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１. 小西恵美子編集. 看護倫理：よい看護, よい看護師への道しるべ. 改訂第２版. 南江堂, 2014年12月30日発行.

１. 小西恵美子, 菊地透, 麻原きよみ：保健師と看護学生に放射線を教える・学ぶ 保健師ジャーナル, 71, 1, 78 82 2015
２. 今村圭子, 立石憲彦：在宅における介護者の介護負担感に影響を及ぼす将来不安, 県立長崎大学紀要, 12, 55 69, 2014
３. 松成裕子, 金丸由美子, 浦田秀子, 新川哲子：長崎原爆投下時における看護師の看護活動についての聞き取り調査, 日本災
害看護学会誌, 16, 2, 46−55, 2014
４. 松川京子, 土橋由美子, 松成裕子, 小西恵美子：地域・公衆衛生領域における放射線看護−国内文献の検討−, 日本放射線
看護学会誌, 2, 1, 44−49, 2014

１. 豐田智子, 八代利香：退院調整・支援看護師の意思決定の拠り所. 日本看護倫理学会第７回年次大会, 名古屋市, 2014 5 24
25
２. 持留里奈, 八代利香：医師が臨床現場で経験する倫理的ジレンマ. 日本看護倫理学会第７回年次大会, 名古屋市, 2014 5 24
25
３. 小西恵美子, 山下早苗：看護師の優しさと倫理的責務. 日本看護倫理学会第７回年次大会, 名古屋市, 2014 5 24 25
４. 松本衣未, 堀裕子, 松成裕子：看護師における放射線教育の現状と課題‐福島第一原子力発電所事故前後の比較検討―. 日
本放射線看護学会第３回学術集会, 大阪市, 2014 9 5 6
５. 松川京子, 中馬育子, 土橋由美子, 吉田浩二, 松成裕子：当施設における粒子線治療看護研修開催への取り組み. 日本放射
線看護学会第３回学術集会, 大阪市, 2014 9 5 6
６. 堀裕子, 松本衣未, 松成裕子：核医学検査における看護師の静脈注射実践の現状と課題‐ＰＥＴ・ＲＩ検査に関連した文献
の静脈注射実践基準毎の検討‐. 日本放射線看護学会第３回学術集会, 大阪市, 2014 9 5 6
７. 土橋仁美, 松成裕子：放射線に関する看護基礎教育が看護業務に及ぼす影響. 日本放射線看護学会第３回学術集会, 大阪市,
2014 9 5 6
８. 武田沙江加, 松成裕子：看護学生の放射線に対する知識・イメージの比較. 日本放射線看護学会第３回学術集会, 大阪市,
2014 9 5 6
９. 中俣直美：喀痰吸引研修事業第３号研修(特定者対象)の指導看護師技術評価の実施, ―技術評価から見えてきた今後の課題―.
第２回日本難病ネットワーク学会学術集会, 鹿児島市, 2014 11 15

１. 八代利香：チーム医療における看護の果たすべき役割と倫理. 日本看護倫理学会誌, 6, 1 81 82 2014
２. 今村圭子, 浦田秀子：ナーシングプロセス

１. 中俣直美：鹿児島県臨床指導者研修会

胃潰瘍

看護編,

, 35, 4, 33 47, 2014.

講義 ｢実習指導の原理Ⅰ Ⅱ｣, 鹿児島県看護協会, 2014. 1 7 1 8 1 20

２. 中俣直美：喀痰吸引・経管栄養の実習, 家族以外の介護者のための喀痰吸引等講習会, 全10回, 日本

協会鹿児島県支

部, 鹿児島市, 2014 1 26, 2 23, 7 6, 8 31, 10 26, 7 13 (薩摩川内市), 8 17 (奄美市), 9 7 (西之表市), 11 2 (霧島市),
12 14 (鹿屋市)
３. 中俣直美：看護研究の進め方・まとめ方 (グループ指導) 全11回, 鹿児島市医師会病院看護部研修, 鹿児島市,
2014 1 28〜12 16
４. 八代利香：看護実践における倫理. 公益社団法人沖縄県看護協会

―

―
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市, 2014 1 31
５. 八代利香：倫理的配慮. 公益社団法人鹿児島県看護協会

平成25年度実習指導者講習会, 鹿児島市, 2014 2 5

６. 中俣直美：講義 ｢医学の基礎知識｣, 平成26年度福祉用具専門相談員養成研修, 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会主催,
鹿児島市, 2014 6 28
７. 山口さおり：喀痰吸引・経管栄養の実習, 特定認証交付のための喀痰吸引等講習会, 日本

協会鹿児島県支部, 鹿児島

市, 2014 6 29
８. 八代利香：看護実践における倫理. 公益社団法人沖縄県看護協会

平成26年度認定看護管理者ファーストレベル研修, 那覇

市, 2014 7 18
９. 中俣直美：看護研究(統計), 鹿児島市医師会病院看護部研修, 鹿児島市, 2014 7 29
10. 八代利香：研究計画書の書き方と研究における倫理. 看護研究の基礎及びデータ解析入門, 平成26年度鹿児島大学医学部保
健学科公開講座, 鹿児島市, 2014 7 26
11. 八代利香：倫理教育について−現代の若者にどう教育していくか−. 鹿児島県看護教育協議会

研修会, 鹿児島市,

2014 8 20
12. 八代利香：看護実践における倫理. 公益社団法人鹿児島県看護協会 平成26年度認定看護管理者ファーストレベル教育課程,
鹿児島市, 2014 8 27 28
13. 中俣直美：喀痰吸引概説, 特別支援学校における特定認証交付のための喀痰吸引等

講習会, 鹿児島県教育庁義務教育課特

別支援教育, 鹿児島市, 2014 8 26
14. 中俣直美：喀痰吸引・経管栄養の実習, 特別支援学校における特定認証交付のための喀痰吸引等講習会, 鹿児島県教育庁義
務教育課特別支援教育, 鹿児島市, 2014 8 27
15. 中俣直美：

療養者の現況, 公開講座 ｢在宅

(筋萎縮性側索硬化症) 療養者の支援｣ 鹿児島市, 2014 8 30

16. 中俣直美, 山口さおり, 今村圭子, 楠元裕佳, 田中久美子, 出口明美, 有川理恵, 西村広宣, 上野かおり, 井龍祐美子：在
宅人工呼吸器装着患者のケアに必要な看護技術, 公開講座 ｢在宅

(筋萎縮性側索硬化症) 療養者の支援｣, 鹿児島市,

2014 8 30
17. 八代利香：看護倫理について. 鹿児島県立北薩病院

看護研修会, 伊佐市, 2014 9 24

18. 松成裕子：看護ケアの質的評価の仕方−評価指標の作り方−. 平成26年度鹿児島県看護師長研修会, 鹿児島市, 2014 10 5
19 今村圭子, 楠元裕佳, 山口さおり：喀痰吸引・経管栄養の実習, 特定認証交付のための喀痰吸引等講習会, 日本

協会

鹿児島県支部, 鹿児島市, 2014 10 19
20. 中俣直美：看護研究の基礎, 鹿児島市医師会病院看護部研修, 鹿児島市, 2014 10 28
21. 八代利香：看護倫理. 公益社団法人鹿児島県看護協会
22. 八代利香：看護倫理. 鹿児島市立病院

平成26年度研修会, 鹿児島市, 2014 11 8

平成26年度看護科看護師長・副看護師長研修, 鹿児島市, 2014 11 19

23. 八代利香：看護論Ⅱ. 公益社団法人鹿児島県看護協会

平成26年度実習指導者講習会, 鹿児島市, 2014 12 9, 12

学会座長
１. 中俣直美：第２回日本難病医療ネットワーク学会, シンポジウム, 若手スタッフが語る！難病支援チームを育成するには何
が大切か, 鹿児島市, 2014 11 15

１. 木佐貫彰 大石充 竹中俊宏

病 心エコーハンドブック 心筋・心膜疾患 (竹中克 戸出浩之 編) 2014 94 99

１. 日下部明彦 平野和恵 池永恵子 齊藤直裕 櫁柑富貴子 沖田将人 稲盛正彦 白土明美 森田達也：地域の多職種で作る
｢死亡診断時の医師の立ち居振る舞いについてのマニュアル 癌と化学療法 2014 41 42 44
２. 丹羽さよ子 田口朋子 松田史代 榊間春利 森本典夫：地域在住高齢者の視機能と関連要因の検討 鹿児島大学医学雑誌
2014 65(2 3) 37 47
３. 久松美佐子, 前田則子： 学園女子中学高校生の自己体型認識が及ぼす影響の検討 鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀要

―

―
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2014 18：50 55
４. 前田則子, 久松美佐子： 学園女子短大生および大学生の自己体型認識が及ぼす影響. 鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀
2014 18：50 55
５. 西元勝視, 堤由美子：精神科看護師の隔離室使用患者に対する開錠判断プロセス, 日本看護学会論文集精神看護, 2014 44：
70 73

１. 清水佐智子, 緩和ケア場面のロールプレイにおける看護学生の学び, 第28回日本がん看護学会学術集会, 2014年２月 (新潟)
２. 清水佐智子, 看護学生の終末期患者へ向かう態度は３か月後も継続するか

を用いた３か月後の評価,

日本看護学教育学会第24回学術集会, 2014年8月 (千葉)
３. 堀添善尚,

州亜, 毛利翔悟, 徳重明央, 植屋奈美, 茶圓秀人, 水上尚子, 湯浅敏典, 宮田昌明, 木佐貫彰, 大石充,

心臓原発滑膜肉腫と思われた右房内腫瘍の一例, 第25回日本心エコー図学会学術集会, 2014年4月 (金沢)
４. 湯ノ上真吾, 木佐貫彰, 内匠拓朗, 片岡哲郎, 水上尚子, 堀添善尚, 茶圓秀人, 植屋奈美,
大石充, 左房

州亜, 湯浅敏典, 皆越眞一,

を用いた左房圧の推定, 第62回日本心臓病学会学術集会, 2014年9月 (仙台)

５. 横山弥生, 木佐貫彰, 川野範子, 垣花泰之, 井本浩, 心臓・大血管手術後の心房細動の発症因子の検討, 第62回日本心臓病
学会学術集会, 2014年9月 (仙台)
６. 湯淺敏典, 植屋奈美, 茶圓秀人, 堀添善尚, 窪薗琢郎,
る

州亜, 水上尚子, 木佐貫彰, 宮田昌明, 大石充, 心不全におけ

の有用性, 第62回日本心臓病学会学術集会ビジュアルワークショップ 心エコー図の

新しい動向, 2014年9月 (仙台)
７. 堀添善尚, 湯浅敏, 茶圓秀人, 植屋奈美, 水上尚子,

州亜, 宮田昌明, 木佐貫彰, 大石充, 左室壁の性状変化を経時的

に観察し得た心サルコイドーシスの一例, 第24回日本超音波医学会九州地方会学術集会, 2014年9月 (福岡)
８.
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, 2014年8月 (
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)

９. 平野和恵, 齊藤直裕, 大竹都, 千葉恵子, 櫁柑富貴子, 坂本岳志, 日下部明彦, 訪問看護師からみた在宅における医療用麻
薬の持続注射の管理上の課題, 第19回日本緩和医療学会, 2014年6月 (兵庫)
10

日隈利香, 日隈正守, 職員間ハラスメント問題に関する看護職の認識 ハラスメント防止研修後のアンケート調査結果から
見えてきたもの, 第45回日本看護学会 精神看護, 2014年10月 松本市)

11

日隈利香, 職員間ハラスメントが医療・福祉機関に勤務する看護師に及ぼす影響, 日本社会福祉学会第62回秋季大会, 2014
年11月 (東京都)

12

久松美佐子, 前田則子, 荒井春生, 植田麻実, 精神科病棟でがんを併発した統合失調症患者の看取り(第１報)看護師の戸惑
いに影響する要因の探究, 第38回死の臨床研究会, 2014年11月 (大分)

13

前田則子, 久松美佐子, 植田麻実, 荒井春生, 精神科病棟でがんを併発した統合失調症患者の看取り(第２報)緩和ケアを促
進する要因の探究, 第38回死の臨床研究会, 2014年11月 (大分)

14

荒井春生, 久松美佐子, 精神科病院における看取りの臨床的意義. 企画セミナー, 第21回日本精神科看護学術集会専門Ⅰ,
2014年9月 (鹿児島)

15

江口恵子, 堤由美子, 谷川智子, 宮園きよ子, 中重敬子, 上別府昌子, 新人看護職員研修における実地指導者の基本的課題
とその達成度調査票の開発, 第18回日本看護管理学会学術集会, 2014年8月 (愛媛)

１. 木佐貫彰：心

病の心エコー図所見. 日本超音波医学会第13回九州地方会講習会教育講演循環器分野, 福岡市,

2014 9 21
２. 丹羽さよ子：看護研究のすすめ方. 公益社団法人いちょうの樹

横山病院看護部研修会, 鹿児島市, 2014 6 19

３. 丹羽さよ子：看護研究 社団法人鹿児島共済会南風病院看護部研修, 鹿児島市, 2014 8 27 9 3
４. 丹羽さよ子：リハビリテーションを目指すケアとは. 鹿児島大学医学部保健学科公開講座リハビリテーションを目指すケア−
最期までその人らしさを支える−, 2014 9 27
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５. 丹羽さよ子：老いとは何か―老年期のこころとからだ―. 介護に関するセミナー, 鹿児島大学男女共同参画推進センター,
2014 10 28
６. 丹羽さよ子： ｢教育課程 (老年看護)｣ 平成26年度実習指導者講習会. 鹿児島県看護協会, 鹿児島市, 2015 1 13
７. 丹羽さよ子：看護研究を深めよう看護実践を. 鹿児島県保健看護研究学会, 鹿児島市, 2015 1 23
８. 丹羽さよ子：脳卒中リハビリテーション看護概論. 脳卒中リハビリテーション看護研修会, 鹿児島県看護協会, 鹿児島市,
2015 2 12
９. 丹羽さよ子：看護研究指導. 社団法人鹿児島共済会南風病院看護部, 鹿児島市, 毎月１回
10. 丹羽さよ子：看護研究発表会講評. 鹿児島県リハビリテーション看護研究会, 鹿児島市, 2015 1 10
11. 堤由美子：がん患者の心の軌跡 研究成果を臨床に活かすためにⅦ, 鹿児島がん看護研究会, 鹿児島市, 2014 1 25
12. 堤由美子：メンタルヘルスマネジメント, 鹿児島県新人看護職員研修実地指導者研修会, 鹿児島市, 2014 1 18 ＆ 2 7
13. 堤由美子：管理者としてのスタッフのストレスマネジメント, 日本精神科看護技術協会鹿児島県支部研修会, 鹿児島市,
2014 4 26
14. 堤由美子：効果的な新人指導のためのストレスマネジメント, 国立病院機構鹿児島医療センター看護部研修会, 鹿児島市,
2014 5 23
15. 堤由美子：看護研究の基礎Ⅰ―研究の進め方と研究方法, 鹿児島県看護協会スペシャリストの準備教育のための研修会 鹿
児島市, 2014 6 7
16. 堤由美子：看護研究の基礎Ⅱ―推測統計の基礎 鹿児島県看護協会スペシャリストの準備教育のための研修会. 鹿児島市
2014 7 5
17. 堤由美子：ストレスマネジメントのできる看護師の育成, 鹿児島県新人職員卒後研修教育担当者研修, 鹿児島市, 2014 7 17
18. 堤由美子：看護研究の基礎Ⅲ―倫理的配慮の仕方と研究の発表の仕方, 鹿児島県看護協会スペシャリストの準備教育のため
の研修会. 鹿児島市. 2014 7 26
19. 堤由美子：危機的状態の患者・家族の看護, 慈愛会今村病院・分院・谷山病院看護部研修会, 2014 8 2
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者の臨床経過. 第6回
13.

小児リウマチ研究会. 福岡市2014 5 31
.

30

2014 5 31 6 5
14.

.

30

2014 6 1 5
15. 永迫博信 久保田 知洋 武井 修治 河野 嘉文 尿中インターロイキン6(

6)を用いたループス腎炎の評価. 第49回日本

小児腎臓病学会. 秋田市2014 6 5 7
16. 石走知子, 若松美貴代, 有倉巳幸, 田中裕子, 松浦賢長, 竹林桂子. 保護者の子宮がん健診・子宮頸がん予防のワクチン接
種についての情報提供に関する調査. 第33回日本思春期学会総会・学術集会

つくば市 2014 8 30 31

17. 石走知子, 若松美貴代, 有倉巳幸, 田中裕子, 松浦賢長, 竹林桂子：大学生女子の子宮がん検診・子宮頸がん予防のワクチ
ン接種についての情報提供に関する調査. 第33回日本思春期学会総会・学術集会

つくば市2014 8 30 31

18. 石走知子, 若松美貴代, 有倉巳幸, 田中裕子, 松浦賢長, 竹林桂子. 大学生男子の子宮がん検診・子宮頸がん予防のワクチ
ン接種についてのパートナーへの推奨に関する調査 第33回日本思春期学会総会・学術集会

つくば市 2014 8 30 31

19 今井春菜, 林猪都子, 猪俣理恵, 植田みゆき, 吉留厚子. 女子看護大学生における子宮頸がん検診受診行動に関する要因の
検討. 第55回日本母性衛生学会学術総会. 幕張

2014 9 13 14

20 谷口光代, 下敷領須美子：Ａ島の島外母体搬送の現状, 第55回日本母性衛生学会, 千葉市, 2014 9 14
21 中川権史 西小森 隆太 井澤 和司 河合 朋樹 八角 高裕 河合 利尚 梅林 宏明 武井 修治 小林 法元 小原 收
平家 俊男
22 武井修治, 久保田知洋.
23 久保田知洋, 山遠

第42回日本臨床免疫学会

東京都

2014 9 25 27

の病因―自然免疫と自己免疫の接点. 第24回日本小児リウマチ学会. 仙台市2014 10 3 5

剛, 野中由希子, 赤池治美, 嶽崎智子, 今中啓之, 武井修治. 多関節型

における生物学的製剤の継

続性予測因子に関する検討. 第24回日本小児リウマチ学会. 仙台市2014 10 3 5
24 野中由希子, 赤池治美, 久保田知洋, 山遠

剛, 嶽崎智子, 根路銘安仁, 今中啓之, 武井修治. 生物学的製剤により

者の低身長は改善する(第２報). 第24回日本小児リウマチ学会. 仙台市2014 10 3 5

―

―
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剛, 長倉智和, 脇口宏之, 久保田知洋, 山崎雄一, 野中由希子, 赤池治美, 根路銘安仁, 嶽崎智子, 今中啓之, 鉾之

原昌, 武井修治, 河野嘉文. 第24回日本小児リウマチ学会. 仙台市2014 10 3 5
26
30
2014 10
27

2014 11 16
28

28

3

1
2014 11 17
29
6
2014 11 18

１. 山下早苗：小児がんの子どもへの病名病状説明 (親の体験談, 子どもの体験談, 小児科医の考え方, 説明の様子)
小児がんの子どもへの病名病状説明に対して親が抱く不確かさへの看護介入, 制作会社

.

, 2014 3

２. 武井修治, 久保田知洋, 山遠剛, 山崎雄一, 野中由希子. 自己炎症疾患と自己免疫疾患の連続性に関する研究 小児
児血中の

患

と疾患活動性との関連. 自己炎症疾患とその類縁疾患に対する新規診療基盤の確立. 平成25年度総

括・分担研究報告書175 180 2014 3
３. 武井修治. 子どものリウマチ−若年性特発性関節炎. 健康教室 763(6) 84 86 2014 6
４. 吉留厚子. 鹿児島大学大学院保健学研究科 (博士前期課程) での助産師養成. 鹿児島市医報53(8)：18 20, 2014 7
５. 武井修治. 家族性地中海熱. 健43(6) 10 12 2014 9

１. 下敷領須美子：健やかな妊娠・出産のための思春期保健からの取組み, Ｈ25年度

名瀬保健所健やかな妊娠・出産のための

関係者連絡会, 奄美会館, 25名, 奄美市, 2014 1 10
２. 吉留厚子. 看護研究指導. 鹿児島県立大島病院. 奄美市, 2014 1 18
３. 武井修治. 小児膠原病の現在とこれから. 全国膠原病友の会−小児膠原病部会. 京都キャンパスプラザ. 京都市2014 1 26
４. 下敷領須美子：互いに尊重し合うパートナーシップ, 鹿児島市デートＤＶ講演会, 志學館大学, 鹿児島市, 2014 2 3
５. 吉留厚子. 平成25年度潜在助産師再就業支援セミナー. 近年の母子保健施策・法律. 鹿児島県看護協会. 鹿児島市,
2014 2 4
６. 下敷領須美子：下敷領須美子：大切な人と出会い豊かな人生を送るために, 平成25年度西之表市思春期健康教育, 種子島高
等学校, 150名, 西之表市, 2014 2 6
７. 井上尚美. 生命の誕生. 鹿児島市立西陵小学校性教育推進講演会. 鹿児島市, 2014 1 29
8 下敷領須美子：対等で楽しいデートのための準備講座―すてきな人生を送るために―, 鹿児島市デートＤＶ講演会, 鹿児島
市立郡山中学校, 鹿児島市, 2014 2 21
9 井上尚美.

こころ

と

いのち

を育む大人への道. 伊佐市大口南中学校性教育講演会. 伊佐市, 2014 2 26

9 井上尚美. 心と心で育まれる性教育. 伊佐市大口南中学校保護者向け性教育講話. 伊佐市, 2014 2 26
10 下敷領須美子：いのちを育む性について考えよう, 総合的な学習 ｢いのちの学習｣, 波野中学校, 55名, 肝付町, 2014 2 27
11 下敷領須美子：性暴力の正しい理解と支援, 平成25年度自殺対策事業に伴うスタッフ学習会, 鹿屋市保健相談センター, 50
名, 鹿屋市, 2014 2 27
12 武井修治. 小児の関節炎. 若年性特発性関節炎の鑑別と治療. 三愛クリニック勉強会. 鹿児島市2014 2 28
13 高田久美子. 妊娠期における最新のエビデンス, 緊急時の対応, 潜在助産師再就職支援セミナー, 鹿児島県看護協会, 鹿児
島市, 2014 3 1
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14. 若松美貴代. 地域に繋げる支援, 産後うつ・虐待. 平成25年度潜在助産師再就職支援セミナー. 鹿児島県看護協会. 鹿児島
市, 2014 3 １
15. 下敷領須美子：ＤＶの理解と被害者支援について, 霧島市ＤＶ被害者支援担当者研修, 国分公民館３階大研修室, 25名, 霧
島市, 2014 327
16. 下敷領須美子：ＤＶの本質と被害者の相談対応, 鹿児島県配偶者暴力相談支援センター等の新任相談員研修, かごしま県民
交流センター大研修室, 20名, 2014 4 24
17. 武井修治. 子どもの病気と事故. 育児サポーター研修会. サンエール鹿児島. 鹿児島市2014 5 27
18. 山下早苗：｢小児看護と家族支援｣. 鹿児島県看護協会主催研修会, 鹿児島県看護協会, 鹿児島市, 2014 5 31
19. 山下早苗：子どもの病気と予防

−感染症と食物アレルギー−. めぐみ保育園, 鹿児島市, 2014 6 3

20. 吉留厚子. 看護研究指導. 鹿児島県立大島病院. 奄美市, 2014 6 14
21. 吉留厚子. 看護部看護教育

看護研究研修. 公益社団法人昭和会

今給黎総合病院, 鹿児島市, 2014 6 24

22. 吉留厚子. 公開講座 看護研究の基礎および統計解析入門. 看護研究の基礎とプレゼンテーション. 鹿児島大学医学部保健
学科. 鹿児島市, 2014 6 26
23. 井上尚美. 潜在助産師再就職支援セミナー報告. 公益社団法人鹿児島県看護協会主催鹿児島県のお産を守ろう第2弾. 鹿児
島市, 2014 6 28
24. 山下早苗：子どもの保健. 平成26年度保育士試験準備講習会, 鹿児島市, 2014 6 29
25. 下敷領須美子：楽しいデートのための準備講座―対等で互いを尊重するパートナーシップ―, 鹿屋市男女共同参画推進研修
会, 鹿屋市立大姶良中学校, 鹿屋市, 2014 7 6
26. 武井修治. 小児膠原病の臨床.

鹿児島市2014 7 11

27. 井上尚美. こころのつながりを育む

いのち

今の自分が大切！. 肝付町立内之浦中観校生に関する指導講演会. 肝付町,

2014 7 14
27. 下敷領須美子：思いがけない妊娠について事例検討, 平成26年度女性の健康相談従事者研修会, かごしま県民交流センター,
大研修室, 100名, 鹿児島市, 2014 7 18
28. 中尾優子：看護研究における統計処理, 聖フランシスコ病院, 長崎市, 2014 8 5
29. 吉留厚子. 平成26年度認定看護管理者ファーストレベル教育課程. 看護管理概説, 鹿児島県看護協会. 鹿児島市, 2014 8 19
30. 山下早苗：実習指導案の活用と倫理カンファレンスの実際について. 鹿児島大学医学部歯学部附属病院看護部研修, 鹿児島
市, 2014 8 21
31. 吉留厚子. 平成26年度認定看護管理者ファーストレベル教育課程. レポートの書き方. 鹿児島県看護協会. 鹿児島市,
2014 9 3
32. 吉留厚子. 公開講座. 中堅助産師のためのステップアップ研修. リーダーシップ, 看護管理の基本. 鹿児島大学医学部保健
学科. 鹿児島市, 2014 9 9
33. 中尾優子：母乳育児に関して (基礎編) 中堅助産師のためのステップアップ研修, 鹿児島市, 2014 9 9
34. 吉留厚子. 公開講座. 中堅助産師のためのステップアップ研修. 助産外来・院内助産. 鹿児島大学医学部保健学科. 鹿児島
市, 2014 9 10
35. 若松美貴代. 妊娠・分娩・産褥期にあるハイリスク女性の心理. 中堅助産師のためのステップアップ講座. 平成26年鹿児島
大学医学部保健学科公開講座. 2014 9 10
36. 吉留厚子. 公開講座, 中堅助産師のためのステップアップ研修. 倫理的意思決定のプロセスの参画, 鹿児島大学医学部保健
学科. 鹿児島市, 2014 9 25
37. 下敷領須美子・ピアカウンセラー：互いを尊重し合うパートナーシップーデートＤＶの被害者・加害者にならないためにー,
霧島市教育委員会人権セミナー

ピアエデュケーションケーション１年生：生命の大切さについて知ろう, ２年生：デート

ＤＶってなに？３年生：望まない妊娠を防ごう, 霧島高等学校, 360人, 霧島市, 2014 9 25
38. 吉留厚子. 新人助産師合同研修. 母乳栄養の基礎, 鹿児島県看護協会. 鹿児島市, 2014 9 27
39. 下敷領須美子：男女交際のあり方・情報社会と性について, 平成26年度

学校への男女共同参画お届けセミナ―, 鹿児島県

立加世田常潤高等学校, 300人, 南さつま市, 2014 9 30
40. 吉留厚子. 助産師研修会. 助産に関する法律と記録, 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター. 那覇市, 2014 10 5
41. 井上尚美. 性教育を考えるとき〜助産師としての立場から〜. 平成26年度大崎町養護教諭部会研修会. 鹿児島市, 2014 10 8
42. 下敷領須美子：もし, 妊娠したら…―身体とこころをしっかり守って自分の人生をたいせつに―, 種子島中学校, ３年生,

―
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西表市, 2014 10 17
43. 下敷領須美子：付き合うってどういうこと？中学生らしいつきあい方とは？

種子島中学校, ２年生, 西表市, 2014 10 17

44. 吉留厚子. 新人助産師合同研修. 助産倫理, 鹿児島県看護協会. 鹿児島市, 2014 10 18
45. 井上尚美. 大学模擬授業 ｢看護・医療｣ 分娩機転

赤ちゃんはまわりながら生まれてくる. 鹿児島県立国分高等学校出前授

業, 2014 10 18
46. 山下早苗：子どもの最善の利益を守るために. 日本医療保育学会 (九州・沖縄ブロック), 鹿児島市, 2014 10 19
47. 中尾優子：仕事と更年期, プラス介護・・・その時あなたは？, 鹿児島大学男女共同参画推進センター介護セミナー, 鹿児
島市, 2014 10 21
48. 井上尚美. エイズを通して命を考える. 鹿児島市立吉野中学校保健教室・性教育, 鹿児島市, 2014 10 28
49. 吉留厚子. 出前授業. 鹿児島県立南高等学校. 鹿児島市, 2014 11 11
50. 下敷領須美子：互いに尊重し合うパートナーシップ, 県立高山高等学校, 肝属町, 2014 11 11
51. 吉留厚子. 平成26年度潜在助産師再就業支援セミナー. 近年の母子保健施策・法律. 鹿児島県看護協会. 鹿児島市,
2014 11 12
53. 下敷領須美子：平成26年度男女共同参画セミナー地域リーダー養成編,

男女

の多様性を考える, サンエール, 鹿児島市,

2014 11 12
54. 井上尚美. デート

予防について. 鹿屋市男女共同参画推進室主催 ｢性に関する講演会｣. 鹿屋市, 2014 11 12

55. 高田久美子. 妊娠期における最新のエビデンス, 緊急時の対応, 潜在助産師再就職支援セミナー, 鹿児島県看護協会, 鹿児
島市, 2014 11 12
56. 下敷領須美子：対等で豊かなパートナシップを育もう, 霧島教育委員会人権セミナー, 国分中央高等学校, 霧島市,
2014 11 17
57. 下敷領須美子：子育てとジェンダー,
58. 武井修治. 関節型

がじゅまるの家主催ママピア講演会, 徳之島中央公民館, 2014 11 22

(若年性特発性関節炎) の診断と治療. 第22回日本整形外科学会リウマチ研修会. 京王プラザホテル.

東京都2014 11 24
59. 下敷領須美子：鹿児島県配偶者からの暴力対策研修会アドバイザー派遣事業,

の理解を深める, 和泊町, 2014 11 25

60. 下敷領須美子：鹿児島県配偶者からの暴力対策研修会アドバイザー派遣事業,

の理解を深める, 知名町, 2014 11 25

61. 武井修治. 小児慢性特定疾病. 県医師会館. 鹿児島市2014 11 26
62. 下敷領須美子：

1母子感染予防, 鹿児島県

1対策講習会, 医師会館, 鹿児島市, 2014 11 26

63. 山口京子, 山下早苗：実践報告を投稿して実践の知を広めよう！

―臨床での実践知を ｢実践報告｣ として論文にまとめ

投稿する意義とその執筆過程―. 日本小児がん看護学会学術検討委員会主催, 第12回日本小児がん看護学会学術集会

学術

交流セミナー, 岡山市, 2014 11 29
64. 井上尚美. ｢いのちの誕生｣ 自分と人のいのちについて考える. 鹿児島市立皇徳寺中学校性に関する指導. 鹿児島市,
2014 12 2
65. 若松美貴代. 男女のつきあいについて考えてみよう. エイズ予防啓発事業. 鹿屋市鹿屋東中学校. 鹿屋市, 2014 12 2
66. 武井修治. 子どもの不慮の事故―現状と予防. 平成26年度母子保健推進研修会. 知覧文化会館. 南九州市2014 12 4
67. 井上尚美. 性と生について考えよう！鹿児島市立谷山北中学校性教育推進事業. 鹿児島市, 2014 12 10
68. 山下早苗：小児慢性特定疾患をもち子どもの成長と親の関わり方. 鹿児島市保健所, 鹿児島市, 2014 12 11
69. 山下早苗：小児慢性特定疾患をもち子どもの成長と親の関わり方. 名瀬保健所, 奄美市, 2014 12 12
70. 山下早苗：小児看護の専門性 (倫理)

−小児看護におけるアセスメントと家族支援−. 名瀬保健所, 奄美市, 2014 12 12

71. 吉留厚子. 研究指導. 今給黎病院. 鹿児島市, 2014 12 13
72. 下敷領須美子：互いを尊重しあうパートナーシップ, 鹿児島県立中央高等学校, 鹿児島市, 2014 12 17
73. 吉留厚子. 助産師教育. 臨床指導者講習会. 鹿児島県看護協会. 鹿児島市, 2014 12 19

１. 下敷領須美子：

ホット かごしま ｢セーフコミュニティの平成27年度認証取得をめざして｣ デート

予防講演紹介,

2014 3 16
２. 下敷領須美子：南日本リビング新聞社

リビング新聞

｢こうあるべきに縛られず子育てを楽しんでほしい｣

8月23日号, 2014 8 23
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３. 下敷領須美子, ピアカウンセラー：高校生のためのピアサポーター養成講座, 鹿児島県男女共同参画センター主催, 平成26
年度若者による暴力未然防止の活動支援事業, 鹿児島県民交流センター中研修室, 鹿児島市, 2014 12 14
４. かごしま県民交流センター ｢若者のためのピアカウンセリング事業｣ の共催. 相談窓口顧問：下敷領須美子

１. 第19章
米

頚椎の疾患

上位頚椎・頚髄損傷

和徳

今日の整形外科治療指針, 第７版, 医学書院 (印刷中)
２

第19章
米

頚椎の疾患

中下位頚椎・頚髄損傷

和徳

今日の整形外科治療指針, 第７版, 医学書院 (印刷中)
３

樋口逸郎
欠損症 筋プリン代謝異常症
代謝性ミオパチー
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診断と治療社

編集：杉江秀夫, 福田冬季子, 西野一三, 古賀靖敏

１

特発性側弯症手術における胸椎後弯の獲得と呼吸機能の改善について
山元拓哉, 永吉隆作, 河村一郎, 井尻幸成, 田邊

史,

松昌彦, 富永博之, 米

和徳, 小宮節郎

5(3) 250 2014
２

(

)と

富永博之, 田邊

史,

の関与 うつ状態の場合術後成績が悪いのか？

松昌彦, 永吉隆作, 山元拓哉, 米

和徳, 小宮節郎

5(3) 471 2014
３

22 (2014) 287 293
４

キアリⅠ型奇形と脊髄空洞症をともなう側彎症の検討
音羽

学, 富永博之,

松昌彦, 田邊

史, 永吉隆作, 山元拓哉, 井尻幸成, 米

和徳, 小宮節郎

整形外科と災害外科 63(3) 494 497 2014
５

感染性脊椎炎に対する経皮的椎弓根スクリューを用いた後方前方手術の治療経験
田邊

史, 井尻幸成, 山元拓哉, 永吉隆作,

松昌彦, 富永博之, 伊集院俊郎, 富村奈津子, 齋藤嘉信, 米

整形外科と災害外科 63(4) 749 752 2014
６

脊柱変形手術における経頭蓋電気刺激筋誘発電位の消失例の検討
山元拓哉, 永吉隆作, 田邊

史,

松昌彦, 富永博之, 佐久間大輔, 米

和徳, 小宮節郎

日本生体電気・物理刺激研究会誌28 77 2014
７

医療従事者に対するロコモティブシンドロームの認知度調査‐当院で実施したアンケート調査より‐
中辻

晋太郎, 松永

俊二, 米

和徳

運動器リハビリテーション25(2) 155 2014
８

慢性圧迫性脊髄症におけるオートファジーの関与
田邉

史, 瀬戸口啓夫, 米

日本整形外科学会誌88(8)

和徳, 小宮節郎
1400 2014

９. 急性期脊髄損傷後の

投与によるアポトーシス抑制機序

甲斐 千尋, 松田 史代, 米 和徳
日本整形外科学会誌88(8)

1712 2014
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19. 丹羽さよ子, 田口朋子, 松田史代, 榊間春利, 森本典夫： 地域在住高齢者の視機能と関連要因の検討 鹿児島大学医学雑誌
2014 65 (2 3) 37 47
20.
2014 2014 861268

１. 脊柱変形手術における経頭蓋電気刺激誘発電位の消失例の検討
山元拓哉, 永吉隆作, 田邊

史,

松昌彦, 富永博之, 佐久間大輔, 米

和徳, 小宮節郎

第41回日本生体電気・物理刺激研究会, 平成26年4月5日, 横浜
２. 特発性側弯症手術における胸椎後弯の獲得と呼吸機能の改善について
山元拓哉, 永吉隆作, 河村一郎, 井尻幸成, 田邊

史,

松昌彦, 富永博之, 米

和徳, 小宮節郎

第43回日本脊椎脊髄病学会, 平成26年4月17〜19日, 京都
３.

(

)と

永吉隆作, 山元拓哉, 米

の関与 うつ状態の場合術後成績が悪いのか？ 富永博之, 田邊

史,

和徳, 小宮節郎

第43回日本脊椎脊髄病学会, 平成26年4月17〜19日, 京都
４. 感染性脊椎炎に対する経皮的挿入椎弓根スクリューを用いた後方前方手術成績の検討
田邊

史, 山元拓哉, 永吉隆作,

松昌彦, 富永博之, 武富栄二, 川内義久, 富村奈津子, 米

第81回西日本脊椎研究会, 平成26年6月6日, 岡山
５. 側弯症手術における筋誘発電位消失例の検討
佐久間大輔, 山元拓哉, 永吉隆作, 田邊

史,

松昌彦, 富永博之, 米

第127回西日本整形・災害外科学会, 平成26年6月7〜8日, 福岡
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６. 医療従事者に対するロコモティブシンドロームの認知度調査
中辻

晋太郎, 松永

俊二, 米

和徳

第26回日本運動器学会, 平成26年7月5日, 浜松
７. 慢性圧迫性脊髄症におけるオートファジーの関与
田邉

史, 瀬戸口啓夫, 米

和徳, 小宮節郎

第29回日本整形外科学会基礎学術集会, 平成26年10月9〜10日, 鹿児島
８. 急性期脊髄損傷後の

投与によるアポトーシス抑制機序

甲斐 千尋, 松田 史代, 米 和徳
第29回日本整形外科学会基礎学術集会, 平成26年10月9〜10日, 鹿児島
９.
(
(

)
7)

13

2014

10. 樋口逸郎, 橋口昭大, 袁 軍輝, 稲森由恵, 白石匡史, 高嶋 博
小児期発症の難知性

の長期経過と原因究明に関する研究

希少難治性筋疾患に関する調査研究班

分科会 2014年1月 東京

11. 岡本裕嗣, 野妻智嗣, 袁 軍輝, 吉村明子, 橋口昭大, 渡邊 修, 樋口逸郎, 高嶋 博
の病態解明と治療法の確立 第55回日本神経学会学術大会 2014年5月 福岡
12. 神里尚美, 仲地 耕, 袁 軍輝, 橋口昭大, 高嶋 博, 樋口逸郎
ミトコンドリア異常症を伴う近位筋優位遺伝性運動感覚ニューロパチー(

) 家系 日本神経学会九州地方会

2014年

6月 宮崎
13. 原田雄大１), 池田聡１), 大渡昭彦, 上川百合恵１), 根路銘周子１), 山下真紀１), 吉田輝１), 白橋いずみ１) (1) 鹿児島大学大学
院医歯学総合研究科先進治療科学専攻運動機能修復学講座機能再建医学) ：光感受性色素を用いた霊長類脳梗塞片麻痺モデ
ルの作成とその行動観察研究, 第551回日本リハビリテーション医学会学術集会, 名古屋, 2014 6 6
14. 池田聡１), 上川百合恵１), 原田雄大１), 吉田輝１), 大渡昭彦 (1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻運動
機能修復学講座機能再建医学)：筋力増強の分子生物学的検討と脳梗塞モデルを用いた機能回復の検討 (シンポジウム), 第
51回日本リハビリテーション医学会学術集会, 名古屋, 2014 6 5
15. 上野友愛, 木山良二, 大渡昭彦, 前田哲男 方向転換時の足部の運動学的分析と性差による影響 第49回日本理学療法学術
大会 2014年 5月 (神奈川)
16. 徳永健, 木山良二, 大渡昭彦, 前田哲男 歩行時の足角の変化が外側ウェッジの効果に及ぼす影響 第49回日本理学療法学
術大会 2014年 5月 (神奈川)
17. 栫博則, 木山良二, 川上広高, 廣津匡隆, 瀬戸口啓夫, 石堂康弘, 藤井康成, 小宮節郎, 腱板断裂患者の肩関節動作解析,
第127回西日本整形・災害外科学会学術集会, 2014年 6月 (福岡)
18. 和田隆, 小野恵, 外西正博, 有川順子, 新保直樹, 木山良二, 吉元洋一, 虚弱高齢者における屋内転倒者, 屋外転倒者の活
動性・身体機能の違いによる転倒原因の調査, 九州理学療法士作業療法士合同学会2014, 2014年11月 (佐賀)
19. 村添真菜, 木山良二, 大渡昭彦, 前田哲男, ランジ動作時の足位の違いにおける下肢アライメントへの影響, 九州理学療法
士作業療法士合同学会2014, 2014年11月 (佐賀)
20. トレーニングの有無がトレッドミル運動による線条体と海馬のモノアミン細胞外濃度変化に与える影響
大渡昭彦, 吉田輝, 池田聡, 原田雄大, 大重匡, 木山良二, 前田哲男
第49回日本理学療法士学術大会

神奈川県横浜市

平成26年5月31日

21. 加速度センサを用いた脳卒中片麻痺者の歩行回復過程の評価
貴嶋芳文, 木山良二, 大重匡, 前田哲男, 湯地忠彦, 東祐二, 藤元登四郎, 関根正樹, 田村俊世
第49回日本理学療法士学術大会

神奈川県横浜市

平成26年6月1日

22. 部分浴 (温浴と冷浴) の温熱効果とウォーミングアップ効果について
大重匡, 村上光史朗, 東直人, 柏原加奈
九州理学療法士・作業療法士合同学会 2014

佐賀県佐賀市

平成26年11月23日
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24. 松田史代, 榊間春利, 米和徳 トレッドミル運動介入が老化促進マウスの心筋に与える影響について 第49回日本理学療法
学術大会 2014 5 30 6 1 横浜
25. 上村明子, 榊間春利, 赤崎昭朗, 砂原伸彦, 人工股関節全置換術施行患者における歩行能力に影響を及ぼす因子の検討
第49回日本理学療法学術大会 2014 5 30 6 1 横浜市
26. 中尾周平, 榊間春利, 池田聡

から理学療法を介入した重症熱性血小板減少症候群

(

) ウイルス感染症の一症例 第49回日本理学療法学術大会 2014 5 30 6 1

横浜市
27. 長谷場純仁 池田聡 榊間春利 当院における小児心臓血管外科術後のリハビリテーションの現状について 第20回日本心臓
リハビリテーション学会 2014 7 京都
28.
2014 9 11 13
29. 川井田豊, 信太圭一, 坂元絵菜, 中西美佳, 福留清博：

検査時における緊張の緩和方法 真正ラベンダーを用いた試

み . 第42回日本放射線技術学会秋季学術大会, 札幌, 2014
30. 川井田豊, 竹田譲, 丸尾美由紀, 駿河景子, 川口夏実, 小野詩織, 福留清博：
マンモグラフィ検査時の圧迫に伴う痛み緩和方法の検討. 第42回日本放射線技術学会秋季学術大会, 札幌, 2014
31. 谷山翔, 福留清博, 上嶋明, 西智洋, 川井田豊, 秦 一貴, 川路勇太：

片脚立位の自動計測化の試み. 第一回日本支援工

学理学療法学会学術集会, 東京, 2014

１. 大渡昭彦, 池田 聡, 吉田 輝, 川平和美 脳損傷後の学習能力や運動機能改善と神経栄養因子や神経伝達物質の変化に関す
る研究 平成23 25年度科学省科学研究補助金基盤研究 (Ｃ) 研究成果報告書 2014 6

１. ロコモティブシンドロームと運動器不安定症
米

和徳

平成25年度鹿児島県整形外科医会

運動器リハビリテーションセラピスト資格継続研修会, 平成26年1月19日, 鹿児島

２. 労働者の腰痛について
米

和徳

平成25年度労災診療研修会, 平成26年2月20日, 鹿児島
３. 筋ジストロフィー研修会講演
樋口

逸郎

最近の筋ジストロフィー研究について

ウールリッヒ型先天性筋ジストロフィーを中心に2014年7月

４. 内部障害に対する理学療法の進め方の基本 (沖縄)
大重

匡

日本理学療法士協会研修部主催理学療法士講習会, 沖縄県那覇市, 平成26年3月2日
５. 高齢者の介護法
大重

匡

市民公開講座 ｢脳卒中の介護方法｣, 鹿児島市, 平成26年8月30日
６. 内部障害に対する理学療法の進め方の基本 (鹿児島)
大重

匡

日本理学療法士協会研修部主催理学療法士講習会, 鹿児島市, 平成26年9月7日
７. 身体力学から見たトランスファー
大重

匡

市民公開講座 ｢リハビリテーション看護

最後までその人らしく

鹿児島市, 平成26年8月30日
８. 内部障害に対する理学療法の進め方の基本 (福岡)
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匡

日本理学療法士協会研修部主催理学療法士講習会, 福岡県福岡市, 平成26年10月26日
９. 内部障害に対する理学療法の進め方の基本 (東京)
大重

匡

日本理学療法士協会研修部主催理学療法士講習会, 東京都大田区, 平成26年11月9日
10. 大渡昭彦：新人教育 ｢職業倫理｣, 鹿児島県理学療法士会主催, 鹿児島市, 平成26年７月６日
10. 大渡昭彦：健康管理講演会, 九州農政局鹿児島地域センター主催, 鹿児島市, 平成26年２月７日
11. 大渡昭彦：

スクール講演 (肩こりについて), イオンモール鹿児島主催, 鹿児島市, 平成26年９月16日

12. 前田哲男 大渡昭彦 木山良二 理学療法士・作業療法士のためのやさしい生体力学 平成25年度鹿児島大学医学部保健学
科理学療法学専攻公開講座 鹿児島市 平成26年６月14日 平成26年６月28日
13. 木山良二：転倒骨折予防教室 鹿児島市中央保健センター主催, 鹿児島市, 平成25年９月11日
14. 木山良二：新人教育プログラム 統計学 鹿児島県理学療法士協会主催 鹿児島市 平成26年10月26日
15. 吉元洋一：教育セミナー ｢理学療法教育の連携〜現状から変革へ〜｣, 第49回日本理学療法学術大会, 神奈川県, 平成26年
６月１日
16. 吉元洋一：シンポジウム ｢理学療法学教育の高度化を目指して｣, 第８回全国理学療法学教育学会大会, 神戸市, 平成26年
10月18日
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鹿児島産業保健総合支援センター 鹿児島市

2014 12 18
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鹿児島市 2014 12 16
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研究会, 鹿児島市, 2014 12 16
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誠：障害者を取り巻く環境はどのように変わったか−過去30年間を振り返る−. 平成26年度

法人かれん鹿児島
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誠：日常生活の制限−６要因モデルを用いた利用者理解とアプローチ. 平成26年度かごしまデイケア連絡協議会第２
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