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１. 小西恵美子：放射線の安全管理.
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がん放射線療法ケアガイド新訂版, 63 68, 中山書店, 東京, 2013

１.

：
2013 76 197 205

２.

72
2013 28 6 546 542

３. 野戸結花, 冨澤登志子, 井瀧千恵子, 西沢義子, 一戸とも子, 工藤せい子, 木立るり子, 北島麻衣子, 山辺秀彰, 浦田秀子,
松成裕子：がん放射線療法看護認定看護師の活動に関する現状と課題. 日本放射線看護学会誌. 2013. 1(1). 22 29
４. 小西恵美子. 倫理は形ではない：枠組みに囚われない倫理的思考のすすめ. 看護展望. 2013 5 4 13
５. 小西恵美子, 麻原きよみ, 小野若菜子, 倉岡有美子, 田代真理 ケーススタディー：倫理的意思決定の枠組みを使わないア
プローチと対話. 日本看護倫理学会. 2013 5.28 33

１.

：

14
18 2013

２. 豐田智子, 八代利香：退院調整・支援看護師の倫理的役割に関する研究の動向. 日本看護倫理学会第６回年次大会, 鹿児島
市, 2013 6 8 9
３. 松川京子, 土橋由美子, 松成裕子：地域・公衆衛生領域における放射線看護：国内文献検討. 第２回日本放射線看護学会学
術集会, 長崎, 2013 9 14
４. 麻原きよみ, 菊地透, 大森純子, 小西恵美子, 荒木田美香子, 小野若菜子, 小林真朝, 三森寧子, 松成裕子, 川崎千恵：放
射線防護文化の創造−いわき市における保健師を対象とした教育プログラムの実施−. 第2回日本放射線看護学会学術集会,
長崎, 2013 9 14
５. 大森純子, 小西恵美子, 麻原きよみ, 荒木田美香子, 三森寧子, 松成裕子 菊地透, 小林真朝, 小野若菜子, 川崎千恵：チェ
リノブイリ原発事故からの学び−ベラルーシにおける四半世紀の実践と今後の課題−. 第2回日本放射線看護学会学術集会,
長崎, 2013 9 14
６. 麻原きよみ, 菊地透, 大森純子, 小西恵美子, 荒木田美香子, 小野若菜子, 小林真朝, 三森寧子, 松成裕子, 川崎千恵：放
射線防護文化の創造−いわき市における保健師が抱える住民対応の困難感と葛藤−. 第72回日本公衆衛生学会総会, 三重,
2013 10 24
７. 大森純子, 小西恵美子, 麻原きよみ, 荒木田美香子, 三森寧子, 松成裕子 菊地透, 小林真朝, 小野若菜子, 川崎千恵：チェ
リノブイリ原発事故からの学び−ベラルーシの放射線防護に関する専門職教育−. 第72回日本公衆衛生学会総会, 三重,
2013 10 24
８. 丸山育子, 松成裕子, 中山洋子, 工藤真由美, 石井邦子, 石原昌, 大平光子, 大見サキエ, 黒田るみ, 小松万喜子, 田村正
枝, 土居洋子, 戸田肇, 永山くに子, 東サトエ：看護系大学卒業の看護師の看護実践能力を測定する ｢看護実践能力自己評
価尺度 (

)｣ の有用性の検討. 日本看護科学学会第33回年次大会, 大阪, 2013 12 7
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１. 太田勝正, 小西恵美子, 松成裕子：倫理という視点から議論された福島第一原子力発電所事故. 日本看護倫理学会誌, 2013.
22(1)：1 6
２. 麻原きよみ, 小西恵美子, 菊地透, 荒木田美香子, 松成裕子, 大森純子, 小林真朝, 小野若菜子, 三森寧子：平成24年度環
境省原子力災害影響調査等事業

放射線の健康影響に係る研究調査

保健師による実際的な放射線防護文化のモデル開発・

普及と検証：放射線防護専門家との協働によるアクションリサーチ, 報告書, 2013. 3
３.

20

8

957 2013

４. 小西恵美子：看護倫理の視点で議論された日本の原子力災害, 第14回国際看護倫理センター年次大会に参加して, 医学界新
聞

第3044号, 2013

５. 小西恵美子(研究代表者)：災害時下の看護職に対する放射線教育のアクションリサーチ, ファイザーヘルスリサーチ振興財
団国内共同研究平成23 24年度成果報告書, 2013.

１. 中俣直美：鹿児島県臨床指導者研修会

講義 ｢実習指導の原理Ⅰ,Ⅱ｣, 鹿児島県看護協会, 2013. 1 9, 1 15, 1 23

２. 中俣直美, 濱田恭子：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,
2013 1 22〜11 26
３. 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６回, 日本ＡＬＳ協会鹿児島県支
部, 鹿児島市, 2013 2 3, 6 30, 8 31, 9 29, 10 27, 12 22
４. 八代利香：公益財団法人慈愛会第23回キャリアアップセミナー, 看護倫理について〜看護実践の中で出現する倫理的意思決
定支援〜, 鹿児島市, 2013 2 14
５. 八代利香：日本看護倫理学会第６回年次大会

会長講演, チーム医療における看護の果たすべき役割と倫理, 2013 6 8 9

６. 中俣直美：喀痰吸引概説, 健康状態の把握, 経管栄養概説, 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, 全３回, 日本ＡＬＳ協会鹿児島県支部, 2013 6 22 6 23, 9 21 9 22, 12 14 12 15
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, 全２回, 日本ＡＬＳ協会鹿児島県支部,
2013 6 23, 12 15
８. 中俣直美, 山口さおり, 吉本なを, 持留里奈：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, 2013 6 23
９. 中俣直美：講義 ｢医学の基礎知識｣, 平成25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, 2013 6 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25年度鹿児島大学医学部保
健学科公開講座, 鹿児島市, 2013 7 20
11. 松成裕子：調査研究の方法. 看護研究の基礎及びデータ解析入門, 平成25年度鹿児島大学医学部保健学科公開講座, 鹿児島
市, 2013 7 20
12. 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, 2013 7 30
13. 小西恵美子. 看護の本質：看護倫理の視点から. 高知県看護教員継続研修事業講演, 2013 8 13
14

小西恵美子：看護倫理：倫理的ジレンマへの対応, 山形県看護協会研修会, 2013 9 2, 9. 5

15. 八代利香：公益社団法人鹿児島県看護協会 平成25年度認定看護管理者ファーストレベル教育課程 ｢看護実践における倫理｣,
鹿児島市, 2013 8 28, 9 3
16.

2013
2013 9 5 (

)

17. 中俣直美：｢口腔内・気管内吸引｣ 講義・演習, 家族以外の介護者の吸引講習会, 日本ＡＬＳ協会鹿児島県支部主催, 奄美
市, 2013 9 1
18. 中俣直美, 持留里奈, 山口さおり, 吉本なを, 有川理恵, 才田隆一, 田中久美子, 西本大策, 山下奈々恵, 吉元美由紀：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,

2013 9 14
19. 中俣直美, 持留里奈, 山口さおり, 吉本なを：在宅人工呼吸器装着患者のケアに必要な技術, 鹿児島大学医学部保健学科公

― ―
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開講座 ｢在宅
20. 中俣直美：
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療養者の支援｣, 鹿児島市, 2013 9 14
療養者の現況, 公開講座 ｢在宅

21. 八代利香：鹿児島市立病院

(筋萎縮性側索硬化症) 療養者の支援｣ 鹿児島市, 2013 9 14

平成25年度看護科全体研修 ｢看護倫理｣, 鹿児島市, 2013 10 24

22. 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, 2013 10 29
23.

地域別研修コース ｢アジア・大洋州島嶼地域

問題解決型の保健専門職人材育成｣ 講義,

, 鹿児島市, 2013 10 30 (

)

24. 八代利香：公益財団法人慈愛会今村病院職員研修 ｢専門職としての倫理｣, 鹿児島市, 2013 10 31
25. 八代利香：恒心会おぐら病院職員研修 ｢専門職としての倫理｣, 鹿児島市, 2013 11 28
26. 八代利香：看護論Ⅱ. 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, 2013 12 20

１. 持留里奈, 山口さおり, 吉本なを：日本看護倫理学会第６回年次大会

企画委員, 平成25年6月8日・9日
(委嘱期間：平成24年３月１日〜平成25年６月９日)

１. 清水佐智子, リスクマネジメントに役立てる看護記録の書き方・生かし方, 看護主任業務, 2013 22 26 31
２. 西光代, 宇都宮與, 堤由美子, 造血器腫瘍患者の初期治療期における主観的体験と自己決定の質的分析, 日本看護科学会誌,
2013 33 53 62
３. 日隈利香, 岩下邦子, 田中ミドリ, 川口久美, 赤崎えり子, 鹿児島県内の医療保健福祉施設に勤務する看護職の労働環境に
関する研究, 第44回日本看護学会論文集 看護管理, 2014 (投稿受理)
４. 新地洋之, 高尾尊身, 夏越

次：膵胃吻合術‐膵貫通密着吻合法‐. 術中写真で見る胆・膵の外科手術, メディカルビュー

社, 2013 110 119
５. 橋口真征, 上野真一, 迫田雅彦, 飯野聡, 南幸次, 又木雄弘, 前村公成, 新地洋之, 平木翼,

夏越祥次, 肝原発

リンパ腫の１切除例, 日本消化器外科学会雑誌, 2013 46 50 57
６. 上野真一, 安藤慶, 迫田雅彦, 飯野聡, 南幸次, 橋口真征, 又木雄弘, 前村公成, 新地洋之, 夏越
例：

次, 肝胆膵

の１

分類第4版に基づいて, 胆と膵, 2013 34 397 401

７. 蔵原弘, 新地洋之, 前村公成, 又木雄弘, 高尾尊身, 夏越祥次, 進行膵癌, 胆道癌に対する抗癌剤感受性試験を用いた個別
化治療, 胆と膵, 2013 34 149 153
８. 前村公成, 新地洋之, 又木雄弘, 盛真一郎, 高尾尊身, 夏越祥次, ドップラー血流計による術中血管同定法併用腹腔鏡下胆
嚢摘出術, 日本臨床外科学会雑誌, 2013 74 2064 2071
９. 高尾尊身, 又木雄弘, 前村公成, 新地洋之, 夏越祥次, 膵胃吻合, 消化器外科, 2013 36 1479 1487
10.
2013 11 7 99
11.

2013 20 590 600
12.

2013
13.
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14.
2013 37 597 601
15.

2013 23 45 48
16.
2013 10 129 134

１. 清水佐智子, 看護学生が緩和ケアの講義でつらく悲しくなったテーマとそこから得たもの アンケートの結果から, 第27回
日本がん看護学会学術集会, 2013年２月 (金沢)
２. 坂井さゆり, 澤井美穂, 清水佐智子, 認定看護師向け効果の高い看護学生への緩和ケア教育法, 第27回日本がん看護学会学
術集会, 2013年２月 (金沢)
３. 中島夕美子, 朝比奈完, 池永恵子, 岡野隆一, 河村朋子, 小山吉美, 斉藤直裕, 平野和恵, 宮下勉, 吉田久美子, 渡部裕美,
清水佐智子, ＩＣＴ活用による情報共有の有用性と問題点〜医師以外の在宅ケアスタッフの立場から, 第24回在宅医療学会
学術集会, 2013年３月 (大阪)
４. 平野和恵, 千葉恵子, 櫁柑富貴子, 清水佐智子, 緩和ケア認定看護師のがん専門訪問看護料活用状況と課題, 第18回日本緩
和医療学会学術集会, 2013年６月 (横浜)
５. 木佐貫彰, パネルディスカッション ｢心エコーにおける生涯教育の現状と展望, 鹿児島における研修医・技師に対する心エ
コー教育の取り組み, 日本超音波医学会第86回学術集会, 2013年５月(大阪)
６. 堀添善尚,

州亜, 植屋奈美, 茶圓秀人, 窪田佳代子, 水上尚子, 湯淺敏典, 木佐貫 彰, 濱崎秀一, 大石充, 正常駆出

率の低圧較差重症大動脈弁狭窄症では脈波伝搬速度による動脈硬化度が高い, 第61回日本心臓病学会学術集会, 2013年９月
(熊本)
７. 茶圓秀人, 湯浅敏典, 堀添善尚, 植屋奈美, 川添晋, 窪田佳代子, 水上尚子,
科的介入なく経過した

症候群の一例, 第23回日本超音波医学会九州地方会, 2013年10月(熊本)

８. 植屋奈美, 湯淺敏典, 堀添善尚, 茶圓秀人, 窪田佳代子,
張期
９.

と血清

州亜, 木佐貫彰, 大石充, 成人期まで外

値との関連2

州亜, 水上尚子, 木佐貫彰, 大石充, 肺高血圧症における拡

を用いた検討, 第11回先進心血管エコー研究会, 2013年８月(大阪)

田恭子, 堤由美子：精神看護学実習において学生が着目する対象の対応努力, 日本看護学教育学会, 2013年８月 (仙台)

10. 野中弘美, 堤由美子, 術後３年が経過した乳がん患者の療養体験プロセスの質的分析, 第33回日本看護科学学会, 2013年12
月 (大阪)
11. 角マリ子, 堤由美子, 第33回日本看護科学学会学術集会, 2013年12月 (大阪)
12. 神野有加, 堤由美子, 一般病棟で終末期患者に関わる看護者の感情体験の分析, 第33回日本看護科学学会, 2013年12月 (大
阪)
13. 武亜希子, 堤由美子, オストメイトのストーマ保有に対する意味探求のプロセスの質的分析, 第33回日本看護科学学会,
2013年12月 (大阪)
14. 大山もと子, 堤由美子, ３年課程看護学生の看護に対する態度の変化プロセスの質的検討−縦断的調査を通して, 第33回日
本看護科学学会, 2013年12月 (大阪)
15. 平野和恵, 櫁柑富貴子, 高砂裕子, 心肺停止状態から回復した高齢者と家族の在宅療養を支える訪問看護の役割―家族 (介
護者) としての経験を通して―第３回日本在宅看護学会学術集会, 2013年11月 (東京)
16. 日隈利香, 日隈正守, 看護職員間ハラスメントの実態と被害者への影響に関する研究, 第44回日本看護学会 看護総合,
2013年９月 (別府)
17. 日隈利香, 岩下邦子, 田中ミドリ, 川口久美, 赤崎えり子, 鹿児島県内の医療保健福祉施設に勤務する看護職の労働環境に
関する研究, 第44回日本看護学会 看護管理, 2013年９月 (大阪)
18. 新地洋之, 高尾尊身, 前村公成, 又木雄弘, 蔵原弘, 迫田雅彦, 上野真一, 平木嘉幸, 夏越祥次：局所進行切除不能膵癌に
対する

1併用化学放射線療法第２相臨床試験の長期成績. 第99回日本消化器病学会総会, 2013年３月 (鹿児島)

19. 新地洋之, 高尾尊身, 前村公成, 又木雄弘, 蔵原弘, 桑畑太作, 川崎洋太, 南幸次, 飯野聡, 迫田雅彦, 上野真一, 夏越祥
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美充, 荒田

仁, 松浦英治, 高嶋

埼玉

2013 10 11 10 13

博, 武井修治, 榮樂信隆. ミコフェノール酸によ

の症例〜社会的背景も交えて〜. 第23回日本小児リウマチ学会総会・学術集会

埼玉

2013 10 11

10 13
35. 藤川 敏, 山口賢一, 武井修治, 根路銘安仁, 嶽崎智子, 三好真理, 笠井和子, 伊藤保彦, 五十嵐徹, 横田俊平, 今川智之,
稲毛康司, 藤田之彦, 金城紀子, 梅林宏明, 西小森隆太, 冨板美奈子, 宮前多佳子. そうに期発症ベーチェット病診断基準
のためのワーキングループ報告. 第23回日本小児リウマチ学会. さいたま市2013 10 13
36. 武井修治, 伊藤保彦, 横田俊平. 小児リウマチ医療のこれから−専門医制度と小慢制度. 第23回日本小児リウマチ学会. さ
いたま市2013 10 13
37. 金城紀子, 岩田直美, 冨板美奈子, 岡藤郁夫, 山口賢一, 今川智之, 森 雅亮, 根路銘安仁, 武井修治, 横田俊平, 藤川 敏.
小児リウマチ研修会ワーキンググループのとりくみ. 第23回日本小児リウマチ学会. さいたま市2013 10 13
38. 久保田知洋, 山遠 剛, 山崎雄一, 野中由希子, 嶽崎智子, 赤池治美, 根路銘安仁, 今中啓之, 武井修治. 全身型
おける

39. 久保田知洋, 山遠 剛, 山崎雄一, 赤池治美, 野中由希子, 嶽崎智子, 根路銘安仁, 今中啓之, 武井修治.
中に

患者に

寛解とサイトカインの変動. 第23回日本小児リウマチ学会. さいたま市2013 10 12

ウイルス初感染を来した多関節型

の18歳女性症例. 第23回日本小児リウマチ学会. さいたま市2013 10 13
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40. 久保田知洋, 山遠

剛, 西
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順一郎, 武井修治, 河野嘉文. 若年性特発性関節炎治療中に間質性肺炎を発症した10歳女児症

例. 第46回日本小児呼吸器学会

佐賀

2013 11 22 11 23

41. 長澤芳１), 岡本康裕２), 田原妃紗１), 石神えり１), 山口京子１), 山下早苗 (１)鹿児島大学医学部・歯学部附属病院,

２)

鹿児島

大学小児科). 小児科病棟におけるグリーフカンファレンスの検討, 第11回日本小児がん看護学会, 福岡市, 2013 11

１. 武井修治. 小児リウマチ医療の進歩その始まりと現在. 北海道小児リウマチ性疾患研究会25周年記念誌, 17 18, 2013 1
２. 鎌賀愛１), 吉留厚子２), 片平久美子３), 上野ひとみ４), 野元美穂５), 松下加代子６), 濱崎清歌７). (鹿児島大学医学部・歯学部
附属病院１), 鹿児島大学２), 愛育病院３), バルーン助産院４), 鹿屋医療センター５), 今村病院６),

鹿児島市立病院７)). 新卒

助産師教育への取り組みおよび ｢新人助産師合同研修会｣ の立ち上げについて. 鹿児島県母性衛生学会誌. 17：9 11,
2013 3
３. 吉留厚子１), 野元美穂２) (鹿児島大学１), 鹿屋医療センター２)). 分娩施設における防災マニュアル整備の推進, 平成24年度
国立大学法人運営交付金特別経費 (プロジェクト分) −地域貢献機能の充実―

｢南九州から南西諸島における総合的防災

研究の推進と地域防災体制の構築｣ 報告書：19 28, 2013 3
４. 武井修治, 大迫由紀, 山下早苗, 野中由希子, 赤池治美：生物学的製剤がもたらす若年性特発性関節炎 (
機能の変化−

) 患児の生活

による身体機能・精神機能評価と影響因子, 小児慢性特定疾患の登録・管理・解析・情報提供に関す

る研究 (厚生労働省科学研究費報告書), 平成24年度総括・分担研究報告書, 117 126, 2013 3.
５. 武井修治, 久保田知洋, 山遠

剛. 自己炎症疾患と自己免疫疾患の連続性に関する研究 早期発症および家族歴のある小児

の臨床病態特性. 自己炎症性疾患とその類縁疾患に対する新規診療基盤の確立, 平成24年度総括・分担研究報告書：
140 145, 2013 3
６. 武井修治, 山遠
剤による治療.

剛, 久保田知洋, 山崎雄一. ブラウ症候群 若年発症サルコイドーシスに対する治療評価ー生物学的背製
2変異に関連した全身性炎症性肉芽腫性疾患 (ブラウ症候群 若年発症サルコイドーシス) の診療基盤推

進に関する研究. 平成24年度総括・分担研究報告書：22 29, 2013 4
７. 武井修治, 久保田知洋, 山遠
連周期性症候群(

剛. 自己炎症性疾患の診断・鑑別のためのスクリーニング検査に関する研究.

受容体関

)の病態の解明と診断基準作成に関する研究. 平成24年度総括・分担研究報告書：15 21, 2013 5

８. 吉留厚子. ニュージーランドにおける妊産婦を支える助産ケアについて. 鹿児島市医報

2013年52(8)：44 47 2013 8

９. 武井修治. 日本の小児膠原病医療の現在とこれから. 膠原170：38 41, 2013 8
10. 武井修治. 小児リウマチ医療の

今

と,

これから . 会報あすなろ58；13 15, 2013 9

１. 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, 2013 1 10
２. 武井修治.

による全身型

の

寛解と

製剤による

の画像寛解. 第４回北部九州山口

講演会. 北九州市,

2013 1 12
３. 武井修治. 小児リウマチ性疾患の最新医療〜診断・治療とその評価〜. 第15回高知小児感染・免疫・アレルギー研究会. 高
知市, 2013 1 16
４. 井上尚美：平成24年度実習指導者講習会

実習指導の実際 (母性看護), 公益社団法人鹿児島県看護協会, 鹿児島市,

2013 1 16
５. 下敷領須美子：思春期のこころとからだ, 桜ヶ丘東小学校家庭教育学級, 鹿児島市, 35名, 2013 1 29
６. 吉留厚子. 看護研究指導. 県立大島病院教育指導, 奄美市, 2013 2 2
７. 井上尚美：心と心で育まれる性教育, 伊佐市学校保健会, 菱刈農村環境改善センター, 肝付町, 2013 2 8
８. 下敷領須美子：対等で互いに尊重し合うパートナーシップ−デートーＤＶの被害者・加害者にならないために−, 鹿児島県
平成24年度 ｢学校への男女共同参画お届けセミナー｣｣, 鹿児島県立隼人工業高等学校, 2013 2 14
９. 吉留厚子. 周産期の防災について

国立法人医療センター指宿病院, 2013 2 18

10. 下敷領須美子：互いに尊重し合うパートナーシップ−自分の人生と健康を守ろう−, 平成24年度鹿児島県児童虐待防止対策
事業 ｢西之表市思春期健康教育｣ 鹿児島県立種子島高等学校, 2013 2 26
11. 井上尚美：親子で考える性に関する教育, 性教育講演会, 伊佐市大口南中学校, 伊佐市, 2013 2 27
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12. 下敷領須美子：思春期の現状と対応―望まない妊娠・若年出産と児童虐待予防―, 平成24年度思春期保健関係者研修会, 徳
之島保健所, 2013 3 6
13. 武井修治. 小児リウマチ診療に求められるもの. 第２回小児リウマチ研修会. 那覇市, 2013 3 15
14. 下敷領須美子：望まない妊娠・若者の性の現状―性と生の学習で心がけたいこと―, 平成24年度健やかな妊娠・出産のため
の地域支援事業研修会及びハイリスク母子支援検討会, 出水市出水保健センター, 2013 3 26
15. 武井修治. 小児リウマチ診療

最新医療の現状と課題. あすなろ会関西支部会. 高槻市, 2013 3 30

16. 山下早苗. ｢小児慢性特定疾患児の在宅支援について｣, 平成25年度県保健所母子保健担当者会議の講話, 鹿児島県庁２階会
議室, 2013 4 19
17. 山下早苗. 子どもの病気と事故対策, めぐみ保育園, 鹿児島市, 2013 5 21
18. 武井修治. 子どもの病気と事故. 平成25年度育児サポーター研修会. 鹿児島市, 2013 5 28
19. 下敷領須美子：デートＤＶの理解と支援, デートＤＶ被害者支援に関する研修

ＤＶ被害者支援コーディネーター事業, か

ごしま県民交流センター, 2013 5 30
20. 吉留厚子. なぜ専門職として看護研究をしなければならないか, 鹿児島市立病院, 2013 6 13
21. 下敷領須美子：対等で互いに尊重し合うパートナーシップ−デートーＤＶの被害者・加害者にならないために−, 鹿児島県
立鹿屋高等学校

性に関する講演会, 2013 6 13

22. 井上尚美：いのちとこころのおはなし, 性教育講演会, 株式会社ワークステーションつばさ, 鹿児島市, 2013 6 22
23. 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, 2013 6 22
24. 山下早苗. 子どもの保健, 平成25年度保育士試験準備講習会, 鹿児島市, 2013 6 29
25. 井上尚美： こころ

と

いのち

を育むおとなへの道, 性教育推進事業, 鹿児島市立長田中学校, 鹿児島市, 2013 7 1

26. 吉留厚子. エイズと性感染症の実態, 鹿児島市緑丘中学校, 2013 7 3
27. 吉留厚子. 看護研究指導. 県立大島病院教育指導, 奄美市, 2013 7 6
28. 井上尚美：人と人とのつながりで育まれるいのち

〜からだの成長だけではだめなんだよ！〜, 性教育推進事業, 鹿児島市

立皇徳寺中学校, 鹿児島市, 2013 7 17
29. 下敷領須美子：鹿児島大学出前授業

生命の誕生に寄り添う, 県立指宿高等学校

柏葉一日総合大学講座, 2013 7 23

30. 下敷領須美子：自分らしく生きるために…ココロとカラダの処方箋, 2013鹿児島県男女共同参画週間事業, 県民交流センター,
2013 7 27
31

吉留厚子. 看護研究の基礎及びデータ解析入門. 鹿児島大学公開講座, 鹿児島大学, 鹿児島市, 2013 7 28

32. 武井修治. 小児リウマチ医療の

今

と

これから

平成25年度あすなろ会サマーキャンプ. 東京都

2013 8 5

33. 山下早苗. 小児慢性特定疾患児の在宅支援, 出水保健所, 出水市, 2013 8 6
34. 下敷領須美子：みんなで取組む思春期保健―教育・医療・保健それぞれの立場でできること―, 伊佐地域思春期保健関係者
ネットワーク連絡会及び研修会, 大口元気こころ館, 2013 8 8
35. 吉留厚子. ファーストレベル教育, 鹿児島県看護協会, 鹿児島市, 2013 8 19 20
36. 下敷領須美子：鹿児島大学出前授業

生命の誕生に寄り添う, 県立沖永良部高等学校, 2013 8 29

37. 下敷領須美子：女性と人権―性差と人権について考えてみよう―, 霧島市教育委員会

人権教育啓発推進者養成講座, 霧島

市立隼人公民館, 2013 9 6
38. 下敷領須美子：私らしさを輝かせよう, きりしま女性講座, 国分公民館, 2013 9 7
39. 下敷領須美子：いいお産ってなんだろう！―現代の妊娠・出産を巡る諸問題から―, 平成25年度健やかな妊娠・出産のため
の地域支援研修会, 西之表保健センター, 2013 9 17
40. 下敷領須美子：対等で互いに尊重し合うパートナーシップ−デートＤＶの被害者・加害者にならないために−, 鹿児島市男
女共同参画出前授業

今村学園ライセンスアカデミー, サンエール, 2013 9 27

41. 吉留厚子. クリニカルラダー クリニカルパスを学ぶ, 鹿児島県看護協会, 鹿児島市, 2013 10 13
42. 吉留厚子. 助産倫理, 新人助産師研修, 鹿児島県看護協会, 鹿児島市, 2013 10 18
43. 下敷領須美子：女だから…を言い訳にしてませんか？―喜びも責任も分かち合い一歩を踏み出そう―, 第32回かごしま市女
性大会

基調講演, サンエール, 2013 10 30

44. 井上尚美：大人として人と性に向き合うために

−何となく大人になってはいけない！−, 性教育に関する講演会, 学校法

人日章学園鹿児島城西高等学校, 伊集院町, 2013 10 30
45. 吉留厚子. 出前授業, 大学で看護を学ぶことにより将来は, 八代清流高校, 2013 10 31
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46. 武井修治. 小児
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の診療指針. 第２回東北小児膠原病研究会. 盛岡市2013 11 2

47. 武井修治. 子どもが手足が痛いといったら. 第１回鹿児島

研究会. 鹿児島市2013 11 7

48. 井上尚美：性は遊びじゃない！性教育に関する講演会, 学校法人日章学園鹿児島城西高等学校, 伊集院町, 2013 11 8
49. 山下早苗. 小児看護学 ｢小児看護の魅力｣, 出張講義, 鹿児島県立大口高等学校, 2013 11 8
50. 若松美貴代： ｢母｣ について考えよう〜母としての私, 娘としての私〜. 鹿児島市男女共同参画センター(計５回), 鹿児島
市, 2013 11 9 12 14
51. 武井修治. 関節型

(若年性特発性関節炎) の診断と治療. 第20回日本整形外科学会認定リウマチ医研修会. 東京都2013

11 10
52. 下敷領須美子：楽しいデートのための準備講座―対等で互いに尊重し合うパートナーシップ―, 鹿屋市男女共同参画推進研
修会

鹿屋市立輝北中学校, 2013 11 12

53. 山下早苗. 小児看護学 ｢小児看護の魅力｣, 出張講義, 鹿児島県立鹿児島南高等学校, 2013 11 26
54. 下敷領須美子：対等で楽しいデートのための準備講座―すてきな人生をおくるために―, 出水市教育講演会, 米ノ津中学校,
2013 11 29
55. 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, 性教育講座, 鹿児島市立皇徳寺中学校, 2012 12 3

56. 山下早苗. 慢性疾患をもつ子どもと家族へ

−子どもの療養に焦点をあてて−, 鹿児島市保健所, 鹿児島市, 2013 12 3

57. 吉留厚子. 研究指導, 今給黎病院, 研究指導, 2013 12 7
58. 下敷領須美子：多様なセクシュアリティを尊重し合うために, 第２回鹿児島県助産師会公開講座

それぞれの性を生きる―

知ってますか？ＬＧＢＴＱ―, 県民交流センター, 2013 12 7
59. 武井修治.

の診かたと治療. 平成25年度東海・北陸地区リウマチ教育研修会. 富山市2013 12 8

60. 下敷領須美子：対等で楽しいデートのための準備講座―すてきな人生をおくるために―, 玉龍中学校, 2013 12 10
61. 井上尚美： ｢いのちの誕生｣ 大人になるってどういうこと？性教育講座, 伊佐市立山野中学校, 伊佐市, 2013 12 10
62. 下敷領須美子：一人ひとりの人権が尊重され性別による差別や制約がない社会をめざそう, 平成25年度 ｢学校への男女共同
参画お届けセミナー｣ 県立中央高等学校, 2013 12 11
63. 下敷領須美子：思春期の現状と対応―望まない妊娠・若年出産と児童虐待予防―, 沖永良部地区思春期保健関係者研修会,
和泊町防災センター, 2013 12 13
64. 武井修治. 関節痛 (小児) に潜む

の診断. 5

2013. 東京都2013 12 14
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