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１．はじめに  

平成26年度、母性看護学・助産学分野では、博士2名、修士2名が学位を取得し、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8名、修士11名を数えるこ

ととなりました。また、平成17年度より学部で行われてきた助産学教育課程は平成25年度

で終了し、平成26年4月から、修士課程での助産師教育コースが始まりました。本コースへ

は大変多くの受験者の中から優秀な学生が入学し、学部教育では到達しえなかったレベルの

助産学の講義・演習・実習を実施することができました。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。 

さらにこの4月より、修士・博士と当教室で学位を取得した白石三恵助教が、大阪大学の

准教授として着任することになりました。これまで実習・演習、講義、研究指導を担当する

だけでなく、多忙の中にあっても英文論文14本を筆頭著者として執筆し、着実に成果をあげ、

教室の研究を盛り立ててくれました。今後ますますのご活躍をお祈りいたします。 

教室の研究も妊娠・分娩・産褥・新生児を対象とした多数のプロジェクトが始動していま

す。臨床現場のケアの改善をもたらす成果を発信できるように、各人が地道な努力を重ねて

いるところです。在籍している大学院生も15名となり教室員も一段と増えましたが、お互い

に切磋琢磨し、能力を高め合っていってほしいと願っています。 

当分野は既存の枠にとらわれず、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27年3月末日 

  春名めぐみ 
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２．研究業績 (2014. 4 ～ 2015. 3)  

（１）原著・報告  
 
Haruna, M., Matsuzaki, M., Ota, E., Shiraishi, M., Hanada, N., & Mori, R. (2014). Guided 
Imagery for Treating Hypertension in Pregnancy. Cochrane Pregnancy and Childbirth Group, 
doi: 10.1002/14651858.CD011337. 
 
Matsuzaki, M., Haruna, M., Ota, E., Murayama, R., Yamaguchi, T., Shioji, I., Sasaki, S., 
Yamaguchi, T., & Murashima, S. (2014). Effects of lifestyle factors on urinary oxidative stress 
and serum antioxidant markers in pregnant Japanese women: A cohort study. BioScience Trends, 
8(3), 176-184. 
 
Matsuzaki, M., Haruna, M., Nakayama, K., Shiraishi, M., Ota, E., Murayama, R., Murashima S., 
& Yeo, S. (2014). Adapting the Pregnancy Physical Activity Questionnaire for Japanese 
Pregnant Women. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 1, 107-116. 
 
Shiraishi, M., Matsuzaki, M., Yatsuki, Y., Murayama, R., Severinsson, E., & Haruna, M. (2014). 
Associations of dietary intake and plasma concentrations of eicosapentaenoic and 
docosahexaenoic acid with prenatal depressive symptoms in Japan. Nursing & Health Sciences, 
doi: 10.1111/nhs.12182.  
 
Shiraishi, M., Haruna, M., Matsuzaki, M., Murayama, R., & Sasaki, S. (2014). The 
biomarker-based validity of a brief-type diet history questionnaire for estimating 
eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid intakes in pregnant Japanese women. Asia 
Pacific Journal of Clinical Nutrition (in press). 
 
Shiraishi, M., Haruna, M., Matsuzaki, M., & Murayama, R. (2014). Demographic and lifestyle 
factors associated with vitamin D status in pregnant Japanese women. Journal of Nutritional 
Science and Vitaminology (in press). 
 
Kita, S., Minatani, M., Hikita, N., Matsuzaki, M., Shiraishi, M., & Haruna, M. (2014). A 
Systematic Review of the Physical, Mental, Social, and Economic Problems of Immigrant 
Women in the Perinatal Period in Japan. Journal of Immigrant and Monirty Health (in press). 

 
Takegata, M., Haruna, M., Matsuzaki, M., Shiraishi, M., Okano, T., Severinsson E. (2015). 
Does Antenatal Fear of Childbirth Predict Postnatal Fear of Childbirth? A Study of Japanese 
Women. Open Journal of Nursing, 5, 144-152. 
 
Yonezawa, K., Haruna, M., Shiraishi, M., Matsuzaki, M., & Sanada, H. (2014). Relationship 
Between Skin Barrier Function in Early Neonates and Diaper Dermatitis During the First 
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Month of Life: A Prospective Observational Study. Pediatric Dermatology, 31(6), 692-697. 
  
Takegata, M., Haruna, M., Matsuzaki, M., Shiraishi, M., Okano, Y., & Severinsson, E. (2014). 
Antenatal fear of childbirth and sense of coherence among healthy pregnant women in Japan: A 
cross-sectional study. Archieves of Women’s Mental Health, 17(5), 403-409. 

 
Takegata, M., Kitamura, T., Haruna, M., Sakanashi, K., & Tanaka, T. (2014). Childbirth as a 
trauma: Psychometric properties of the Impact of Event Scale in Japanese mothers of 
neonates. Psychology and Behavioral Sciences、3(2), 46-50.  

 
Hanada, N., Matsuzaki, M., Ota, E., & Mori, M. (2015). Psychosocial and educational 
interventions in latent phase or early labour for improving birth outcomes. Cochrane Pregnancy 
and Childbirth Group, doi: 10.1002/14651858.CD011516.  
 
Kitamura, T., Takegata, M., Haruna, M., Yoshida, Y., Yamashita, H., Murakami, M., & Goto, Y. 
(2015).The Mother-Infant Bonding Scale: Factor structure and psychosocial correlates of 
parental bonding disorders in Japan. Journal of Child and Family Studies, 24, 393-401. 
 
Ohashi, Y., Kitamura, T., Kita, S., Haruna, M., Sakanashi, K., &Tanaka, T. (2014). Mothers’ 
Bonding Attitudes towards Infants: Impact of Demographics, Psychological Attributes, and 
Satisfaction with Usual Clinicalcare during Pregnancy. International Journal of Nursing and 
Health Science, 1(3), 16-21. 
 
Kitamura, T., Ohashi, Y., Minatani, M., Haruna, M., Murakami, M., & Goto, Y. (2014). 
Emotionality Activity Sociability and Impulsivity (EASI) Survey: Psychometric properties and 
assessment biases of the Japanese version, Psychology and Behavioral Sciences, 3(4), 113-120. 
 
 

（２）総説・解説など 

 

吉田穂波, 林健太郎, 太田寛, 池田祐美江, 大塚恵子, 原田菜穂子, 新井隆成, 藤岡洋

介, 春名めぐみ, 中尾博之. (2015). 東日本大震災急性期の周産期アウトカムと母子支

援プロジェクト. 日本プライマリ・ケア連合学会誌, 38(1), 1-6. 
 
松崎政代. (2014). 書評 公益社団法人 全国助産師協議会 私のおススメの 1 冊 

2014. 6.『「産む」と「働く」の教科書』齊藤英和, 白河桃子著. 講談社. 2014. 3  
http://www.zenjomid.org/info/new_books.html 
 
米澤かおり. (2014). ICM 30th Triennial Congress Special Report発表者の声. 
ぺリネイタルケア, 33(9), 914-920. 
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米澤かおり. (2014). 世界の助産師が知識を「共有」する場に参加して 
（ICMプラハ大会2014レポート），助産雑誌, 68(11), 992-993. 
 
日下桃子. (2014). 書評『マインドフルネス・ストレス低減法ワークブック』 
ボブ・スタール／エリシャ・ゴールドステイン著 家接哲次訳. 心の社会,  45(3), 144.  
 
南谷真理子, キタ幸子, 大橋優紀子, 北村俊則. (2014).  
周産期メンタルヘルスのアセスメント 構造化面接の理解と実践. 
臨床助産ケア, 6(5), 78-83. 
 
南谷真理子, 大橋優紀子, 北村俊則. (2014). 周産期うつ病とその周辺. 産科と婦人科, 
81(9), 1093-1098. 

 
松本弘子. (2014). ハイリスク妊娠のマタニティケアプラン: 助産ケア実践能力向上を

めざす（分担執筆）. ペリネイタルケア2014年夏季増刊, 154-165. 
 
 

（３）著書・報告書 
 

春名めぐみ，吉田穂波，森野一真，高橋邦治，松崎政代. 

平成 26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） 

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 

分担研究報告書 

 
我部山キヨ子, 武谷雄二編, 春名めぐみ，他9名著. (2015). 助産学講座1 基礎助産学 
[1] 助産学概論，第3章 助産学を支える理論と研究, 54-61, 医学書院. 
 
我部山キヨ子, 武谷雄二編, 春名めぐみ，他12名著. (2014). 助産学講座6 助産診断・

技術学Ⅱ [1] 妊娠期 第6章 妊婦への支援，210-288, 医学書院. 
 
我部山キヨ子, 武谷雄二編, 松崎政代, 他 9 名著. (2015). 助産学講座 1 基礎助産学 
[1] 助産学概論，第6章 助産の歴史と文化, 138-145, 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. (2014). 助産学講座7 助
産診断・技術学Ⅱ第5版2刷 [2] 分娩期・産褥期，第6章 産婦の支援, 136-167, 医学

書院. 
 
米澤かおり. 生後早期からの皮膚バリア機能に合わせたスキンケアによる乳幼児の

皮膚トラブル予防の効果検証. 第44回（平成25年度）三菱財団社会福祉事業・研究

助成 報告書. 
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松本弘子. (2014). 助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）活用ガイド 解説編  
（分担執筆）.日本看護協会, 27-35. 
 
 

（４）学会発表  
 

松崎政代, 日下桃子, 林文子, 白石三恵, 春名めぐみ. 妊娠中のヨガ実施による健康関連

QOL への影響. （ポスター発表）. 第55 回日本母性衛生学会学術集会. 東京都, 幕張メッ

セ国際会議場. 2014 年9 月13-14 日. 

 

Matsuzaki M, Haruna M, Ota E, Murayama R, Yamaguchi T, Shioji I, Sasaki S, Yamaguchi T. 

Effects of lifestyle factors on urinary oxidative stress and serum antioxidant markers in pregnant 

Japanese women: A cohort study. (Poster Presentation). The 46th International Congress on 

Pathophysiology of Pregnancy. Keio Plaza Hotel Tokyo, Tokyo, Japan. September 18-20, 2014. 

 

白石三恵, 春名めぐみ, 松崎政代. 妊娠期の食習慣改善による栄養素摂取量への影響. 

（ポスター発表）. 第 55 回日本母性衛生学会学術集会. 東京都, 幕張メッセ国際会議場. 

2014 年9 月13-14 日. 

 

Shiraishi M, Haruna M, Matsuzaki M. Effect of folate on oxidized low-density lipoprotein and 

homocysteine during pregnancy. (Poster Presentation). The 46th International Congress on 

Pathophysiology of Pregnancy. Keio Plaza Hotel Tokyo, Tokyo, Japan. September 18-20, 2014. 

 

Ashida S, Murayama R, Haruna M. Prevalence and risk factors for anal incontinence within 

seven months to five years after vaginal delivery: a cross sectional study. (Oral presentation).  

30th Triennial Congress ICM Prague 2014 (The International Confederation of Midwives), 

Prague, Czech Republic, Congress center, 1-5 June 2014. 

 

Yonezawa K, Haruna M, Shiraishi M. The relationship between the skin barrier function of early 

neonates and diaper dermatitis during the first month of life. (Oral presentation).  30th Triennial 

Congress ICM Prague 2014 (The International Confederation of Midwives), Prague, Czech 

Republic, Congress center, 1-5 June 2014. 

 

米澤かおり, 春名めぐみ, 松崎政代, 白石三恵. 生後 1 か月間の皮膚トラブルの有無とそ

の後12か月までの皮膚トラブルの関連. （ポスター発表）. 第55回日本母性衛生学会学術

集会. 東京都, 幕張メッセ国際会議場. 2014 年9 月13-14 日. 
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米澤かおり，春名めぐみ, 松崎政代, 白石三恵. 生後 3 か月間における長期間のおむつ

皮膚炎症状有無による属性比較. （ポスター発表）. 第 29 回日本助産学会学術集会 東京

都 品川区立総合区民会館きゅりあん. 2015 年3 月28-29 日. 

 

Hikita N. My experience in the Republic of Malawi and what I learned from it. (Poster 

presentation). 30th Triennial Congress ICM Prague 2014, Prague Congress Centre, Prague, 

Czech Republic, June 1-5, 2014. 

 

Kusaka M, Matsuzaki M, Shiraishi M, Haruna M. Immediate stress reduction effect of yoga 

during pregnancy among Japanese pregnant women: One group pre-post test using salivary 

cortisol and alpha amylase. (Poster Presentation). 

Asia-Pacific Nursing Research Conference 2014, The Grand Hotel, Taipei, Taiwan, September 

11-13, 2014. 

 

日下桃子，松崎政代，白石三恵，春名めぐみ. 妊娠中の転倒状況に関する予備的研究：

都内１施設での縦断研究.（ポスター発表）. 日本転倒予防学会第１回学術集会．東京都 

東京大学伊藤国際学術研究センター・赤門総合研究棟 2014 年10 月5 日. 

 

竹井春香, 白石三恵, 松崎政代, 春名めぐみ. 日本人妊婦の血清βカロテン濃度に関連

する要因. （ポスター発表）. 第 55 回日本母性衛生学会学術集会. 東京都, 幕張メッセ国

際会議場. 2014 年9 月13-14 日. 
 

吉田穂波、菅原準一、新井隆成、中尾 博之、春名めぐみ. .東日本大震災における災害 
時の胎内環境が次世代に遺す要因. （ポスター発表）. 第 3 回日本 DOHaD 研究会学

術集会. 東京都，国立成育医療研究センター. 2014 年 7 月 25-26 日. 
 
菊池遥佳, 松崎政代, 白石三恵, 春名めぐみ. 妊娠中期の身体活動量の実態と子どもや

就労の有無での比較. （ポスター発表）. 第55回日本母性衛生学会学術集会. 東京都, 幕

張メッセ国際会議場. 2014 年9 月13-14 日. 

 

関口恵理子, 春名めぐみ, 松崎政代, 白石三恵, 村山陵子. 大学病院の妊婦外来を受診

する合併症のない妊婦の医師と助産師の役割の理解とその期待の程度に関する検討. 

（ポスター発表）. 第 55 回日本母性衛生学会学術集会. 東京都, 幕張メッセ国際会議場. 

2014 年9 月13-14 日. 
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（５）シンポジウム・セミナーなど 
 

春名めぐみ, 木下千鶴 （座長） 平成 26 年度 研修教育委員会主催 研修会  
「赤ちゃん研究が解き明かす胎児・新生児の身体・こころの発達の不思議」 
演者：多賀巌太郎（東京大学大学院教育研究科），開一夫（東京大学総合文化研究科） 
2014 年8 月3 日 東京大学医学部教育研究棟 鉄門講堂. 
 
春名めぐみ, 宮岡佳子（座長） ワークショップ 
演者：小澤千恵（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター）， 
玉木敦子（甲南女子大学），安田貴昭（埼玉医科大学総合医療センター） 
「地域として行う周産期メンタルヘルスケア」 
第11 回日本周産期メンタルヘルス研究会学術集会 
2014 年11 月13 日 埼玉 大宮ソニックシティ 市民ホール. 
 
主催：性暴力被害対応チーム研修研究会 
共催：母性看護学・助産学分野 （春名めぐみ，松崎政代，白石三恵 ） 
性暴力対応（SART）チーム研修会 
東京大学医学部 1 号館１階講堂 
2015 年2 月13-14 日 
 
春名めぐみ.（セミナー講師） 
「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 コンチネンスキャラバン 100 
2015 年2 月28 日 横浜市 横浜国際プール 会議室. 
 
春名めぐみ.（セミナー講師） 
「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 コンチネンスキャラバン 100 
2015 年3 月7 日 札幌市 ピラティススタジオ Body Soul. 
 
春名めぐみ.（座長） 一般口演 
「新生児・乳児のケア」 
第29 回日本助産学会学術集会. 東京都 きゅりあん（品川区立総合区民会館） 
2015 年3 月29 日. 
 
春名めぐみ（企画・取材協力） 
NHK ニュースおはよう日本, 増える帝王切開 求められるケア 
2014 年5 月29 日 
 
春名めぐみ（取材協力） 
NHK あさイチ,  ケア必要 帝王切開 悩む女性 
2014 年7 月3 日 
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松崎政代.（シンポジスト）  
「日本の母乳哺育の現状と課題」 
第32 回進化人類分科会シンポジウム「人類進化における母乳哺育」 
東京都 東京大学医学部図書館3F333 会議室, 2014 年6 月7 日. 
 
松崎政代, 萬田和志. （ワークショップ 講師） 
「性の悩みいろいろーあなたならどう対応しますか?」 
第8 回 医療従事者と養護教諭のための性の健康基礎講座 
パートナーとの関係性を深めるために 
東京都 東京大学医学部2号館, 2015年2月22日. 
 
日下桃子. （講師） 
「ノースカロライナで海外研究―Biobehavioral lab セミナーと Birth Center 見学を中心に―」 
成人看護学緩和ケア看護学分野ブラウンバッグセミナー 
東京都 東京大学医学部5 号館, 2014 年9 月5 日. 
 
松本弘子. （講師） 
分娩介助技法 
東都医療大学 2014 年6 月7 日. 
 
松本弘子. （講師） 
助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）ステップアップ研修 
「助産師のキャリアパス・クリニカルラダーの基礎的理解」 
日本看護協会 オンデマンド配信研修, 2015 年10 月25 日. 
 
吉田穂波，新井隆成，春名めぐみ. 
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） 
第２回災害時母子救護研修 
東京都 東京大学医学部3 号館 N101, 2015 年2 月11 日. 
 
上條志織，松崎政代，日下桃子，白石三恵，春名めぐみ 
「マタニティヨガによる出産体験への効果：非ランダム化比較対照試験」  
第4 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, 2015 年1 月31 日. 
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３．研究活動  

 
（１）抄読会＆研究報告会（毎週火曜日・前期の4回は地域看護学との共同抄読会） 
     平成26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2014.4/8～ 7/8，後期2014.9/16～ 2015.3/10 
月 日 担 当 内 容 

 
4月8日 

 
 
永田智子 
春名めぐみ 

抄読会オリエンテーション 
地域看護学教室の研究の紹介 
母性看護学・助産学教室の研究の紹介 
ウェルカムティータイム 

 
4月15日 

 
 
疋田直子 
 
 
 
南谷真理子 

博士論文進捗報告 
Lam Y, Broaddus ET, Surkan PJ. (2013). Literacy and healthcare-seeking among women 
with low educational attainment: analysis of cross-sectional data from the 2011 Nepal 
Demographic and Health Survey. International Journal for Equity in Heahth, 13;12:95.（ク

リティーク 寺本） 
Cheung CS, Chan CH, Ng EH. (2013). Stress and anxiety-depression levels following 
first-trimester miscarriage: a comparison between women who conceived naturally and 
women who conceived with assisted reproduction. An International Journal of Obstetrics & 
Gynaecology, 120(9):1090-7.（クリティーク 日下） 

 
4月22日 

 
 
大家知恵子 
 
 
松本弘子 

博士論文研究進捗 
Cheng YW, Snowden JM, King TL, Caughey AB. (2013). Selected perinatal outcomes 
associated with planned home births in the United States. American Journal of Obstetrics & 
Gynecology, 209(4):325.（クリティーク 春名） 

修士論文進捗報告 
 

5月13日 
 

 
 
田川愛子 
 
 
 
渡部紗智 

博士論文進捗報告 

学会予行（米澤） 
Goyal NK, Hall ES, Jones DE, Meinzen-Derr JK, Short JA, Ammerman RT, Van Ginkel JB. 
(2014). Association of maternal and community factors with enrollment in home visiting 
among at-risk, first-time mothers. American Journal of Public Health, 104 Suppl 1:S144-51.
（クリティーク 成瀬） 
Asemi Z, Samimi M, Tabassi Z, Esmaillzadeh A. (2014). The effect of DASH diet on 
pregnancy outcomes in gestational diabetes: a randomized controlled clinical trial. European 
Journal of Clinical Nutrition, 68(4):490-5. （クリティーク 松崎） 

 
5月20日 

 
 
 
浅井百合絵 
 
 
 
永見悠加里 

博士論文進捗報告 

学会予行（疋田） 
Kerstis B, Engström G, Sundquist K, Widarsson M, Rosenblad A. (2012). The association 
between perceived relationship discord at childbirth and parental postpartum depressive 
symptoms: a comparison of mothers and fathers in Sweden. Upsala Journal of Medical 
Sciences, 117(4):430-8.（クリティーク 白石） 
Lakerveld J, Bot SD, van der Ploeg HP, Nijpels G. (2013).The effects of a lifestyle 
intervention on leisure-time sedentary behaviors in adults at risk: the Hoorn Prevention 
Study, a randomized controlled trial. Preventive Medicine, 57(4):351-6. （クリティーク

御子柴） 
 

5月27日 竹井春香 

キタ幸子 

博士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 
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博士論文進捗報告 
 

6月3日 
 
山路未来 
 
 

日下桃子 

南谷真理子 

Tahir NM, Al-Sadat N. (2013). Does telephone lactation counselling improve breastfeeding 
practices? A randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 
Jan;50(1):16-25.（クリティーク 竹形） 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

6月10日 小林里沙 
 
 

疋田直子 

竹形みずき 
 

Gau ML, Chang CY, Tian SH, Lin KC. (2011). Effects of birth ball exercise on pain and 
self-efficacy during childbirth: a randomised controlled trial in Taiwan. Midwifery, 
Dec;27(6):e293-300.（クリティーク 南谷） 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 
 

6月17日 村瀬由利子 
 
 

米澤かおり 

芦田沙矢香 

Bergström M. (2012). Depressive symptoms in new first-time fathers: associations with age, 
sociodemographic characteristics, and antenatal psychological well-being. Birth, 
Mar;40(1):32-8. （クリティーク 日下） 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 
 

6月24 日 キタ幸子 
 
 
疋田直子 

Cobb AR1, Tedeschi RG, Calhoun LG, Cann A. (2006). Correlates of posttraumatic growth 
in survivors of intimate partner violence. Journal of Traumatic Stress, Dec;19(6):895-903.
（クリティーク 大家） 
Yin HS, Sanders LM, Rothman RL, Shustak R, Eden SK, Shintani A, Cerra ME, Cruzatte 
EF, Perrin EM. (2014). Parent health literacy and “obesogenic” feeding and physical 
activity-related infant care behaviors. Journal of Pediatrics, Mar;164(3):577-83.e1. （クリテ

ィーク 浅井） 
 

7月1日 日下桃子 
 
 
芦田沙矢香 
 
松本弘子 

Bhatt H, Pandya S, Kolar G, Nirmalan PK. (2014). The impact of labour epidural analgesia 
on the childbirth expectation and experience at a tertiary care center in southern India. 
Journal of Clinical and Diagnostic Research,, Mar;8(3):73-6.（クリティーク 山路） 

Bø K, Fleten C, Nystad W. (2009). Effect of antenatal pelvic floor muscle training on labor 
and birth. Obstetrics & Gynecology, Jun;113(6):1279-84. （クリティーク 村瀬） 

修士論文進捗報告 
 

7月 8日 南谷真理子 
 
 
米澤かおり 
 
 
 
 
竹井春香 

van Straten A, Emmelkamp J, de Wit J, Lancee J, Andersson G, van Someren EJ, Cuijpers 
P. (2013). Guided Internet-delivered cognitive behavioural treatment for insomnia: a 
randomized trial. Psychological Medicine, Sep 4:1-12.（クリティーク 渡部） 

Marks MN, Siddle K, Warwick C. (2003). Can we prevent postnatal depression? A 

randomized controlled trial to assess the effect of continuity of midwifery care on rates of 

postnatal depression in high-risk women. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal 

Medicine, Feb;13(2):119-27. （クリティーク 小林） 

修士論文進捗報告 
 

9月9日 村瀬由利子 

浅井百合絵 

日下桃子 

修士論文研究相談 

修士論文研究相談 

研究報告 

学会予行（松崎、白石、米澤） 
 

9月16日 大家知恵子 

芦田沙矢香 

疋田直子 

修士論文研究相談 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

9月30日  学会予行（日下） 
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小林里沙 

渡部紗智 

修士論文研究相談 

修士論文研究相談 

10月 7日 山路未来 

キタ幸子 

竹井春香 

修士論文研究相談 

博士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 
  

10月14日 日下桃子 

小林里沙 

博士論文進捗報告 

Coban A, Sirin A. (2010). Effect of foot massage to decrease physiological lower leg 

oedema in late pregnancy: a randomized controlled trial in Turkey. International Journal of 

Nursing Practice. Oct;16(5):454-60. （クリティーク 白石） 

10月21日 
 

米澤かおり 

山路未来 
 
 
松本弘子 

博士論文進捗報告 
Wang ML, Liu JE, Wang HY, Chen J, Li YY. (2014). Posttraumatic growth and associated 
socio-demographic and clinical factors in Chinese breast cancer survivors. European Journal 
of Oncology Nursin, 18(5):478-83.（クリティーク 松崎） 

修士論文論進捗報告 

10月28日 キタ幸子 

渡部紗智 

 

 

芦田沙矢香 

 

博士論文進捗報告 

Jani R, Palekar S, Munipally T, Ghugre P, Udipi S. (2014). Widespread 25-hydroxyvitamin 

D deficiency in affluent and nonaffluent pregnant Indian women. BioMed Research 

International.2014 :892162.（クリティーク 春名） 

博士論文進捗報告 
 

11月 4日 
 

疋田直子 

浅井百合絵 

 

 

 

南谷真理子 

博士論文進捗報告 

McLean L, Varette K, Gentilcore-Saulnier E, Harvey MA, Baker K, Sauerbrei E. (2013). 

Pelvic floor muscle training in women with stress urinary incontinence causes hypertrophy 

of the urethral sphincters and reduces bladder neck mobility during coughing. Neurourology 

and Urodynamics, 32(8):1096-102.（クリティーク 米澤） 

博士論文進捗報告 
 

11月 11日 米澤かおり 

村瀬由利子 

 

研究報告 

Cooklin AR, Westrupp E, Strazdins L, Giallo R, Martin A, Nicholson JM. (2014). Mothers' 

work-family conflict and enrichment: associations with parenting quality and couple 

relationship. Child: Care, Health and Development, 27.（クリティーク 南谷） 

11月18日 
 

芦田沙矢香 

日下桃子 

大家知恵子 

 

 

キタ幸子 

研究報告 

研究報告 

Yip SK, Sahota D, Chang AM, Chung TK. (2002). Four-year follow-up of women who 

were diagnosed to have postpartum urinary retention. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 187(3):648-52. (クリティーク 日下)  

博士論文発表練習 

11月25日 
 

米澤かおり 

疋田直子 

 

 

キタ幸子 

研究報告 

Morrison AK, Chanmugathas R, Schapira MM, Gorelick MH, Hoffmann RG, Brousseau 

DC. (2014). Caregiver low health literacy and nonurgent use of the pediatric emergency 

department for febrile illness. Academic Pediatrics, 14(5):505-9. (クリティーク 芦田) 

博士論文発表練習  

12月2日 
 

疋田直子 研究報告 
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浅井百合絵 

竹井春香 

松本弘子 

修士論文計画 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

12月9日 
 

キタ幸子 

村瀬由利子 

竹井春香 

松本弘子 

研究報告 

修士論文計画 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

12月16日 
 

南谷真理子 

大家知恵子 

竹井春香 

松本弘子 

研究報告 

修士論文計画 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

1月6日 
 

竹井春香 

松本弘子 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

1月13日 
 

竹井春香 

松本弘子 

竹形みずき 

修士論文進捗報告 

修士論文進捗報告 

博士論文発表練習 

1月20日 
 

竹井春香 

松本弘子 

修士論文発表練習 

修士論文発表練習 
 

1月27日 芦田沙矢香 

疋田直子 

浅井百合絵 

日下桃子 

研究報告 

研究報告 

修士論文進捗報告 

Reis PJ, Alligood MR. (2014). Prenatal yoga in late pregnancy and optimism, power, and 

well-being. Nursing Science Quarterly, Jan;27(1):30-6.（クリティーク 村瀬） 
 

2月3日   
 

日下桃子 

南谷真理子 

村瀬由利子 

大家知恵子 

研究報告 

研究報告 

修士論文進捗報告 

Stephansson O, Sandström A, Petersson G, Wikström AK, Cnattingius S. (2015). Prolonged 

second stage of labour, maternal infectious disease, urinary retention and other complications 

in the early postpartum period. BJOG. An International Journal of Obstetrics and 

Gynaecology, Jan 20. doi: 10.1111/1471-0528.13287.（クリティーク 疋田） 
 

2月10日 米澤かおり 

大家知恵子 

南谷真理子 

研究報告 

修士論文進捗報告 

Facco FL, Ouyang DW, Zee PC, Grobman WA. (2012). Development of a 

pregnancy-specific screening tool for sleep apnea. Journal of Clinical Sleep Medicine, Aug 

15;8(4):389-94.（クリティーク 浅井） 
 

2月17日 山路未来 

渡部紗智 

芦田沙矢香 

修士論文計画 

修士論文計画 

Rozenholc AT, Ako SN, Leke RJ, Boulvain M. (2007). The diagnostic accuracy of external 

pelvimetry and maternal height to predict dystocia in nulliparous women: a study in 

Cameroon. BJOG. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 
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May;114(5):630-5.（クリティーク 竹井） 

2月 24日 小林里沙 

松本弘子 

 

 

芦田沙矢香 

修士論文計画 

Liu N, Mao L, Sun X, Liu L, Yao P, Chen B. (2009). The effect of health and nutrition 

education intervention on women's postpartum beliefs and practices: a randomized 

controlled trial. BMC Public Health. Feb 1;9:45.（クリティーク 渡部） 

博士論文進捗報告 
 

3月 3日  疋田直子 

南谷真理子 

山路未来 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

Kleim B, Ehlers A. (2009). Evidence for a curvilinear relationship between posttraumatic 

growth and posttrauma depression and PTSD in assault survivors. Journal of Traumatic 

Stress. Feb;22(1):45-52.（クリティーク キタ） 
 

3月 10日  日下桃子 

米澤かおり 

小林里沙 

 

 

竹形みずき 

博士論文進捗報告 

博士論文進捗報告 

Martins RF, Pinto e Silva JL. (2014). Treatment of pregnancy-related lumbar and pelvic 

girdle pain by the yoga method: a randomized controlled study. Journal of Alternative and 

Complementary Medicine. Jan;20(1):24-31.（クリティーク 竹形） 

GLP internshipインド研修報告 

 
 
（２）勉強会 

 
 シフラの会 2014. 4/1～ 2015.3/31 

 月 日 講 師 演 題 

第20回 3月13日（金） 山岸みずほ (文京区保健師) 文京区の母子保健事業 

 
（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）. 
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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). 
 
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. 
 
白石三恵. 
授乳期の女性への栄養アセスメントに基づいた栄養指導介入の効果の検証 
平成26～28年度  科学研究費補助金 若手研究(B). 
 
白石三恵. 
妊婦の野菜摂取に関連する要因の検討－効果的な野菜摂取促進プログラムの開発をめざ

して－ 平成26年度 日本助産学会研究助成. 
 
米澤かおり. 
生後早期からの皮膚バリア機能に合わせたスキンケアによる乳幼児の皮膚トラブル予防

の効果検証 第44回（平成25年度）三菱財団社会福祉事業・研究助成. 
 
堀田久美, 春名めぐみ, 芦田沙矢香 
助産師による産後女性への超音波診断装置を用いた骨盤底筋群機能回復支援の検討 
平成26年度 日本助産学会研究助成. 
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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 20 日（月）    8:40～12:00     母性看護概論・妊娠期の看護       春名 

10 月 20 日（月）   16:40～18:10 分娩期の経過（正常・異常）       永松 

10 月 27 日（月）    8:40～12:00     分娩期の看護       関口 

10 月 27 日（月）   16:40～18:10     産褥期の異常       永松 

10 月 30 日（木）    8:40～10:10     産褥期の経過と看護       松崎 

10 月 30 日（木）   10:30～12:00     妊産褥婦，新生児の事例展開①       白石 

11 月  6 日（木）    8:40～12:00     新生児（正常・ハイリスク）の看護     近藤 

11 月 10 日（月）   8:40～12:00     施設内分娩における助産師の役割      石川 

11 月 10 日（月）   16:40～18:10     妊産褥婦，新生児の事例展開②      白石 

11 月 28 日（金）  13:00～16:20     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 

5月 15日（木） 16:40～18:10 生命の誕生を支える看護 春名 

5月 22日（木） 16:40～18:10 美しく健康的に生きる力を支援する看護 松崎 



 16

 
3）駒場 全学自由研究ゼミナール（全学ゼミ）：ひとを元気にする科学 
  対象：1,2年生 
日 程      時 間                講義題目                        担当 

10月23日（木） 16:40～20:00 グループワーク・フィールド調査 松崎

11月  6日（木） 

12月18日（木） 

16:40～18:10 

16:40～18:10 

グループワーク・フィールド調査 

最終発表会 

白石

 松崎

 
4) 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26年11月26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 
 
 

（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 ，白石三恵 
   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26年6月16日（月）～6月27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： 白石三恵 / 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26年9月 9日（月）～10月11日（金） 

 看護学系教室担当 9月10日（火）, 11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
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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. 
 

講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目    担当 

4月10日（木）13:00～16:20  オリエンテーション，EBMの基本と考え方    春名 

4月17日（木）13:00～16:20  PICOから検索、バイアスの評価の方法     大田 

4月24日（木）13:00～16:20  メタ解析の手法     大田 

5月  8日（金）13:00～16:20  文献レビューの基本的な考え方・方法論    春名 

5月15日（木）10:30～16:20  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29日（木）16:40～18:10  演習1    春名 

6月 5日（木）16:40～18:10  演習2    春名 

7月  3日（木）13:00～16:20   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。 
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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 18日（木） 13:00～16:20    論理的な文章を書くために1 春名 

9月 25日（木）  13:00～16:20    Publishing ethics 松崎 

10月  2日（木） 13:00～16:20     論理的な文章を書くために2 春名 

10月  9日（木）  13:00～16:20     論理的な文章を書くために3 春名 

10月 16日（木）  13:00～16:20     助産学に関連する理論とその応用  春名 

10月 23日（木） 13:00～16:20     演習1 春名 

10月 31日（金）  10:30～16:20    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  
  
 
  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16日（水）10:30～14:30    概論 I 助産学の基本的概念・理念と助産の歴史 春名 

4月16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 

※9月  9日（火）  9:00～11:50  正常妊娠, 異常妊娠 M2講義 
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※9月10日（水） 9:00～11:50  異常妊娠 M2講義 

※9月11日（木）  9:00～11:50  胎児異常，正常分娩・異常分娩，産褥 M2講義 
 

※医学科M2講義受講 
 
 

  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. 
 

講義スケジュール 

 日 程           時 間                  講義題目     担当

5月29日（木） 13:00～16:20  ウィメンズヘルスリサーチ 1       高橋 

6月  5日（木）13:00～16:20 ウィメンズヘルスリサーチ 2           高橋 

6月 11日（水）14:50～18:10  周産期メンタルヘルス1                 北村 

7月  2日（水）14:50～18:10  周産期メンタルヘルス2                北村 

7月 16日（水）13:00～18:10  最新の女性医療・疾病予防 対馬 

9月  2日（火）13:00～16:20  遺伝相談・不妊治療・出生前診断における助産ケア1  小笹 

9月  3日（水）13:00～16:20  遺伝相談・不妊治療・出生前診断における助産ケア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 生命倫理研究センター 講師 
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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  8日（木）  8:40～12:00    産褥期・乳児期のアセスメントと援助技術   白石 

 5月10日（土）  8:40～16:20    授乳期の援助Ⅰ・Ⅱ 井村 

6月12日（木） 13:00～16:20    正常妊産婦のアセスメントとケア 福澤 

7月10日（木） 13:00～16:20    ハイリスク妊婦のアセスメントとケア     関口 

7月17日（木） 13:00～16:20    地域における家族形成期の助産師の役割 松崎 

10月15日（水）  14:50～18:10   周産期メンタルヘルス・心理的援助技法Ⅰ 北村 

2月25日（水）  14:50～18:10   周産期メンタルヘルス・心理的援助技法Ⅱ 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。 
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   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 

10月  1日（水） 8:40～ 12:00   分娩期アセスメント：経過の予測診断技術  松崎 

10月  3日（金） 8:40～ 10:10  分娩介助技術(1)：直接介助法・間接介助法  松崎 

10月  3日（金）10:30～ 12:00    演習①：直接介助法・間接介助法 松崎・白石 

10月  8日（水） 8:40～ 10:10  分娩介助技術(2)：臨地での分娩介助法          関口 

10月  8日（水）10:30～ 12:00   演習②：分娩介助デモンストレーション   松崎・白石 

10月15日（水） 8:40～ 12:00   分娩介助技術(3)：異常分娩・産科処置  松崎 

10月16日（木）16:40～ 20:00   分娩介助技術 演習③：超音波診断技術  小松 

10月29日（水） 8:40～ 16:20   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 

 
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 
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講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目   担当 

 6月16日（月）  8:40～ 14:30  妊婦のフィジカルアセスメント      白石・福澤 

9月24日（水） 13:00～ 16:20  会陰切開・縫合術・産科救急     松崎 

9月26日（金）  8:40～ 12:00   分娩期のケア：PICOによる根拠にもとづくケア   松崎 

10月  2日（木）  8:40～ 12:00  新生児蘇生技術（NCPR Bコース）     荒井 

10月  3日（金） 13:00～ 14:30  NICUでの児と家族の看護              荒井 

10月10日（金）  8:40～ 12:00  事例による助産計画の展開                     白石 

11 月  6日（木） 8:40～ 12:00  正常新生児の生理と観察のポイント             近藤 

11月  6日（木） 13:00～ 14:30  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 

 

 

e. 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

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28日（木） 

8月 30日（土） 

9月  5日（金） 

8:00～16:00   病院における助産管理 

8:00～16:00   助産所における助産管理 

13:00～14:30   助産管理の基本概念とプロセス、要点と特徴 

池之上 

杉山 

 春名 
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9月29日（月） 

10月24日（金） 

10:30～14:30  クリニカルガイドライン1：分娩管理 

10:30～12:00 クリニカルガイドライン2：妊娠・出産 

福澤 

福澤 

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） 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年夏休み（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 ，白石三恵 
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26年8月28～30日， 9月1日，9月13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 
 

b. 助産学実践実習Ⅰ 修士課程1年夏休み（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 ，白石三恵 
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26年6月16日～平成27年2月27日 
    産科外来実習 平成26年11月4日～14日， 

平成27年1月19日～2月13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～） 
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    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，白石三恵 

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，産褥・新生児実習   
平成26年11月  4日（火）～12月19日（金） 7週 
平成26年 1 月 13日（月）～ 2月 7日（土） うち2週間 計9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 
  医療法人産育会 堀病院,  ファン助産院 
 
（５） 博士論文 

 
「Psychosocial factors on traumatic stress symptoms due to childbirth among Japanese primiparas 

and multiparas: A longitudinal study (出産経験別にみた日本人女性における産後のトラウ

マ症状とその関連要因の検証：縦断的観察研究)」竹形みずき（指導教員：春名めぐみ） 
 

「Associations between intimate partner violence (IPV) during pregnancy, mother-to-infant 
bonding failure, and postnatal depressive symptoms (妊娠期のパートナーからの暴力(IPV)と
新生児へのボンディング不全及び産後うつ症状との関係)」 
キタ幸子 (指導教員：春名めぐみ) 

 
（６） 修士論文 

 
「Factors related to vegetable intake among pregnant Japanese women in the second trimester: a 

cross-sectional study (妊娠中期の日本人妊婦の野菜摂取に関連する要因：横断研究)」 

竹井春香 (指導教員：春名めぐみ / 担当教員：白石三恵) 

 
「産後１か月の女性におけるボディイメージと栄養素摂取量の関連 (Relationship 

between body image and dietary intake among women at one month postpartum)」 
松本弘子 (指導教員：永田智子[看護師コース]，春名めぐみ / 担当教員：松崎政代) 

 



 25

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～ 

 

白石三恵    倫理指導委員                                平成24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 天使大学大学院認証評価委員 平成25年  4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 

 

松崎政代 

日本助産学会・専任査読者 （和文誌・英文誌） 平成21年11月～ 

東京都助産師会 地区分会長 （文京区） 平成23年  2月～ 

日本助産学会・選挙管理委員会 委員 平成25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  
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白石三恵 

日本助産学会 研修教育委員会 委員 平成24年  4月～ 

日本助産学会・査読者（和文誌・英文誌） 平成24年10月～ 

日本看護科学学会 理事会書記 平成25年10月～ 

日本母性衛生学会・査読者                  平成26年  8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  

  

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～ 

松本弘子 

東京都看護協会  助産実践能力強化支援委員 平成24年  4月～ 

東京都助産師会   教育Ⅰ 委員 平成24年 10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～  
 
松本弘子. 東京大学附属病院勉強会 「助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー) レベ

ルⅢ認証制度について」. 東京大学付属病院. 平成26年10月8日 
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６．教室日誌 

 

 2014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 7日 健康総合科学科進学式 助産学教育課程オリエンテーシ

ョン  

産婦人科病棟 新人歓迎会 

 4月 8日 

 

4月 16日～ 9月16日 

地域看護学教室，母性看護学・助産学教室 

合同ティーパーティー 

助産学Ⅰ 講義 

 4月 10日～ 7月 3日 

5月  8日～ 2月25日 

 母性看護学・助産学特論Ⅰ 講義 

助産学Ⅲ 講義 

 5月  8日 

 

 平成26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29日～  9月 3日  助産学Ⅱ 講義 

 5月31日  健康科学・看護学専攻 入試説明会 

 6月16日～ 10月30日  助産学Ⅴ 講義 

 6月16日～  2月27日  助産学実践実習Ⅰ 

 6月16日～  6月27日  母性看護学実習 

 6月 21日  平成26年度全国助産師教育協議会（横浜） 

 7月 11日  平成26年度全国国立大学法人助産師教育専任教員会議

（旭川） 

 7月 11日  タイ マヒドン大学との学術交流 

 8月 28日～ 9月 13日  助産学管理実習 

 8月 28日～10月 24日  助産学Ⅵ 講義 

 9月  8日～10月 10日  ラボメソ生理学 担当：神経・筋骨格系講義 

 9月 18日～10月 31日  母性看護学・助産学特論Ⅱ 講義 

 10月 1日～10月 29日  助産学Ⅳ 講義・演習 

 10月 20日～11月 28日  母性看護学 講義 

 10月 23日,  11月 6日 

12月 18日 

 駒場 全学自由研究ゼミナール（全学ゼミ） 

「ひとを元気にする科学」 

 11月  4日～12月 19日 

12月 19日 

 助産学実践実習Ⅱ① 

助産学実践実習Ⅱ① 実習報告会 
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 11月 26日  健康科学・看護学概論 講義 

 12月 11日  平成26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 

2015年 1月  5日～2月 7日 

1月 22日, 23日 

 

 

助産学実践実習Ⅱ② 

修士論文発表会 

 1月 31日  第4回 東大看護研究シンポジウム 

 2月  9日  卒業論文発表会 

 2月 24日 

3月 10日 

 助産学実践実習Ⅱ② 実習報告会 

母性看護学・助産学教室 大掃除＆忘年度会 

 3月 13日  第20回 シフラの会開催 

 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 
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７．教室員名簿  

 
 
＜2014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 
2012.4.1～ 

白石 三恵 同 上 

助教 
2013.4.1～ 

福澤 利江子 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 
 

東京医科歯科大学生命倫理研究センター･遺伝子診療外来

〒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） 
2010.4～ 

竹形 みずき 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 

大学院生（博士3年） 
2012.4～ 

キタ 幸子 同 上 

大学院生（博士2年） 
2011.4～ 

芦田 沙矢香 同 上 

大学院生（博士2年） 
2011.4～ 

米澤 かおり 同 上 

大学院生（博士1年） 
2012.4～ 

疋田 直子 同 上  

大学院生（博士1年） 
2012.4～ 

日下 桃子 同 上 

大学院生（博士1年） 
2012.4～ 

南谷 真理子 同 上 

大学院生（修士2年） 
2013.4～ 

竹井 春香 同 上 

大学院生（修士2年） 
2013.4～ 

松本 弘子 同 上 

大学院生（修士1年） 
2014.4～ 

浅井 百合絵 同 上 

大学院生（修士1年） 
2014.4～ 

大家 知恵子 同 上 

大学院生（修士1年） 
2014.4～ 

村瀬 由利子 同 上 

大学院生（修士1年） 
2014.4～ 

小林 里沙 同 上 

大学院生（修士1年） 
2014.4～ 

山路 未来 同 上 

大学院生（修士1年） 
2014.4～ 

渡部 紗智 同 上 

客員研究員 
2012.4～ 

堀田 久美 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  

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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