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弘前医療福祉大学紀要（ISSN 2185-0550）は 2010 年 3 月に刊行され2019 年 3 月第10 巻 1 号まで発行いた
しました。弘前医療福祉大学短期大学部紀要（ISSN 2187-6436）は 2013 年 3 月に刊行され 2019 年 3 月に第
7 巻 1 号まで発行いたしました。両紀要は、合同して新たに「弘前医療福祉大学・弘前医療福祉大学短期
大学部紀要」となりました。それに伴って ISSN は 2435-0915 と変更になりました。巻号はこれまでの弘前
医療福祉大学紀要を受け継ぎ、通巻12 号となります。
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投稿規程

（目的）
第1条

弘前医療福祉大学および弘前医療福祉大学短期大学部（以下「本学」という）における紀要の名称を「弘前
医療福祉大学 弘前医療福祉大学短期大学部紀要」Journal of the Hirosaki University of Health and Welfare
and Junior College（略称：J Hirosaki Univ of Hlth & Welf & Jr Coll）とし、以下「紀要」という。紀要は
本学における研究成果発表を目的として、定期的に刊行される。

（発刊）
第2条

紀要の発刊は原則として年 1 回とし、本学紀要編集委員会（以下「委員会」という）がその任にあたる。

2

紀要は、発刊前年度の12月21日から発刊年度の12月20日までに投稿された論文を第 1 号として刊行する。

3

投稿に、相当の遅滞があった場合は、紀要編集委員会での協議の上、次号発刊の紀要において対処する。

4

発刊期日は原則として発刊年度の末日までとする。

（投稿資格者）
第3条

紀要への投稿資格者および筆頭著者は、次のとおりとする。

（1） 本学専任教員
（2） 本学非常勤講師
（3） その他、委員会が適切と認めた者
（受付 ･ 査読・採否）
第4条
2

投稿原稿は他誌に未掲載で且つ投稿中ではない論文に限る。
論文の種類は以下① - ④を受け付ける。尚、① - ③は査読ありとする。

①

総説：ある主題に関連した研究の解説、総括

②

原著論文：独創的な研究により、新しい知見、理論を示した論文

③

研究報告：研究上の問題提起、興味深い事実や実態・事例・症例に関する報告、未整理だが、すぐに知らせ
る意義のある研究

④

その他委員会が認めたもの：教育実践報告、研修報告、国際学会報告、セミナー報告、イベント実施報告、
公開講座報告など

3

投稿原稿は全て受理するが、原則として一人一編とする。本文の長さ、図・表・写真の大きさ等、編集上不
都合が生じる場合、または印刷体裁が整わない場合には、変更を求めることがある。

4

投稿原稿は「投稿原稿提出書」を必ず添付したうえで、各学科の紀要編集委員を経て随時受け付ける。紀要
編集委員会は「受領書」を発行する。

5

受領した論文のうち④その他委員会が認めたもの以外はすべて第三者に査読される。査読後、委員会は投稿
論文の種別・内容・体裁について修正を求めることがある。

6

論文の採否は委員会において決定され、その結果は書面で通知される。

7

著者校正は初校までとし、初校での大幅な追加、修正は原則として認めない。

（著作権）
第5条

掲載論文の著作権は本学に帰属し、論文の電子化は了承されたものとする。但し著者が当該論文を利用する
場合は本学の許諾を必要としない。

（経費負担）
第6条

投稿原稿が規定の枚数を超過した分については、著者の負担とする。

2

投稿者は初校の際に別刷の必要部数を委員会に申告するものとする。

3

別刷は10部まで共通経費負担とし、それを超えた分は著者負担とする。
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（倫理的配慮）
第7条

人および動物が対象の研究は、投稿者所属の施設もしくは研究参加者が所在する施設の研究倫理委員会で承
認されたものでなければならない。且つその旨および承認番号が本文中に明記されなければならない。

（利益相反）
第8条

利益相反の問題がなければ、末尾の引用文献リストの前にその旨を付記する（例：本研究には、利益相反に
関して申告すべき内容は含まれていない）
。利益相反の申告内容を含む場合には、末尾の引用文献リストの
前に「本研究は利益相反マネージメント委員会の審査を受けている」と明記し、なおかつ謝辞の中に関係団
体名を記載する。

（複数著者の責任分担）
第9条

紀要編集委員会に提出される原稿の中で、複数名の共同研究者（連名）においては必ず、共同研究者全てに
ついて役割分担、または、研究作業のどの部分や箇所において責任を果たしたのか、本文中に明示する。

（その他）
第10条

論文の執筆要項に関しては、委員会が別に定める。

附則

本規程は2019年 4 月 1 日から施行する。
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執筆要項

1 ．原稿の構成と表記
（1）原稿は A4 版、10.5ポイントで 1 枚につき40字（英字・数字は半角）×40行横書きとする。句読点は「。
」およ
び「、」を用いる。原稿は10枚（16,000字）以内とする。但し、図表 1 枚は800字（半枚）分に数えるものとする。
欧文の場合には A 4 版、ダプルスペースで 1 枚につき26行でタイプする。欧文は必ず native speaker による校
閲を受けたものであること。
（2）表紙には論文題名、著者名、所属および所在地（希望するなら e-mail アドレスも）を和文と欧文の両方でそれ
ぞれ明記する。さらに本文枚数（引用文献、要旨を含む）
、図、表、写真、図表の説明文などの枚数を記載し、
最後に論文の種類：「原著論文」
（例）のように明記する。 2 枚目には600字以内の和文要旨とキーワード 3−5
語、 3 枚目には300語以内の英文要旨と keywords 3−5 語を記す。
（3）図表の使用は最小限にとどめ、「図 1 」
、
「表 1 」
、「写真 1 」等それぞれの通し番号をつけ、本文とは別に一括
する。図表の説明とサイズの指定は別紙にする。掲載箇所は、赤字で図・表・写真の番号をもって指定する。
（4）外国の人名、地名に原語を用いるほか、叙述中の外国語にはできるだけ訳語をつける。
（5）文献でない備考・注などは、＊、＊＊などを右肩につけ説明を脚注とし、その原稿用紙の下部に記述する。脚注
内の文は 9 ポイント、行間は 1 スペースとする。その頁の下に横線を引き、その下側に挿入すること。本文中
の脚注による記述は可能な限りさけること。
（6）複数著者の責任分担については、引用文献の前に明記する。
2 ．文献記載の様式
（1）文献は、本文の引用箇所の肩に 1 ）
− 3 ）と表し、最後に一括して引用順に掲げる。
（2）文献は、“引用” や “参考” をつけず、「文献（References）
」として扱う。
（3）文献の記載方法・順序
〈雑誌〉著者名：表題名．雑誌名．巻（号）
：頁−頁，発行年．
〈単行本〉著者名：論文題名．書名（版表示）．編者名．頁−頁．発行地：出版社．発行年．
〈訳本〉著者名：論文題名．書名（版表示）．編者名．訳者名．頁−頁．発行地：出版社．発行年．
［例］
〈雑誌〉
山田太郎：弘前駅東口再開発について．弘前ジャーナル．12（3）
：45−67，2020．
※雑誌名は略称とせず、正式名称を記載する。
〈単行本〉
佐藤一郎：弘前の歴史．津軽の歴史（初版）．鈴木次郎．12−34．弘前市：弘前城東出版．2020．
〈訳本〉
George Smith：津軽藩とコーヒー．東アジアのコーヒー文化の歴史（二版）
．John Paul．田中三郎．56−78．
New York：Coﬀee Publishing．2020．
（4）ウェブサイトからの引用については文献リストに含め、URL（ウェブサイト住所）
、閲覧した日付を記す。
［例］
弘前市の喫茶店
http://www.hirosaki̲cafe.co.jp/coﬀee.html （最終閲覧日：2020/12/20.）
（5）他の出版物から図・表等の資料を引用転載する場合は、その資料が著者自身のものであっても、必ず出典引用
する。
3 ．投稿の際の提出書類
（1）総説・原著論文・研究報告については、投稿原稿提出書の他、本原稿（表紙、和文要旨、英文要旨、本文、図
表）を 1 部、査読用原稿を 2 部提出すること。なお、査読用原稿においては、著者名、所属、謝辞、役割分担
等、著者を特定できるような事項は掲載しないように注意すること。それ以外の投稿原稿については、投稿原
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稿提出書と本原稿 1 部のみ提出すること。
（2）原稿は各学科の紀要編集委員に提出すること。
4 ．謝辞、大学の正式な英語名等について
（1）学長指定研究等は謝辞に記載する。
［例］
「本研究は弘前医療福祉大学学長指定研究により行われた。
」
英文の一例を記載する。
This article was partially supported by a grant for designated research provided by the President of
Hirosaki University of Health and Welfare.
（2）大学などの正式な英語名および省略形を使用する場合の参考例を記載した。
弘前医療福祉大学
Hirosaki University of Health and Welfare

Hirosaki Univ Hlth & Welf

保健学部
School of Health Sciences

Sch Hlth Sci

弘前医療福祉大学短期大学部
Hirosaki University of Health and Welfare Junior College
2019年 4 月 1 日制定
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委員長

佐

原

雄

二

全く異例な 1 年だった。この間の医療従事者の奮闘には頭が下がる思いだ。一方、学生、特に新入
生は入学当初からさまざまな不自由を強いられ気の毒だった。大学も対応に苦慮し、今なお苦労の絶え
ない日が続く。社会・政治・経済に甚大な世界的影響を与えた新型コロナがいつ収束するかは見当もつ
かない。これは世界史、ひょっとしたら人類史の転回点になるのではないかとさえ思われる。
私事で恐縮だが、編集子は県境を越えることもほぼなく 1 年を過ごした。不自由ではあったが、それ
ならそれで機会と思い、趣味の低山歩きと生き物探索、それと読書に時間を充てた。 7 月までは週末ご
とに降雨が多く、期待したほど生き物に遭遇する機会は多くなかったものの、世界最小サイズのトンボ、
ハッチョウトンボを初めて見たし、ニホンカモシカには至近距離で出会うこともあった。読書では長年
の課題だったゲーテやゾラ、ヘッセ、ゴットフリート・ケラー、クレーとカンディンスキーを読み、新
しいところでは斎藤幸平を、いずれも興味深く読了することができた。どの生き物との出会いも、どの
1 冊も人生の財産である。
新しい紀要をお届けします。今回、多くの投稿論文がありました。合同雑誌になって 2 回目ですが、
課題はまだありそうに感じています。

弘前医療福祉大学
紀要編集委員会
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紀要編集委員会

委 員 長
委
員
委
員

佐原雄二
中根明夫
木田和幸

委 員 長
副委員長
委
員

鳥羽 栞
工藤雄行
外崎敬和

委

成田秀美

委

中村直樹

員

員

Journal of Hirosaki University of Health and Welfare and Junior College
弘前医療福祉大学 弘前医療福祉大学短期大学部 紀要
第２巻

第１号

（通巻 12 号）

令和 3 年３月 29 日発行

編集・発行

印

刷

〒036-8102 弘前市小比内 3-18-1
弘前医療福祉大学内 紀要編集委員会
弘前医療福祉大学短期大学部内 紀要編集委員会
TEL：0172-27-1001

所 〒 036-8061 弘前市神田 4-4-5
やまと印刷株式会社
TEL：0172-34-4111 FAX：0172-36-3299

Journal of Hirosaki University of Health and Welfare and Junior College
Vol. 2 No.1

March 29, 2021

Contents
［Forewords］
Message from the President of Hirosaki University of Health and Welfare
Hajime Shimoda

［Review］
Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Akio Nakane ……………………………………………………………………………………………………………… 1

A study of the relationship between the pineal, immune mechanisms and cancer ─ a historical survey
3. Relating to the adrenal gland, renal-cardiovascular system and molecular biology
Takashi Kachi, Hitomi Kachi …………………………………………………………………………………………… 9

Literature review of the effects of recreation on higher brain dysfunction
Kiyoko Itagaki, Ryoko Kimura, Naoko Watabe, Risako Fukushi, Kazuhiko Asada …………………………… 25

The Current Status of Basic Life Support, Disaster, and Emergency Medical Care Simulation Training in Nurse
and Emergency Medical Technician Training Programs
Risako Fukushi, Kiyoko Itagaki, Ryoko Kimura, Yosuke Kamata, Nobuaki Tachioka,
Takahito Nakagawa, Kazumasa Kamayachi, Syunsuke Saito ……………………………………………………… 39

［Original］
The structure of sexuality of muscular dystrophy patients and nursesʼ response to it:
an analysis of nursesʼ narratives
Chikako Kudo ………………………………………………………………………………………………………… 49

)DFW¿QGLQJ VXUYH\ IRU SUHYHQWLYH JXLGDQFH RQ $WKHURVFOHURVLV IRU SV\FKLDWULF GD\ FDUH XVHUV LQ $RPRUL
Prefecture: Study on brachial-ankle pulse wave velocity (baPWV) and lifestyle-related factors
Takanobu Iwama, Haruyuki Ito, Takako Kumagai, Yūki Iwafuji, Kiyoshi Koeda, Yōko Ishii ………………… 59

Terminal care provided by a nurse in a special nursing home for the elderly
Umi Kudo ……………………………………………………………………………………………………………… 71

An Examination of the Factors that Affect the Learning of Occupational and Speech Therapy Students
Mika Suto, Kyoichi Hiraoka, Yoko Ishii …………………………………………………………………………… 81

Investigation on the Level of Understanding on Aphasia in the Students of a Healthcare
and Welfare Professional Training School
Kazuhiko Asada, Kenichi Fujiwara, Miwako Hirakawa, Kiyoko Itagaki, Ryoko Kimura ……………………… 91

［Other Report］
Extension: Activities aiming for comfortable care
Kaoru Yamaguchi……………………………………………………………………………………………………… 103

Extension: COVID-19 ̶ Learn the world of microorganisms ̶
Akio Nakane …………………………………………………………………………………………………………… 107

,PSOHPHQWDWLRQUHSRUWNPJURXSUXQDQGSK\VLFDO¿WQHVVH[HUFLVHKHOGDVDQHYHQWRIWKH'HSDUWPHQW
of Emergency Medical Technology
Shiori Toba, Keisuke Narumi, Makoto Wakamatsu ………………………………………………………………… 111

Implementation report: Students visit the Aomori Prefecture Disaster Relief Aviation Unit and the Aomori
)LUH¿JKWHU$FDGHP\WROHDUQDERXWUHFUXLWWUDLQLQJ
Shiori Toba, Nao Sato, Kazumasa Kamayachi, Takahito Nakagawa ……………………………………………… 117

Implementation report: Hands-on event for caregiving experience̶Disseminating the attraction of care and welfare
Naoki Nakamura ……………………………………………………………………………………………………… 125

［Special Edition］
Research Activities …………………………………………………………………………………………………… 135

