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１．教員紹介・主な研究分野  
 平成 28 年度に着任いたしました。現在は主に在宅看護学領域教育を担当しています。主な研究

分野は理論看護学、地域・在宅看護学、補完代替看護学（統合医療と看護）で、地域包括ケア

分野、精神看護分野での実践経験の視点も研究・教育に活用しています。看護学概論に関連し

ての看護史（特にドイツ近代における）研究にも取り組んでいます。 
 
２．研究業績 
 ①最近の著書・論文 
・ 平塚淳子、猪狩崇 、中村美穂子、小野順子 、吉川未桜、吉田麻美 、田中美樹 、山下清香、櫟 

直美、尾形由起子： 
A 県における訪問看護ステーションの BCP 策定における現状と課題；福岡県立大学看護学部

紀要第 20 号、2023 年 3 月刊行予定 
・ 猪狩崇：「もう一人の父」フリートナー牧師と F.ナイチンゲール ―‘A new art and science’

の背後にひそむ F.N.の認識とは―；ナイチンゲール研究 第 13 号、「わたしとナイチンゲール」

ナイチンゲール生誕 200 年寄稿、ナイチンゲール研究学会、2023 年 3 月刊行予定 
・ 吉川 未桜, 吉田 麻美, 平塚 淳子, 中村 美穂子, 大場 美緒, 小野 順子, 猪狩 崇, 山下 清香,  

田中 美樹, 檪 直美, 尾形 由起子： 新型コロナウイルス感染拡大下における訪問看護ステーシ

ョンの困難と対応；福岡県立大学看護学部紀要 19 号,2022 2 月 
・ 山口のり子, 福岡洋子, 中村美穂子, 猪狩 崇, 尾形 由起子：官民学協働による地域住民を含

めた『ケア・カフェ』実践報告；福岡県立大学看護学部紀要 18 号, 21-26, 2021 
 
 ②その他最近の業績 
 <学会発表> 
・ Junko Hiratsuka, Takashi Igari, Chie Namitomi：A study of the nutritional status of older 

people living in hilly and mountainous areas and attending exercise classes ；The 16th 
EAFONS 2023. EFONS, Tokyo, March10-11.2023. 

・ 増滿 誠, 松枝 美智子, 中本 亮, 惠良 友彦, 脇崎 裕子, 猪狩 崇, 宮﨑 初, 青木 裕史, 青
木 典子, 谷口 研一郎, 津野 稔一, 藤本 裕二, 安藤 愛, 中島 充代, 大場 裕司, 江頭 薫, 中
山 アツ子：みんなに知ってほしい！「ともにつくり共に学ぶ」を叶えるリカバリー・カレッジ

で私たちが大切にしていること～立ち上げ方、続け方、在り方～; 日本精神保健看護学会第 31
回学術集会ワークショップ. 2021 年 6.月 5 日（web 開催） 

・ 増滿 誠, 松枝 美智子, 中本 亮, 惠良 友彦, 猪狩 崇, 中島 充代, 池田 智, 安藤 愛, 脇﨑 裕
子, 清田 由起子, 児玉 ゆう子, 津田絵美：リカバリー・カレッジの意味の探求; 第 40 回日本

看護科学学会交流集会, 2020 年 12 月 13 日（web 開催） 
 
 



 ③過去の主要業績 
・ 猪狩 崇, 石崎 龍二, 櫟 直美, 柴田 雅博, 小野 順子, 楢橋 明子, 杉本 みぎわ, 尾形

由起子; 地域包括支援ケアシステム構築へ向けて人的ネットワーク形成・運営に関する一考察; 
福岡県立大学看護学部紀要 16 号, 161-128, 2019.3.31（H30 年度研究）. 

・ 猪狩 崇、石崎 龍二、櫟 直美、柴田 雅博、小野 順子、楢橋 明子、杉本 みぎわ、尾形 由起

子: 地域包括ケアシステム構築に向けた地域医療情報連携ネットワークシステム導入に関する

一考察; 福岡県立大学看護学部紀要 15 号, 83-90, 2018 .3.31（H29 年度研究）. 
・ ・猪狩 崇：対応困難な事例にしないための対象理解の構造（博士学位論文）; 看護科学研究第

8 巻, p.25-40, 看護科学研究学会. 2013.  
 
３．外部研究資金 

 
研究代表者 松浦賢長  研究分担者 猪狩 崇：科研費 基盤研究 B（一般）エッセンシャ

ルワーカーとしての看護師の継続する危機への適応力教育パッケージの開発；16380,000 円、

令和 4 年度－令和 7 年度 
 
４．受賞 

 
５．所属学会 
 看護科学研究学会、ナイチンゲール研究学会、宮崎県立看護大学看護学研究会 

 
６．担当授業科目 

 

キャリア像確立講義Ⅰ 1 単位 1、2 年、キャリア像確立講義 １単位 3,４年 地域・在宅

看護論 2 単位 2 年、災害看護学 1 単位 2 年生、在宅看護学演習Ⅰ,Ⅱ 1単位 3 年、在

宅看護学実習 2 単位 3 年、暮らしを知る実習 1 単位 1 年、統合実習 3 単位 4 年生、

専門看護学ゼミ 2 単位 3 年、卒業研究ゼミ 2 単位 4 年 
 
７．社会貢献活動 

 
添田町地域包括支援センター運営協議会委員 
添田町福祉施設指定管理者選定委員 
添田町社会福祉協議会「そえだ縁ジョイプロジェクト」アドバイザー 

 
８．学外講義・講演 

 
添田町社会福祉協議会「そえだ縁ジョイプロジェクト 支えあいの地域づくり講座」講師、全

5 回、令和 4 年 3 月～12 月、そえだジョイプラザ 
 
９．附属研究所の活動等 

 


