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所属 看護学部／基盤看護学系 職名 講師 氏名 増滿 誠 
 

１．教員紹介・主な研究分野 

鹿児島大学医療技術短期大学部看護学科卒業後，名古屋大学医学部附属病院（集中治療部・

救急部），医療法人同心会杉田病院（精神科）で看護師として6年，鹿児島大学医学部保健学

科，国際医療福祉大学福岡看護学部で教員としての 9 年を経て，平成 25 年 4 月より本学に着

任しました。また平成22年に本学看護学研究科を修了しました。 
主な研究は，看護における「間」（時間や空間）をどのように解釈するのか，演出するのか，

とくに沈黙を中心に探究しています。また，教材としてのコミュニケーション感性トレーニ

ングを開発中です。 
 

２．研究業績 

①最近の著書・論文 

<著書(分担執筆)> 

渡辺多恵子，渡辺裕一，安梅勅江編著；日本保健福祉学会編集：保健福祉学 当事者主体のシ

ステム科学の構築と実践（第 4章6節 いじめ防止に向けた取り組み担当），北大路書房，2015 
<論文> 

・ 増滿 誠，藤野靖博，櫟 直美，村田節子，渕野由夏，松枝美智子，宮城由美子，鳥越郁代，

吉田 静，坂田志保路，山下清香，阿部眞理子，吉田恭子，江上千代美，石村美由紀，吉川

未桜，柴北早苗，原田直樹，杉本みぎわ，浦悠子：新旧カリキュラムにおける臨地実習での

看護技術習得状況，福岡県立大学看護学研究紀要，14，65-73，2017. 
・ 増滿 誠，松村智大，中本 亮，馬場保子，谷多江子，小浜さつき，石本祥子，姫野深雪，

佐藤亜紀：看護大学生の所属大学を超えた交流の効果の検討，福岡県立大学看護学研究紀要，

13，51-56，2016. 
②その他最近の業績 

<学会報告> 

・ 増滿 誠，吉田恭子，嘉手苅英子，日高艶子，正野逸子，照屋典子，金城祥教：看護大学生の

「しなやかな使命感」尺度開発～大学間連携共同教育推進事業の評価指標として～，日本看護

学教育学会第27回学術集会，沖縄，2017． 
・ 上田智之，増滿 誠，木村涼平，田出美紀：新卒看護師に対する大学教員によるメンター制

の評価，日本看護学教育学会第27回学術集会，沖縄，2017． 
・ 増滿 誠：うつ病患者の看護師との対話場面における沈黙の意味，第 37 回日本看護科学学会

学術集会，宮城，2017． 
・ 中本 亮，増滿 誠，生駒千恵，別城佐和子，佐多愛子，松浦賢長：2型糖尿病患者を対象と

したうつ状態の程度とQOLとの関連，第37回日本看護科学学会学術集会，宮城，2017． 
・ 松枝美智子，池田 智，増滿 誠，中本 亮，畑辺由起子，山下真範，入江正光，宮崎 初，

中島充代：各都道府県の精神科平均在院日数と各都道府県のリソースナース数や養成課程数と

の関連，第37回日本看護科学学会学術集会，宮城，2017． 
・ 池田 智，松枝美智子，増滿 誠，中本 亮，畑辺由起子，山下真範，入江正光，宮崎 初，

中島充代：病院に勤務する精神看護専門看護師の配置と活用に関する要因，第 37 回日本看護

科学学会学術集会，宮城，2017． 
・ 増滿 誠，上田智之：コミュニケーション教育における 4 つの指示での描画課題で描かれた   

各指示での描画パターンの分析による教材化研究，第63回九州精神医療学会，宮崎，2018. 
・ 柴田健司，増滿 誠，石井克人，世羅珠美，上田善德，宮本亮子，荒牧美央子，梅尾麻未，宮

田真吾：地域移行機能強化病棟からグループホーム退院を意識しだした長期入院患者への関

わり～多職種による地域定着を目指して～，第63回九州精神医療学会，宮崎，2018. 
・ 古田慶未，中村公美，松尾麻未，増滿 誠：排便コントロール不良患者へのグアーガム分解

物導入を試みて，第63回九州精神医療学会，宮崎，2018. 
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・ 河端真介，福田勝也，木寺知子，大神栄二，野々村恵子，増滿 誠：ヨガが精神疾患を持つ患

者の心身に及ぼす影響，第63回九州精神医療学会，宮崎，2018. 
・ Makoto Masumitsu, Aki Sato, Hiromi Kodama, Seita Kuzuhara, Naoki Ariyasu, Tomohiro 

Matsumura, Tomoyuki Ueda, Kazumi Nishimura, Satoshi Ikeda, Tamami Ueno ：
Learning, Bonds, and Prospects Which Are Seen from Activities for the Improvement of 
Young Nursing Teachers' Skills，The 3rd International Conference on Caring and Peace in 
Fukuoka，2017. 

・ 増滿 誠：精神科看護師の看護を行う上での「こだわり」に関する質的記述的研究究，第 62回

九州精神医療学会，沖縄，2016. 
・ Makoto Masumitsu：Strengths Obtained by Nursing College Students Through the 

Planning and Staging of Intercollegiate Exchange，The 2nd International Conference on 
Caring and Peace in Tokyo，2015. 

・ Aki Sato，Hiromi Kodama，Makoto Masumitsu，Seita Kuzuhara，Nagisa Okada，Tomoyuki 
Ueda，Naoki Ariyasu，Tomohiro Matsumura：Construction of nursing faculty network for 
the purpose of teaching force and research force improvement，The 2nd International 
Conference on Caring and Peace in Tokyo，2015. 

・ 田出美紀，山﨑不二子，増滿 誠，二重作清子，一原由美子，金城祥教，上田智之，岡村 純，

木村涼平，北川 明，安酸史子，松浦賢長：大学教員によるメンター制導入に向けてのモデル

構築の検討－教員と卒業生の比較による支援体制の考察－，第 35 回日本看護科学学会学術集

会，広島，2015． 
・ 木村涼平，一原由美子，山﨑不二子，増滿 誠，二重作清子，田出美紀，金城祥教，上田智之，

岡村 純，北川 明，安酸史子，松浦賢長：大学教員によるメンター制導入に向けてのモデル

構築の検討－卒業生との交流からみるメンターの介入時期の検討－，第 35 回日本看護科学学

会学術集会，広島，2015． 
・ 増滿 誠：看護大学生の PBL を用いた演習科目における医療・看護の改革に対する提言テー

マの傾向分析，日本看護学教育学会第25回学術集会，徳島，2015． 
<交流集会> 

・ 増滿 誠，上田智之，中本 亮，池田 智，葛原誠太，松村智大，森 雄太，有安直貴，木

村涼平：若手看護教師力向上のプロジェクト（第4弾）～ちょっと気になる学生の支援のイロ

ハを考えよう～，第37回日本看護科学学会学術集会，宮城，2017． 
・ 増滿 誠，上田智之，森 雄太，有安直貴，松村智大：若手看護教師力向上のプロジェクト

（第3弾）～感じる，届く，響き合う：教師と学生の感性が共鳴するために～，日本看護学教

育学会第27回学術集会，沖縄，2017． 
・ 佐藤亜紀，増滿 誠，児玉裕美，葛原誠太，上田智之，有安直貴，松村智大，西村和美，森 雄

太：大学を超えた繋がりから発展する若手教員の協働学習‐繋がることで広がる可能性を考

える‐，日本看護学教育学会第27回学術集会，沖縄，2017． 
・ 増滿 誠，上田智之，森 雄太，有安直貴，松村智大：若手看護教師力向上のプロジェクト

（第 2 弾）～～学生目線から言葉の力を考え，換言力を磨く～，日本看護学教育学会第 26 回

学術集会，東京，2016． 
・ 増滿 誠，日高艶子，金城祥教，正野逸子，山名栄子，秦野 環，谷多江子，砂川洋子，金城

芳秀，斉藤ひさ子，下條三和，佐藤亜紀，岡村 純，木村弘江，藤野靖博，永嶋由理子，松浦

賢長：「しなやかな使命感」育成の取組～ナーシング・キャリアカフェと単位互換制度構築の2 
つの取組の紹介～，第35回日本看護科学学会学術集会，広島，2015． 

・ Makoto Masumitsu，Itsuko Shono，Eiko Yamana，Kaori Shimizu, et all：Initiatives for 
cultivating  a “shinayakana  sense of mission”The transmission and development of 
the concept of Kyushu and Okinawa as “caring islands”，The 2nd International 
Conference on Caring and Peace in Tokyo，2015. 
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・ 増滿 誠，松村智大，有安直貴，上田智之：若手看護教師はみんな悩んで成長している～実習

場面における“ほぐす・つなぐ・つむぐ”ためのコメント力～，日本看護学教育学会第 25 回

学術集会，徳島，2015 
 

③過去の主要業績 

<論文> 

・ 増滿 誠：看護場面における沈黙に関する看護研究の動向と課題，国際医療福祉大学福岡リ

ハビリテーション学部・福岡看護学部紀要，6，21-29，2010． 
・ 増滿 誠，堀尾良弘：児童期の学校ストレスの実態と学校心理的ストレス尺度の作成．鹿児

島大学医学部保健学科紀要（17），55-63，2007． 
<翻訳> 

増滿 誠：小林奈美監訳 はじめて学ぶ質的研究 第 10 章翻訳．医歯薬出版株式会社，55-63，
2007． 

<学会報告> 

・ 増滿 誠：統合失調症患者の看護師との対話場面における沈黙の意味の検討，第 34 回日本看

護科学学会学術集会，名古屋，2014. 
・ 増滿 誠：精神看護師が語った患者との沈黙場面における沈黙経験の意味（第一報）沈黙の意

味の解釈と対応，第30回日本看護科学学会学術集会，札幌，2010． 
・ 増滿 誠：精神科看護師が語った患者との沈黙場面における沈黙経験の意味（第二報）沈黙の

解釈と対応の変化要因，第30回日本看護科学学会学術集会，札幌，2010． 
・ 増滿 誠：精神科看護師が語った患者との沈黙場面における沈黙経験の意味（第三報）～場に

規定される沈黙の意味と対応の相違～，第 15 回日本看護研究学会九州沖縄地方会学術大会，

福岡，2010． 
 

３．外部研究資金 

文部科学省科学研究費補助金，基盤研究(B)，発達障害傾向のある看護学生への現任教育まで

含めた適応支援ガイドラインの作成，平成28～31年度，研究分担者（研究代表者：安酸史子）． 
 

５．所属学会 

日本看護科学学会，日本看護学教育学会，日本看護研究学会，日本精神保健看護学会，日本

心理学会 
 

６．担当授業科目 

<学部> 

不登校ひきこもり援助論・2単位・1年・前期，基礎看護学実習Ⅰ・1単位・1年・前期，基礎

看護学実習Ⅱ・2 単位・2 年・前期，看護情報学・1 単位・2 年・後期，専門看護学ゼミ・2 単

位・3 年・通年，統合実習・2 単位・4 年・通年，疫学・2 単位・2 年・後期，卒業研究・2 単

位・4年・後期 

<大学院> 

データ解析演習・2単位・1年・後期，精神看護関連法規・制度・政策論・2単位・1年・後期 
 

７．社会貢献活動 

・ 福岡県看護協会看護の進路・進学支援委員会委員長 
・ ケアリング・アイランド九州沖縄大学コンソーシアム・戦略連携室教員 
・ 日本精神科看護協会教育認定委員会査読委員 
・ 日本保健福祉学会査読委員 
・ 日本精神科看護協会福岡県支部広報委員長・こころの日実行委員長・査読委員 
・ 九州思春期研究会 代表理事 
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・ 介護労働安定センター福岡支部嘱託ヘルスカウンセラー

・ 鹿児島市立皇徳寺中学校同窓会長

８．学外講義・講演 

・ 福岡県立大学オータムスクール「コミュニケーションに必要な○○を考える」（講義・演習），

平成29年9月23日． 
・ 福岡県立大学出前講義（全 8 回）「看護の道も一歩から～看護職へのキャリアデザインを考え

る～」，北九州市立高等学校，平成29年6月13日．福岡県立嘉穂高等学校，平成29年6月

22 日．福岡県立青豊高等学校，平成 29 年 7 月 10 日．福岡県立筑紫高等学校，平成 29 年 8
月 1 日．福岡県立筑紫高等学校，平成 29 年 8 月 1 日．熊本県立熊本西高等学校，平成 29 年

10月30日．福岡県立北筑高等学校，平成29年11月30日．福岡県立西田川高等学校，平成

30年1月29日． 
・ 福岡県立大学模擬講義（福岡市立福岡西陵高等学校）「看護に活きる・活かす，知覚・認知心

理学からスポーツビジョンまで，眼の働きを科学する」，平成29年7月6日． 
・ 福岡県立大学模擬講義（福岡県立舞鶴高等学校）「看護の道も一歩から～看護職へのキャリア

デザインを考える～」，平成29年7月13日． 
・ 福岡県看護協会出前授業「看護の道も一歩から～看護職へのキャリアデザインを考える」，福

岡県立東鷹高等学校，平成29年7月27日．志免町立志免東中学校，平成29年8月31日． 
・ 田川慈恵病院研修会（2回ずつ全4回）「対象理解のコミュニケーション力・教育のためのコミ

ュニケーション力」，平成29年5月18日・25日及び9月14日・21日． 
・ 日本精神科看護協会福岡県支部研修「看護研究基本シリーズ（全3回）」講師，平成29年5月

20日及び7月8日及び8月26日． 
・ 大法山病院研修会「ケア力＆記録力UP研修（全3回）」講師，平成29年5月26日及び8月

23日及び12月19日． 
・ 一本松すずかけ病院新人職員研修会「対象理解のコミュニケーション力」講師，平成 29 年 6

月15日． 
・ 福岡県精神病院協会筑後地区看護部長会管理者研修会「目標管理」講師，平成 29 年 6 月 16

日．

・ JCHO九州病院教育方法に関する研修会「臨床現場での教育困難事例に対する行動変容につな

がるアプローチの仕方」講師，平成29年8月15日． 
・ 日本精神科看護協会長崎県支部「看護研究発表会」講評，たらみ図書館，平成29年9月9日． 
・ 日本精神科看護協会福岡県支部トピックス研修「看護師の思いを形にしよう！～PBL(Project

Based Learning)を活用して～」講師及び「看護研究発表会」講評，平成29年10月21日． 
・ 社会福祉法人恵徳会研修「メンタルヘルスケア」講師，介護老人保健施設若杉の里・高齢者福

祉施設なの国，平成29年12月12日及び14日．

・ 大法山病院「看護研究」研修講師・グループ指導・発表会講評，平成30年2月20日～平成30
年3月20日（計3回）． 

・ 福岡県精神病院協会筑豊地区看護部長会研修会「今，改めて『看護記録』について考える～看

護記録はなぜあるのか，何を書くのか，どう書くのが正しいか」講師，平成30年1月12日．  
・ 福岡県立大学看護学研究科ナーシングネットワーク設立記念交流集会地域包括ケア時代を先

導する看護教育実践報告，「対象理解のコミュニケーション力教育～精神科病院ケア力向上プ

ロジェクトを含めて～」，平成30年3月18日． 
・ 平成 29 年度介護労働安定センターケアサポート講習田川地区介護サービス事業所協議会研修

会「介護職員の心の健康対策」講師，大任町役場，平成30年3月22日． 

９．附属研究所の活動等 

・ 不登校ひきこもりサポートセンター教員スタッフ（家族交流会・訪問支援担当）

・ ヘルスプロモーション実践研究センター兼任研究員




