
○保健師ジャーナル 

震災時の一時避難可能性と累積生存からみた地域保健活動 

中山直子(首都大学東京 大学院都市環境科学研究科都市システム科学専攻), 櫻井尚子, 星旦二 

(1348-8333)66巻 11号 Page988-994(2010.11) 

 

【あなたのまちに地震が来たら? 2 度の震災を乗り越えた新潟に学ぶ震災対応】 東海地震に備

える災害時健康支援活動 

土井倫子(静岡県厚生部医療健康局健康増進室) 

(1348-8333)64巻 4 号 Page346-349(2008.04) 

 

【あなたのまちに地震が来たら? 2 度の震災を乗り越えた新潟に学ぶ震災対応】 新潟県中越沖

地震 県内 2 度目の全国保健師派遣支援の実際 

奥田博子(国立保健医療科学院 公衆衛生看護部) 

(1348-8333)64巻 4 号 Page314-318(2008.04) 

 

【あなたのまちに地震が来たら? 2 度の震災を乗り越えた新潟に学ぶ震災対応】 健康危機管理

としての震災への備え 保健所保健師への期待 

佐々木隆一郎(長野県飯田保健所), 中村恵子 

(1348-8333)64巻 4 号 Page350-353(2008.04) 

 

【あなたのまちに地震が来たら? 2 度の震災を乗り越えた新潟に学ぶ震災対応】 被災への備

え・派遣への備え 「神戸市災害時保健活動マニュアル」を活用した日頃の保健師活動と災害

野々村久実枝(神戸市保健福祉局 健康部地域保健課計画係) 

(1348-8333)64巻 4 号 Page340-345(2008.04) 

 

【あなたのまちに地震が来たら? 2 度の震災を乗り越えた新潟に学ぶ震災対応】 新潟県中越

沖地震 現地での実際 派遣チームの役割 

山田幸世(群馬県健康福祉部医務課看護グループ), 荒木淳子, 後藤清乃, 津田早百合 

(1348-8333)64巻 4 号 Page334-339(2008.04) 

 

自然災害発生時における保健師の派遣協力の実態と今後に向けての課題 

奥田博子(国立保健医療科学院 公衆衛生看護部), 宮崎美砂子, 井伊久美子 

(1348-8333)63巻 9 号 Page810-815(2007.09) 

 

 

 

○地域保健 

 

地震災害時に向けた地区組織との協働支援ツールの開発 

鳩野洋子(九州大学 大学院医学研究院保健学部門), 中山貴美子, 飯吉令枝 

(0385-2229)41巻 1 号 Page32-39(2010.01) 

 



【自然災害時の保健師活動】 災害時要援護者への対応 高齢者・障害者 福祉避難所・地域包

括支援センターでの対応を中心として 

藤巻真理子(柏崎市元気支援課介護予防係), 井倉久美子 

(0385-2229)39巻 8 号 Page26-37(2008.08) 

 

【自然災害時の保健師活動】 新潟県中越地震の経験から 

宇田優子(新潟県村上地域振興局 健康福祉部地域保健課) 

(0385-2229)39巻 8 号 Page52-62(2008.08) 

 

【自然災害時の保健師活動】 災害時要援護者への対応 乳幼児 

砂塚一美(新潟県柏崎市保健福祉部子ども課) 

(0385-2229)39巻 8 号 Page38-44(2008.08) 

 

 

【自然災害時の保健師活動】 災害時要援護者への対応 難病患者 フェイズ 0における難病患

者への対応(解説/特集) 

榎田健(新潟県魚沼地域振興局 健康福祉部) 

(0385-2229)39巻 8 号 Page16-25(2008.08) 

 

【自然災害時の保健師活動】 阪神・淡路大震災の経験から 

野々村久実枝(神戸市保健福祉局 健康部地域保健課) 

(0385-2229)39巻 8 号 Page46-51(2008.08) 

 

 

○日本災害看護学会誌 

 

被災した人々への災害後早期からの『心のケア』 避難所における看護職者の実践体験をもと

に 

川田美和(光愛病院), 近澤範子, 玉木敦子, 立垣祐子, 原田奈津子 

(1345-0204)11巻 2 号 Page31-42(2009.12) 

 

地震災害時の高齢者支援に関する研究 平常時の備えと保健師の役割 

佐野実生(大津市保健所 健康推進課), 松田宣子 

(1345-0204)11巻 1 号 Page129(2009.06) 

 

災害保健活動における保健師派遣の課題と派遣活動を促進させた要因 新潟県中越沖地震にお

ける大分県の派遣活動をとおして考える 

吉田知可(大分県東部保健所)  

(1345-0204)10巻 1 号 Page88(2008.07) 

 

派遣保健師が担う役割と保健活動 新潟中越沖地震、派遣保健師の体験をもとに 

櫻井裕子(鹿児島市南部保健センター), 宮薗夏美 

(1345-0204)10巻 1 号 Page87(2008.07) 



 

能登半島地震における看護活動の経験を今後に生かすため 被災地自治体の保健師として兼間

佳代子(能登北部保健福祉センター) 

(1345-0204)9巻 3号 Page57-61(2008.05) 

 

どう育てる災害対応能力 新潟県中越大震災における県地域機関(保健所)の保健師としての経

験から 

内藤晴子(新潟県南魚沼地域振興局 健康福祉環境部)  

(1345-0204)9巻 3号 Page46-52(2008.05) 

 

 

○日本社会精神医学会雑誌 

新潟県中越地震後の地域メンタルヘルス活動 地域特性を活かしたメンタルヘルス活動の試み  

直井孝二(立川メディカルセンター柏崎厚生病院 精神科) 

(0919-1372)18巻 1 号 Page63-73(2009.07) 

 

○保健医療科学 

【災害時に保健医療従事者は何をすべきか 期待と現実の Gap】 自然災害時における保健師の

役割 

奥田博子(国立保健医療科学院 公衆衛生看護部) 

(1347-6459)57巻 3 号 Page213-219(2008.09) 

 

○保健の科学 

地震災害後のフェーズにおける派遣保健師との協働体制を含めた地域保健活動 

奥田博子(国立保健医療科学院 公衆衛生看護部) 

(0018-3342)50巻 4 号 Page279-285(2008.04) 

 

○石川看護雑誌 

能登半島地震被災地における地域看護学実習で学生が捉えた住民の援助ニーズと保健師の役割 

田村須賀子(石川県立看護大学), 曽根志穂, 金子紀子 

(1349-0664)5巻 Page119-128(2008.03) 

 

○北陸公衆衛生学会誌 

被災地仮設住宅に併設した集会施設を拠点とする保健師活動について 

山本那津子(能登北部保健福祉センター), 今井貴子, 山崎裕美, 小林勝義 

(0386-3530)36巻学会特集 Page25(2009.10) 

 

 

 

http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J03876
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J01351
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J04121
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J01392


○心臓 

『チーム栗原』 岩手・宮城内陸地震における静脈血栓塞栓症予防活動 

柴田宗一(宮城県立循環器呼吸器病センター 循環器科), 菊田寿, 住吉剛忠, 渡邉誠, 三引義明, 

大沢上, 小泉勝, 榛沢和彦 

(0586-4488)42巻 4 号 Page473-480(2010.04) 

 

○心的トラウマ研究 

高齢者援助専門職における虐待意識について 高齢者の認知症の有無が専門職の虐待判断に与

える影響について 

牧田潔(兵庫県こころのケアセンター), 良原誠崇, 津村智恵子, 清水美代子, 加藤寛 

(1880-2109)5号 Page65-70(2009.11) 

 

○日本社会精神医学会雑誌 

新潟県中越地震後の地域メンタルヘルス活動 地域特性を活かしたメンタルヘルス活動の試み 

直井孝二(立川メディカルセンター柏崎厚生病院 精神 

(0919-1372)18巻 1 号 Page63-73(2009.07) 

 

○日本農村医学会雑誌 

中越地震での避難所生活における支援活動 リハビリテーションチームとしての関わり 

猪爪一也(新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院), 目黒文, 高頭美恵子 

(0468-2513)55巻 3 号 Page261(2006.09) 

 

○精神医学 

新潟県中越地震・東京都こころのケア医療救護チームの活動 震災被災地での初期精神保健活

動の実際 

菅原誠(東京都立中部総合精神保健福祉センター), 福田達矢, 坂井俊之, 熊谷直樹, 野津眞, 

川関和俊 

(0488-1281)47巻 9 号 Page1017-1024(2005.09) 

 

○日本社会精神医学会雑誌 

新潟県中越地震後の地域メンタルヘルス活動 地域特性を活かしたメンタルヘルス活動の試み 

直井孝二(立川メディカルセンター柏崎厚生病院 精神科) 

(0919-1372)18巻 1 号 Page63-73(2009.07) 

 

○薬学雑誌 

能登半島震災を教訓とした高齢地域における災害時の慢性疾患治療薬供給のあり方 

奥村順子(金沢大学 薬学部), 西田祥啓, 木村和子 

(0031-6903)128巻 9号 Page1275-1283(2008.09) 

http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J00679
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J04345
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J02767
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J01169
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J00749
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J02767
http://www.jamas.or.jp/user/database/Search/detail/scode/J01459

