
研 究 業 績 目 録

1996.4-1997.3

1.本業績日銀は各教官より提出されたものを収暮 したo

2.収鐘期間は1996年 4月から1997年 3月までに刊行(発表)

されたものとした○

上記期間に刊行されたが,本学紀要第7(2)巻に収録され

ている′ものは再掲として*をつけたo

3.著者(発表者)名については,本短期大学部教官のみを挙



研究業績目録編集要綱

1.本研究業績日暮は,以下の分類により収銀する｡

1)著 書 :共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡

2)論 文 等 :原著,総説,評論,短報,症例報告｡

3)学会発表等 :抄録が公的な雑誌に掲載されているか,公的な抄録集が発行されているも

のとする｡

4)講 演 :学会における特別講演,団体からの依頼講演｡

2.収銀期間,収轟範囲

1)収幕期間は本誌発行の前年度 (4月1日～3月31日)とする｡

2)収録範囲は本学部に在籍中に公表したものとする｡

3.業績目鼻記載方法

1)著書および論文等

著者 :本学教官以外の著者名は筆頭のみ ( )で記し,それ以外は省略する｡

その他は紀要の論文記載要領に準じる｡

2)学会発表等

発表者 ((3. 1)に準じて記載)),題名,発表学会,学会年月を記載する｡

3)講演

講演者,題名,講演集合名,講演年月,講演都市名を記載する｡



I.著 書

著 者 名

1. 川崎祥二

2. 川崎祥二

他

4. IlisashiMimura,et

al.

5. 三村 久

Ⅰ.論 文 等

著 者 名

1. (M.Kobayashi),

YasumasaTongu,

etal.

2. YasumasaTongu,

etal.

書 名 発 行 者 発行年

日本放射線瞳癌学会卒前教育用スライド(CD) 日本放射線腫癌学会 1997

放射線生物学 (線量率効果､放射線効果の修飾1

- イ--サー ミ7講;AiJ会サプルメン トテキス ト H本- イパーサー ミ 1996

温熱化学蝶法 (基礎編) P21-26 7学会

放射線医学総合研究所重粒子線がん治療装置等 放射線医学総合研究 1996

共同利用研究平成 7年度報告書 所

垂粒子線照射による放射線損傷か らの回復に関

する研究 P99-100

Hepato-pancreato-dL10denectomy (Fujio SpringeトVerlag 1996

Hanyu) Tokyo

Enbl｡ck resectionofthehepatoduodemal

ligamentforcarcillOmaOfthebiledLlCt,gall-

bladder,andpancreasP97-111

肝 卜二相腸間膜切除

外科 58:1702-17()9

論 題

1996

推 誌 名 発行年

Epidemiologicalsurveyforparasiticdisease,Jpn.∫.Parasito1., 1996

especiallyforparagonimiasis,inGuatemala 45(3):207-214

Preliminarysurveyoffreshwatersnai一sinthe Jpn.J.Parasito1., 1996

CentralAfricanRepublic 45(4)I328-329

3. (斎藤哲郎),頓宮廉正, 広島県東部河川敷の寄生虫汚染について 動薬研究 1996

他 54:16-21
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4. (越智常登),頓宮廉正, 福山市で兄い出された東洋眼虫の人体寄生例 岡大医短紀要

他 7:215-217

5. (S.Suguri), NucleotidesequencesofasegmentofCol Parasitology

YasumasaTongu, genesofDirofl'lariaimmitisandRaylagOnimus lnternational

etal. mexICanuS 46(Suppl,):51

6. HiroshiNagata Judgmentsofgrammaticalityasrelatedto Percept.Mot.

judgmentsofmeaningfulnessandordinari-Skills

ness. 84:600-602

7. HiroshiNagata Anassimilationeffectinjudgingthegram-Percept.Mot.

maticalityofsentencesviolatingthesub-Skills

jacencycondition. 84:755-767

8. 永田 博,近藤益子, 看護学生 と看護者の入院患者の院内ス トレス- 看護展望

他 の共感 22:378-388

*9. 宮本寛治,白井喜代子, FISH法によるHTLV-1ProvirusDNAの検 岡山医学会雑誌

合田典子,他 出 107:254

*10. (N.Kariya), ProtectionofrabbitagainstHTLV-ⅠIinfec-Arch

KanjiMiyamoto, tionwithasyntheticpeptidecorrespondingto Virol,

etal. HTLVIIIneutralizationreg10n 141:471-480

*11. 合田典子,白井喜代子, 分娩介助実習に要する時間について 岡大医短紀要

岡崎愉加 7:75-80

*12. 白井喜代子,合田典子, 健康女性の重心動揺変化に及ぼす諸因子 岡大医短紀要

岡崎愉加,神 文雄, 7:81-86

太田武夫

13. 白井喜代子,合田典子, 健康女性の重心動揺変化に関する検討 岡山県母性衛生

岡崎愉加 13:12

*14. 岡崎愉加,合田典子, 学士への途 岡大医短紀要

白井喜代子 一岡山大学医療技術短期大学部専攻科助産学特 7:87-92

別専攻修了生の現状-

15. (本郷俊治),遠藤 浩, NocardiafarcinicaとAspergillusfumigatus 日臨微誌

他 が同時期に分離された肺感染症の 1例 6:32-38
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16. (KazukiNiwa),

HiroshiEndo,

etal.

AγGly-268toGlusubstitutionisresponsible Blood 1996

forimpairedfibrinassemblyinahomozygous 87:4686-4694

dysfibrinogenKurashikiI

17. 遠藤 浩,森 秀治 分子生物学 と免疫学の融合技術,イムノPCR 平成 7年度～平成 8 1997

法の開発と超微量定量への応用 年度科学研究費補助

金(基盤研究(CX2))

研究成果報告書

他

19. 岡本 基

20. 0kamotoMotoi,

ShujiMori,

HirokoTohge,

YasunariNakata,

HiroshiEndo,

etal.

21. 岡本 基,森 秀治

22. Mitsukolchimura,

HirokoTohge,

JunkoSakiyama,

ShujiMori,

Sekikolto,

YasunariNakata,

HiroshiEndo

BALF中の P.acnesDNAの検出 ん性肺疾患調査研究

班 平成 7年度研究

報告

208-211

培養神経細胞の興奮性アミノ酸感受性に及ぼす てんかん治療研究振 1996

脳プロテオグリカンの影響 輿財B]研究年報

8:22-27

Anenzyme-linkedimmumosorbentassayfor LifeSciences 1997

heparansulfateproteoglycans 60二1811-1819

神経細胞死防止作用を持つプロテオグリカンの 平成 7年度～平成 8 1997

局在と機能に関する研究 年度科学研究費補助

金(基盤研究(cX2))

研究成果報告書

Humanserumlipoprotein-cyclodextrininter-BullSchHealthSci 1996

actioninagarosege1 0kayamaUniv

7:93-97
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23. HirokoTohge,

Mitsukolchimura,

JunkoSakiyama,

MotoiOkamoto,

YasunariNakata,

HiroshiEndo

24. JunkoSakiyama,

Mitsukolchimura,

HirokoTohge,

HiroshiEndo,etal.

Extracellularmatrixcomponentsandsoluble BullSchHealthSci 1996

VCAM-1insynovialfluidwithosteoarthritis OkayamaUniv

oftheknee 7:99-103

Retrievalofproliferatingcellnuclearantigen BullSchHealthSci 1996

(PCNA)immunoreactivityonformalin-fixed OkayamaUniv

tissues 7:9-15

-Comparisonofeffectsofmicrowaveirradi-

ationandautoclaveprocessing-

25. (MasahiroNishibori), Presenceofmacrophagemigrationinhibitory NeurosciLetts

ShujiMori,etal. factor(MIF)inependyma,astrocytesand 213二193-196

neuronsinthebovinebrain

26. 森 秀治,岡本 基, 疎水性クロマ トグラフィに伴う耐熱性ホスファ 岡大医短紀要

中田安成,遠藤 浩 タ-ゼ活性の変動 7:17-21

27. (MasahiroKuroda),

ShojiKawasaki,

etal.

28. (Jun-ichiAsaumi),

ShojiKawasaki,

etal.

29. (Jun-ichiAsaumi),

ShojiKawasaki,

etal.

30. (Jun-ichiAsaumi),

ShojiKawasaki,

etal.

31. ShojiKawasaki,

KoichiShibuya,

etal.

1996

1996

Preoperative radiochemohyperthermother-Hyperthermic 1996

apyforsofttissuesarcoma Oncology1996

2:65-66

FK506Completelyinhibitsadriamycinefflux AnticancerRes 1996

intheadriamycinresistantstrainofEhrlich 16:247-250

ascitestumorcells.

InfluenceofceHmemmbranepotentialand AnticancerRes 1996

selectivityoftheNa+/H+exchangerandCl-/ 16:725-728

HCO3~exchangerontheintracellularaccu一

mulationofadriamycin

Thermosensitivity andthermotolerancein AnticancerRes 1996

theadriamycin-resistantstrain ofEhrlich 16二2569-2573

ascitestumorcells,

Uptakeof99mTc-MIBIonMultidrugResis-HYPERTHERMIC 1996

tantCellsofEhrlichAscitesTumor ONCOLOGYIN

JAPAN'96

132-133
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32. ShojjKawasaki,

KoichiShibuya,

etal.

*33. 中桐義忠,丸山敏則,

東 義晴,溢谷光一,

後藤佐知子,杉田勝彦,

他

34. (Yoshitake

Yamamoto),

TakaoNakamura,

etal.

35. (山本尚武),中村隆夫

36. (Yoshitake

Yamamoto),

TakaoNakamura,

etal.

Mechanismsofincreaseofadriamycinper-HYPERTHERMIC 1996

miabilityunderhyperthermiaonehrlichas-ONCOLOGY1996

citestumorcells 656-657

ビームフラットネスアナライザ(7000型 THE一 間大医短紀要

BES)の基本的性能の検討 7:23-27

Instantaneous Measurement ofElectrical IEEETrams

ParemetersinaPalmDuringElectrodermallnstrumMeas

Activity 45:483-487

1996

1996

噴下動作におけるインピーダンス波形の生成機 厚生省長寿科学総合 1996

序 とその解釈 研究平成 7年度研究

報告書

6:104-110

MeasuringSystem ofImpedancePharyngo-MedBioIEng

graphy forDiagnosisofSwaHowing Dis-Comput

orders 34:1,2,179-180

1996

37. (武並康史),東 義晴, 関目に伴 う関節空篠分布の変化 補綴誌 1996

他

38. (TakuoKuboki),

YoshiharuAzuma,

etal,

39. (TakuoKuboki),

YoshiharuAzuma,

etal.

40. KoichiShibuya,

ShojiKawasaki,

etal.

40二84-91

TheEffectsSustainedUnilateralMolarClen-OralSurgOral 1996

chingonTemporomandibularJointSpace MedOralPatho1

82:616-624

TheEffectsClenchingandOcclusalAppli-JOrofacialPain 1997

anceonTemporomandibularJoint ll:67-77

InhibitionofThermotoleranceObservedona HYPERTHERMIC 1996

TemperatureSensitiveCell ONCOLOGYIN

JAPAN'96

134-135
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41.(MasahiroKuroda),

KoichiShibuya,

ShojiKawasaki,

etal.

42. (延原栄太朗),

漉谷光一,後藤佐知子,

中桐義忠,杉田勝彦,

他

43. (延原栄太朗),

溢谷光一,中桐義忠,

杉田勝彦,他

44.太田武夫,下石靖昭,

東 義晴,-村光子,

遠藤 浩,岡崎愉加

45.太田武夫,下石靖昭,

景山甚郷,溢谷光一,

唐下博子,遠藤 浩

46.加藤久美子

Inductive Thermochemotherapy Increased HYPERTHERMIC 1996

TherapeuticGainFactoroftheFractionated ONCOLOGYIN

RadiotherapyagainstaMouseTumor JAPAN'96

158-159

混合粒子型硫酸バ リウム｢バ リトゲンHD｣の評 岡大医短紀要

価 7:105-112

消泡液添加方法ならびに添加量の検討 新薬と臨床

46(3):80-84

学部シラバスに関する学生の意見 岡大医短紀要

7:29-34

医療技術教育に対する高校生の認識と関心に関 同大医短紀要

する研究 7二113-120

看護学概論の展開一第1報 同大医短紀要

｢M ･ブ-パ-の人間学｣の視点から 7:1211128

47.加藤久美子,近藤益子, 看護学生における対人関係価値のコホー トによ 岡大医短紀要

永田 博,他 る相違 7二129-134

48.加藤久美子,佐藤美恵, 看護学生が認知した看護教育従事者の対人関係 看護教育

近藤益子,永田 博, 価値 38:118-122

他

49.林 優子

50.林 優子

51. 林 優子

成人を対象にした腎移植に関する文献的考察 同大医短紀要

腎移植後レシピエントのQOLに関係する対処 同大医短紀要

および対処に影響を及ぼす要因に関する基礎調 7:49-57

塞

腎移植者のQOLに関係する諸概念の測定用具 同大医短紀要

の作成および信頼性と妥当性の検討 7:135-148
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52.太田にわ

53.太田にわ

*54. 太田にわ,猪下 光,

池田敏子,中西代志子,

近藤益子,他

*55.太田にわ

岡山県の都市部 ･農村部における高齢者の在宅 同大医短紀要 1996

ケアの実態 7:148-157

先天性心疾患をもつ子どもの母親の思いと周囲 平成 8年度 文部省 1997

の支援 看護教育指導者研倭

一出産から手術後までの子どもへ愛着形成一 報告書 ●1-73

高齢者の自宅退院 6か月後における健康及び日 岡大医短紀要 1996

常生活の問題 7:41-47

高齢者の在宅介護費用の研究 岡山大学経済学会誌 1996

-岡山県の都市 ･農村を中心に- 15:247

56. 池田敏子,中西代志子, 高齢者-の効果的な退院指導 同大医短紀要 1996

近藤益子,太田にわ,

猪下 光,佐藤美恵,

渡辺久美,加藤久美

*57. (安藤佐記子),

池田敏子,近藤益子,

他

58.猪下 光,池田敏子,

中西代志子,近藤益子,

太田にれ 佐藤美恵,

渡辺久美,加藤久美子

*59.猪下 光

*60. 猪下 光,近藤益子,

太田にわ,池田敏子,

中西代志子

ー看護婦および患者調査から- 7:159-164

高齢者の主観的幸福感と看護者から見たイメ- 岡山県看護教育研究 1996

ジに関する検討 会 誌

自宅退院後3ケ月を経験した高齢者の健康 と生 同大医短紀要 1996

活上の問題 7:165-170

看護職の職業意識とストレス 岡山大学経済学会誌 1996

第28巻 第 1号,

245-246

高齢者のセルフケア行動の分析 笹川医学研究財団看 1996

-おしゃれと身だしなみの実態一 議職月等研究報告書,

第 3号 97-99
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*61. 森田敏子,猪下 光,

他

国立大学医療技術短期

大学部看護学科協議会

臨地実習委属会

62.猪下 光

臨地実習教育実態の評価 国立大学医療技術短 1996

-臨地実習に関する実態調査報告書より一 期大学部看護学科協

議会

職業性ス トレスとモデレ-タ要因の分析 岡大医短紀要

一看護職の場合- 7:171-180

1996

63. (内田雅代),猪下 光, 骨髄移植をうける患児,家族看護システムに関 平成 5･6･7年度 1996

他 する研究 文部省科学研究費補

助金(一般C)研究成

果報告書

64. (明石恵子),猪下 光, 臨地実習教育における学習効果と課題 看護教育 38, 1997

他 2:122-117

65.猪下 光 職業性ストレスの継時的変化より分析 した看護 岡山大学文化科学研 1997

職のキャリア形成 究科紀要

66. (内田雅代),猪下 光, 骨髄移植をうける患児の日常生活ケアに関する 千葉大看護学部紀要 1997

他 看護婦の認識 19:35-44

67. 中西代志子,近藤益子, 高齢者の健康 と生活上の問題に関する研究 同大医短紀要 1996

太田にわ,猪下 光, 一退院後 1年間の在宅療養を追跡して- 7:181-188

池田敏子,渡辺久美,

佐藤美恵

68.前田真紀子,

(佐藤示豊子)

69.金尾直美,他

*70.佐藤美恵,池田敏子,

近藤益子,他

子供をもつ壮年期女性の乳癌発病後の役割意識 岡大医短紀要 1996

の変化 7:189-199

食道癌患者の術後精神症状出現にかかわる要因 岡大医短紀要 1996

に関する研究 7:201-214

腎炎患者の日常生活活動強度

ー 8-
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Ⅲ.学会発表等

演 者 演 題 学 会 名 開催年月 開催場所

1.田中克己 Morleyrank有限の 2重可移群につ 1996年度 日本数学会 1996.9 東京

いて 秋季総合分手斗会

2.白井喜代子, 健康女性の垂心動揺変化に関する検討 第13回岡山県母性衛 1996.10 岡山

合田典子,岡崎愉加 生学会

3.岡崎愉加,合田典子, 新生児訪問 第37回日本母性衛生 1996,10 仙台

4.岡崎愉加, 新生児訪問 第37回日本母性衛生 1996.10 仙台

合田典子

5.(飛岡 徹), 心サルコイ ドーシス症の早期発見にホ 第16回日本サルコイ 1996.10 熊本

中田安成,他 ルタ-心電図は有用か ? ドーシス学会

6.(平松順一), 典型的なサルコイ ドーシス症例 第3回岡山び慢性肺 1997.1 岡山

中田安成,他 疾患研究会

7.(岡崎和穂), ′ト柴古月湯によると思われた薬剤性肺炎 第31回日本胸部疾患 1996,7 米子

中田安成,他 の 1例 学会中国四国地方会

8.(金子さおり), 下垂体機能低下 と横紋筋融解症を合併 第74回日本内科学会 1996.6 米子

中EEl安成,他 した中枢神経サルコイドーシスの 1例 中国地方会

9.岡本 基,伊藤音子, フォスファカンは海馬神経細胞の遅発 第69回日本生化学大 1996.8 札幌

森 秀治,遠藤 浩 性細胞死を防止する 会

第19回日本分子生物

学会年会合同年会

10.-村光子,唐下博子, シクロデキス トリン包按等電点電気泳 第36回日本臨床化学 1996.10 甲府

森 秀治,崎山順子, 動によるアポB含有 リポ蛋白の分画 会年会

伊藤音子,遠藤 浩
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ll.(NaokiNakaya),

JunkoSakiyama,

etal.

Expressionofanintracellularserine 第70回日本薬理学会 1997.3 千葉

proteinaseinhibitor,SPL3,inmur一 年会

inebrainanditsalterationonneur-

onaldegeneration.

12.森 秀治,岡本 基, 臨床検査用液状試薬 としての耐熱性ホ 第42回日本臨床病理 1996.11 松江

-村光子,中田安成, スファタ-ゼの構造 と機能 学会中国四国地方会

遠藤 浩 総会

13.森 秀治,岡本 基, イムノPCR法を用いたC反応性タン 日本臨床化学会中国 1997.3 宇部

-村光子,伊藤音子, バク質の微量定量の試み 支部第127回例会 ･

遠藤 浩

14.(堀江秀典),

伊藤音子,他

15.(栄 勝美),

杉田勝彦,他

16.(寒川由季子),

杉田勝彦,他

17.(高尾敦子),

杉田勝彦,他

平成 8年度総会

ニューロトロフィンによる成熟ラット 第19回日本神経科学 1996.7 神戸

後根神経節からの神経再生促進効果の 大会

違い

乳房温存療法の問題点 第86回日本医学放射 1996.6 宇部

線学会中国 ･四国地

方合

しangerhanscellhistiocytosisの治療 第87回日本医学放射 1996.12 広島

経験 線学会中国 ･四国地

方会

中枢神経系進展を伴 う悪性 リンパ腫症 第87匝ほ 本医学放射 1996.12 広島

例の検討 線学会中国 ･四国地

方会

18.川崎祥二,溢谷光一, 重粒子線照射による放射線損傷からの 日本医学放射線学会 1996.4 横浜

他 回復 第35回生物部会

19.1日崎祥二,温谷光一, 重粒子戦傷者によるNIH3T3細胞の 第21回中国地方放射 1996.7 三原

他 PLDR 線影響研究会

20.川崎祥二,塩谷光一, 温熱感受性株 AF8の温熱耐性の発現 第39回日本放射線影 1996.11 大阪

他 響学会

21.川崎祥二,溢谷光一, 重粒子線照射による放射線損傷からの 第 9回日本放射線腫 1996.11 京都

他 回復 蕩学会
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22.川崎祥二, 塩谷光一, 重粒子線照射による放射線損傷からの 平成 8年度放射線医 1997.1 千葉

他 回復に関する研究 学研究所 垂粒子線

がん治療装置等共同

利用研究生物姓会議

23.(MasahiroKuroda), Preoperative radiochemohyperther-7th international 1996.4 Rome

ShojiKawasaki, motherapyforsofttissuesarcoma CongressofHyper-

etal. thermicOncology

24.ShojiKawasaki, Mechanisms of increase of 7th International 1996.4 Rome

KoichiShibuya, adriamycin permiabilyty under CongressonHyper-

etal. hyperthermia on ehrich ascites thermicOncology

tumorcells

25.川崎祥二,溢谷光一, 薬剤耐性細胞の99mTC-MIBIの取 り込 第13回日本-イパー 1996.9 福岡

他 み サー ミア学会

26.ShojiKawasaki,

KoichiShibuya,

etal.

27.(山本尚武),

中村隆夫,他

28.(中桐栄樹),

中村隆夫,他

29.(中桐栄樹),

中村隆夫,他

30.(辻 博明),

中村隆夫,他

31.(井上倫明),

中村隆夫,他

Relationship between ADR influx THEFIRSTCON-1996.9 福岡

andionchannelunderhyperthermia CRESSOFASIAN

SOCIETY OF

HYPERTERMIC

ONCOLOGY

噴下活動における頚部電気インピーダ 第35回 日本 ME学 1996.5 東京

ンスの生成機序の検討 会大会

噴下活動における頚部電気インピーダ 電子情報通信 学会 1996.7 岡山

ンス波形の検討 MEとバイオサイバ

ネティックス研究会

頚部電気インピーダンスの同時測定に 平成 8年度電気 ･情 1996.10 鳥取

よる噴下活動の検討 報関連学会中国支部

連合大会

自転車エルゴメーターによる全身持久 第55回日本公衆衛生 1996.10 大阪

力の測定 と運動指導について 学会総会

つまみ動作の年齢による変化について 第55回日本公衆衛生 1996.10 大阪

学会総会
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32.中村隆夫,他

33.中村隆夫,他

34.(柏原俊昌),

中村隆夫,他

35.東 義晴,他

36.(血井孝明),

東 義晴,他

頚部電気インピーダンスを用いた噴下 第19回 日本 ME学 1996.11 出雲

活動の評価法 会中国四国支部大会

生体インピーダンスを用いた畷下活動 第11回生体 ･生理工 1996.11 大阪

の評価法 学シンポジウム

額部インピーダンスの複数部位多チャ 平成 9年電気学会仝 1997.3 綴喜郡

ンネル測定による嚇下活動解析 短大会 田辺

MRI画像解析による顎関節の形態評 日本機械学会第74期 1996.9 京都

価 通常総会講演会

顎関節の噛みしめ時における応力解析 日本機械学会材料力 1996.10 東京

学部門講演会

37.浪谷光一,川崎祥二, 温熱感受性株 AF8細胞における温熱 日本医学放射線学会 1996.4 横浜

他 耐性 第35回生物部会

38.(姫井健吾), Mn-SOD遺伝子導入による悪性腫疹 日本医学放射線学会 1996.4 横浜

溢谷光一,川崎禅二, 細胞の放射線･制癌剤感受性の変化(第 第35回生物部会

他 2報)

39.溢谷光一,川崎祥二, 温熱感受性株 AF8細胞における温熱 第21回中国地方放射 1996.7 三原

他 耐性 線影響研究会

40.溢谷光一,川崎祥二, 温熱感受性細胞に見られる温熱耐性の 第13回日本-イパー 1996.9 福岡

他 抑制 サー ミア学会

41.(黒田昌宏), 温熱化学療法併用に伴 う放射線分割照 第13回日本-イパー 1996.9 福岡

溢谷光一,川崎祥二, 射の治癒可能比の増強 サー ミア学会

他

42.(MasahiroKuroda), ThermalEnhancementofTheEffect THEFIRSTCON-1996.9 福岡

KoichiShibuya, oflfosfamideagainstaSpontaneous CRESSOFASIAN

ShojiKawasaki, MurineFibrosarcom,FSA-ⅠI SOCIETY OF

etal. HYPERTERMIC

ONCOLOGY
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43.丸山敏則,

後藤佐知子,

東 義暗,中桐義息

杉田勝彦

44,(高橋晴美),

加藤久美子,

池田敏子,

中西代志子,

佐藤美恵,近藤益子,

他

45.林 優子

46,林 優子

47,池田敏子,

中西代志子,

近藤益子,太田にわ,

猪下 光,

加藤久美子,

佐藤美恵,他

マンモ伺フイルムに与える現象条件の 第37回日本放射線技 1996.9 岡山

影響について 術学会中国 .祖国部

会

基礎看護技術における ｢滅菌手袋の装 日本看護学教育学会 1996,8 浜松

着｣技術の知識の定着度 第 6回学術集会

腎移植 を受けたレシピエン トのQOL 第32回日本移植学会 1996.10 鹿児島

因果モデルの検証

腎移植後 を受 けた レシピエ ン トの 第16回日本看護科学 1996.12 東京

QOLを高めるための看護援助モデル 学会

の作成

看護婦の実施する高齢者への退院指導 第27回日本看護学会 1996.11 盛岡

の実態 (老人看護)

48.池田敏子,近藤益子, トイレイメージに影響する因子 第22回日本看護研究 1996.7 広島

他 -因子分析を用いて一 会

49.(安藤佐記子), 高齢者の主観的幸福感と日常生活能力 老年看護学会 1996.11 千葉

池田敏子,他

50.猪下 光

51.猪下 光

52.(佐藤奈保),

猪下 光,他

との関連

看護職のキャリア形成過程における職 第22回日本看護研究 1996.7 広島

務満足感の推移 学会

看護職のキャリア形成過程における職 第27回日本看護学会 1996.9 長崎

業性ストレスとモテレ-タ要因の変化 -看護管理-

骨髄移植を受ける患児 ･家族-の説明 造血(幹)細胞移植学 1996.12 岡山

に関する看護婦の認識 会
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53.(内田雅代),

猪下 光,他

54.(篠原玲子),

猪下 光,他

55.(江口 瞳),

太【別こわ,

前田真紀子,他

Ⅳ.講 演

演 者

*1.頓宮廉正

2.川崎祥二

3.加藤久美子

4.林 優子

5.池田敏子

6.池田敏子

7.猪下 光

骨髄移植を受ける息児の日常ケアの中 造血(幹)細胞移植学 1996.12 岡山

で看護婦が困難を感じた内容 とその対 合

応

骨髄移植を受ける息児の日常ケアに関 造血(幹)細胞移植学 1996.12 岡山

する看護婦の認識と背景との関係 会

看護学生のもつ家族観(｢家｣制度意識) 岡山県看護教育研究 1996.8 岡山

に関する研究 会

演 題 講 演 会 名 講演年月 場所

暮らしの中のおじゃま虫

温熱化学療法(基礎)

看護カウンセリング

看護研究

看護技術の再考 と看護判断

"老化と病気の予防と対策"

(ねたきりの予防と介護方法)

成人看護学の教育方法と評価方法
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平成 8年度岡山大学 1996.7 岡山

公開講座豊かな暮ら

しと学問

-イパーサー ミア講 1996.9 福岡

習合

岡山大学医学部附属 1996.5 岡山

病院看護部講演会

岡山大学附属病院看 1996.6 岡山

護部教育特別講演

岡山県看護協会専門 1996.8 岡山

性をたかめる教育

岡山健康講座1996 1996.8 岡山

岡山県看護教具講習 1996.11 岡山
.ごゝ
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