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１． はじめに  

 

平成27年度 母性看護学・助産学分野では、博士1名、修士6名が学位を取得しました。

平成14年6月に教室が設置されて以来の学位取得者は、通算で博士9名、修士17名を数え

ることとなりました。博士、修士課程で行った研究を一日も早く論文として公開し、社会に

還元していくことが次の課題です。また、平成26年4月から開始した修士課程での助産師教

育コースから初の修了生を送りだすことができました。本コースへでは、助産師のプロフェ

ッショナリズムを追及すべく、学部教育では到達しえなかったレベルでの助産学の講義・演

習・実習を実施し、さらなる教育の質の向上を目指しています。大学院での助産師教育の開

始ならびに実施にあたり、ご尽力くださいました皆様に心より感謝申し上げます。 

教室の研究も妊娠・分娩・産褥・新生児を対象としたこれまでの研究プロジェクトの成果

を臨床現場のケアの改善につなげられるように、次の研究に向けて努力を重ねているところ

です。臨床経験や子育てなどで、休学する学生も含めて在籍する大学院生は16名となり、教

室員もさらに増えますが、ワーク・ライフ・バランスをとりつつ、常に向上心を持って能力

を高め合っていってほしいと願っています。 

この3月から4月にかけて、日本学術振興会 (JSPS) 外国人研究者招へい事業（短期）の

助成を受け、ノルウェーよりElisabeth Severinsson教授をお招きし、ご講演ならびにご講義・

ワークショップ等を開催することになりました。これまでの共同研究をさらに発展させてい

く機会になればと思っております。 

当分野は、他分野とも連携し、これまで以上に研究と教育のレベルを高めていくことを目

指しています。今後もご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

平成28年3月末日 

  春名めぐみ 
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 ２．研究業績 (2015. 4 ～ 2016. 3)  

 
（１）原著・報告  

 
Sasagawa, E., Aiga, H., Corado Soriano, EY., Cuyuch Marroquín, BL., Hernández Ramírez, 
MA., & Guevara de Aguilar, AV., et al. (2015). Mother-to-Child Transmission of Chagas Disease 
in El Salvador. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 93(2), 326-333. 
 
Kita, S., Haruna, M., Matsuzaki, M., & Kamibeppu, K. (2015). Associations between intimate 
partner violence (IPV) during pregnancy, mother-to-infant bonding failure, and postnatal 
depressive symptoms. Archieves of Women’s Mental Health (in press).  
 
Kageyama, M., Yokoyama K., Nagata, S., Kita, S., Nakamura, Y., Kobayashi, S., & Solomon, P. 
(2015). Rate of family violence among patients with schizophrenia in Japan. Asia-Pacific 
Journal of Public Health, 27(6), 652-660. 
 
Takegata, M., Haruna, M., & Kitamura, T. (2015). Continuous education for perinatal mental 
health among clinical midwives: Necessity and a literature review. International Journal of 
Nursing and Health Science, 2(6), 73-77. 
 
Takehara, K., Dagvadorj, A., Hikita, N., Sumaya, N., Ganhuyag, S., Bavuusuren, B., Ota, E., 
Haruna, M., Yoshida, M., Kita, S., Noma, H., & Mori, R. (2015). Maternal and child health in 
Mongolia at 3 years after childbirth: A population-based cross-sectional descriptive study. 
Maternal and Child Health Journal (in press). 
 
Kitamura, T., Ohashi, Y., Minatani, M., Haruna, M., Murakami, M., & Goto, Y. (2015). 
Disagreement between parents on assessment of child temperament traits. Pediatrics 
international, 57(6), 1090-6.  
 
Severinsson, E., Haruna, M., Rönnerhag, M., & Berggren, I. (2015). Patient Safety, Adverse 
Healthcare Events and Near-Misses in Obstetric Care —A Systematic Literature Review. Open 
Journal of nursing, 5(12), 1110-1122. 
 

   Ohashi,Y., Takegata, M., Haruna, M., Kitamura, T., Takaura, F., & Tada, K. (2015).  
Association of specific negative life events with depression severity one month after childbirth in 
community-dwelling mothers. International Journal of Nursing and Health Science, 2(2),13-20. 

 
平出美栄子, 宮崎文子, 松崎政代. (2015). 助産所出生数の減少解明に向けた出産施設

選択に関する調査研究. 日本助産学会誌, 29 (1), 87-97. 
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須藤茉衣子, 笹川恵美, 吉朝加奈, 松崎良美, 松本亜紀, 三砂ちづる. (2015). 「おむつ

なし育児」をすると子どものおむつは早く外れるのか？ 民族衛生 （印刷中）. 
 
 

（２）総説・解説など 

 
松崎政代. (2016). 特集 70巻記念号『助産雑誌』と私の歩み 【私と助産雑誌】出産

と助産師の軌跡を知る雑誌. 助産雑誌, 70(1), 32-34. 
 
丸山敏秋, 松本亜紀, 笹川恵美. (2015). 特集 倫理研究フォーラム―「豊かな」お産

から子育てへ. パネルトーク―産む力と生まれる力. 倫理, 755, 22-31. 
 

 
（３）著書・報告書 
 

我部山キヨ子, 武谷雄二編, 春名めぐみ，他12名著. (2016). 助産学講座6 助産診断・

技術学Ⅱ [1] 妊娠期，第5版4刷 第6章 妊婦への支援, 210-88, 医学書院. 
 
我部山キヨ子, 武谷雄二編, 春名めぐみ, 他 9 名著. (2016). 助産学講座 1 基礎助産学

［1］助産学概論, 第5版3刷 第3章 助産学を構成する理論, 54-61, 医学書院.  
 
我部山キヨ子, 武谷雄二編, 村山陵子, 松崎政代，他14名著. (2016). 助産学講座7 助
産診断・技術学Ⅱ [2] 分娩期・産褥期，第5版4刷 第6章 産婦の支援, 136-67, 医
学書院. 
 
我部山キヨ子, 武谷雄二編, 松崎政代, 他9名著. (2016). 助産学講座1 基礎助産学［1］
助産学概論, 第5版3刷 第6章 助産の歴史と文化, 138-45, 医学書院.  
 
春名めぐみ  

平成25～27年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

総合研究報告書 研究分担者の報告書 

「妊婦・産後女性の災害時への準備性・防災啓発・災害時の救急搬送に関する調査」 

  
松崎政代 
平成26年度 社団法人 日本看護学校協議会共済会 研究助成 報告書 
「妊娠期のビタミンD充足を目指した保健指導の効果の検証：ランダム化比較試験」 

 
笹川恵美 

平成25～26年度 公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金 報告書 
「エルサルバドル国立産科病院における分娩第1期・第2期のオキシトシン投与は、 

産後多出血のリスクを増大させるか？」 
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竹形みずき 

平成25～26年度 公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金 報告書 

「日本人妊婦の出産恐怖感と麻酔分娩選択との関連性及び産痛の自覚への影響」 

 

 
 

（４）学会発表  
 

松崎政代, 春名めぐみ, 笹川恵美, 名西恵子,大川純代, 菊地君与, 齋藤益子. 性感染症

に関する化学反応を利用した体験型ワーク後の海外の医療研修者の意識調査. (口頭発

表). 第28 回日本性感染症学会. 東京都. 都市センターホテル 2015 年12 月5-6 日. 

 

Matsuzaki M, Kusaka M, Shiraishi M, Haruna M. Effect of Perceived Benefits and Barriers of 

Exercise at 20 Gestational Weeks on Maternity Yoga Exercise Frequencies Between 20 and 36 

Gestational Weeks. The 11th ICM Asia-Pacific regional conference 2015, PACIFICO 

Yokohama, Kanagawa, Japan. July 20-22, 2015.  

 

松崎政代, 松本弘子, 白石三恵, 小林里沙, 渡部紗智, 春名めぐみ. 産後 1 か月健診時

の母体 BMI 分類による産後 1 か月間の体重減少量に関連する要因. （ポスター発表）.

第30回日本助産学会学術集会. 京都, 京都大学百周年時計台記念・総合研究8号館 国

際科学イノベーション棟. 2016 年3 月19-20 日. 

 

笹川恵美, Elías de Buendía L, Ortiz Avendaño GA, Díaz de Navarro AM, Barrera Erazo HA, 
& Sandoval López DX, et al. 分娩第1 期・第2 期のオキシトシン投与は、産後多出血のリス

クを増大させるか？エルサルバドル国立産科病院における症例対照研究. （口頭発表）. 
第30 回日本国際保健医療学会学術大会. 金沢, 金沢大学角間キャンパス・自然科学本館. 
2015 年11 月21-22 日 
 
米澤かおり，春名めぐみ, 松崎政代 
新生児落屑の程度と皮膚バリア機能の関連、その他の関連要因について. (口頭発表). 
第3 回看護理工学会学術集会 京都府 立命館大学朱雀キャンパス大ホール  
2015 年10 月10-11 日 
 
米澤かおり，春名めぐみ, 松崎政代 
初経産別、新生児スキンケア知識を得る手段と皮膚に関する不安の対処方法. (口頭発表). 
第56 回日本母性衛生学会総会・学術集会. 岩手県 アイーナ／マリオス 
2015 年10 月16-17 日 
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Kusaka M, Matsuzaki M, Takei H, Shiraishi M, Haruna M. Incidence and characteristics of 

accidental falls during pregnancy among Japanese pregnant women: A comparison between 

primiparas and multiparas. (Poster Presentation) The ICM Asia Pacific Regional Conference 

2015, Pacifico Yokohama, Kanagawa, Japan, July 20-22, 2015. 

 

Kusaka M, Matsuzaki M, Takei H, Shiraishi M, Haruna M. Factors associated with walking 

habit during the last month of pregnancy until childbirth among healthy Japanese women: A 

retrospective cohort study. (Oral Presentation). 19th East Asia Forum of Nursing Scholars 

(EAFONS) 2016, Makuhari Messe, Chiba, Japan, March 14-15, 2016. 

 

Hikita N, Haruna M, Matsuzaki M, Shiraishi M, Takehara K, Dagvadorj A, Ota E, Sumya N, 

Ganhuyag S, Bavuusuren B, Mori R. Utilization of the Maternal and Child Health handbook and 

related factors in Bulgan Province, Mongolia: A cross-sectional study in mothers with 

three-year-old children. (Oral presentation). The ICM Asia Pacific Regional Conference 2015, 

Pacifico Yokohama, Kanagawa, Japan, July 20-22, 2015. 

 

Minatani M, Ashida S, Haruna M, Shiraishi M, Matsuzaki M, Yoshida M, Suzuki M, 

Murayama R. Relationship Between Pregnancy Load to the Pelvic Floor and Stress Urinary 

Incontinence Within 5 Years After Childbirth: A Cross-Sectional Study. (Oral presentation). The 

ICM Asia Pacific Regional Conference 2015, Pacifico Yokohama, Kanagawa, Japan, July 20-22, 

2015. 

 

南谷真理子, 芦田沙矢香, 春名めぐみ, 白石三恵, 松崎政代, 吉田美香子, 鈴木美季子, 

村山陵子. 経膣分娩後 5 年以内の初産女性の腹圧性尿失禁と腹腔内圧増加との関連. 

(口頭発表). 第30 回日本助産学会学術集会. 京都. 京都大学. 2016 年3 月19, 20 日. 

 

Watanabe S, Shiraishi M, Matsuzaki M, Kusaka M, Kobayashi R, Haruna M. The effect of 

nutritional intervention for pregnant women on dietary folate and vitamin D intakes: A 

randomized controlled trial. (Poster Presentation). 19th East Asian Forum Of Nursing Scholars. 

Makuhari Messe International Conference Hall, Chiba, Japan, March 14-15, 2016 

 

Murase Y, Haruna M, Matsuzaki M, Sasagawa E. The prevalence of excessive daytime 

sleepiness and its association with health-related quality of life in female workers caring for 

children in Japan. (Poster Presentation). 19th East Asian Forum Of Nursing Scholars. Makuhari 

Messe International Conference Hall, Chiba, Japan, March 14-15, 2016 
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Kobayashi R, Matsuzaki M, Kusaka M, Yabunaka K, Watanabe S, Shiraishi M, Haruna M. 

Effect of yoga on lower leg hemodynamics in late pregnancy: One-group pre-post test (Poster 

Presentation). 19th East Asian Forum Of Nursing Scholars. Makuhari Messe International 

Conference Hall, Chiba, Japan, March 14-15, 2016 

 

Inoue K, Haruna M, Sasagawa E, Matsuzaki M, Shiraish M, & Takei H, et al. 
Prevalence and factors associated with nausea and vomiting in the second and 
third trimester of pregnancy among Japanese women: a longitudinal study. (Oral 
Presentation). The 19th East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS), 
Makuhari Messe, Chiba, Japan. March 14-15, 2016. 
 

杉本隆, 松崎政代. 地域子育て支援サービスの利用と「子どもを持つことで豊かな生活を

送ることができる」 という考えの関連：母親だけでなく父親も対象とした全国横断調査の 2 

次解析. （ポスター発表）. 第30回日本助産学会学術集会. 京都, 京都大学百周年時計台

記念・総合研究8 号館 国際科学イノベーション棟. 2016 年3 月19-20 日.  

 

三砂ちづる, 須藤茉衣子, 松崎良美, 吉朝加奈, 松本亜紀, 笹川恵美. 保育園における

「おむつなし保育」と「社会的スキル」. （ポスター発表）. 第 74 回日本公衆衛生学会総会. 
長崎, 長崎ブリックホール. 2015 年11 月4-6 日. 
 
Aiga H, Sasagawa E, Corado Soriano EY, Cuyuch Marroquín BL, Hernández Ramírez MA, & 
Guevara de Aguilar AV., et al. Neglected route of transmission of a neglected tropical disease: 
mother-to-child transmission of chagas disease in El Salvador. (Poster Presentation). The 9th 
European Congress on Tropical Medicine and International Health. Congress Center Basel, 
Basel, Switzerland. September 6-11, 2015. 
 
Aiga H, Sasagawa E, Corado Soriano EY, Cuyuch Marroquín BL, Hernández Ramírez MA, & 
Guevara de Aguilar AV., et al. Risk factors for transmission of Chagas disease among pregnant 
women in El Salvador. (Poster Presentation). The 9th European Congress on Tropical Medicine 
and International Health. Congress Center Basel, Basel, Switzerland. September 6-11, 2015. 
 

 
（５）シンポジウム・セミナーなど 
 

春名めぐみ （講師） 
「女性のカラダをひも解く: 卵子の変化から妊娠・出産・産後まで」 
NPO 法人スマイルボディネットワーク チューター勉強会 
2015 年6 月21 日, からだの学舎Re-fit, 大阪 
 
春名めぐみ（座長） English Oral Presentation 8 
Antepartum Care 1 
The 11th ICM Asia Pacific Regional Conference 2015 
2015 年7 月21 日 横浜市 PACIFICO, 横浜 
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春名めぐみ （シンポジスト） 
「働く女性の妊娠・出産」 
第63 回日本職業・災害医学会 シンポジウム「働く女性の健康を支援する」 
2015 年11 月23 日, 昭和大学病院, 東京 
 
春名めぐみ （Guest speaker）  
「Midwive's role for integrated and continuous maternal health in Japan」 
国際地域保健Workshop for Continuum of Care in Maternal, Newborn, and Child Health  
2015 年8 月21 日, 東京大学 伊藤国際会館ギャラリー 
 
春名めぐみ（座長） ポスター発表 
日本周産期メンタルヘルス学会 
2015 年11 月1 日, 自治医科大学, 栃木 
 
春名めぐみ （講師） 
Effect of dietary guidance for pregnant women on nutritional status and birth weight: a 
double-cohort study. 
2015 年12 月5 日, 東京大学発達医科学・母子保健学同窓会, 東京大学医学部附属病院 
 
春名めぐみ （講師） 
「妊婦の栄養： 低出生体重は予防できるか？」 
東京大学大学院教育学研究科 発達保育実践政策学セミナー 
2016 年1 月27 日,  東京大学 教育学部棟 第1 会議室 
 
春名めぐみ （座長）  
日本助産学会 教育講演2 
「周産期からの発達支援を目指して」 演者：明和政子 (京都大学) 
2016 年3 月20 日, 京都大学百周年時計台記念館, 京都 
 
松崎政代 （講座司会進行、ワークショップ講師・司会） 
ストップ The 梅毒!! ―性感染症を予防するために私たちにできること― 
「参加型ワークショップ 性の悩みのいろいろ ―あなたはどう対応しますか」 
第9 回 医療従事者と養護教諭のための性の健康基礎講座 
東京都 東京大学医学部2号館, 2016年2月14日. 
 
松崎政代 （Guest speaker:）  
「Midwive's role for integrated and continuous maternal health in Japan」 
Workshop for Continuum of Care in Maternal, Newborn, and Child Health (Myanmar/Ghana) 
国際地域保健, 東京大学 伊藤国際会館のギャラリー, 2015 年8 月21 日. 
 
松崎政代 （座長） 一般演題 
「妊娠期のケア」 
日本助産学会学術集会. 京都, 京都大学百周年時計台記念・総合研究 8 号館 国際科学

イノベーション棟. 2016 年3 月19-20 日. 
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笹川恵美 （講師）  
JICA 第 10 回 進路開拓セミナー【国際協力編】 保健師・看護師・助産師のキャリアパス

について 
2016 年2 月24 日 JICA 麹町本部 229 会議室 
 
丸山敏秋, 松本亜紀, 笹川恵美（パネリスト）倫理研究フォーラム 
「豊かな」お産から子育てへ. 
2015年6月6日 大阪市中央公会堂 
 
キタ幸子 （座長）セッション 
Women’s Health and Midwifery Management 
The 11th ICM Asia Pacific Regional Conference 2015 
2015 年7 月22 日 横浜市 PACIFICO 横浜  
        
日下桃子，松崎政代，白石三恵，春名めぐみ 
「妊娠中のヨガの即時的なストレス緩和効果：前後比較研究」  
第5 回看護研究シンポジウム 
東京都 東京大学医学部教育研究棟14 階 鉄門記念講堂, 2016 年2 月6 日. 

 
（６）受賞 
 
     松崎政代 

平成27 年度東京大学医学部Best Teachers Award 受賞 (2015 年4 月8 日)   
 

３．研究活動  

 
（１）抄読会 ＆ 研究報告会（毎週火曜日） 
     平成27年度、抄読会において紹介された文献および紹介者は以下の通りである。 
 
前期2015.4/7～ 7/7，後期2015.9/1～ 2016.3/8 
月 日 担 当 内 容 

4月7日 春名めぐみ 母性看護学・助産学教室の研究の紹介 

抄読会オリエンテーション 

4月14日 南谷真理子 

渡部紗智 

芦田沙矢香 

博士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

Falkert A, Willmann A, Endress E, Meint P, Seelbach-Göbel B. (2013). Three-dimensional 
ultrasound of pelvic floor: is there a correlation with delivery mode and persisting pelvic floor 
disorders 18-24 months after first delivery? Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 
41(2):204-9.（クリティーク 村瀬） 

4月21日 疋田直子 

浅井百合絵 

博士論文研究進捗 

修士論文進捗報告 
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山路未来 Steven Betts K, Williams GM, Najman JM, Alati R. (2013). Exploring the female specific 
risk to partial and full PTSD Following Physical Assault. Journal of Traumatic Stress, 
26(1):86-93.（クリティーク 芦田） 

4月28日 松崎政代 

芦田沙矢香 

村瀬由利子 

研究報告 

博士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

5月12日 笹川恵美 

大家知恵子 

駒田茉莉子 

研究報告 

修士論文進捗報告 
Bowen A, Bowen R, Butt P, Rahman K, Muhajarine N. (2012). Patterns of depression and 
treatment in pregnant and postpartum women. Canadian Journal of Psychiatry, 57(3):161-7.
（クリティーク 笹川） 

5月20日 キタ幸子 

山路未来 

浅井百合絵 

研究報告 

修士論文進捗報告 

Chen SY. (2004). The Development and Testing of the Pelvic Floor Muscle Exercise 
Self-Efficacy Scale. The Journal of Nursing Research: JNR, Dec;12(4):257-66.（クリティ

ーク 南谷） 

5月26日 春名めぐみ 

小林里沙 

常松莉奈 

研究報告 

修士論文進捗報告 

McNulty B, McNulty H, Marshall B, Ward M, Molloy AM, Scott JM, et al. (2013). Impact 
of continuing folic acid after the first trimester of pregnancy: findings of a randomized trial of 
Folic Acid Supplementation in the Second and Third Trimesters. The American Journal of 
Clinical Nutrition, Jul;98(1):92-8.（クリティーク 松崎） 

6月3日 日下桃子 

島沙槻 

 
 
 

米澤かおり 

博士論文進捗報告 

Tsai SY. (2014). Employee Perception of Breastfeeding-Friendly Support and Benefits of 
Breastfeeding as a Predictor of Intention to Use Breast-Pumping Breaks After Returning to 
Work Among Employed Mothers. Breastfeeding Medicine, Jan-Feb;9(1):16-23.（クリティ

ーク 春名） 

Black D, Del Pozo A, Lagarde JM, Gall Y. (2000). Seasonal variability in the biophysical 
properties of stratum corneum from different anatomical sites. Skin Research and 
Technology, May;6(2):70-76.（クリティーク 山路） 

6月9日 
 

米澤かおり 

大家知恵子 

疋田直子 

博士論文進捗報告 

Daurat A, Choquet O, Bringuier S, Charbit J, Egan M, Capdevila X. (2015). Diagnosis of 
Postoperative Urinary Retention Using a Simplified Ultrasound Bladder Measurement. 
Anesthesia and Analgesia, May;120(5):1033-8.（クリティーク 小林） 

Luo ZC, Julien P, Wei SQ, Audibert F, Smith GN, Fraser WD. (2014). Plasma cotinine 
indicates an increased risk of preeclampsia in previous and passive smokers. American 
Journal of Obstetrics and Gynecology, Mar;210(3):232. e1-5.（クリティーク 駒田） 

6月17 日 浅井百合絵 

山路未来 

日下桃子 

 

村瀬由利子 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

Hall HR, Jolly K. (2014). Women's use of complementary and alternative medicines during 
pregnancy: a cross-sectional study. Midwifery, May;30(5):499-505.（クリティーク 浅井）

Hagen EW, Mirer AG, Palta M, Peppard PE. (2013). The Sleep-Time Cost of Parenting: 
Sleep Duration and Sleepiness Among Employed Parents in the Wisconsin Sleep Cohort 
Study. American Journal of Epidemiology, Mar 1;177(5):394-401.（クリティーク 渡部）

6月23日 渡部紗智 

村瀬由利子 

疋田直子 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

Taylor AE, Davey Smith G, Bares CB, Edwards AC, Munafò MR. (2014). Partner smoking 
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小林里沙 

and maternal cotinine during pregnancy: implications for negative control methods. Drug 
and Alcohol Dependence, Jun 1;139:159-63.（クリティーク 大家） 

Goulart VB, Cabral AC, Reis ZS, Navarro TP, Alves SL, de Miranda PR. (2013). 
Anatomical and physiological changes in the venous system of lower limbs in pregnant 
women and findings associated with the symptomatology. Archives of Gynecology and 
Obstetrics, Jul;288(1):73-8.（クリティーク 米澤） 

6月 30日 大家知恵子 

小林里沙 

南谷真理子 
 

日下桃子 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

Mindell JA, Cook RA, Nikolovski J. (2015). Sleep patterns and sleep disturbances across 
pregnancy. Sleep Medecine, Apr;16(4):483-8.（クリティーク 常松） 

Ashrafinia F, Mirmohammadali M, Rajabi H, Kazemnejad A, Sadeghniiat Haghighi K, 
Amelvalizadeh M. (2015). Effect of Pilates exercises on postpartum maternal fatigue. 
Singapore Medical Journal, Mar;56(3):169-73.（クリティーク 島） 

7月7日  学会予行 

9月1日 
  

南谷真理子 

疋田直子 

渡部紗智 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

Rodda CP, Benson JE, Vincent AJ, Whitehead CL, Polykov A, Vollenhoven B. (2015). 
Maternal vitamin D supplementation during pregnancy prevents vitamin D deficiency in the 
new born: an open – label randomized controlled trial. Clin Endocrinol (Oxf). 
Sep;83(3):363-8.（クリティーク 疋田） 

9月8日 米澤かおり 

芦田沙矢香 

小林里沙 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

Calderwood CJ, Jamieson R, Greer IA. (2007). Gestational related changes in the deep 
venous system of the lower limb on light reflection rheography in pregnancy and the 
puerperium. Clin Radiol. Dec;62(12):1174-9.（クリティーク 日下） 

9月15日 村瀬由利子 

大家知恵子 

山路未来 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

Gielen AC, McDonnell KA, O’Campo PJ.(2002).Intimate Partner Violence, HIV Status, 
and Sexual Risk Reduction. AIDS and Behavior, Jun;6(2):107-16. （クリティーク 南谷） 

9月29日 山路未来 

常松莉奈 

渡部紗智 

修士論文進捗報告 

修士論文相談 

修士論文進捗報告 

10月6日 小林里沙 

島沙槻 

駒田茉莉子 

修士論文進捗報告 

修士論文相談 

修士論文相談 

10月13日 米澤かおり 

日下桃子 

常松莉奈 

 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

Kubota K, Itoh H, Tasaka M, Naito H, Fukuoka Y, Muramatsu Kato K, Kohmura YK, 
Sugihara K, Kanayama N; Hamamatsu Birth Cohort (HBC) Study Team.(2013). Changes of 
maternal dietary intake, bodyweight and fetal growth throughout pregnancy in pregnant 
Japanese women. J Obstet Gynaecol Res. Sep;39(9):1383-90.（クリティーク 笹川） 

10月 21日 浅井百合絵 

島沙槻 

修士論文進捗報告 

Bonet M, Marchand L, Kaminski M, Fohran A, Betoko A, Charles MA, Blondel B; "EDEN 
Mother–Child Cohort Study Group".(2013). Breastfeeding duration, social and occupational 
characteristics of mothers in the French 'EDEN mother-child' cohort. Matern Child Health J.  
May;17(4):714-22.（クリティーク 松崎） 
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10月 27日 小林里沙 

大家知恵子 

駒田茉莉子 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

Spice K, Jones SL, Hadjistavropoulos HD, Kowalyk K, Stewart SH.(2009). Prenatal fear of 
childbirth and anxiety sensitivity. J Psychosom Obstet Gynaecol. Sep;30(3):168-74.（クリテ

ィーク 春名） 

11月10日 浅井百合絵 

山路未来 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

11月17日 村瀬由利子 

米澤かおり 

修士論文進捗報告 

博士論文発表練習 

11月24日 渡部紗智 

近藤真代 

井上薫子 

米澤かおり 

修士論文進捗報告 

卒業論文進捗報告 

卒業論文進捗報告 

博士論文発表練習 

12月1日 山路未来 

小林里沙 

村瀬由利子 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

12月8日 渡部紗智 

大家知恵子 

浅井百合絵 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

12月15日 山路未来 

小林里沙 

村瀬由利子 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

12月22日 渡部紗智 

大家知恵子 

浅井百合絵

山路未来 

小林里沙 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文発表練習 

修士論文進捗報告 

1月4日 小林里沙 

村瀬由利子 

渡部紗智 

大家知恵子 

浅井百合絵 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

1月12日 米澤かおり 

小林里沙 

村瀬由利子 

渡部紗智 

大家知恵子 

浅井百合絵 

博士論文発表練習 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 

1月19日 小林里沙 

村瀬由利子 

渡部紗智 

大家知恵子 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 
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浅井百合絵 修士論文発表練習 

1月26日 
 

駒田茉莉子 

南谷真理子 

修士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

2月2日 日下桃子 

近藤真代 

井上薫子 

博士論文進捗報告 

卒業論文発表練習 

卒業論文発表練習 

2月 9日 

 

大家知恵子 

 
 
 

浅井百合絵 

 

McFarlin BL, Kumar V, Bigelow TA, Simpson DG, White-Traut RC, Abramowicz JS, 
O'Brien WD Jr.(2015). Beyond Cervical Length: A Pilot Study of Ultrasonic Attenuation for 
Early Detection of Preterm Birth Risk. Ultrasound Med Biol. Nov;41(11):3023-9.（クリテ

ィーク 浅井） 

Moossdorff-Steinhauser H F.A., Albers-Heitner P, Weemhoff M, Spaanderman M E.A., 
Nieman F H.M., Berghmans B.(2015) Factors influencing postpartum women's willingness 
to participate in a preventive pelvic floor muscle training program: a web-based survey. Eur J 
Obstet Gynecol Reprod Biol. Dec;195:182-7.（クリティーク 村瀬）  

 

2月23日 島沙槻 

村瀬由利子 

 

日下桃子 

村瀬由利子 

春名めぐみ 

修士論文進捗報告 

McCormack D, Scott-Heyes G, McCusker CG.(2011). The impact of hyperemesis 
gravidarum on maternal mental health and maternal-fetal attachment. J Psychosom Obstet 
Gynaecol. Jun;32(2):79-87.（クリティーク 大家） 

学会予行（EAFONS口頭） 

学会予行（EAFONSポスター） 

エリザベスセバリンソン先生経歴・研究紹介 

3月 1日 常松莉奈 

渡部紗智 

 

 

小林里沙 

渡部紗智 

井上薫子 

修士論文進捗報告 

Hui AL, Back L, Ludwig S, Gardiner P, Sevenhuysen G, Dean HJ, et al. (2014). Effects of 
lifestyle intervention on dietary intake, physical activity level, and gestational weight gain in 
pregnant women with different pre-pregnancy Body Mass Index in a randomized control 
trial. BMC Pregnancy and Childbirth, Sep 24;14:331.（クリティーク 小林） 

学会予行（EAFONSポスター） 

学会予行（EAFONSポスター） 

学会予行（EAFONS口頭） 

3月 8日 疋田直子 

松崎政代 

近藤真代 

博士論文進捗報告 

学会予行（助産学会ポスター） 

渡航報告 

 
（２）勉強会 

 
 シフラの会 2015. 4/1～ 2016.3/31 

 月 日 講 師 演 題 

第21回 7月27日（月） 

藪中幸一 先生  

(東京大学 老年看護学 特任助教
/ 診療放射線技師・超音波検査士)

看護師・助産師のための 

周産期医療における超音波診断活用法 

第22-1回 8月26日（水） 

松長麻美先生  

(国立精神・神経医療研究センター 
/ 社会復帰研究部  研究員) 

質的分析 （特に内容分析） の概要 

（位置づけ、種類、信頼性・妥当性等） 
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第22-2回 9月 9日（水） 

松長麻美先生  

(国立精神・神経医療研究センター 
/ 社会復帰研究部  研究員) 

質的分析の実際の手順 

（コード化、ラベル化） 

第23回 10月13日（火） 

大上安奈先生  

(東洋大学 食環境学科・応用生理
学研究室 講師） 

運動における循環反応・血管応答 

 
 

 Program of the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) guest researcher’s visit to 
Japan focusing on Patient Safety (PS) Culture in Education and Practice 2015. 3/28～ 
2016.4/22 

月 日 担 当 内 容 

3月29日 疋田直子 

Prof Elisabeth 
Severinsson 

Mini Seminar:  
Overview of obstetric care in Scandinavia & Japan 
 
Welcome party 

3月30日 Prof Elisabeth 
Severinsson 

R-1: 
PS Culture in Health Care. Summary of the evidence of the WHO PS model 
R-2: 
Introduction to implementation science and research. Although implementation and 
implementation research are relatively new, there are a number of concepts, terms, and 
perspectives to be defined and discussed. No.2 

3月31日 Prof Elisabeth 
Severinsson 

R-3 
Framework for PS research - Improving the Safety Culture No.3 

 
 
（３）研究プロジェクト 
 

春名めぐみ，松崎政代、白石三恵，村山陵子，島田三惠子. 

妊娠・出産を契機とした働く女性の健康支援プログラムの構築と検証 

平成25～28年度  科学研究費補助金 基盤研究(B).春名めぐみ 

経会陰超音波法を用いた妊娠期の骨盤底筋群評価による分娩進行予測の有用性の検証 

平成26～28年度 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 

 

春名めぐみ，吉田穂波，森野一真，高橋邦治，松崎政代. 

妊産婦・乳幼児を中心とした災害時要援護者の福祉避難所運営を含めた地域連携防災シ

ステム開発に関する研究 (主任研究者：吉田穂波) 

分担研究：災害時における妊産婦・乳幼児の把握・搬送システムに関する検討 

平成25～27年度 厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）. 

 
松崎政代, 春名めぐみ, 白石三恵 ，島田三惠子. 

やせ妊婦の妊娠期から産後の継続的な栄養・身体活動統合プログラムの構築と効果の 

検証 平成25～28年度  科学研究費補助金 基盤研究(B) 



 14

 
松崎政代. 
パートナーからの暴力被害妊婦の周産期アウトカム改善に向けた新ケアプログラムの 

開発 平成25年～27年度 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究. 
 
松崎政代. 
妊娠期のビタミンD充足を目指した保健指導の効果の検証：ランダム化比較試験 
平成26年度 社団法人 日本看護学校協議会共済会 研究助成 
 
笹川恵美. 

エルサルバドルのニアミス症例の検討：妊産婦死亡率削減に向けた新たな戦略の構築 

平成27～28年度 科学研究費補助金 研究活動スタート支援 

 
日下桃子 
妊娠中の運動によるストレス緩和効果の検証：ランダム化比較対照試験 
平成27～28年度 科学研究費補助金 特別研究員奨励費 

 

南谷真理子, 春名めぐみ, 松崎政代, 笹川恵美. 

日本人妊婦の睡眠時無呼吸の実態と日中の眠気との関連－妊婦の自動車運転事故軽減に

向けて－ 

2015年度三井住友海上福祉財団 研究助成(交通安全等部門) 

 

山路未来, 春名めぐみ, 松崎政代, キタ幸子. 

パートナーからの暴力（IPV）が子どもの精神発達へ及ぼす影響－IPVサバイバーである

母親への調査を通して－ 

第51回（2015年度）公益財団法人明治安田こころの健康財団 研究助成 
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４．教育活動 

（１）学部講義 
1) 母性看護学 3年後期Ⅰ-1・2 

目的：人間のライフサイクルの中で生殖に関与する期間のうち、妊娠、分娩、産褥各

期を中心に、その基礎と健康問題のアセスメント及び看護の計画、実施、評価

法を学習する。 
 

      参考書：系統看護学講座 専門24・25 母性看護学概論・各論〔1〕〔2〕 医学書院 

講義スケジュール 

 日程     時間 講義題目       担当 

10 月 19 日（月）    8:30～12:10     母性看護概論・妊娠期の看護       春名 

10 月 19 日（月）   16:50～18:35 分娩期・産褥期の経過（正常・異常）   永松 

10 月 26 日（月）    8:30～12:10     分娩期の看護       関口 

10 月 29 日（木）   8:30～12:10     施設内分娩における助産師の役割      石川 

11 月 2 日（月）    8:30～12:10     新生児（正常・ハイリスク）の看護     近藤 

11 月 5 日（木）   10:25～12:10     産褥期の経過と看護       松崎 

11 月 9 日（月）    8:30～10:15     妊産褥婦，新生児の事例展開①     笹川 

11 月 9 日（月）   10:25～11:25     妊産褥婦，新生児の事例展開② (テスト) 笹川 

11 月 20 日（金）  13:00～16:40     自然出産と助産師の仕事      三宅 
非常勤講師: 関口恵理子 東京大学医学部附属病院女性診療科・産科病棟主任副看護師長

永松健 東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 講師 

 近藤好枝  慶応義塾大学 看護医療学部 教授 

 石川紀子   総合母子保健センター愛育病院 看護師長 

 三宅はつえ ものみ助産院, 出張開業助産師, 日本助産師会茨城県支部長 

 
2) 生きることを支える科学：看護学の最先端（総合科学：人間・環境一般） 

    対象：駒場学生 
日 程      時 間                講義題目                       担当 

4月 23日（木） 16:50～18:35 いのちの誕生を支える 春名 

5月 14日（木） 16:50～18:35 思春期の食を支える 松崎 

 
3) 健康科学・看護学概論 

     対象：2年生（進学予定学生） 
     期日：4学期 平成27年12月1日（水） 
     講義題目：「妊娠・出産をめぐる社会の変化とニーズ」 

担当：松崎政代 
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（２）学部実習 
  1)  母性看護学実習 4学年前Ⅱ 
    対象： 4年生 

担当： 春名めぐみ，松崎政代 ，笹川恵美, キタ幸子 
   目的： 妊婦、産婦、褥婦および新生児とその家族を理解し、対象に応じた看護を実

践できる知識・技術を養う。 
期間： 平成27年6月1日（月）～6月26日（金） （1グループ2週間） 

    実習施設：東京大学医学部附属病院  
入院棟A3階南 女性診療科・産科病棟・NICU 

        女性診療科・産科外来 
実習時間： 8：00～16：00（外来8：30～） 

 
2) 保健学実験・検査法実習（ラボメソ） 

対象： 3年生 
担当：笹川恵美 /  キタ幸子 / 春名めぐみ（看護学系教室担当：生理学） 
目的： 人の「体」を統合体として捉えることができるよう人体の形態・機能を評価

する方法を理解し習得する。 
日程： 平成27年9月 7日（月）～10月9日（金） 

 看護学系教室担当 9月15日（火）, 16日（水） 
 
（３）大学院講義 
  1) 母性看護学・助産学特論Ⅰ 

担当：春名めぐみ    
目的：母性看護学・助産学分野における現在のニーズ・課題、最新の研究の動向につ

いて把握し、今後の研究課題を考察するために必要な科学的思考を身につける。

具体的には、根拠に基づく医療・看護と文献レビューの基本的な考え方および

方法論について学ぶ。 
方法： 根拠に基づく医療・看護（Evidence-based Medicine･Nursing）と文献レビューの

基本的な考え方および方法論について、演習を通して学ぶ。 
非常勤講師による講義では、最新の知見・動向をもとにディスカッションを 
行う。 

主な参考書： 
・Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Available 
fromwww.cochrane-handbook.org. 

・Sterne, J. A., Egger, M., & Smith, G. D. (2001). Systematic reviews in health care: investigating 
and dealing with publication and other biases in meta-analysis. BMJ: British Medical Journal, 
323(7304), 101. 

・諏訪敏幸. 看護研究者・医療研究者のための系統的文献検索概説.近畿病院図書室協

議会. 2013. 
 



 17

講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目    担当 

4月  9日（木） 13:00～16:40  オリエンテーション，EBMの基本と考え方    春名 

4月16日（木）13:00～16:40  PICOから検索、バイアスの評価の方法     大田 

4月22日（水）13:00～16:40  メタ解析の手法     大田 

5月  7日（金）10:25～16:40  研究疑問と研究計画そして論文を仕上げるまで    島田 

5月14日（木）13:00～16:40  文献レビューの基本的な考え方・方法論    春名 

5月21日（木）13:00～16:40  助産学分野における研究課題とその動向    松崎  

非常勤講師： 島田三惠子  大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻  教授 

大田えりか 成育医療研究センター 医療政策科学研究室長 

 
 

2) 母性看護学・助産学特論Ⅱ 
目的：母性看護・助産実践に関連する理論、モデルを学ぶとともに、研究計画の立案、

論文作成に必要な知識・技術を身につける。具体的には、実際の研究例をもと

に、研究の組み立て方、研究手法、論文作成方法等について学ぶ。さらに当分

野におけるトピックスについての討論を通して、論理的な思考方法を学ぶ。 
方法：論理的な文章を書くための基本的な考え方と方法論についての演習（トピック

スについての討論）、および非常勤講師による講義。 
 

主な参考書： 
・Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams. The Craft of Research (Chicago 

Guides to Writing, Editing, and Publishing) 2008. 
・Gary Blake, Robert W. Bly. Elements of Technical Writing (Longman; 1版) 1993. 
・William Strunk Jr., E. B. White. The Elements of Style, Fourth Edition. (Longman; 4版) 1999. 
・Thomas A. Lang著、宮崎喜久子・中山健夫訳、トムラングの医学論文「執筆・出版・

発表」実践ガイド、シナジー 

講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目 担当 

9月 17日（木） 13:00～16:40    論理的な文章を書くために1 春名 

9月 24日（木）  13:00～16:40    Publishing ethics 松崎 

10月  1日（木） 13:00～16:40     論理的な文章を書くために2 春名 

10月  8日（木）  13:00～16:40     論理的な文章を書くために3 春名 

10月 15日（木）  13:00～16:40     助産学に関連する理論とその応用  春名 

10月 22日（木）  10:25～16:40    助産学教育・研究の課題と展望 我部山 
 

    非常勤講師： 我部山キヨ子 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 教授  
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  3) 助産師教育コース 
a. 助産学Ⅰ 修士課程1年前期（助産師教育コース課程履修者必修） 

目的：助産学の基本概念および助産師の役割と責務、倫理的課題を理解し、専門的

自律能力を身に付け、国内外におけるこれからの助産師の役割を考える視点

を養う。さらに助産学研究の意義や今後の方向性について考察する力を養う。 
 
     参考書： 

・助産学講座 1．助産学概論，医学書院 
・助産学講座 2．母子の基礎科学，医学書院  
・プリンシプル産科婦人科学 2. メジカルビュー社；改訂版 

講義スケジュール 
日 程             時 間   講義題目 担 当 

4月15日（水）10:25～14:45    概論 I 助産学の基本的概念・理念と助産の歴史 春名 

4月15日（水）14:50～16:20    概論Ⅱ 助産師の役割と機能および責務 春名 

※下記は9月7～16日開講のM2講義と合同 

性と生殖Ⅰ：正常月経周期・無月経・更年期ヘルスケア・子宮内膜症      

性と生殖Ⅱ：卵の成熟・精子の発生・受精・不妊症・生殖補助医療   

産科学Ⅰ：妊娠の診断・正常な妊娠経過・胎児発育・妊娠に伴う心理社会的変化 

産科学Ⅱ：妊娠期の異常・診断・治療   

産科学Ⅲ：正常分娩・産褥経過      
産科学Ⅳ：分娩期・産褥期の異常・診断・治療                 

  
 

  b. 助産学Ⅱ 修士課程1年前期（助産師教育コース課程履修者必修） 
目的：周産期および更年期において、助産師が担う重要な相談・教育・援助活動を

するための知識・技術を養う。また助産学が対象とする女性の健康増進への

理解を深めるとともに、臨床課題を見つけ、科学的根拠に基づく助産ケアを

考える力を養う。さらに助産ケアの有効性やその評価方法を考慮した計画立

案ができる力を養う。 
参考書： 
・First, M., Spitzer, R. L., Gibbon, M. and Williams, J. B. W.: Structured Clinical Interview for 

DSM-IV Axis I Disorders. 高橋三郎（監修）北村俊則，岡野禎治（訳）精神科診断面

接マニュアル［第2版］. 日本評論社, 東京, 2010. 
・北村俊則：だれでもできる精神科診断用構造化面接：SCID 入門，北村メンタルヘ

ルス研究所，2013. 
・北村俊則（編）：事例で読み解く周産期メンタルヘルスケアの理論：産後うつ病発

症のメカニズムの理解のために．医学書院，東京, 2007. 
・北村俊則：周産期メンタルヘルススタッフのための心理介入教本．北村メンタルヘ

ルス研究所，2013. 
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講義スケジュール 

 日 程           時 間                  講義題目     担当

5月28日（木） 13:00～16:40  ウィメンズヘルスリサーチ1       高橋 

6月  4日（木）13:00～16:40 ウィメンズヘルスリサーチ2           高橋 

6月 10日（水）14:55～18:35  周産期メンタルヘルス1                北村 

7月 15日（水）13:00～16:40  最新の女性医療・疾病予防（基礎知識）（症例検討）  対馬 

7月 15日（水）16:50～18:35  最新の女性医療・疾病予防の実践現場（施設見学）  対馬 

9月  1日（火）13:00～18:35  遺伝相談/不妊治療/出生前診断における助産ケア1・2  小笹 

 
非常勤講師：高橋真理     順天堂大学医療看護学部 教授 

北村俊則    北村メンタルヘルス研究所 所長 
対馬ルリ子 女性ライフクリニック 院長 
小笹由香  東京医科歯科大学医学部付属病院看護部 外来副師長 

 
 

c. 助産学Ⅲ 修士課程1年前期（助産師教育コース課程履修者必修） 
   目的：産褥期・育児期を中心とした褥婦および新生児・乳児の健康状態をアセスメ

ントするために、正常及びハイリスク妊産褥婦・新生児・乳児についての基

礎的な知識を理解するとともに、健康状態をアセスメントし、母子や家族へ

の適切な助産ケアについて考える。また、ケアの科学的根拠についても把握

し、期待される効果について予測するとともに、改善のために必要な研究的

アプローチについても考察できる力を養う。 
 
     参考書： 

・助産学講座 6．助産診断・技術学Ⅱ[1]， 医学書院 
・助産学講座 8．助産診断・技術学Ⅱ[3]， 医学書院 
・プリンシプル産科婦人科学 2. メジカルビュー社; 改訂版 
・新生児学入門、第3版、医学書院 
・編）厚生労働科学研究 妊娠出産ガイドライン研究班, 科学的根拠に基づく快適で

安全な妊娠出産のためのガイドライン2013年版 (第1版)、金原出版. 

講義スケジュール            

日 程           時 間 講義題目      担当 

 5月  9 日（木） 10:25～16:40    授乳期の援助1・2 井村 

5月 14日（土）   8:30～12:10    産褥期・乳児期のアセスメントと援助技術      笹川 

 6月11日（木） 13:00～16:40    正常妊産婦のアセスメントとケア キタ 

 7月 9 日（木） 13:00～14:45    ハイリスク妊婦のアセスメントとケア     関口 

 7月16日（木） 13:00～16:40    地域における家族形成期の助産師の役割 松崎 
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 10月14日（水）  14:55～18:35   周産期メンタルヘルス・心理的援助技法1 北村 

 2月24日（水）  14:55～18:35   周産期メンタルヘルス・心理的援助技法2 北村 
 
非常勤講師： 井村真澄   日本赤十字看護大学 教授 

  関口恵理子  東京大学医学部附属病院女性診療科・産科病棟 主任副看護師長 

 北村俊則  北村メンタルヘルス研究所 所長 

  

 
   d. 助産学Ⅳ 修士課程1年前期（助産師教育コース課程履修者必修） 
   目的：分娩期を中心とした産婦・褥婦、および胎児・新生児の健康状態を診断し、

適切なケア技術を実施するための基礎的な知識・技術を学ぶ。さらに、産婦

の安全、安心、快適、満足な出産の実現に向けたケアの創造と、それを実施

できる知識と技術を養う。また分娩時ケアを評価・改善するために必要な方

法・技術について考察する力を養う。 
 
   参考書： 

・助産学講座 3．母子の健康科学, 医学書院 
・助産学講座 7．助産診断・技術学Ⅱ[2], 医学書院  
・助産学講座 8．助産診断・技術学Ⅱ[3], 医学書院 
・基礎から学ぶ産婦人科超音波診断、東京医学社 
・助産師のためのフィジカルイグザミネーション、医学書院 

 

講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目  担当 

 9月 30日（水） 8:30～12:00   分娩期アセスメント：経過の予測診断技術  松崎 

10月  2日（金） 8:30～ 10:15  分娩介助技術(1)：直接介助法・間接介助法  松崎 

10月  2日（金）10:30～ 12:00    演習①：直接介助法・間接介助法 松崎・笹川 

10月  7日（水） 8:30～ 10:15  分娩介助技術(2)：臨地での分娩介助法          関口 

10月  7日（水）10:25～ 14:45   演習②：分娩介助デモンストレーション   松崎・笹川 

10月14日（水）10:25～ 12:10   分娩介助技術(3)：異常分娩・産科処置  松崎 

10月15日（木）16:50～ 18:35   分娩介助技術 演習③：超音波診断技術  小松 

10月28日（水） 8:30～ 16:40   分娩介助技術, 演習：フリースタイル分娩  中根 
 
非常勤講師：関口恵理子  東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科病棟  主任副看護師長 

 小松篤史   東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 助教 

中根直子   日本赤十字医療センター  看護師長 
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e. 助産学Ⅴ 修士課程1年前期（助産師教育コース課程履修者必修） 
   目的：妊娠・分娩・産褥期および新生児期における助産診断・援助技術について、

その理論的裏付けを考えるとともに、実際に援助できる技術を身に付ける。

有効な助産技術について評価・改善する方法についても考察する。さらに緊

急時の対応についても学び、継続学習につなげられる力を養う。 
 
    参考書： 

・助産学講座 4．母子の心理・社会学，医学書院 
・助産学講座 5．助産診断・技術学Ⅰ，医学書院 
・助産学講座 6．助産診断・技術学Ⅱ[1]，医学書院 
・助産学講座 7．助産診断・技術学Ⅱ[2]，医学書院 
・助産学講座 8．助産診断・技術学Ⅱ[3]，医学書院 
・新生児学入門、第3版，医学書院 
・日本版救急蘇生ガイドライン2010に基づく新生児蘇生法テキスト 改訂第2版  
メジカルビュー社 

 

講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目   担当 

 6月15日（月）  8:30～ 12:10  妊婦のフィジカルアセスメント      笹川・キタ 

9月16日（水） 13:00～ 16:40  会陰切開・縫合術・産科救急     松崎 

9月25日（金）  8:30～ 12:10   分娩期のケア：PICOによる根拠にもとづくケア   松崎 

10月  1日（木）  8:30～ 12:10  新生児蘇生技術（NCPR Bコース）     荒井 

10月  2日（金） 13:00～ 14:45  NICUでの児と家族の看護              荒井 

10月  9日（金） 10:25～ 12:10  事例による助産計画の展開                     笹川 

11 月  2日（月） 8:30～ 12:10  正常新生児の生理と観察のポイント             近藤 

11月  2日（月） 13:00～ 14:45  正常・ハイリスク新生児の観察とケアのポイント 近藤 
 
非常勤講師：荒井愛   東京大学医学部附属病院 NICU  主任副看護師長 

近藤好枝 慶應義塾大学 看護医療学部 教授 

 

f. 助産学Ⅵ 修士課程1年前期（助産師教育コース課程履修者必修） 
   目的：助産業務を安全に・円滑に遂行するために必要な助産管理・運営の原理と技

法、法的側面についての知識を深め、助産師の社会的役割についての責務を

理解する。さらに理論やモデルを踏まえ、助産師の様々な活動の評価、改善

のための方策について学ぶ。 
 
    参考書： 
   ・編集）厚生労働科学研究 妊娠出産ガイドライン研究班, 科学的根拠に基づく 快適
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で安全な妊娠出産のためのガイドライン2013年版 (第1版)、金原出版, 東京. 
・日本産婦人科学会、日本産婦人科医会, 産婦人科診療ガイドライン 2011, 日本産婦

人科学会出版 
・助産学講座10 助産管理 医学書院 
・日本助産師会刊 「助産所開業マニュアル」 
・メディカ出版 「周産期管理・看護マニュアル－正常産からハイリスクまで」 
・愛育病院 「マタニティノート」 

 

講義スケジュール 

  日 程           時 間               講義題目                          担当 

8月27日（木） 

8月 29日（土） 

9月  4日（金） 

9月28日（月） 

10月23日（金） 

13:00～16:40   病院における助産管理 

13:00～16:40   助産所における助産管理 

13:00～14:45   助産管理の基本概念とプロセス、要点と特徴 

10:25～14:45  クリニカルガイドライン1：分娩管理 

10:25～12:10 クリニカルガイドライン2：妊娠・出産 

小松 

杉山 

 春名 

キタ 

キタ 

非常勤講師： 池之上由紀子 総合母子保健センター愛育病院  看護部長 

杉山富士子  ファン助産院 院長 
 
4) 国際保健学専攻 熱帯病学特論Ⅱ  
  担当：北潔、対象：国際保健学専攻 大学院生 

日 程      時 間                講義題目                       担当 

2月 10日（水） 16:40～18:10 
Challenges of Chagas disease control in Central 
America 笹川 

 
 

（４） 大学院実習 
   1)  助産師教育コース 

a. 助産学管理実習 修士課程1年夏期（助産師教育コース課程履修者必修）  
担当：春名めぐみ，松崎政代, 笹川恵美 
目的：助産院および病院における助産業務管理の実際から、助産管理・運営、助産

領域におけるケア提供の場の違いによる特徴や役割を理解し，対象者の立場

から求められるサービス提供のあり方，消費者とのエンパワーメント、他職

種との連携について考える視点を養う。 
期間：平成27年8月27～31日，9月12日  

   実習施設：総合母子保健センター 愛育病院 
ファン助産院 

        実習時間： 8：00～16：00 
 



 23

b. 助産学実践実習Ⅰ 修士課程1年夏期～後期（助産師教育コース課程履修者必修）  
担当：春名めぐみ，松崎政代，笹川恵美, キタ幸子 
目的：妊婦外来・助産師外来において、妊娠の診断および妊娠経過を把握でき、妊

娠期を安全に継続するための個別的な助産ケアを計画、実践する方法を学ぶ。

また、対象の背景や分娩・産褥・新生児期の経過をふまえ、退院後の生活を

視野にいれた予防的な助産ケアを実践、評価する能力を養う。さらに、家庭

訪問等の継続的なケアの実施を通し、母子保健医療チームのあり方や、母子

とその家族がより健康な経過をたどるための支援方法を学ぶ。症例を通して、

対象理解を深め、研究課題を考察していく力を養う。 
期間：産褥継続実習 平成27年6月15日～平成28年3月4日 
    産科外来実習 平成27年11月2日～20日 
    助産院の妊婦健診・産後ケア 平成28年1月25日～2月10日 うち1週間 
     

      実習施設： 東京大学医学部附属病院  
（女性診療科・産科病棟，女性診療科・産科外来） 

          みづき助産院 
実習時間： 8：00～16：00（外来8：30～） 

 
    c. 助産学実践実習Ⅱ 修士課程1年後期（助産師教育コース課程履修者必修） 

担当：春名めぐみ，松崎政代，笹川恵美，キタ幸子 

目的：分娩介助実習において、分娩期を中心とした産婦・褥婦、および胎児・新

生児の健康状態をアセスメントし、適切な助産技術を実施するための基礎

的な知識・技術・態度を習得し、実践する。さらに、安全、安心、快適、

満足なお産の実現に向けた助産ケアの創造のために必要な知識・技術を習

得し、継続学習につなげる。 

期間：分娩介助実習  
病院実習  平成27年11月 4日（水）～平成28年3月4日（金） うち5週 
助産院実習 平成28年 1月27日（水）～ 2月10日（土） うち1週 
助産院実習 平成28年 3月 5日（土）～ 4月3日（日）    うち2週 

      実習施設：東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科病棟, ファン助産院， 
矢島助産院 
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（５） 博士論文 

 
米澤かおり 

 「生後3か月までの皮膚トラブル・皮膚バリア機能への保湿ケア（沐浴頻度減少と保湿

剤塗布）による効果検証：無作為化比較試験」 
   
 

（６） 修士論文  
 

浅井百合絵 
「Effect of pelvic floor muscle training with biofeedback using ultrasonography on the recovery of 

the levator ani muscle among postpartum women: a randomized controlled trial (産後女性へ

の超音波診断装置によるバイオフィードバック法を用いた骨盤底筋体操プログラムの

効果の検証: ランダム化比較対照試験)」 
  
大家知恵子 
「経膣分娩後6 時間以内の褥婦の膀胱内尿量評価：携帯型尿量測定装置と二次元超音波

の測定精度 (Assessment of bladder volumes within six hours after vaginal delivery:     

measurement accuracy of a portable bladder scanner and two-dimensional ultrasonography)」 
  

 渡部紗智  
「The effects of nutritional assessment-based guidance on dietary intakes during pregnancy: A 

randomized controlled trial （妊娠中の食事摂取に基づいた栄養指導が栄養素摂取量へ与

える効果の検証：ランダム化比較対照試験）」 
  
山路未来 
「Relationship between secondary victimization and mental health problems among intimate 

partner violence survivors in Japan: a cross-sectional study（パートナーによる暴力（Intimate 
Partner Violence）からのサバイバー女性の二次被害とメンタルヘルスとの関連：横断観

察研究）」 
  
小林里沙  
「Effects of a yoga session on lower leg hemodynamics in late pregnancy: Single group pre-post 

test （妊娠後期のヨガ実施による下肢循環動態への効果：一群前後比較試験）」 
 
村瀬由利子 
「Factors related to excessive daytime sleepiness among working mothers of infants and toddlers: 

A cross-sectional study（乳幼児をもつ働く女性の日中の過度な眠気に関連する要因: 横断

研究）」 
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（７） 卒業論文 
 

    井上薫子 
「日本人女性の妊娠中期・後期におけるつわりの有病率と関連要因：縦断研究」 

 

近藤真代  

「文京区在住の既婚者における理想の子ども数より予定の子ども数が少ない要因」 
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５．学内外の活動 

（１）学内の活動・役割 
 

春名めぐみ    化学物質管理担当者                   平成15年  4月～ 

              女性休養室管理担当者            平成21年10月～ 

 

松崎政代    専攻ホームページワーキンググループ 平成25年  6月～ 

        学科広報委員 平成26年  2月～ 

 

笹川恵美    倫理指導委員                平成27年 4月～

 
 
 
（２）学外の活動・役割 
 

春名めぐみ 

日本母性衛生学会・総務部幹事・専任査読者 平成15年12月～ 

周産期メンタルヘルス研究会（PSI-JAPAN）理事 平成19年  4月～ 

日本周産期メンタルヘルス学会 理事 学術集会 企画委員 平成22年  4月～ 

日本助産学会・専任査読者・編集委員（和文誌・英文誌） 平成20年  6月～ 

日本助産学会 理事 研修・教育委員会委員長 平成24年  4月～ 

助産実践能力認証協議会 日本助産学会代表     

日本助産評価機構 理事 平成23年11月～ 

日本助産評価機構 第三者教育評価 評価員（主査） 平成27年  6月～ 

日本臨床アロマセラピー学会 理事 平成25年  9月～ 

第55回日本母性衛生学術集会 一般演題抄録原稿査読     平成26年 5月 

第29回日本助産学会学術集会 一般演題抄録原稿査読 平成26年  

日本看護科学学会 和文誌編集委員会委員           平成27年  7月～ 

 

松崎政代 

日本助産学会・専任査読委員 （和文誌・英文誌） 平成21年11月～ 

日本看護科学学会・専任査読委員, 統計担当専任査読委員 

（和文誌・英文誌）  平成27年10月～ 

東京都助産師会 地区分会長 (文京区) 平成23年  2月～ 
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日本助産学会・選挙管理委員会 委員 平成25年  5月～ 

公益社団法人 性の健康医学財団倫理委員会 委員       平成28年1月～ 

第30回日本助産学会学術集会 一般演題抄録原稿査読 平成28年  

  

笹川恵美 

日本母性衛生学会・査読者                  平成27年  8月～ 

 

米澤かおり 

東京都看護協会 助産師職能 子育て支援事業運営委員    平成23年4月～ 

                   同副委員長       平成26年4月～ 

（３）その他（学内外における講義・講演など）  
 
松崎政代, 白石三恵 
「フリースタイル出産」アドバイザー、共同研究担当 
東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 平成19年～  
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６．教室日誌 

 

 2015年 4月 1日 母性看護学・助産学教室 

顔合わせ・新入生ガイダンス 

助産師教育コース ガイダンス 

Welcome Lunch 

 

 

4月 6日 健康総合科学科進学式               

産婦人科病棟 新人歓迎会 

 4月 9日 3専攻合同親睦会(お花見) 

 4月 15日～ 9月11日 助産学Ⅰ 講義 

 4月  9日～ 5月21日 

5月  9日～ 2月24日 

 母性看護学・助産学特論Ⅰ 講義 

助産学Ⅲ 講義 

 5月  9日  健康科学・看護学専攻 入試説明会 

 5月 14日 

 

 平成27年度第1回病院看護部および健康科学・看護学科

看護系教員連絡会議 

 5月 28日～  9月 1日  助産学Ⅱ 講義 

 6月 15日～ 11月 2日  助産学Ⅴ 講義 

 6月  15日～2月27日  助産学実践実習Ⅰ 

 6月  1日～ 6月26日  母性看護学実習 

 7月  3日  平成27年度全国国立大学法人助産師教育専任教員会議

（福井） 

 7月 28日  第21回 シフラの会開催 

 8月 27日  第22-1回 シフラの会開催 

 8月 27日～ 9月 12日  助産学管理実習 

 8月 27日～10月 23日  助産学Ⅵ 講義 

 9月 15日～ 9月 16日  ラボメソ生理学 担当：神経・筋骨格系講義 

 9月 10日  第22-2回 シフラの会開催 

 9月 17日～10月 22日  母性看護学・助産学特論Ⅱ 講義 

 9月 30日～10月 28日  助産学Ⅳ 講義・演習 

 10月 13日  第23回 シフラの会開催 

 10月 19日～11月 20日  母性看護学 講義 

 12月  1日  健康科学・看護学概論 講義 

 11月  4日～12月 18日  助産学実践実習Ⅱ 

 12月 10日  平成27年度第2回病院看護部および健康科学・看護学科

看護系教員連絡会議 
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2016年 1月 25日～ 4月 5日 

1月 21日, 22日 

 

 

助産学実践実習Ⅱ 

修士論文発表会 

 2月  6日  第5回 東大看護研究シンポジウム 

 2月  8日  卒業論文発表会 

 3月  3日 

3月  4日 

 母性看護学・助産学教室 大掃除＆忘年度会 

助産学実践実習Ⅱ 実習報告会 

 3月 24日  健康科学・看護学専攻 学位授与式 

 3月 25日 健康総合科学科 卒業式・謝恩会 

 3月28日～4月22日 Elisabeth Severinsson 教授を(JSPS) 外国人研究者招へい事

業（短期）にて招聘 
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７．教室員名簿  

 
＜2015年度＞    

 

職名 氏名 
勤務先 
名称・住所 

准教授 
2012.4.1～ 

春名 めぐみ 東京大学大学院 医学系研究科 
健康科学・看護学専攻, 母性看護学・助産学分野 

講師 
2012.4.1～ 

松崎 政代 同 上 

助教 
2015.4.1～ 

笹川 恵美 同 上 

助教 
2015.4.1～ 

キタ 幸子 東京大学大学院 医学系研究科 
健康科学・看護学専攻, 家族看護学分野 兼担 

非常勤講師（大学院）  
2002.10～  

高橋 真理 順天堂大学大学院 医療看護学研究科 
〒279-0023 千葉県浦安市高須2-5-1 

非常勤講師（大学院） 
2006.4～ 

我部山  キヨ子 京都大学大学院 医学系研究科 
〒606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町53番地 

非常勤講師（大学院） 
2003.4～ 

島田 三惠子 大阪大学大学院  医学系研究科 
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-7         

非常勤講師（学部/母性看護学,  
大学院/助産学） 

2003.4～ 

近藤 好枝 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 
〒252-0883 神奈川県藤沢市遠藤4411  

非常勤講師（学部/母性看護学） 
2002.10～    

三宅 はつえ もものみ助産院（出張開業） 
〒306-0023  茨城県古河市本町4-7-1-2-503 

非常勤講師（学部/母性看護学） 
2007.4～    

石川 紀子 恩寵財団母子愛育会総合母子保健センター 愛育病院 
〒106-8580 東京都港区南麻布5-6-8 

非常勤講師（大学院/助産学） 
2013.4～ 

小笹 由香 
 

東京医科歯科大学医学部附属病院 
〒113-8519  東京都文京区湯島1-5-45 

非常勤講師（大学院/助産学） 
2006.4～ 

井村 真澄    日本赤十字看護大学母性看護学、大学院国際保健助産学 
〒150-0012  東京都渋谷区広尾4-1-3 

非常勤講師（大学院/助産学） 
2005.4～ 

対馬 ルリ子 
 

医療法人社団 ウィミンズ・ウェルネス 
対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座 
〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-5  7階 

非常勤講師（大学院/助産学） 
2005.4～ 

中根 直子 日本赤十字社医療センター 
〒150-0012 東京都渋谷区広尾4-1-22 

非常勤講師（大学院/助産学） 
2014.4～ 

北村 俊則 北村メンタルヘルス研究所 
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-13-101 

非常勤講師（学部/助産学） 
2004.4～ 2011.3 / 2012～   

藤井 知行 東京大学 医学部 産科婦人科学教室 
 

非常勤講師（学部/母性看護学） 
2013.4～    

永松 健 東京大学 医学部 産科婦人科学教室 
 

非常勤講師（大学院/助産学） 
2013.4～    

小松 篤史 東京大学 医学部 産科婦人科学教室 
 

非常勤講師（学部/母性看護学, 
大学院/助産学））2013.4～ 

関口 恵理子 東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 

非常勤講師（大学院/助産学） 
2011.4～                 

荒井 愛 東京大学医学部附属病院 ＮＩＣＵ  
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大学院生（博士3年） 
2011.4～ 

芦田 沙矢香 同 上 

大学院生（博士3年） 
2011.4～ 

米澤 かおり 同 上 

大学院生（博士2年） 
2012.4～ 

疋田 直子 同 上  

大学院生（博士2年） 
2012.4～ 

日下 桃子 同 上 

大学院生（博士2年） 
2012.4～ 

南谷 真理子 同 上 

大学院生（休学中） 
2013.4～ 

竹井 春香 同 上 

大学院生（修士2年） 
2014.4～ 

浅井 百合絵 同 上 

大学院生（修士2年） 
2014.4～ 

大家 知恵子 同 上 

大学院生（修士2年） 
2014.4～ 

村瀬 由利子 同 上 

大学院生（修士2年） 
2014.4～ 

小林 里沙 同 上 

大学院生（修士2年） 
2014.4～ 

山路 未来 同 上 

大学院生（修士2年） 
2014.4～ 

渡部 紗智 同 上 

大学院生（修士1年） 
2015.4～ 

駒田 茉莉子 同 上 

大学院生（修士1年） 
2015.4～ 

島 沙槻 同 上 

大学院生（修士1年） 
2015.4～ 

常松 莉奈 同 上 

客員研究員 
2012.4～ 

堀田 久美 同 上 

客員研究員 
2015.4～ 

白石 三恵 同 上 

客員研究員 
2015.4～ 

竹形 みずき 同 上 

事務補佐員 
2006.7～2011.7，2011.10～ 

渡部 由美 東京大学大学院 医学系研究科 
健康科学・看護学専攻,母性看護学・助産学分野  

事務補佐員 
2015.10～ 

酒井 博子 同 上 

学術支援職員（助産実習指導員） 
2013.12～ 

亀山 裕子 同 上   
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