
執筆者紹介（掲載順）

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

井上　映子	 ①教授（看護学部看護学科）
	 ②老年看護学
	 ③	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、

地域包括ケア実習 a、地域包括ケア実習b、チーム医療論、卒業研究他
	 ④	日本看護科学学会、日本看護学教育学会、日本摂食・嚥下リハビリテー

ション学会、日本老年看護学会、千葉看護学会、日本リハビリテーショ
ン連携科学学会、口腔衛生学会「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）」

和野千枝子	 ①教授（看護学部看護学科）
	 ②成人看護学
	 ③	慢性期クリニカルケア方法論、慢性期クリニカルケア方法論演習、慢

性期クリニカルケア実習、フィールド教育・インターンシップ実習、
終末期看護論他

	 ④	日本看護科学学会、日本看護学教育学会、日本看護学研究学会、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、「（研究論文）
受動的『発話』が高齢者の嚥下機能および生理機能に与える効果」城
西国際大学看護学部紀要第 26 巻第８号など

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（看護学部看護学科）
	 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

川久保悦子	 ①准教授（看護学部看護学科）
	 ②老年看護学
	 ③	地域包括ケア方法論ａ、地域包括ケア方法論演習ａ、地域包括ケア概

論、生涯発達論、地域包括ケア実習ａ、地域包括ケア実習 c、フィー
ルド教育・インターンシップ他

	 ④	『老年看護学実習における学生が行うアクティビティケアの学び―「ア
クティビティケア計画用紙」と「アクティビティケア評価用紙」を用
いた現状分析―』群馬パース大学紀要 22 号，2017。『認知症高齢者
のアートセラピーに対するニーズの分析』認知症ケア学会誌 14（4），
2016。『認知症高齢者のアートセラピーにおける介入評価と実践的方
法の工夫』認知症ケア学会誌 13（2）．2014。など

熊谷　玲子	 ①助教（看護学部看護学科）
	 ②老年看護学
	 ③	地域包括ケア概論、地域包括ケア方法論 a、地域包括ケア方法論演習 a、

地域包括ケア実習 a、地域包括ケア実習 c、フィールド教育・インター
ンシップ、卒業研究

	 ④「看護学生の基礎看護技術への関心・必要性の度合いと理由」他

篠塚　友美	 ①看護師（成田赤十字病院看護部）
	 ②地域看護学
	 ④	日本公衆衛生看護学会会員、「自己管理困難な糖尿病患者への長期治

療継続を促す効果的な動機づけ面接の概念化」（第７回日本公衆衛生
看護学会，示説発表，2018）



大野　佳子	 ①教授（看護学部看護学科）
	 ②地域・公衆衛生看護学、健康教育とテキストマイニング
	 ③公衆衛生看護学概論、健康支援と健康教育、公衆衛生看護方法論他
	 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、他「第５、６章、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）、他

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、他
	 ④	日本助産学会、日本母性衛生学会、地域看護学会、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）、「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）、他

進藤　　綾	 ①看護師（たま日吉台病院）
	 ②臨床看護学、成人看護学、老年看護学

渡辺　　梓	 ①実習指導教員／保健師（看護学部看護学科）
	 ②公衆衛生看護学
	 ③公衆衛生看護学実習Ⅱ，Ⅲ、地域包括ケア実習ｃ、基礎看護学実習
	 ④	主に、公衆衛生看護学実習において、学生が保健師の役割をはじめ、

その地域特性に応じた住民のニーズを学び実践できるように実習指導
活動を行っている。

古宮　正都	 ①看護師（東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター看護部）
	 ②地域看護学



鈴木　大地	 ①助手（看護学部看護学科）
	 ②地域・国際看護学、公衆衛生看護学、救急看護
	 ③	公衆衛生看護学実習Ⅱ・Ⅲ、地域包括ケア実習 b・c、健康支援と健

康教育、公衆衛生看護方法論Ⅱ（公衆衛生看護管理論）、公衆衛生看
護活動論

	 ④	【教育】国際看護学（葛飾区医師会附属看護専門学校）、コクランレ
ビュー・レビューワークショップ　チューター、コクランレビュー・
レビューワークショップWorkshop	on	Development	of	a	Cochrane	
Systematic	Review	講師（SamRatulangi	University,	Indonesia）【学会
発表】「Effects	of	Secondhand	Smoke	and	Breastfeeding	in	Nonsmoking	
Pregnant	Women:	A	Meta-Analysis」(Oral	 presentation	 on	 16th	
International	Conference	 on	Nursing	&	Midwifery)、「Effects	 of	
Secondhand	 Smoke	 and	Depressive	 Symptoms	 in	Nonsmoking	
Pregnant	Women:	A	Meta-Analysis」(Oral	 presentation	 on	 21st	
East	Asian	Forum	of	Nursing	Scholars	&	11th	International	Nursing	
Conference)【論文】「国際看護学修士課程におけるタンザニア演習と
WHO本部インターンシップ実習」（聖路加国際大学紀要，2018）、他

星野　聡子	 ①准教授（看護学部看護学科）
	 ②基礎看護学
	 ③	看護方法論ａ～ｅ、基礎看護学実習Ａ・Ｂ、プロジェクト教育ａ・ｂ、

プロジェクト教育、フィールド教育・インターンシップ、他
	 ④	日本看護科学学会、日本がん看護学会、日本看護学教育学会、日本看

護研究学会会員。

齋藤　美月	 ①看護師（日本赤十字社成田赤十字病院看護部）　
	 ②臨床看護学
	 ④大学内サークルQQ（救急）の会所属、日本救急医学会 ICLS 取得（2017 年）

佐々木美喜	 ①准教授（看護学部看護学科）
	 ②母性看護学・助産学
	 ③	周産期医学 a、助産診断学・技術学 a、助産学実習 c、家族発達支援論、

地域母子保健
	 ④	日本助産学会、日本看護科学学会、日本看護研究会会員。論文「授

乳を行う母親の体験―質的メタ・サマリー」（日本看護研究学会雑
誌，41（5），2018．）「産婦による分娩環境の情報の抽出と活用」（日
本看護研究学会雑誌，40（1），2017．）他。学会発表「Individual	and	
Workplace	Characteristics	Relating	to	Reproductive	Behaviors	Among	
Female	Japanese	Hospital	Nurses」（TNMC&WANS	International	
Nursing	Research	Conference	2017）他



清水　清美	 ①教授（看護学部看護学科）
	 ②生殖看護、母性看護、助産学
	 ③	周産期医学ａ、助産学概論、看護研究方法論、卒業研究、プロジェク

ト教育、フィールド教育・インターンシップ
	 ④	日本生殖看護学会、日本生殖心理学会、日本助産師会員。「非配偶者

間人工授精を選択するカップルのケア―家族形成支援の一考察―」
（『城西国際大学看護学部紀要』第 23 巻第８号）など

宮澤　純子	 ①教授（看護学部看護学科）
	 ②母子保健看護学、助産学
	 ③	母子看護学概論、母性看護方法論、生涯発達論、家族発達支援論、

グローバルヘルス aなど
	 ④	日本健康学会評議員、日本助産学会表彰委員、千葉県助産師会教育委

員、日本フォレンジック看護学会編集委員。「看護学生の早期体験学
習としての海外研修の効果―チームワーク能力の変化を中心に」（『城
西国際大学看護学部紀要』第 22 巻第８号）など

飯島　亜樹	 ①助教（看護学部看護学科）
	 ②母性看護学、助産学
	 ③	ウィメンズへルス支援論、母性看護方法論、母性看護方法論演習、卒

業研究、基礎看護学実習Ⅱ、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、日本フォレンジック看護学会、

日本周産期メンタルヘルス学会会員。「分娩見学が看護学部学生に与
える影響―早期体験学習としての分娩見学―」（『城西国際大学看護学
部紀要』第 24 巻第８号）など

高田　良子	 ①准教授（看護学部看護学科）
	 ②小児看護学
	 ③	母子看護学概論、小児看護方法論、小児看護方法論演習、小児看護学

実習
	 ④	「長期HPN（在宅中心静脈栄養法）とストーマ管理をしている児へ

のセルフケア確立へ向けての援助」（日本看護学会，小児看護分野，
2007 年）「排尿時膀胱尿道造影検査を繰り返し受ける幼児の母親の認
識、思いと子どもへの関わり」（千葉看護学学会誌VOL19	NO2	2014
年）、検査説明絵本「しんくんとVCG検査」「ゆいちゃんとVCG検査」
（千葉大学大学院看護学研究科看護学部　小児看護学　2015 年）など



柚山香世子	 ①助教（看護学部看護学科）
	 ②小児看護学
	 ③	母子看護学概論、小児看護方法論、小児看護方法論演習、小児看護学

実習など
	 ④	日本看護科学学会、日本小児看護学会、千葉看護学会、子ども虐待防

止学会会員。「児童養護施設における思春期女子への性（生）教育」（へ
るす出版『小児看護』第 37 巻第２号）、「児童養護施設に入所してい
る思春期女子の心身の変化の特徴」（『千葉看護学会会誌』第 23 巻第
１号）など

佐野　智子	 ①准教授（福祉総合学部福祉総合学科）
	 ②臨床心理学、聴覚心理学
	 ③臨床心理学、子どもの発達と相談、障がいを持つ子の理解と支援など
	 ④	日本心理学会、日本臨床心理学会会員。（分担執筆）『幼児教育と保育

のための発達心理学』（建帛社，2012）、（分担執筆）『対人関係を通し
ての自己理解ワークブック』（培風館，2013）

広瀬　美和	 ①准教授（福祉総合学部福祉総合学科）
	 ②発達行動学・保育学・幼児教育学
	 ③幼児教育原理、保育内容
	 ④	日本発達心理学会会員、日本保育学会会員。「子どもの調整・仲直り

行動の構造：保育園でのいざこざ場面の自然観察的検討」（『乳幼児教
育学研究』15 号、2006 年）、「保育園児における調整・仲直り行動の
発達的検討―身体接触に注目した保育の日英文化間比較研究」（『発達
研究』21 号，2007 年）など

小川　智子	 ①准教授（福祉総合学部福祉総合学科）
	 ②相談援助の理論と方法、ソーシャルワーク実習教育
	 ③	ソーシャルワーク論、ソーシャルワーク実習指導、ソーシャルワーク

演習
	 ④	日本社会福祉学会会員。「〈研究ノート〉社会福祉士実習の事前指導に

関する研究」（『城西国際大学福祉総合学部紀要』第 23巻第３号）など

三浦　　剛	 ①准教授（薬学部医療薬学科）
	 ②薬物治療学Ⅰ、病院・薬局事前学習、アドバンスト実務実習ほか
	 ③薬物治療学
	 ④	日本化学療法学会評議員、感染制御専門薬剤師、抗菌化学療法認定薬

剤師等。「Genetic	and	non-genetic	factors	responsible	for	antiplatelet	
effects	 of	 clopidogrel	 in	 Japanese	patients	undergoing	 coronary	
stent	 implantation:	An	algorithm	to	predict	on-clopidogrel	platelet	
reactivity.」（Thrombosis	Research	2014	Oct;134(4):877-83.）など




