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概要

1 教育方法の実践例
1. 母性看護学概論における父性に関する読書後のレ
ポート提出

2016年04月～現在

父性の概念理解のために、父性に関する本を読み、読書
レポートを提出させている。学生は父性の概念を初めて
学ぶことから、さまざまな観点から選書しており、父性
の理解に役立っている。

2. 家族支援論：母性Ⅱにおける事例展開用の教材作
成

2013年04月2016年03月

前任校の母性看護学実習で使用する記録形式を母性看護
学の事例展開にも導入し、基本情報の記載形式は助産学
実習でも使用できるようにした。また事例展開用に「家
族支援論・母性Ⅱ事例演習教材」を作成し、演習で使用
した。

3. 助産診断技術学ⅡにおけるＰＢＬの導入と事例展
開用の教材作成

2012年04月2016年03月

前任校の助産診断技術学Ⅱにおいて3～4名のグループワ
ークにＰＢＬを導入し、学生が問題解決に基づき自主的
な学習態度を身につけ、助産過程を展開できるようにし
た。2013年度は過去の教材を冊子化し、「助産診断技術
学Ⅱ 事例演習教材」を作成し、演習で使用した。

2019年06月発刊

2005年の初版から10年以上経過しており、妊婦の高齢化
、ハイリスク妊娠の増加などに伴い、母性看護学実数で
受け持つ妊産婦の状況を反映した内容、最新のエビデン
スを取り入れた内容に改訂した。

2019年02月（2019年版発刊
）

分娩期の診断とケアについて、助産師が行う分娩期のケ
アの基本的な考え方、分娩第1期～4期までの経過に伴う
診断・アセスメントとケアについて最新のデータ、エビ
デンスを用いて、2013年以降毎年改訂版を発刊している
。

2015年11月

事前母性看護実習プレブックの助産編として助産学実習
で助産過程を展開するプロセスについて、分娩期を中心
に正常経過をたどる初産婦と経産婦、新生児、妊娠糖尿
病、妊娠高血圧症候群、多胎等の看護について執筆した
。

2013年04月～現在

母性看護専門看護師教育課程認定委員会の委員として教
育課程の認定に携わっている。2011～2013年度まで母性
看護分科会の委員長を務め、2014年度以降は副委員長を
務めている。

1. 国際看護学、実践看護英語によるMFWIへの引率

2018年08月08日～2018年08
月24日

2018年度はじめて看護学部生7名、大学院生1名の計8名を
MFWIに引率し、プログラムを通してワシントン州立大学
等との交流を深めた。

2. マヒドン大学との交換プログラム

2015年9月24日～2015年10月 タイ王国のマヒドン大学との提携により修士の学生4名（
7日
母性・小児看護学分野）に対して国際交流委員及び分野
としてプログラムの企画や研修施設との調整等を行った
。

2 作成した教科書、教材
1. 直前 母性看護実習プレブック
プロセス（第2版）

2. 助産師基礎教育テキスト

看護過程の思考

3. 助産学実習プレブック

第5巻

助産過程の思考プロセス

3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委
員会委員

4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 性教育認定講師

2016年11月1日

日本思春期学会会員が学校現場と連携し、性教育を円滑
に実践できることを目的とした認定制度で、4回の講習会
を受講する必要があり、10年間有効の資格である。

2013年04月～現在

母性看護専門看護師教育課程認定委員会の委員として教
育課程の認定に携わっている。2011～2013年度まで母性
看護分科会の委員長を務め、2014年度以降は副委員長を
務めている。

2018年10月11月

2017年4月から開始しているまちの保健室活動に10月と11
月に血圧測定等を含む相談員として参加した。2018年も
同様に参加し、更年期女性の健康相談等を担当した。

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委
員会委員

4 その他
1. 「まちの保健室」活動への参加

1

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

4 その他
2. 男女共同参画推進室による第9回ランチセミナー講 2016年7月25日
師

本学教職員を対象に「仕事と健康 知っているようで知
らない女性のからだの変化を識ろう」のテーマで、女性
のライフステージの変化やライフサイクルにおける健康
課題・問題について講演した。
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単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 助産師基礎教育テキスト 第5巻 共
分娩期の診断とケア 2019年版

2019年2月

日本看護協会出版会

担当箇所：責任編集および分娩期の診断とケアにつ
いて、第1章助産師が行う分娩期のケア（p.2-11）、
第4章分娩経過に伴う診断・アセスメントとケア（p.
104-145）
大橋一友、佐々木くみ子、中嶋有加里、中野美佳、
町浦美智子、村上明美、田村正徳

2. 直前 母性看護実習プレブック
共
第２版 ー看護過程の思考プロセ
スー

2019年06月

医歯薬出版株式会社

正常例は妊娠期から産褥期、新生児期まで１事例の
看護過程を取り上げた。正常から逸脱した事例は不
妊治療後の妊娠や妊娠糖尿病、予定帝王切開の自邸
等を追加し、学生が理解しやすいようにイラストや
図表を充実させた。村本淳子・町浦美智子編集 担
当箇所:産褥期の援助（pp.64-128)

3. 助産学実習プレブック
の思考プロセス

助産過程 共

2015年11月

医歯薬出版株式会社

担当箇所：責任編集および第1編 産婦のアセスメン
トとケア 初産婦と経産婦の分娩期の援助
髙知恵、佐々木くみ子、佐保美奈子、古山美穂、町
浦美智子、山田加奈子

4. ウィメンズヘルスナーシング概論 共
女性の健康と看護 第2版

2011年03月

ヌーベルヒロカワ

担当箇所：パートⅠ Ⅶ女性の健康と家族看護（p.1
05-115）
高橋真理、村本淳子、町浦美智子、他 24名

1997年06月

University of Califor
nia, San Francisco, S
chool of Nursing
Doctoral Program

グラウンデッド・セオリー法を用いて、十代で妊娠
を継続している妊婦17名を対象に妊娠中の主観的経
験に基づく理論の構築を試みた。妊婦の主観的な経
験は妊娠の継続を決意するまでの過程と妊婦として
の生活から記述できた。

1. 妊娠糖尿病の妊婦の支援に難しさ 共
を感じている助産師の妊婦の捉え
方

2019年07月

母性衛生、
60（2）、370-377

助産師10名を対象に半構成的面接を行い、妊娠糖尿
病の妊婦の支援において助産師がどのようなことに
支援の難しさを感じているのかを質的に分析した。
その結果、4つのカテゴリー【妊娠糖尿病の受容に伴
う心理的落ち込み】【手ごたえのない反応】【あい
まいな知識】【治療に専念できない】が抽出された
。本人担当部分：研究指導、論文作成指導
山田
加奈子、佐保美奈子、古山美穂、町浦美智子

2. 妊娠中期と後期の生活スタイルと 共
睡眠、血圧との関連

2019年01月

母性衛生、59（4）、88 妊娠22週以降の合併症のない初産婦32名を対象に、
6-895
妊娠中期と後期に生活スタイルとピッツバーグ睡眠
質問票（PSQI)による睡眠の質を調査した。その結果
、PSQI総合得点は妊娠中期、後期ともに生活スタイ
ル、血圧と有意差はなかった。しかし、妊娠中期に
身体かつ同僚が高い妊婦は、後期にPSQI得点が有意
に低く、妊娠中期に昼寝時間が長い妊婦は、後期のP
SQI得点が有意に高かった。本人担当部分：研究指導
・論文作成指導を行った。東本幸代、町浦美智子

3. 妊娠中期以後の妊婦のケアへの関 共
心と気分・感情との関連

2017年07月

第47回(平成28年度）日
本看護学会論文集 ヘ
ルスプロモーション（2
017）、7-10

妊娠中期以後の妊婦209名を対象に調査した結果、12
5名より回答があった。興味・関心のあるケアは妊婦
体操、ヨガや呼吸法、リラックス法であり、胎教コ
ンサートへの関心もみられた。9割以上の妊婦が話を
聴いてもらうことで気分の変化に対処していたが、
音楽聴取・歌唱をしていた妊婦はPOMSの疲労が有意
に低かった。本人担当部分：研究指導・論文作成指
導を行った。 宮本雅子、町浦美智子

4. NICU看護師のハイリスク妊婦への 共
産前訪問における看護実践

2017年04月

日本新生児学会誌、23
（1）、32-39

NICU看護師22名を対象に、ハイリスク妊婦の産前訪
問におけるアセスメントや実践内容を明らかにする
ことを目的に半構造化面接を行った。その結果、8つ
のカテゴリーが抽出され、子どものイメージ化を促
したり、ハイリスク妊婦のストレスや不安を和らげ
る看護実践を行っていた。本人担当部分：研究指導
や論文作成指導を行った。
福井早苗、町浦美智子、佐保美奈子

5. 第2子出産後３か月間に母親が経 共
験した子どもとの関わりに対する
思い

2015年07月

母性衛生、56（2）、35 2人の子どもを育てる母親は産後1か月時には第１子
9-366
と第2子それぞれの関わりのバランスの悪さ、3か月
時には2児とのかかわりの不十分さを感じていたが、
子どもがきょうだいだと感じ、２児の育児の楽しさ
を発見していた。施設や地域での経産婦への育児支
援を強化していく必要性が示唆された。本人担当部
分：研究指導や論文作成指導を行った。
谷郷智美、町浦美智子、佐保美奈子

2 学位論文
1. Experiences of pregnancy among 単
Japanese teenagers : Decision
s and perceptions of being a p
regnant teenager
3 学術論文

2
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3 学術論文
6. A literature review of the ef 共
fects of singing intervention
for healthy adults or patients
with various health condition
s

2014年03月

大阪府立大学看護学部 妊婦への歌唱介入による研究実施に先立ち、さまざ
紀要、20（1）、101-11 まな健康状態にある患者を対象とした歌唱介入の効
1
果を文献検討した。1,795文献の内、5文献がRCTによ
る介入研究であり、対象者はCOPD、認知症、高齢者
、パーキンソン病などの患者であった。歌唱の効果
として部分的に不安の軽減やうつ状態の改善、QOLの
向上などがみられたが、サンプルサイズが小さいた
めにその効果の一般化は困難であった。
Masako Miyamoto、Michiko Machiura

7. 第２子出産後３か月間に母親が経 共
験した感情の変化

2014年03月

日本母性看護学会誌、1 ２人の子どもを育てる母親14名に産後1か月時と3ヶ
4（1）、43-49
月時に面接した。その結果、母親は産後1か月時は第
1子の育児経験から余裕を持ち育児に楽しさを感じる
反面、慣れないい2児の育児に大変さを感じていた。
産後3か月になると生活のペースをつかむことで2児
の育児を楽しく感じていた。看護職者はこのような
母親の感情の変化を踏まえては母親が自分なりの育
児を確立していけるように支援する必要がある。
谷郷智美、町浦美智子

8. 在日韓国・朝鮮人若者の性に関す 共
る調査

2013年07月

大阪母性衛生学会雑誌
、49（1）、94-99

在日韓国・朝鮮人の男性41名、女性37名の若者（平
均年齢26.45±3.77歳）の性に関する現状を調査した
。性交相手がいる34名中いつも避妊しているのは10
名のみであった。性知識得点は在日学生に比べて低
く、伝統的価値観は高い傾向を示した。
椿知恵、町浦美智子、佐保美奈子、古山美穂、山田
加奈子

9. 妊婦の安全な運転姿勢のためのWe 共
b動画教材に対する評価

2013年07月

大阪母性衛生学会雑誌
、49（1）、67-72

妊婦485名より正しい運転姿勢についてWeb上で動画
を視聴した教材に対する評価を得た。良いと評価し
たのは97％であり、動画で運転姿勢を客観的に見直
すことができたことであった。改善点では正しい運
転姿勢と間違った姿勢での衝突映像を比較したいと
の意見があった。
中嶋有加里、山田加奈子、椿知恵、町浦美智子

10. 妊婦の全席シートベルト着用の意 共
識づけを目指したWeb動画教材に
対する妊婦による評価

2013年03月

大阪府立大学看護学部 妊婦教室に参加した妊婦とメールマガジンの妊婦読
紀要、19（1）、93-102 者に動画教材サイトを案内し、529名から評価を得た
。自由記述回答の回答者数と延べ件数は、良かった
点420名500件、改善点328名338件、情報提供の方法7
5名87件であった。内容分析の結果、98％の妊婦がよ
いと評価し、具体性58％、意外性16％、単純明快16
％であった。改善点は動画編集18％、着用法の説明1
3％、衝突映像11％であり、家族や一般人への啓発や
医療者による妊婦への指導を望んでいた。
中嶋有加里、山田加奈子、椿知恵、町浦美智子

11. 月経前症候群の症状を有する女性 共
に対する呼吸法のリラクセーショ
ン効果

2013年01月

母性衛生、53（4）、49 20～38歳の月経前症候群（PMS）を有する女性（呼吸
7-504
群20人、対照群20人）を対象に呼吸法によるリラク
セーション効果を測定した。その結果、呼吸法実施
後は副交感神経の指標である心拍変動のHFが有意に
増加し、唾液コルチゾールは有意に低下した。気分
調査票では「爽快感」が対照群より有意に増加した
。よって呼吸法はPMSの女性に対してリラクセーショ
ン効果をもたらすことが明らかになった。
大平肇子、町浦美智子

12. 妊娠前の20～30歳代就労女性の食 共
習慣、やせに関する知識、価値観
の実態
－やせ体型群と普通体
型群の比較－

2013年01月

母性衛生、53（4）、52 無記名自記式質問紙調査によりBMI18.5未満のやせ体
2-529
型群95人とBMI18.5以上25未満の普通体型群339人に
ついて、食習慣とやせに関する知識、食事および健
康に関する価値観を比較検討した。両群ともやせが
次世代の健康に影響を及ぼすという知識の正解率は3
割以下であった。やせ体型群は食事をする時の価値
で健康を重視していたが、理想及び健康に良いと思
う体重のいずれもBMI18.5未満の割合が普通体型群よ
り有意に多かった。
美甘祥子、町浦美智子、佐保美奈子

1. A literature review of respira 共
tory changes and singing in pr
egnancy

2020年01月

23rd East Asian Forum
of Nursing Scholars'
(EAFONS) Conference
Chiang Mai, Thailand

妊娠経過に伴う生理的な呼吸の変化と歌唱による呼
吸の変化について文献検討した結果を発表した。
担当部分：発表原稿・スライド作成の指導（口頭発
表）
Masako MIYAMOTO、Michiko MACHIURA、Tmoko Nishit
o 電子抄録番号：A00827

2. 妊婦の妊娠・出産・育児に関する 共
ヘルスリテラシーの実態

2019年06月

第21回日本母性看護学
会学術集会
(広島市）

初産婦419名を対象に、機能的、相互作用的、批判的
ヘルスリテラシー(以下HL)と妊娠・出産・育児に関
する情報探索行動、属性等を調査した。回収率75.4
％、分析対象は306名。情報探索は91％がホームペー
ジ、61％がSNSで行っていた。情報源の第1位はイン

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表
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２．学会発表
ターネットだったが、情報の信用度の第1位は医療従
事者であった。機能的HL得点は年齢が高い、計画妊
娠の妊婦において有意に高かった。批判的HL得点は
、不快症状のある妊婦で有意に高かった。担当部分
：研究指導、論文作成指導。長瀬徳子、町浦美智子
、本間裕子
3. Individualized education progr 共
am to prevent postpartum depre
ssion among Japanese first-tim
e mothers in late pregnancy an
d early postpartum

2019年01月

22nd East Asian Forum
of Nursing Scholars
(EAFONS)
Singapore

初産婦を対象に、産後うつ予防のためのリーフレッ
トを用いて妊娠後期および産褥早期に個別指導を行
い、抑うつの変化を検討した。その結果、介入群に
おいて妊娠後期から産褥1か月にかけて抑うつが改善
した者の割合が有意に多く、これはパートナーの家
事協力と関連していた。担当部分：論文作成指導（
口頭発表）
Maiko MANAKA, Miyuki KAWAZOE, Ayako SASAKI, Mic
hiko MACHIURA, Yuko HOMMA 電子抄録番号：ABS245
0

4. Positive effects of singing on 共
pregnant women's mood and fee
lings

2017年06月1 31st International Co
9日
nfederation of Midwiv
es Triennial Congress
,
Toronto, Canada

月1回90分間の歌唱クラスに3回参加した5名の妊婦に
、自宅でも歌唱し日誌をつけてもらい、その内容を
分析した。歌唱クラス直後及び自宅でも歌唱後は楽
しい気分やリラックスしていた。さらに自宅での歌
唱では胎児への関心や活気も高まっていた。今後、
妊婦のケアとして歌唱を取り入れる有用性が示唆さ
れた。本人担当部分：研究指導、論文作成指導を行
った。Masako MIYAMOTO, Michiko MACHIURA

5. 成人先天性示疾患女性のリプロダ 共
クティブヘルスに関する文献検討

2017年06月1 第19回日本母性看護学
1日
会学術集会
(西宮市）

成人先天性心疾患女性のリプロダクティブヘルスに
関する支援の現状や課題を検討した結果、妊娠や出
産は医学的、社会的にも問題であること、妊産婦死
亡例も報告されている。妊娠前からの管理が必要で
あるが、家族計画に関するニーズや具体的な支援の
報告はみあたらなかった。本人担当部分：文献検討
の指導
本末舞、渡邊香織、中嶋有加里、町浦美智子

6. The second report about effect 共
s of a nursing intervention pr
ogram based on the transtheore
tical model to decrease the me
nopausal symptom of climacteri
c women

2017年03月9 The 20th East Asian F
日
orum of Nursing Schol
ars (EAFONS)
D1-3F/129, abstract P
.84, Hong Kong

更年期症状軽減のために介入群32名に多理論統合モ
デル（Trans-theoretical model;TTM)に基づいて介
入した(対照群は33名）。その結果、対照群の更年期
症状に変化はなかったが、介入群では介入後1か月、
2か月のSMI得点が介入前より有意に低くなっていた
。
本人担当部分：研究指導、論文作成指導を行った。
Nobuko NANANISHI, Michiko MACHIURA

7. 在留中国人女子学生のための婦人 共
科受診行動支援プログラムの評価

2016年12月1 第36回日本看護科学学
0日
会学術集会、
PA-3-26、
講演集、p.50

来日6か月未満の中国人女子留学生12名を対象に作成
した30分程度のプログラム（DVD視聴、リーフレット
の説明、質疑応答）を実施し、フォーカスグループ
インタビューによりその有用性を検証した。その結
果、DVDの内容は良く理解でき、心の準備ができたと
の発言があり、女性の身体の特徴、月経周期、性感
染症の内容はリーフレットで理解できていた。専門
用語の一覧や中国語と日本語の併記の要望があった
。プログラム実施により受診行動への心構えができ
たと言える。本人担当部分：論文作成指導
カルデナス暁東、斉藤早苗、辻本裕子、黒田裕子、
町浦美智子

8. 妊娠中期以後の妊婦のケアへの関 共
心と気分・感情との関連 －POMS
尺度を用いてー

2016年11月1 第47回日本看護学会－
7日
ヘルスプロモーション
－学術集会
抄録集（2016）p.168 (
三重）

妊娠中期以後の妊婦209名を対象に調査した結果、12
5名より回答があった。興味・関心のあるケアは妊婦
体操、ヨガや呼吸法、リラックス法であり、胎教コ
ンサートへの関心もみられた。9割以上の妊婦が話を
聴いてもらうことで気分の変化に対処していたが、
音楽聴取・歌唱をしていた妊婦はPOMSの疲労が有意
に低かった。本人担当部分：研究指導・論文作成指
導を行った。
宮本雅子、町浦美智子

9. Changing of mood status follow 共
ing singing sessions among Jap
anese pregnant women

2016年03月

19th East Asian Forum
of Nursing Scholars
Abstract Book
Poster Presentation p
15-2 p.616-617 (Chiba
, Japan)

初めて出産する妊婦88名を対象に、25分間の歌唱セ
ッション後の気分の変化をMood Check List-short f
orm2(MCL-S2)を用いて測定し、尺度の信頼性を評価
した。その結果、楽しい、リラックスした気分が有
意に増加し、不安は有意に低下した。尺度全体のCro
nbaha's α係数は0.67であり、下位尺度の楽しさは0
.89、リラックスは0.86、不安は0.81であった。担当
部分：研究指導、本人論文指導 Masako Miyamoto, M
ichiko Machiura

10. Effects of the nursing interv 共
ention program based on the Tr
ans-theoretical Model on incre
asing physical activities of c
limacteric women

2016年03月

19th East Asian Forum
of Nursing Scholars
Abstract Book
Poster Presentation p
18-25 p.741-742 (Chib
a, Japan)

40～60歳の更年期女性に行動変容理論に基づく看護
介入プログラムを作成し，介入群32名に1か月間適用
し、対照群33名と行動変容レベル、身体活動、更年
期症状について介入前と介入4週間後とその後4週間
後に比較した。その結果、介入群と対照群の比較で
は身体活動に差はなかったが、介入群は全員が行動
変容の準備期から実行期に移行した。また、介入群
は介入4週間後に1週間後より身体活動は増加し、更
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年期症状は軽減していた。Nobuko Nkanishi, Michik
o Machiura
11. 妊娠中期と末期の生活スタイルと 共
睡眠、血圧との関連

2015年10月

第56回日本母性衛生学 妊娠中期と末期の生活スタイルと睡眠、血圧との関
会総会 母性衛生 56( 連を縦断的に明らかにした。妊娠22週以降の初産婦3
3),p.177 （盛岡市） 2名を対象に生活スタイル、睡眠の質、身体活動量、
血圧測定、睡眠活動日誌の記入を4日間ずつ実施した
。その結果、PSQI総合得点は妊娠中期と末期に睡眠
障害あり群で有意に高かった。妊娠中期の活動量が
高い妊婦は末期のPSQI得点が有意に低く、妊娠中期
の昼寝時間が長い妊婦は、末期のPSQI得点が有意に
高かった。PSQIと自宅血圧に関連はなかった。本人
担当部分：研究指導、論文指導 東本幸代、町浦美智
子、佐保美奈子

12. NICU看護師のハイリスク妊婦への 共
産前訪問における看護実践

2015年10月

第25回日本新生児看護
学会学術集会 プログ
ラム P.172 (盛岡市
）

13. 妊娠糖尿病妊産褥婦へのケアにお 共
いて助産師が困難だと感じた事例
の特徴と対応

2015年10月

第56回日本母性衛生学 助産師10名（平均年齢33.3±8.4歳）を対象に半構成
会総会 母性衛生 56( 的面接を行い、娠糖尿病妊産褥婦へのケアや保健指
3), p.249（盛岡市）
導で困難と感じた事例の特徴と対応について明らか
にした。事例の特徴は＜指導するが伝わらない＞＜
自宅で血糖コントロールができない＞＜仕事や子ど
もを優先してしまう＞など7カテゴリーで示された。
対応は＜栄養指導は栄養士に任せる＞＜一般的な食
事方法についてだけ説明する＞＜子どもへの影響を
通し、治療の重要性を認識してもらう＞など12カテ
ゴリーが抽出された。本人担当部分：研究指導、論
文指導 山田加奈子、町浦美智子、佐保美奈子、古山
美穂

14. 開業助産師による退院後1か月健 共
診までの初産婦の新生児の泣きへ
の応答性に対する援助

2015年06月

第17回日本母性看護学
会学術集会
プログラム･抄録集
p.73（東京）

開業助産師6名に半構成的面接を行い、退院後の新生
児の泣きへの応答性に対する母親への支援が必要で
あった事例を通して、訪問時期と回数、援助を必要
と判断した場面、アセスメントの視点、具体的な援
助内容を明らかにした。助産師は母親の過度な緊張
とぎこちない育児行動をアセスメントし、新生児へ
のタッチングやマッサージを行いリラックスさせて
いた。新生児の泣きに対して母親の知識不足をアセ
スメントし、泣きのピークや昼夜のリズムをつける
ことを説明していた。
本人担当部分：研究指導、論文指導 森重圭子、町
浦美智子、中嶋有加里

15. 妊娠前半期の妊婦の風疹感染に関 共
する知識、感染予防行動と不安の
実態

2015年06月

第17回日本母性看護学
会学術集会
プログラム・抄録集
p.56 （東京）

初産婦87名、経産婦74名（回収率27.7％）の妊娠前
半期における風疹感染に関する知識、感染予防行動
と不安の実態を明らかにした。4か月健診時の母親の
平均年齢は32.4±4.7歳、風疹感染が胎児に影響する
ことは妊娠前から約8割が知っていたが、不顕性感染
や潜伏期間は約5割の母親が知らなかった。感染予防
行動は67％が抗体価検査説明前には実施していなか
った。妊娠中の不安は自分の抗体価がわからないこ
とや感染しないかなどであった。抗体低値の場合、
次子妊娠を希望しない理由により産後ワクチンを接
種していない母親もいた。本人担当部分：研究指導
、論文指導 松實真由、町浦美智子、中嶋有加里

16. Health and QOL of Chinese fema 共
le students in Japan

2015年02月

18th East Asian Forum
on Nursing Scholars
Abstract book Poster
Presentation p.257-25
8 (Taiwan, Taipei)

在日中国人女性留学生96名の健康状態とQOLの関連を
検討した。月経の知識は10点満点で平均5.8±2.0点
、性感染症の知識は25点満点で平均10.9±4.2点であ
った。性感染症のうち、HIV/AIDS、淋病、梅毒は約7
割以上が知っていたが、残り8疾患は10～50%が認識
していた。33.3%が中国で産婦人科を受診したことが
あり、日本でのの受診経験は13.5％であった。QOL得
点と月経記録の有無や月経についての心配事の有無
との関連はなかった。本人担当部分：研究指導、論
文指導 Sanae Saitoh, Xiaodong Cardenas, Hiroko
Tsujimoto, Yuko Kuroda, Michiko Machiura, Kimi
yo Suehara

17. An educational program based o 共
n the health belief model for
newly disgnosed type2 diabetes
patients to promote self-care

2015年02月

18th East Asian Forum
on Nursing Scholars
Abstract book Poster
Presentation p.425-42

保健信念モデルに基づく教育プログラムを作成し、
マッチングした13組の2型糖尿病と診断された患者を
介入群と対照群に分けて、プログラムの効果を評価
した。介入群のセルフケアの利益認識の得点は増加

5

NICUに勤務する看護師22名に半構成的面接を実施し
、ハイリスク妊婦への産前訪問時の看護実践を明ら
かにした。NICU看護師は「母親の人物像」「不安内
容」「母親の受け入れ状況」を情報収集し、「母親
が子どものイメージができていない」ため、「イメ
ージができれば不安が軽減される」とアセスメント
する一方で、「イメージすることで不安になる」と
考えていた。実施では「家族が子どもにできること
を伝える」「気持ちを引き出すコミュニケーション
を工夫」していた。実施後は「母親の不安が軽減で
きた」と評価する一方、「産科と情報共有ができて
いない」などと評価していた。本人担当部分：研究
指導、論文指導 福井早苗、町浦美智子、佐保美奈
子
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behaviors in Japan

6 (Taiwan, Taipei)

していたが、有意ではなかった。しかし、セルフケ
ア行動は対照群より有意に増加し、体重減少も有意
であった。本人担当部分：研究指導、論文指導 Yuko
Yamamoto, Michiko Machiura, Chieko Hatamochi,
Kyoko Tanaka

18. 在日中国人女性留学生の生活の質 共
の実感とリプロダクティブヘルス

2014年11月

第34回日本看護科学学 在日中国人女性留学生153名の生活の質の実感とリプ
会学術集会 講演集 p.5 ロダクティブヘルスとの関連を把握した。WHOQOL26
78 （名古屋市）
の全項目に回答した96名を分析した結果、平均年齢2
3.2±3.4歳、尺度得点の平均3.3±0.3点、各領域の
平均は身体領域3.3±0.4点、心理的領域3.4±0.5点
、社会的関係3.3±0.4点、環境的領域3.3±0.4点で
あった。これらの得点と年齢、在日期間との相関は
なかった。中国人女性留学生のこれらの得点は日本
人20～30歳女性より身体的領域、社会的関係が低い
傾向にあった。
本人担当部分：研究指導、論文指導 斉藤早苗、カル
デナス暁東、辻本裕子、黒田裕子、町浦美智子、末
原紀美代

19. 長期に入院する統合失調症患者へ 共
のセラピューティックレクリエー
ションプログラムの実践と評価

2014年11月

第34回日本看護科学学 精神科病棟に入院する統合失調症患者9名を対象に、
会学術集会 講演集 p.3 看護師が実践するセラピューティックレクリエーシ
92 （名古屋市）
ョンプログラムを作成及び実践し、参加観察と面接
により患者の他者と交流する意欲に関する変化を記
述し、プログラムの評価をした。その結果、Rehab尺
度では全般的全行動得点、社会的活動性、言葉の技
能、セルフケアが介入後に有意に改善した。これは
患者が介入場面以外でも他者と交流する意欲を高め
、適切な行動がとれたことを示し、プログラムの有
用性があることが示唆された。本人担当部分：研究
指導、論文指導 河野あゆみ、町浦美智子、松田光信

20. 月経前症候群で悩む女性が実践し 共
たリラックス呼吸法の体験の分析

2014年09月

第55回日本母性衛生学 月経前症候群で悩む女性24名が実践したリラックス
会総会 母性衛生 55巻3 呼吸法の体験を分析し、習慣化するための支援方法
号 p.171 （千葉市）
の検討を目的とした。1か月の呼吸法実施後、MDQの
「指を切ったりお皿を割ったり失敗が多くなる」「
勉強や仕事の能率が低下する」は有意に低下してい
た。呼吸法の実施は生活に合わせ方法を調整したり
、慣れることでコツをつかんでいたが、慣れない頃
の難しさなど継続上の課題もあった。本人担当部分
：研究指導、論文指導 大平肇子、町浦美智子

21. 妊婦の電車利用時の不快症状及び 共
首尾一貫感覚（Sence of Coheren
ce; SOC）と予防行動との関連

2014年09月

第55回日本母性衛生学 妊婦の電車利用時の不快症状およびSOCと転倒や不快
会総会 母性衛生 55巻3 症状を予防する行動との関連を明らかにした。256名
号 p.149 （千葉市）
の妊婦予防行動実施群33名(12.9%)と非実施群223名(
87.1％)の2群に分けた。多重ロジスティック回帰分
析を行った結果、予防行動の実施には「腰が痛い」
の症状増強、無職、妊娠後退職・休職、SOCの有意味
感得点の１点増加が関連していた。本人担当部分：
研究指導、論文指導 須永由華、中嶋有加里、町浦美
智子

22. 女子学生の月経に関する知識－日 共
本人学生と中国人留学生の比較か
ら－

2014年09月

第55回日本母性衛生学 日本人学生1,132名と中国人留学生153名の月経に関
会総会 母性衛生 55巻3 する知識を比較検討した。月経に関する知識は10点
号 p.254 （千葉市）
満点で日本人学生4.0±1.8点、中国人留学生5.8±3.
2点、月経の記録はそれぞれ48.3％、45.1%が記録し
ており、月経について気になることがある女性は59.
7%と79.7％であった。留学による環境の変化を考慮
した支援の必要性が示唆された。
本人担当部分：研究指導、論文指導 辻本裕子、斉
藤早苗、カルデナス暁東、黒田裕子、町浦美智子、
末原紀美代

23. Effects of relaxation breathi 共
ng method on reliving PMS Symp
toms as a Midwifery care

2014年06月

International Confede
ration of Midwives 30
th Triennial Congress
CD-ROM (Czech Republi
c, Prague)

20～39歳の14名の女性を対象に月経前症候群の症状
緩和のためにリラックス呼吸法を助産師が指導し、
その効果を心拍変動とMDQ（Menstrual Disorder Que
stionnaires）により測定した。その結果、MDQの変
化はなかったが、副交感神経の指標であるHFは実施
後に有意に低下した。よってリラックス呼吸法は症
状緩和に効果があることが示唆された。本人担当部
分：研究指導、論文指導 Motoko Ohira, Michiko Ma
chiura, Junko Muramoto

24. Development and evaluation of 共
an audiovisual education mater
ial to promote seat belt wear
ing among pregnant women in Ja
pan

2014年06月

International Confede
ration of Midwives 30
th Triennial Congress
CD-ROM (Czech Republi
c, Prague)

妊娠中のシートベルト着用と正しいシートベルトの
付け方を紹介した動画とリーフレットを作成しwebで
公開した。アクセスした妊婦664名を対象に視聴前後
で質問に回答してもらい、知識や意識の変化を評価
した。その結果、後部座席でもシートベルトを着用
するという妊婦が17.6%から63.7%に増加、妊娠中の
シートベルト着用への不安は軽減、正しいシートベ
ルト着用の知識は51.9％から88.3％に増加した。ま
た、8～9割の妊婦がよい教材であると評価した。
本人担当部分：研究指導、論文指導 Yukari Nakajim
a, Michiko Machiura, Kanako Yamada, Chie Tsubak
i, Emi Tanji
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子育てをする母親を支援する祖母6名の経験を4回の
看護介入プログラム後の面接調査により明らかにし
た。祖母は物理的、情緒的、情報的、評価的、そし
て父親に代わる代理的なサポートをしていた。そし
て祖母は自尊感情の高まり、幸福感、健康的である
、家族員のコミュニケーションがよくなったと感じ
る一方、現在の子育ては難しいなど不安や心配も抱
えていた。本人担当部分：研究指導、論文指導 Sumi
, Misawa, Michiko Machiura, Kazumi Nakayama

２．学会発表
25. Effects of the grandmothers' r 共
ole experiences of supporting
child care for the mothers on
their lives in Northern Japan

2014年06月

International Confede
ration of Midwives 30
th Triennial Congress
CD-ROM (Czech Republ
ic, Prague)

26. 妊婦の電車利用時の不快症状と予 共
防行動の実態

2014年06月

第16回日本母性看護学 妊婦256名（有効回答率45.4％）を対象に電車利用時
会学術集会 抄録集 p.5 の不快症状の変化や転倒および不快症状に対する予
2 （京都）
防行動を明らかにした。その結果、電車利用時に増
強する症状は「疲れる」が82.8％、「腰が痛い」が5
1.5%であった。通勤電車で座席を確保できない妊婦
では「疲れる」が有意に増強していた。予防行動と
して「優先席を選ぶ」は68.7％、「混雑の少ない時
間を選ぶ」は53.1%が実施していた。本人担当部分：
研究指導、論文指導 須永由華、町浦美智子、中嶋
有加里

2014年11月

母子保健情報 68号 p.4 本稿では専門看護師とは、母性看護専門看護師教育
5-49
課程の現状、母性専門看護師としての活動、母性看
護専門看護師の地域母子保健への貢献について概説
した。

1. 専門看護師（母性看護CNS）の施 共
設での活用実態と教育機関のかか
える課題

2019年03月

日本母性看護学会誌、1 2018年度に母性看護CNSの活動状況や教育機関の課題
9（1）、1-6
を明らかにするために実態調査を実施した。その結
果、母性看護CNSの師SRつにおける存在意義や育成数
や教育機関の減少、キャリア継続に関する課題が浮
き彫りになった。担当部分：調査項目の検討、CNSと
の意見交換、発表原稿の校閲
遠藤俊子、上澤悦子、長坂桂子、佐藤陽子、松原ま
なみ、成田伸、工藤美子、町浦美智子、森恵美

2. 専門看護師の存在価値を高める戦 共
略の再考－母性看護臨床実践を変
えよう！－

2018年12月

第38回日本看護科学学 学術集会の交流集会において、専門看護師の中でも
会学術集会、p.30、201 特に母性看護専門看護師の育成や臨床における課題
8.12
を明らかにし、専門看護師の存在価値を高める戦略
を再考するために教育機関、臨床の看護管理者、母
性看護専門看護師に行った調査結果を基に、参加者
とともに討論を行った。担当部分：質問項目の妥当
性、結果・考察に関する助言
遠藤 俊子、上澤 悦子、長坂 圭子、佐藤 陽子、成
田 伸、松原 まなみ、工藤 美子、町浦 美智子、森
恵美

1. 妊娠期の睡眠の質改善のためのセ 共
ルフモニタリングの効果

2018年04月
～2021年03
月(予定）

科学研究費助成事業
（基盤研究Ｃ）

妊婦を対象に妊娠期の睡眠を改善するための看護介
入を行い、その効果を明らかにする予定である。
担当部分：研究指導
研究代表者：東本幸代 共同研究者：町浦美智子、
本間裕子

2. 思春期女子の母親とその娘の健康 共
行動に関する実態調査

2016年08月
～2017年03
月

科学研究費補助金学内
奨励金

思春期女子〔高校1年生と2年生）とその母親679組を
対象に、やせ願望の有無ややせが将来の健康に及ぼ
す影響などに関する知識や健康行動を明らかにする
ために、質問紙調査を行った。その結果、回収率は
女子生徒22.7%、母親24.9％であり、分析対象は121
組とした。母親の平均年齢は46.3歳（SD3.4歳）であ
った。BMI18.5未満のやせの割合は、女子生徒21.5％
、母親8.3%で女子生徒の割合が母親より有意に多か
った。やせに関する知識では「やせたまま妊娠する
と赤ちゃんが将来生活習慣病になる可能性が高い｣の
正答率は女子生徒28.1％、母親21.5％で最も低く約
半数は「知らない」と答えていた。研究代表者：町
浦美智子 共同研究者：本間裕子、谷郷智美、大西
舞子

3. 胎児・乳幼児の命を守る妊娠期か 共
らの自動車利用時の安全教育プロ
グラムの構築と実践

2013年04月
～2016年03
月

科学研究費助成事業
基盤研究（C）

妊産婦と家族が妊婦の全席シートベルト着用法、チ
ャイルドシートの使用法を習得し、同乗する胎児・
乳幼児の安全に対する意識向上を目指した教育プロ
グラムを構築する。その効果を母子健康手帳の受け
取り時、妊娠中期、産後の退院時に医療職者等によ
り検証する。
研究代表者：中嶋有加里 共同研究者：椿知恵、山
田加奈子、町浦美智子

4. 更年期女性の健康増進に向けた行 共
動変容を促す健康貯金ノートを用
いた介入プログラム

2011年04月
～2013年03
月

科学研究費助成事業
基盤研究（C）

更年期女性を対象に骨そしょう症の予防や健康増進
を目指した介入プログラムを開発し、介入し、その
効果を行動変容のプロセス、自己効力感、健康行動

３．総説
1. 母性看護専門看護師教育の現状と 単
地域母子保健への貢献

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等

６．研究費の取得状況
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６．研究費の取得状況
の増進、更年期に対する知識の側面から評価した。
研究代表者：中西伸子 共同研究者：町浦美智子、
斉藤早苗
5. 分娩介助技術としてのハンズオフ 共
手法の実態と根拠に基づく会陰保
護の再検討

2011年04月
～2014年03
月

科学研究費助成事業
挑戦的萌芽研究

ハンズオフ手法による会陰保護の実態を把握するた
めに主に助産院で行われている分娩介助について参
加観察や面接調査により明らかにした。その結果、
妊婦との信頼関係の下、妊娠中の呼吸法や歩行、食
事、会陰マッサージが分娩時のハンズオフによる会
陰裂傷の予防に寄与しており、分娩時は陣痛に合わ
せて呼吸を整え、待つ姿勢の分娩を実施していた。
研究代表者：町浦美智子 共同研究者：中嶋有加里
、椿知恵、山田加奈子

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2019年06月～2021年06月

一般社団法人日本母性看護学会

評議員

2. 2018年08月～2020年08月

一般社団法人日本思春期学会

3. 2018年07月～2019年06月

第21回日本母性看護学会学術集会

4. 2018年06月～2021年05月

公益社団法人日本看護科学学会

5. 2017年08月

国立大学法人

6. 2017年02月

公立大学法人大阪府立大学大学院看護学研究科

7. 2016年12月

広島大学大学院医歯薬保健学研究科

8. 2016年04月～2017年09月

第19回日本母性看護学会学術集会

9. 2016年03月～2018年03月

一般社団法人日本助産学会

代議員
企画委員
選挙管理委員会委員

香川大学医学系研究科

看護学専攻

特別講義講師

博士後期課程

博士論文副指導

副査

特別講義講師
学術集会長

代議員

10. 2016年02月～2020年02月

一般社団法人

日本看護学教育学会

評議員

11. 2016年02月

国立大学法人香川大学

12. 2015年04月～2016年03月

Japan Journal of Nursing Science Reviewer

13. 2015年04月～2017年03月

日本思春期学会

14. 2015年04月～現在

公益社団法人岡山県看護協会教育研修

15. 2015年03月2017年03月

Joanna Briggs

16. 2014年06月～2018年06月

一般社団法人

17. 2014年04月～現在

日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委員会

18. 2013年10月～現在

公益社団法人

日本看護科学学会

和文誌専任査読委員

19. 2013年06月～2019年06月

一般社団法人

日本母性看護学会

理事

20. 2013年04月～現在

一般社団法人

日本看護研究学会雑誌

21. 2013年04月～現在

一般社団法人日本助産学会

22. 2013年03月～2019年06月

公益社団法人日本看護科学学会

世界で活躍するグローバル医療人の育成事業

講演会講師

評議員
講師

Institute (JBI) Kobe Linguistic Translation Center
日本看護研究学会

母性看護専門分科会副委員長

専任査読委員

日本助産学会誌
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評議員

代議員

専任査読委員

