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保健医療学部看護学科  教授  須賀 京子 Suga Kyoko 

藤田学園保健衛生大学（現藤田医科大学）衛生学部衛生看護学科卒、聖霊クリス

トファー大学大学院看護学研究科修了 

博士（看護学） 

愛知医科大学看護学部 講師、藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 准教授 

主な担当科目：基礎看護学概論、看護技術論、看護コミュニケーション、 

看護倫理 

主な所属学会：日本看護科学学会、日本看護研究学会、日本看護技術学会 

       日本看護医療学会、日本認知症ケア学会 

 

・健康な中高年者へのスキンケアの認知機能への影響 

・メーキャップも含めた化粧行動の脳科学的検証 

・コミュニケーションロボットを用いた高齢者の心理的効果の検証 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：Effects of robot-assisted activity on senior citizens –Indicators 

of HVA、 MHPG、 and CS concentrations in saliva- 

論文：女性高齢者が自身で行うフェイスケアがもたらす前頭前野における組織

酸素レベルと自律神経反応に関する基礎的研究 

 代表的な 

 著書・論文 

看護技術やリラクセーション技法、高齢者のアクティビティの効果などを主に

生理心理学的指標を使って、実験および介入研究を行ってきました。地域や施

設など、様々な分野で高齢者の健康維持・増進のための研究を行っていきたい

と思っています。 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・認知症高齢者に対する化粧の効果に関する研究 

・看護技術に関する研究 

・リラクセーションに関する研究 

・高齢者に対するペットロボットを使用したアクティ

ビティの効果に関する研究 

 

・高齢者の認知症予防 

・認知症高齢者の BPSDの予防や軽減 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

認知症高齢者や健康な高齢者に対する基礎化粧（ス

キンケア）の効果や看護技術のエビデンスに関する

研究、ハンドタッチや足浴、バイオフィードバック

を使用したリラクセーション技法の効果、高齢者に

対するペットロボットを用いたアクティビティの効

果などを、生理心理学的指標から検証する実験およ

び介入研究を実施しています。 

研究の概要 
 

リラクセーション、看護技術、高齢者、生理心理学

的指標 

キーワード 

研究テーマ 

・化粧品やエステを扱う企業との連携、共同研究 

・歯科医・歯科衛生士と連携し、口腔ケアとスキンケアを組み合わせたプログ

ラムの開発、データ収集 

・コミュニケーションロボットを扱う企業との連携、共同研究 

企業への期待 
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保健医療学部看護学科  教授  岡村 絹代 Okamura Kinuyo 

e-mail ： kokamura@alice.asahi-u.ac.jp 

愛媛大学大学院医学系研究科地域老人看護学、生物資源生産学専攻 

（修士：看護学、博士：学術） 

愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 講師 

豊橋創造大学保健医療学部看護学科 教授（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：老年看護学概論、老年看護学援助論、老年看護学演習、老年看護

学実習、看護研究演習、建学の精神と社会生活、基礎ゼミナール他 

主な所属学会：日本老年看護学会、日本地域看護学会、日本認知症ケア学会他 

・地域包括ケア推進における多職種連携や協同に関する研究 

・高齢者施設におけるエンド・オブ・ライフ・ケアに関する研究 

・団塊世代を基盤とした健康づくりや地域づくりに関する研究 

・過疎・高齢化地域において、認知症になっても住みやすい地域づくりやサポ

ートシステム構築に関する研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「高齢者施設の看護記録 見える化する書き方」全 189頁 日総研出版 2015 

論文：「過疎地における女性独居高齢者の食生活の構成要素」 

「運動習慣のある女性高齢者の下肢の形態および機能の評価と転倒リス 

クスコアとの関係」 

「健康運動習慣のある女性高齢者の歩行能力の現状」他 

 代表的な 

 著書・論文 

老年看護学の教育や研究を通じて、保健・医療・福祉・社会科学分野など、

様々な専門家とともに、実践的な地域づくりや研究に取り組んでいます。特に

過疎地域や高齢化地域をフィールドに、高齢者の健康づくりや介護予防に関心

があります。「協同」を意識しながら、研究活動を推進したいと思っています。 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・健康な高齢者のフットケアに関する研究 

・高齢者の食育に関する研究 

・元気高齢者の介護予防や健康づくりに関する研究 

・過疎高齢化地域における地域づくりに関する研究 

 

・過疎・高齢化地域における持続可能な地域づく

りやシステムの構築。 

・高齢者を基盤とした超世代食育による地域づく

りや世代間交流システムの構築 

・高齢者の主体的な健康づくり活動に関する研究 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

いつまでも自分の足で歩き、行きたいところへ行

けることは幸せなことであり、高齢期の QOLの維持・

向上にも寄与します。わが国でもフットケアは広ま

っていますが、健康な高齢者のセルフケアを主体と

したフットケアは発展途上です。元気高齢者が住み

慣れた地域でのサロン活動などを通じて、自らの足

の健康とケアに関心を持ち、主体的に継続できるフ

ットケアプログラムやシステムの構築を研究してい

ます。同様に食事を楽しみおいしく食べられる地域

食育システムを多職種と協同研究しています。 

 

研究の概要 
・フットケア 

・食育 

・介護予防、地域づくり Ageing in place 

キーワード 

研究テーマ 

・社会福祉協議会や自治体との連携、共同研究 

（自治体での食育推進計画の策定・実施・評価の実績があります） 

・自治体の介護予防事業との連携、共同研究 

 （フットケアを用いた介護予防事業の実施・評価の実績があります） 

企業への期待 
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保健医療学部看護学科  教授  渡部 真奈美 Watanabe Manami 

e-mail ： mwatanabe@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２４３ 

慶応義塾大学医学部附属厚生女子学院、国際医療福祉大学保健学部看護学科卒、

日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修了修士（看護学）、女子栄養大学大学

院栄養学研究科保健学専攻修了、博士（保健学） 

藤田保健衛生大学（現 藤田医科大学）医療科学部看護学科 准教授 

主な担当科目：小児看護学概論、家族看護学、看護研究 

主な所属学会：日本発達心理学会、日本小児看護学会、日本子ども虐待防止学会 

 

小児の発達（特に幼児期） 

児童虐待予防に向けた啓発活動および多職種連携 

看護学領域における「社会人基礎力」の育成 

看護学教育評価に関する研究 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「教育虐待、教育ネグレクトを知っていますか？」朝日大学保健医療学部

看護学科紀要第 5巻 2019． 

論文：「小児病棟における男性看護師の実態と課題に関する研究」女子栄養大学

博士学位論文 2009． 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 代表的な 

 著書・論文 

小児看護学を専門としていますが、関連する教育学、心理学、社会学などにつ

いての知識や経験を通し、小児看護学を幅広い視野から追及していきたい。 

 

 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・虐待に関する研究 

・臨地実習についての調査、分析 

・教育の評価に関する研究 

 

 

 

教育学 

発達心理学 

児童精神医学 

保育学 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 現在の関心領域は、虐待に関することである。近

著である教育虐待は、あまり知られていないことも

あるが、看護教育に携わる者が陥りやすいことであ

ると考える。 

 児童虐待については、テキスト分析を通し、教育

方法のあり方を検討していきたいと考えている。 

 

研究の概要 
 

児童虐待、マルトリートメント、愛着、発達 

キーワード 

研究テーマ 

学生の非認知能力の開発、評価に関係する企業と連携、 

小児の発達に関心のある企業と共同研究、 

保育所・幼稚園における参加観察データ収集、遊びの適用・応用 企業への期待 
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保健医療学部看護学科  講師  山下 真紀 Yamashita Maki 

e-mail ： maki@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２５５ 

名古屋市立大学看護短期大学部看護学科卒、名古屋大学大学院医学系研究科修

了、看護学専攻、 

修士（看護学） 

愛知医科大学看護学部看護学科 助教（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：小児看護学援助論、小児看護学演習 

主な所属学会：日本看護科学学会、日本小児看護学会 

 

・医療と教育の連携 

・先天性心疾患等の内部障害者を雇用する企業の配慮と問題 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

①思春期にある先天性心疾患患児の自己開示と自尊感情およびソーシャルサポ

ートの関連，日本小児看護学会誌，1(2)，1-8 

②思春期にある先天性疾患患児の疾患に関する自己開示とそれに伴う体験，日

本小児看護学会誌，19(2)，9-16 

など、 

 

 代表的な 

 著書・論文 

病気について周囲の理解を得ながら、自立した社会生活を送れるような支援に

ついて研究しています。いずれはみな大人になる、ということを念頭におき、

必要な支援を検討していきたいです。 

 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・先天性心疾患患児の移行期支援に関する研究 

・疾患に関する自己開示の研究 

・慢性疾患をもつ子どもの学校生活に関する研究 

・看護学生の看護観育成に関する研究 

 

 

 

・心理学 

・教育学 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

疾患をもちながら成長する子どもたちの支援を研究

しています。自分の病気について、誰に、どんな内容

を、どのように伝えるか、という自己開示を中心に

し、子どもたちが自分自身の力で生活をよりよいも

のとできるようになる支援を、発達に合わせて検討

しています。また、看護学教育として、学生の看護観

がどのように育成されていくのかを、授業科目や実

習体験等の関連から検討しています。 

 

 

研究の概要 
 

小児 先天性心疾患 自己開示 看護学教育 

キーワード 

研究テーマ 

・障がい者雇用に関心のある企業、またはすでに障がい者を雇用している企業 

企業への期待 
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保健医療学部看護学科  准教授  堀部 めぐみ Horibe Megumi 

岐阜大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻修了、修士（看護学） 

岐阜薬科大学大学院薬科学専攻博士後期課程満期退学、博士（薬科学） 

前職：岐阜保健短期大学看護学科 講師 

主な担当科目：母性看護学概論、母性看護学援助論、母性看護学演習 

主な所属学会：日本母性衛生学会、日本助産学会、日本周産期メンタルヘルス学

会、日本看護学教育学会、日本看護科学学会、日本フォレンジッ

ク看護学会 

 

・産後の抑うつ気分を軽減するセルフコントロールの方法の検討 

・女性の食事及び栄養状態とメンタルヘルスの関連 

・女性のライフサイクルを通じた健康支援 

・子宮頸がん検診の受診促進に向けた健康教育 

・性暴力被害者支援 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：Contraceptives as possible risk factors for postpartum depression:  

A retrospective study of the food and drug administration adverse event  

reporting system, 2004–2015, Nursing Open.5,131-138.2018.  

テキストマイニングによる産後うつについて母親が思うことの分析 - ソーシ

ャルメディアにおける発言の内容から -, 看護科学研究. 16, 53-63.2018. 

 

 代表的な 

 著書・論文 

育児期の母親は、子どもの世話に追われて心身の余裕を失いがちです。母親

が子育てに喜びを感じることができるよう、ゆったりのんびり頑張らない育児

を提案したいと考えています。 

 女性の心身の健康に関する支援について研究を進めています。 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・周産期のメンタルヘルスに関する研究 

・育児支援に関する研究 

・愛着の世代間伝達に関する研究 

・子宮頸がん予防に関する研究 

・性暴力被害者支援に関する研究 

 

 

・薬学、栄養学、東洋医学分野との連携による、周

産期メンタルヘルスの向上 

・子育て支援プログラムの構築及び啓発 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

子どもの虐待や母親の自殺など、母子をめぐる問

題の改善に向けて、母親が心身ともに健康で楽しみ

ながら育児ができるような支援策を提言したいと考

えています。 

そのため、母親が抱える育児ストレスや産後の抑

うつ気分を引き起こす要因について、心理学及び薬

学の見地から検討しています。また、良好な母子関

係の構築に影響を及ぼす愛着の世代間伝達につい

て、考察を進めています。 

 

 

研究の概要 
 

周産期、育児ストレス、産後うつ、メンタルヘルス、

育児支援、子宮頸がん、性暴力被害者支援 

キーワード 

研究テーマ 

・子育て支援に関心のある企業と連携 

・就労と託児のビジネスモデルの構築 

・女性の食事とメンタルヘルスに関心のある企業と共同研究 

 

企業への期待 
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保健医療学部看護学科  准教授  矢吹 明子 Yabuki Akiko 

e-mail ： yabuki@alice.asahi-u.ac.jp 

京都大学医療短期大学部看護学科卒、立命館大学大学院応用人間科学研究科修了 

修士（人間科学） 

京都府立洛南病院臨床指導者看護師 京都光華女子大学健康科学部看護学科 

講師 

主な担当科目：精神看護学概論・援助論・演習、看護倫理、専門職連携 

主な所属学会：看護科学学会、精神保健学会、行動分析学会、看護倫理学会 

◆ 行動分析学に基づいたシングルケースデザインや、応用行動分析も含めた

準実験研究などを入れた研究 

◆ 看護職の人権意識の向上のための看護倫理教育の研究 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「自己理解‣対象理解を深めるプロセスレコード」日総研(共著：2001) 

論文：「コミュニケーションに課題を持つ看護学生のセルフ・マネージメントへ

の援助」「現代の看護学生の生活および気質の特徴」「老年期の精神科臨床検査

おける看護介入の有用性の検討」「臨床看護における行動分析学に基づいた準実

験研究の現状と課題」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

長年の精神科臨床経験を生かした教育方法に加えて、パフォーマンス・マネジ

メントのために、自分自身の応用行動分析に基づく行動随伴性を振り返りなが

ら、セルフ・マネージメントする方法を紹介することができます。 
一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・看護学生の教育の研究 

・臨床看護における行動分析学に関する研究 

・倫理カンファレンスの研究 

・精神科外来看護の研究 

 

◆ 学校、職場、地域における精神の健康増進と

精神疾患の予防 

◆ 応用行動分析による問題行動へのマネージ

メント 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

◆ 様々な課題のある学生の主体性を育てるため

の看護学教育の研究 

◆ 自らの行動日誌（エピソード記録）をベースに

した､応用行動分析の行動随伴性を振り返った

上で､対人関係における標的行動を設定し､そ

の自己の問題行動へのパフォーマンス・マネジ

メントへの介入効果の研究 

 

 

 

研究の概要 
 

精神保健看護 看護教育、応用行動分析 コミュ

ニケーション、看護倫理 

キーワード 

研究テーマ 

◆ メンタルヘルスのセルフ・マネージメント 

◆ 応用行動分析学を取り入れたパフォーマンス・マネジメントの導入 

企業への期待 
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保健医療学部看護学科  教授  榊原 千佐子 Sakakibara Chisako 

日本福祉大学大学院医療・福祉マネジメント研究科 修士課程修了、 

修士（福祉マネジメント） 

北海道文教大学人間科学部看護学科教授、豊橋創造大学保健医療学部看護学科 

教授 

主な担当科目：「地域看護学概論」「地域看護組織論」「地域看護技術論」等 

主な所属学会：日本公衆衛生学会、日本地域看護学会員、日本看護医療学会員 

 

生活習慣重症化予防に関する実践方法 

地域診断の教授方法に関する研究 

地域診断に至るまでの保健の歴史 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・在宅処遇困難高齢者への支援体制の構築―保健と福祉の連携の視点ー（平成

16年度(財)大同生命厚生事業団 地域保健福祉研究助成金報告書 ） 

・介護保険制度開始後の行政機関が関わる事例の類型化とその役割の研究（保

健師ジャーナル vol.63） 

・在宅看護演習を対象とした授業設計とその教育評価（看護教育 Vol.50）   

 代表的な 

 著書・論文 

地域に暮らす人々への支援策の基盤になる地域診断に関する実践と生活習慣重

症化予防に関する支援を一緒に考えて実践してみませんか。 

 

 

 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・生活習慣に関する研究 

・地域診断の教授方法に関する研究 

・看護（保健師）教育に関する研究 

 

生活習慣病重症化予防に関する指導方法 

地域診断に関する教授方法 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

生活習慣病の予防の重要性をさまざまな機関等で

啓発普及が進んでいますが、今後はさらに単なる病

気の予防だけでなく、第三次予防も含めた予防活動

が必要であると考えます。生活習慣病の予防や介護

予防に関する方法の実践について検討しています。 

看護基礎教育における保健師教育では地域診断に

関する教授方法等を実践研究として、卒業後の保健

師活動を踏まえて検討しています。 

研究の概要 
 

地域診断、生活習慣病、重症化予防、保健師 

キーワード 

研究テーマ 

地域診断に関心のある地方自治体との研究 

生活習慣改善のデータ収集と保健行動変容への応用 

生活習慣重症化予防への支援方法 企業への期待 
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保健医療学部看護学科  准教授  木村 暢男 Kimura Nobuo 

e-mail ： nkimura@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２５６ 

東邦大学理学部化学科卒、埼玉県立衛生短期大学第 1看護学科卒、法政大学大学

院人間社会研究科修了（福祉社会学専攻） 

博士（国際医療福祉大学：介護福祉・ケアマネジメント学） 

日本福祉大学看護学部看護学科 准教授（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：在宅看護概論、在宅看護演習、在宅看護援助論、在宅看護実習 

主な所属学会：日本老年看護学会、日本保健福祉学会、日本早期認知症学会 

 

・認知症高齢者のケアマネジメントにおける認知症カフェの活用 

・一人暮らしの認知症高齢者の食生活支援 

・一人暮らしの認知症高齢者を見守る地域づくり 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・精神科病院に入院した認知症高齢者の同居家族の状況（日本認知症ケア学会

誌 Vol.14） 

・他人からの介護に対する抵抗感の分析（自立支援介護学 Vol.2） 

・高齢者の介護予防に必要な地域支援サービスに関する研究（リハビリテーシ

ョン連携科学 Vol.11） 

 代表的な 

 著書・論文 

今後、さらに増加が見込まれる認知症高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続け

ることができるような支援を、直接的な支援と間接的な支援の双方から考えて

いきたいと思います。 

 

 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・認知症高齢者の在宅生活支援に関する研究 

・認知症高齢者のケアマネジメントに関する研究 

・認知症高齢者を介護する家族の介護負担軽減に関する研究 

 

・認知症高齢者と家族のための地域づくり 

・認知症予防 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

認知症高齢者と家族が、身体的・精神的にできるだ

け安定した在宅生活を送れるような支援の在り方を

模索しています。認知症高齢者の BPSDを軽減する支

援、家族の介護負担軽減のための支援、また、一人暮

らしの認知症高齢者を支援する在宅ケアのあり方や

多職種連携に関して研究をしていきたいと考えてお

ります。 

 

 

 

 

研究の概要 
 

認知症、ケアマネジメント、介護負担、在宅ケア 

キーワード 

研究テーマ 

・認知症高齢者の在宅生活支援に関心のある企業との連携 

・認知症高齢者の BPSDの軽減に向けた共同研究 

企業への期待 
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保健医療学部看護学科  教授  廣瀬 晃子  Hirose Akiko 

神戸女子薬科大学（現 神戸薬科大学）衛生薬学科 卒業 

博士（歯学） 

主な担当科目：公衆衛生学、保健医療福祉行政論、疫学 

主な所属学会：日本公衆衛生学会、日本衛生学会、日本口腔衛生学会、 

         日本歯科医療管理学会、東海学校保健学会、東海公衆衛生学会、 

岐阜県小児保健協会 

 

 

 

・運動選手が誤って服用してしまう市販薬について（ドーピング防止について） 

・介護職員の高齢化に伴う介護施設におけるいわゆる老々介護について 

・機能性表示食品の健康に及ぼす影響について 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「デンタルスタッフの衛生学・公衆衛生学」（2章、9章） 

論文：「フッ化物歯面塗布に関する研究 －塗布要領の再検討－」 

「AIDS教育を行った歯科衛生士専門学校卒業生の意識変化」 

「歯科診療所における医療従事者の針刺し・切創調査」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

健康食品や薬について興味を持っております。薬食同源アドバイザーとして、

健康食品の選び方についてご指導いたします。またスポーツファーマシストと

して、選手等に対して薬の使用についてご指導いたします。 

 

 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

 

・フッ化物を用いたう蝕予防効果についての基礎的研究 

・教育方法によるエイズの認識変化についての調査・研究 

・医療従事者や学生の針刺し・切創に関する調査・分析 

・マスクの除塵効果 

 

・高齢者に有効なう蝕予防法の開発 

・医療従事者が院内感染症に罹患しない器材の開

発 

・インシデント・アクシデントが起きにくい環境

の整備 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

子供のう蝕は減少しているが、高齢者は未処置の

う蝕を持ったままの人や新たに歯頸部にう蝕をつく

る人が多い。介護が必要となる高齢者がう蝕で困ら

ないように、予防法の一つのフッ化物応用法につい

て研究している。 

また近年、エイズなどの血液感染症についての情

報が入手されにくくなってきているため、学生や医

療従事者の感染症に対する認識を如何にあげていく

かを、教育方法の違いによって検討している。 

研究の概要 
 

フッ化物、う蝕予防法、HIV/AIDS、教育方法、 

針刺し・切創、院内感染 

キーワード 

研究テーマ 

 

・高齢者を対象としたう蝕の予防法に興味を持つ企業との共同研究 

・院内感染を予防できる器材や環境に関心のある企業との共同研究 

 

企業への期待 
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保健医療学部看護学科  教授  森下 伊三男    Morishita Isao 

e-mail ： isao@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３３８ 

信州大学理学部物理学科卒、信州大学理学専攻科物理学専攻修了、名古屋大学大

学院理学研究科物理学専攻修了、 

理学博士 

主な担当科目：情報処理基礎、科学的思考法 

主な所属学会：日本物理学会、地球電磁気･地球惑星圏学会、 

日本情報科教育学会 

 

 

・地球環境と気候の長期変動との関係に関する研究 

・EUC におけるプログラミング技能の向上に向けた教育に関する研究 

・初等中等教育にいて、プログラミング教育を実践する教員に対するプログラミンの

基礎的理論・プログラミングリテラシ教育に関する研究 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「The existence of cosmic ray anisotropies of galactic and solar origins with 

energies lower than 10^4 GeV and their modulation caused by the presumed behavior 

pattern of the heliomagnetosphere, Earth Planets and Space, Vol.64, 613-639, 2012」. 

論文：「22-year modulation of cosmic rays associated with polarity reversal of polar 

magnetic field of the Sun, Planetary and Space Science, Vol.28, 195-205, 1980」. 

 

 代表的な 

 著書・論文 

物理学(太陽地球環境物理学)で培ったデータ解析のノウハウを企業で生かすことが

できると良いと思います。また、プログラミングの入門教育を担当してきた実績を踏ま

え、企業や初等中等教育の現場で、プログラミングリテラシ教育の研修等のお手伝

いができればと考えています。 

 

 

一言アピール 

看 

護 

学 

科 

・各種数値データ、時系列データの解析手法の研究および解析の

ためのプログラム開発 

・太陽地球環境、特に放射線環境の研究 

・太陽系磁気圏の電磁的環境の研究 

・地球及び太陽系周辺での銀河宇宙線による電磁的状態の研究 

 

・各種時系列データの分析により、データに内在する

特徴を明らかにする。 

・様々な数値データの解析・分析 

・太陽地球環境(放射線環境等）に関する啓蒙 

・情報リテラシ教育、プログラミング教育 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

地上で観測された銀河宇宙線強度の時系列データを解

析することにより、太陽地球環境及び太陽系磁気圏と

その周辺領域の物理的(電磁気的)状態を明らかにする

こと。また、解析の為に開発した時系列データの解析手

法の他分野への適用について研究している。自然科学

分野に限らず社会･人文科学の分野で収集される数値

データ(時系列データを含む）の解析への適用可能性に

ついて興味を持っている。また、解析のためのプログラ

ム開発とプログラミング教育にも携わっている。 

研究の概要 
 

宇宙線物理学、太陽地球間物理学、数値データ解

析、時系列分析、プログラミング教育 

キーワード 

研究テーマ 

・多種多量な数値データの解析や時系列解析による問題発見･解決、 

・EUC の推進と末端でのプログラミング能力開発 

・(企業ではないが)プログラミング教育における基礎理論の教育課程についての小･

中･高等学校の教員との共同研究・開発 
 

企業への期待 
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