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執筆者

①職位（所属）、②専門分野、③主な担当科目、
④教育・研究業績、地域貢献などの紹介

北田

素子

①助教（看護学部看護学科）
②看護教育、外国人医療・外国人看護師、創傷ケア
③基礎看護学（フィジカルアセスメント、診療補助技術）
④論 文「基礎看護学領域における教授方略の検討に向けた本学１年次
学生の学習に関する実態調査」（城西国際大学紀要看護学部，2017）
「Structural changes in dermal collagen and oxidative stress levels in
the skin of Japanese overweight males」
（Int J Cosmet Sci., 2015) など

井上

映子

①教授（看護学部看護学科）
②老年看護学、看護教育
③老年看護学、地域包括ケア概論、地域包括ケア方法論、地域包括ケア
方法論演習、チーム医療論、卒業研究、プロジェクト教育ａ、プロジェ
クト教育ｂ、プロジェクト教育・インターシップ
④論文「Effects of intervention vocalization on Swallowing function in
elderly individuals living in residential care facilities.（J. Ochanomizu
Asso. Acad.Nurs, 文部科学省科科学研究費助成，2017）「介護老人保
健施設入居者に対する嚥下機能の簡易測定方法の検討」（お茶の水看
護学雑誌，文部科学省科科学研究費助成）など

鈴木満理奈

①国立研究開発法人 国立国際医療研究センター

看護師

②臨床看護学
④城西国際大学看護学部看護学科

平成 29 年度卒業

勤務先の施設は多くの外国人患者を受け入れており、病棟で実際に外
国人患者の看護に携わることも多い。
和野千枝子

①准教授（看護学部看護学科）
②成人看護学
③成人看護概論、成人看護方法論（慢性期）、成人看護方法論演習、成
人看護学実習（慢性期）、フィールド教育・インターシップ

他

④日本看護科学学会、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会、口腔ケ
ア学会会員「山武医療圏における病院勤務看護師の職務満足度」など

山田万希子

①助授（看護学部看護学科）
②母性看護学
③母性看護学概論、母性看護方法論、母性看護方法論演習、母性看護学
実習、基礎看護学実習Ⅱ、公衆衛生看護学実習Ⅰ、フィールド教育・
インターンシップ実習
④日本看護科学学会、日本助産師学会、日本母性衛生学会、日本生殖学
会、日本思春期学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会会員。
「〈研究論文〉スチーム式足浴の実施時間が身体に与える影響」

（『城西
国際大学看護学部紀要』第 23 巻第 8 号）など

大森

直哉

①教授（看護学部看護学科）
②タンパク質工学、遺伝子工学、分子生物学、製剤学
③科学基礎、医用工学概論、臨床薬物動態論、臨床治験学概論
④「 Immunological aspects and therapeutic significance of an
autoantibody against histone H1 in a rat model of concanavalin
A-induced hepatitis.」「Antitumor effects of the MIG and IP-10
genes transferred with poly [D,L-2,4-diaminobutyric acid] on murine
neuroblastoma.」など

後藤

武

①教授（看護学部）
②免疫学、製剤学、生化学、皮膚生理学、発酵工学
③科学基礎、臨床免疫学、臨床生化学、臨床薬理学、ゲノム
④ A novel anti-histone H1 monoclonal antibody, SSV monoclonal
antibody, improves lung injury and survival in a mouse model of
lipopolysaccharide-induced sepsis-like syndrome.」
「Unexpected T cell
regulatory activity of anti-histone H1 autoantibody: its mode of action
in regulatory T cell-dependent and -independent manners.」など

仲宗根和也

①看護師（山武医療センター看護部）
②地域看護学、外科看護学・内科看護学
③領域別看護学実習（臨地指導）
④日本公衆衛生学会会員
「青年期における健康投資の実態と主観的健康度との関連」

（第 76 回
日本公衆衛生学会総会，示説発表，2017）、九十九里夏季セミナー運営，
2015、関東地域医療系学生団体 Medical innovation (Mi) 設立副代表・
運営（医療系学生の交流・意見交換のプラットホームとして月 1 回程
度、講師を招いての講演会やワークショップを開催するなどの活動，
2016 ～現在に至る）

大野

佳子

①教授（看護学部看護学科）
②公衆衛生看護学、健康教育とテキストマイニング、GIS（地理情報シ
ステム）と保健師活動
③公衆衛生看護学概論、公衆衛生看護活動論Ⅱ（看護管理）、公衆衛生
看護方法論ⅡおよびⅢ、国際看護、公衆衛生看護学実習ⅡおよびⅢ、
公衆衛生看護方法論演習Ⅱ、在宅看護学実習

他

④日本地域看護学会研究活動推進委員、
日本動機づけ面接学会（JaSMINe）
理事、日本公衆衛生看護学会会員、日本公衆衛生学会会員、ほか
論文「高齢化の進んだ農村地域における介護に関する事前の意思決定
および意思表示に影響を及ぼす要因：横断研究」（日本農村医学学会
誌，Vol.65 (4), 792-803, 2016）、「テキストマイニングによる成功率の
高い禁煙プログラムの会話構造の特徴」（文部科学省科学研究費助成，
看護研究，46 (6), 552-567, 2013）、「事故防止のための Failure Mode
and Effect Analysis を用いた農業機械による作業工程表の作成および
有用性の検討」（日本農村医学学会誌 Vol.65 (4), 823-835, 2016）、「第
５章：健康行動理論，63-76；第６章：健康相談，77-92；第８章 健康
教育 / ヘルスプロモーション，103-127，他」、金子仁子 編著「保健
の実践科学シリーズ 行政看護学」，講談社，2017、「Characteristics
of Metaphor that affect Behavioral Change in Smoking Cessation
Program with Motivational Interviewing (MI) and Regular Smoking
Cessation Program without MI. 」ICCHNR, 2016（文部科学省科学研
究費助成）など
種

恵理子

①助教（看護学部看護学科）
②在宅看護学、母子保健学、地域産後ケアシステムの構築
③在宅看護学演習、在宅看護学実習、公衆衛生看護方法論演習Ⅱ、公衆
衛生看護学方法論Ⅲ、公衆衛生看護学実習Ⅲ

他

④日本助産学会、日本公衆衛生学会会員。
論 文「看護学部教育グループ学習評価の一事例：認知症事例検討グ
ループワーク学習を対象とするテキストマイニング法短期評価」（城
西国際大学紀要 第 25 巻 第 8 号，19-35，2016）、「A 大学医学生と看
護学生の出産についての認識に関する研究」（第 11 回 ICM アジア
太平洋地域会議・助産学術集会発表，2015）、「A 市における２型糖
尿病予防のための職業生活の観点からみた地域診断プロセス」（第
75 回日本公衆衛生学会総会発表，2016）、「機械学習と地理情報シス
テム（GIS）を用いた地域診断：O 県の母子保健事例より」（第 20
回日本地域看護学会学術集会発表，2017）、Changes from learning
anxious to behavioral commitment by Motivational Interviewing.
TNMC&WANS International Nursing Research Conference 2017 など

小林みゆき

①准教授（看護学部看護学科）
②精神看護学
③精神看護学概論、精神看護方法論など
④論文「精神科病棟における看護実践支援のためのコンサルテーション
のプロセスと技法―境界性パーソナリティ障害患者およびうつ病患者
へのコンサルティ中心のケースコンサルテーションを通して―」（日
本精神保健看護学会誌，22 巻 1 号，2013．
）
「成人期の摂食障害患者へ
の臨床看護研究に関する文献レビュー」
（城西国際大学紀要 看護学部，
第 25 巻 8 号，2017）など

伊賀

聡子

①助手（看護学部看護学科）
②精神看護学
③精神看護方法論演習、精神看護学実習

尾島

玲

①社会医療法人社団さつき会

袖ケ浦さつき台病院

看護師

袖ケ浦さつき台病院

看護師

②精神看護学
島村

龍治

①社会医療法人社団さつき会
②精神看護学

③論文：森 裕子，島村 龍治，西畑 幸二郎，治療抵抗性統合失調症で
長期入院中の患者のセルフケア向上への関わりの分析，病院・地域精
神医学，56 巻 4 号，2014
佐久間奈津子

①前

社会医療法人社団さつき会

袖ケ浦さつき台病院

看護師

②精神看護学
坪井

裕子

①社会医療法人社団さつき会

袖ケ浦さつき台病院

看護師

袖ケ浦さつき台病院

看護師

袖ケ浦さつき台病院

看護師

②精神看護学
山室

緑

①社会医療法人社団さつき会
②精神看護学

中嶋

尚子

①社会医療法人社団さつき会
②精神看護学

