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所属・氏名（ 健康科学部 医療栄養学科 氏名：岡山 和代 ） 

著書、学術論文等の名称 

単著 

共著 

の別 

発行又は発表 

の年月 

発行所、発表雑誌

等又は発表学会等

の名称 

概    要 

1 

 

（著者・修士論文） 

アルミニウムの生体内吸収,

蓄積に及ぼすアスコルビン

酸の影響 

単著 

 

平成 7 年 

2 月 

 

修士論文 アスコルビン酸の摂取差によるアルミニウム

(Al)暴露したモルモットの Al 体内蓄積度を検

討.Al の測定は原子吸光を用いた. 

2 

 

（著者・博士論文） 

オントロジーを用いた栄養

管理支援システムの構築と

その評価に関する研究 

単著 平成30年 

1 月 

博士論文 「概念の明示化である」オントロジーの定

義に基づき,管理栄養士が栄養管理で使用す

る指針からの用語の抽出法を論じた.次にこ

の抽出用語で栄養管理支援システムを構築

し,栄養指導の参考コメントの提示など本シ

ステムの特徴機能を論じた.さらに本システ

ムを評価するため,3 名の管理栄養士が記述し

た模擬患者の栄養指導報告の用語を階層的ク

ラスタ―分析した.結果より本システムの有用

性がみられた. 

3 （著者・報告） 

平成 19 年度チーム医療教育

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加して 

共著 

 

平成 19 年 

12 月 

 

新潟県栄養士会教

育･研究栄養士協議

会 会 誌 第 20 号

p5-8 

2 日間にわたる北里チーム医療教育演習につ

いての紹介 

共著者:牧野令子,多賀昌樹． 

4 （著者・報告） 

放牧など粗飼料 100％で生

産された赤身牛肉における

ﾄﾞﾗｲｴｲｼﾞﾝｸﾞの効果 

共著 平成 23 年 

6 月 

 

伊藤記念財団報告

書 2011 

 

北里八雲牛肉の食肉熟成についてドライエ

イジング法とウェト法ごとに細胞学的および

ヒトによる嗜好調査で評価を行った. 

共著者:折目愛,小笠原英毅,岡山和代． 

担当：嗜好調査である. 

5 （著者・報告） 

日本人の微量元素摂取 

の現状とその課題 

共著 平成 30 年 

10 月 

 

食と医療：p6-11 特に微量元素の鉄、亜鉛の日本人の摂取状態

を報告した。 

共著者:児玉浩子、岡山和代． 

担当：国民健康・栄養調査の結果と日本人の

摂取時基準の値との比較 

6 

 

（学術論文） 

保健看護科学生の健康およ

び生活状況調査報告 

筆頭論文 

 

共著 

 

平成 22 年 

1 月 

北里大学保健衛生

専門学院紀要 ,第

15 巻 

p17-24 

 

看護科学生 80 名の生活調査を実施.結果か

ら自己の健康･生活状況を認識し改善するこ

とが必要である.うち,ｽﾄﾚｽ,疲労の改善は睡眠,

運動,テレビ,パソコン時間に影響することが

共分散構造分析から明らかとなった. 

共著者:佐藤恵美子,田村玲子． 

7 （学術論文） 

高齢透析患者の ICTを利 

活用した在宅腹膜透析支援 

システムの構築 

共著 平成 17 年 

9 月 

 

愛知県看護教育研

究学会誌 20: 

p15-19, 

腹膜透析の高齢在宅患者の PD 記録ノート

を Web 上で管理ができるシステムを構築し

た。本システムは在 

宅と医療機関との情報共有のリアルタイム

が可能となった. 

 共著者:大川明子,梅田徳男,前川厚子,近藤

三由希,岡山和代． 

担当頁特定不可能 

8 （学術論文） 

外来がん患者を対象とした 

在宅医療支援システムの 

構築.  

 

共著 平成 17 年 

9 月 

 

北里医学 

47:p29-36, 

 

がん治療に関わる包括的な医療サービスの

提供支援と円滑な医療連携が行えるシステム

を構築し評価した。結果 ,タスク達成時

間,WUS 評価から本システムの使用は幅広い

年齢に対応できることを示した. 

共著者:梅田徳男,大川明子,岡山和代,近藤三

由希,小林美和. 

担当頁特定不可能 
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9 （学術論文） 

Development and  

evaluation of a nutrition  

management support sys 

tem using ontology 

筆頭論文 

共著 平成 17 年 

10 月 

 

The Kitasato 

Medical Jour-

nal,47, 

p160-168. 

 

用する栄養管理のガイドラインに記載され

ている用語からなる栄養管理を支援する栄養

管理支援システムを構築した.本システムを

評価するため 3 名の管理栄養士に本構築シス

テムを試行させた結果,栄養指導の時間,管理

栄養士初心者の知識の補足する有用性が本シ

ステムにあることが示唆された. 

共著者:Umeda T, Okawa A, Kondo M． 

10 （学術論文） 

【知っておきたい小児の栄

養】 疾患と栄養指導・食事

療法 微量ミネラル欠乏症

(亜鉛、銅、セレン、ヨウ素)  

共著 平成 31 年 4 月 小 児 科 臨 床

72(4)p507-511 

微量ミネラルの過剰不足と疾患との関係、

食品の常用量での含有食品など示した。 

共著者:児玉浩子, 岡山和代 

担当は食品中の微量ミネラルの含有量 

11 （報告・発表:示説） 

北里八雲牛の加工食品の開

発 

単著 平成 21 年 

9 月 

 

第 56回日本栄養改

善学会総会（北海

道） 

北里八雲牧場とﾁｸﾚﾝﾐｰﾄと共同開発した商

品について報告した. 

12 （報告・発表:示説） 

本学院の管理栄養科 2 年生

における基本的コンピテン

シーの高い学生の特徴 

単著 平成 25 年 

11 月 

 

H25 魚沼シンポジ

ア(魚沼市) 

推薦入学者は基本的コンピテンシーおよび

「栄養･食品スキル」の共通コンピテンシーが

高い、低い学生への教育検討が示唆された。 

13 （報告・発表:示説） 

Development of a Home 

Recuperation Support 

System Incorporating 

STAS-J Electronic Edition  

共著 平成27年 

7月 

International 

Conference on 

Cancer Nursing 

(ICCN )2015 in 

Canada, 

緩和ケアの STAS－Jを取り入れた、在宅支援 

システムの開発について報告 

共 同 発 表 ： A. Okawa, T. Umeda, A. 

Maekawa, M. Abe, K. Asaba, K. Okayama, 

M. Takahata, T. Gomi: 

14 （報告・発表:口頭） 

オントロジーを用いた糖尿

病患者栄養管理支援システ

ム構築の検討 

共著 平成 27 年 

9 月 

 

第 62回日本栄養改

善学会総会 (福岡 ) 

Vol.73,No.5,p126 

 

糖尿病患者栄養管理支援システムの構築に

オントロジーを用いた結果,糖尿病食事療法

の指導に必要な概念が抽出できた. 

共同発表：梅田徳男,大川明子 

15 （報告・発表:示説） 

外来がん患者支援システム

の構築-転院･退院･外来治療

の情報共有機能の追加 

共著 平成 28 年 

2 月 

 

第 30回日本がん看

護学会 30, p238. 

 

がん患者の転院･退院･外来治療の情報共有

機能の付加により、医療スタッフの患者情報

共有を可能となる外来がん患者自己管理支援

システムとなった。 

共同発表：梅田徳男,大川明,岡山和代,高畑正

子 

16 （報告・発表:示説） 

 がんサバイバーへの適応に

向けたエクササイズの基礎

研究-膵液マーカーを用いた

ストレス研究 

共著 平成 28 年 

2 月 

 

第 30回日本がん看

護学会誌 Vol.30, 

P232, 

 

共同発表：大川明子, 梅田徳男, 浅場香, 近藤

三由希, 杉田豊子, 前川厚子, 阿部まゆみ, 岡

山和代, 高畑正子 

 

17 （報告・発表:示説） 

オントロジーを用いた糖尿

病患者栄養管理支援システ

ム構築－初学者に対する栄

養指導支援ツールの有用性

の示唆 

共著 平成 28 年 

9 月 

第 63回日本栄養改

善学会総会 (青森 ) 

Vol.74,No.5,p302 

構築しているオントロジーを用いた糖尿病

患者栄養管理支援システムは,栄養指導での

管理栄養士の記述時間を短縮させ経験の浅い

管理栄養士が経験豊かな管理栄養士の栄養指

導に近づける有用性を認めた. 

共同発表：梅田徳大川明子,本田恵理 
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18 （報告・発表:示説） 

Development of Support 

System for Home Perito-

neal Dialysis Patients: 

Addition of Handwriting 

Input Function to a home 

PD patient’s record, 

共著 平成28年 

9月 

International Pe-

diatric Nephrolo-

gy Association 

2016 in Brazil, 

Vol.31,No.10, 

p1926,  

透析患者に対する在宅支援システムを構築につ

いて報告した。ケア記録に手書き機能ツールを

加えたシステムの評価を行った。 

共同発表：A. Okawa, T. Umeda,  

A. Maekawa, M. Kondo, K. Asaba, K. Oka-

yama, T. Gomi, M. Takahata 

19 （報告・発表示説） 

Development of Support 

System for Home Perito-

neal Dialysis Patients: 

System Evaluation with 

the Web Usability Scale 
(WUS) 

共著 平成28年 

9月 

International Pe-

diatric Nephrolo-

gy Association 

2016 in Brazil, 

Vol.31,No.10, 

p1926-1927 

透析患者の在宅支援システムについて、本シ

ステムを使用する医療者に、本システムの評

価をウェブユーザビリティ評価(WUS)スケー

ルにより評価を行った。 

共 同 発 表 者 :T. Umeda, A. Okawa, A. 

Maekawa, K. Okayama, M. Kondo, T. Gomi 

20 （報告・発表示説） 

Development of an elec-

tronic system for home 

peritoneal Dialysis patient 

record notes, 

共著 平成29年 

6月 

The th54 ERA- 

EDT A Congress- 

Madrid, Spain 

 

透析患者に対する在宅支援システムを構築につ

いて報告した。ケア記録について評価を行った。 

共同発表：T Umeda, A Okawa, A, K Oka-

yama, M Kondo, A Maekawa, T Gomi． 

21 （報告・発表口頭） 

オントロジーを用いた栄養

管理支援システムの構築～

栄養指導の概念分析～ 

共著 平成29年 

9月 

第 64回日本栄養改

善学会学術総会(徳

島)Vol.75, 

No.5, p218 

 

Wilson の概念分析に基づいて,本研究で収

集した 3 名の管理栄養士が記述した栄養指導

の用語を概念分析した.結果,経験年数により

管理栄養士の用語は異なった.本システムは

経験の浅い管理栄養の栄養指導を補助できる

効果がみられた. 

共同発表：梅田徳男,大川明子,本田恵理  

22 （報告・発表口頭） 

「医療情報の著作権、秘匿

性・安全性の確保を目的とし

た情報ハイディングシステ

ムの構築」 

 

共著 平成 29 年 

9 月 

 

電子情報通信学会

(IEICE), 平成 29

年 9 月 

 

共同発表：梅田徳男, 大川明子, 大家重明, 岡

山和代, 近藤三由 

23 （報告・発表示説） 

Steganography 技術を用い

たバイタルデータ伝送時の

安全を確保した在宅看護支

援システムの構築 

共著 平成 29 年 

12 月 

第 37回日本看護科

学学会学術集会 , 

仙台 

共同発表：梅田徳男, 大川明子, 岡山和代, 近

藤三由希, 前川厚子 

24  （報告・発表示説） 

短大生の記述用語から考察

した栄養の指導の知識 

～栄養の指導の概念分析～ 

共著 平成 30 年 

9 月 

 

第 64回日本栄養改

善学会総会(新潟)  

夏休みの課題演習としている対象への弁当作

りから、演習当初の学生のコメントと演習後のコメ

ントを用いて、それぞれ仕様されている用語か

ら、栄養士の知識度を評価、比較した。 

共同発表：松田依果,貝原奈緒子． 

25 （報告・発表示説） 

栄養士課程学生における学

習理解度についての一考察

～栄養教育実習 I を通して

～ 

共著 平成 30 年 

9 月 

 

第 64回日本栄養改

善学会総会(新潟)  

栄養教育論実習を通して実施したアンケート

の調査の結果ら、学習の理解度を評価する。 

共同発表：松田依果,岡山和代,貝原奈緒子． 

担当はアンケート調査の実施 

26 （報告・発表示説） 

乳児における母乳摂取によ

る内部被ばく線量評価への

アプローチ 

共著 2019 年 

2 月 

名古屋大学 

第 89回日本衛生学

会学術総会, Ｓ32 

内部被ばくの現状を評価するため、脂質の多い

母乳中のヨウ素含有量を、新たな測定法にて定

量した。併せて、尿中、食事記録からヨウ素摂取

量を検討し、母乳中のヨウ素量について検討し

た。 
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     共同発表：太田智子、松崎浩之、児玉浩子、

寺田宙、野村恭子、太田裕二、王暁水、飯田

素代、日比野有希、岡山和代、渡邉美保 

担当：食事記録（FFQ）からヨウ素摂取量を

算出する。 

27 （報告・発表口頭） 

都内某区立中学生における

肥満度と生活習慣病の関連 

共著 2019年 3月 9日 

大阪 ,大阪医科

大学 

第 16回日本小児栄

養研究会 

2016-2017 年に実施した都内の中学性、約

1500 人に対する生活アンケート調査から、肥満

度別の食生活状況を比較し評価した。 

共同発表：児玉浩子,野村恭子,鈴木由美子,武

見ゆかり,中西明美,衛籐久美,髙橋均,川田裕樹,

朝倉比都美． 

28 

 

（報告・発表示説） 

乳児における母乳摂取によ

るヨウ素 129 内部被ばく線

量評価へのアプローチ 

共著 2019 年 3 月 

 茨城県つくば

市 

環境放射能研究会 

ポスター 

脂質の多い母乳中のヨウ素含有量の新たな測

定法について、検体の採取量など検討した。 

共同発表：太田智子,松崎浩之,児玉浩子,寺田

宙,野村恭子,太田裕二,王暁水,飯田素代,日比

野有希,岡山和代 ,渡邉美保,戸谷美和子． 

担当：食事記録（FFQ）からヨウ素摂取量を

算出する。 

29 Wilson 病診療ガイドライン

での移行期医療に関する検

討,ウイルソン病患者を対象

としたアンケート調査 

共著 2019 年 5 月 18

日  

東京,東邦大学 

ウィルソン病研究

会 

2018 年に実施した JaMin 登録ウイルソン病患者

108 名より収集した、アンケート結果から移行期

医療の課題、対策について報告した。 

共同発表：児玉浩子,除朱玹,奥山虎之, 


