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足立勝宣 看護学部 看護学科 講師 博士（医学） 

資       格 

 

主 な 著 書 ・ 原 著 論 文 

年 度 タイトル（出版元又は掲載誌） 

（著書） 

平成 19 年度 

 

平成 20 年度 

 

平成 22 年度 

 

平成 26 年度 

 

令和 4 年度 

 

（原著論文等） 

平成 15 年度 

平成 21 年度 

 

平成 23 年度 

 

 

平成 24 年度 

 

 

平成 25 年度 

 

 

 

平成 28 年度 

 

 

 

 

（株）INAXにおける特定健診・特定保健指導モデル 

（ライフ出版社 公衆衛生情報 Vol.38 No3） 

モーニングケアを嫌がる統合失調症の女性患者とそのケアをするＮＳ 

（メディカ出版社 改訂 3版 看護実践のための心理学） 

うつ病チェック健康診断での義務化へ向けた課題 

（ライフ出版社 公衆衛生情報 Vol.40 No12） 

モーニングケアを嫌がる統合失調症の女性患者とそのケアをするＮＳ 

（メディカ出版社 改訂 4版 看護実践のための心理学） 

精神看護学実習の思い・エピソード（中央法規出版 精神看護学実習ハンドブック） 

 

 

うつ病患者のセルフヘルプグループにおける認知とその関連要因（修士論文） 

足立勝宣 : 唾液アミラーゼを用いたうつ病スクリーニングの有用性に関する検討, 

名古屋市立大学看護学部紀要 9 : 13-19, 2010. 

Adachi K : Effectiveness of a Screening Test for Depression Using Salivary 

Amylase: Comparison with the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, 

MEDICINE AND BIOLOGY, 155(8) : 510-517, 2011. 

Adachi K, Itsubo K : Valuation of the effectiveness of a system for screening 

depression in regular health examinations and provision of follow-up measures, 

MEDICINE AND BIOLOGY, 156(11) : 723-728, 2012. 

Nishiyama T, Suzuki M, Adachi K, Sumi S, Okada K, Kishino H, Sakai S, Kamio Y, 

Kojima M, Suzuki S, Kanne SM : Comprehensive Comparison of Self-Administered 

Questionnaires for Measuring Quantitative Autistic Traits in Adults, J Autism 

Dev Disord 44：993-1007, 2014． 

足立勝宣, 井奈波良一 : 職業性ストレス簡易調査票による高ストレス者の選定基準

と抑うつ尺度 K10との相関性についての検証, 修文大学紀要(8):11-19, 2016． 

足立勝宣, 三浦由華, 中武美和, 井奈波良一 : 職業性ストレスが家庭満足度に与え

る影響度についての検証，日本精神科看護学術集会誌, 59(2) : 358-362, 2016. 



 

 

平成 29 年度 

 

 

 

 

平成 30 年度 

 

 

 

 

 

令和 1 年度 

 

 

 

 

令和 2 年度 

 

 

 

 

令和 3 年度 

足立勝宣，井奈波良一 : ワーク・ライフ・バランスの実現に必要な要因に関する家

庭の満足度の観点からの検討, 修文大学紀要(9):75-82, 2018. 

足立勝宣，井奈波良一 : 職業性ストレス簡易調査票による心身のストレス反応の合

計点を用いた高ストレス者の選定基準と抑うつ尺度 CES-Dとの相関性についての検

証，日本職業・災害医学会会誌 66(1):33-39, 2018. 

足立勝宣, 井奈波良一：ワーク・ライフ・バランスの実現に必要な要因に関する家庭

の満足度の観点からの検討, 修文大学紀要 (9)：75-82, 2018. 

足立勝宣, 三浦由華, 井奈波良一：職業性ストレスと生活・行動様式の変化について

の検証, 日本精神科看護学術集会誌 60（2）：357-361, 2018. 

足立勝宣：ワーク・エンゲイジメントの実現に必要な要因に関する仕事の満足度の観

点からの検証, 日本精神科看護学術集会誌 60（2）：362-366, 2018. 

足立勝宣, 三浦由華, 井奈波良一：運動習慣および睡眠に影響を与える職業性ストレ

ス要因についての検証, 日本精神科看護学術集会誌 61（2）：334-338, 2020. 

足立勝宣, 三浦由華, 井奈波良一：ストレスチェック制度の運用開始後の初期評価, 

日本精神科看護学術集会誌 61（2）：339-343, 2020. 

足立勝宣, 三浦由華, 井奈波良一：ストレスチェック制度の運用開始 2年目評価, 日

本精神科看護学術集会誌 62(2)：19-23, 2020. 

足立勝宣, 三浦由華, 井奈波良一：笑いの頻度を用いた職業性ストレス評価の試み, 

日本精神科看護学術集会誌 62(2)：9-13, 2020. 

足立勝宣, 三浦由華, 井奈波良一：笑いとワーカホリズムの関連性, 日本精神科看護

学術集会誌 62(2)：24-28, 2020. 

足立勝宣, 井奈波良一：交替勤務が職業性ストレスおよび生活習慣に与える影響につ

いての検証, 日本職業・災害医学会会誌 69(2)：59-64 2021. 

Adachi K，Inaba R：Work Engagement Scale: Validating the Japanese UWES-9 Standard 

through an Automotive Industry Sample. WORK: A Journal of Prevention, Assessment 

& Rehabilitation，（in press）. 

足立勝宣、三浦由華、井奈波良一：ワーク・エンゲイジメントおよびワーカホリズム

がもたらす生活習慣への影響．日本精神科看護学術集会誌 63(2)：12-16，2021. 

足立勝宣、三浦由華、井奈波良一：製造業の労働者における笑いとワーク・エンゲイ

ジメントの関連性．日本精神科看護学術集会誌 63(2)：7-11，2021. 

 

 

 

 

 

 



所 属 学 会 

日本産業精神保健学会 

日本産業衛生学会 

日本精神科看護協会 

日本職業災害医学会 

日本公衆衛生学会 

主 な 社 会 的 活 動 

年 度 活  動  内  容 

 

 

特定非営利活動法人 メドワーク 監事 

名古屋市立大学大学院 医学系研究科 外部研究員 

中小企業雇用緊急雇用安定助成金制度 教育訓練講師 

名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所支援員 

精神科看護技術協会施設代表 

 


