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１．はじめに  

母性看護学・助産学分野は、平成14年6月に設置され、これまでに博士6名、修士9名を

送り出してきました。また、平成17年より学部で始められた助産学教育課程では計15名の

助産師を育成してきました。その内4名はすでに本学大学院の修士課程・博士課程に進学し

研究者へのキャリアパスを着実に歩み始めており、さらに3名がこの春、修士課程へ入学し

ます。 

平成25年8月、文部科学省の承認をうけ、これまで学部で行われてきた助産師教育を大学

院の修士課程へ移行することが決定しました。これにより、学部での助産師教育は平成25

年度で終了し、平成26年4月1日からは修士課程での助産師教育を開始できることになりま

した。助産師教育の継続、修士課程への移行にお力添えいただきました多くの方々に心より

感謝申し上げます。 

大学院での助産師教育コースでは、学部教育の内容をさらに進化させ、助産領域における

臨床課題を解決すべく、臨床実践と研究の融合を目指した内容を取り入れていきます。研究

型大学院における望ましい助産師教育の在り方を追求して、努力していく所存です。 

東京大学の役割として、質の高い助産学分野の研究の推進と国内外への発信が期待され、

その担い手としての優れた研究能力を有する助産師を養成していくことが求められています。

教室員も一段と増えて、活動も活発になっていくと思いますが、これからもこれまで通り、

一人一人が、それぞれの持ち味を生かして、最高の能力を発揮できるように、お互いに切磋

琢磨して、高め合っていけたらと思っています。 

東京大学大学院医学系研究科の母性看護学・助産学分野は、これまで以上に研究と教育の

レベルを向上させ、国際的に活躍できる人材を養成できるよう、覚悟を新たにしているとこ

ろです。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26年3月末日 

春名めぐみ 
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２．研究業績 (2013. 4 ～ 2014. 3)  

（１）原著・報告 
Masayo Matsuzaki, Megumi Haruna, Kae Nakayama, Mie Shiraishi, Erika Ota, Ryoko 
Murayama, Sachiyo Murashima, SeonAe Yeo. Adapting the Pregnancy Physical Activity 
Questionnaire for Japanese Pregnant Women. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal 
Nursing. 2014; 1: 107-16. 
 
Mie Shiraishi, Megumi Haruna, Masayo Matsuzaki, Ryoko Murayama, Sachiko Kitanaka, 
Satoshi Sasaki. Validity of a self-administered diet history questionnaire for estimating vitamin 
D intakes of Japanese pregnant women. Maternal and Child Nutrition. 2013 (in press) 
 
Mie Shiraishi, Megumi Haruna, Masayo Matsuzaki, Erika Ota, Ryoko Murayama, Satoshi 
Sasaki, SeonAe Yeo, Sachiyo Murashima. Relationship between plasma total homocysteine 
level and dietary caffeine and vitamin B6 intakes in pregnant women. Nursing & Health Science. 
2013 (in press) 
 
Mie Shiraishi, Megumi Haruna, Masayo Matsuzaki, Ryoko Murayama, Yuko Yatsuki, Satoshi 
Sasaki. Estimation of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid intakes in pregnant 
Japanese women without nausea by using a self-administered diet history questionnaire. 
Nutrition Research. 2013; 33(6): 473-8. 
 
Mie Shiraishi, Megumi Haruna, Masayo Matsuzaki, Ryoko Murayama, Satoshi Sasaki. 
Validity of a diet history questionnaire estimating β-carotene, vitamin C, and α-tocopherol 
intakes in Japanese pregnant women. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 
2013; 64(6): 694-9. 

 
Mizuki Takegata, Megumi Haruna, Masayo Matsuzaki, Mie Shiraishi, Tadaharu Okano, 
Elisabeth Severinsson. Antenatal fear of childbirth and sense of coherence among healthy 
pregnant women in Japan: A cross-sectional study. Archieves of Women’s Mental Health. 2014 
(in press) 
 
Mizuki Takegata, Toshinori Kitamura, Megumi Haruna, Kyoko Sakanashi, Tomoko 
Tanaka.  Childbirth as a trauma: Psychometric properties of the Impact of Event Scale in 
Japanese mothers of neonates. Psychology and Behavioral Sciences. 2014 (in press) 
 
Sachiko Kita, Yaeko Kataoka, Sarah E, Porter. Prevalence and risk factors of intimate partner 
violence among pregnant women in Japan. Health Care for Women International. 2013; 00: 
1-16 (Online Ahead of Print).  
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Mariko Minatani, Sachiko Kita, Yukiko Ohashi, Toshinori Kitamura, Megumi Haruna, Kyoko 
Sakanashi, Tomoko Tanaka. Temperament, character, and depressive symptom during 
pregnancy: A study of Japanese population. Depression research and treatment. 2013 (Online 
Ahead of Print). 
 
Mikako Yoshida, Ryoko Murayama, Megumi Haruna, Masayo Matsuzaki, Kenichi Yoshimura, 
Sachiyo Murashima, Shiro Kozuma. Longitudinal comparison study of pelvic floor function 
between women with and without stress urinary incontinence after vaginal delivery. Journal of 
Medical Ultrasonics. 2013; 40(2): 125-31. 
 
Toshinori Kitamura, Yukiko Ohashi, Sachiko Kita, Megumi Haruna, Reiko Kubo. Depressive 
mood, bonding failure, and abusive parenting among mothers with three-month-old babies in a 
Japanese community. Open Journal of Psychiatry. 2013; 3: 1-7. 
 
Toshinori Kitamura, Mizuki Takegata, Megumi Haruna, Keiko Yoshida, Hiroshi Yamashita, 
Mikihiko Murakami, Yoshitaka Goto. The Mother-Infant Bonding Scale: Factor Structure and 
Psychosocial Correlates of Parental Bonding Disorders in Japan. Journal of Child and Family 
Study. 2013 (in press) 
 
Kelly R. Evenson, Ruben Barakat, Wendy J. Brown, Patricia Dargent-Molina, Megumi Haruna,  
Ellen M. Mikkelsen, Michelle F. Mottola, Katrine M. Owe, Emily K. Rousham, SeonAe Yeo.  
Guidelines for physical activity during pregnancy: comparisons from around the world. 
American Journal of Lifestyle Medicine. published online 19 August 2013. 
 

（２）総説・解説など 
 

永田 智子, 成瀬 昂, 鈴木 美穂, 阪井 万裕, 柳瀬 裕貴, 小暮 かおり 
キーワードは「連続性」 Health Promoting Hospitalを基盤にしたタイ・コンケン地方

の保健医療システム. 保健師ジャーナル. 2013; 69(8): 620-5. 
 
松本弘子 
助産ケアってやっぱりすごい. 助産雑誌. 2014; 68(3): 198-203. 
 

（３）著書・報告書 
 

宮下充正監修，矢野英雄，他2名編，春名めぐみ，他29名著：ウォーキング指導者必

携 Medical Walking，妊娠中の運動とウォーキング，127-30，南江堂, 2013.  
 
村本淳子，高橋真理編，春名めぐみ，他19名著：ウイメンズヘルスナーシング 周産

期ナーシング 第2版4刷，正常な新生児，229-71，ヌーベルヒロカワ, 2014.  
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我部山キヨ子， 武谷雄二編, 村山陵子，松崎政代，他 14 名著：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, 136-67, 医学書院, 2014. 
    

春名めぐみ，松崎政代、白石三恵，福澤利江子，大島由起雄，吉田穂波 
妊婦・産後女性の災害時への準備性に関する調査 
平成25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）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 分担研究 報告書 
 

竹形みずき, 中村真奈美 
出産恐怖感とその関連要因および産後のトラウマ症状に及ぼす影響 
平成24年度 公益財団法人 木村看護教育振興財団 看護研究助成 報告書 
 
キタ幸子 
妊娠中のパートナーによる暴力(IPV)と精神的健康度・母子愛着形成の関係及びその影

響因子の探索. 平成24年度 ユニベール財団研究助成 報告書 
 
日下桃子 
妊娠中のマタニティーヨガが腰背部痛などのマイナートラブルに与える効果検証のた

めの研究. 平成24年度 第29回総合健康推進財団一般研究奨励助成 報告書  
 
松本弘子 (分担執筆) 
助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）活用ガイド.日本看護協会. 2013. 

 
（４）学会発表 
 

白石三恵，春名めぐみ，松崎政代，村山陵子 
日本人妊婦の栄養素摂取量の過小申告に関連する要因の探索 （ポスター発表） 
第27回日本助産学会学術集会. 石川県 金沢歌劇座 
2013年5月1-2日 
 
小暮かおり，春名めぐみ, 松崎政代, 白石三恵 
乳児の生後3ヵ月間における栄養方法別にみた排泄回数の推移 （ポスター発表） 
第27回日本助産学会学術集会. 石川県 金沢歌劇座 
2013年5月1-2日 
 
Maria Luisa Uayan, Masayo Matsuzaki, Sayuri Kobayashi, Sachiyo Murashima. A comparative 
study on the functional and disability statusof Filipino elderly in different care settings (Oral 
presentation) 
The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2013),  
Coex (Convention and Exhibition Center), Seoul, Korea.June 23-27, 2013. 
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鈴木美季子, 芦田沙矢香, 南谷真理子, 吉田美香子, 松崎政代, 春名めぐみ, 村山陵子 
経腟分娩後5年間の骨盤底臓器脱の自覚症状とリスク因子 （口頭発表） 
第54回日本母性衛生学会総会. 埼玉県 大宮ソニックシティ 
2013年10月4-5日 
 

林 文子, 松崎政代, 日下桃子, 春名めぐみ 
健康な妊娠中期妊婦の歩数と血糖値の関連について （口頭発表） 
第29回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会. 岐阜県 長良川国際会議場 
2013年11月1-2日 
 
竹形みずき, 春名めぐみ, 松崎政代, 白石三恵, 岡野禎治, 中村真奈美, Elisabeth 
Severrinson.  
妊娠期の出産恐怖感が出産体験及び産後のトラウマ症状に及ぼす影響 （口頭発表） 
第 10 回周産期メンタルヘルス研究会学術集会. 東京都 日本赤十字看護大学内ホール

2013年11月9-10日 
 

Mie Shiraishi, Megumi Haruna, Masayo Matsuzaki. Differences in circulating nutrient levels 
between breakfast skippers and non-skippers during pregnancy 
(Poster presentation) 
The 17th EAFONS (East Asian Forum of Nursing Scholars) 2014. February 20-21, 2014. 
Century Park Hotel, Manila, Philippines. 
 
Momoko Kusaka, Masayo Matsuzaki, Mie Shiraishi, Megumi Haruna. Immediate effect of 
yoga during pregnancy on mood: one group pre-post test (Poster presentation) 
The 17th EAFONS (East Asian Forum of Nursing Scholars) 2014.  
February 20-21, 2014. Century Park Hotel, Manila, Philippines. 
 
Naoko Hikita, Megumi Haruna, Kenji Takehara, Amarjargal Dagvadorj, Erika Ota, Rintaro 
Mori. Utilization of the Maternal and Child Health handbook in Mongolia: A cross-sectional 
study among mothers with 3-year-old children in Bulgan Province (Poster presentation) 
The 17th EAFONS (East Asian Forum of Nursing Scholars) 2014.  
February 20-21, 2014. Century Park Hotel, Manila, Philippines. 
 
Shiori Kamijo, Masayo Matsuzaki, Momoko Kusaka, Mie Shiraishi, Megumi Haruna. Effect of 
yoga during pregnancy on the experience of delivery among Japanese women: A 
nonrandomized, controlled clinicaｌ trial (Poster presentation) 
The 17th EAFONS (East Asian Forum of Nursing Scholars) 2014.  
February 20-21, 2014. Century Park Hotel, Manila, Philippines. 
 
白石三恵，春名めぐみ，松崎政代 
日本人妊婦の就労の有無による栄養素摂取状況の違い（ポスター発表） 
第28回日本助産学会学術集会. 長崎県 長崎ブリックホール 
2014年3月22-23日 
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（５）シンポジウム・セミナーなど 
 

春名めぐみ （座長） プレコングレス NPO日本助産評価機構主催 シンポジウム 
演者：恵美須文枝（事務局長），村上明美（理事），石川紀子（理事），加納尚美（理事長） 
助産教育および助産実践における第三者評価の状況と意義 
第27回日本助産学会学術集会. 石川県 金沢歌劇座 
2013年4月30日 
 
春名めぐみ，木下千鶴（座長） ワークショップ 
演者：加藤恵里子（慶應義塾大学病院 看護部次長），清水 彩（神戸大学大学院保健学研

究科 助教） 
実践力を高める臨床と教育施設とのユニフィケーション 
第27回日本助産学会学術集会. 石川県 金沢歌劇座 
2013年5月2日 

 
春名めぐみ，木下千鶴（座長） ワークショップ 
演者：坂下玲子（兵庫県立大学 教授），村山陵子（東京大学大学院医学系研究科 
アドバンスト ナーシング テクノロジー講座 特任准教授） 
助産実践の発展に寄与する臨床で行う研究のすすめ方 
第28回日本助産学会学術集会. 長崎県 長崎ブリックホール 
2014年3月23日 

 
小暮かおり，阪井万裕 
「EAFONS (East Asian Forum of Nursing Scholars) に参加して学んだこと～参加準備か

ら今後の展望まで～」 
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第7回.  
東京都 東京大学医学部5号館 
2013年4月19日.  

 
Megumi Haruna, Mizuki Takegata.  
Fear of childbirth in Japan.  
17th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetics an 
Gynaecology (ISPOG): Symposium. Langenbeck-Virchow-Haus, Berlin, Germany.  
May 22-24, 2013. 

 
（６）受賞 

白石三恵 
平成24年度 日本助産学会 学術賞 
Relationship between the plasma total homocysteine levels and skipping breakfast during 
pregnancy. J. Jpn Acad Midwif. 2010; 24(2): 252-60. 
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３．研究活動 

（１）抄読会（毎週火曜日・地域看護学との共同抄読会） 
       平成25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2013.4/9～ 7/9，後期2013.9/17～ 2014.3/6 
月 日 担 当 内 容  

4月9日 
春名めぐみ
永田智子 

抄読会オリエンテーション 
母性看護学・助産学分野教室の研究の紹介 
地域看護学教室の研究の紹介 
ウェルカムランチ  

4月16日 
 

キタ幸子 
 
 
阪井万裕 

 
Silverman JG, Decker MR, et al. Intimate partner violence around the time of pregnancy: 
association with breastfeeding behavior. J Womens Health (Larchmt). 2006;15(8): 934-40.
（クリティーク 米澤） 
Smith R, Porock D. Caring for people dying at home: a research study into the needs of 
community nurses. Int J Palliat Nurs 2009; 15(12): 601-8.（クリティーク 岩崎）  

4月23日 
 

松永篤志 
 
 
櫻井美里 
日下桃子 

 
van der Velden PG, van Loon P, et al. Mental health problems among search and rescue 
workers deployed in the Haïti earthquake 2010: a pre-post comparison. Psychiatry Res. 2012 
30; 198(1):100-5.（クリティーク 寺本） 
修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告  

5月7日 
 

米澤かおり 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
南谷真理子 
疋田直子 

Lavender T, Bedwell C, et al. Randomized, controlled trial evaluating a baby wash product 
on skin barrier function in healthy, term neonates. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2013; 
42(2): 203-14. (クリティーク 成瀬) 
修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告  

5月14日 
 

蔭山正子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阪井万裕 

van Vugt MD, Kroon H, et al. Assertive community treatment in the Netherlands: outcome 
and model fidelity. Can J Psychiatry 2011; 56(3): 154-60.（クリティーク 齋藤） 
Ausserhofer D, Schubert M, Desmedt M, Blegen MA, De Geest S, Schwendimann R. The 
association of patient safety climate and nurse-related organizational factors with selected 
patient outcomes: a cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2013; 50(2): 240-52. 
（クリティーク 芦田）  

5月21日 伊藤翠 
 
 
 
 
 

寺本千恵 

Barclay JS, Kuchibhatla M, et al.. Association of hospice patients' income and care level with 
place of death. JAMA Intern Med. 2013; 173(6): 450-6. 
（クリティーク 白石） 
Park NS, Jang Y, et al. The mediating role of loneliness in the relation between social 
engagement and depressive symptoms among older Korean Americans: do men and women 
differ? J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2013; 68(2): 193-201.（クリティーク 阪井）  

5月28日 
 
竹井春香 
 
松本弘子 

 
Burns E, Zobbi V, et al. Aromatherapy in childbirth: a pilot randomised controlled trial. 
BJOG. 2007;114(7): 838-44. （クリティーク 春名） 
Jangsten E, Mattsson LÅ, et al.. A comparison of active management and expectant 
management of the third stage of labour: a Swedish randomised controlled trial. BJOG. 
2011;118(3): 362-9.（クリティーク 松崎） 

6月 4日 山本なつ紀 
 
 
齋藤あや 

Mendelson T, Leis JA, et al. Impact of preventive intervention for perinatal depression on 
mood regulation, social support, and coping. Arch Womens Ment Health 2013; 16(3): 211-8.
（クリティーク 永田） 
Anastasi D, Di Giuseppe G, et al. Paediatricians knowledge, attitudes, and practices regarding 
immunizations for infants in Italy. BMC Public Health 2009; 14(9): 463-9. 
（クリティーク 伊藤） 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mendelson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23456540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leis%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23456540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anastasi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20003434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Giuseppe%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20003434
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6月11日 錦織梨紗 

 
 
永田智子 
成瀬昂 

Abad-Corpa E, Royo-Morales T, et al. Evaluation of the effectiveness of hospital discharge 
planning and follow-up in the primary care of patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. J clini Nurs 2013; 22(5-6): 669-80.（クリティーク 蔭山） 
地域トピック：大規模×縦断データの分析研究～福井県医療・介護・ 
特定健診データ分析  

6月18 日 竹形みずき 
 
 
岩﨑りほ 
竹形みずき 

Tham V, Christensson K, et al. Sense of coherence and symptoms of post-traumatic stress 
after emergency caesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(9): 1090-6.  
（クリティーク 山本） 
博士論文進捗報告 
博士論文進捗報告  

6月25日 成瀬昂 
 
 
 
芦田沙矢香 

Cramm JM, Hoeijmakers M, et al. Relational coordination between community health 
nurses and other professionals in delivering care to community-dwelling frail people. J Nurs 
Manag 2014; 22(2): 170-6.（クリティーク 竹井） 
Ayi I, Nonaka D, et al. School-based participatory health education for malaria control in 
Ghana: engaging children as health messengers. Malar J 2010; 18(9): 98-110.  
（クリティーク 松本）  

7月 2日 松崎政代 
 
 
キタ幸子 

松永篤志 

de Jonge A, Mesman JA, et al. Severe adverse maternal outcomes among low risk women 
with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study. BMJ  
2013; 346: :f3263. （クリティーク錦織） 
博士論文進捗報告 
博士論文進捗報告  

7月9日 白石三恵 
 
春名めぐみ 

Feldens CA, Vitolo MR, et al. Risk factors for discontinuing breastfeeding in southern Brazil: 
a survival analysis. Matern Child Health J 2012; 16(6): 1257-65. （クリティーク芦田） 
母性・助産トピック：災害時における妊産婦・乳幼児への支援  

9月17日 松本弘子 
 
 
齋藤あや 

Wallace M, Saurel-Cubizolles MJ, et al. Returning to work one year after childbirth: data 
from the mother-child cohort EDEN. Matern Child Health J 2013; 17(8): 1432-40 
（クリティーク 春名） 
Smith PJ, Kennedy AM, et al. Association between health care providers' influence on 
parents who have concerns about vaccine safety and vaccination coverage. Pediatrics 2006; 
118(5): 1287-92.（クリティーク 阪井） 

9月24日 竹井春香 
 
錦織梨紗 
 

Kanerva N, Kronholm E, et al. Tendency toward eveningness is associated with unhealthy 
dietary habits. Cronobiology International 2012; 29(7): 920-7.（クリティーク 松崎） 
Ashbrook L, Mourad M. Communicating discharge instructions to patients: a survey of 
nurse, intern, and hospitalist practices. J Hosp Medicine 2013; 8(1): 36-41.  
（クリティーク 永田） 

10月 1日 伊藤翠 
 
 
山本なつ紀 

Alonso-Babarro A, Bruera E. Can this patient be discharged home? Factors associated with 
at-home death among patients with cancer. J Clinical Oncol 2011; 29(9): 1159-67.（クリテ

ィーク 寺本） 
Tough S, Tofflemire K. Factors influencing childbearing decisions and knowledge of 
perinatal risks among Canadian men and women. Matern Child Health J 2007; 11(2): 
189-98.（クリティーク 竹形）   

10月8日 白石三恵 
 
 

Toledo E, Lopez-del Burgo C, et al. Dietary patterns and difficulty conceiving: a nested 
case-control study. Fertil Steril 2011; 96(5): 1149-53.（クリティーク 松本） 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abad-Corpa%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20546366
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tham%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17712650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Christensson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17712650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17712650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cramm%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23441966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoeijmakers%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23441966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23441966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23441966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ayi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20398416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nonaka%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20398416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20398416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feldens%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21948218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vitolo%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21948218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21948218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21948218
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岩崎りほ 
 

Helmich E, Derksen E, et al. Medical students' professional identity development in an early 
nursing attachment. Med Educ 2010; 44(7): 674-82.（クリティーク 米澤） 

10月15日 
 

成瀬昂 
 
松永篤志 

Warshawsky NE, Havens DS, et al. The influence of interpersonal relationships on nurse 
managers' work engagement and proactive work behavior. J Nurs Adm 2012; 42(9): 418-25.
（クリティーク 伊藤） 
van Berkel J, Proper KI, et al. An exploratory study of associations of physical activity with 
mental health and work engagement.. BMC Pub Health 2013; 13: 558.  
（クリティーク 錦織） 

10月22日 
 

芦田沙矢香 
 
南谷真理子 
日下桃子 

 

Shepherd A, Cheyne H, et al. The purple line as a measure of labour progress: a longitudinal 
study. BMC Preg Child 2010; 10: 54.（クリティーク 竹井） 
修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告 

 
10月 29日 

 
蔭山正子 
 
 
櫻井美里 
疋田直子 

 
Evers KE, Paiva AL, et al. Results of a Transtheoretical Model-Based Alcohol, Tobacco and 
Other Drug Intervention in Middle Schools. Addict Behav 2012; 37(9): 1009-18.  
（クリティーク 山本） 
修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告 

 
11月 5日 春名めぐみ 

竹井春香 

 
研究報告 妊産婦の災害時への準備性・ニーズと行動意図 
修士論文計画 

11月12日 
 

松本弘子 
 

Niedhammer I, O'Mahony D, et al. Lifeways Cross-Generation Cohort Study Steering 
Group. Occupational predictors of pregnancy outcomes in Irish working women in the 
Lifeways cohort. BJOG 2009; 116(7): 943-52. (クリティーク芦田)  

11月19日 
 

南谷真理子 
竹井春香 
 

修士論文進捗報告 
Henry H, Reimer K, et al. Associations of decisional balance, processes of change, and 
self-efficacy with stages of change for increased fruit and vegetable intake among 
low-income, African-American mothers. J Am Diet Assoc 2006;106(6): 841-9.  
(クリティーク 竹形 )  

11月26日 
 

米澤かおり 
南谷真理子 
芦田沙矢香 

メディカルライティング基礎講座 伝達講習 
修士論文進捗報告 
博士論文計画 

12月3日 
 

日下桃子 
南谷真理子 
疋田直子 

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12日 
 

日下桃子 
南谷真理子 
疋田直子 

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12日 
 

日下桃子 
南谷真理子 
疋田直子 

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17日 
 

日下桃子 
南谷真理子 

修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告 
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疋田直子 修士論文進捗報告 

12月24日 
 

日下桃子 
南谷真理子 
疋田直子 

修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告  

1月 7日 日下桃子 
南谷真理子 
疋田直子 

 
修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告 
修士論文進捗報告  

1月14日     
 

日下桃子 
南谷真理子 
疋田直子 

修士論文発表練習 
修士論文発表練習 
修士論文発表練習  

1月21日 日下桃子 
南谷真理子 
疋田直子 

修士論文発表練習 
修士論文発表練習 
修士論文発表練習  

1月28日 
 

米澤かおり 

松本弘子 

Asano AW, Hayashi F, et al. Demographics, health-related behaviors, eating habits and 
knowledge associated with vegitable intake in Japanese adults. EJCN 2009; 63: 1335-44. 
（クリティーク 竹井） 
修士論文研究計画  

2月 13日 
 

芦田沙矢香 
日下桃子 
疋田直子 
白石三恵 

博士論文研究計画 

EAFONS (East Asian Forum of Nursing Scholars)予行 

 
2月 18日  

 
松本弘子 
 
竹井春香 

Mandal B, Roe BE, at al. The differential effects of full-time and part-time work status on 
breastfeeding. Health Policy 2010; 97: 79-86.（クリティーク 南谷） 
修士論文研究計画 

 
2月 25日  

 
芦田沙矢香 
 
 
米澤かおり 

Lovell MR, Forder PM, et al. A randomized controlled trial of standardized educational 
intervention for patients with cancer pain. J Pain Symptom Manage  2010; 40(1): 49-59.
（クリティーク 疋田） 
博士論文研究計画 

3月 6日 日下桃子 
 

竹形みずき 

Mehta UJ, Siega-Riz AM, et al. Effects of body image on pregnancy weight gain. Matern 
Child Health J 2011; 15: 324-32.（クリティーク 白石） 
博士論文研究進捗 
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（２）研究報告会 
   平成25年度、研究報告会において実施されたテーマおよび報告者は以下の通りである。 
 
前期2013. 4/15～ 7/8，後期2013. 9/17 ～ 10/29 

月 日 担 当 内 容 
 
4月15日 

 
キタ幸子 
 
米澤かおり 
 
白石三恵 

 
博士論文進捗発表：パートナーからの暴力（IPV）被害妊婦の生活習慣・精神的健 
康度の実態とその影響因子および健康アウトカムへの影響  
日本助産学会 発表予行： 
乳児の生後3か月間における栄養方法別にみた排泄回数の推移 
日本助産学会 発表予行： 
日本人妊婦の栄養素摂取量の過少申告に関連する要因の検索 

 
4月22日 

 
南谷真理子 
疋田直子 

 
修士論文進捗発表：授乳が与える尿失禁症状への影響 
修士論文進捗発表：モンゴル国ボルガン県における母子健康手帳の活用状況の実 
態把握 ‐母子健康手帳の配布時期による活用状況の違い‐ 

5月13日 
 
竹形みずき 
春名めぐみ 

 
17th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetics and  
Gynaecology 発表予行：Fear of Childbirth in Japan 

 
5月20日 

 
日下桃子 

 
修士論文進捗発表：マタニティヨガクラスの参加前後におけるストレス反応の緩

和効果の検証 
 
5月27日 

 
疋田直子 

 
修士論文進捗発表：モンゴル国ボルガン県における母子健康手帳の活用状況の実 
態把握 ‐母子健康手帳の活用状況と関連要因およびHealth Seeking Behaviorへの

影響の検討‐ 
 
6月3日 

 
南谷真理子 

 
修士論文進捗発表：経腟分娩後5年以内の1、2経産女性の授乳と腹圧性尿失禁症

状の関連：横断研究 
 
6月 10日 

 
竹井春香 

 
修士論文計画発表：妊婦の生活習慣と栄養状態との関連 

 
6月17日 

 
松本弘子 

 
修士論文計画発表：産後6カ月の母親の身体症状と仕事復帰との関連 

 
6月24日 

 
福澤利江子 研究方法の学び方について 

 
7月 1日 

 
芦田沙矢香 Journal reading: Study of Electrolyte Changes in Patients with Prolonged Labour in Ikot 

Ekpene, a Rural Community in Niger Delta Region of Nigeria. ISRN Obsetrics and 
Gynecology 2012: 0-6 (Online Ahead of Print).  

 
7月8日 

 
米澤かおり 

 
博士論文計画発表：産後早期のスキンケア指導介入による新生児皮膚バリア機

能・皮膚トラブルへの効果 
 
9月17日 

 
米澤かおり 博士論文計画発表：出生後早期からのスキンケアによる新生児皮膚バリア機能・

皮膚トラブルへの効果検証 
 
10月1日 

 
日下桃子 

 
修士論文進捗発表：妊娠中のヨガのストレスへの急性効果の検証‐一群前後比較 
研究‐ 

 
10月8日 

 
松崎政代 
 
 
 
南谷真理子 

 
東京都委託助産師教育指導講習会 伝達講習：流産、死産後、新生児死亡のグリ

ーフケア 
Journal reading : Long-term psychosocial sequelae of stillbirth: phase Ⅱ of a nested 
case-control cohort study. Arch Womens Ment Health 2009; 12: 35-41. 
修士論文進捗発表：1 経産女性の腹圧性尿失禁症状に関連する産後の要因：横断

研究 
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10月 15日 

 
疋田直子 

 
修士論文進捗発表：モンゴル国における母子健康手帳活用の状況とその効果の検 
証‐ボルガン県の3歳児を持つ母親と子供の調査から‐ 

 
10月29日 

 
松本弘子 
竹形みずき 

 
修士論文計画発表：マタニティハラスメントと健康アウトカムとの関連 
日本周産期メンタルヘルス研究会・学術集会 発表予行： 
出産時の恐怖感とその関連要因および産後のトラウマ症状に及ぼす影響 

 
 
（３） 勉強会 

 
 シフラの会 2013. 4/11～ 2014.3/28 

 月 日 講 師 演 題 

第16回 4月11日（木） 夏目尚子 先生 海外の助産師活動 
―イギリス・アメリカ・シンガポール― 

第17回 7月19日（金）  
UNC Chapel Hill Family Medicine 
Center 
Jan Tedder 先生 

HUG your baby: Helping Parents  
Understand the Language of a Newborn. 
An Oberview 

第18回 9月18日（水） 社会保険中央総合病院副院長 
小林浩一 先生 

経会陰超音波による骨盤底筋群の 
評価方法 

第19回 3月28日（金） KKR 札幌医療センター斗南病院     
杉本寿司 先生 

産後女性のリアライメントと 
骨盤底筋体操 

 
 
（４）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，松崎政代、白石三恵，福澤利江子，大島由起雄，吉田穂波 

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：妊婦・産後女性の災害時への準備性に関する調査 

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） 

 
春名めぐみ 
妊娠期の分娩恐怖感(Fear of Labor)の尺度開発とその防御因子の探索 
平成23～25年度  科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
 
村山陵子，春名めぐみ  
産後の骨盤底障害発症のリスクアセスメントツールの開発と検証 
平成23～25年度  科学研究費補助金 基盤研究(C) 
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松崎政代, 春名めぐみ, 白石三恵 ，村山陵子，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 
妊婦健診における栄養指導システムの構築と臨床導入への提案 
平成24～25年度  科学研究費補助金 スタート支援 
 
竹形みずき 
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 
平成25年度 公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金 
 
キタ幸子 
妊娠中のパートナーによる暴力(IPV)と精神的健康度・母子愛着形成の関係及びその影響

因子の探索 平成24年度 ユニベール財団研究助成 
 
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 
 
日下桃子 
妊娠中のマタニティーヨガが腰背部痛などのマイナートラブルに与える効果検証のため

の研究. 平成24年度 第29回総合健康推進財団一般研究奨励助成 
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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 17 日（木）  8：40～12：00     母性看護概論・妊娠期の看護 春名 

10 月 21 日（月）  8：40～12：00     分娩期の看護 関口 

10 月 21 日（月） 16：40～18：10 分娩期の経過（正常・異常） 永松 

10 月 28 日（月）  8：40～12：00     新生児（正常・ハイリスク）の看護 近藤 

10 月 28 日（月） 16：40～18：10     産褥期の異常 永松 

11 月 11 日（月） 16：40～18：10     産褥期の経過と看護 松崎 

11 月 15 日（月） 13：00～16：20     施設内分娩における助産師の役割 石川 

11 月 22 日（月） 13：00～16：20     自然出産と助産師の仕事 三宅 

11 月 29 日（金） 13：00～16：20     妊産褥婦，新生児の事例展開 白石 
 

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 助教 
 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 9日(木) 16:40～18:10 生命の誕生を支える看護 春名 

5月 16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 
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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17日(木) 16:40～20:00 グループワーク・フィールド調査 松崎 

10月24日(木) 16:40～20:00 グループワーク・フィールド調査 白石 
 

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25年10月30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 
 

  5) 助産学Ⅰ 4年前期Ⅰ-2・Ⅲ（助産学教育課程履修者必修） 
目的：助産学の基本概念および助産師の役割と責務を理解し，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。助産学の展開に必要な性・生殖系の病

態生理や妊婦・胎児の成長発達診断方法，不妊症，生殖補助医療などの医学的

知識を学ぶ。 
 
   参考書：助産学講座 1．助産学概論、2．母子の基礎科学．医学書院 
 
講義スケジュール 

日 程             時 間   講義題目 担 当 

5月13日(月) 8：40～10：10 概論 I 助産学の基本的概念・理念と助産の歴史 春名 

5月13日(月) 10：30～12：00 概論Ⅱ 助産師の役割と機能および責務 春名 

※9月 6日(金)  9：00～11：50 正常妊娠, 異常妊娠 M2講義 

※9月 9日(月) 9：00～11：50 異常妊娠 M2講義 

※9月10日(火) 9：00～11：50 胎児異常，正常分娩・産褥 M2講義 
 

※医学科M2講義受講 
 
 

6) 助産学Ⅱ 4学年前Ⅲ（助産学教育課程履修者必修） 
目的:周産期における正常・異常を判断する技術・能力，助産師にとって重要な相談・

教育・援助活動ができる能力を養う。また助産学の対象とする女性の健康への

理解を深める。 
参考書：助産学講座 ２．生殖の形態・機能 ５．助産診断・技術学Ⅰ ６．助産診

断・技術学Ⅱ．医学書院 
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講義スケジュール 
    日 程            時 間  講義題目 担 当 

9月 13日（金） 9:00～12:20  遺伝相談・不妊治療における助産ケアとその実践 小笹 

9月 20日（金)  13:30～16:50  遺伝相談・不妊治療における助産ケアとその実践 小笹 

 10月 16日（水） 13:00～18:10  新しい女性医療の実践の現場から 対馬 

 
非常勤講師： 小笹由香 東京医科歯科大学 生命倫理研究センター 講師 

対馬ルリ子 ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック 院長 
 

7) 助産学Ⅲ 4学年前Ⅲ・後（助産学教育課程履修者必修） 
   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、正常およびハイリスク妊産褥婦・新生児についての基礎的

な知識を学び理解するとともに、母子や家族への適切なケアについて学ぶ。 
 
 参考書：助産学講座 4．母子の心理・社会学，5．助産診断・技術学Ⅰ．6．助産診断・         

技術学Ⅱ[1]，7. 助産診断・技術学Ⅱ[2]，8．助産診断・技術学Ⅱ[3]， 医学書院 
 

講義スケジュール            

日 程           時 間 講義題目 担 当 

5月15日（水） 13:00～14:30    産褥期アセスメントと援助技術  白石 

5月15日（水） 14:50～16:20    乳児期アセスメントと援助技術 白石 

5月16日（木）  8:40～10:10    周産期におけるDV・児童虐待 松崎 

5月16日（木） 10:30～12:00    家族形成期の助産師の役割 松崎 

9月  6日（金）  9:00～16:40    授乳期の援助 井村 

9月 9日（月）  13:00～16:20   入院を要するハイリスク妊婦 関口 

9月 9日（月） 16:40～18:10     ペリネイタルロス、周産期メンタルヘルス  春名 

9月13日（金）   8:40～12:00     正常新生児・ハイリスク新生児             荒井 

9月20日（金）  8:40～12:00     新生児蘇生技術                      荒井 
 
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 

 荒井愛 東京大学医学部附属病院 NICU 主任副看護師長 
  

   8) 助産学Ⅳ 4学年前Ⅲ・後（助産学教育課程履修者必修） 
   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・技術を学ぶとともに、安全、

安心、快適、満足なお産の実現に向けた支援ができる能力・技術を養う。 
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   参考書：助産学講座 4．乳幼児の成長発達・新生児の管理，6．助産診断・技術学Ⅱ．

医学書院 
 

講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目 担 当 

   5月17日（金） 8:40～12:00    分娩介助技術演習：会陰切開縫合技術 松崎 

11月18日（月） 8:40～14:30   分娩期アセスメント：経過の予測診断技術 松崎 

 11月18日（月）14:50～18:10    分娩期のケア：根拠にもとづくケア 松崎 

  11月19日（火） 8:40～10:10  分娩介助技術(1) 松崎 

11月19日（火）10:30～12:00  分娩介助技術 演習① 松崎 

  11月19日（火）13:00～14:30  分娩介助技術(2) 関口 

  11月19日（火）14:50～16:20  分娩介助技術 演習② 関口 

  11月19日（火）16:40～18:10  分娩介助技術(3）：異常分娩・産科処置 松崎 

11月20日（水） 8:40～12:00  分娩介助技術 演習③：超音波診断技術 小松 

11月20日（水）13:00～16:20  分娩介助技術 演習④ 白石 

11月21日（木）16:40～18:10  事例による助産計画の展開 白石 

11月28日（木） 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 
 

9) 助産管理学 4学年前期Ⅰ-2・夏休み（助産学教育課程履修者必修） 
   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の原理と技法，法

的側面について知識を養う。 
 
    参考書：助産学講座 10．助産管理． 医学書院  

助産所開業マニュアル．日本助産師会刊 
周産期管理・看護マニュアル-正常産からハイリスクまで．メディカ出版  
マタニティノート．愛育病院 
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講義スケジュール 

  日 程           時 間               講義題目                        担 当 

5月17日(金)   13：00～18：10   助産管理とは：管理の基本概念とプロセス、春名 

要点と特徴、法的側面、医療事故、 

リスクマネージメント  

8月29日(木) 

8月 31日(土) 

13：00～16：20   病院における助産管理 

13：00～16：20   助産所における助産管理 

      池之上 

  杉山 

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 
 

（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25年6月3日（月）～6月28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)  助産学実習Ⅰ 4学年前 夏休み 

対象：4年生 助産学教育課程履修者 
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25年8月29～31日， 9月2・14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 
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   3) 助産学実習Ⅱ 4学年後 
対象：4年生 助産学教育課程履修者 
担当：春名めぐみ，松崎政代，白石三恵 
目的：妊娠・分娩・産褥・新生児・育児期における母子および家族に対して，健康

状態をアセスメントし，適切なケアを実践するための，基本的な知識，技術，

態度を養う。 
期間：産褥継続実習 平成25年6月～平成26年2月 
   分娩介助実習，産褥・新生児実習   

平成25年11月25日（月）～12月26日（木） 5週 
平成26年 1 月  6日（月）～ 1月22日（水） 3週  計8週間 

            妊婦外来実習   
平成25年 11月25日（月）～12月2日（月） 

      実習施設：東京大学医学部附属病院 産科（入院棟A3階南），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 
 

4) 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25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）大学院特論 
  1) 母性看護学・助産学特論Ⅰ 

担当：春名めぐみ    
目的：研究を推進するための基礎的能力を育成する。 

母性看護学・助産学分野における現在の動向を把握し、時代のニーズに対

応できる基礎的能力を育成する。 
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： 
・Arlene Fink. Conducting research literature reviews. - From the Internet to Paper- 2nd Edition 

2005. 
・Sue Proctor, Mary Renfrew: Linking Research and Practice in Midwifery. 2000.  

(前原澄子監訳：助産学研究入門 エビデンスにもとづく実践をめざして) 
・堀内成子, 八重ゆかり, 松本直子. EBM実践のための基本ステップ. EB Nursing 2(4) 

404-417, 2002  
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講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目 担当 

4月18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25日(木)   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10日(金)   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16日(木)    13:00～16:20  演習1 春名 

5月29日(水)   13:00～16:20  演習2 春名 

6月20日(木)   13:00～16:20  Women's health Nursing methodology 1 高橋 

7月  4日(木)   13:00～16:20 Women's health Nursing methodology 2 高橋   
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 

 高橋真理  北里大学看護学部 教授 
  

   2) 母性看護学・助産学特論Ⅱ 
目的：研究を推進するための基礎的能力を育成する。 

母性看護学・助産学分野における現在の動向を把握し、時代のニーズに対応で

きる基礎的能力を育成する。 
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. 
・Arlene Fink. Conducting research literature reviews. - From the Internet to Paper- 3rd Edition 

(Sage Publications, Inc) 2009. 
・木原雅子, 木原正博．医学的研究デザイン．メディカルサイエンスインターナショ

ナル社．2009.  

講義スケジュール 

日 程           時 間 講義題目 担当 

9月 12日(木)    13:00～16:20    論理的な文章を書くために1 春名 

9月 27日(金)  13:00～16:20    論理的な文章を書くために2 春名 

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

10月 24日(木)     10:30～16:20     助産学教育・研究の課題と展望 我部山 

11月  1日(金)  13:00～16:20     論理的な文章を書くために4  春名 

11月  7日(木)    13:00～16:20     論理的な文章を書くために5 春名 

11月 28日(木)   13:00～16:20    Publishing ethics  松崎 
 

    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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（４） 修士論文 
 

「Immediate stress reduction effect of yoga during pregnancy: One group pre-post test using salivary 
cortisol and alpha-amylase  (妊娠中のヨガの即時的なストレス緩和効果：唾液中コルチゾー

ル・αアミラーゼを用いた前後比較研究)」 
日下桃子  （指導教員：春名めぐみ / 松崎政代） 
 
「Factors related to stress urinary incontinence among primiparas within fave years after childbirth: A 

cross-sectional study  (産後5年以内の1回経産女性における腹圧性尿失禁の関連要因： 
横断研究)」 
南谷真理子 （指導教員：春名めぐみ） 
 
「Utilization of the Maternal and Child Health handbook and its related factors in Mongolia: A 

cross-sectional study among mothers of 3-year-old children in Bulgan Province  (モンゴル国におけ

る母子健康手帳の活用状況とその関連要因―ボルガン県の3歳児を持つ母親への 
横断研究―)」 
疋田直子 （指導教員：春名めぐみ） 
 

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～ 

                医学部5号館連絡担当            平成24年 4月～ 

        看護系教室 国際学術交流担当                 平成24年 4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～ 

        台北医科大学との学術交流協定準備担当       平成25年11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～ 
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周産期メンタルヘルス研究会 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（和文誌・英文誌） 平成20年  6月～ 

日本助産学会        研修・教育委員会担当理事 平成24年  4月～ 

公益社団法人 全国助産師教育協議会 理事   平成23年 6月～平成25年  6月 

特定非営利活動法人日本助産評価機構 理事 平成23年11月～ 

       助産専門職大学院（天使大学）認証評価評価員 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～ 

 

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28 回日本助産学会学術集会 一般演題抄録原稿査読 平成25年  

 

白石三恵 

日本助産学会・査読者（和文誌・英文誌） 平成24年10月～ 

日本助産学会 研修教育委員会 委員 平成24年  4月～ 

日本看護科学学会 理事会書記 平成25年10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～ 

 

松本弘子 

特定非営利活動法人日本助産評価機構委員 平成23年11月～ 

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）  
春名めぐみ, 松崎政代, 白石三恵, 八木有子 
「妊娠してから出産までの体と生活、出産について」 
丸の内朝大学 美活・妊活クラス～いつかのために今からできること～   
平成25年4月27日 
 
 



 25 

春名めぐみ  
「産後メンタルヘルスの基礎知識と母親への支援」 
社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会 周産期医療研修会看護コース  
平成25年6月27日 
 
春名めぐみ, 白石三恵，松本弘子 
東京大学医学部附属病院 災害時訓練（妊産婦・乳児救護） 
平成25年9月24日 
 
春名めぐみ  
「産後メンタルヘルスの基礎知識と母親への支援  
－周産期における主な精神障害、どう気づくか？予防的なかかわり－」 
松戸市乳児家庭全戸訪問事業訪問従事者研修会 
平成25年12月6日 
 
松崎政代 
「産む」を科学する 
第65回U-Talk, 東京大学 情報学環・福武ホール 
平成25年8月10日 
 
松崎政代 
「妊産婦の基礎知識」 
跡見学園女子大学 （避難訓練時の救護所運営訓練）  
平成25年9月24日 

 
松崎政代 
「妊産婦及び乳児に係る基礎知識について」妊産婦・乳児救護所派遣職員向け教養講座  
文京シビックセンター 
平成26年2月24日 
 
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～  
 
キタ幸子, 松崎政代. 東京大学附属病院勉強会 「周産期のドメスティック・バイオレ

ンス～医療現場で何ができるのか～、基礎知識、相談・支援の実際」. 東京大学付属病

院. 2013年6月5日 
 
キタ幸子, 松崎政代. 東京大学附属病院勉強会 「周産期のドメスティック・バイオレ

ンス～医療現場で何ができるのか～、妊娠中の暴力とその支援、DV被害女性への対応」. 
東京大学付属病院. 2013年6月24日 
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６．教室日誌 

 2013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 

 
      

4月 8日  健康科学・看護学科進学式 助産学教育課程オリエンテ

ーション 
 4月 9日 

 
4月 11日 

 地域看護学教室，母性看護学・助産学教室 
合同ウェルカムパーティー 
第16回 シフラの会開催 

 4月 18日～ 7月 4日 
4月 29日～ 5月 3日 
 

 母性看護学・助産学特論Ⅰ 講義 
学術協定大学 University of North Carolina Chapel Hillでの 

Writing セミナー 
 5月 9日, 16日 

 
 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）講義 
 5月 9日 

 
 平成25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 13日～ 9月10日  助産学Ⅰ 講義 
 5月 15日～ 9月20日  助産学Ⅲ 講義 
   5月 17日～ 8月31日  助産管理学 講義 
          
 

5月 17日～11月28日 
6月 1日 
6月 3日～6月28日 

 
 

助産学Ⅳ 講義・演習 
健康科学・看護学専攻 入試説明会 
母性看護学実習 

 6月 22日 
6月 28日 
 
6月 28日 

 
 
 
 

平成25年度日本助産評価機構 総会（東京） 
平成 25 年度全国国立大学法人助産師教育専任教員会議

（神戸） 
平成25年度全国助産師教育協議会（名古屋） 

 7月 19日 
8月 1日 

 第17回 シフラの会開催 
高校訪問 研究室紹介（岐阜高校） 

 8月 8日  東京大学オープンキャンパス 模擬講義「人類の来た道

とこれから歩く道」 
 8月 29日～ 9月 14日  助産学実習Ⅰ 
 9月 12日～11月 28日  母性看護学・助産学特論Ⅱ 講義 

 9月 13日～10月 16日  助産学Ⅱ 講義 

 9月  9日～10月 11日  ラボメソ生理学 担当：神経・筋骨格系講義 
 9月18日  第18回 シフラの会開催 
 10月 17日, 24日  駒場 全学自由研究ゼミナール（全学ゼミ） 
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 「ひとを元気にする科学」 
 10月 17日～11月 28日  母性看護学 講義 
 10月 30日  健康科学・看護学概論 講義 
 11月  5日  台湾 台北医科大学との学術交流会 
 11月 25日～12月 26日  助産学実習Ⅱ① 
 12月 12日  平成25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 
2014年 1月  6日～ 1月 22日 

1月 23日, 24日 
1月 27日 

 
 

助産学実習Ⅱ② 
修士論文発表会 
助産実習報告会 

 2月  3日  卒業論文発表会 
 2月  6日  助産学教育課程選考面接（4名） 
 3月 18日 

3月24日 
3月28日 

 母性看護学・助産学教室 大掃除＆忘年度会 
台湾 台北医科大学との学術協定 調印式 
高校訪問 研究室紹介（四日市高校） 

 3月28日  第19回 シフラの会開催 
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７．教室員名簿  

 
 
＜2013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 北里大学 看護学部 
〒252-0329  神奈川県相模原市北里2-1-1 

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） 
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（学部/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（学部/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（学部/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（学部/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（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（学部/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, 
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（学部/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2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2年） 
2012.4～ 

キタ 幸子 同 上 

大学院生（博士1年） 
2011.4～ 

芦田 沙矢香 同 上 

大学院生（博士1年） 
2011.4～ 

米澤 かおり 同 上 

大学院生（修士2年） 
2012.4～ 

疋田 直子 同 上  

大学院生（修士2年） 
2012.4～ 

日下 桃子 同 上 

大学院生（修士2年） 
2012.4～ 

南谷 真理子 同 上 

大学院生（修士1年） 
2013.4～ 

竹井 春香 同 上 

大学院生（修士1年） 
2013.4～ 

松本 弘子 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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