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６．競争的研究資金獲得状況 
 

○看護学専攻 

氏名・職 資 金 提 供 元 代表・分担 研 究 題 目 

浦田秀子・教授 環境省 
 

主任研究員 
 

放射線の健康影響に係る研究調査事業 
福島県川内村の帰村促進のための取り組み 

浦田秀子・教授 長崎大学 
 
 

代表 
 
 

大学高度化推進経費（教育改革） 
災害からの復興に寄り添える高度医療人の

育成 

浦田秀子・教授 長崎大学 
 

代表 
 

大学高度化推進経費（年度計画） 
市民公開講座：福島県の現状と課題 

浦田秀子・教授 長崎大学原爆後障害医療研究所 
 

代表 共同利用・共同研究 
川内村の将来を担う子ども達の放射線健康

不安に関する研究 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
ハイブリッドセンシングを用いた乳幼児睡

眠のビデオ画像自動評価システムの開発と

適用 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
未解明の妊娠レストレスレッグス症候群の

スクリーニングと周産期アウトカムへの影

響 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
妊娠期 DV の育児期に及ぼす影響の探索と

構造化：前向きコホート研究 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
実践を変革する母乳育児支援専門家教育プ

ログラムと配信システムの開発 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
晩産化妊婦の心と身体を充電するプログラ

ムの産後うつ病重症化への予防効果 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
タンザニアでの持続的な若手助産研究者教

育課程の開発と評価 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
妊娠・育児期における母子の睡眠の相互影響

と介入効果の検討 

江藤宏美・教授 日本学術振興会 分担 アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
タンザニアの母子保健改善に貢献する持続

的な若手研究者の育成 

大石和代・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
超音波測定による長期臥床切迫早産妊婦の

筋力の経時的な変化 

大石和代・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（C）（一般）  
産褥期に残存していく乳房硬結の超音波ス

クリーニング方法の開発 

大石和代・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（C）（一般） 
妊婦の胎児への愛着形成促進法の探索－妊
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娠、分娩、産褥期のオキシトシンの推移から

－ 

大西真由美・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
国際的格差社会を生き抜くための人間の安

全保障から考える健康生活確保と地域社会

要件 

田代隆良・教授 文部科学省 代表 基盤研究（C） 
宿主自然免疫の解析による新しい深在性真

菌症診断法の開発 

中尾優子・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
産褥期に残存していく乳房硬結の超音波ス

クリーニング方法の開発 

花田裕子・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
「16 歳以上の虐待被害者を対象とした包括

的継続的自立支援に関する研究」 

平野裕子・教授 ファイザーヘルスリサーチ振興財

団 
代表 日越 EPA によるベトナム人看護師の受入れ

に関する研究 

平野裕子・教授 長崎大学 代表 大学高度化推進経費（チャレンジ支援事業） 
持続可能な外国人看護師の受入れに関する

研究―送出国・受入国の互恵的見地から 

平野裕子・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
東アジアの外国人介護職の国際移動をめぐ

る比較研究：制度、スキル、言説 

平野裕子・教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
外国人看護師候補者の看護師国家試験合格

に向けた教育支援プログラムの開発 

藤崎 郁・教授 長崎大学 分担 平成 25 年度大学高度化推進事業経費 
持続可能な外国人看護師の受け入れに関す

る研究―送出国・受入国の互恵的見地から― 

藤崎 郁・教授 公益財団法人ファイザーヘルスリ

サーチ振興財団 
分担 日越 EPA によるベトナム人看護師の受け入

れに関する研究 

本田純久・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
離島住民の生活習慣改善に向けてソーシャ

ルマーケティングを活用する地域介入研究 

本田純久・教授 国立がん研究センター 分担 がん研究開発費 
多施設共同研究の質の向上のための研究体

制確立に関する研究 

本田純久・教授 厚生労働科学研究費補助金 分担 がん臨床研究事業 
全例登録を基盤とした高リスク骨髄異形成

症候群に対する標準治療の確立および予後

マーカー探索の研究 

宮原春美・教授 日本学術振興会 代表 科学研究補助金 基盤研究（C） 
発達障害児の性発達支援プログラム開発に

関する研究 

宮原春美・教授 日本学術振興会 代表 ひらめき☆ときめきサイエンス事業受託研

究費 
みんなで楽しく学ぼうからだ探検隊１号・2
号 
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荒木美幸・准教授 日本学術振興会 代表 科学研究補助金 基盤研究（C） 
妊婦の胎児への愛着形成促進法の探求―妊

娠、分娩、産褥期のオキシトシンの推移から

ー 

荒木美幸・准教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
超音波測定による長期臥床切迫早産妊婦の

筋力の経時的な変化 

楠葉洋子・准教授 日本学術振興会 分担 科学研究補助金 基盤研究（C） 
地域で生活する精神障害者のリカバリーと

セルフマネジメントにおける楽観性に関す

る質的分析 

楠葉洋子・准教授 
 
 

日本学術振興会 
 
 

分担 
 
 

科学研究費補助金 基盤研究（C） 
子供を持つ乳がん患者への複合型サポート

プログラムの開発 

新川哲子・准教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
生体モニタリング評価を通じた重症心身障

害児における治療効果判定 

新川哲子・准教授 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
新規開発モニタリングによる放射線汚染地

域住民の健康モニタリング評価 

新川哲子・准教授 環境省 分担 放射線の健康影響に係る研究調査事業 
福島県川内村の帰村促進のための取り組み 

新川哲子・准教授 長崎大学 分担 大学高度化推進経費（教育改革） 
災害からの復興に寄り添える高度医療人の

育成 

新川哲子・准教授 長崎大学 分担 大学高度化推進経費（年度計画） 
市民公開講座：福島県の現状と課題 

新川哲子・准教授 長崎大学原爆後障害医療研究所 分担 共同利用・共同研究 
川内村の将来を担う子ども達の放射線健康

不安に関する研究 

星 美和子 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
看護師の内的成長とウェルビーイングを促

進するモデル構築と検証に関する研究 

金丸由美子・助教 環境省 分担 放射線の健康影響に係る研究調査事業 
福島県川内村の帰村促進のための取り組み 

金丸由美子・助教 長崎大学原爆後障害医療研究所 分担 共同利用・共同研究 
福島県川内村高齢住民における放射線リテ

ラシーと心身健康の実態と実効的なケアの

開発 

川崎涼子・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 若手研究（B） 
訪問看護師の倫理的ジレンマ実態調査およ

びバーンアウトとの関連 

黒田裕美・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 若手研究（B） 
慢性心不全患者の身体の理解に基づくセル

フモニタリングの検討 

佐々木規子・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C）  
島嶼部，過疎地の看護職者のための遺伝教育

プログラム開発に関する研究 
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佐々木規子・助教 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（C）  
発達障害児の性発達支援プログラム開発に

関する研究 

佐々木規子・助教 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 
成人期のプラダー・ウィリィ症候群本人の

QOL 向上を目指したケアギバーズ教育の検

討 

佐々木規子・助教 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
遺伝医療の質向上を目指した遺伝サポート

グループと看護者との協働方略の構築 

田中準一・助教 長崎大学原爆後障害医療研究所 分担 共同利用・共同研究 
川内村の将来を担う子ども達の放射線健康

不安に関する研究 

永江誠治・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 若手研究（B） 
「児童精神科で薬物療法を受けている子ど

もを対象とした心理教育プログラムの実証

的研究」 

西原三佳・助教 長崎大学（保健学科） 代表 特別研究支援経費 
ケニア国における若者の性行動と性に関す

る健康希求行動に係る基礎調査 

橋爪可織・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C）  
子供を持つ乳がん患者への複合型サポート

プログラムの開発 

森藤香奈子・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 若手研究（B） 
課題名「染色体障害児のきょうだいに対する

障害説明の理論構築に関する研究」 

山口智美・助教 International Primary Care Respiratory 
Group 

分担 Pain in people with COPD 

山口智美・助教 学科長裁量研究費  
 

代表 Contributing factors to pain experienced by 
people living with COPD: Nagasaki preliminary 
study、 Contributing factors to pain experienced 
by people living with COPD: Nagasaki 
preliminary study 

横尾誠一・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 若手研究（B） 
 在宅療養高齢者の地域連携の満足度に関す

る研究～よりよい地域連携構築を目指して

～ 

山本直子・助教 長崎県看護協会 代表 乳幼児を持つ母親の食生活と精神的健康度

に関する研究 

山本直子・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費助成事業 
4 か月児健康診査を受けた子どもを持つ母

親の精神的健康度とその要因 

 

○理学療法学専攻 

氏名・職 資 金 提 供 元 代表・分担 研 究 題 目 

沖田 実・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（B） 
組織損傷ならびに不活動由来の慢性痛に対

する理学療法の生物学的効果を探る 

沖田 実・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 挑戦的崩芽研究 
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下肢関節疾患術後に対する上肢運動の鎮痛

効果機序解明とバイオマーカー探索 

沖田 実・教授 厚生労働省 分担 厚生労働省科学研究費補助金（慢性の痛み対 
策事業） 
「痛み」に関する教育と情報提供システムの 
構築に関する研究 

折口智樹・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
関節リウマチに対するリハビリテーション

の効果と客観的評価指標の探索 

千住秀明・教授 日本学術振興会 
 

代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
地域病診連携システムが慢性閉塞性肺疾患

の予防と治療を可能にするか 

千住秀明・教授 独立行政法人 環境再生保全機構 代表 公害被害者予防事業 
呼吸リハビリテーションの実践及び客観的

手法に関する調査研究 

井口 茂・准教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
高齢運動指導ボランティア主導による虚弱

高齢者に対する運動教室の効果と実効性の

検討 

中垣内真樹・准教

授 
日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 

地域循環型の新たな介護予防（運動実践）支

援システムの構築に関する研究 

中野治郎・准教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
不動に伴う慢性痛の発生メカニズムを末梢

機構から探る 

中野治郎・准教授 長崎大学医学部保健学科 代表 平成 25 年度大型プロジェクト研究支援経費 
保存療法を目的に入院したがん患者に対す

る効果的なリハビリテーションプログラム

の開発に関する段階的研究 

関野有紀・助教 長崎大学医学部保健学科 代表 平成 25 年度特別研究支援経費 
不動に伴う痛みの末梢機構における神経成

長因子の役割 

関野有紀・助教 長崎大学医歯薬学総合研究科 代表 平成 25 年度融合型研究促進事業 
不活動由来の痛みの発生メカニズムにおけ

る分子基盤解明－ケラチノサイトにおける

神経成長因子の機能解析－ 

田中貴子・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
高齢者を対象とした簡便で安全性の高い運

動処方まで可能な全身持久力評価法の開発 

田中貴子・助教 日本学術振興会 分担 科学研究費補助金 基盤研究（C） 
地域病診連携システムが慢性閉塞性肺疾患

の予防と治療を可能にするか 
田中貴子・助教 独立行政法人 環境再生保全機構 分担 公害被害者予防事業 

呼吸リハビリテーションの実践及び客観的

手法に関する調査研究 

中原和美・助教 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 若手研究（B） 
地域在住高齢者に対する TUG manualを用い

た転倒予測の可能性の検討 

 



 - 303 - 

○作業療法学専攻 

氏名・職 資 金 提 供 元 代表・分担 研 究 題 目 

中根秀之・教授 学術研究助成基金助成金 基盤研究
(C)  

代表 21 世紀の統合失調症の発症危険率や精神医

学的臨床症状の変化に関する調査研究 

中根秀之・教授 厚生労働科学研究費補助金 分担 血液凝固因子製剤による HIV 感染被害者の

長期療養体制の整備に関する患者参加型研

究 

中根秀之・教授 大型プロジェクト研究支援経費 代表 川内村被災住民に対する心身健康増進プロ

グラムの開発と被災者健康データベース構

築の可能性 

中根秀之・教授 長崎大学原爆後障害医療研究所 共
同利用・共同研究 

代表 福島県川内村高齢住民における放射線リテ

ラシーと心身健康の実態と実効的なケアの

開発 

田中悟郎・教授 日本学術振興会 代表 科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ） 

集団認知行動療法が統合失調症患者のセル

フスティグマに及ぼす影響に関する研究 

岩永竜一郎・准教

授 
日本学術振興会 代表 基盤研究(C) 

学校における発達障害児の感覚・運動アセス

メントツールの開発に関する研究 

田中 浩二・助教 科学研究費助成事業（学術研究助成

基金助成金） 基盤研究（C） 
代表 認知症の行動・心理症状（BPSD）の評価尺度

の開発 

吉村俊朗・教授 厚生労働省 分担 厚生労働研究費補助金 
食品の安全確保推進研究事業 
食品を介したダイオキシン類等の人体への

影響の把握とその治療法の開発等に関する

研究 

(カネミ油症検診者の血清ＣＫおよびアルド

ラーゼ値の経年変化と内科合併症について) 

吉村俊朗・教授 日本学術振興会 代表 基盤研究(C) 

免疫組織化学及び微細構造からみた筋無力

症候群の神経伝達障害機序の解明 
吉村俊朗・教授 日本学術振興会 分担 基盤研究(C) 

新たな病因自己抗体、LRP4 抗体陽性重症筋

無力症の臨床像と神経筋接合部病態 
村田潤・准教授 日本学術振興会 代表 基盤研究(C) 

手指感覚情報処理時の自律神経性手指循環

制御機構に対する脳皮質活性変調の効果 

村田潤・准教授 日本学術振興会 分担 基盤研究(B) 
多理論統合モデルを用いた介護予防プログ

ラム介入のランダム化比較試験 
村田潤・准教授 日本学術振興会 分担 挑戦的萌芽研究 

虚弱高齢者にも安全に行えるバランスゲイ

トトレーニングの開発－多施設共同研究－ 

東登志夫・教授 日本学術振興会 代表 基盤研究(C) 

「メンタルプラクティスの効果的な実践方

法の開発に向けた神経生理学的検討」 

東嶋美佐子・教授 長崎大学原爆後障害医療研究所 共
同利用・共同研究 

代表 避難生活が高齢者の食べる機能に及ぼす影

響とその予防プログラムの構築に関する研

究 

東嶋美佐子・教授 日本学術振興会 代表 嚥下と呼吸の協調波形及び非協調波形と誤
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嚥との関係性解明に向けた臨床研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


