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所属学会（役職）

【2018年度実績】

１．研究業績

著作・論文・学会発表等の名称 単著・共著の別

(1)発行所、全ページ数
(2)雑誌名、巻（号）、開始-終了
ページ
(3)学会名、開催都市

(1)(2)著者、編者名
(3)発表者（発表者は○印）

発行・発表年月

（１）著作

1 単著
心とからだの健康　健学
社Vol.22　No.11  P38-39

関美雪 2018.11

1 単著
心とからだの健康　健学
社　Vol.22　No.12　P74-
75

関美雪 2018.12

（２）論文

1 共著
臨床病理66巻4号
P371‐375

荒川恭子、酒井伸
枝、井原寛子、久保
田亮、内山真理、関
美雪、室橋郁生

2018.5

2 共著

Journal of Physical
Fitness,Nutrition and
Immunology；Vol.28
No.1
P27-34

Miyuki Seki 、Mariko
Hattori 、 Aki
Shibata、   Aya
Fujikawa、 Hiroe
Hayashi

2018.9

3 共著
日本母性看護学会誌19
巻1号P73‐82

三浦真依、鈴木幸
子、　関美雪 2019.3

（３）学会発表

1 共著
第65回日本小児保健協
会学術集会、米子市

関美雪、森田満理
子、
吉岡幸子、伊草綾香

2018.6

2 共著
第20回日本母性看護学
会学術集会、越谷市

三浦真依、鈴木幸
子、　関美雪 2018.6

3 共著
The 5th CJK Nursing
Conference、Tokyo

Hiroe Hayashi、Misao
Mishio、Etsuko
Nakajima、Fumiko
Katakura、 Mithuyo
Takeda、Miyuki
Seki、
Mithuyo Azegami、
Nathuko Mizuma、
Aya Fujikawa

2018.9

4 共著
The 6th CJK Nursing
Conference、Tokyo

Mai Miura、Sachiko
Suzuki、Miyuki Seki 2018.9

5 共著
The 7th CJK Nursing
Conference、Tokyo

Miyuki Seki、Hiroe
Hayashi、Sachiko
Yoshioka、Ayaka
Igusa

2018.9

養護教諭なんでも相談室「児童虐待対応
の連携について」

Characteristics of “children of concern”
and problems with their support system

助産師の地域連携への困難感尺度の開
発

公衆衛生看護学

博士（医学）

96年筑波大学教育研究科修士課程、07年筑波大学人間総合科学研究科社会環境医学専攻博士課程

12年埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授

日本公衆衛生学会、日本公衆衛生看護学会、日本地域看護学会、日本看護学教育学会、、日本母性看護
学会、日本健康学会、体力・栄養・免疫学会、日本小児保健協会

大学主催健康講座の随時尿法を用いた
一日食塩摂取量測定と減塩推奨の効果
の検討

乳幼児を持つ母親を対象とした「遊びの
広場」における育児支援

養護教諭なんでも相談室「子どもの健康
課題への対策や取り組みについて」

産後の養育について特に支援が必要な
妊産婦を対象とした助産師の地域連携へ
の困難感尺度

 Difficulty and influence factors of
community cooperation by midwives — a
focusing on expectant and postpartum
mothers in special care needs —

The effect and challenge of visiting nurse
training program for already graduates

 The help-seeking preferences of
mothers with infants -focusing on the
relationship between self-efficacy and
support-



6 共著
The 8th CJK Nursing
Conference、Tokyo

Miyuki Seki、Hiroe
Hayashi、 Sachiko
Yoshioka、Aki
Shibata、 Yumi
Terauchi,、Setsuko
Seta

2018.9

7 共著
第77回日本公衆衛生学
会総会、郡山市

寺内祐美、林裕栄、
関美雪、延原弘章 2018.10

8 共著
第78回日本公衆衛生学
会総会、郡山市

伊草綾香、関美雪、
上原美子 2018.10

（４）その他

1

２．競争的資金等の研究

研究期間

1 2017.4～2020.3

３．教育業績

講義・演習・実習・論文指導等の名称 期間

（１）講義

1 2018.10～2019.2

2 2018.10

3 2018.6

（２）演習

1 2018.10～2019.2

2 2018.4

3 2018.11

4 2018.4～2019．3

（３）実習

1 2018.10～2018.12

2 2018.4～2018.6

3 2018.7

4 2018.10

（４）論文指導

1 2018.4～2019．3

2 2018.4～2019．3

（５）その他

1 2018.6～2019.3

2 2018.4～2019.3

保健師卒業生を対象として、相談援助技や事例検討会などをテーマ
にした勉強会を年3回開催した。

看護学特別研究

保健師卒業生勉強会

保健師就職支援
保健師志望の学生に対して、小論文添削、面接カードおよび面接対
策を適宜行った。

総合実習

公衆衛生看護技術Ⅰ
公衆衛生看護の援助技術の基本を理解できるよう作成した学習教
材（DVD）を、演習に用いた。

訪問看護師の役割の理解や、地域包括支援センターの役割につい
て理解を深めることができるよう指導を行った。

IPW実習
IPW実習の目的に沿って、所属の異なる学生が、意見を出し合い、
ディスカッションできるよう学習支援を行った。

学生が興味関心のあるテーマについて、学習を深められるよう支援
した。実習指導者と学習テーマを共有し、学生の指導にあたった。

3歳児健康診査における母親の満足度と
その理由

競争的資金等の名称

公衆衛生看護技術Ⅱ

子ども虐待予防に向けて父親のコンピテンシー
に着目した育児支援プログラムの開発（研究代
表者）

地区診断論
健康課題を明確化する理論について講義と、社会資源の現状、健康
指標や生活行動の分析についてはデータを用いて演習を行った。

公衆衛生看護展開論Ⅰ（母子・精神保健）
母子保健に関する訪問時の準備やアセスメント、相談支援、乳幼児
健診などについて独自のテキストを作成し、講義を行った。

概要（教育内容・方法等において工夫した点）

小児保健医療福祉論
医療的ケア児の現状と課題を中心に、小児保健医療福祉に関連す
る施策や課題についての学習を深めた。

健康課題をふまえた健康教育の立案・実施・評価までの演習を行っ
た。

文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究
（C））

地域ケア支援論
保健活動を展開するための理論を学ぶ内容とともに、事例研究から
地域ケアにおける支援の内容についての学習を深めた。

看護学演習（地域ケア支援）
公衆衛生看護の分野における研究の動向について理解を深めるた
め、文献抄読とクリティークを行った。

公衆衛生看護の活動の特徴と保健師の支援方法の理解が深まるよ
う実習指導を行った。

指導1名・副指導１名：看護実践を発展させる研究課題の決定と研究
方法の選択、研究内容の探求、研究の遂行に向けた指導を行った。

在宅看護学実習

公衆衛生看護学実習

卒業研究
4名の学生を担当し、学生が関心を持ったテーマに関して、主体的に
研究テーマに取り組めるよう関わった。

研究名、研究代表者・研究分担者の別

 Development and Assessment of
scenario learning materials to support
improved practical nursing competence

中高年向けの運動教室が医療費に及ぼ
す影響

該当なし



４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会等の講師

講演会、研修会等の名称 主催 講演、研修等のテーマ 開催年月

1 放送大学 2018.7

2
全国保健師教育
機関協議会　南関
東ブロック

2018.9

1 春日部保健所 2019.2

（２）国、自治体、財団法人等における委員等

国、自治体、財団法人等の名称 委員等の名称 任期

1 2005.4～現在

2 2015.11～現在

3 2015.11～現在

4 2015.4～現在

5 2016.4～現在

6 2015.7～現在

7 2018.1～現在

8 2017.6～現在

9 2017.6～現在

10 2017.6～現在

11 2017.7～現在

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

1

５．学内運営（委員会委員）

1

2

６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）

受賞名 主催 受賞年月

1

７．特許の保有状況

特許名 特許番号 登録年月

1
８．特記事項

川口市地域保健審議会委員 委員

委員

三郷市母子保健計画進捗管理 アドバイザー

委員

全国保健師教育機関協議会北関東・甲信
越ブロック

委員長

さいたま市健康づくり推進協議会

越谷市まちの整備に関する審議会 委員

全国保健師教育機関協議会　関東・甲信
越ブロック研究会

保健師就職者を増やすために

保健指導連絡検討会議（指導助言）
特定保健指導に関する事例提供とその検討に
ついて

一般公開講座＜リクエストシリーズ＞ 地域における子育てシステム

埼玉県国民健康保険団体連合会保健事
業支援・評価委員会

委員

オブザーバー

上尾市健康づくり推進協議会 委員

奨励研究部会

該当なし

該当なし

カリキュラム運営検討会

該当なし

該当なし

宮代町健康増進計画策定 アドバイザー

日本看護協会保健師職能委員会 委員

川口市保健活動指針策定委員会

川口市介護保険認定審査会


