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【看護学科】

氏名：角濱 春美

タイトル：専門職を目指す女子学生の就職先決定要因から

県内人材確保を考える

誌名：れじおん青森

巻：40

開始ページ：10

終了ページ：15

出版年月：2018/4

氏名：反町　吉秀

タイトル：日本の自殺対策?これまでとこれから?

誌名：日本セーフティプロモーション学会誌

巻：11　　号：2

開始ページ：1

終了ページ：6

出版年月：2018/10

氏名：木村 恵美子

タイトル：日本における慢性浮腫の有病率および機能評

価ーリムプリントスタディから

誌名：Lymphathic Resaearch and Biology

巻：March　　号：4

出版年月：2019/3

氏名：福岡 裕美子

タイトル：老年看護学の授業においてTBL(Team-Based

Learning)を導入した学習の効果

誌名：常葉大学健康科学部研究報告集

巻：6　　号：1

開始ページ：37

終了ページ：46

出版年月：2019/3

氏名：古川 照美

タイトル：医療系学科の大学生のメンタルヘルスリテラ

シー:事例を用いたメンタルヘルスの知識と対処行動に関す

る調査研究

誌名：摂南大学看護学研究

巻：7　　号：1

開始ページ：3

終了ページ：11

出版年月：2019/3

氏名：福岡 裕美子

タイトル：高齢者施設における老年看護学実習での学生の

困難感に関する実態調査

誌名：青森中央学院大学研究紀要

巻：30-31　　号：30.31合併号

開始ページ：53

終了ページ：60

出版年月：2019/3

氏名：反町　吉秀

タイトル：日本における1950-60年代の催眠剤による自殺

とアクセス制限の関連 （第１報）これまでの研究と実際の

アクセス制限

誌名：日本セーフティプロモーション学会誌

巻：11　　号：1

開始ページ：26

終了ページ：30

出版年月：2018/4

氏名：川内 規会

タイトル：青森県内の「医療通訳養成研修」における過去5

年間の参加者の背景と参加意識の変容に関する研究

誌名：日本ヒューマンケア科学学会第１１回学術集会抄録

集

開始ページ：35

終了ページ：36

出版年月：2018/10

業績集　論文
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氏名：川内 規会

タイトル：青森県「医療通訳養成研修」受講者の通訳観の

考察

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会抄録集

出版年月：2018/12

氏名：福井 幸子

タイトル：B型肝炎ウイルスキャリアと判明したときの医

療者からの説明とその影響：予防接種における注射針の使

い回しにより感染した人へのインタビュー調査

誌名：日本看護倫理学会

巻：11　　号：1

開始ページ：84

終了ページ：90

出版年月：2019/3

氏名：川内 規会

タイトル：外国人患者に対応できる拠点病院の整備と通訳

配置における多言語対応の考察

誌名：日本コミュニケーション学会2018年度東北支部定例

研究会

出版年月：2019/3

氏名：藤本 真記子

タイトル：ヘッドアップ体位変換時の背抜きの手技の検討

その２ －被験者および介助者の主観的評価による安楽な方

法の考察ー

誌名：青森県看護教育研究会誌

号：47

開始ページ：13

終了ページ：15

出版年月：2019/3

氏名：清水 健史

タイトル：「様々な職場で働く看護職の仕事と生活の調和

実現度尺度」の開発

誌名：日本看護科学学会学術集会講演集

巻：38回

開始ページ：2

終了ページ：20

出版年月：2018/12

氏名：倉内　静香

タイトル：ABERRANT N-GLYCOSYLATION PROFILE

OF SERUM IMMUNOGLOBULINS IS A DIAGNOSTIC

BIOMARKER OF UROTHELIAL CARCINOMAS

誌名：JOURNAL OF UROLOGY

巻：199　　号：4

開始ページ：E773

出版年月：2018/4

氏名：谷川 涼子

タイトル：成育医療・移行期支援に関する教育の現状と看

護職員の認識調査について

誌名：青森県看護教育研究会誌

巻：　　号：47

開始ページ：28

終了ページ：32

出版年月：2019/3

氏名：倉内　静香

タイトル：Relationship Between Serum Eicosapentaenoic

Acid Levels and J-Waves in a General Population in Japan.

誌名：International heart journal

巻：59　　号：4

開始ページ：736

終了ページ：740

出版年月：2018/7
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氏名：倉内　静香

タイトル：中学生における血清レプチン値と動脈硬化関連

指標との関係

誌名：体力・栄養・免疫学雑誌

巻：28　　号：1

開始ページ：18

終了ページ：26

出版年月：2018/9

氏名：村上 眞須美

タイトル：「災害に対する看護備え尺度」実用化の試行 ～

尺度を使って自施設の備え状況の課題を見つけよう」～

誌名：日本災害看護学会 第20回年次大会［交流集会］

巻：20　　号：1

開始ページ：133

出版年月：2018/8

氏名：倉内　静香

タイトル：Lower serum calcium levels are a risk factor for a

decrease in eGFR in a general non-chronic kidney disease

population.

誌名：Scientific reports

巻：8　　号：1

開始ページ：14213

出版年月：2018/9

氏名：村上 眞須美

タイトル：「災害に対する看護備え尺度」実用化の試行 ～

尺度を使って自施設の備え状況の課題を見つけよう」～

（インフォメーションエクスチェンジ）

誌名：第22回日本看護管理 学会学術集会

開始ページ：196

出版年月：2018/8

氏名：倉内　静香

タイトル：行動変容を目的とした職域におけるメタボリッ

クシンドローム対策プログラム

誌名：日本栄養・食糧学会誌

巻：72　　号：1

開始ページ：19‐26(J‐STAGE)

終了ページ：26

出版年月：2019

氏名：村上 眞須美

タイトル：Refining of worldwide scale for assessing disaster

preparedness for nursing

誌名：WSDN Conference2018（示説）

出版年月：2018/10

氏名：小池 祥太郎

タイトル：Evaluation of Blood Collection From the

Proximal Side of a Fluid Infusion Site

誌名：Journal of Hematolgy

巻：7　　号：2

開始ページ：51

終了ページ：56

出版年月：2018/5

氏名：村上 眞須美

タイトル：看護職の仕事と生活の調和に関する研究 ～病院

で働く看護職の仕事と生活の調和実現度の状況～

誌名：第11回日本ヒューマンケア科学学会学術集会（示

説）

開始ページ：37

終了ページ：38

出版年月：2018/10
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氏名：村上 眞須美

タイトル：様々な職場で働く看護職の仕事と生活の調和実

現度尺度の開発

誌名：第38回日本看護科学 学会学術集会（示説）

出版年月：2018/12

氏名：沼田 祐子

タイトル：看護技術習得に影響する要因の検討ー自己学習

活動と共感性の看護技術実技試験への影響からー（採択決

定）

誌名：青森保健医療福祉研究

出版年月：2019/3

氏名：千葉 武揚

タイトル：看護における「調整」の概念分析

誌名：日本ヒューマンケア科学会誌

巻：11　　号：2

開始ページ：1

終了ページ：10

出版年月：2018/10

氏名：石切　麻希子

タイトル：成育医療・移行期支援に関する教育の現状と看

護教員の認識調査について

誌名：青森県看護教育研究会誌

巻：　　号：47

開始ページ：28

終了ページ：32

出版年月：2019/3

氏名：伝法谷 明子

タイトル：がん治療を受ける患者・家族の療養生活を地域

で支えることに対する多職種の認識 がん診療連携拠点病院

の看護師の立場から

誌名：日本がん看護学会誌

巻：33　　号：Suppl.

開始ページ：212

終了ページ：212

出版年月：2019/1

氏名：金野 将也

タイトル：がん治療を受ける患者・家族の療養生活を地域

で支えることに対する多職種の認識 がん診療連携拠点病院

の看護師の立場から

誌名：日本がん看護学会誌

巻：33　　号：Suppl.

開始ページ：212

終了ページ：212

出版年月：2019/1

氏名：沼田 祐子

タイトル：日本の看護におけるイノベーションの概念分析

誌名：日本看護技術学会誌

巻：17

開始ページ：95

終了ページ：103

出版年月：2018/12

氏名：木村 ゆかり

タイトル：高齢者施設における老年看護学実習での学生の

困難感に関する実態調査

誌名：青森中央学院大学研究紀要

巻：30-31

開始ページ：53

終了ページ：60

出版年月：2019/3
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【理学療法学科】

氏名：岩月 宏泰

タイトル：運動イメージが運動の正確さと素早さ及び脊髄

前角細胞の興奮性に与える影響

誌名：臨床神経生理学

巻：47　　号：1

開始ページ：23

終了ページ：33

出版年月：2019

氏名：神成 一哉

タイトル：Quantitative assessment of postural instability by

measuring minimal weight load for stepping reaction in pull

test.

誌名：European Journal of Neurology

巻：25　　号：suppl. 21

開始ページ：424

終了ページ：424

出版年月：2018/6

氏名：尾崎 勇

タイトル：Visualization of nerve impulse traveling along

the brachial plexus after ulnar nerve stimulation using 132ch

SQUID magnetoneurography system.

誌名：Clinical Neurophysiology

巻：129　　号：5

開始ページ：e43

出版年月：2019/5

氏名：神成 一哉

タイトル：パーキンソン病における姿勢反射障害定量化の

試み

誌名：PD Doctor’s Meeting in Aomori

出版年月：2018/6

氏名：尾崎 勇

タイトル：Visualization of electrical activities in the carpal

tunnel area by magnetoneurography of median nerve.

誌名：Clinical Neurophysiology

巻：129　　号：Suppl

開始ページ：e45

終了ページ：e46

出版年月：2018/5

氏名：神成 一哉

タイトル：パーキンソン病の病態と経過について

誌名：藤崎町パーキンソンミーティング

出版年月：2018/7

氏名：尾崎 勇

タイトル：Magnetic recordings of sensory action currents

in the cervical cord

誌名：Clinical Neurophysiology

巻：129　　号：Suppl

開始ページ：e44

出版年月：2018/5

氏名：神成 一哉

タイトル：パーキンソン病と多系統萎縮症の合併と考えら

れる症例

誌名：第102回日本神経学会東北地方会

出版年月：2018/9
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氏名：神成 一哉

タイトル：The difference in posture reaction against

backward perturbation between patients with Parkinson’s

disease and healthy controls.

誌名：International Congress of Parkinson’s Disease and

Movement Disorders

出版年月：2018/10

氏名：福島 真人

タイトル：Effect of Everyday Physical Activity on Bone

Mineral Density in the Adolescent Growth phase.

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7

氏名：神成 一哉

タイトル：パーキンソン病の外来リハビリテーション指導

誌名：第9回 PDナース研修会

出版年月：2018/11

氏名：福島 真人

タイトル：Effect of Body Composition and Physical Fitness

on Respiratory Function During the Adolescent Growth

Phase.

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7

氏名：渡部 一郎

タイトル：ノルディック杖歩行による手指･足指温の検討

誌名：サーモロジー学会

巻：38　　号：2

開始ページ：19

終了ページ：25

出版年月：2019/2

氏名：福島 真人

タイトル：成長期における呼吸機能に身体組成と体力が及

ぼす影響

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：378

出版年月：2018/10

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：Comparison of lumbar hemodynamics of two

intermittent pneumatic compression methods for lower

extremities

誌名：The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine

巻：2018　　号：6

開始ページ：461

終了ページ：465

出版年月：2018/11

氏名：福島 真人

タイトル：成長期における呼吸エクササイズ介入及び介入

終了後の呼吸機能の応答

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：378

出版年月：2018/10
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氏名：福島 真人

タイトル：小学高学年の児童に対する運動介入が身体活動

量に及ぼす影響

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：378

出版年月：2018/10

氏名：福島 真人

タイトル：小学生への総合的な身体活動の介入が平衡機能

に及ぼす影響(第2報)

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：378

出版年月：2018/10

氏名：福島 真人

タイトル：小学生への総合的な身体活動の介入と栄養指導

が児童と保護者に及ぼす影響(第2報)

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：379

出版年月：2018/10

氏名：福島 真人

タイトル：Effect of Breathing Exercises on Lung Function

in the Adolescent Growth Phase.

誌名：Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT)

Congress 2018

出版年月：2018/11

86



業績集　論文

【社会福祉学科】

氏名：大竹 昭裕

タイトル：平成28年参議院議員選挙と投票価値の平等

誌名：青森法政論叢

号：19

開始ページ：104

終了ページ：111

出版年月：2018/8

氏名：工藤 英明

タイトル：福祉の現場から 在宅要介護者の要介護度とサー

ビス給付実績及び主介護者の介護負担感の変化

誌名：地域ケアリング

巻：20　　号：7

開始ページ：41

終了ページ：43

出版年月：2018/7

氏名：大竹 昭裕

タイトル：衆議院小選挙区の投票価値不平等違憲状態「解

消」判決について

誌名：法学教育研究会誌

号：3・4

開始ページ：29

終了ページ：44

出版年月：2019/3

氏名：工藤 英明

タイトル：介護保険制度における自立支援に関する一考察

誌名：国民医療

巻：340　　号：秋季号

開始ページ：54

終了ページ：58

出版年月：2018/11

氏名：大山 博史

タイトル：Developing a Hypothetical Model for Suicide

Progression in Older Adults With Universal, Selective, and

Indicated Prevention Strategies.

誌名：Frontiers in psychiatry

巻：10

開始ページ：161

終了ページ：161

出版年月：2019

氏名：児玉 寛子

タイトル：終末期に医療者から受けた代理意思決定支援が

看取りの満足度に及ぼす影響ー遺族調査からの検討ー

誌名：第20回 日本在宅医学会

出版年月：2018/4

氏名：石田 賢哉

タイトル：青森県内全域を対象とする成年後見制度利用に

関する実態調査ー施設・事業所の種別に着目した再分析ー

誌名：東北弁護士会

開始ページ：17

終了ページ：29

出版年月：2018/9

氏名：児玉 寛子

タイトル：介護支援専門員による認知症サポーターの認識

と期待

誌名：第19回 日本認知症ケア学会

出版年月：2018/6
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氏名：児玉 寛子

タイトル：福祉の現場から 在宅要介護者の要介護度とサー

ビス給付実績及び主介護者の介護負担感の変化

誌名：地域ケアリング

巻：20　　号：7

開始ページ：41

終了ページ：43

出版年月：2018/7

氏名：坂下 智恵

タイトル：Developing a Hypothetical Model for Suicide

Progression in Older Adults With Universal, Selective, and

Indicated Prevention Strategies.

誌名：Frontiers in psychiatry

巻：10

開始ページ：161

終了ページ：161

出版年月：2019

氏名：児玉 寛子

タイトル：在宅療養高齢者を看取った家族の介護と看取り

に対する感情と精神的健康との関連

誌名：日本エンドオブライフケア学会第2回学術集会

出版年月：2018/9

氏名：岡田 敦史

タイトル：基本感情と感覚モダリティ及び身体部位イメー

ジ関連性

誌名：イメージ心理学研究

巻：15　　号：1

開始ページ：1

終了ページ：11

出版年月：2018/12

氏名：児玉 寛子

タイトル：介護支援専門員の支援に対する家族介護者の主

観的評価

誌名：第26回 日本介護福祉学会大会

出版年月：2018/9

氏名：岡田 敦史

タイトル：Sensory and body-location imagery among

persons with somatosensory amplification

誌名：Tohoku Psychologica Folia

巻：77

開始ページ：57

終了ページ：67

出版年月：2019/3

氏名：児玉 寛子

タイトル：在宅で要介護者を抱える主介護者の介護負担感

に影響する要因の検討ー中間評価項目得点を用いてー

誌名：第26回 日本介護福祉学会大会

出版年月：2018/9

氏名：岡田 敦史

タイトル：セルプヘルプ・フォーカシングに関する研究ー

心のつぼフォーカシング(KTF)の場合

誌名：人間環境大学付属臨床心理相談室紀要

巻：13

開始ページ：59

終了ページ：66

出版年月：2019/3
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氏名：岡田 敦史

タイトル：セルフヘルプ法としての心の風景天気図フォー

カシング(VOMF)の検討

誌名：人間と環境 電子版17

巻：17

開始ページ：9

終了ページ：21

出版年月：2019/3

氏名：宮本　雅央

タイトル：保健医療福祉系大学における教養教育の問題

（9）ー国際化とDisciplineの越境－

誌名：大学教育学会誌

巻：40　　号：2

開始ページ：94

終了ページ：98

出版年月：2019/1

氏名：齋藤 史彦

タイトル：現行の社会福祉養成カリキュラムにおける更生

保護制度導入の背景に関する一考察?厚生労働省社会保障審

議会社会福祉部会の資料を中心に?

誌名：法学教育研究会誌

号：3.4合併号

開始ページ：14

終了ページ：28

出版年月：2019/3

氏名：村田 隆史

タイトル：介護保険制度における自立支援に関する一考察

－青森県内の事例を通じて－

誌名：国民医療

巻：340

開始ページ：54

終了ページ：58

出版年月：2018/11

氏名：廣森 直子

タイトル：図書館職場における専門性の形成の現状と課題

誌名：図書館界

巻：70　　号：2

開始ページ：366

終了ページ：371

出版年月：2018/7

氏名：廣森 直子

タイトル：非正規化のすすむ図書館職場で専門性は保てる

かー専門職の非正規化が女性によって受け入れられている

現状を考える

誌名：学術の動向

巻：23　　号：11

開始ページ：72

終了ページ：76

出版年月：2018/11
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業績集　論文

【栄養学科】

氏名：佐藤 伸

タイトル：Sorghum (Sorghum bicolor) Extract Affects

Plasma Lipid Metabolism and Hepatic Macrophage

Infiltration in Diabetic Rats

誌名：Current Nutrition & Food Science

巻：15　　号：7

出版年月：2018/7

氏名：吉池 信男

タイトル：親子向け健康中食マーケティングのPDCAサイ

クル

誌名：日本健康教育学会誌

巻：26　　号：1

開始ページ：28

終了ページ：37

出版年月：2018/4

氏名：佐藤 伸

タイトル：Effect of Bangle (Zingiber purpureum) extract

and low-intensity exercise on mTOR phosphorylation and

autophagy flux in skeletal muscles of rats on a high-fat diet

誌名：Journal of Functional Foods

巻：47

開始ページ：554

終了ページ：561

出版年月：2018/8/1

氏名：吉池 信男

タイトル：The trends in total energy, macronutrients and

sodium intake among Japanese: findings from the 1995-

2016 National Health and Nutrition Survey.

誌名：The British journal of nutrition

巻：120　　号：4

開始ページ：424

終了ページ：434

出版年月：2018/8

氏名：佐藤 伸

タイトル：Polyphenol-enriched azuki bean (Vina angularis)

extract reduces the oxidative stress and prevents DNA

oxidation in the hearts of streptozotocin-induced early

diabetic rats.

誌名：International Journal of Food Sciences and Nutrition

開始ページ：1

終了ページ：11

出版年月：2019/1

氏名：吉池 信男

タイトル：Urban-Rural Differences in Nutritional Status

and Dietary Intakes of School-Aged Children in Cambodia.

誌名：Nutrients

巻：11　　号：1

出版年月：2018/12

氏名：吉池 信男

タイトル：高校生へのヘルスリテラシー向上の取組報告:?

家族や市民への波及効果と今後の課題?

誌名：日本健康教育学会誌

巻：26　　号：3

開始ページ：248

終了ページ：260

出版年月：2018/4

氏名：吉池 信男

タイトル：Development and validation of a food frequency

questionnaire (FFQ) for assessing dietary macronutrients

and calcium intake in Cambodian school-aged children.

誌名：Nutrition journal

巻：18　　号：1

開始ページ：11

出版年月：2019/2
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業績集　論文

氏名：浅田 豊

タイトル：コアカリキュラムに対応する教育総論の授業設

計の在り方：教材並びに指導過程・学習形態の観点から

誌名：青森中央短期大学研究紀要

巻：32

開始ページ：21

終了ページ：25

出版年月：2019/3

氏名：清水 亮

タイトル：2型糖尿病患者の療養における新規評価指標の探

索 －筋肉量とFibroblast growth factor 21（FGF21）に関す

る検討－

誌名：弘前大学大学院

出版年月：2019/3

氏名：井澤 弘美

タイトル：リンゴ未熟果澱粉の理化学的特性

誌名：日本食品科学工学会誌

巻：65　　号：10

開始ページ：478

終了ページ：482

出版年月：2018/10

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：麹菌を用いた発酵によるリンゴ未熟果のデンプ

ン加水分解酵素阻害活性の向上

誌名：日本農芸化学会大会講演要旨集

出版年月：2018/4

氏名：井澤 弘美

タイトル：リンゴの効能

誌名：健康教室

巻：69　　号：14

開始ページ：88

終了ページ：91

出版年月：2018/11

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：アミノ酸成分表2015年版を用いたアミノ酸とた

んぱく質の算出量の妥当性の検証

誌名：日本栄養・食糧学会大会講演要旨集

巻：72

開始ページ：297

出版年月：2018/4

氏名：三好　美紀

タイトル：Double burden of maternal and child

malnutrition and socioeconomic status in urban Sri Lanka.

誌名：PloS one

巻：14　　号：10

開始ページ：e0224222

出版年月：2019

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：4-メチルウンベリフェロンはメラニンの生合成

を促進する

誌名：第18回日本抗加齢医学会総会，横浜

出版年月：2018/5
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業績集　論文

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：Effect of Bangle (Zingiber purpureum) extract

and low-intensity exercise on mTOR phosphorylation and

autophagy flux in skeletal muscles of rats on a high-fat diet

誌名：Journal of Functional Foods

巻：47

開始ページ：554

終了ページ：561

出版年月：2018/6

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：4-メチルウンベリフェロンによるメラニン産生

促進機構：tyrosinase related protein-1 遺伝子及び

Dopachrome tautomerase 遺伝子の転写制御

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：Maternal green tea polyphenol intake during

lactation attenuates kidney injury in high-fat-diet-fed male

offspring programmed by maternal protein restriction in rats

誌名：Journal of Nutritional Biochemistry

巻：56

開始ページ：99

終了ページ：108

出版年月：2018/6

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：生薬「蒲黄」による創傷治癒関連遺伝子の網羅

的発現解析

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：リンゴ果汁摂取によるラット小腸のアスコルビ

ン酸濃度とSVCT１たんぱく質発現への影響

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：生薬「蒲黄」によるコラーゲン遺伝子の発現制

御機構

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：リンゴ未熟果澱粉の理化学的特性

誌名：日本食品科学工学会誌

巻：65　　号：10

開始ページ：478

終了ページ：482

出版年月：2018/10

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：The validity of estimated dietary amino acid and

protein values via the amino acid composition table 2015

誌名：Journal of Nutritional Science and Vitaminology in

press

巻：65　　号：3

開始ページ：219

終了ページ：223

出版年月：2019/3
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業績集　論文

氏名：小山　達也

タイトル：千葉県民における習慣的な栄養素摂取量推定と

評価に関する研究

誌名：千葉県立保健医療大学紀要

巻：10　　号：1

開始ページ：125

終了ページ：125

出版年月：2019/3

氏名：小山　達也

タイトル：千葉県民における習慣的栄養素摂取量の分布推

定の試み

誌名：千葉県立保健医療大学紀要

巻：10　　号：1

開始ページ：73

終了ページ：79

出版年月：2019/3

氏名：舘花　春佳

タイトル：リンゴ未熟果澱粉の理化学的特性

誌名：日本食品科学工学会誌

巻：65　　号：10

出版年月：2018/10

氏名：舘花　春佳

タイトル：The validity of estimated values of dietary amino

acid and protein via amino acid composition table 2015

誌名：Journal of Nutritional Science and Vitaminology

出版年月：2019/3
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【看護学科】

氏名：大村 倫子

タイトル：残存している「出産のまじない文」に関する報

告

誌名：日本看護歴史学会

巻：　　号：32

開始ページ：48

終了ページ：49

出版年月：2018/8

氏名：角濱 春美

タイトル：看護師の観察場面の視線と認知に関する文献検

討

誌名：日本看護技術学会学術集会講演抄録集

巻：17回

開始ページ：109

終了ページ：109

出版年月：2018/8

氏名：大村 倫子

タイトル：助産学生の内診技術習得に影響を与える要因

誌名：日本母性衛生学会学術集会抄録集

巻：59　　号：3

開始ページ：277

終了ページ：277

出版年月：2018/10

氏名：角濱 春美

タイトル：看護師の抱えるジレンマとブレイクスルーの様

相

誌名：日本看護技術学会第17回学術集会講演抄録集

開始ページ：34

終了ページ：34

出版年月：2018/9

氏名：角濱 春美

タイトル：ベッドサイドでの点滴確認場面における看護学

生の患者への注視の特徴

誌名：日本看護技術学会学術集会講演抄録集

巻：17回

開始ページ：110

終了ページ：110

出版年月：2018/8

氏名：木村 恵美子

タイトル：GASモデルを用いたブリフィングの振り返り

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会;秋

田

出版年月：2018/5

氏名：角濱 春美

タイトル：人間存在を考え続けるきっかけになった事例 筋

萎縮性側索硬化症から植物状態で生きていたYさんの事例

を通して

誌名：日本看護技術学会学術集会講演抄録集

巻：17回

開始ページ：59

終了ページ：59

出版年月：2018/8

氏名：木村 恵美子

タイトル：卒業前シミュレーション体験の実践報告

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会；

秋田

出版年月：2018/5

氏名：角濱 春美

タイトル：身体拘束疑似体験を通した看護師の意識変化

誌名：日本看護技術学会学術集会講演抄録集

巻：17回

開始ページ：84

終了ページ：84

出版年月：2018/8

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫外来におけるケア目標の一考察：自

己管理困難な症例から

誌名：第8回国際リンパ浮腫フレームワークジャパン学術集

会

出版年月：2018/9

業績集　学会発表等
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業績集　学会発表等

氏名：木村 恵美子

タイトル：A大学における看護学科1-4年生の社会人基礎力

と生活および授業方法との関連

誌名：第38回日本看護科学学会学術集会:仙台

出版年月：2018/12

氏名：古川 照美

タイトル：精神科看護師の退院支援技術の確立に関する調

査:急性期病棟と慢性期病棟の比較

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77

開始ページ：466

終了ページ：466

出版年月：2018/10

氏名：古川 照美

タイトル：A longitudinal study of changes in lifestyle and

health condition of students from elementary to junior high

school

誌名：STTI 4th Biennial European Conference

出版年月：2018/6

氏名：古川 照美

タイトル：小学生の生活習慣と骨密度について

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

出版年月：2018/12

氏名：古川 照美

タイトル：保健医療福祉系大学生の多職種連携能力を測定

するための尺度作成

誌名：日本公衆衛生雑誌

巻：10

開始ページ：534

出版年月：2018/10

氏名：古川 照美

タイトル：小・中学生における酸化ストレスと食事状況の

関連

誌名：第29回日本疫学会学術総会講演集

開始ページ：157

出版年月：2019/1

氏名：古川 照美

タイトル：地域活動参画型教育の効果についての検討

誌名：日本公衆衛生雑誌

巻：10

開始ページ：534

出版年月：2018/10

氏名：古川 照美

タイトル：青森県の中学生における栄養・食事摂取量の地

域比較

誌名：第89回日本衛生学会学術総会

出版年月：2019/2

氏名：古川 照美

タイトル：小学生の肥満と生活習慣の関連

誌名：日本公衆衛生雑誌

巻：10

開始ページ：380

終了ページ：380

出版年月：2018/10

氏名：古川 照美

タイトル：小・中学生の健康調査

出版年月：2019/3
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業績集　学会発表等

氏名：反町　吉秀

タイトル：催眠剤にみる過去の自殺手段へのアクセス制限

東京都区部の自殺数を用いた検討

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回　　号：10

開始ページ：473

終了ページ：473

出版年月：2018/10

氏名：鄭 佳紅

タイトル：地域活動参画型教育の効果についての検討

誌名：日本公衆衛生雑誌

開始ページ：534

出版年月：2018/10

氏名：反町　吉秀

タイトル：香港における手段制限による自殺予防対策の背

景

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回　　号：10

開始ページ：243

終了ページ：243

出版年月：2018/10

氏名：鄭 佳紅

タイトル：A大学における看護学科1-4年生の社会人基礎力

と生活および授業方法との関連

誌名：第38回日本看護科学学会学術集会：仙台

出版年月：2018/12

氏名：反町　吉秀

タイトル：手段制限による自殺予防の政策導入のための

feasibility研究 ―中間報告

誌名：第12回日本セーフティプロモーション学会学術大会

抄録集

開始ページ：26

終了ページ：26

出版年月：2018/11

氏名：鳴井 ひろみ

タイトル：A大学における看護学科1~4年生の社会人基礎力

と生活および授業方法との関連

誌名：日本看護科学学会学術集会

出版年月：2018/12

氏名：反町　吉秀

タイトル：National Suicide Prevention Policy of Japan?－

its history, present situations and future

誌名：The 13th World Conference on Injury Prevention

and Safety Promotion

出版年月：2018/11

氏名：鳴井 ひろみ

タイトル：がん治療を受ける患者・家族の療養生活を地域

で支えることに対する多職種の認識-がん診療連携拠点病院

の看護師の立場から-

誌名：日本がん看護学会誌

巻：33　　号：特別号

開始ページ：212

終了ページ：212

出版年月：2019/2

氏名：鄭 佳紅

タイトル：保健医療福祉系大学生の多職種連携能力を測定

するための尺度作成

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77

開始ページ：534

出版年月：2018/10

氏名：福岡 裕美子

タイトル：GASモデルを持ちいたデブリーフィングの振り

返り

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5
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業績集　学会発表等

氏名：福岡 裕美子

タイトル：卒業前シミュレーション体験の実践報告

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5

氏名：細川 満子

タイトル：独居高齢者の地域健康教室への継続的参加の要

因の検討

誌名：東北公衆衛生学会誌

号：67

開始ページ：19

出版年月：2018/7

氏名：福岡 裕美子

タイトル：福祉の現場から 在宅要介護者の要介護度とサー

ビス給付実績及び主介護者の介護負担感の変化

誌名：地域ケアリング

巻：20　　号：7

開始ページ：41

終了ページ：43

出版年月：2018/7

氏名：細川 満子

タイトル：独居高齢者の健康教育参加 のモチベーションの

検討

誌名：第59回日本社会医学会総会，2018.7.21（栃木県壬生

町）

出版年月：2018/7

氏名：福岡 裕美子

タイトル：A県内２市町における介護予防プログラムの効

果

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会抄録集

開始ページ：30

終了ページ：31

出版年月：2018/12

氏名：細川 満子

タイトル：訪問看護師が抱くセクシュアリティの認識と行

動

誌名：第38回日本看護科学学会学術集会

出版年月：2018/12

氏名：福岡 裕美子

タイトル：老年看護学の授業における学習の効果 TBLを導

入して(第2報)

誌名：日本看護科学学会学術集会講演集

巻：38回

開始ページ：1

終了ページ：8

出版年月：2018/12

氏名：細川 満子

タイトル：へき地の壮年期家族介護者が定期外受診時に抱

く迷い

誌名：第8回日本在宅看護学会学術集会

巻：7　　号：1

開始ページ：155

終了ページ：155

出版年月：2018/12

氏名：福岡 裕美子

タイトル：平成30年度老年看護グループの活動報告

誌名：2018年度青森県看護教育研究会誌

巻：47

開始ページ：25

終了ページ：27

出版年月：2019/3

氏名：細川 満子

タイトル：訪問看護師の実践力・実習指導力アップ研修

（基礎編）

誌名：平成30年度青森県立保健大学研修企画・実施助成事

業報告書

開始ページ：1

終了ページ：63

出版年月：2019/2
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氏名：細川 満子

タイトル：訪問看護実践へICF概念の導入を目指した研修

会の取り組み

誌名：日本リハビリテーション連携科学学会第20回学術集

会抄録集

開始ページ：80

終了ページ：80

出版年月：2019/3

氏名：山田 真司

タイトル：積極的支援と動機付け支援者に対する特定保健

指導の1年後の検査値への効果について

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：383

終了ページ：383

出版年月：2018/8

氏名：山田 真司

タイトル：独居高齢者の健康教育参加 のモチベーションの

検討

誌名：第59回日本社会医学会総会，2018.7.21（栃木県壬生

町）

出版年月：2018/7

氏名：山田 真司

タイトル：青森県における特定健診受診者のメタボリック

シンドローム階層化および腎機能別の推定食塩摂取量につ

いて

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：383

終了ページ：383

出版年月：2018/8

氏名：山田 真司

タイトル：青森県児童生徒の肥満傾向児および痩身傾向児

出現率の縦断的推移

誌名：東北公衆衛生学会誌

巻：　　号：67

開始ページ：33

終了ページ：33

出版年月：2018/7

氏名：山田 真司

タイトル：特定保健指導の検査値改善効果と保険者種別と

の関連について

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：383

終了ページ：383

出版年月：2018/8

氏名：山田 真司

タイトル：独居高齢者の地域健康教室への継続的参加の要

因の検討

誌名：東北公衆衛生学会誌

巻：　　号：67

開始ページ：19

終了ページ：19

出版年月：2018/7

氏名：山田 真司

タイトル：青森県児童生徒の性・出生コホートおよび地域

別にみた肥満と痩身割合の縦断推移

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77

開始ページ：338

出版年月：2018/10

氏名：山田 真司

タイトル：地域および職域健診受診者を対象としたロコモ

25の評価と生活習慣との関連について

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：370

終了ページ：370

出版年月：2018/8

氏名：山田 真司

タイトル：青森県児童生徒の性・出生年コホートおよび地

域別にみた肥満と痩身割合の縦断推移

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回　　号：10

開始ページ：388

終了ページ：388

出版年月：2018/10
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氏名：山田 真司

タイトル：健診対象者の変量効果を考慮した特定健康指導

の翌年度の検査値への改善効果について

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回　　号：10

開始ページ：350

終了ページ：350

出版年月：2018/10

氏名：谷川 涼子

タイトル：青森県児童生徒の肥満傾向児および痩身傾向児

出現率の縦断的推移

誌名：第67回東北公衆衛生学会講演集

開始ページ：33.7

出版年月：2018/7

氏名：山田 真司

タイトル：地域および職域健診受診者を対象とした職業別

の食塩摂取量について

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会抄録集

出版年月：2018/12

氏名：谷川 涼子

タイトル：青森県児童生徒の性・出生年コホートおよび地

域別にみた肥満と痩身割合の縦断推移

誌名：日本公衆衛生雑誌

巻：65　　号：10

開始ページ：388

出版年月：2018/10

氏名：山田 真司

タイトル：青森県児童生徒の肥満傾向児出現率および痩身

傾向児出現率は増加か減少か？

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会抄録集

出版年月：2018/12

氏名：谷川 涼子

タイトル：小学生の肥満と生活習慣の関連

誌名：第77回日本公衆衛生学会

出版年月：2018/10

氏名：清水 健史

タイトル：精神科集団作業療法において精神科作業療法士

がのぞむ精神科看護師との連携

誌名：日本看護科学学会学術集会講演集

巻：38

出版年月：2018/12

氏名：谷川 涼子

タイトル：青森県児童生徒の性・出生コホートおよび地域

別にみた肥満と痩身割合の縦断推移

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会抄録集

開始ページ：338

出版年月：2018/10

氏名：谷川 涼子

タイトル：青森県児童生徒の肥満および痩身傾向児出現率

の縦断推移

誌名：東北公衆衛生学会誌

号：67

開始ページ：33

出版年月：2018/7

氏名：谷川 涼子

タイトル：小学生の生活習慣と骨密度について

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

開始ページ：48

終了ページ：49

出版年月：2018/12
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氏名：谷川 涼子

タイトル：青森県児童生徒の肥満傾向児出現率および痩身

出現率は増加か減少か？

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

開始ページ：40

終了ページ：41

出版年月：2018/12

氏名：千葉 敦子

タイトル：地域活動参画型教育の効果について

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

開始ページ：534

出版年月：2018/10

氏名：谷川 涼子

タイトル：青森県の中学生における栄養・食事摂取量の地

域比較

誌名：第89回日本衛生学会学術総会

出版年月：2019/2

氏名：千葉 敦子

タイトル：地域住民における保健協力員活動の認知・活用

の現状と健康行動の関連

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：541

出版年月：2018/10/9

氏名：谷川 涼子

タイトル：小・中学生における酸化ストレスと食事状況の

関連

誌名：第28回日本疫学会学術集会

出版年月：2019/2

氏名：千葉 敦子

タイトル：看護実践で活用できる学びを目指す青森県看護

協会教育研修の評価

誌名：青森県看護学会誌

巻：47th

開始ページ：28‐29

出版年月：2018/10/23

氏名：谷川 涼子

タイトル：小・中学生の健康調査

誌名：平成29年度～30年度研究推進・知的財産センター指

定型研究 研究成果報告書

出版年月：2019/3

氏名：千葉 敦子

タイトル：ストレスチェックを実施したＡ市の事業所にお

ける業種別職業性ストレスの現状(第2報)-活気と下位尺度

項目との関連～

誌名：日本産業看護学会第7回学術集会

出版年月：2018/11

氏名：千葉 敦子

タイトル：保健医療福祉系大学生の他職種連携能力を測定

するための尺度作成

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

開始ページ：534

出版年月：2018/10

氏名：千葉 敦子

タイトル：ストレスチェックを実施したＡ市の事業所にお

ける業種別職業性ストレスの現状(第1報)-高ストレス者割

合と下位尺度項目の検討～

誌名：日本産業看護学会第7回学術集会誌

出版年月：2018/11
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氏名：千葉 敦子

タイトル：A保健所管内における保健協力員活動の現状と

課題

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

開始ページ：46

終了ページ：47

出版年月：2018/12

氏名：倉内　静香

タイトル：エネルギー産生栄養素摂取バランスと内臓脂肪

との関連 岩木健康増進プロジェクトでの横断研究

誌名：体力・栄養・免疫学雑誌

巻：28　　号：3

開始ページ：157

終了ページ：165

出版年月：2018/12

氏名：福井 幸子

タイトル：訪問看護で注射器等を安全に廃棄できる携帯用

医療廃棄物容器の開発

誌名：平成29年～30年度研究推進・知的財産センター指定

研究 産学連携研究 研究報告書

開始ページ：1

終了ページ：30

出版年月：2019/3

氏名：倉内　静香

タイトル：小学生の生活習慣と骨密度について

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

出版年月：2018/12

氏名：倉内　静香

タイトル：企業従業員の健康啓発を促す新たな健康診査の

試み-健診結果の気づきと次回健診結果との関連ー

誌名：第77回日本産業衛生学会東北地方会抄録集

出版年月：2018/7

氏名：倉内　静香

タイトル：小・中学生における酸化ストレスと食事状況の

関連

誌名：第28回日本疫学会学術集会

出版年月：2019/2

氏名：倉内　静香

タイトル：小学生の肥満と生活習慣の関連

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回

開始ページ：380

終了ページ：380

出版年月：2018/10

氏名：倉内　静香

タイトル：青森県の中学生における栄養・食事摂取量の地

域比較

誌名：第89回日本衛生学会学術総会

出版年月：2019/2

氏名：倉内　静香

タイトル：一般住民健診における中高齢者の、EDの経年変

化とそのリスク因子(地域健康増進プロジェクトにおける縦

断調査)

誌名：日本老年泌尿器科学会誌

巻：31

開始ページ：79

終了ページ：79

出版年月：2018/11

氏名：倉内　静香

タイトル：小・中学生の健康調査

誌名：平成29年度~30年度研究推進・知的財産センター指

定型研究 研究成果報告書

出版年月：2019/3
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氏名：倉内　静香

タイトル：運動機能と正常範囲の認知機能との関連

誌名：第28回体力・栄養・免疫学会大会抄録集

開始ページ：72

終了ページ：73

出版年月：2019/3

氏名：本間 ともみ

タイトル：卒業前シミュレーション体験の実践報告

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5

氏名：小池 祥太郎

タイトル：卒業前シミュレーション体験の実践報告

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5

氏名：本間 ともみ

タイトル：GASモデルを用いたデブリーフィングの振り返

り

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5

氏名：小池 祥太郎

タイトル：GASモデルを用いたデブリーフィングの振り返

り

誌名：東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5

氏名：本間 ともみ

タイトル：がん治療を受ける患者・家族の療養生活を地域

で支えることに対する他職種の認識－がん診療連携拠点病

院の看護師の立場から－

誌名：第33回 日本がん看護学会学術集会 講演集

巻：33　　号：特別号

開始ページ：212

出版年月：2019/1

氏名：小池 祥太郎

タイトル：輸液実施部位の中枢側から正確な採血データを

得るための実証研究

誌名：日本看護技術学会学術集会講演抄録集

巻：17回

開始ページ：66

終了ページ：66

出版年月：2018/9

氏名：伊藤 耕嗣

タイトル：卒業前シミュレーション体験の実践報告

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会；

秋田

出版年月：2018/5

氏名：小池 祥太郎

タイトル：臥位状態における実測身長と推定身長の比較検

討

誌名：日本看護技術学会学術集会講演抄録集

巻：17回

開始ページ：85

終了ページ：85

出版年月：2018/9

氏名：伊藤 耕嗣

タイトル：A大学における看護学科１～４年生の社会人基

礎力と生活および授業方法との関連

誌名：第38回日本看護科学学会学術集会プログラム集

開始ページ：55

出版年月：2018/12
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氏名：小林 昭子

タイトル：A大学における看護学科1～4年生の社会人基礎

力と生活および授業方法との関連

誌名：第38回日本看護科学学会学術集会

出版年月：2018/12

氏名：山本　明子

タイトル：へき地の壮年期家族介護者が定期外受診に抱く

迷い

誌名：日本在宅看護学会誌

巻：7　　号：1

開始ページ：155

終了ページ：155

出版年月：2018/12

氏名：千葉 武揚

タイトル：卒業前シミュレーション体験の実践報告

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5

氏名：山本　明子

タイトル：訪問看護実践へICF概念の 導入を目指した研修

会の取り組み

誌名：日本リハビリテーション連携科学学会誌

出版年月：2019

氏名：千葉 武揚

タイトル：GASモデルを用いたデブリーフィングの振り返

り

誌名：第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会

出版年月：2018/5

氏名：石切　麻希子

タイトル：2018年度小児看護グループ活動報告 成育医療・

移行期支援に関する教育の現状と看護教員の認識調査につ

いて

誌名：青森県看護教育研究会研究発表会

出版年月：2019/3

氏名：千葉 武揚

タイトル：A大学における看護学科1～4年生の社会人基礎

力と生活および授業方法との関連

誌名：日本看護科学学会学術集会プログラム集

開始ページ：55

出版年月：2018/12

氏名：高橋 由美子

タイトル：助産学生の内診技術習得に影響を与える要因

誌名：第59回日本母性衛生学会学術集会抄録集

巻：59　　号：3

開始ページ：277

終了ページ：277

出版年月：2018/10

氏名：手塚 祐美子

タイトル：精神科集団作業療法において精神科作業療法士

がのぞむ精神科看護師との連携

誌名：日本看護科学学会学術集会講演集

巻：38回

開始ページ：2

終了ページ：21

出版年月：2018/12
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【理学療法学科】

氏名：岩月 宏泰

タイトル：脊柱または足関節の運動制限が予測的姿勢調節

(APA)に及ぼす影響

誌名：日本ニューロリハビリテーション学会学術集会プロ

グラム・抄録集

巻：9th

開始ページ：56

出版年月：2018/5/12

氏名：尾崎 勇

タイトル：指神経刺激による正中神経活動磁界計測を用い

た手根管症候群の診断

誌名：第48回 日本臨床神経生理学会

出版年月：2018/11

氏名：岩月 宏泰

タイトル：A Comparative Study of Stepping Performance

in Simple and Choice Reaction Time Tasks

誌名：第73回日本体力医学会大会

出版年月：2018/9/7

氏名：尾崎 勇

タイトル：末梢神経インパルス伝導の電気磁気的解析

誌名：第48回 日本臨床神経生理学会

出版年月：2018/11

氏名：岩月 宏泰

タイトル：低周波全身振動の刺激方向と実施時間が予測的

姿勢調節に及ぼす効果

誌名：第36回東北理学療法学術大会

出版年月：2018/11/3

氏名：尾崎 勇

タイトル：複数指神経同時刺激による手根管部正中神経磁

界計測

誌名：第48回 日本臨床神経生理学会

出版年月：2018/11

氏名：岩月 宏泰

タイトル：認知負荷を伴った選択反応課題に応じたステッ

プ動作の時間解析

誌名：第48 回日本臨床神経生理学会 学術大会

出版年月：2018/11/9

氏名：尾崎 勇

タイトル：インパルス伝導の電気磁気的解析

誌名：日本脳電磁図トポグラフィ研究会

出版年月：2019/2

氏名：尾崎 勇

タイトル：神経活動磁界による手根管部におけるの神経活

動電流の可視化

誌名：第91回日本整形外科学会

出版年月：2018/5

氏名：佐藤 秀一

タイトル：３次元動作解析システム操作マニュアル

誌名：操作マニュアル

開始ページ：1

終了ページ：29

出版年月：2019/1
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氏名：渡部 一郎

タイトル：ノルディック杖歩行による足趾血流改善作用

誌名：Biomedical Thermology

巻：38　　号：1

開始ページ：13

出版年月：2018/6/30

氏名：川口 徹

タイトル：地域在住高齢者におけるフレイルと生活空間と

の関連について

誌名：第17回日本通所ケア研究大会

出版年月：2018/11

氏名：川口 徹

タイトル：高齢障がい者の身体活動量に関する研究－屋内

を基盤とした身体活動量に寄与する要因の探索的分析

誌名：第42回青森県理学療法士学会

出版年月：2018/6

氏名：川口 徹

タイトル：A県内2市町における介護予防プログラムの効果

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：川口 徹

タイトル：独居高齢者の地域健康教室への継続的参加の要

因の検討

誌名：東北公衆衛生学会（東北公衆衛生学会誌）

号：67

開始ページ：19

終了ページ：19

出版年月：2018/7

氏名：川口 徹

タイトル：在宅障害高齢者の屋内を基盤とした身体活動量

に寄与する要因の探索

誌名：第5回日本地域理学療法学会

出版年月：2018/12

氏名：川口 徹

タイトル：通所リハビリテーション利用者の屋内を基盤と

した身体活動量に寄与する要因の検討：身体要因、精神要

因、環境要因との関連

誌名：第4回日本予防理学療法学会サテライト集会

出版年月：2018/7

氏名：川口 徹

タイトル：在宅障害高齢者の生活空間とそれに寄与する要

因の探索

誌名：第5回日本地域理学療法学会

出版年月：2018/12

氏名：川口 徹

タイトル：レーザー距離計を用いたFunctional Reach Test

の開発に関する研究

誌名：第2回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会

出版年月：2018/11

氏名：勘林 秀行

タイトル：地域活動参画型教育の効果についての検討

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

開始ページ：534

出版年月：2018/10

105



業績集　学会発表等

氏名：勘林 秀行

タイトル：保健医療福祉系大学生の他職種連携能力を測定

するための尺度作成

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

開始ページ：534

出版年月：2018/10

氏名：藤田 智香子

タイトル：小学高学年の児童に対する運動介入が身体活動

量に及ぼす影響

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：378

出版年月：2018/10

氏名：藤田 智香子

タイトル：Effect of Body Composition and Physical Fitness

on Respiratory Function During the Adolescent Growth

Phase

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7

氏名：藤田 智香子

タイトル：小学生への総合的な身体 活動の介入と栄養指導

が児童と保護者に及ぼす影響（第2報）

誌名：日本公衆衛生雑誌

巻：65　　号：10

開始ページ：379

終了ページ：379

出版年月：2018/10/9

氏名：藤田 智香子

タイトル：Effect of Everyday Physical Activity on Bone

Mineral Density in the Adolescent Growth phase.

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7

氏名：藤田 智香子

タイトル：成長期における呼吸エク ササイズ介入及び介入

終了後の呼吸機能の応答

誌名：日本公衆衛生雑誌

巻：65　　号：10

開始ページ：378

終了ページ：378

出版年月：2018/10/9

氏名：藤田 智香子

タイトル：小学生への総合的な身体活動の介入が平衡機能

に及ぼす影響(第2報)

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：378

出版年月：2018/10

氏名：藤田 智香子

タイトル：Effect of Breathing Exercises on Lung Function

in the Adolescent Growth Phase.

誌名：Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT)

Congress 2018

出版年月：2018/11

氏名：藤田 智香子

タイトル：成長期における呼吸機能に身体組成と体力が及

ぼす影響

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：378

出版年月：2018/10

氏名：李 相潤

タイトル：Effect of Body Composition and Physical Fitness

on Respiratory Function During the Adolescent Growth

Phase.

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7
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氏名：李 相潤

タイトル：Effect of Everyday Physical Activity on Bone

Mineral Density in the Adolescent Growth phase.

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7

氏名：李 相潤

タイトル：小学高学年の児童に対する運動介入が身体活動

量に及ぼす影響

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会

巻：65

出版年月：2018/10

氏名：李 相潤

タイトル：成長期における呼吸機能に身体組成と体力が及

ぼす影響

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会

巻：65

出版年月：2018/10

氏名：李 相潤

タイトル：Effect of Breathing Exercises on Lung Function

in the Adolescent Growth Phase.

誌名：Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT)

Congress 2018

出版年月：2018/11

氏名：李 相潤

タイトル：小学生への総合的な身体活動の介入と栄養指導

が児童と保護者に及ぼす影響（第2報）

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会

巻：65

出版年月：2018/10

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：間欠的空気圧迫の実施による 腰背部皮膚温およ

び全身生体指標への影響

誌名：第42回青森県理学療法士学会

出版年月：2018/6

氏名：李 相潤

タイトル：成長期における呼吸エクササイズ介入及び介入

終了後の呼吸機能の応答

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会

巻：65

出版年月：2018/10

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：下肢に対する間欠的空気圧迫の加圧順序の違い

による腰部血行動態の比較

誌名：第73回体力医学会大会, 福井

出版年月：2018/9

氏名：李 相潤

タイトル：小学生への総合的な身体活動の介入が平衡機能

に及ぼす影響（第2報）

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会

巻：65

出版年月：2018/10

氏名：スミス マイケル

タイトル：Feedback for Success

誌名：Michinoku English Education Summit

出版年月：2018/6
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業績集　学会発表等

氏名：新岡 大和

タイトル：認定必須研修会講義シラバス

誌名：日本地域理学療法学会

出版年月：2018/11

氏名：橋本 淳一

タイトル：小学生への総合的な身体活動の介入と栄養指導

が児童と保護者に及ぼす影響（第2報）

誌名：第77回日本公衆衛生学会

出版年月：2018/10

氏名：新岡 大和

タイトル：自主グループ活動に参加する積雪寒冷地の地域

在住高齢者の秋季から春季にかけた運動機能の継時的変化

誌名：理学療法学Supplement 46S1(0), H2-233

出版年月：2019

氏名：橋本 淳一

タイトル：小学生への総合的な身体活動の介入が平衡機能

に及ぼす影響（第2報）

誌名：第77回日本公衆衛生学会

出版年月：2018/10

氏名：橋本 淳一

タイトル：Effect of Body Composition and Physical Fitness

on Respiratory Function During the Adolescent Growth

Phase.

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7

氏名：橋本 淳一

タイトル：成長期における呼吸機能に身体組成と体力が及

ぼす影響

誌名：第77回日本公衆衛生学会

出版年月：2018/10

氏名：橋本 淳一

タイトル：Effect of Everyday Physical Activity on Bone

Mineral Density in the Adolescent Growth phase.

誌名：12th International Society of Physical and

Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2018)

出版年月：2018/7

氏名：橋本 淳一

タイトル：成長期における呼吸エクササイズ介入及び介入

終了後の呼吸機能の応答

誌名：第77回日本公衆衛生学会

出版年月：2018/10

氏名：橋本 淳一

タイトル：小学高学年の児童に対する運動介入が身体活動

量に及ぼす影響

誌名：第77回日本公衆衛生学会

出版年月：2018/10

氏名：橋本 淳一

タイトル：Effect of Breathing Exercises on Lung Function

in the Adolescent Growth Phase

誌名：Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT)

Congress 2018

出版年月：2018/11
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業績集　学会発表等

氏名：橋本 淳一

タイトル：2019年度青森県立保健大学と仁濟大学国際交流

報告書

出版年月：2018/12

氏名：福島 真人

タイトル：2019年度青森県立保健大学と仁濟大学国際交流

報告書

出版年月：2018/12
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【社会福祉学科】

氏名：大山 博史

タイトル：有効な自殺対策のあり方ー精神科看護への期

待ー

誌名：第32回東北精神科看護学術集会，青森

出版年月：2018/10

氏名：大山 博史

タイトル：高齢者の自殺予防ー地域で支える心の健康ー

誌名：函館地方精神保健協会

巻：26

開始ページ：1

終了ページ：26

出版年月：2019/3

氏名：大山 博史

タイトル：障害者就業・生活支援ー精神科医療機関との連

携

誌名：第17回北海道・東北ブロック障害者就業・生活支援

センター連絡会，青森

出版年月：2018/11

氏名：石田 賢哉

タイトル：地域住民における保健協力員活動の認知・活用

の現状と健康行動の関連

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回

開始ページ：541

終了ページ：541

出版年月：2018/10

氏名：大山 博史

タイトル：介護予防生活機能評価を活用したうつ病スク

リーニングによる高齢者自殺予防活動ー地域住民向けうつ

病スクリーニングの開発ー

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会，青森

出版年月：2018/12

氏名：石田 賢哉

タイトル：アルコール依存症患者の社会生活機能に対する

デイケアプログラムの効果

誌名：日本デイケア学会第23回年次大会千葉大会

出版年月：2018/10

氏名：大山 博史

タイトル：平成30年度 青森県自殺対策検証研究会報告書

出版年月：2019/3

氏名：石田 賢哉

タイトル：平成30年度 青森県自殺防止対策取り組み検証事

業報告書

出版年月：2019/3

氏名：大山 博史

タイトル：平成30年度 青森県自殺防止対策取り組み検証事

業報告書

出版年月：2019/3

氏名：石田 賢哉

タイトル：平成30年度 青森県自殺対策検証研究会報告書

出版年月：2019/3
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氏名：石田 賢哉

タイトル：釈放前指導に実施されるSSTの評価と課題ー参

加者と担当職員双方による評価からー

誌名：矯正教育研究

巻：64

開始ページ：118

終了ページ：118

出版年月：2019/3

氏名：坂下 智恵

タイトル：平成30年度 青森県自殺対策検証研究会報告書

出版年月：2019/3

氏名：工藤 英明

タイトル：在宅で要介護者を抱える主介護者の介護負担感

に影響する要因の検討～要介護認定調査中間評価項目得点

を用いて～

誌名：第26回日本介護福祉学会

出版年月：2018/9

氏名：坂下 智恵

タイトル：平成30年度 青森県自殺防止対策取り組み検証事

業報告書

出版年月：2019/3

氏名：工藤 英明

タイトル：多職種で支える地域の健康

誌名：日本ヒューマンケア科学学会第11回学術集会シンポ

ジウム

出版年月：2018/10

氏名：岡田 敦史

タイトル：身体感覚増幅傾向と感覚モダリティ・身体部位

イメージの特徴 アレキシサイミア特性との関連から

誌名：日本心理学会大会発表論文集

巻：82nd

開始ページ：703

出版年月：2018/8

氏名：工藤 英明

タイトル：平成29年度青森県介護支援専門員地域同行型研

修報告～県内におけるケアマネジメント検証の成果と今後

の展望～

誌名：第27回青森県長寿研究会

出版年月：2018/10

氏名：岡田 敦史

タイトル：児童入所施設で働くケアワーカーのアタッチメ

ントスタイルと職務との関連

誌名：2018年度青森保健医療福祉研究発表会 抄録集

開始ページ：34

終了ページ：35

出版年月：2018/12

氏名：工藤 英明

タイトル：A県内2市町における介護予防プログラムの効果

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：岡田 敦史

タイトル：ヒューマンケア専門職をめざす学生の就職不安

とその支援

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会 抄録集

開始ページ：32

終了ページ：33

出版年月：2018/12
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氏名：岡田 敦史

タイトル：フォーカシング的態度が感覚モダリティ・身体

部位イメージ形成に及ぼす影響

誌名：東北心理学研究

巻：68

開始ページ：43

終了ページ：43

出版年月：2019/3

氏名：齋藤 史彦

タイトル：保育所・認定こども園における子ども・家庭の

相談支援強化ゼミ講師

出版年月：2019/1

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成30年度青森県社会福祉士会西北後勉強会講

師

誌名：再犯防止に関する社会福祉士の役割について

出版年月：2018/5

氏名：廣森 直子

タイトル：事例から考える「労働の主体性」の課題

誌名：日本社会教育学会 第42回 東北・北海道集会

出版年月：2018/6

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成30年度児童厚生二級指導員研修会講師

誌名：地域福祉活動

出版年月：2018/9

氏名：廣森 直子

タイトル：福祉系学生・卒業生の専門職志向と地元志向の

就業地選択への影響

誌名：日本教育社会学会 第70回大会 発表要旨集録

出版年月：2018/9

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成30年度青森県児童福祉司等義務研修講師

（児童相談所職員）

誌名：非行対応の基本

出版年月：2018/10

氏名：廣森 直子

タイトル：図書館職場の非正規化と図書館司書のキャリア

形成

誌名：第104回 全国図書館大会 プログラム（第14分科会 職

員問題「非正規雇用とキャリア形成」）

開始ページ：44

終了ページ：45

出版年月：2018/10

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成30年度青森県児童福祉司等義務研修講師

（市町村職員）

誌名：子ども家庭相談援助制度及び実施体制

出版年月：2018/10

氏名：廣森 直子

タイトル：地方の若者の家族観とキャリア選択への影響

誌名：日本社会教育学会 第65回研究大会 要旨集

出版年月：2018/10
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氏名：廣森 直子

タイトル：不安定雇用の女性研究者の立場より女性研究者

問題を考えるーJSA女性研究者・技術者調査チームによる

不安定雇用の女性研究者の実情に関する質的調査結果報告?

誌名：日本科学者会議 第22回総合学術研究集会 予稿集

開始ページ：306

終了ページ：307

出版年月：2018/12

氏名：村田 隆史

タイトル：生活保護制度改革と最低生活保障機能－所得保

障と自立支援の関連に着目して－（口頭発表）

誌名：日本社会福祉学会東北部会第18回研究大会

出版年月：2018/7

氏名：廣森 直子

タイトル：自分も楽しむ学生向けセミナーづくり －青森

COC+推進機構 女子学生のキャリア支援WGの取り組み－

誌名：女子大学生キャリア形成セミナー 教員・職員対象プ

ログラム 実践事例紹介

出版年月：2019/2

氏名：村田 隆史

タイトル：「医療学習会の効果に関する研究部会」におけ

る第1回調査の結果

誌名：国民医療

巻：339

開始ページ：6

終了ページ：13

出版年月：2018/8

氏名：宮本　雅央

タイトル：ラウンドテーブル 保健医療福祉系大学における

教養教育の問題（9）－国際化とDisciplineの越境

誌名：大学教育学会 第40回大会 発表要旨集録

開始ページ：32

終了ページ：33

出版年月：2018/6

氏名：村田 隆史

タイトル：戦後日本の社会保障における基本原理の形成過

程（口頭発表）

誌名：日本福祉図書文献学会第21回全国大会

出版年月：2018/9

氏名：宮本　雅央

タイトル：地域におけるコーディネート 実践能力に関する

仮説－専門職インタビューの結果から

誌名：日本社会福祉教育学会第14回大会発表抄録集

開始ページ：43

終了ページ：44

出版年月：2018/9

氏名：村田 隆史

タイトル：2018年度 第31回社会福祉士全国統一模擬試験

（社会保障、低所得者に対する支援と生活保護制度）の問

題作成

誌名：株式会社テコム福祉教育カレッジ（主催） （公社）

日本社会福祉士会（後援）

出版年月：2018/10

氏名：村田 隆史

タイトル：生活困窮者自立支援事業から地域共生社会へ

（講演録）

誌名：国民医療

巻：338

開始ページ：13

終了ページ：17

出版年月：2018/5

氏名：村田 隆史

タイトル：生活保護改革と自治体行政への影響

誌名：住民と自治

巻：668

開始ページ：24

終了ページ：27

出版年月：2018/11
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氏名：村田 隆史

タイトル：「医療学習会の効果に関する研究部会」におけ

る第2回調査の結果

誌名：国民医療

巻：341

開始ページ：31

終了ページ：41

出版年月：2019/2

氏名：村田 隆史

タイトル：青森県の社会福祉の現状と課題（口頭発表）

誌名：社会保障政策研究会第43回研究例会

出版年月：2019/3

氏名：村田 隆史

タイトル：「子どもの貧困」について（コメント）

誌名：東奥日報

出版年月：2019/3
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【栄養学科】

氏名：佐藤 伸

タイトル：タカキビ抽出物が糖尿病ラットの脂質代謝と肝

臓へのマクロファージ浸潤に及ぼす影響

誌名：第72回日本栄養・食糧学会大会

出版年月：2018/5

氏名：佐藤 伸

タイトル：ケルセチンは胎生期・乳児期に低栄養に曝され

た仔ラットの果糖負荷による腎障害を軽減する

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会

出版年月：2018/9

氏名：佐藤 伸

タイトル：胎生期及び乳児期に低栄養に曝された仔ラット

の離乳後高脂肪食負荷による腎臓の炎症細胞に及ぼす茶カ

テキン類の影響

誌名：第４回日本栄養改善学会 東北支部学術総会

出版年月：2018/6

氏名：佐藤 伸

タイトル：授乳期に摂取する茶カテキンは胎児期・乳児期

に低栄養に曝された仔ラットの離乳後高脂肪食負荷による

腎臓の炎症を軽減する

誌名：日本栄養・食糧学会北海道支部、日本栄養・食糧学

会東北支部合同支部大会

出版年月：2018/11

氏名：佐藤 伸

タイトル：胎生期乳児期に低蛋白食に曝された雌性仔ラッ

トの離乳後の骨格筋組織に及ぼす過剰果糖液摂取の影響

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会

出版年月：2018/9

氏名：佐藤 伸

タイトル：胎生期乳児期に低栄養に曝された雌性仔ラット

の離乳後の過剰果糖負荷による骨格筋中の炎症細胞に及ぼ

す影響

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：佐藤 伸

タイトル：胎生期乳児期に低蛋白食に曝された仔ラットの

過剰果糖負荷による肝臓の炎症細胞に及ぼすケルセチンの

影響

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会

出版年月：2018/9

氏名：佐藤 伸

タイトル：高脂肪食摂取ラットの血漿インスリン濃度及び

腎臓中Akt活性に及ぼすジャワショウガ並びに運動負荷の影

響

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：佐藤 伸

タイトル：高脂肪食摂取ラットの腎障害に及ぼすジャワ

ショウガ抽出物並びに運動負荷併用の影響

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会

出版年月：2018/9

氏名：佐藤 伸

タイトル：ケルセチンは胎生期乳児期に低蛋白質食に曝さ

れた雌性仔ラットの過剰フルクトース負荷による肝障害を

軽減する

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12
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氏名：佐藤 伸

タイトル：胎生期乳児期に低蛋白食に曝された仔ラットの

過剰果糖負荷による腎臓の線維化及びマクロファージの浸

潤に及ぼすケルセチンの影響

出版年月：2018/12

氏名：吉池 信男

タイトル：乳幼児期における食事に関わる養育者の困りご

ととその要因

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77th

開始ページ：388

出版年月：2018/10/9

氏名：吉池 信男

タイトル：ナッジによる肥満予防への行動変容をRCTによ

り検証した研究

誌名：産業衛生学雑誌

巻：60

開始ページ：341

出版年月：2018/5

氏名：浅田 豊

タイトル：中高生スマホ全盛期におけるネット依存対策・

予防のための啓発カリキュラム開発

誌名：青森県保健医療福祉研究発表会

巻：2018

開始ページ：50

終了ページ：51

出版年月：2018/12

氏名：吉池 信男

タイトル：学童期における「食の豊かさ」に関する概念指

標と評価尺度に関する検討

誌名：栄養学雑誌

巻：76　　号：5 Supplement

開始ページ：205

出版年月：2018/9/3

氏名：井澤 弘美

タイトル：アミノ酸成分表2015年版を用いたアミノ酸とた

んぱく質の算出量の妥当性の検証

誌名：第72回日本栄養・食糧学会大会講演要旨集

出版年月：2018/5

氏名：吉池 信男

タイトル：小児の野菜摂取量の簡易的評価指標の検討

誌名：栄養学雑誌

巻：76　　号：5 Supplement

開始ページ：283

出版年月：2018/9/3

氏名：井澤 弘美

タイトル：4-メチルウンベリフェロンはメラニンの生合成

を促進する

誌名：第18回日本抗加齢医学会総会講演要旨集

出版年月：2018/5

氏名：吉池 信男

タイトル：青森県県民健康・栄養調査からみた津軽地域と

南部地域の食生活の傾向

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会

開始ページ：553

出版年月：2018/10

氏名：井澤 弘美

タイトル：惣菜の揚げ油の脂肪酸組成

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9
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氏名：井澤 弘美

タイトル：化学分析によるたんぱく質とトリプトファン量

の換算係数の妥当性の検証

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：井澤 弘美

タイトル：生薬「蒲黄」によるコラーゲン遺伝子の発現制

御機構

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：井澤 弘美

タイトル：リンゴ果汁摂取によるラット小腸のアスコルビ

ン酸濃度とSVCT１たんぱく質発現への影響

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：井澤 弘美

タイトル：4-メチルウンベリフェロンによるメラニン産生

促進機構： tyrosinase 遺伝子の転写制御及び生体皮膚への

メラニン沈着の促進

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：井澤 弘美

タイトル：アミノ酸摂取量を評価する際の栄養価計算の妥

当性

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：井澤 弘美

タイトル：生薬「蒲黄」による創傷治癒関連遺伝子の網羅

的発現解析

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：井澤 弘美

タイトル：麹菌を用いた発酵によるリンゴ未熟果のデンプ

ン加水分解酵素阻害活性の向上

誌名：日本栄養・食糧学会北海道支部（第48 回大会） 日

本栄養・食糧学会東北支部（第52 回大会） 合同支部大会

出版年月：2018/11

氏名：大野　智子

タイトル：食塩摂取低減を目的としたうま味物質の活用効

果の定量的検証

誌名：日本食育学会総会・学術大会講演・学術報告要旨集

巻：6th

開始ページ：30

出版年月：2018/5/12

氏名：井澤 弘美

タイトル：4-メチルウンベリフェロンによるメラニン産生

促進機構：tyrosinase related protein-1 遺伝子及び

Dopachrome tautomerase 遺伝子の転写制御

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：大野　智子

タイトル：食塩摂取低減を目的とした汁物の適正塩分濃度

の検討~多施設無作為化盲検試験によるうま味物質の減塩

効果検証~

誌名：日本高血圧学会総会プログラム・抄録集

巻：41st (CD-ROM)

開始ページ：ROMBUNNO.OM01‐03

出版年月：2018/9/14
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氏名：大野　智子

タイトル：秋田県の家庭料理 副菜の特徴

誌名：日本調理科学会大会研究発表要旨集

巻：31　　号：0

開始ページ：198

終了ページ：198

出版年月：2019

氏名：三好　美紀

タイトル：国内外の女性のやせの動向

誌名：肥満研究

巻：24　　号：1

開始ページ：16

終了ページ：21

出版年月：2018/4

氏名：齋藤 長徳

タイトル：本学管理栄養士養成課程学生の食生活の実態と

意識調査

誌名：栄養学雑誌

巻：76　　号：5

開始ページ：235

出版年月：2018/9

氏名：三好　美紀

タイトル：スリランカ都市部の小学生における食品摂取状

況と栄養不良の関連

誌名：日本栄養・食糧学会大会講演要旨集

巻：72回

開始ページ：259

終了ページ：259

出版年月：2018/4

氏名：齋藤 長徳

タイトル：病院給食の適正な調理従事者を考える

誌名：栄養学雑誌

巻：76　　号：5

開始ページ：314

出版年月：2018/9

氏名：三好　美紀

タイトル：ラオス国カムアン県サイブートン郡における5歳

未満児とその家庭における食品・栄養摂取状況の現状把握

と今後の対応

誌名：国際保健医療

巻：33　　号：3

開始ページ：186

終了ページ：187

出版年月：2018/9

氏名：齋藤 長徳

タイトル：日本と諸外国における管理栄養士制度について-

管理栄養士の地位向上に向けて-

誌名：栄養学雑誌

巻：76　　号：5

開始ページ：260

出版年月：2018/9

氏名：三好　美紀

タイトル：学童期における「食の豊かさ」に関する概念指

標と評価尺度に関する検討

誌名：栄養学雑誌

巻：76　　号：5 Supplement

開始ページ：205

出版年月：2018/9/3

氏名：齋藤 長徳

タイトル：青森県の郷土料理の成立ちと特徴

誌名：栄養学雑誌

巻：76　　号：5

開始ページ：278

出版年月：2018/9

氏名：三好　美紀

タイトル：スリランカ都市部の小学生における親の教育歴

や母親の体格と栄養不良の関連

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回

開始ページ：585

終了ページ：585

出版年月：2018/10
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氏名：三好　美紀

タイトル：第7回アジア栄養士会議(ACD2018)参加報告

誌名：日本栄養士会雑誌

巻：61　　号：12

開始ページ：29

終了ページ：31

出版年月：2018/12

氏名：清水 亮

タイトル：The relationship between lifestyle factors and

mental healht amaong junior high school students in Japan

誌名：The 19th World Psychiatric Association World

Congress of Psychiatry

出版年月：2018/9

氏名：オガサワラ メリッサ

タイトル：青森県内の「医療通訳養成研修」における過去5

年間の参加者の背景と参加意識の変容に関する研究

誌名：日本ヒューマンケア科学学会第11回学術集会抄録集

開始ページ：35

終了ページ：36

出版年月：2018/10

氏名：清水 亮

タイトル：小学生の生活習慣と骨密度について

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

出版年月：2018/12

氏名：オガサワラ メリッサ

タイトル：地域住民における保健協力員活動の認知・活用

の現状と健康行動の関連

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会抄録集

開始ページ：541

出版年月：2018/10

氏名：清水 亮

タイトル：脳卒中地域連携パスから始まった嚥下食連携の

取り組みについて

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会-抄録集ｰ

出版年月：2018/12

氏名：オガサワラ メリッサ

タイトル：青森県「医療通訳養成研修」受講者の通訳観の

考察

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会抄録集

開始ページ：52

終了ページ：53

出版年月：2018/12

氏名：清水 亮

タイトル：小・中学生の健康調査

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

出版年月：2018/12

氏名：オガサワラ メリッサ

タイトル：A保健所管内における保健協力員活動の活性化

に関する研究

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会抄録集

開始ページ：22

終了ページ：23

出版年月：2018/12

氏名：清水 亮

タイトル：小・中学生における酸化ストレスと食事状況の

関連

誌名：第29 回日本疫学会学術総会講演集

巻：157

出版年月：2019/1
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氏名：清水 亮

タイトル：青森県の中学生における栄養・食事摂取量の地

域比較

誌名：第89回 日本衛生学会学術総会講演集

巻：74

開始ページ：S155

終了ページ：S155

出版年月：2019/2

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：授乳期に摂取する茶カテキンは胎児期・乳児期

に低栄養に曝された仔ラットの離乳後高脂肪食負荷による

腎臓の炎症を軽減する

誌名：日本栄養・食糧学会北海道支部、日本栄養・食糧学

会東北支部合同支部大会

出版年月：2018/11

氏名：清水 亮

タイトル：青森県三地域の小中学生における血糖指標の比

較と関連要因の検討

誌名：平成29年度~30年度 研究推進・知的財産センター指

定型研究 重点課題研究 / 官学連携･地域貢献促進研究 研究

成果報告書 小・中学生の健康調査

出版年月：2019/3

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：高脂肪食摂取ラットの血漿インスリン濃度及び

腎臓中Akt活性に及ぼすジャワショウガ並びに運動負荷の影

響

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：胎生期及び乳児期に低栄養に曝された仔ラット

の離乳後高脂肪食負荷による腎臓の炎症細胞に及ぼす茶カ

テキン類の影響

誌名：第４回日本栄養改善学会 東北支部学術総会

出版年月：2018/6

氏名：熊谷 貴子

タイトル：青森県児童生徒の肥満傾向児および痩身傾向児

出現率の縦断的推移

誌名：東北公衆衛生学会誌

号：67

開始ページ：33

終了ページ：33

出版年月：2018/7

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：高脂肪食摂取ラットの腎障害に及ぼすジャワ

ショウガ抽出物並びに運動負荷併用の影響

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会

出版年月：2018/9

氏名：熊谷 貴子

タイトル：地域および職域健診受診者を対象としたロコモ

25の評価と生活習慣との関連について

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：370

終了ページ：370

出版年月：2018/8

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：化学分析によるたんぱく質とトリプトファン量

の換算係数の妥当性の検証

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：熊谷 貴子

タイトル：特定保健指導の検査値改善効果と保険者種別と

の関連について

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：383

終了ページ：383

出版年月：2018/8
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氏名：熊谷 貴子

タイトル：青森県における特定健診受診者のメタボリック

シンドローム階層化および腎機能別の推定食塩摂取量につ

いて

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：383

終了ページ：383

出版年月：2018/8

氏名：熊谷 貴子

タイトル：青森県児童生徒の肥満傾向児出現率および痩身

出現率は増加か減少か？

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

開始ページ：40

終了ページ：41

出版年月：2018/12

氏名：熊谷 貴子

タイトル：積極的支援と動機付け支援者に対する特定保健

指導の1年後の検査値への効果について

誌名：人間ドック

巻：33　　号：2

開始ページ：383

終了ページ：383

出版年月：2018/8

氏名：熊谷 貴子

タイトル：地域および職域健診受診者を対象とした職業別

の食塩摂取量について

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

出版年月：2018/12

氏名：熊谷 貴子

タイトル：青森県児童生徒の性・出生年コホートおよび地

域別にみた肥満と痩身割合の縦断推移

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回　　号：10

開始ページ：388

終了ページ：388

出版年月：2018/10

氏名：熊谷 貴子

タイトル：地域および職域健診受診者を対象としたロコモ

25の評価と生活習慣との関連について

誌名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会ー抄録集ー

出版年月：2018/12

氏名：熊谷 貴子

タイトル：青森県児童生徒の性・出生コホートおよび地域

別にみた肥満と痩身割合の縦断推移

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77

開始ページ：338

出版年月：2018/10

氏名：熊谷 貴子

タイトル：DOHaD研究 ワークショップ報告書 データヘル

ス

誌名：日本DOHaD学会

出版年月：2019

氏名：熊谷 貴子

タイトル：健診対象者の変量効果を考慮した特定健康指導

の翌年度の検査値への改善効果について

誌名：日本公衆衛生学会総会抄録集

巻：77回

開始ページ：350

終了ページ：350

出版年月：2018/10

氏名：小山　達也

タイトル：国内外の女性のやせの動向

誌名：肥満研究

巻：24　　号：1

開始ページ：16

終了ページ：21

出版年月：2018/4
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氏名：小山　達也

タイトル：青森県県民健康・栄養調査からみた津軽地域と

南部地域の食生活の傾向

誌名：第77回日本公衆衛生学会総会

開始ページ：553

出版年月：2018/10

氏名：舘花　春佳

タイトル：アミノ酸摂取量を評価する際の栄養価計算の妥

当性

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：舘花　春佳

タイトル：4-メチルウンベリフェロンはメラニンの生合成

を促進する

誌名：第18回日本抗加齢医学会総会講演要旨集

出版年月：2018/5

氏名：舘花　春佳

タイトル：リンゴ果汁摂取によるラット小腸のアスコルビ

ン酸濃度とSVCT１たんぱく質発現への影響

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：舘花　春佳

タイトル：アミノ酸成分表2015年版を用いたアミノ酸とた

んぱく質の算出量の妥当性の検証

誌名：第72回日本栄養・食糧学会大会講演要旨集

出版年月：2018/5

氏名：舘花　春佳

タイトル：麹菌を用いた発酵によるリンゴ未熟果のデンプ

ン加水分解酵素阻害活性の向上

誌名：日本栄養・食糧学会北海道支部（第48 回大会） 日

本栄養・食糧学会東北支部（第52 回大会） 合同支部大会

出版年月：2018/11

氏名：舘花　春佳

タイトル：惣菜の揚げ油の脂肪酸組成

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：舘花　春佳

タイトル：生薬「蒲黄」による創傷治癒関連遺伝子の網羅

的発現解析

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：舘花　春佳

タイトル：化学分析によるたんぱく質とトリプトファン量

の換算係数の妥当性の検証

誌名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

出版年月：2018/9

氏名：舘花　春佳

タイトル：生薬「蒲黄」によるコラーゲン遺伝子の発現制

御機構

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12
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氏名：舘花　春佳

タイトル：4-メチルウンベリフェロンによるメラニン産生

促進機構：tyrosinase related protein-1 遺伝子及び

Dopachrome tautomerase 遺伝子の転写制御

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12

氏名：舘花　春佳

タイトル：4-メチルウンベリフェロンによるメラニン産生

促進機構： tyrosinase 遺伝子の転写制御及び生体皮膚への

メラニン沈着の促進

誌名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

出版年月：2018/12
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【看護学科】

氏名：反町　吉秀

タイトル：精神保健医療福祉白書2018/2019

出版社：中央法規

出版年月：2018/10

氏名：小池 祥太郎

タイトル：【連載】注射・採血・輸液の手技徹底攻略！ 点

滴より末梢側での採血はOK？NG？

出版社：ナース専科puls

出版年月：2018/6

氏名：鄭 佳紅

タイトル：看護サービスの質管理

出版社：日本看護協会出版会

出版年月：2019

氏名：福岡 裕美子

タイトル：ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例

集

出版社：中央法規出版株式会社

出版年月：2018/11

氏名：福岡 裕美子

タイトル：改訂第6版 書きながら覚えるケアマネジャーま

るわかり合格ノート

出版社：株式会社技術評論社

出版年月：2019/1

氏名：藤本 真記子

タイトル：看護技術がみえる vol.1 基礎看護技術 第1版

出版社：メディックメディア

出版年月：2018/12

業績集　書籍
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業績集　書籍

【理学療法学科】

氏名：岩月 宏泰

タイトル：神経障害理学療法学?－脳血管障害，頭部外傷，

脊髄損傷

出版社：Medical View

出版年月：2019/2

氏名：岩月 宏泰

タイトル：リハビリテーション神経科学

出版社：Medical View

出版年月：2019/3

氏名：渡部 一郎

タイトル：看護が見える1基礎看護技術

出版社：医療情報科学研究所

出版年月：2018/12

氏名：川口 徹

タイトル：ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例

集

出版社：中央法規出版株式会社

出版年月：2018/11
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【社会福祉学科】

氏名：大竹 昭裕

タイトル：『憲法判例評論』（単著）

出版社：ブイツーソリューション

出版年月：2018/4

氏名：児玉 寛子

タイトル：書きながら覚えるケアマネージャーまるわかり

合格ノート改訂第6版

出版社：技術評論社

出版年月：2019/1

氏名：石田 賢哉

タイトル：精神保健福祉士国家試験模擬問題集2019

出版年月：2018/7

氏名：坂下 智恵

タイトル：高齢者福祉白書2019

出版社：本の泉社

出版年月：2019/1

氏名：工藤 英明

タイトル：ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例

集

出版社：中央法規

出版年月：2018/10

氏名：宮本　雅央

タイトル：2019社会福祉士国家試験過去問解説集

出版社：中央法規

出版年月：2018/5

氏名：工藤 英明

タイトル：改訂第6版書きながら覚えるケアマネジャーまる

わかり合格ノート

出版社：技術評論社

出版年月：2018/12

氏名：村田 隆史

タイトル：生活保護法成立過程の研究

出版社：自治体研究社

出版年月：2018/4

氏名：児玉 寛子

タイトル：2019社会福祉士国家試験模擬問題集

出版社：中央法規出版

出版年月：2018/7

氏名：村田 隆史

タイトル：医療・福祉と人権?地域からの発信

出版社：旬報社

出版年月：2018/12

氏名：児玉 寛子

タイトル：認知症の人と家族にとっての治療とケア（7）認

知症の人の代弁者としてー介護支援専門員の立場からー

出版社：看護のチカラ 産労総合研究所

出版年月：2018/12

氏名：村田 隆史

タイトル：新版 基礎から学ぶ社会保障

出版社：自治体研究社

出版年月：2019/3
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【栄養学科】

氏名：佐藤 伸

タイトル：成人病と生活習慣病 特集：臨床医として知って

おきたいミネラルの知識、「銅」

出版社：東京医学社

出版年月：2018/6

氏名：齋藤 長徳

タイトル：管理栄養士コアカリ準拠第9巻給食経営管理論

第1版第8刷

出版社：医歯薬出版

出版年月：2018/10

氏名：齋藤 長徳

タイトル：ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例

集

出版社：中央法規出版（株）

出版年月：2018/11

氏名：齋藤 長徳

タイトル：健康栄養科学シリーズ「臨床栄養学 改訂第３

版」

出版社：（株）南江堂

出版年月：2019/3

氏名：清水 亮

タイトル：ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例

集

出版社：中央法規出版株式会社

出版年月：2018/11

氏名：熊谷 貴子

タイトル：うかたま 炊き込みご飯・おにぎり 青森県：若生

おにぎり

出版社：農山魚村文化協会／日本調理科学会企画・編集

出版年月：2019/2
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【看護学科】

氏名：角濱 春美

タイトル：平成30年度八戸平和病院研究指導

開催年月：2018/7/7

氏名：角濱 春美

タイトル：平成30年度十和田市立市民病看護研究発表会

開催年月：2018/12/27

氏名：角濱 春美

タイトル：専門職を目指す女子学生の県内人材確保を考え

る

会議名：青森県の経済と産業研究会

開催年月：2018/7/21

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2018/4/3

氏名：角濱 春美

タイトル：平成30年度地域リハビリテーション研修会ー

フィジカルアセスメント研修と訪問看護の実際ー

開催年月：2018/9/22

開催地：青森県青森市

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2018/5/11

氏名：角濱 春美

タイトル：平成30年十和田市立中央病院研究計画書指導

開催年月：2018/9/27

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：青森県立中央病院

開催年月：2018/5/17

氏名：角濱 春美

タイトル：体と心を癒す良い睡眠

会議名：平成30年度健康課題解決秋田県研修会

開催年月：2018/10/26

開催地：秋田県三種町

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：青森県立中央病院

開催年月：2018/6/21

氏名：角濱 春美

タイトル：看護実践に活かせる基礎看護技術の根拠

会議名：平成30年秋田県看護協会一般教育研修

開催年月：2018/11/6

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2018/6/29

業績集　講演・口頭発表
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氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2018/7/20

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2019/2/15

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2018/8/24

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2019/3/8

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2018/9/10

氏名：古川 照美

タイトル：大規模認知症コホート（いきいき健診）

開催年月：2018/6/11

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：青森県立中央病院

開催年月：2018/9/11

氏名：古川 照美

タイトル：高校訪問

開催年月：2018/6/25

氏名：木村 恵美子

タイトル：リンパ浮腫ケア実践指導

会議名：つがる総合病院

開催年月：2019/1/18

氏名：古川 照美

タイトル：健康づくりリーダー育成ゼミ

開催年月：2018/6/28

氏名：木村 恵美子

タイトル：セルフリフレクション

会議名：ホリスティックナース養成コース

開催年月：2019/1/26

氏名：古川 照美

タイトル：生活習慣病とは～親子で健康生活～

開催年月：2018/6/29
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氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 鰺ヶ沢町健康フェスティバル

開催年月：2018/7/1

氏名：古川 照美

タイトル：採択される研究計画調書と書き方のコツ

開催年月：2018/9/10

氏名：古川 照美

タイトル：地域包括支援センター地域診断学習会

開催年月：2018/7/20

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 防災訓練自由ヶ丘町会

開催年月：2018/9/22

氏名：古川 照美

タイトル：健やか隊員育成研修会

開催年月：2018/7/24

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 八戸学院大学タバコ調査

開催年月：2018/9/29

氏名：古川 照美

タイトル：第67回東北公衆衛生学会 座長

開催年月：2018/7/27

氏名：古川 照美

タイトル：公衆衛生看護学教育モデル・コア・カリキュラ

ムの活用

開催年月：2018/10/23

氏名：古川 照美

タイトル：PHNEコアカリ2017の活用‐公衆衛生看護の対

象と健康課題、支援方法を事例で学ぶ

開催年月：2018/8/19

氏名：古川 照美

タイトル：なぜ地域包括ケアシステムがクローズアップさ

れるのか

開催年月：2018/10/27

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 こころの縁側事業

開催年月：2018/8/21

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 アピオあおもり 秋まつり

開催年月：2018/11/11
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氏名：古川 照美

タイトル：私とヘルスプロモーションー出会いから現在、

未来にむけてー

開催年月：2018/11/24

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 野辺地町SOSの出し方教室

開催年月：2019/2/19

氏名：古川 照美

タイトル：健康づくりリーダー育成ゼミ

開催年月：2018/12/1

氏名：古川 照美

タイトル：地域包括支援センター地域診断学習会

開催年月：2019/2/22

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 学生発未来を変える挑戦フォー

ラム

開催年月：2018/12/21

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 野辺地町SOSの出し方教室

開催年月：2019/3/15

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 野辺地町SOSの出し方教室

開催年月：2019/1/17

氏名：鄭 佳紅

タイトル：保健医療福祉系大学生の多職種連携能力を測定

するための尺度作成

会議名：日本公衆衛生学会総会抄録集

開催年月：2018/10

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 健やか力検定

開催年月：2019/2/2

氏名：鄭 佳紅

タイトル：地域活動参画型教育の効果についての検討

会議名：日本公衆衛生雑誌

開催年月：2018/10

氏名：古川 照美

タイトル：HL向上部活動 元気フェスタpartⅣ

開催年月：2019/2/3

氏名：鄭 佳紅

タイトル：A大学における看護学科1-4年生の社会人基礎力

と生活および授業方法との関連

会議名：第38回日本看護科学学会学術集会：仙台

開催年月：2018/12
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氏名：福岡 裕美子

タイトル：認知症の理解ー自分のために知りたい基礎知識

と対応ー

会議名：青森県立保健大学平成30年度公開講座

開催年月：2018/5/26

氏名：福岡 裕美子

タイトル：平成30年度施設ケアマネ研修会講師

開催年月：2018/10/9

氏名：福岡 裕美子

タイトル：秋田県立由利高等学校アカデミック講座講師

開催年月：2018/7/24

氏名：福岡 裕美子

タイトル：平成30年度ヘルスリテラシー特別公開講座 認知

症サポーター養成講座、ステップアップ講座

開催年月：2018/10/27

氏名：福岡 裕美子

タイトル：カリキュラムへのシミュレーション教育導入に

ついて

会議名：2018National SIMULATION USER NETWORK

開催年月：2018/9/2

氏名：福岡 裕美子

タイトル：青森県認知症サポーター上級者育成ステップ

アップ講座指導者養成研修講師

開催年月：2018/11/6

氏名：福岡 裕美子

タイトル：五所川原市介護事業者連絡協議会研修会（施設

編）講師

開催年月：2018/9/7

氏名：福岡 裕美子

タイトル：平成30年度訪問介護サービス責任者研修会（八

戸）講師

開催年月：2018/12/11

氏名：福岡 裕美子

タイトル：高齢者の身体的、心理・精神的特徴と認知症ケ

ア

会議名：平成30年度社会福祉施設看護職員研修

開催年月：2018/9/12

氏名：福岡 裕美子

タイトル：平成30年度訪問介護サービス提供責任者研修会

（青森）講師

開催年月：2019/1/18

氏名：福岡 裕美子

タイトル：五所川原市介護事業者連絡協議会研修会（ヘル

パー編）講師

開催年月：2018/9/14

氏名：細川 満子

タイトル：青森県老連健康福祉大学校（十和田市）

開催年月：2018/7/20
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氏名：細川 満子

タイトル：青森県看護協会主催研修「ICFを活用して生活

支援を考える」

開催年月：2018/8/29

氏名：川内 規会

タイトル：ココカレッジ「コミュニケーション講座」

会議名：子育て応援ココネットあおもり

開催年月：2018/7/25

氏名：細川 満子

タイトル：訪問看護師の実践力・実習指導力アップ研修

（基礎編）むつ市会場

会議名：研修科助成事業

開催年月：2018/9/22

氏名：川内 規会

タイトル：青森市子育てサポーターファミリー講師・きら

きら塾(中央地区）

会議名：青森市家庭教育サポートセンター

開催年月：2018/9/14

氏名：細川 満子

タイトル：在宅看護を知ろう

会議名：大学模擬講義 県立弘前中央高等学校

開催年月：2018/10/26

氏名：川内 規会

タイトル：平成30年度家庭教育応援隊養成講座(青森市）

会議名：青森県総合社会教育センター

開催年月：2018/10/6

氏名：細川 満子

タイトル：東青地区訪問看護連絡協議会主催研修会

会議名：

開催年月：2018/11/8

氏名：川内 規会

タイトル：青森市子育てサポーターファミリー講師・きら

きら塾(荒川地区）

会議名：青森市家庭教育サポートセンター

開催年月：2018/10/12

氏名：細川 満子

タイトル：訪問看護師の実践力・実習指導力アップ研修

（基礎編）八戸会場

開催年月：2018/11/17

氏名：川内 規会

タイトル：平成30年度あおもり健康づくりリーダー育成ゼ

ミ

会議名：あおもり健康づくりリーダー育成ゼミ講師

開催年月：2018/12/1

氏名：細川 満子

タイトル：「自宅で最期を過ごすために 私たちにできるこ

と」 ー最期の過ごし方について考えるー

会議名：平成30年度第3回難病連絡調整会議

開催年月：2019/3/9

氏名：川内 規会

タイトル：あおもり「健やか力」検定実施

会議名：青森県立保健大学ヘルスリテラシー向上活動

開催年月：2019/2/2
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氏名：谷川 涼子

タイトル：社会福祉施設看護職員研修（施設等におけるリ

スクマネジメントを考える）

開催年月：2018/9/12

氏名：千葉 敦子

タイトル：青森県立保健大学オープンキャンパス模擬講義

（働く人の健康を支える産業保健活動）

開催年月：2018/8/5

氏名：谷川 涼子

タイトル：子どもの成長発達について

会議名：五所川原高等学校模擬講義

開催年月：2018/9/28

氏名：千葉 敦子

タイトル：産業保健研修会（治療と職業生活の両立支援の

ために）

開催年月：2018/8/7

氏名：谷川 涼子

タイトル：意思決定のための患者支援

会議名：青森県立中央病院

開催年月：2018/10/9

氏名：千葉 敦子

タイトル：産業保健研修会（知っておきたい 働く人の健康

支援）

開催年月：2018/8/28

氏名：谷川 涼子

タイトル：子どもの成長発達について

会議名：黒石高等学校模擬講義

開催年月：2018/10/18

氏名：千葉 敦子

タイトル：社会福祉施設看護職員研修（知っておきたい働

く人の健康を支える法と制度～良いケアは自分自身の健康

管理から～

開催年月：2018/9/12

氏名：千葉 敦子

タイトル：NPO法人子育て応援隊研修会（知って安心！産

業保健制度～パパとママの健康を守るために

会議名：

開催年月：2018/5/23

開催地：

氏名：千葉 敦子

タイトル：産業保健関係者研修会（保健事業のまとめ方と

活用方法～評価のための統計技術の基礎）

会議名：

開催年月：2018/9/19

開催地：

氏名：千葉 敦子

タイトル：大学出前講座（健康教育～入門編）

開催年月：2018/6/27

氏名：千葉 敦子

タイトル：労働基準協会研修会（働く世代が知っておきた

い健康の話）

開催年月：2018/9/28
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氏名：千葉 敦子

タイトル：岩手産業看護職研修会（健康教育を効果的に実

施する方法）

開催年月：2018/9/29

氏名：千葉 敦子

タイトル：産業保健関係者研修会（今後、産業看護者に求

められるもの）

開催年月：2019/3/1

氏名：千葉 敦子

タイトル：大学進学相談会

開催年月：2018/11/3

氏名：福井 幸子

タイトル：失敗から学ぶ実践活動・研究活動

会議名：2018年度青森県医療福祉研究発表会

開催年月：2018/12/8

氏名：千葉 敦子

タイトル：青森リーダー育成ゼミ（健康づくりを伝えるた

め、 健康づくりが伝わるために～ “普及”について）

開催年月：2018/12/1

氏名：藤本 真記子

タイトル：日本の看護基礎教育

会議名：青森県立保健大学ベレノバ大学研修

開催年月：2018/5/16

氏名：千葉 敦子

タイトル：東北ブロック産業医学基礎前期研修会（健康保

持増進）

開催年月：2019/1/20

氏名：倉内　静香

タイトル：健やか力推進センター主催健やか隊員育成

開催年月：2018/7/24

氏名：千葉 敦子

タイトル：青森職業能力開発短期大学校出張講義（健康管

理について）

開催年月：2019/2/1

氏名：倉内　静香

タイトル：おいらせ町 中学生における生活習慣病予防教

室：木ノ下中学

開催年月：2018/10/10

氏名：千葉 敦子

タイトル：交運労協研修会（しなやかな血管を保つ生活習

慣）

開催年月：2019/2/22

氏名：倉内　静香

タイトル：健やか力推進センター主催健やか隊員育成

開催年月：2018/11/16
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氏名：倉内　静香

タイトル：おいらせ町 中学生における生活習慣病予防教

室：百石中学

開催年月：2019/1/22

氏名：村上 眞須美

タイトル：災害看護の基本と災害の備え

会議名：出張講義 青森県立三沢高等学校

開催年月：2018/6/14

氏名：倉内　静香

タイトル：おいらせ町 中学生における生活習慣病予防教

室：下田中学

開催年月：2019/2/13

氏名：村上 眞須美

タイトル：組織分析

会議名：青森県立保健大学 セカンドレベル 講師

開催年月：2018/6/21

氏名：倉内　静香

タイトル：健やか力推進センター主催健やか隊員育成 青森

県認定更新研修

開催年月：2019/2/27

氏名：村上 眞須美

タイトル：災害看護の基本と災害の備え

会議名：出張講義 岩手県立軽米高等学校

開催年月：2018/6/28

氏名：田中 栄利子

タイトル：2018年度特別支援学校における医療的ケア一般

研修

開催年月：2018/8/10

氏名：村上 眞須美

タイトル：グループマネジメント

会議名：岩手県看護協会 ファーストベル研修 講師

開催年月：2018/9/21

氏名：田中 栄利子

タイトル：2018年度青森県医療的ケア実施校担当者会議

開催年月：2019/1/11

氏名：村上 眞須美

タイトル：看護の仕事とキャリア

会議名：出張講義 八戸東高等学校

開催年月：2018/10/2

氏名：田中 栄利子

タイトル：子どもの発達段階に応じた関わり方

開催年月：2019/3/27

氏名：村上 眞須美

タイトル：グループマネジメント

会議名：岩手県看護協会 ファーストレベル研修 講師

開催年月：2018/10/3
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氏名：村上 眞須美

タイトル：看護管理者および認定看護師のための看護師特

定行為研修の理解と活用

会議名：交流会講師・座長

開催年月：2018/10/13

氏名：沼田 祐子

タイトル：静脈注射学び直し研修会（基礎編）

開催年月：2018/9/13

開催地：青森県立保健大学

氏名：村上 眞須美

タイトル：看護職の働き方改革への挑戦

会議名：多様性のある職場づくりのための実践セミナー 講

師

開催年月：2018/11/28

氏名：沼田 祐子

タイトル：看護過程研修会

開催年月：2018/9/22

開催地：むつ総合病院

氏名：伊藤 耕嗣

タイトル：装着が簡単！患者さんが安楽なエアポンプ式介

達牽引用具の開発

会議名：イノベーション・ジャパン2018 大学見本市

開催年月：2018/8/30

氏名：金野 将也

タイトル：がん治療を受ける患者・家族の療養生活を地域

で支えることに対する他職種の認識－がん診療連携拠点病

院の看護師の立場から－

会議名：第33回 日本がん看護学会学術集会

開催年月：2019/2/23

氏名：小林 昭子

タイトル：静脈注射学び直し研修会 静脈留置針挿入のデモ

ンストレーション

会議名：公益社団法人青森県看護協会

開催年月：2018/9/13

氏名：千葉 武揚

タイトル：青森県看護協会 准看護師のための看護実践力

アップ

開催年月：2018/9

氏名：沼田 祐子

タイトル：看護過程研修会

開催年月：2018/6/16
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【理学療法学科】

氏名：岩月 宏泰

タイトル：理学療法原論

会議名：高大連携

開催年月：2018/5

氏名：尾崎 勇

タイトル：体性感覚誘発電位

会議名：第7回 北東北・道南神経筋電気診断技術セミナー

（日本臨床神経生理学会関連講習会）

開催年月：2018/12/15

氏名：岩月 宏泰

タイトル：誤嚥性肺炎を予防するための体操の実際

会議名：となみ療護園職員研修会

開催年月：2018/5/19

氏名：渡部 一郎

タイトル：空気中マイナスイオン研究の経緯とこれから(特

別講演)

会議名：機能性マイナスイオン研究会

開催年月：2018/12/8

氏名：岩月 宏泰

タイトル：貯筋でGO！～シニアの筋力について考える～

会議名：青森県立保健大学公開講座

開催年月：2018/6/23

氏名：川口 徹

タイトル：SCD・MSAにおける運動の仕方

会議名：青森県SCD・MSA友の会 十和田支部

開催年月：2018/6/17

氏名：岩月 宏泰

タイトル：高齢社会を支える理学療法士

会議名：青森県立東高校出張講義

開催年月：2018/9/13

氏名：川口 徹

タイトル：SCD・MSAにおける生活での注意点

会議名：青森県SCD・MSA友の会 青森支部例会

開催年月：2018/7/29

氏名：尾崎 勇

タイトル：気を付けよう，糖尿病性脳・神経障害～認知症

や体調不良にならないように～

会議名：第1回弘前市医師会短命県返上市民公開講座

開催年月：2018/6/23

氏名：川口 徹

タイトル：神経難病の運動と日常生活

会議名：五所川原難病医療相談 鰺ヶ沢

開催年月：2018/8/6

氏名：尾崎 勇

タイトル：医学一般(臨床医学概論2)

会議名：平成30年社会福祉主事資格認定講習会

開催年月：2018/11/5

氏名：川口 徹

タイトル：SCD・MSAにおける運動の仕方

会議名：青森県SCD・MSA友の会 弘前支部

開催年月：2018/8/26

138



業績集　講演・口頭発表

氏名：川口 徹

タイトル：SCD・MSAにおける運動の仕方

会議名：青森県SCD・MSA友の会 八戸支部

開催年月：2018/9/2

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：スポーツインソールの普及活動に伴う座学講義

および実技指導，新潟県

会議名：JAPANサッカーカレッジ，新潟県

開催年月：2018/8/22

氏名：川口 徹

タイトル：パーキンソン病の運動と日常生活

会議名：青森県パーキンソン病友の会

開催年月：2018/9/9

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：第36回東北理学療法学術大会の座長協力

会議名：第36回東北理学療法学術大会，青森市

開催年月：2018/11/3

氏名：川口 徹

タイトル：神経難病の運動と日常生活

会議名：五所川原保健所医療相談 五所川原

開催年月：2018/10/15

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：骨粗鬆症と理学療法

会議名：介護老人保健施設みのり苑，十和田市

開催年月：2018/11/18

氏名：川口 徹

タイトル：SCD・MSAにおける冬期間の過ごし方

会議名：青森県SCD・MSA友の会 青森支部

開催年月：2018/11/18

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：スポーツ科学の応用と実践

会議名：大学体験講座・講師 八戸工業第一高等学校

開催年月：2019/2/6

氏名：川口 徹

タイトル：SCD・MSAにおける日常生活の工夫

会議名：青森県SCD・MSA友の会

開催年月：2019/3/3

氏名：スミス マイケル

タイトル：青森県の学校で英語を教えることについて

会議名：Aomori JET Programme Newcomer Orientation

開催年月：2018/8/16

氏名：漆畑　俊哉

タイトル：平成30年度公開講座講演

会議名：健康と生活：足と健康について考える，青森市ア

ウガ5F

開催年月：2018/6/9

氏名：新岡 大和

タイトル：歩行能力維持に向けた介入結果

会議名：青森市介護予防・日常生活支援総合事業

開催年月：2018/5
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氏名：新岡 大和

タイトル：冬季に実施される自主グループ活動が積雪寒冷

地の地域在住高齢者の運動機能に与える影響ー秋季と春季

の体力測定結果の比較ー

会議名：リハビリテーション・ケア合同研究大会2018

開催年月：2018/10

氏名：福島 真人

タイトル：平成30年度 外部専門家活用事業

開催年月：2018/12
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【社会福祉学科】

氏名：大竹 昭裕

タイトル：平成30年度社会福祉主事資格認定講習会「法学

（憲法）」第１日

開催年月：2018/6/12

氏名：石田 賢哉

タイトル：平成30年度青森県重症心身障害児（者）を守る

会 賛助会員交流会講師

開催年月：2018/10/28

氏名：大竹 昭裕

タイトル：平成30年度社会福祉主事資格認定講習会「法学

（憲法）」第２日

開催年月：2018/6/13

氏名：石田 賢哉

タイトル：第2回医療的ケア児家族交流会 研修講師

会議名：青森県重症心身障害児（者）を守る会主催

開催年月：2018/12/22

氏名：石田 賢哉

タイトル：平成30年度青森県青少年健全育成推進員及び命

を大切にする心を育む声かけリーダー研修会講師

開催年月：2018/5

氏名：工藤 英明

タイトル：認知症の人を支える人と地域づくり

会議名：平成30年度青森県立保健大学公開講座

開催年月：2018/5/26

氏名：石田 賢哉

タイトル：青森県相談支援専門員等協会 障害福祉従事者基

礎研修

会議名：講義③対人援助技術～基礎編～

開催年月：2018/7/21

氏名：工藤 英明

タイトル：介護福祉士ファーストステップ研修

会議名：青森県介護福祉士会

開催年月：2018/6/16

氏名：石田 賢哉

タイトル：平成30年成年後見運営委員会

会議名：社会福祉法人楽晴会 成年後見運営委員会

開催年月：2018/8/7

氏名：工藤 英明

タイトル：青森市認知症サポーターフォローアップ研修

会議名：青森市高齢者支援課

開催年月：2018/7/10

氏名：石田 賢哉

タイトル：平成30年度一日総合大学出前講義

会議名：岩手県立大船渡高等学校

開催年月：2018/10/18

氏名：工藤 英明

タイトル：平成30年度福祉オンブズマン養成講座

会議名：NPO法人セーフティネットあおもり

開催年月：2018/7/14

141



業績集　講演・口頭発表

氏名：工藤 英明

タイトル：弘前市ケアプラン作成研修

会議名：弘前市

開催年月：2018/8/17

氏名：工藤 英明

タイトル：平成30年度社会福祉援助技術研修

会議名：青森県立保健大学地域連携推進課

開催年月：2018/11/2

氏名：工藤 英明

タイトル：介護予防研究報告会

会議名：秋田県上小阿仁村健康講座

開催年月：2018/8/30

氏名：工藤 英明

タイトル：医療連携

会議名：平成30年度青森県介護支援専門員実務研修

開催年月：2019/1/15

氏名：工藤 英明

タイトル：自立支援に向けたケアプランの考え方

会議名：秋田県三種町自立支援型ケアマネジメント研修会

開催年月：2018/9/4

氏名：工藤 英明

タイトル：精神疾患を伴う多問題困難ケースへのアプロー

チⅢ～包括的支援を考える～

会議名：青森県立保健大学地域連携推進課第12回セーフ

ティネットフォーラム

開催年月：2019/1/17

氏名：工藤 英明

タイトル：入退院時における家族との連携・家族支援

会議名：青森県介護支援専門員専門研修Ⅱ

開催年月：2018/9/18

氏名：工藤 英明

タイトル：ライフサポート研修

会議名：秋田県羽後町

開催年月：2019/2/22

氏名：工藤 英明

タイトル：地域包括ケアシステム

会議名：青森県薬剤師会研修

開催年月：2018/10/17

氏名：工藤 英明

タイトル：介護支援専門員がゲートキーパーを担う視点

会議名：平成30年度組織的ゲートキーパー育成事業

開催年月：2019/3/11

氏名：工藤 英明

タイトル：認知症サポーター養成研修、ステップアップ研

修

会議名：青森県立保健大学ヘルスリテラシー特別講座

開催年月：2018/10/27

氏名：工藤 英明

タイトル：自立支援ケアマネジメント

会議名：青森市ケママネジャー研修

開催年月：2019/3/22
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氏名：岡田 敦史

タイトル：H30年度社会福祉主事資格認定講習会（心理学

概論）

開催年月：2018/5/24

氏名：齋藤 史彦

タイトル：保育所・認定こども園における子ども・家庭の

相談支援強化ゼミ講師

開催年月：2019/1/28

氏名：岡田 敦史

タイトル：平成30年度青森県児童福祉司等義務研修

会議名：青森県健康福祉部こども未来課

開催年月：2018/10/19

氏名：廣森 直子

タイトル：平成30年度 社会福祉主事資格認定講習会 社会

学（講師、12時間）

開催年月：2018/11

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成30年度青森県社会福祉士会西北五勉強会講

師

会議名：「再犯防止に関する社会福祉士の役割」

開催年月：2018/5/19

氏名：廣森 直子

タイトル：平成30年度 ひきこもりサポーター養成講座（む

つ市社会福祉協議会）講師

開催年月：2018/11/18

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成３０年度青森県児童福祉司等義務研修（市

町村職員）講師

会議名：「子ども家庭相談援助制度及び実施体制」「非行

対応の基本」

開催年月：2018/10/15

氏名：宮本　雅央

タイトル：判断能力の低下した方に対する意思決定支援

会議名：平成30年度 日常生活自立支援事業専門員・生活支

援員研修会

開催年月：2018/6/11

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成30年度青森県児童福祉司等義務研修（児童

相談所職員）講師

会議名：非行対応の基本

開催年月：2018/10/22

氏名：宮本　雅央

タイトル：リスクマネジメントの考え方

会議名：平成30年度 介護サービス情報の公表制度「10の研

修テーマ」に係る研修会

開催年月：2018/9/10

氏名：齋藤 史彦

タイトル：平成30年度家庭裁判所調査官自庁研修（第２

回）講師

会議名：「児童虐待について－心理的虐待の影響を中心に

－」

開催年月：2018/11/16

氏名：宮本　雅央

タイトル：地域における就労継続支援B型の役割

会議名：平成30年度八甲学園地域支援第二課 職員研修

開催年月：2018/9/19
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氏名：宮本　雅央

タイトル：連携と協働によるチームアプローチ

会議名：平成30年度 八甲学園地域支援第二課 職員研修

開催年月：2018/9/27

氏名：村田 隆史

タイトル：平成30年度生活保護従事職員（中堅）・査察指

導員研修「低所得者対策をめぐる動向と支援の課題」

会議名：青森県立保健大学

開催年月：2018/9/4

氏名：宮本　雅央

タイトル：ファシリテーションの手法

会議名：平成30年度CSW研修会 地域力強化推進事業「住

民参加にかかるワークショップ研修会」

開催年月：2018/10/12

氏名：村田 隆史

タイトル：平成30年度社会福祉主事認定講習会（公的扶助

論）

会議名：青森県立保健大学

開催年月：2018/9/14

氏名：宮本　雅央

タイトル：成果の可視化と課題設定

会議名：平成30年度八甲学園地域支援第二課 職員研修

開催年月：2018/12/14

氏名：村田 隆史

タイトル：子どもの貧困とは何か？

会議名：NPO法人あおもりダイバーシティ

開催年月：2018/9/29

氏名：宮本　雅央

タイトル：我が事の地域づくり成果報告会 コーディネー

ター

会議名：我が事・丸ごとの地域づくり報告会

開催年月：2019/3/26

氏名：村田 隆史

タイトル：2018年度前期社保平和学校「社会保障の基本原

理を基礎から学ぶ」

会議名：青森保健生活協同組合

開催年月：2018/10/20

氏名：村田 隆史

タイトル：平成30年度社会福祉主事認定講習会（社会福祉

概論）

会議名：青森県立保健大学

開催年月：2018/5/28

氏名：村田 隆史

タイトル：青森県社会福祉士会ハンセン支援部会研修会

「ハンセン病問題の基礎知識」

会議名：青森県社会福祉士会ハンセン支援部会

開催年月：2018/10/21

氏名：村田 隆史

タイトル：平成30年度社会福祉主事認定講習会（社会福祉

概論）

会議名：青森県立保健大学

開催年月：2018/6/13

氏名：村田 隆史

タイトル：平成30年度社会福祉主事認定講習会（公的扶助

論）

会議名：青森県立保健大学

開催年月：2018/11/14
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氏名：村田 隆史

タイトル：平成30年度社会福祉主事認定講習会（公的扶助

論）

会議名：青森県立保健大学

開催年月：2018/11/16

氏名：葛西　孝幸

タイトル：社会福祉を考える～相手を知ることの大切さ～

会議名：生涯学習＜高校教育支援＞青森明の星高等学校

開催年月：2018/9/14

氏名：村田 隆史

タイトル：平成30年度社会福祉主事認定講習会（公的扶助

論）

会議名：青森県立保健大学

開催年月：2018/11/20

氏名：葛西　孝幸

タイトル：社会福祉援助技術の理論と実際（面接技術を中

心として）

会議名：社会福祉援助技術研修

開催年月：2018/11/8

氏名：村田 隆史

タイトル：『医療・福祉と人権－地域からの発信』発刊記

念シンポジウム「生活保護改革とセーフティネットの課

題」

会議名：医療・福祉問題研究会

開催年月：2018/12/23

氏名：村田 隆史

タイトル：青森県地域自治体問題研究所学習会「生活保護

制度をめぐる現状と課題」

会議名：青森県地域自治体問題研究所

開催年月：2018/12/26

氏名：村田 隆史

タイトル：青森県民医連看護学生小委員会合同総括会議

「大学生の生活状況と看護学生の動向」

会議名：青森県民主医療機関連合会

開催年月：2019/2/23

氏名：葛西　孝幸

タイトル：社会福祉の向上を目指して～相手の立場を考え

るとは？～

会議名：生涯学習＜高校教育支援＞青森県立三戸高等学校

開催年月：2018/6/14
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【栄養学科】

氏名：飯島　美夏

タイトル：ザンタンガム/ローカストビーンガム混合ゲルの

ゲル-ゾル転移

会議名：第67回高分子学会年次大会

開催年月：2018/5/24

開催地：名古屋

氏名：浅田 豊

タイトル：高大連携グローバル社会と文化

会議名：ガイダンス講話

開催年月：2018/4

氏名：飯島　美夏

タイトル：多糖混合系より形成されたヒドロゲルの熱的性

質

会議名：第54回熱測定討論会

開催年月：2018/11/1

開催地：横浜

氏名：浅田 豊

タイトル：いじめＣＭ協議

会議名：青森県

開催年月：2018/6

氏名：飯島　美夏

タイトル：酢酸セルロースと糖及びリグニンベースポリカ

プロラクトンポリマーアロイの熱的および粘弾性的性質

会議名：第2回熱分析討論会

開催年月：2018/11/22

開催地：つくば

氏名：浅田 豊

タイトル：いじめＣＭ検討

会議名：青森県

開催年月：2018/6

氏名：佐藤 伸

タイトル：「食」と「病気」とのかかわり－栄養学の役割

とチャレンジ－

会議名：青森県立弘前南高等学校

開催年月：2018/8/28

氏名：浅田 豊

タイトル：特別活動(実践）

会議名：教育委員会

開催年月：2018/8

氏名：佐藤 伸

タイトル：食と健康の大切さを考えてみよう－ 栄養学って

何だろう？－

会議名：岩手県立福岡高等学校

開催年月：2018/10/9

氏名：浅田 豊

タイトル：特別活動(理論)

会議名：教育委員会

開催年月：2018/8

氏名：佐藤 伸

タイトル：青森南高校のみなさん、ようこそ、栄養学科へ

（栄養学科プログラム）

会議名：青森県立保健大学 教育研究C棟

開催年月：2018/11/30

氏名：浅田 豊

タイトル：地域における子ども育ち支援

会議名：青森市

開催年月：2018/9
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氏名：浅田 豊

タイトル：授業改善(人間総合)

会議名：栄養学科内ＦＤ

開催年月：2019/1

氏名：井澤 弘美

タイトル：健康食品を安全に選択するために

会議名：むつ市食育研修会

開催年月：2019/2/2

氏名：井澤 弘美

タイトル：動物実験、実験動物を取り巻く環境

会議名：青森県量子科学センター職員講習会

開催年月：2018/7/5

氏名：大野　智子

タイトル：ライフステージにおける食事と栄養～ヘルスリ

テラシー向上を目指して～

会議名：平成30年度公開講座（青森県立保健大学）

開催年月：2018/7/7

氏名：井澤 弘美

タイトル：児童福祉施設での食の安全・安心～食中毒を知

れば、食中毒を防げる～

会議名：青森県立保健大学 社会福祉研修 栄養・食育マネジ

メントセミナー

開催年月：2018/7/6

氏名：大野　智子

タイトル：ライフステージに対応した食事と調理

会議名：アカデミック講座（秋田県立由利高等学校）

開催年月：2018/7/24

氏名：井澤 弘美

タイトル：食中毒を知れば、食中毒を防げる ～感染症、食

中毒の予防及び蔓延の防止について～

会議名：青森県社会福祉協議会 平成29年度介護サービス情

報の公表制度「10の研修テーマ」に係る研修会

開催年月：2018/9/10

氏名：大野　智子

タイトル：スポーツを行う児童生徒への指導

会議名：平成30年度授業力向上研修 栄養教諭「専門」（岩

手県立総合教育センター）

開催年月：2018/8/6

氏名：井澤 弘美

タイトル：食品加工学入門

会議名：秋田県立湯沢高校 アドバンスト講義

開催年月：2018/9/12

氏名：大野　智子

タイトル：食育・アレルギー対応分野（栄養に関する基礎

知識，保育所における食事のガイドライン）

会議名：平成30年度青森県保育士等キャリアアップ研修

（青森県保育連合会）

開催年月：2018/9/11

氏名：井澤 弘美

タイトル：青森県産食材の機能性 リンゴ

会議名：日本伝統食品研究会第69回講演会

開催年月：2018/9/15

氏名：大野　智子

タイトル：ライフステージにおける食事と栄養

会議名：平成30年度 地域の健康と食に関する講義①（青森

県立弘前南高等学校）

開催年月：2018/9/12
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氏名：大野　智子

タイトル：保育所における食事の提供ガイドライン

会議名：第4回 保育士等キャリアアップ研修会（日本保育

協会 青森県支部）

開催年月：2018/10/20

氏名：齋藤 長徳

タイトル：平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定

会議名：静岡県栄養士会総会研修会

開催年月：2018/6/9

氏名：大野　智子

タイトル：食べる力は生きる力~毎日の食事を大切に~

会議名：第4回 元気で生き生き~輝く未来へ地域と共に~

（コミュニティーワーク礎）

開催年月：2018/10/21

氏名：齋藤 長徳

タイトル：地域における栄養食事情報-高齢者を中心に-

会議名：青森県立保健大学社会福祉研修会

開催年月：2018/7/20

氏名：大野　智子

タイトル：食育・アレルギー対応分野（栄養に関する基礎

知識，保育所における食事のガイドライン）

会議名：平成30年度青森県保育士等キャリアアップ研修

（青森県保育連合会）

開催年月：2018/12/18

氏名：齋藤 長徳

タイトル：地域連携

会議名：青森県栄養士会研修会

開催年月：2018/7/21

氏名：大野　智子

タイトル：ジュニアアスリートの食事と栄養

会議名：クラブアカデミー栄養指導セミナー（ラインメー

ル青森フットボールクラブ）

開催年月：2019/3/14

氏名：齋藤 長徳

タイトル：大量調理テクニック

会議名：北秋田保健所研修会

開催年月：2018/9/11

氏名：大野　智子

タイトル：ジュニアアスリートに必要な食知識

会議名：クラブアカデミー栄養指導セミナー（ラインメー

ル青森フットボールクラブ）

開催年月：2019/3/18

氏名：齋藤 長徳

タイトル：管理栄養士・栄養士が関わる診療報酬・介護報

酬

会議名：全国病院用食材卸売業協同組合

開催年月：2018/9/14

氏名：齋藤 長徳

タイトル：平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定

会議名：栃木県栄養士会研修会

開催年月：2018/5/25

氏名：齋藤 長徳

タイトル：管理栄養士・栄養士の心構え

会議名：青森県栄養士会初任者研修会

開催年月：2018/10/13
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氏名：齋藤 長徳

タイトル：高齢者の食と栄養あれこれ

会議名：東青森地区地域包括ケア研修会

開催年月：2018/11/17

氏名：清水 亮

タイトル：病気を予防し、健康に繋がる食生活

会議名：平成30年度 あおもり健康づくりリーダー育成ゼミ

開催年月：2018/11/9

開催地：

氏名：三好　美紀

タイトル：グローバルな視点からみた公衆栄養

会議名：出張講義（青森県立七戸高等学校）

開催年月：2018/12/11

氏名：清水 亮

タイトル：摂食・嚥下障害の基本的知識 と学会分類2013

会議名：平成30年度 給食業務担当者研修会

開催年月：2018/11/13

氏名：清水 亮

タイトル：【4.栄養ケアプロセス】4-10.栄養管理記録

会議名：平成30年度 青森県栄養士会 生涯教育

開催年月：2018/7/21

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：4-メチルウンベリフェロンはメラニンの生合成

を促進する

会議名：第18回日本抗加齢医学会総会講演要旨集

開催年月：2018/5

氏名：清水 亮

タイトル：健康と栄養 ～栄養を変えれば、未来が変わる～

会議名：弘前南高等学校 出張講義

開催年月：2018/9/19

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：胎生期及び乳児期に低栄養に曝された仔ラット

の離乳後高脂肪食負荷による腎臓の炎症細胞に及ぼす茶カ

テキン類の影響

会議名：第4回 日本栄養改善学会 東北支部学術総会

開催年月：2018/6

氏名：清水 亮

タイトル：今日から実践！地域を健康に！高血糖から体を

守る食生活のキーワード

会議名：平成30年度 あおもり健康づくりリーダー・サポー

ターフォローアップ学習会

開催年月：2018/9/26

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：惣菜の揚げ油の脂肪酸組成分析

会議名：第4回 日本栄養改善学会 東北支部学術総会

開催年月：2018/6

氏名：清水 亮

タイトル：運動を効果的に行うための高齢者の栄養と食事

会議名：平成30年度 十和田市要支援者自立支援事業・要支

援者自立パワーアップ事業従事者研修会

開催年月：2018/10/11

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：栄養素のはたらきとエネルギー代謝

会議名：青森県立弘前南高等学校の出張講義

開催年月：2018/6/27
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氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：化学分析によるたんぱく質とトリプトファン量

の換算係数の妥当性の検証

会議名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

開催年月：2018/9

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：生薬「蒲黄」によるコラーゲン遺伝子の発現制

御機構

会議名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

開催年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：惣菜の揚げ油の脂肪酸組成

会議名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

開催年月：2018/9

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：生薬「蒲黄」による創傷治癒関連遺伝子の網羅

的発現解析

会議名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

開催年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：アミノ酸摂取量を評価する際の栄養価計算の妥

当性

会議名：第65回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集

開催年月：2018/9

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：高脂肪食摂取ラットの血漿インスリン濃度及び

腎臓中Akt活性に及ぼすジャワショウガ並びに運動負荷の影

響

会議名：2018年度青森県保健医療福祉研究発表会

開催年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：麹菌を用いた発酵によるリンゴ未熟果のデンプ

ン加水分解酵素阻害活性の向上

会議名：日本栄養・食糧学会北海道支部（第48 回大会）

日本栄養・食糧学会東北支部（第52 回大会） 合同支部大

会

開催年月：2018/11

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：4-メチルウンベリフェロンによるメラニン産生

促進機構：tyrosinase related protein-1 遺伝子及び

Dopachrome tautomerase 遺伝子の転写制御

会議名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

開催年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：授乳期に摂取する茶カテキンは胎児期・乳児期

に低栄養に曝された仔ラットの離乳後高脂肪食負荷による

腎臓の炎症を軽減する

会議名：日本栄養・食糧学会北海道支部、日本栄養・食糧

学会東北支部合同支部大会

開催年月：2018/11

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：4-メチルウンベリフェロンによるメラニン産生

促進機構： tyrosinase 遺伝子の転写制御及び生体皮膚への

メラニン沈着の促進

会議名：2018年度 青森県保健医療福祉研究発表会

開催年月：2018/12

氏名：乗鞍 敏夫

タイトル：栄養と運動

会議名：秋田県立湯沢翔北高等学校模擬講義

開催年月：2018/11/8

氏名：熊谷 貴子

タイトル：身体活動、増やすぞ宣言！

開催年月：2018/5/15
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氏名：熊谷 貴子

タイトル：栄養講話 ヘルシーってなんだ？

開催年月：2018/7/10

氏名：熊谷 貴子

タイトル：栄養講話 ヘルシーってなんだ？

開催年月：2018/10/19

氏名：熊谷 貴子

タイトル：食育と健康

開催年月：2018/12/12
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【看護学科】

氏名：角濱 春美

就任年月：2014/4

離任年月：継続中

団体名：日本看護技術学会

委員名：専任査読者

氏名：角濱 春美

就任年月：2018/3

離任年月：継続中

団体名：青森県総合計画審議会

委員名：委員・部会長

氏名：角濱 春美

就任年月：2014/5

離任年月：2018/5

団体名：日本看護研究学会

委員名：社員（評議員）

氏名：角濱 春美

就任年月：2018/4

離任年月：継続中

団体名：青森県看護協会

委員名：研究倫理審査委員会委員

氏名：角濱 春美

就任年月：2015/12

離任年月：2020/3

団体名：弘前大学COC＋教育プログラム開発委員会

委員名：副委員長

氏名：角濱 春美

就任年月：2018/4

離任年月：継続中

団体名：一般社団法人日本看護学教育学会

委員名：専任査読者

氏名：角濱 春美

就任年月：2015/12

離任年月：2020/3

団体名：弘前大学COC＋女子学生のキャリア支援プログラ

ム開発委員会

委員名：委員長

氏名：角濱 春美

就任年月：2018/4

離任年月：継続中

団体名：公益社団法人青森県看護協会

委員名：公益社団法人青森県看護協会研究倫理審査委員会

委員

氏名：角濱 春美

就任年月：2016/9

離任年月：2018/9

団体名：日本看護技術学会１７回学術集会

委員名：会長

氏名：角濱 春美

就任年月：2018/5

離任年月：継続中

団体名：日本看護研究学会

委員名：専任査読委員

氏名：角濱 春美

就任年月：2017/10

離任年月：継続中

団体名：青森県看護師等確保推進会議

委員名：委員

氏名：古川 照美

就任年月：2015/6

離任年月：継続中

委員名：青森県健康寿命アップ推進会議委員

業績集　委員歴
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氏名：古川 照美

就任年月：2016/6

離任年月：継続中

団体名：青森県母性衛生学会

委員名：理事

氏名：古川 照美

就任年月：2018/8

離任年月：2019/1

委員名：青森県保健師活動指針作成委員

氏名：古川 照美

就任年月：2017/4

離任年月：継続中

団体名：青森市健康寿命延伸会議

委員名：部会員

氏名：古川 照美

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県公害審査会委員

氏名：古川 照美

就任年月：2017/8

離任年月：2018/7

団体名：独立行政法人日本学術振興会

委員名：専門委員

氏名：古川 照美

就任年月：2018/11

離任年月：2019/11

委員名：第17回日本ヘルスプロモーション学会大会長

氏名：古川 照美

就任年月：2018/6

離任年月：2018/10

団体名：弘前市医師会看護専門学校

委員名：学校関係者評価者

氏名：細川 満子

就任年月：2012/4

離任年月：継続中

団体名：日本看護科学学会

委員名：専任査読委員

氏名：古川 照美

就任年月：2018/6

離任年月：2019/3

団体名：全国保健師教育機関協議会

委員名：第7回全国保健師教育機関協議会秋季研修会 実行

委員

氏名：細川 満子

就任年月：2017/8

離任年月：継続中

団体名：日本在宅看護学会

委員名：査読員

氏名：古川 照美

就任年月：2018/6

離任年月：2019/6

団体名：全国保健師教育機関協議会

委員名：北海道・東北ブロック理事

氏名：大村 倫子

就任年月：2014/6

離任年月：継続中

団体名：日本看護歴史学会

委員名：査読委員
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氏名：大村 倫子

就任年月：2017/1

離任年月：継続中

団体名：青森県看護協会

委員名：青森県助産師出向支援導入事業協議会委員

氏名：鳴井 ひろみ

就任年月：2016/4

離任年月：継続中

委員名：むつ総合病院医誌査読委員

氏名：大村 倫子

就任年月：2017/2

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県周産期医療協議会医療保健連携小委員会委

員

氏名：木村 恵美子

就任年月：2010/12

離任年月：継続中

団体名：International Lymphoedema Framework of Japan

委員名：理事

氏名：大村 倫子

就任年月：2018/6

離任年月：継続中

団体名：青森県母性衛生学会

委員名：副会長

氏名：木村 恵美子

就任年月：2015/9

離任年月：2019/3

団体名：日本ホリスティックナーシング研究会

委員名：役員

氏名：福岡 裕美子

就任年月：2018/3

離任年月：継続中

委員名：青森県認知症施策推進協議会委員

氏名：木村 恵美子

就任年月：2016/3

離任年月：継続中

団体名：日本リンパ浮腫治療学会

委員名：理事

氏名：福岡 裕美子

就任年月：2018/4

離任年月：継続中

団体名：特別養護老人ホームすこやか苑

委員名：苦情解決事業第三者委員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2012/8

離任年月：継続中

団体名：青森市

委員名：青森市防災会議委員

氏名：鳴井 ひろみ

就任年月：2011/11

離任年月：継続中

委員名：岩手医科大学附属病院高度看護研修センター認定

看護師教育課程教員会委員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2013/4

離任年月：継続中

団体名：日本産業衛生学会 産業看護部会

委員名：幹事
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氏名：千葉 敦子

就任年月：2015/4

離任年月：継続中

団体名：日本産業衛生学会 東北地方会 産業看護部会

委員名：部会長

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/4

離任年月：2019/3

団体名：青森産業保健総合支援センター

委員名：産業保健相談員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2016/4

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：理事・評議員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/4

離任年月：2019/4

団体名：青森県立保健大学

委員名：学内研究費助成制度事前審査員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2016/4

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会編集委員会

委員名：委員長

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/4

離任年月：2020/3

団体名：日本ヘルスプロモーション学会

委員名：第17回日本ヘルスプロモーション学会事務局長

氏名：千葉 敦子

就任年月：2016/4

離任年月：継続中

委員名：青森県産業看護者協議会会長

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/6

離任年月：2019/3

団体名：一般社団法人全国保健師教育機関協議会

委員名：秋季研修会実行委員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2017/2

離任年月：2019/10

団体名：日本産業衛生学会

委員名：第29回 日本産業衛生学会全国協議会企画運営実行

副委員長

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/6

離任年月：2019/3

団体名：青森県

委員名：青森県アルコール健康障害対策推進計画検討委員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2017/3

離任年月：継続中

団体名：日本産業看護学会 東北ワーキンググループ

委員名：リーダー

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/6

離任年月：2019/6

団体名：一般社団法人全国保健師教育機関協議会

委員名：北海道・東北ブロック委員
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氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/6

離任年月：2020/6

団体名：青森県看護協会

委員名：教育委員会委員

氏名：藤本 真記子

就任年月：2015/4

離任年月：継続中

団体名：あおもり協立病院

委員名：医療倫理委員会委員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/9

離任年月：2018/9

団体名：日本看護技術学会

委員名：日本看護技術学会第17回実行委員

氏名：藤本 真記子

就任年月：2016

離任年月：2019/3

委員名：青森県立黒石高等学校専攻科看護科評議員

氏名：千葉 敦子

就任年月：2018/11

離任年月：継続中

団体名：日本産業衛生学会

委員名：代議員

氏名：藤本 真記子

就任年月：2017/8

離任年月：2018/9

団体名：日本看護技術学会第17回学術集会

委員名：事務局

氏名：千葉 敦子

就任年月：2019/3

離任年月：継続中

団体名：日本産業衛生学会 東北地方会

委員名：代議員

氏名：福井 幸子

就任年月：2017/12

離任年月：2018/12

団体名：日本看護技術学会

委員名：第17回学術集会企画委員

氏名：川内 規会

就任年月：2014/6

離任年月：2018/5

団体名：日本コミュニケーション学会

委員名：理事・東北支部 支部長

氏名：小池 祥太郎

就任年月：2016/4

離任年月：2019/3

団体名：日本看護技術学会

委員名：選挙管理委員会

氏名：川内 規会

就任年月：2017/1

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：JHACS評議員・副理事長

氏名：小池 祥太郎

就任年月：2017/10

離任年月：2018/12

団体名：日本看護技術学会

委員名：日本看護技術学会第17回学術集会 企画委員
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氏名：小池 祥太郎

就任年月：2018/7

離任年月：継続中

団体名：独立行政法人日本学術振興会

委員名：審査委員候補者

氏名：村上 眞須美

就任年月：2014/6

離任年月：継続中

団体名：青森県看護協会

委員名：看護労働環境対策委員 副委員長

氏名：小池 祥太郎

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：日本看護技術学会

委員名：査読担当者

氏名：村上 眞須美

就任年月：2014/10

離任年月：継続中

団体名：青森県立保健大学同窓会

委員名：理事

氏名：村上 眞須美

就任年月：2011/6

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：編集委員

氏名：村上 眞須美

就任年月：2015/12

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：理事（編集担当）

氏名：村上 眞須美

就任年月：2013

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：評議員

氏名：村上 眞須美

就任年月：2017/6

離任年月：2018/6

団体名：青森県看護協会

委員名：経営のあり方検討会 委員

氏名：村上 眞須美

就任年月：2014/1

離任年月：継続中

団体名：あおもり認定看護管理者会

委員名：事務局

氏名：村上 眞須美

就任年月：2017/12

離任年月：2018/12

団体名：日本看護技術学会

委員名：第17回日本看護技術学会 企画委員

氏名：村上 眞須美

就任年月：2014/2

離任年月：継続中

団体名：日本看護質評価改善機構

委員名：理事

氏名：村上 眞須美

就任年月：2018/3

離任年月：2018/10

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：第11回学術集会企画委員
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氏名：村上 眞須美

就任年月：2018/5

離任年月：2018/9

団体名：日本看護技術学会第17回学術集会

委員名：査読委員

氏名：沼田 祐子

就任年月：2018/5

離任年月：2018/9

団体名：日本看護技術学会

委員名：日本看護技術学会第17回学術集会査読委員

氏名：小林 昭子

就任年月：2017/8

離任年月：2019/3

団体名：日本看護技術学会

委員名：第17回学術集会企画委員

氏名：千葉 武揚

就任年月：2015

離任年月：継続中

団体名：日本救急看護学会

委員名：評議員

氏名：小林 昭子

就任年月：2018/5

離任年月：2018/9

団体名：日本看護技術学会

委員名：第17回学術集会査読委員

氏名：千葉 武揚

就任年月：2016/10

離任年月：2019/10

団体名：日本救急看護学会

委員名：ファーストエイド委員会委員

氏名：沼田 祐子

就任年月：2016/3

離任年月：2019/2

委員名：日本ヒューマンケア科学学会 編集委員

氏名：千葉 武揚

就任年月：2017/8

離任年月：継続中

委員名：青森市急病センター運営審議会委員

氏名：沼田 祐子

就任年月：2017/8

離任年月：2018/8

団体名：青森県

委員名：青森県准看護師試験委員

氏名：沼田 祐子

就任年月：2017/12

離任年月：2018/12

団体名：日本看護技術学会

委員名：日本看護技術学会第17回学術集会 企画委員
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【理学療法学科】

氏名：岩月 宏泰

就任年月：2014/4

離任年月：継続中

団体名：青森県立青森東高等学校

委員名：学校評議員

氏名：尾崎 勇

就任年月：2012

離任年月：継続中

団体名：日本生体磁気学会

委員名：理事

氏名：神成 一哉

就任年月：2005/4

離任年月：継続中

団体名：日本神経学会地方会東北支部

委員名：日本神経学会地方会東北支部世話人

氏名：尾崎 勇

就任年月：2013

離任年月：継続中

団体名：国際複合医工学会 The Institute of Complex

Medical Engineering (ICME)

委員名：評議員

氏名：神成 一哉

就任年月：2007/4

離任年月：継続中

団体名：全国パーキンソン病友の会青森県支部

委員名：全国パーキンソン病友の会青森県支部顧問

氏名：尾崎 勇

就任年月：2016/11

離任年月：2019/11

団体名：日本臨床神経生理学会

委員名：誘発電位ガイドラインワーキンググループ

氏名：尾崎 勇

就任年月：1997

離任年月：継続中

団体名：臨床神経生理学会

委員名：評議員・代議員

氏名：尾崎 勇

就任年月：2018/11

離任年月：2019/11

団体名：日本臨床神経生理学会

委員名：第49回学術大会プログラム委員

氏名：尾崎 勇

就任年月：2005

離任年月：継続中

団体名：認知神経科学会

委員名：評議員

氏名：勘林 秀行

就任年月：2002/7

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県介護支援専門員支援会議

氏名：尾崎 勇

就任年月：2006

離任年月：継続中

団体名：日本脳電磁図トポグラフィ研究会

委員名：理事

氏名：勘林 秀行

就任年月：2005/1

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県リハビリテーション協議会
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氏名：勘林 秀行

就任年月：2010/4

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森圏域等療育機能系統会議

氏名：李 相潤

就任年月：2013/4

離任年月：継続中

委員名：東北学生陸上競技連盟 評議員

氏名：川口 徹

就任年月：2014/4

離任年月：継続中

団体名：一般社団法人リハビリテーション教育評価機構

委員名：評価認定委員会評価員

氏名：李 相潤

就任年月：2015/4

離任年月：継続中

団体名：青森陸上競技協会

委員名：評議員

氏名：川口 徹

就任年月：2016/6

離任年月：継続中

団体名：日本理学療法士協会

委員名：選挙管理委員会

氏名：漆畑　俊哉

就任年月：2017/11

離任年月：継続中

団体名：公益社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協

議会

委員名：学術論文査読委員

氏名：川口 徹

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：非営利活動法人命の教育ネットワーク

委員名：理事長

氏名：漆畑　俊哉

就任年月：2018/3

離任年月：継続中

団体名：公益社団法人日本理学療法士協会

委員名：膝関節システマティックレビュー班員

氏名：川口 徹

就任年月：2018/12

離任年月：継続中

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：理事、評議員

氏名：漆畑　俊哉

就任年月：2018/7

離任年月：継続中

団体名：青森県理学療法士会

委員名：学術局学術誌編集部長

氏名：藤田 智香子

就任年月：2017/1

離任年月：2020/3

団体名：青森県理学療法士会

委員名：表彰委員

氏名：スミス マイケル

就任年月：2014/4

離任年月：継続中

団体名：青森県立保健大学

委員名：ケア付きねぶた推進委員会
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氏名：スミス マイケル

就任年月：2015/3

離任年月：継続中

団体名：青森県立保健大学

委員名：国際科委員会

氏名：福島 真人

就任年月：2015/10

離任年月：継続中

団体名：青森県立保健大学 理学療法学科 同窓会

委員名：役員

氏名：新岡 大和

就任年月：2015/11

離任年月：2019/10

団体名：日本地域理学療法学会

委員名：総務部会 部員

氏名：新岡 大和

就任年月：2017/4

離任年月：継続中

団体名：日本理学療法士協会東北ブロック協議会

委員名：学術局員

氏名：新岡 大和

就任年月：2017/11

離任年月：継続中

団体名：日本理学療法士協会東北ブロック協議会

委員名：学術論文査読委員

氏名：新岡 大和

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：日本理学療法士協会

委員名：EBPT用語集 班員

氏名：福島 真人

就任年月：2011/4

離任年月：継続中

団体名：日本理学療法士協会 東北ブロック協議会

委員名：論文査読委員
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【社会福祉学科】

氏名：大竹 昭裕

就任年月：1999

離任年月：継続中

団体名：青森法学会

委員名：青森法政論叢編集委員

氏名：大竹 昭裕

就任年月：2018/6

離任年月：2018/8

団体名：青森県

委員名：「防犯カメラの設置及び運営に関する検討会」座

長

氏名：大竹 昭裕

就任年月：2003/11

離任年月：継続中

団体名：青森法学会

委員名：青森法学会 理事

氏名：工藤 英明

就任年月：2014/4

離任年月：継続中

団体名：青森県老人福祉協会

委員名：青森県地域密着型サービス外部評価審査委員

氏名：大竹 昭裕

就任年月：2004/7

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県精神医療審査会委員

氏名：工藤 英明

就任年月：2014/4

離任年月：継続中

団体名：青森県社会福祉協議会

委員名：苦情処理第三者委員

氏名：大竹 昭裕

就任年月：2013/11

離任年月：継続中

団体名：青森法学会

委員名：青森法政論叢編集委員会委員長

氏名：工藤 英明

就任年月：2015/6

離任年月：継続中

団体名：青森市

委員名：青森市ケアプラン点検アドバイザー

氏名：大竹 昭裕

就任年月：2016/4

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県行政不服審査会委員

氏名：工藤 英明

就任年月：2016/4

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県介護サービス事業所認証評価推進委員会委

員長

氏名：大竹 昭裕

就任年月：2017/4

離任年月：継続中

団体名：青森労働局

委員名：労働関係紛争担当参与

氏名：工藤 英明

就任年月：2016/6

離任年月：継続中

団体名：青森県社会福祉協議会

委員名：介護サービス情報公表事業等推進委員会委員
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氏名：工藤 英明

就任年月：2016/9

離任年月：2019/3

団体名：青森県

委員名：青森地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進

会議委員・職務代理者

氏名：児玉 寛子

就任年月：2016/3

離任年月：継続中

委員名：青森県介護予防市町村支援委員会委員

氏名：工藤 英明

就任年月：2016/9

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県社会福祉審議会委員・職務代理者

氏名：児玉 寛子

就任年月：2016/7

離任年月：継続中

委員名：青森県ボランティア・市民活動センター運営委員

会運営委員

氏名：工藤 英明

就任年月：2017/8

離任年月：2019/7

団体名：青森市献血推進協議会

委員名：青森市献血推進協議会委員

氏名：児玉 寛子

就任年月：2017/4

離任年月：継続中

委員名：青森県すこやか福祉事業団評議員

氏名：工藤 英明

就任年月：2017/9

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県保育・障害福祉サービス事業所等認証評価

制度推進委員会委員長

氏名：児玉 寛子

就任年月：2018/11

離任年月：継続中

委員名：青森市健康福祉審議会委員（地域福祉専門分科

会）

氏名：工藤 英明

就任年月：2018/9

離任年月：2019/3

団体名：日本ソーシャルワーク教育学校連盟事務局

委員名：ソーシャルワーク人材の育成体制の構築及びその

パイロット事業の実施関する調査研究事業青森委員

氏名：児玉 寛子

就任年月：2019/1

離任年月：継続中

団体名：青森家庭裁判所

委員名：青森家庭裁判所委員会委員

氏名：児玉 寛子

就任年月：2015/10

離任年月：継続中

委員名：青森市健康福祉審議会委員（高齢者福祉専門分科

会）

氏名：石田 賢哉

就任年月：2014/1

離任年月：継続中

団体名：青森市

委員名：青森市障害者自立支援協議会 会長
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氏名：石田 賢哉

就任年月：2015/1

離任年月：2018/10

団体名：青森市

委員名：青森駅を中心としたまちづくり有識者会議委員

氏名：石田 賢哉

就任年月：2016/11

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県障害児通所給付費等不服審査委員会

氏名：石田 賢哉

就任年月：2016/4

離任年月：継続中

団体名：社会福祉法人楽晴会

委員名：成年後見運営委員会

氏名：石田 賢哉

就任年月：2018/9

離任年月：継続中

団体名：日本社会福祉学会東北部会

委員名：幹事

氏名：石田 賢哉

就任年月：2016/6

離任年月：継続中

団体名：日本精神保健福祉士協会

委員名：査読委員

氏名：石田 賢哉

就任年月：2019/2

離任年月：継続中

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：評議員、理事、編集委員長

氏名：石田 賢哉

就任年月：2016/10

離任年月：継続中

団体名：一般社団法人 日本精神保健福祉学会

委員名：査読委員

氏名：岡田 敦史

就任年月：2016/4

離任年月：2019/3

団体名：日本人間性心理学会

委員名：第12期 常任理事

氏名：石田 賢哉

就任年月：2016/10

離任年月：継続中

団体名：社会福祉法人万葉の里 国分寺障害者基幹相談支援

センター

委員名：総合相談に関するデータ分析の助言等

氏名：宮本　雅央

就任年月：2018/10

離任年月：2019/3

団体名：一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟

委員名：ソーシャルワーク人材の育成体制の構築及びその

パイロット事業の実施に関する調査研究事業 青森委員会

氏名：石田 賢哉

就任年月：2016/11

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県障害者介護給付費等不服審査委員会

氏名：宮本　雅央

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：青森県運営適正化委員会

委員名：委員
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氏名：村田 隆史

就任年月：2012/6

離任年月：2018/5

団体名：全国公的扶助研究会

委員名：運営委員

氏名：村田 隆史

就任年月：2018/1

離任年月：2020/3

団体名：青森市民生委員推薦会委員

委員名：委員長

氏名：村田 隆史

就任年月：2013/5

離任年月：2020/3

団体名：青森県社会福祉士会

委員名：ソーシャルワーク委員会ハンセン支援部会委員

氏名：村田 隆史

就任年月：2018/5

離任年月：2020/3

団体名：青森県社会的養育推進計画見直しワーキングチー

ム

委員名：委員

氏名：村田 隆史

就任年月：2013/10

離任年月：継続中

団体名：公益財団法人日本医療総合研究所

委員名：協力研究員

氏名：村田 隆史

就任年月：2018/11

離任年月：2020/3

団体名：青森県子どもの貧困等対策推進委員会

委員名：委員

氏名：村田 隆史

就任年月：2014/6

離任年月：継続中

団体名：公益財団法人日本医療総合研究所

委員名：研究・研修委員会委員

氏名：村田 隆史

就任年月：2019/2

離任年月：2020/1

団体名：青森県社会福祉協議会 地域福祉基金運営委員会

委員名：委員

氏名：村田 隆史

就任年月：2016/4

離任年月：2020/3

団体名：社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団養護老人

ホーム安生園

委員名：苦情解決事業第三者委員

氏名：廣森 直子

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：青森県教育員会

委員名：青森県生涯学習審議会委員

氏名：村田 隆史

就任年月：2017/9

離任年月：継続中

団体名：日本福祉図書文献学会

委員名：理事

氏名：廣森 直子

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：青森市教育委員会

委員名：青森市教育委員
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氏名：廣森 直子

就任年月：2018/10

離任年月：継続中

団体名：青森県教育員会

委員名：青森県社会教育委員

氏名：齋藤 史彦

就任年月：2015/6

離任年月：2018/5

団体名：弘前市地域自立支援協議会 子ども専門部会内作業

チーム

委員名：作業チームメンバー

氏名：葛西　孝幸

就任年月：2006/10

離任年月：2019/3

団体名：津軽広域連合

委員名：障害支援区分判定審査会委員

氏名：葛西　孝幸

就任年月：2015/8

離任年月：継続中

団体名：黒石市

委員名：地域包括支援センター運営協議会委員

氏名：葛西　孝幸

就任年月：2018/4

離任年月：継続中

団体名：藤崎町

委員名：地域ケア会議委員
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【栄養学科】

氏名：今 淳

就任年月：2003/6

離任年月：継続中

団体名：日本結合組織学会

委員名：評議員

氏名：井澤 弘美

就任年月：2015/10

離任年月：継続中

団体名：青森県醸造食品工業協同組合

委員名：青森県味噌醤油鑑評会審査員

氏名：今 淳

就任年月：2005/5

離任年月：継続中

団体名：日本研究皮膚科学会

委員名：評議員

氏名：井澤 弘美

就任年月：2016/11

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県食品衛生監視指導計画に関する検討委員

（副委員長）

氏名：今 淳

就任年月：2008/10

離任年月：継続中

団体名：日本生化学学会

委員名：評議員

氏名：井澤 弘美

就任年月：2018/6

離任年月：継続中

団体名：青森県量子科学センター

委員名：青森県量子科学センター動物実験委員会（委員

長）

氏名：井澤 弘美

就任年月：2010/4

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：日本ヒューマンケア科学学会学会誌編集委員

氏名：井澤 弘美

就任年月：2018/6

離任年月：継続中

団体名：日本栄養・食糧学会東北支部

委員名：日本栄養・食糧学会東北支部幹事

氏名：井澤 弘美

就任年月：2014/10

離任年月：2018/10

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：日本ヒューマンケア科学学会理事

氏名：浅田 豊

就任年月：2018/4

離任年月：2019/3

団体名：県内学校後援会

委員名：理事

氏名：井澤 弘美

就任年月：2015/4

離任年月：継続中

団体名：食品安全委員会

委員名：食品安全委員会食品安全モニター

氏名：浅田 豊

就任年月：2018/4

離任年月：2019/3

団体名：県内学校協賛会

委員名：副会長
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氏名：浅田 豊

就任年月：2018/4

離任年月：2019/3

団体名：東青地区協議会

委員名：理事

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2014/1

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：保健医療福祉包括ケアシステム推進協議会委員

氏名：大野　智子

就任年月：2017/6

離任年月：2019/6

委員名：日本栄養改善学会東北支部会 幹事

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2014/1

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：医療審議会委員

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2005/4

離任年月：継続中

団体名：青森県黒石高等学校

委員名：非常勤講師

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2014/5

離任年月：継続中

団体名：青森県糖尿病性腎症研究会

委員名：委員

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2010/6

離任年月：2018/6

団体名：青森県糖尿病療養指導研究会

委員名：理事

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2016/5

離任年月：継続中

団体名：青森県栄養士会

委員名：会長

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2013/9

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：健康寿命アップ推進会議委員

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2016/6

離任年月：2018/6

団体名：日本栄養士会

委員名：副会長

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2013/12

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：医療費適正化計画懇話会委員

氏名：齋藤 長徳

就任年月：2016/6

離任年月：継続中

団体名：青森県

委員名：青森県風評被害認定委員
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氏名：清水 亮

就任年月：2016/1

離任年月：2018/12

団体名：日本ヒューマンケア科学学会

委員名：理事

氏名：清水 亮

就任年月：2017/4

離任年月：継続中

団体名：青森県栄養士会 研究教育職域会

委員名：運営委員長

氏名：舘花　春佳

就任年月：2017/7

離任年月：2019/3

団体名：地方独立行政法人青森県産業技術センター 下北ブ

ランド研究所

委員名：中食等検討委員会 顧問
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【看護学科】

氏名：角濱 春美

授与機関：一般社団法人日本看護技術学会

賞名：大会賞

受賞年月：2018/9

氏名：小池 祥太郎

授与機関：日本看護技術学会第17回学術集会

賞名：座長推薦演題選出

受賞年月：2019/3

氏名：古川 照美

授与機関：青森県立保健大学

賞名：学長賞 研究部門

受賞年月：2018/9

氏名：村上 眞須美

授与機関：青森県立保健大学

賞名：平成29年度学長賞（総合部門）

受賞年月：2018/8

氏名：川内 規会

授与機関：青森県立保健大学

賞名：学長賞 教育部門

受賞年月：2018/9

氏名：千葉 敦子

授与機関：青森県立保健大学

賞名：学長賞（社会貢献部門）

受賞年月：2018/8

氏名：福井 幸子

授与機関：青森県立保健大学

賞名：青森県立保健大学学長賞（研究部門）

受賞年月：2018/9

氏名：小池 祥太郎

授与機関：青森県立保健大学

賞名：学長賞 研究部門

受賞年月：2019

業績集　受賞
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【理学療法学科】

氏名：藤田 智香子

授与機関：青森県立保健大学

賞名：学長賞

受賞年月：2018/9

氏名：李 相潤

授与機関：青森県立保健大学

賞名：青森県立保健大学学長賞（総合部門）

受賞年月：2018/9
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【社会福祉学科】

氏名：大竹 昭裕

授与機関：青森県立保健大学

賞名：平成２９年度学長賞（教育部門）

受賞年月：2018/8

氏名：石田 賢哉

授与機関：青森県立保健大学 教育改善委員会

賞名：優れた授業科目 （ソーシャルワーク論?）

受賞年月：2019/3

氏名：村田 隆史

授与機関：青森県立保健大学

賞名：青森県立保健大学学長賞（総合部門）

受賞年月：2018/9
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【栄養学科】

氏名：浅田 豊

授与機関：青森県立保健大学

賞名：学長賞 社会貢献部門

受賞年月：2018/9

氏名：浅田 豊

授与機関：県立保健大学

賞名：優れた授業

受賞年月：2019

氏名：井澤 弘美

授与機関：青森県立保健大学

賞名：平成29年度教員評価 学長賞 社会貢献部門

受賞年月：2018/9
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