠のリハビリテーション−

「⾒えない障害」
 として聴覚障害をとらえる

−

1
全国リハビリテーション学校

協会
第31回教育研究⼤会（2018

年8⽉）

奈良県⾔語聴覚⼠協会
 理事

学⼠（経営学）

リハビリテーション学 ⼩嶌⿇⽊

５
①［ Assessment of
physical activity and

cognitive function and their
potential correlation in

convalescent patients of
cerebrovascular
disease］・他

４
①［ Assessment of
physical activity and

cognitive function and their
potential correlation in

convalescent patients of
cerebrovascular
disease］・他

共同研究・競争的資⾦等の研
究課題［ ⼤和証券ヘルスケ
ア財団 平成29年度調査研究

助成］・他

奈良脳外傷友の会あすかサ
ポート

博⼠
（スポーツ健康科学）

リハビリテーション学 ⽥中多賀⼦

４
①標準⾔語聴覚障害学［聴覚
障害学 改定第Ⅲ版]共著,医学

書院2021年発⾏
②[⼼理福祉学実践２]共著,いろ
えんぴつコミュニティズ出版

部,2013年.発⾏・他

５
①［⽇本の⼩児⼈⼯内⽿受容
史：導⼊前,導⼊初期の聴覚

障害教育領域・周辺の状況と
成⼈期に⼊った当事者の受け
とめ状況] ⽴命館⼤学⼤学院
先端総合学術研究科博⼠論

⽂.2020年
②[⼈⼯内⽿の健康保険適⽤

に影響を与えた当事者活動−
1980年代から1994年までの
⽇本の状況] ⽇本医療福祉

学会2015年
③[⽇本における⼈⼯内⽿

（治療）の導⼊が聴覚障害教
育に与えた影響]⽴命館⼤学
⼤学院紀要第10巻[コアエ

シックス]2014年
④[⽇本の聴覚障害教育にお

ける⼈⼯内⽿の受け⽌め⽅の
変遷]⽣活書院『⽣存学』

2013年・他

７
①⽴命館⼤学先端総合学術研
究科博⼠課程学位公開公聴会

[⽇本の⼩児⼈⼯内⽿受容
史：導⼊前,導⼊初期の聴覚

障害教育領域・周辺の状況と
成⼈期に⼊った当事者の受け

とめ状況]]2021年
②東北⽂化学園⼤学医療福祉教
育研究会[聴覚障害児療育の現
状と⾔語聴覚⼠に求められる

こと]2019年
③障害学国際セミナー（於：
韓国）[⼈⼯内⽿治療が⽇本

の聴覚障害児教育に与えた影
響と課題]2014年

④⽇本発達障害⽀援システム
学会研究⼤会[知的障害者通
所施設の⽣活場⾯コミュニ
ケーションアセスメント

表]2010年・他

・NPO法⼈いろえんぴつ季
刊誌にリハビリや障害福祉関

連記事寄稿
・社会福祉法⼈⾼津学園職員
対象⾔語発達指導研修会講師

・福井県ろうあ協会主催
「2010年度 ろう教育を考え
る福井のつどい」基調講演講

師
・NPO法⼈いろえんぴつ・
横浜市共催 市⺠啓発 障害福

祉研修講師
・社会福祉法⼈なごみ福祉会
地域療育事業部広報誌にコ

ミュニケーション指導に関す
る記事寄稿

・⼈⼯内⽿友の会[ACITA]会
報に聴覚障害教育関連記事寄

稿

・NPO法⼈いろえんぴつ理
事

・NPO法⼈聴覚障害者⾃⽴
⽣活センターLIC評議員

博⼠（学術）

助産学 楠元葉⼦

4
②「⺟乳分泌量と分娩に関す

る背景・乳頭形態の関連
性」、他

雑誌「かんごきろく」投稿
テーマ「患者さまと共につく

りあげる看護記録ー健康
チェック表の活⽤ー」

学⼠（教養）

・『K-ABCアセスメント研
究』査読3本

・KABC-II 検査実施法
ベーシックQ＆A集

・⽇本K-ABCアセスメント学
会 理事

・⼤阪K-ABC研究会 事務局
⻑

・S.E.N.Sの会奈良⽀部会
役員

・⼀般社団法⼈LITTO-LABO
代表理事

博⼠（⼼理学）リハビリテーション学 盛永政和

2
①『⼼理検査を活⽤したアセ
スメント KABC-IIの特徴と
その活⽤例』LD,ADHD ＆

ASD: 学習障害・注意⽋陥多
動性障害・⾃閉症スペクトラ

ム障害．明治図書出版
②『無アルブミンラットの

ADHD動物モデルとしての可
能性』最新の疾患／動物モデ
ルの作成技術と病態解析、開
発への応⽤．技術情報協会

10
・［⼆次障害を伴うASD児に
対する個⼈及び学校への⽀

援ー流動性推理を活⽤した即
興型SST及び学校へのフィー

ドバックー］
・［脳内5-

hydroxytryptamine含量にお
ける⾮侵襲的マーカーとして

の尿中5-hydroxy
indoleacetic acid排泄量の測

定：5,7-dihydroxy-
tryptamineマイクロインジェ
クション後の脳-尿相関につ

いて］
・［神経発達障害児における
尿中モノアミン代謝産物動態
バランスと多動指標との関

係ーStrengths and
Difficulties

Questionnaire(SDQ)の多動
指標との⽐較ー］・他

16
・31st International

Congress of Psychology
「Imbalance hypothesis of

monoamine nervous system
activity: The relationship

between behavioral
characteristics and urinary

excretion of monoamine
neurotransmitters in

children with
neurodevelopmental

disorders」
・⽇本ADHD学会第6回総会
「ADHD児，ASD児，および
それらの重複診断児の尿中及
び唾液中モノアミン濃度との

相関について」
・⽇本K-ABCアセスメント学
会第20回⼤会「同時処理優位
の児童に対するMIMを⽤い

た拗⾳指導」・他



研究業績（タイトル）
著作数 論⽂数 学会等発表数 その他

学位 備考所属等 ⽒名 社会的活動の有無

助産学 保条⿇紀

「産科病棟における2交代勤
務導⼊」

「MFICUでの帝王切開導⼊
が⺟乳育児にもたらす影響」
「OGCS（⼤阪産婦⼈科相互
援助システム）看護・助産師

会の活動とあゆみ」
「緊急⺟体搬送前後における

妊産婦と夫の調査」
「妊娠末期から産後4か⽉の

睡眠覚醒リズムの変化」
「施設における乳房管理」

⾼槻市⽴⼩・中学校での命の
教育講演

助産学 ⽮野貴美⼦

１
※①⺟性看護学実習における
卒業時の看護技術到達度の実

際

７
※①学⽣に達成感をあたえる
臨地実習指導者と教員の協働

他

４
※①⺟性看護学実習における
グループワークの負担感と学
習効果の検討−モチベーショ
ンを⾼める指導⽅法を考える

−他

学⼠（法学）

地域看護学 畷 素代

４
[地域看護診断の到達度を⾼
める⽅法の検討(5)−地区踏

査における住⺠とのコミュニ
ケーションの振り返りから

−]
[地域看護診断の到達度を⾼
める⽅法の検討(4)−学⽣が

既存資料の分析を経て感じた
地域の疑問点の分類−]

[地域看護診断の到達度を⾼
める⽅法の検討（3）−地区
踏査における情報収集と健康
課題の抽出に焦点をあてて

−]
[地域看護診断の到達度を⾼
める⽅法の検討(2)−地区踏

査記録と地域の強み・弱みの
発表内容との整合性から−]

９
第21回⽇本地域看護学会学術

集会（ポスター発表）
第6回⽇本公衆衛⽣看護学会
学術集会（ポスター発表）

第20回⽇本地域看護学会学術
集会（ポスター発表）

第19回⽇本地域看護学会学術
集会（ポスター発表）

第4回⽇本公衆衛⽣看護学会
学術集会（ポスター発表）

第18回⽇本地域看護学会学術
集会（ポスター発表）

第3回⽇本公衆衛⽣看護学会
学術集会（ポスター発表）

第17回⽇本地域看護学会学術
集会（ポスター発表）

第2回⽇本公衆衛⽣看護学会
学術集会（ポスター発表）

電⼦ジャーナル「保健師教
育」寄稿

第46回⽇本看護学会学術集会
[看護教育]準備委員会委員，
抄録選考委員，シンポジスト

兼座⻑，協⼒員
全国保健師教育機関協議会東
海北陸近畿ブロック理事，北
陸近畿南ブロック理事，広

報・国際委員会委員，推薦委
員会委員⻑  奈良県⼤淀町
健康増進計画策定委員会委員

博⼠（学術）
修⼠（⽂学）

本学専攻科⻑

地域看護学 ⼭森聖⼦

6
「保健師学⽣に対するアサー
ション・トレーニングの効果

に関する研究」
「学⽣の⾃信の程度から考察
した家庭訪問ロールプレイン

グ演習の効果」
「保健師学⽣に対するアサー
ション・トレーニングの効

果」
他

2
「保健師学⽣に対するアサー
ション・トレーニングの効果

（2）」
「保健師学⽣に対するアサー
ション・トレーニングにおけ
るスキル習得についての考

察」

公衆衛⽣看護活動論Ⅱの授業
にて、作成した特定健診デー
タと質問票を⽤い、ロールプ
レイングを取り⼊れた特定保
健指導演習プログラムの開

発。⺟⼦の家庭訪問演習プロ
グラムの開発。健康教育理論
の授業では、学⽣が実施した
健康教育を学⽣同⼠で評価す

る⽅法を考えた。
既存のアサーション・トレー
ニングプログラムを、保健師
学⽣に合わせたプログラムと

して改変し実施
問題作問

平成26年から毎年
ゲートキーパー養成講座実施

修⼠（学術）

地域看護学 坂﨑京⼦

２
①［医療と看護  ⼈の⼼に寄

り添うことの⼤切さ］
②［元気プラン健やか⽩⾺21

⽩⾺村健康増進計画］

１
［保健師という職業イメージ
の不明確さについて〜保健師
の⾝体表彰の変容から考える

〜2015］

４
①⻑野県精神保健センターに
て講師としてアルコール依存

症者への⽀援活動報告
②⻑野県⼤北圏域障害者総合
⽀援センターにて講師として

発達障害児⽀援活動報告
③⽇本公衆衛⽣看護学会「⽰
説 37-1 駐在保健婦の保健活
動から家庭訪問の重要性を読
み取る荒⽊初⼦⽒の活動を通

して 」
④特定⾮営利法⼈⻄⼭⽂庫に
て特定⾮営利活動法⼈樹⼦育

て⽀援事業報告2020

⻑野県健康づくり事業団健康
診査検討委員、⻑野アスペ中
南信親⼦お楽しみ会にてボラ
ンティア活動、⽩⾺村発達障
害児の⺟親の会主催、保育園
および幼稚園・⼩学校・中学
校教員相談⽀援、⽩⾺村学校
保健委員会委員、⻑野県⼤北
圏域障害者総合⽀援検討委

員、特定⾮営利活動法⼈樹ア
ドバイザー

修⼠
（化粧ファッション

学）

地域看護学 秋⼭真由美

4
｢乳幼児健康診査の演習を交

えた講義に関する検討｣
｢インターネット依存の影響

と予防に必要な視点｣
｢保健師学⽣のインターネッ
ト依存度テストに関する⼀考

察｣
｢保健師学⽣のインターネッ
ト依存度テスト結果と振り返

りの学び｣


