
所属 看護学部／臨床看護学系 職名 准教授 氏名 古田 祐子 
 

１．教員紹介・主な研究分野 

肌トラブルを有する新生児・乳児の皮膚生理機能及び皮膚洗浄法に関する研究や助産師教

育，特に，学生の助産技術・健康教育到達度に関する研究を主な研究分野としている。また、

月経に関心を持ち，ヘルスプロモーション実践研究センターでは“性の健康に関する事業”の

責任者として，女性の健康に関するなんでも相談，月経に関連した講座（布ナプキン作成講

座・マンスリービクス講座等）を開催している．その他，地域貢献活動として，中学生・保護

者・教育者を対象とした性教育や子育て講演活動を行っている． 

 

２．研究業績 

①最近の著書・論文 

・ 古田祐子.『第106回看護師国家試験対策テスト第1 回解答・解説』.メディカコンクール委員

会編集, メディカ出版, 大阪, 2016.4 
・ 古田祐子.『第 106 回看護師国家試験対策テスト第２回解答・解説』.メディカコンクール委員

会編集, メディカ出版, 大阪, 2016.7 
・ 古田祐子. 乳児の皮膚洗浄法が乳児と実施者である養育者に及ぼす影響-異なる３つの洗浄法

の分析より-，福岡県立大学看護学部紀要15(1), 福岡県立大学,25-33.2016.3 
・ 古田祐子，安河内静子．簡易型S皮膚洗浄法が肌トラブルを有する乳児と実施者である養育者

に及ぼす影響，福岡県立大学看護学部紀要15(1), 福岡県立大学,11-20.2016.3 
・ 石村美由紀,古田祐子,佐藤香代. 学士課程における助産実践能力（分娩介助技術および健康教

育）の到達状況と課題−9 年間の調査よりー，福岡県立大学看護学部紀要 15(1), 福岡県立大

学,1-10.2016.3 
・ 古田祐子.『第105回看護師国家試験対策テスト第3 回解答・解説』.メディカコンクール委員

会編集, メディカ出版, 大阪,  2015.11 
・ 古田祐子. 乳児の肌トラブル発症に影響を及ぼす沐浴教育要因, 福岡県立大学看護学部紀要

14(1), 福岡県立大学,1-11.2015.3 
・ 石村美由紀,古田祐子,佐藤香代.助産実習における学生のパワーレス状態に関する研究－その要

因と回復の促進－, 福岡県立大学看護学部紀要14(1), 福岡県立大学, 13-23 .2015.3  
・ 安河内静子.古田祐子,佐藤香代. 大学院における助産師教育に対するニーズ調査, 福岡県立大

学看護学部紀要14(1), 福岡県立大学, 53-62 .2015.3  
 

②その他最近の業績 

<報告書> 

・ 古田祐子, 道園亜希, 佐藤繭子, 石村美由紀. 小・中学生をもつ保護者の学校性教育に関する

調査報告書．奨励研究報告書．2018.3.30. 
・ 古田祐子. 肌トラブルを有する乳児の皮膚洗浄法に関する研究—S 洗浄法の母子に及ぼす影響−．

基盤研究(c)研究成果報告書, 2016.6. 
<学会発表> 

・ 古田祐子, 道園亜希, 佐藤繭子, 石村美由紀. 就学前の子どもに対する保護者の家庭における

性教育の実態—小学生を持つ保護者を対象とした後方視的調査よりー. 日本助産学会, 横浜，

2018.3.4. 
・ 道園亜希, 古田祐子, 佐藤繭子, 石村美由紀. 小学生の子を持つ保護者が家庭で行っている性

教育に関する実態調査.日本助産学会, 横浜，2018.3.4. 
・ 石村美由紀, 古田祐子, 佐藤繭子, 道園亜希. 小・中学生をもつ保護者の学校性教育と家庭性

教育に対する認識. 日本助産学会, 横浜，2018.3.4. 
・ 佐藤繭子,古田祐子,石村美由紀. 出産した女性の『産後クライシス』誘発要因—母親の語りの分

析から・性生活に視点を当てて—. 日本助産学会, 横浜，2018.3.4. 



・ 石村美由紀, 古田祐子. A大学における「不妊のおしゃべり会」開催に関する実践報告．日本母性

衛生学会，神戸，2017.10.5. 
・ 淵上結香理，古田祐子．Psychological effects of hand massage on lactating Japanese 

women．ICM, トロント, 2017.6.21. 
・ 淵上結香理，古田祐子．授乳期の女性に対するハンドマッサージの生理的効果．日本母性衛生

学会，東京，2016.10.15． 
・ 佐藤繭子，古田祐子．看護系女子学生の布製ナプキン使用感．日本助産学会，京都市，

2016.3.20. 
・ 古田祐子, 安河内静子．S洗浄法が実施者と肌トラブルを有する乳児（60日未満）に及ぼす影

響．日本科学学会，広島市，2015.12.5. 
・ 古田祐子, 安河内静子，鳥越郁代．３つの異なる沐浴法が乳児の表皮 pH•角層水分•皮脂量に

及ぼす影響. ICMアジア,横浜市，2015.7.21. 
・ 石村美由紀,古田祐子,佐藤香代. 学士課程における分娩介助技術習得の分析−9 年間の分娩介助

技術到達度調査から−. ICMアジア,横浜市，2015.7.20. 
<印刷物> 

・ 一般社団法人助産師会ニュースレターNo.66「平成29年度下半期表彰者紹介」2018.2 
・ 『助産師』．助産師教育機関紹介シリーズ 福岡県立大学院看護学研究科看護学専攻 助産学

領域」日本助産師会出版. p2-3. 2018. 2 
・ 一般社団法人助産師会ニュースレターNo.65「母子保健活動に関する情報交換会報告」2017.2 
・ 一般社団法人助産師会ニュースレターNo.64「日本助産師会創立90周年記念式典・平成29年

度総会に参加して」2017.6 
・ 一般社団法人助産師会ニュースレターNo.62「子育て・女性健康支援センターにおける活動の

今」2017.2 
・ 一般社団法人助産師会ニュースレターNo.62「平成28年度表彰者紹介」2017.2 
・ 一般社団法人助産師会ニュースレターNo.62「母子保健活動に関する情報交換会報告」2017.2 
・ 一般社団法人助産師会ニュースレターNo.61「副会長挨拶〜人を大切にする組織に〜」2016.7 
<小冊子作成> 

・ 古田祐子.『マンスリービクス』.2017.4 
・ 古田祐子. 『布ナプキンワークショップ』.2015.9 
 
③過去の主要業績 

・ 古田祐子. 第１部第3節 「乳児の表皮PH・水分量・皮膚温の測定」, 技術情報協会監修『皮

膚の測定・評価法バイブル』初版,技術情報協会,東京, 417-427, 2013. 
・ 古田祐子，安河内静子.皮膚トラブルを有する生後 3 ヶ月未満児の表皮 pH・水分量・皮膚温

の皮膚洗浄前後の変化.母性衛生51（2）, 320-328, 2010. 
・ 村田千代子，古田祐子.『Baby エステ』，櫂歌書房. 全124頁. 2008. 

 
３．外部研究資金 

平成 27 年度文部科学省科学研究費助成事業, 科学研究費補助金（基盤（C））, 肌トラブルを

有する乳児の皮膚洗浄法に関する研究—S洗浄法の母子に及ぼす影響- , 5,200,000円(平成

27年度交付金700,000円), 平成24年度～平成27年度, 研究代表者. 
 

４．表彰 

優良助産師 厚生労働大臣表彰，2017.6 
 

５．所属学会 

日本母性衛生学会 ，日本助産学会 ，日本思春期学会 ，福岡県母性衛生学会（評議員），日本

看護科学学会，日本看護技術学会，日本看護研究学会 



６．担当授業科目 

<学部> 

女性看護学概論・1 単位・2 年・前期, 統合実習・2 単位・4 年・前期，専門看護学ゼミ・2 単

位・3年・通年，卒業研究・2単位・4年・後期 
<大学院> 

基礎助産学演習・2 単位・１年・通年,助産学特論・２単位・１年・前期，助産学演習・２単

位・１年・後期，ウイメンズヘルス演習・１単位・１年・後期，助産実践学Ⅲ・２単位・１

年・後期，助産実践学Ⅳ・２単位・１年・後期，コミュニティ助産学特論・１単位・１年・

後期，助産学実習Ⅰ・１単位・１年・前期，コミュニティ助産学演習・２単位・１年・後期,

助産学実習Ⅱ・８単位・１年・後期，助産実践アドバンス特論・１単位・１年・後期,助産学

実習Ⅲ・２単位・２年・前期，助産学実習Ⅳ・１単位・１年・前期，マネジメント助産学・

２単位・２年・前期, 助産実践アドバンス特論・１単位・２年・前期,助産学課題研究・４単

位・１〜２年・通年, 助産学特別研究・８単位・1〜２年・通年 

７．社会貢献活動 

・ 福岡県母性衛生学会評議員

・ ０歳期からの親子教室企画運営委員.田川市教育委員会. 2015.5〜2018.3
・ 一般社団法人福岡県助産師会副会長．2016.5〜現在

・ 福岡県助産師会子育て・女性健康支援センター実務責任者．2016.5〜現在

８．学外講義・講演 

・ 福岡助産師会教育講演「赤ちゃんの美肌をつくるスキンケア」講師．福岡県助産師会,
2017.11.19. 福岡市． 

・ 子育て講座「家庭でできる性教育〜０歳から中学生まで〜」，2017. 10. 28.田川市

・ 性の健康に関する事業「マンスリービクス 月経のブルーな気分にさようなら」講師.
2017.4.18.田川市.

９． 附属研究所の活動等 

・ ヘルスプロモーション実践研究センター兼任研究員

・ 月経の健康に関する事業（責任者）

<事業内容>

・ マンスリービクス

・ 月経なんでも相談

・ 布ナプキンワークショップ

・ 不妊に悩む女性のホットスポット

・ 出前講座・講演


