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時間 次       第 会 場 

10：00 ●開会 

●理事長挨拶 

公立大学法人青森県立保健大学  

理事長 上泉 和子 

N-講義室 2 

10：05～ 

12：00 

●シンポジウム 

テーマ『失敗から学ぶ実践活動・研究活動 

     ～しくじりを活かして成功につなげる～』 

 

 座長       

青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科  

 教授 吉池 信男 

  

シンポジスト   

  青森市役所 福祉部 高齢者支援課 介護予防・生活支援チーム 

   保健師 塚本 周平 氏 

  青森県産業技術センター 工業総合研究所 

   主幹研究専門員 医学博士 阿部 馨 氏 

  青森県立保健大学 健康科学部 社会福祉学科  

   准教授 石田 賢哉 

  青森県立保健大学 健康科学部 看護学科  

   准教授 福井 幸子 

 

N-講義室 2 

12：00～ 

12：45 

●休憩（昼休み）  

12：45～ 

13：30 

●ポスター発表 

 ※ポスター掲示作業時間は 9：00～12：00、撤収時間は 17：00 

N-講義室 1 

13：30～ 

14：50 

●ようこそ！保健大学研究室～重点課題研究発表会～ 

 座長 

  青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 教授 山田 真司 

  青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 准教授 福井 幸子 

N-講義室 2 

15：10～ 

16：10 

●口述発表 第１部 

 座長 

  青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 教授 古川 照美 

  青森県立保健大学 健康科学部 社会福祉学科 講師 宮本 雅央 

N-講義室 2 

16：20～ 

17：20 

●口述発表 第２部 

 座長 

  青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 教授 飯島 美夏 

  青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 准教授 三好 美紀 

※口述発表終了予定時刻 17：20 をもって閉会 

N-講義室 2 

 

開催日  平成 30 年 12 月 8 日（土） 

会 場  公立大学法人青森県立保健大学 Ｃ棟（青森市浜館字間瀬 58－1） 



ポスター発表（N-講義室 1）                                12：45－13：30 

 

P－01．Ａ病院 NICU・GCU 看護師の手指衛生の現状評価 

青森県立中央病院 加藤 桜子 他 

 

P－02．母児分離となった母親の妊娠期から分娩期における産後の母乳分泌に影響を与える要因 

青森県立中央病院 安保 真琴 他 

 

P－03．A 県内２市町における介護予防プログラムの効果 

青森県立保健大学 福岡 裕美子 他 

 

P－04．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 

青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 伊藤 美佳 他 

 

P－05．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 

青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 久慈 千晶 他 

 

P－06．ストレスチェックを実施した A 市の運輸業における職業性ストレスの現状（第 1 報） 

－全国平均値との比較－ 

慈恵クリニック 佐々木 麻央 他 

 

P－07．ストレスチェックを実施した A 市の運輸業における職業性ストレスの現状（第 2 報） 

－上司支援、同僚支援、家族・友人支援と抑うつ感との関連－ 

慈恵クリニック 五十嵐 愛実 他 

 

P－08．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？ 

青森県立保健大学 熊谷 貴子 他 

 

P－09．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 

青森県立保健大学 熊谷 貴子 他 

 

P－10．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 

青森県立保健大学 熊谷 貴子 他 

 

P－11．A 保健所管内における保健協力員活動の現状と課題 

青森県立保健大学 千葉 敦子 他 

 

P－12．小学生の生活習慣と骨密度について 

青森県立保健大学 谷川 涼子 他 

 

P－13．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 

青森県立保健大学 浅田 豊 

 

P－14．青森県「医療通訳養成研修」受講者の通訳観の考察 

青森県立保健大学 川内 規会 他 

 

P－15．ヘルスリテラシー関連図書の貸出事業を通じた健やか力向上のサポートについて 

青森県立保健大学 山田 奈々 他 

 

P－16．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 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 對馬 和 他 

 

P－17．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 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 菅野 萌 他 



P－18．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繊維化及び 

マクロファージの浸潤に及ぼすケルセチンの影響 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 林 和佳奈 他 

 

P－19．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 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 戸巻 理奈 他 

 

 

 

 

ようこそ！保健大学研究室～重点課題研究発表会～（N-講義室 2）               13：30－14：50 
 

座長 青森県立保健大学 山田 真司、福井 幸子 

 

１．高齢者の機能低下を最低限にするための看護連携システムの構築 

青森県立保健大学 角濱 春美 

 

２．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 

―地域住民向け自記式うつ病スクリーニングの開発― 

青森県立保健大学 大山 博史 

 

３．小・中学生の健康調査 

青森県立保健大学 古川 照美 

 

４．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 

青森県立保健大学 千葉 敦子 

 

 

 

 

口述発表 第１部（N-講義室 2）                        15：10－16：10 

 

座長 青森県立保健大学 古川 照美、宮本 雅央 

  

O－01．今こそ振り返る自らの看護観と看護の問題点 

－魅力にあふれた看護を看護力向上へと繋げるために－ 

平内中央病院 三上 操 他 

 

O－02．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 

青森県立中央病院 田沢 優一 他 

 

O－03．ピアサポート推進事業におけるペアレントメンターの有用性についての考察 

青森県発達障害者支援センター「ステップ」 町田 徳子 他 

 

O－04．A さんの視覚的支援 

障害者支援施設 さつき寮 瓜田 有美 他 

 

O－05．三戸町における住民主体の地域づくり型介護予防・健康づくりの導入と展開過程について 

～いきいき百歳体操による通いの場活動を通じて～ 

三戸町役場 田中 尚恵 他 

 

 

 

 

 



口述発表 第２部（N-講義室 2）                        16：20－17：20 

 

座長 青森県立保健大学 飯島 美夏、三好 美紀 

 

O－06．生薬「蒲黄」による創傷治癒関連遺伝子の網羅的発現解析 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 後藤 優和 他  

 

O－07．生薬「蒲黄」によるコラーゲン遺伝子の発現制御機構 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 阿部 峻 他 

 

O－08．4-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 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 小笠原 菜摘 他 

 

O－09．4-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 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 久光 夕貴 他 

 

O－10．健康あおもり 21（第 2 次）重点課題に対する介入効果の検証 

青森県立保健大学大学院健康科学研究科 竹林 正樹 他 

 


