
 

日本慢性看護学会 役員および評議員 

（第 1期：平成 18年度～平成 20年度） 

（敬称略、五十音順） 

理 事 長：野並 葉子       兵庫県立大学看護学部看護学科 

副理事長：河口 てる子    日本赤十字看護大学看護学部看護学科 

監  事：川村 佐和子    青森県立保健大学健康科学部看護学科  

高田 早苗     神戸市看護大学看護学部看護学科  

 

理  事：数間 恵子     東京大学医学部大学院医学系研究科  

河口 てる子    日本赤十字看護大学看護学部看護学科  

木下 幸代     聖隷クリストファー大学看護学部看護学科  

黒江 ゆり子    岐阜県立看護大学大学院看護学研究科 

土居 洋子     大阪府立大学看護学部看護学科  

野川 道子     北海道医療大学看護福祉学部看護学科  

野並 葉子     兵庫県立大学看護学部看護学科 

林 優子      京都大学医学部保健学科  

指名理事：森 菊子      兵庫県立大学看護学部看護学科 

     藪下 八重     近大姫路大学看護学部看護学科 

                             

評 議 員：青木 きよ子    順天堂大学医療看護学部看護学科 

青木 萩子    新潟大学医学部保健学科                

足立 久子    岐阜大学医学部看護学科 

池田 京子    武蔵野大学看護学部看護学科 

池田 清子    神戸市看護大学看護学部看護学科 

池田 由紀    大阪府立大学看護学部看護学科 

石川 りみ子    沖縄県立看護大学看護学部看護学科 

石鍋 圭子    青森県立保健大学健康科学部看護学科 

伊藤 直美    東京大学大学院医学系研究科 

伊波 早苗    滋賀医科大学医学部附属病院 

上岡 澄子    島根大学医学部看護学科 

上野 聡子    医療法人社団新日鐵広畑病院 

魚里 明子    健康サロンくつろぎ 

内田 雅子    大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 

小江 奈美子    国家公務員共済組合連合会浜の町病院 

岡 美智代    群馬大学医学部保健学科                     

奥宮 暁子    札幌医科大学保健医療学部看護学科 

数間 恵子    東京大学医学部大学院医学系研究科 

片岡 優実    兵庫医科大学病院 

河口 てる子    日本赤十字看護大学看護学部看護学科 

川村 佐和子    青森県立保健大学健康科学部看護学科 



 

神﨑 初美    兵庫県立大学地域ケア開発研究所 

木下 幸代    聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 

國吉 緑    琉球大学医学部保健学科 

黒江 ゆり子    岐阜県立看護大学大学院看護学研究科 

小島 善和    東海大学健康科学部看護学科 

小長谷 百絵    東京女子医科大学看護学部看護学科 

近藤 ふさえ    杏林大学保健学部看護学科 

佐藤 栄子    東京大学大学院医学系研究科博士課程 

佐藤 栄子    藤田保健衛生大学衛生学部衛生看護学科 

柴田 弘子    産業医科大学産業保健学部看護学科 

柴山 大賀    筑波大学医学専門学群看護・医療科学類看護学主専攻 

下山 節子    日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 

白水 眞理子    神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 

新谷 惠子    新潟医療福祉大学医療技術学部 看護学科  

鈴木 純恵    大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 

鈴木 智津子    浜松医科大学医学部附属病院 

鈴木 幸子     和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 

瀬戸 奈津子    日本看護協会政策企画部 

瀬戸 正子     高崎健康福祉大学看護学部看護学科 

添田 百合子    大阪警察病院 

曽根 晶子     市立伊丹病院 

高田 早苗     神戸市看護大学看護学部看護学科 

高橋 景子     福島県立医科大学看護学部看護学科 

竹川 幸惠     大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 

谷本 真理子    千葉大学看護学部看護学科 

中馬 成子     順心会看護医療大学看護学部看護学科 

塚越 フミエ    福井県立大学看護福祉学部看護学科 

土屋 陽子     岩手県立大学看護学部看護学科 

土居 洋子     大阪府立大学看護学部看護学科 

中西 陽子     群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 

中村 美知子    山梨大学医学部看護学科 

西片 久美子    日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 

西田 真寿美    岡山大学大学院保健学研究科 

野川 道子     北海道医療大学看護福祉学部看護学科 

野澤 明子     浜松医科大学医学部看護学科 

野並 葉子     兵庫県立大学看護学部看護学科 

長谷 部佳子    日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 

馬場 敦子     三菱神戸病院 

林 優子      京都大学医学部保健学科 

張替 直美     山口県立大学看護学部看護学科 



 

東 めぐみ     駿河台日本大学病院 

日高 艶子     聖マリア学院大学看護学部看護学科 

藤田 佐和    高知女子大学看護学部看護学科 

藤野 文代     岡山大学医学部保健学科 

古川 文子     東海大学健康科学部看護学科 

堀井 たづ子    京都府立医科大学医学部看護学科 

本庄 恵子     日本赤十字看護大学看護学部看護学科 

前田 明子     天使大学看護栄養学部看護学科 

松井 英俊     呉大学看護学部看護学科 

松尾 ミヨ子    大阪府立大学看護学部看護学科 

松下 由美子    山梨県立大学看護学部看護学科 

宮武 陽子     香川大学医学部看護学科 

宮脇 郁子     神戸大学医学部保健学科 

村岡 宏子     東邦大学医学部看護学科 

森加 苗愛     日本看護協会看護研修学校 

森 菊子      兵庫県立大学看護学部看護学科 

森田 夏実     慶應義塾大学看護医療学部看護学科 

森本 美智子    鳥取大学医学部保健学科 

森山 美知子    広島大学大学院保健学研究科保健学専攻 

矢田 真美子    神戸大学医学部保健学科 

藪下 八重     和歌山県立医科大学附属病院 

山下 香枝子    慶應義塾大学看護医療学部看護学科 

横手 芳惠     岡山県立大学保健福祉学部看護学科 

米田 昭子     国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 

和田 幹子     日本看護協会認定部 

以上 86名    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

日本慢性看護学会 委員会 

（第 1期：平成 18年度～平成 20年度） 

 
編集委員会 

 

 

委 員 長：数間 恵子 

副委員長：黒江 ゆり子 

委  員：伊藤 直美、本庄 恵子、宮脇 郁子、村岡 宏子、 

森本 美智子 

（任期：平成 19年 2月 1日～平成 21年 3月 31日） 

研究交流推進委員会 

 

 

委 員 長：木下 幸代 

副委員長：林 優子 

委  員：伊波 早苗、内田 雅子、小長谷 百絵、東 めぐみ 

（任期：平成 19年 8月 3日～平成 21年 3月 31日） 

広報委員会 

 

委 員 長：河口 てる子 

委  員：下村 裕子 

（任期：平成 19年 4月 1日～平成 21年 3月 31日） 

選挙管理委員会 

 

委員長：土居 洋子 

（任期：平成 18年 12月 3日～平成 21年 9月 30日） 

学術委員会* 

日本看護系学会協議会** 

担当理事：野川 道子 

（* 任期：平成 19年 6月 10日～平成 19年 8月 2日） 

（**任期：平成 19年 8月 3日～平成 21年 3月 31日） 

日本慢性看護学会誌 

専任査読委員 

 

青木 きよ子、池田 清子、池田 由紀、伊波 早苗、内田 雅子、

岡 美智代、奥宮 暁子、落合 亮太、片岡 優実、加藤 尚子、

神﨑 初美、木下 幸代、小長谷 百絵、佐藤 栄子、柴山 大賀、

瀬戸 奈津子、添田 百合子、田中 真琴、多留 ちえみ、 

富田 真佐子、中村 美知子、西片 久美子、西田 真寿美、 

古川 文子、松下 由美子、宮武 陽子、森田 夏実、 

矢田 真美子、山田 緑、横手 芳惠 

（任期：平成 19年 4月 1日～平成 21年 3月 31日） 

 


