
職位 氏名 学位 担当（予定）授業科目 主な業績

教授
(学科長)

永井　道子
博士

（医学）

精神看護学概論, 在宅看護学概論, 在宅看護方法, 機
能看護学Ⅲ看護研究, 在宅看護学実習, 看護セミナー,
統合セミナー

①小・中学生の親を対象にした心理教育的介入の効果
②Poor mental health associated with job dissatisfaction among school teachers in Japan
③フィールドワークを取り入れた地域診断演習における学生の学び

教授 新川　加奈子
博士

（医学)
保健統計学、疫学、公衆衛生学I・II・III

① 国際看護学‐‐‐グローバルヘルスのもとに
② カンボジア 今
③ Value of children in INDONESIA

教授 髙橋　美砂子
修士

（保健学）
医療保健論，チーム連携論，公衆衛生看護活動論Ⅱ，
公衆衛生看護学実習，看護セミナー，統合セミナー

①熟練保健師の家庭訪問における支援技術ー思考と行動の特徴
②介護通所施設利用者における口腔機能低下予防体操の効果
③保健医療制度医療福祉「保健医療サービス」（弘文堂）

教授 檀原　三七子 博士（保健学）
公衆衛生看護学概論、公衆衛生看護活動論Ⅰ、公衆
衛生看護活動論Ⅲ、公衆衛生看護学実習、看護セミ
ナー

①Relationship between Learning Environment and Continuity of  Activity among Health
Promotion Volunteers
②地域保健における住民組織活動の環境の特質から捉えた分類
③Effectiveness of health promotional training and activities perceived by resident organization
members in Japan

教授 林　かおり
博士

（保健学）
感染管理，成人看護方法Ⅱ，成人看護学実習Ⅱ，看護
セミナー

①Effects of Intraperitoneal Injection of Galanin on c-Fos Expression in the Brain in
Wistar Rats Receiving Intragastric Administration of HCl
②Neuronal expression of c-Fos protein in the brain after intraperitoneal injection of
galanin in wister rats
③口腔病変を有する高齢患者への口腔ケア－微生物学的研究－

教授 Herchel  Machacon
博士

（工学）
情報処理基礎演習，情報処理応用演習，文献検索とク
リティーク，実践英会話，コンピュータ基礎演習Ⅰ・Ⅱ

① Health-related Big data: Topological data analysis and machine learning approach to
visualizing Ebola related data
②Visualization and analysis of social media networks
③Neural network research: Neural network application in Japanese sign language: distinction of
similar Yubimoji gestures
④Human Computer Interface (HCI): Applications and Evaluation

教授 松原　　直樹 法学修士
法学，日本国憲法，医療関係法規，社会保障論，
くらしと憲法，オフィスワーク

①少子高齢化時代の医療制度～フランスの医療制度改革の方向
②社会保障制度改革の源流－ドイツの改革と課題－
③医療における安全に対する権利

教授 女鹿　喜冶
修士

（文学）
基礎英語Ⅰ・Ⅱ, 医療保健英語, 英書購読, 英会話

①断定的な関係詞節を含む文の特性と主題・題述関係
②談話から見た主節と関係詞節の情報伝達の特徴
③主題展開は文中のどの部分に適用されるのか
④were toが現れた条件文の帰結節は仮定法だけなのか

准教授 黒岩　初美
修士

（教育学）

学校保健Ⅰ、学校保健Ⅱ、学校保健Ⅲ、養護概論、教
育実習事前事後指導、教育実習、教育実践演習(養護
教諭）

①ヘルスプロモーション推進活動-第４期麻疹風疹予防接種率向上に繋がった学校と関係機関の
連携
②ストレスチェック導入に対する養護教諭の認識メンタルヘルスの悪化した教師への養護教諭の
対応
③男子高校で実施されている性教育の実際と課題-効果的な性教育の検討
④ Healthcare support by a Yogo teacher at a school for special　needs education who
experienced the Great East Japan　Earthquake



職位 氏名 学位 担当（予定）授業科目 主な業績

准教授 煙山　健仁
博士（医学）
博士（工学）

人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，感染と防御，臨床薬理
学，解剖学

①血圧調節機構の変化に関わる神経性因子と液性因子の相互関係
②A power-law distribution of inter-spike intervals in renal sympathetic nerve activity in salt-
sensitive hypertension-induced chronic heart failure
③Endogenous angiotensin II has fewer effects but neuronal nitric oxide synthase has excitatory
effects on renal sympathetic nerve activity in salt-sensitive hypertension-induced heart failure

准教授 三木　園生
修士

（教育学）

看護技術学概論，看護技術学Ⅰ・Ⅱ，看護セミナー，早
期体験合同実習，基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ，看護学原論
Ⅰ・Ⅱ，看護技術学Ⅳ

①身体の清潔に関する看護技術の変遷
②日米における陰部洗浄の看護技術テキストに関する研究
③看護基礎教育において看護教員に求められる資質について

講師 伊藤　美鈴
修士

（看護学）

看護技術学概論、看護技術学Ⅰ・Ⅲ・Ⅵ、機能看護学
Ⅰ、早期体験合同実習、、看護セミナー、基礎看護学実
習Ⅰ・Ⅱ

①看護系専修・専門学校新人教員の職業的社会化についての経験
②Ａ県に就業する看護専門学校教員の学習ニードの診断―診断結果に基づく継続教育プログラ
ムの立案に向けて―
③２年課程看護専門学校教員の看護学教員としての望ましい状態に関する研究―現状及び関係
する教員の特性に焦点を当てて―

講師 佐藤　聖一
博士

（教育学）
成人看護学方法Ⅱ，成人看護学実習Ⅱ，看護セミナー

①看護基礎教育におけるケアリングの研究
②看護学テキストにおける「ケアリング」の教育内容の分析
③成人看護学急性期実習前後における学生の共感性と自己成長感の変容と関係

講師 松沼　晶子
修士

（看護学）
成人看護方法Ⅰ、成人看護学実習Ⅰ、看護セミナー
（慢性期看護）

①がん看護　　緩和ケア　在宅緩和ケア
②がん診療連携拠点病院におけるがん相談に関する研究～がん相談員への全国調査～
③がん患者への就労支援　大学生が抱くがんのイメージとがんと就労に関する意識調査
④看護師ができる！ がんサバイバーの就労支援　雑誌オンコロジーナース執筆

講師 丸本　真理
修士

（カウンセリング）
小児看護概論、小児看護方法、小児救急、看護セミ
ナー

①医療従事者におけるストレス研究
②医療従者においてのマインドフルネスの効果の研究
③短縮版マインドフルネスにおける研究

講師 森島　知子
修士

（保健学）
母性看護方法、母性看護学実習、看護セミナー、基礎
看護学実習Ⅰ・Ⅱ、早期体験合同実習

①早期産で低出生体重児を出産した母親の出産体験に関する検証研究
②母性行動に及ぼす「先天性」および「後天性」影響について
③大学生の身体的・精神的健康の実態把握と支援ニーズの考察

助教 中村　郁美
修士

（看護学）
精神看護学実習、看護セミナー、早期体験合同実習、
基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ

①統合失調症患者が地域生活において対処できない問題とその対処に向けた訪問看護師の支
援
②地域で生活する統合失調症患者の対人場面における困難に関する研究


