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１

2014 年度

社会活動
学園外活動

灰田 宗孝

：医療法人

珠光会理事

1992.4～2015.3

医療法人

杏林会理事

2000.4～2015.3

社会福祉法人

杏林福祉会理事

日本光脳機能イメージング研究会

世話人

日本内科学会

1989.5.29～現在

1982.4～

日本脳循環代謝学会
八木病院
吉田 礼子：

2000.4～2015.3

認定医

1993.4～

非常勤医師

功労委員

1998.4～2015.3
2009.4～2015.3

1992.4～2015.3

神奈川県看護師等養成機関連絡協議会教員継続研修制度推進委員会担当理事
2014.4～2015.3
神奈川県立保健福祉大学実践教育センター
「看護教育方法」非常勤講師

2014.6

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター
護師「教育心理」非常勤講師

教員・教育担当者養成課程成コース
実習指導者養成教育保健師・助産師・看

2014.9

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター

教員・教育担当者養成課程看護コース

「看護教育研究計画演習」「看護教育研究演習」非常勤講師
中田 芳子：

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター
・看護師「看護教育課程」非常勤講師
・看護師「実習指導の実際」非常勤講師
Sientific Advisor

実習指導者養成教育保健師・助産師

2014.9

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター
日本禁煙学会

実習指導者養成教育保健師・助産師
2014.10

2014.4～2015.3

鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院研究指導
望月 好子

：小田原市立病院看護部

看護研究指導講師

神奈川県立高浜高等学校

特別授業講師

神奈川県立看護教育大学校

2014.5～2015.2

2014.4～2015.3

2014.12～2015.3
2015.2

実践教育センター教育実習(講義・実習）指導

2014.6

～2014.12
小川 景子

：日本看護歴史学会学会誌査読委員

2013.11～至現在

渕田 明子

：日本いのちの教育学会

2013.2～至現在

運営委員

小澤高等看護学院「小児看護学Ⅰ」講師
吉野 由美子：第 45 回日本看護学会
厚木市立病院

急性期看護

看護研究指導講師

学術集会

抄録選考委員会、2014.1～5

2014.5～2015.1

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター
理指導と相談」講師

2014.2

感染管理看護師認定教育課程「感染管

2014.７～2014.9

神奈川県看護協会教育研修Ｄ群「看護研究の基本を学ぼう！」講師
海老名市精神保健ボランティア養成講座「統合失調症って何？」講師
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2014.9～10
2015.3.6
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阿部 ケエ子：日本看護教育学学会

第 24 回学術集会企画委員

2014.1～2014.8

日本看護教育学学会

第 24 回学術集会実行委員

2014.5～2014.9

日本看護教育学学会

第 25 回学術集会企画委員

2015.1～現在に至る

2014 年度

神奈川県看護協会教育研修会「看護研究の基本を学ぼう！～研究計画書を作成しよ
う」アドバイザー

2014.10

第 45 回日本看護学会「急性期看護」学術集会抄録選考委員

2013.12～2014.5

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター教員・教育担当者養成課程

教育実習指導

2014.9～2014.11
飯室 淳子

：湯河原厚生年金病院看護研究指導

2014.6～2014.11

湯河原厚生年金病院看護研究発表会講評
萱嶋 美子

：神奈川県立保健福祉大学

2014.12

実践教育センター

実習指導者養成教育

実習指導

2014.10.20～2014.10.22
木村 節子

：公益財団法人そらぷちキッズキャンプ

サマーキャンプ医療サポート

2014.8

公益財団法人そらぷちキッズキャンプ

ボランティア研修講師

公益財団法人そらぷちキッズキャンプ

ウィンターキャンプ医療サポート

蔵本 文乃

：厚木市立病院看護研究指導

後藤 雪絵

：第６期伊勢原市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員

二葉 千鶴

：JR 東京総合病院
公益社団法人

2014.11
2015.2

2014.5～2015.1

メンタルヘルス精神科

東京都教職員互助会

非常勤医師

三楽病院

2014.4～2015.3

2012.4～2015.3

精神神経科

非常勤医師

2013.4

～2015.3
岩屋 裕美

：社会福祉法人進和学園富士見保育園「保育所における感染予防研修-効果的な手洗の
方法-」講師

２

2015.3.24

学園内活動

灰田 宗孝

：学校法人東海大学

理事・評議員

健康推進センター長

2008.4〜2015.3

湘南キャンパス産業医
臨床研究審査委員会

2008.4〜2015.3
委員 2004.4〜

人を対象とする研究倫理委員会委員
東海大学医学部付属病院神経内科
吉田 礼子

2008.4〜2015.3

副委員長

2011.4〜2015.3
非常勤医師

2009.4〜2015.3

：東海大学看護研究会役員 2014.4～2015.3
東海大学医学部付属病院看護研究委員会主催
講師

中田 芳子

2009.4〜2015.3

2014.7

看護研究コース

2015.2

：東海大学看護研究会役員

教育委員会担当理事
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2014.4～2015.3

文献購読コース
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東海大学医学部付属病院ボランティア運営委員

2014.4～2015.3

東海大学医療技術短期大学総合看護研究所研究指導
東海大学医学部付属病院
望月 好子

2014.4～2015.3

組織人育成コース臨床指導者育成コース講師

：東海大学短期大学部「現代文明論」講師

2014 年度

2014.7

2014.6

東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導
2014.6～2015.3
東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「公開講座Ａ」講師
東海大学医学部付属大磯病院
講師
小川 景子

2014.8

看護部主催研修会「看護研究に役立つエクセル講座」

2014.8

：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導
2014.7～2015.3

久保 典子

：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導
2014.7～2015.3

新村 直子

：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導
2014.6～2015.2
東海大学看護研究会「臨床看護研究アドバイザーコース」講師

2014.6.27

東海大学医学部付属病院

2014.11.6～

教育委員会「家族看護コース」講師

2014.12.4
東海大学看護研究会第５回学術集会委員
渕田 明子

：東海大学看護研究会

教育委員

2014.4～2015.3

2014.4～2015.3

阿部 ケエ子：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導
2014.6～2015.3
飯室 淳子

：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導
2014.10～2015.3
東海大学看護研究会第５回学術集会委員

2014.9～2015.3

萱嶋 美子

：東海大学看護研究会第４回学術集会

木村 節子

：東海大学看護研究会第４回学術集会委員

蔵本 文乃

：東海大学看護研究会

後藤 雪絵

：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導

研究委員

示説座長

2014.7.6

2014.4～2014.7

2014.4～2015.3

2014.4～2015.3
千葉 美果

：東海大学医療技術短期大学総合看護研究施設「看護研究を支援する活動」研究指導
2014.7～2015.1
東海大学看護研究会

教育委員

2014.4～2015.3
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