
 

 

 

日本慢性看護学会 役員および評議員一覧 

（任期：平成 30年度～令和 2年度） 

（敬称略、五十音順） 

理 事 長：黒江 ゆり子  岐阜県立看護大学大学院看護学研究科 

副理事長：本庄 恵子   日本赤十字看護大学看護学部 

理  事：河口 てる子  日本赤十字北海道看護大学看護学部 

   瀬戸 奈津子  関西医科大学看護学部 

   東 めぐみ   日本赤十字北海道看護大学看護学部 

   森 菊子    兵庫県立大学看護学部 

   安酸 史子   関西医科大学看護学部 

   米田 昭子   山梨県立大学看護学部 

指名理事：藤澤 まこと   岐阜県立看護大学看護学部 

    ：星野 純子    名古屋大学大学院医学系研究科 

監  事：数間 恵子   元東京大学大学院医学系研究科 

   川村 佐和子  聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科 

 

評 議 員（97名） 

青木 きよ子 順天堂大学大学院医療看護学研究科 

東 ますみ 神戸女子大学看護学部 

池田 清子 神戸市看護大学看護学部 

泉 キヨ子 帝京科学大学医療科学部 

伊藤 史 JA北海道厚生連帯広厚生病院 

伊波 早苗 草津総合病院 

今戸 美奈子 高槻赤十字病院 

植木 博子 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 

魚里 明子 神戸女子大学看護学部 

鵜澤 久美子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

内海 香子 岩手県立大学看護学部 

内田 雅子 高知県立大学看護学部 

小江 奈美子 京都大学医学部附属病院 

落合 亮太 横浜市立大学医学部 

柏崎 純子 昭和大学江東豊洲病院 

数間 恵子 元東京大学大学院医学系研究科 

片岡 優実 藤田保健衛生大学病院 

河口 てる子 日本赤十字北海道看護大学看護学部 

川村 佐和子 聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科 

神﨑 初美 兵庫医療大学看護学部 

木下 幸代 聖隷クリストファー大学看護学部 

黒江 ゆり子 岐阜県立看護大学大学院看護学研究科 

古賀 明美 佐賀大学医学部 

小長谷 百絵 上智大学総合人間科学部 



 

 

 

佐々木 栄子 北海道医療大学看護福祉学部 

佐藤 栄子 足利工業大学看護学部 

佐藤 禮子 関西国際大学保健医療学部 

柴山 大賀 筑波大学医学医療系 

島田 恵 首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

清水 安子 大阪大学大学院医学系研究科 

下村 晃子 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 

下山 節子 NPO 法人日本看護キャリア開発センター 

白水 眞理子 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 

鈴木 久美 大阪医科大学看護学部 

鈴木 智津子 浜松医科大学医学部附属病院 

瀬戸 奈津子 関西医科大学看護学部 

添田 百合子 創価大学看護学部 

高岸 弘美 山梨県立大学看護学部 

高樽 由美 高知県立大学看護学部 

髙山 望 北海道科学大学保健医療学部 

高谷 真由美 順天堂大学医療看護学部 

竹川 幸恵 大阪はびきの医療センター 

武田 真弓 山梨勤労者医療協会 甲府共立診療所 

田中 孝美 日本赤十字看護大学看護学部 

田中 真琴 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 

谷本 真理子 東京医療保健大学医療保健学部 

多留 ちえみ 神戸大学大学院保健学研究科 

近本 洋子 久留米大学認定看護師教育センター 

土屋 陽子 名寄市立大学保健福祉学部 

土居 洋子 元兵庫医療大学看護学部 

外崎 明子 国立看護大学校看護学部 

富田 真佐子 昭和大学保健医療学部 

中尾 友美 千里金蘭大学看護学部 

長瀬 雅子 順天堂大学医療看護学部 

中野 実代子 日本赤十字北海道看護大学看護学部 

仲村 直子 神戸市立医療センター中央市民病院 

中村 光江 日本赤十字九州国際看護大学看護学部 

西片 久美子 日本赤十字北海道看護大学看護学部 

野川 道子 北海道医療大学看護福祉学部 

野中 共子 新潟大学医歯学総合病院 

長谷川 智子 国立大学法人 北海道大学病院 

長谷 佳子 北海道医療大学病院 

長谷部 佳子 名寄市立大学保健福祉学部 

畑中 あかね 神戸市看護大学看護学部 

簱持 知恵子 大阪府立大学大学院看護学研究科 

馬場 敦子 神戸女子大学看護学部 

林 優子 関西医科大学看護学部 

原 三紀子 東邦大学看護学部 



 

 

 

東 めぐみ 日本赤十字北海道看護大学看護学部 

日高 艶子 聖マリア学院大学看護学部 

藤澤 まこと 岐阜県立看護大学看護学部 

藤田 君支 九州大学大学院医学研究院 

藤田 佐和 高知県立大学看護学部 

藤原 由子 神戸女子大学看護学部 

本城 綾子 独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 

本庄 恵子 日本赤十字看護大学看護学部 

松尾 ミヨ子 聖マリア学院大学看護学部 

松下 由美子 佐久大学大学院看護学研究科 

松本 麻里 兵庫医療大学看護学部 

三浦 英恵 日本赤十字看護大学看護学部 

三浦 幸枝 岩手医科大学附属病院 

宮武 陽子 徳島文理大学地域医療連携センター 

宮林 郁子 福岡大學医学部看護学科 

宮脇 郁子 神戸大学大学院保健学研究科 

村岡 宏子 順天堂大学大学院医療看護学研究科 

桃坂 真由美 九州大学病院 

森 加苗愛 大分県立看護科学大学 

森 菊子 兵庫県立大学看護学部 

森田 夏実 東京女子医科大学看護学部 

森本 美智子 岡山大学大学院保健学研究科 

森山 美知子 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

安酸 史子 関西医科大学看護学部 

藪下 八重 佛教大学保健医療技術学部 

横山 悦子 順天堂大学保健看護学部 

由浪 有希子 東北大学病院 

米田 昭子 山梨県立大学看護学部 

和田 由樹 聖マリアンナ医科大学病院 

 

  



 

 

 

 

日本慢性看護学会 委員会委員 

（第 5 期：平成 30 年度～令和 2 年度） 

 

編集委員会 委員長 ：本庄恵子 

副委員長：村岡宏子、森本美智子 

委  員：柴山大賀、下村晃子、住谷ゆかり、田中孝美、 

田中真琴、布谷麻耶 

研究交流推進委員会 委員長 ：米田昭子 

委 員 ：内海香子、須森美枝子、谷本真理子、長谷川智子、 

馬場敦子、村岡宏子 

政策委員会 委員長 ：東めぐみ 

副委員長：富田真佐子 

委  員：阿部利恵、今戸美奈子、大澤栄美、太田美帆、 

坂井志摩、高井奈美、谷本真理子 

広報委員会 委員長 ：森菊子 

委 員 ：藤原由子 

表彰委員会 委員長 ：安酸史子 

委 員 ：畑中あかね、本庄恵子 

選挙管理委員会 委員長 ：瀬戸 奈津子  

委 員 ：馬場敦子、山下裕紀、山尾美希 

日本看護系学会協議会 
担 当 ：河口てる子 

日本慢性看護学会誌 

専任査読委員 
青木きよ子、阿部吉樹、阿部利恵、池田清子、伊波早苗、 

今戸美奈子、内田雅子、落合亮太、川上明希、河田照絵、 

神崎初美、木下幸代、小坂志保、小長谷百絵、齋藤奈緒、 

佐々木栄子、佐藤栄子、島田恵、清水安子、瀬戸奈津子、 

添田百合子、高橋奈美、谷村千華、多留ちえみ、徳永友里、 

外崎明子、富田真佐子、中村光江、長瀬雅子、難波志穂子、 

西片久美子、西田真寿美、籏持知恵子、真茅みゆき、間瀬由記、

松下由美子、三浦英恵、薮下八重、山田緑、和田美也子 

研究助成委員会 委員長：安酸史子 

委 員：森菊子、藤澤まこと 

 


