
所属 看護医療学部看護学科 職位 教授 氏名(学位） 後藤由紀（修士(看護学)） 

所属学会 
日本看護科学学会,日本産業衛生学会,日本産業看護学会,日本産業ストレス学会,産業精神保健学会, 日本公衆衛生

学会,日本地域看護学会,日本疫学会,三重県公衆衛生協会学会,三重看護研究会 

 専門領域 産業看護学、公衆衛生看護学、健康教育学 

研究テーマ 産業看護の専門性、職場復帰、小規模事業場における産業保健活動、行動変容をもたらす保健指導、健康経営 

Ⅰ 主な教育活動 

教育実践上の主な実績 

１ 教育･内容の工夫（授業

評価等を含む） 

演習、グループワーク、ミニテスト、事例や図表写真など各種資料の工夫、ロールプレイを通じ、

学生の主体性および実践的な看護能力向上に繋がる授業展開とリアクションペーパーを活用し

た授業改善の実施 

２ 作成した教科書、教材、

参考書 

看護師のための地域看護学（ピーラルプレス社）の分担執筆.職場巡視ガイドライン・職場巡視

結果記入用紙の開発,健康診断後の保健指導ガイドラインと事例作成,組織アセスメントのガイ

ドラインと事例の作成,健康教育（集団教育・個別教育）の事例・ガイドライン作成,健康教育企

画書・指導案の開発，地域看護学実習Ⅰ(産業看護)実習要項・事例作成 

３ 教育方法・教育実践に関

する発表、講演 

産業看護職のコンピテンシーに関する講演、「卒後キャリアと大学院進学のすすめ」に関する講

演（産業医学推進研究会東海地方会） 

４ その他教育上特記すべき事項 福井大学非常勤講師,日本産業ストレス学会教育研修委員会委員,四日市看護医療大学教員表彰 

Ⅱ 主な研究活動 

種別 著書・論文等の名称 
単著 

共著 

発行 

年月 

発行所,発表

雑誌 巻・号 

 

編者・著者名 
頁数 

図書 改訂新版 看護師のための地域看護学 

第１部 第 5章 地域看護活動に必要な理論：プライ

マリヘルスケアとヘルスプロモーション 

第 2部 第 4章 産業における地域看護活動 

単著 2022.4 ピーラルプ

レス 

編 豊島康子 

著 後藤由紀 

44-51 

122-12

4 

学術論文 

 

Competencies Required for occupational health 

nurses（査読あり） 

共著 2018.10 J Occup 

Health  

K.Kono  Y.Gotoh, 

et.al 

562-57

1 
学術論文 看護系大学の看護教員が感じる仕事の負担とその

対応に関する一事例の分析（査読あり） 

共著 2019.3 三重看護研

究会誌 2(1) 

加藤睦美,後藤由紀 

萩典子,東川薫 

38-50 

 

学術論文 産業看護職のコンピテンシー尺度の開発と信頼

性・妥当性の検証（査読あり） 

共著 2019.10 日本産業看

護学会雑誌

6(1) 

河野啓子,工藤安史,

後藤由紀、他 

1-7 

学術論文 我が国の労働者の新型コロナワクチンに対する意

識と新型コロナワクチンを接種する動機づけとの

関連性（査読あり） 

共著 2021.9 労働安全衛

生研究 14(2) 

工藤安史,後藤由紀,

柿原加代子 他 

129-13

9 

学術論文 わが国の労働者における新型コロナウイルス感染

症の検査を受ける動機づけに関連する因子（査読あ

り） 

共著 2021.12 厚生の指標

68(15) 

工藤安史,後藤由紀,

柿原加代子 他 

1-8 

学術論文 Perceptions and experiences of hospitalbased 

clinical nurses regarding collaboration with 

occupational health nurses（査読あり） 

共著 2022.4 日本産業看

護学会雑誌

9(1) 

Y.Gotoh,  K.Kono 

et.al 
22-30 

学術論文 事業評価の計画と成果を得るアセスメントの必要

性（査読あり） 

単著 2022.8 産業ストレ

ス研究 29(3) 

後藤由紀 265-27

3 

学術論文 看護系大学教員のワーク・エンゲイジメント活性化

のための意識（査読あり） 

共著 2022.10 日本産業看

護学会雑誌

9(2) 

後藤由紀,加藤睦美,

萩典子 

43-52 

紀要 産業看護職のビジネスパーソンとしての能力に影

響する要因（査読あり） 

共著 2018.3 

 

四日市看護

医療大学紀

要 11(1) 

田所直子,河野啓子,

後藤由紀,他 

13-25 

紀要 講義からアクティブラーニングへの転換-双方向型

授業に向けての環境整備とその活用-（査読あり） 

（その他略） 

 

共著 2018.3 

 

 

四日市看護

医療大学紀

要 11(1) 

杉崎一美,後藤由紀,

別所史子,他 

26-34 



その他 看護系大学の教員のメンタルヘルスと関連する要

因 

共著 2020.11 産業看護研

究センター

報告書(R1) 

後藤由紀,加藤睦美,

萩典子,他 

17-21 

その他 看護系大学の教員のワーク・エンゲージメントのあ

りよう                          

共著 2021.7 産業看護研

究センター

報告書(R2) 

後藤由紀,加藤睦美,

萩典子 

16-20 

その他 健康経営の観点から考える中小企業における健康

課題と看護職の活用 

(その他略) 

共著 2022.7 産業看護研

究センター

報告書(R3) 

後藤由紀,河野啓子,

澤木美貴,他 

10-13 

Ⅲ 主な学会活動 

発表(報告)名等 
単独 

共同 

発表年

月 
学会名等 

・Recognition and Support of Nurses in Acute Care Hospitals 

toward Stroke Patients’ Return to Work 

共同 2018.4 The 32nd International Congress on 

Occupational Health（DUBLIN,IRELAND） 

・産業看護職のコンピテンシー尺度の内容妥当性の検証 共同 2018.11 第7回日本産業看護学会学術集会（名古屋） 

・看護系大学の若手看護教員の職務上の困難感とその対処 共同 2018.12 第38回日本看護科学学会学術集会（松山） 

・中学校・高等学校教育における産業保健に関する文献調査 共同 2019.5 第92回日本産業衛生学会学術集会(名古屋） 

・看護系大学の男性看護教員の職務上の困難感とその対処のあり様 共同 2019.11 第39回日本看護科学学会学術集会（仙台） 

 ・看護系大学教員のワークエンゲージメントと関連する要因        

 

 

共同 2020.12 第40回日本看護科学学会学術集会(ｵﾝﾗｲﾝ) 

・Work Engagement of Nursing Faculty in Japanese 

Universities                             

共同 2022.2 The 33nd International Congress on 

Occupational Health（Global Digital） 

・三重産業看護研究会を通じた大学と産業看護職との連携 共同 2022.11 令和4年度日本産業衛生学会東海地方会学会（四

日市） 

・健康経営の観点から考える中小企業における健康課題と看護

職の活用                                 (その他略) 

共同 2022.11 第11回日本産業看護学会/第19回日本ヘルスプロ

モーション学会との共同学術集会（福岡） 

Ⅳ 社会における主な活動 

活動期間 活動内容等 

2008.2～現在 

2011.6～現在 

2012.12～現在 

2013.4～現在 

2017.6～現在 

2017.12～2018．11 

2018.6～2019.5 

2018.6～現在 

2019.10 

2020.2～現在 

2020.11～現在 

2020.11～2021.11 

2021.2～2022.3 

2021.2～現在 

2021.3～2022.3 

2021.11 

2021.11～現在 

2022.3 

2022.4 

2022.6～2023.3 

2022.9～現在 

2022.10 

2022.11 

2022.11 

全日本病院協会食生活改善指導士, 特定保健指導アドバンスコース研修会講師 

日本産業衛生学会代議員 

日本産業看護学会評議員,研究委員会委員 

三重産業医会理事 

日本産業衛生学会看護部会理事 

第7回日本産業看護学会学術集会企画委員副委員長, 教育講演座長 

第92回日本産業衛生学会学術集会企画委員, シンポジウム座長,一般演題座長 

日本産業衛生学会ダイバーシティ委員会委員 

第8回日本産業看護学会ワークショップ座長 

産業衛生学雑誌査読 

日本産業衛生学会東海地方会常設企画運営委員会委員 

三重県立総合医療センター研修会講師 

第31回日本産業衛生学会全国協議会企画運営委員,シンポジウム座長，教育講演座長 

日本産業ストレス学会評議員,産業看護職委員会委員,研修委員会委員 

第29回日本産業ストレス学会企画運営委員 

三重県立総合医療センター研修会講師 

日本産業看護学会誌査読委員 

第29回日本産業ストレス学会教育講演座長,研修会講師 

四日市市商工会議所女性部総会研修会講師 

三重県庁高齢者施設等陽性者発生時専用相談窓口相談員 

産業ストレス雑誌査読 

令和4年度名古屋市アルコール依存症支援者研修会講師 

2022年度日本産業衛生学会東海地方会学会企画運営委員・副委員長 

2022年度日本産業衛生学会東海地方会学会シンポジウム座長             

     （その他略） 

 


