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平成 24 年度年報の刊行にあたって 

 

 

平成 4 年の「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が制定されて以来、

看護系大学および大学院は年々増加の一途をたどり、平成 25 年度には、看護系

大学 210 校、大学院修士課程 144 校になり、今後も看護の基礎教育の大学化の

流れは続くことは間違いない。18 歳人口が減少の一途をたどり定員割れの大学

の出現が話題になっている中で、このような看護系大学の増加傾向は、看護職

に対する高等教育の開始の遅れを取り戻すもので、看護・看護学の発展・進展

にとっては好ましいことであり、当事者としてもうれしいことである。このよ

うな中で、看護系大学としては、社会の信頼を確保し、大学としての質の担保

に常に努力しなければならない。 

知の拠点、人材育成の拠点である大学が、時代や地域のニーズに応えること

ができる看護職の育成、看護学の進展、新しい領域の開発・開拓等の役割を果

たして行くためには、大学の教職員の教育研究に対する創意工夫が常に求めら

れる。 

１年はあっという間に過ぎていく実感が、歳とともに強くなる。１年間の大

学としての足跡、教員個人の足跡を記録としての残し、フィードバックしてい

くことが、自己点検・評価の一環であり、教育研究の質の担保、さらなる研鑽

に結びつくものと考えている。継続的な年報の刊行が、大学・教員個人にとっ

て、自己点検・評価の効果的・効率的な手段であり、質確保に向けた情報公開

の手段となることを期待している。 
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副学長/研究科長 草間 朋子 
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１、委員会/ワーキンググループの活動 

 

１－１ 教授会 

構成員 

草間朋子（学部長）、教授および准教授、山西文子臨床教授 

 

教授会の役割は、東が丘看護学部の教育上の重要事項、学生の入学や退学に関する事

項、教育課程及び試験に関する事項、研究及び教育に関する事項、学生の在籍に関する

事項等について、審議決定することである。本年度は 11回の教授会を開催し、学部の入

試の合否判定、進級判定、休学や退学について審議を行った。 

 

１－２ 看護学研究科委員会 

構成員 

草間朋子（研究科長）、教授および准教授、山西文子臨床教授 

 

 看護学研究科委員会の役割は、看護学研究科の教育上の重要事項、学生の入学や退学に

関する事項、教育課程及び試験に関する事項、課程修了及び学位に関する事項、学生の在

籍に関する事項等について、審議を行うことである。本年度は 11回の看護学研究科委員会

を開催し、大学院の入試の合否判定、進級判定について審議を行った。 

 

１－３ 自己点検・評価委員会 

構成員  

田中留伊（委員長）、今井秀樹（副委員長）、石川倫子、岩本郁子、小宇田智子、中村裕美、

田村聡明大学経営会議室長、荒木長事務局長、木原英三事務部長 

 

本委員会は東が丘看護学部の自己点検・評価について、以下の活動を行った。 

１）教職員の一年間の活動を振り替えることを目的に年報を作成した。年報は広報委員会

に依頼しホームページ上に公開した。 

２）平成 24年度点検・評価報告書における東が丘看護学部・看護学研究科の担当分の内容

を整理するとともに取りまとめを行った。 

３）学生による教員の授業評価アンケートを行い、次年度のシラバスや授業に反映できる

ように、科目を担当する教員に集計結果の返却を行った。また、看護学研究科の授業につ

いても、授業評価アンケートの実施を行った。 

４) 一昨年度より、ハラスメントに関する取り扱い細則、発生時のフローチャートを作成

し、実際に発生した際に備えていたが、本年度も取り扱う事例はなかった。 

 



１－４ FD委員会 

構成員 

田中留伊（委員長）、今井秀樹（副委員長）、石川倫子、岩本郁子、小宇田智子、中村裕美、

田村聡明大学経営会議室長、荒木長事務局長、木原英三事務部長 

 

本委員会は教職員の資質の維持向上を図るために、以下の活動を行った。 

１）開学して日が浅いため、全ての教職員を対象に本学の理念や目指す方向性について、

草間副学長より講演をして頂き、学生に対してより良い教育を提供するための共通理解を

深めた。 

２）学生に対する支援の在り方を検討するために、教員経験の長い岩本講師より「学生の

国家試験に対する教員の支援の在り方」について講演を頂いた。学生指導経験の少ない教

員が学生支援の方法を考える機会に繋がった。 

３）海外研修における学生支援の検討を目的に、昨年度行われたハワイ研修の報告会に 

教職員の参加を促した。 

４）教職員を対象に、「科学研究費補助金申請講習会」を企画し、大分県立看護科学大学 

影山隆之教授を講師に招き講演をして頂いた。申請未経験者への情報提供と、競争外部資

金申請に向けての全教員の意識向上を図った。 

５)教育・研究機関に勤めて間もない教員を対象に、研究に関する講座を計４回行った。

内容は、「看護研究について」、「文献検索の仕方・文献の読み方」、「看護研究に用い

る統計学の基礎①」、「看護研究に用いる統計学の基礎②」である。 

６)特定看護師を育成するための資質向上を目的に、看護学研究科公開講座マーガレッ

ト・オコナー先生による「オーストラリアにおける看とり～現状と課題～」講演参加を促

し、NP教育に対する意識の向上を図った。 

７)当委員会の委員のべ 3名が FD研修会や大学評価に関する研修会等に参加し、研修結果

を学内教員と共有した。 

 

１－５ 看護学科カリキュラム検討委員会 

構成員  

松山友子（委員長）、清水洋子（副委員長）、宮崎文子、浅野妙子、小村三千代、伴信彦、

古都昌子、田中留伊、岩本郁子、坂本祐子、佐藤潤、関屋伸子、木原英三（事務部長）、山

西文子（理事） 

 

 本委員会は、東が丘看護学部の教育の資質向上に向けて、カリキュラムの充実及び教

育環境の整備などに関する年間実施計画に沿い、以下の活動を行った。 

1)カリキュラムの運用・編成について 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正に向けて昨年度より準備を重ね、



4月より新カリキュラムをスタートさせているが、現在までに大きな問題はなく経過し

ている。また、今年度は 3 学年が揃ったが、本委員会と事務部が連携を図り時間割等

の綿密な調整を行った結果、カリキュラムは予定通りに運用できている。さらに、完

成年度に向け、大学全体のカリキュラム運営を円滑に進められるように、各委員会の

委員長に依頼し、学部・大学院の主要行事・予定を含む年間行事予定表を作成した。   

また、旧カリキュラムの学生の留年に際しては、カリキュラム移行期の留年生に対応

する特別カリキュラムを編成するとともに、個別の履修状況に応じた履修計画を作成

することとした。シラバスについては、さらに全体の記載方法の統一を図るために、「フ

ォーマットおよび記載方法」に修正を加えたうえで、本委員会メンバーでシラバスの

体裁について確認し統一を図った。 

2)成績・進級等の学生の到達度評価について 

  学生が効果的に学習成果を積み重ねていけるように、今年度より進級要件を変更し、

カリキュラムガイダンスにおいて学生に周知した。成績については、1～3 年次生それ

ぞれの成績一覧表を作成し単位認定状況を確認した上で、進級要件に従い進級の可否

について教授会の承認を得た。 

3)教育環境の整備（教材・教具）について 

  施設の移転に伴い、各領域で管理する教材（演習・実習用備品）を見直し、「看護学

実習室・臨床検査学演習室関連物品一覧」を改訂すると同時に、「同配置図」も作成し

た。また、新校舎の教室・演習室の机・椅子や視聴覚器材等の設備の一覧を作成する

とともに、教室の整備についても要望した。 

4)履修規程および学生便覧の検討 

次年度から全学共通のキャンパスガイドが作成されることに伴い、学生便覧の「教

育課程と履修」の内容とシラバスを合わせて「履修案内」としてまとめることとした。

また、「学修の評価」については、実習における再試験に関する対応を検討し、次年度

より修正・加筆することで教授会の承認を得た。 

 

１－６ 実習検討委員会 

構成員 

小村三千代（委員長）、古都昌子（副委員長）、穴沢小百合、佐藤朝美、伊藤桂子、 

加藤章子、坂本祐子、松沼留美子、芳賀祥子、岩本郁子 

 

本委員会は東が丘看護学部の教育の資質向上に向けて、看護学実習の実習計画および看

護学実習連携会議、臨地実習要項(2013)などに関する年間計画に基づいて、以下の活動を

実施した。 

１）実習計画 

平成 24-25年度の実習計画を作成し、実習時期や実習施設、1グループの学生数や実習担



当教員数、実習計画を作成するにあっての課題と対策などを検討した。2年次後期から開

始する各看護学領域の実習に向け、実習要項の作成および学生へのオリエンテーション、

実習施設との対応や説明などに関して検討した。 

また、平成 26年度の看護学実習の実施時期や実習施設を確認し、実習計画（案）を作成

した。作成と並行して、実習計画を実施するにあたっての課題と対策などを検討した。 

２）選択実習 

選択実習（リハビリテーション看護実習および障害者看護実習）に関する学生へのガイ

ダンス日程や内容、学生への希望調査や人数調整、実習施設への説明や調整を行った。学

生へのガイダンスでは、学生が自ら選択できるよう実習施設に関する情報を重ねて提供し

た。 

３）看護学実習連携会議 

主な実習施設である国立病院機構東京医療センターの実習指導者と大学教員とが連携・

協働して学生の実習指導が担えることを目指し、年間 4回会議を開いた。会議の前後に、

大学教員 3名と実習指導者 2名で構成した企画委員会を開き、看護学実習連携会議の企画・

運営に関して話し合いをもった。また、看護学実習連携会議終了後のアンケートでは、参

加者の 9割以上が出席してよかった、事例を用いた企画が学生指導に活用でき効果的であ

ったとの評価があった。 

全教員および実習指導者の参加・協力を得て、今年度の会議の目標である「教員と指導

者が話し合うことができる」は、ほぼ達成できた。来年度は、大学教員および実習指導者

の希望や意見を参考に、実習指導をより向上するための企画を検討する。 

４）臨地実習要項 

 臨地実習要項（2012）を見直し、来年度から継続して使用できる内容に改訂した。平成

24年度から新カリキュラムがスタートしたことから、年度を記載せず「臨地実習要項」と

した。 

５）感染対策 

 実習期間中（特に冬期）、急性胃腸炎やインフルエンザを発症する学生がいた。その対策

として、各領域の実習検討委員間および学生生活支援委員会、実習施設と感染状況や感染

した学生に関する情報の交換・共有を行い、対策を検討した。 

６）実習用看護物品 

 東が丘看護助産学校より譲渡された実習用看護物品は、主な実習施設である国立病院機

構東京医療センター看護部に譲渡した。 

 

１－７ 学生生活支援委員会 

構成員 

穴沢小百合(委員長)、田中留伊(副委員長)、伊藤桂子、松沼瑠美子、芳賀祥子、小嶋奈都

子、原田直美、喜多村学生支援センター長、花田教務部長、木原事務部長 



本委員会は学生の生活全般に関した支援体制を整えるため、以下の活動を行った。 

１）健康管理について 

健康管理は感染予防・拡大防止の対策を重点項目として活動した。麻疹・風疹・流行性

耳下腺炎・水痘については「抗体獲得基準とワクチン接種」を作成し学内に周知した。こ

の基準に基づいてワクチン接種を勧奨し、学生の抗体獲得に向けた指導は順調に進められ

た。また、インフルエンザウイルスやノロウイルス等の感染症については実習施設と情報

共有を強化する必要があり、「学生の流行性感染症の罹患に関する情報の集約および実習施

設への情報提供について」を作成し周知した。これにより、学生の健康状態把握の徹底と

実習施設との情報共有が推進され、感染拡大の防止に繋がった。 

 ２）学年担任・コンタクトグループについて 

コンタクトグループの活動として年 2 回のミーティングを企画した。学生からは「先輩

の話が聞けてよかった」などの意見が聞かれ、学生間の交流の場として一定の成果が得ら

れたものの発展性に欠け、単発的な活動にとどまっている。今後、コンタクトグループの

機能が発揮されるよう、教員の指導力強化も含め対応を検討したい。 

1 年次生の合宿研修では学年担任をはじめ、多くの教員が 1 年次生に関わり、学部の企画

では「4 年後の自分」をテーマとしてディスカッションを行った。学生生活への適応を促進

し、看護学の学習に向けた準備状態を整える一つの機会として有意義であった。 

３）学友会活動の支援について 

スポーツ大会、大学祭等の全学行事に対応した。大学祭ではポスター展示と DVD 上映に

より、東が丘看護学部の教育の特徴を示した。また、ポスターを熟読して頂くためクイズ

とその景品を準備し好評を得た。このような参加型の企画は魅力的であり、強化していき

たい。定例となった国立病院機構東京医療センターとの協同による、七夕飾りやクリスマ

スツリーの展示では患者様から好評を得ており、次年度も継続する予定である。 

４）災害訓練・避難訓練について 

 東京医療センターの災害訓練に学生が患者役・搬送者役として、目黒区消防団に所属す

る学生は団員として参加した。これはボランティア活動の一つとして、また災害看護を学

ぶ場として貴重な機会である。委員会としては、学生個々に担当する具体的役割を示す等、

訓練が円滑に進行するように支援した。しかし、東京医療センターとの打合せ不足から搬

送用ストレッチャーや車椅子の不足等が発生した。次年度は、遅滞なく訓練が進められ、

学生にとっても有意義な学習の機会になるよう事前の打ち合わせを十分に行いたい。 

 避難訓練は事務部と連携し実施した。訓練に関する連絡の不備があり、参加率が低い学

年があった。今後、学生の防災意識の向上、訓練参加の徹底を図るように対応したい。 

 

１－７－１ 国家試験対策ワーキンググループ 

構成員 

金子あけみ（責任者）、坂本祐子、佐藤潤、小嶋奈津子、中村裕美、下田織恵（事務）、岩



渕起江（オブザーバー） 

 

本学における第１期生の看護師国家試験 100%合格をめざし、学生生活支援委員会の下に

本ワーキンググループを設置し、以下の活動を行った。 

１） 国家試験対策に係る支援体制の整備 

２） 国家試験対策学生メンバーの選出と役割分担 

３） 国家試験模擬試験の返却における個人面接・グループ面接指導案の作成 

４） 国家試験模擬試験業者の選定 

５） 国家試験ガイダンスの企画・運営 

６） 国家試験対策ガイダンス 東京医療保健大学東が丘看護学部 2012 の作成 

７） 国家試験模擬試験の年間スケジュール案の作成 

８） 国家試験模擬試験監督要領の作成 

９） 国家試験模擬試験の受験状況の確認・実施 

１０）春期休業中の国家試験対策としての補講等の企画・調整 

１１）国家試験模擬試験の結果返却に関する指導依頼 

１２）保健師国家試験受験に係る基礎資料の作成 

なお、上記の活動内容については、教授会での報告・審議を経て了承された。 

 

１－７－２ 就職支援ワーキンググループ 

構成員 

宮﨑文子（責任者）、穴沢小百合、金子あけみ、佐藤朝美、伊藤桂子、佐藤潤、木原事

務部長 

 

活動目的 

学生の就職・進学に関する相談に応じ、学生のニーズに沿う就職・進学先を支援する 

 

活動の経過 

 平成 24 年 5 月の教授会で 3 年次生の早い時期に就職活動の準備の意識づけをするた

めに就職支援ＷＧ設置及び構成員が承認された。 

 活動は学生生活支援センターと連携して、東が丘看護学部の特色を生かし企画・運

営・実施に取り組んだ。活動は以下のとおりである。 

・5 月：活動準備のために学生生活センター長及び就職担当部長と就職支援活動につ 

いて意見交換 

・６月：就職希望調査の実施（第 3 希望まで）、一覧表作成（98 名） 

・７月４日：第 1 回就職説明会の企画・運営・実施（内容:就職・進学への心構え、就

職・進学活動計画予定、就職に関する情報収集・情報コーナーの活用、病院見学・イン



ターンシップについて、就職支援体制等）及び公務員対策講座の実施 

・７月 24 日：国立病院機構病院を対象とする就職説明会の実施（3 年次生対象） 

・東が丘看護学部の就職・進学ガイドブックの検討（目次設定） 

・12 月：東京医療センター奨学生の募集、応募者の推薦書作成（3 年次生） 

・平成 25 年 1 月：国立病院機構以外の一般病院の就職説明会実施の検討及び希望調  

査 

・2 月 12 日：国立病院機構病院の就職説明会の実施（2 年次生対象） 

・2 月 13 日：一般病院の就職説明会の企画・運営・実施（3 年次生・2 年次生対象） 

  上記説明会の学生参加状況及び改善点の検討 

・東京医療センター奨学生の募集（2 年次生対象）、応募者の推薦書作成 

・2 月 22 日：ビシネスマナー講座、面接の受け方講座、履歴書・自己紹介の書き方講

座、小論文・作文対策講座、医療接遇講座の実施 

・就職・進学ガイドブックの作成 

・平成 25 年度の就職・進学活動の企画（4 月 3 日の就職説明会の内容と役割分担） 

 

１－８ 研究倫理・安全委員会 

構成員 

今井秀樹（委員長）、宮崎文子、田中留伊、小宇田智子 

 

 受理した研究倫理審査申請が３１件であり、うち３０件を承認した（１件は審査継続中）。

研究倫理審査は原則として審査申請のあった翌月に委員会を開催（８月は開催せず）して

行っている。 

 

１－９ 図書委員会 

構成員 

浅野妙子(委員長)、金子あけみ（副委員長）、坂本祐子、小宇田智子、岩渕起江、加藤章子、

中村裕美、飯島正敏図書館司書 

 

 本委員会は学生及び教職員の教育及び研究に資するため、および新校舎移転後の図書館

利用の速やかな回復と有効な利用のための整備を視野に入れて、以下の活動を行った。 

１） 新校舎への移転に伴う図書整理 

移転後、速やかに学部生および院生が図書、図書館を利用できるように整備を行った。

そのために、当大学から移設した図書を優先的に配架し、東が丘看護助産学校の蔵書

で重複する図書約６２００冊を整理、除籍した。除籍対象図書のうち、各領域管理と

して再利用する図書を希望に応じて選定した。最終的には３９９冊の除籍図書が領域

管理の図書となった。残りの廃棄図書は（株）メテオに無料で引き渡した。 



２） 新校舎図書館の環境整備 

従来の教室のスペースが新たに閲覧室として整備された。 

配架スペースは１０００冊程度分残されているのみである。 

３） 図書館利用者数 

利用者数は移転当初２００人/日前後であった。現在３００人/日前後に増加しており、

利用者数の最高は４４７人/日であった。来年度は完成年度を迎え、学生数も増加する

ことからさらなる利用者数の増加が見込まれる。 

４） 定期購入雑誌 

定期購入雑誌１１０誌について新規購入、購入中止希望の調査を実施した結果、変更

の希望はなく昨年度と同様の購入とした。 

５） LIMEDIO への登録作業 

LIMEDIO への登録作業はほとんど進捗していない。 

６） 平成２５年度の図書購入計画 

新校舎への移転作業等の理由で、購入を控えていた図書について学生及び教職員の教

育及び研究に資するため、来年度からは計画的な購入を実施する。 

平成２５年度は合計５２０万円の図書購入予算が計上（定期購入雑誌は別予算）され、

基礎看護学、成人・老年看護学、母性・助産看護学、総合看護学領域はそれぞれ８０

万円、看護基盤学、小児看護学、精神看護学地域・在宅看護学領域は５０万円の予算

配当に基づき購入希望図書調査を行った。また、従来教育費として消耗品等と同様の

手続きで購入していた図書は、図書購入予算で購入する方針とした。 

 

１－１０ 広報・情報ネットワーク委員会 

構成員 

清水洋子（委員長）、佐藤潤（副委員長）、穴沢小百合、伊藤桂子、中川陽子 

広報・情報ネットワーク委員会の運営及び平成 24年度委員会計画に基づき、入試広報部

および関係する委員会等と連携して以下の活動を実施した。 

 

１）大学案内について 

（１）H24 年度大学案内は、計画通りに作成し、活用を図ることができた。 

  具体的に、昨年度の反省を踏まえ、教育内容の特徴や学生の様子がよく伝わるように

内容を工夫した。 

大学院の内容については、高度実践看護コース、高度実践助産コースの内容を含め、

学部と合わせて一冊とし、教育の特徴がより PR できるよう工夫した。 

（２）次年度の大学案内は大学総合案内と学部大学案内の２種から構成され、新しく改訂

される。本学部の特徴をより PR し、一層の大学案内の活用が図れるよう検討する。 

２）オープンキャンパス・学校説明会・個別見学、出張講義等について 



（１）オープンキャンパス関連の日程やスケジュールに基づいて、担当する教員や学生を 

計画的に決めて全学的な体制で実施に取り組み、入試広報部と連携しながら特に問題 

もなく計画どおり実施した。 

新たな媒体としてキャンパス案内のパンフレットを作成し、オープンキャンパスや

個別見学時に活用し、参加者が校舎や授業の特徴がわかりやすいように工夫した。 

（２）高校より出張講義の依頼を受け、講師を選定して出張講義を実施し、好評を得た。 

しかし、入試広報部から委員会への依頼内容や講師との連絡調整、情報の内容、役割 

分担等については問題があった。そこで、本委員会で出張講義依頼様式を作成し、入 

試広報部に依頼時の情報確認や役割分担、協力体制等を明確にしてもらうよう依頼し 

た。次年度に向けて、出張講義が効果的な広報活動に寄与するよう検討する。 

（２）個別見学を 6 月より各委員が担当し、月 1～2 回程度実施した。参加は学生のみ、学 

生と保護者、保護者のみ参加、など多様な参加状況がみられた。今後、保護者向けの 

説明の必要を含め、個別見学の対応方法について検討する。 

３）ホームページについて 

（１）入試広報部情報ネットワーク担当者と協力し、当初の計画通りにホームページの掲 

  載と活用が図れた。しかし、ホームページ内容に修正が必要な場合、対応窓口や修正   

  のルートなどが不明瞭で即時対応が難しい状況がみられた。入試広報部と連携しなが 

ら、ホームページの修正過程がわかるようなチャートの作成やホームページの内容の 

充実を図ることが課題である。 

 ４）その他 

  全学的入試広報委員会に委員長、副委員長が参加した。 

  本委員会活動により明確になった課題は全学的入試広報委員会に議題や意見として提 

示し、全学的に改善を図るよう検討した。 

  次年度は、さらに全学的入試広報委員会との連携を密にとりながら、効果的な広報活 

動が展開できるよう本委員会の運営、役割等について検討する。 

 

１－１１ 入試委員会 

構成員 

構成員は非公開としている。 

 

 東が丘看護学部、大学院看護学研究科の入学試験に係る事項全般について審議し、試験

の円滑な実施を図った。今年度は、指定校推薦・公募制入試において、より柔軟な出題を

可能とするために、従来の小論文に代えて総合問題を導入した。また、国立病院機構キャ

ンパスの校舎移転に伴い、入試の運営全般を見なおした。この他に、平成 27 年度入試より

理科の科目構成が変わるため、東が丘看護学部としての対応について協議した。 

 次年度は平成 27 年度入試の科目を確定するとともに、より適切な入学試験のあり方につ



いて検討する。 

 

１－１２ 看護学研究科カリキュラム委員会  

構成員 

 石川倫子（委員長）、今井秀樹（副委員長）、宮﨑文子、大石時子、浅野妙子、松山友子、

清水洋子、佐藤 潤、山西文子（臨床教授）、上原係長、鎌田事務員 

 

活動内容 

 本委員会は看護学研究科の運営及び 24 年度委員会計画に基づき以下の活動を行った。 

 

１）学位授与基準を作成した。 

２）学長賞について、院生の意見を踏まえた選出を行うために「学長賞に関する申し合わ

せ」を作成した。 

３）看護学研究科の教育の充実のために、ティーチングアシスタントを導入することを検

討し、「ティーチングアシスタントに関する申し合わせ事項」を作成し、運用を開始し

た。既に学部生より好評を受けている。 

４）高度実践助産コースの開設に伴い、履修規定の見直し、要項の修正をした。 

５）学位論文及び課題研究の充実を図るために「SPSS」の契約について検討した。契約に

伴い、「SPSS ライセンスの利用申請書兼誓約書」の作成など利用に関する整備を行っ

た。 

６）高度実践助産コースの実習開始に伴い、仮眠室利用規定の修正をした。 

７）2 コースの共通科目について、院生が受講しやすいように学習進度・開講日時の検討を

した。 

８）高度実践看護コースでは、24 年度の学生・教員における授業評価、修了生からの意見、

厚労省看護師特定能力養成に必要な教育内容を参考に、25 年度のカリキュラムを一部

変更した。変更内容は、人体構造および放射線検査の実施・評価の強化に伴い、「人体

構造機能論」を 2 単位、診察・診断学特論の教育内容変更、「政策医療特論」を 1 単位

に変更した。さらに今年度は超音波検査に関する講義・演習を追加授業した。 

９）高度実践助産コースのカリキュラム評価は開設年度であるため、適宜コース責任者で 

行い、1 年経過した時点で委員会として行うこととし、随時、委員会で報告・検討も 

行った。 

10）２コース共に実習施設管理者、指導医師、看護部とで実習内容や方法等について共通

理解を図るため、臨床教授会を開催した。 

高度実践助産コースは国立病院機構東京医療センターで定期的に開催した。高度実践

看護コースは国立病院機構東京医療センターおよび災害医療センター、東京病院で臨

床教授会を実習開始前後に開催した。また特定看護師の教育の理解を図るためにも大



学教員は講師以上の教員が参加するようにした。 

11）高度実践看護コースの実習前能力確認試験、最終試験の実施に伴い、その評価を行い

次年度の課題を明確にした。 

12）院生の到達状況等の把握を行い、課題のある院生への指導を検討した。 

 

13）25 年度の教材購入計画の調整を行った。25 年度は高度実践看護コースの超音波断層装

置を購入することとし、26 年度は高度実践助産コースに必要な教材を購入することと

した。 

14）24 年度「厚労省 看護師特定能力養成調査施行事業実施課程」として承認され、 

適宜報告を行った。 

15）23 年度「統合実習」の担当者が「24 年度厚労省看護師特定行為・業務試行事業」にお

ける施設と大学との連携を図ることとし、随時、連携内容の共有をした。 

 

１－１２－１「統合実習」に関するワーキンググループ 

構成員 

石川倫子（責任者）、今井秀樹、伴 信彦、小村三千代、浅野妙子、金子あけみ、田中留

伊、岩本郁子、児玉菜桜 

 

 実習を円滑にするために「統合実習」に関する WG を設置し、以下の活動を行った。 

  

１）月に 1 回 WG を開催し、実習状況の共有を図った。 

２）実習内容や評価内容、方法における共通認識を図った。 

３）学生の到達課題や学習環境における課題解決を話し合った。 

４）評価結果から一定の規準をもって評価されているのかを検討した。 

５）実習要項の見直しおよび次年度実習配置の検討を行った。 

６）臨床教授会の企画を検討した。 

 

１－１２－２ 24 年度 厚労省看護師特定能力養成調査試行事業における業務試行事業の

施設との連携に関するワーキンググループ 

構成員 

石川倫子（責任者）、今井秀樹、小村三千代、浅野妙子、田中留伊、岩本郁子、佐藤 潤、

児玉菜桜 

 

 修了生が特定看護師として活動しやすい環境整備を図るとともに、今後の養成教育、制

度設計などに役立つための情報収集を行うことを目的に以下の活動を行った。 

 



 １）業務試行事業の施設との連携内容・方法を検討し、「修了生と大学教員との情報交換

会」「大学教員による施設訪問」「施設間交流」「1・2・3 期生の交流会」等を企画・

運営した。 

 ２）「修了生と大学教員との情報交換会」を 7・10・2 月に開催し、情報交換内容を取り

まとめ、修了生、関係施設、大学教員に情報提供をした。修了生からの意見をもと

にカリキュラムの改善、学習環境の整備を図った。 

 ３）「大学教員による施設訪問」では 14 施設を 8～11 月にわたって訪問し、訪問内容を

取りまとめ、大学教員に情報提供した。 

 ４）「施設間交流」を 1 月に開催し、施設間での有意義な情報交換ができた。また次年度

業務試行事業の施設の方にも参加をしていただいた。 

 ５）次年度の業務試行事業の施設との連携（案）を企画し、施設および修了生に周知し

た。 

 

１－１２－３ 高度実践助産コースワーキンググループ 

構成員 

草間朋子、大石時子、宮崎文子、伴 信彦、日比野守男 

 

以下の事項を確認した。 

１）助産師プログラム（助産師免許既取得者） 

①実習を除いたその他の科目は、原則として夜間開講とする。1 年次に履修し、単位を取 

得するよう履修指導を行う。 

具体的な時間割の配置等については、高度実践看護コースのカリキュラムの関連等 

も考慮しながら今後検討する。 

 ②実習科目について 

  実践力発展実習、EBPM 展開論、地域助産実践論の 14 週間（補習を含むと 15 週間）

の実習科目を、2 年次に集中して履修する。 

実習科目は、昼間開講とする。 

 ③特別研究について 

   指導教員の指導を受けながら、2 年間をかけて修得する。 

 

２）助産師免許取得プログラム 

  現行通り、すべての科目を、原則として昼間開講とする。 

 

 上記の確認事項について研究科委員会で承認を得、平成 26 年度募集要項を作成する本年

6 月までに、フィージビリティスタディを母性助産学講座で行い、実施可能であることを確

認していく予定である。 



２、学内行事の概要 

２－１ 学年歴 

 

【 前 期 】              【 後 期 】 

４月                   １０月 

２日 入学式               １日 後期セメスター開始 

３日 新入生ガイダンス          １１日 災害訓練 

４日 学内オリエンテーション  

５日 健康診断 

６日 前期セメスター授業開始 

１７日～１８日 合宿オリエンテーション 

 

５月                   １１月 

２９日 スポーツ大会           ３日・４日 医愛祭 

１４日～２５日 各論実習Ⅲ        １８日 指定校・公募推薦入学試験 

（５月１４日～１１月４日 大学院看護学研究科 統合実習）                      

 

６月                   １２月 

４日～１５日  基礎実践統合実習     １日 創立記念日 

２５日～２９日 基礎看護学体験実習    ２３日 冬季休業開始 

 

７月                   １月 

９日～２０日 各論実習Ⅳ         ６日 冬季休業終了 

    １５日～２月８日 各論実習Ⅰ・Ⅱ 

 

８月                   ２月 

４日 オープンキャンパス         ４日 一般前期試験 

１０日 夏季休業開始           １８日 一般後期試験 

                     １８日～２２日 基礎看護学展開実習 

 

９月                   ３月 

２４日～１２月７日 各論実習Ⅶ～Ⅸ    ９日 卒業式 

                    （３月１１日～ 大学院看護学研究科助産コース 助産実習） 

２－２ オープンキャンパス 

８月４日（土）国立病院機構キャンパスにおいてオープンキャンパスが実施され、受

験生、父母等を併せ、５０２名の参加があった。 



なお、オープンキャンパスの概要は下記のとおりである。 

 

会場：国立病院機構キャンパス 本館１階～３階 

１）全体講演会①（２階 ＨＭ２０１教室） 

９：３０～１４：００ ３回に分けて実施（１回：６０分） 

【 内 容 】 

①東が丘看護学部の理念・教育方針 ②カリキュラムとキャンパス紹介 

  ③東が丘キャンパスライフ（学生による体験談） 

２）全体講演会②（２階 ＨＭ２０６教室） 

９：３０～１５：５０ ５回に分けて実施（１回：５０分） 

【 内 容 】 

 入試概要説明・提携病院（国立病院機構）の紹介 

３）個別相談会 （３階 ＨＭ３０６教室） 

①東が丘看護学部個別相談 ②大学院（高度実践看護コース、高度実践助産コース） 

③医療保健学部個別相談 ④入試相談 ⑤就職・奨学金・学生寮相談  

⑥在学生と話そうコーナー＆海外研修展示 

４）体験コーナー 

【東が丘看護学部】 

①1階 ＨＭ１０４：「赤ちゃんを抱っこしよう！」 

②1階 ＨＭ１０７：「Let’s try！看護技術の基礎」 

③２階 ＨＭ２０５：「思春期に気をつけたい心の健康」 

【大学院高度実践看護コース】 

２階 ＨＭ２０４：「症状から考える～腹痛～」 

【大学院高度実践助産コース】 

１階 ＨＭ１０６：「高度実践助産コースについて知ろう」 

５）東京医療センター見学会 

 １グループ約１５名の５編成で、所要時間は約４０分の病院見学を実施した。 

午前中１回、午後２回の計３回に分けて、東京医療センターの看護職スタッフの 

案内で２３６名参加した。 

 

２－３ 東が丘看護学部キャンパス見学会 

 ８月２３日（木）・２４日（金）の２日間にわたって実施され、実施受験生、父母等を

併せ、９７名の参加があった。 

 

２－４ 公開講義 

 大学院高度実践助産コースでは、高度実践助産コースの講義内容を知っていただき、本



学教員、院生、東京医療センターの助産師との知識・技術の共有化を図ることを目的に公

開講義を実施した。概要は下記のとおりである。 

 

・平成２４年６月１２日  第１回公開講義 

「お母さんの視点に立った母乳支援～実践編」 

・平成２４年７月２７日  第２回公開講義 

「施設でできるフリースタイル分娩」 

・平成２４年１１月１０日  第３回公開講義 

「Feeling Birth！ 手による助産技術の伝承（リアルパンツを使った演習）」 

 

２－５ 公開講座 

平成２４年１０月２９日、東が丘看護学部主催による公開講座を開催、大学院生・学

部生合わせて６２名、機構関係者など学内外から２８名の計９０名が参加した。 

この公開講座は、ターミナルケアの世界的権威者である Margaret O’Connor先生が来

日する機会に「オーストラリアにおける看取り～現状と課題」と題した講演を開催した。 

遂次通訳により実施したもので、看護職を対象に海外におけるターミナルケアの現状

について講演していただき、日本のターミナルケアの現状と課題について考える機会と

なった。  

 

２－６ 学友会活動 

１）スポーツ大会  

学友会の全学行事である、スポーツ大会が５月２９日（火）に、駒沢オリンピック公

園内屋内球技場で開催された。東が丘看護学部からは１４９名が参加し、バレーボール、

フットサル等の競技に参戦した。 

 

２）大学祭（医愛祭） 

全学行事である大学祭が１１月３日（土）・４日（日）に世田谷キャンパスで開催され

た。２日間で１０４７名と昨年を上回る来場者数となった。 

東が丘看護学部では、医療保健学部学生と一緒に模擬店を出店や、音楽サークル「Ｄ

ａ ｃａｐｏ」やバンドサークルによるコンサートも行った。 

学科別企画として、東が丘看護学部紹介の部屋を設け、パネル展示や教員による学部・

看護学研究科のＰＲ活動を行った。 

 

 

 

 



３、 教育活動 

３－１ 平成２４度入学者選抜状況 

概 要 

東が丘看護学部看護学科及び大学院看護学究科の入学者選抜の概略は以下のとおりであ

る。 

 

１．東が丘看護学部看護学科 

入学者試験の概略 ※　（　）は、昨年度の実績
(名）

試験日

11月18日(日) 3 3 3 3

11月18日(日) 12 12 12 12

11月18日(日) 10 34 33 3.3 12 12

 1月19日（土）・
     20日（日）

15 415 415 27.7 114 12

       2月 4日（月） 45 645 616 13.7 103 33

2月18日(月) 10 249 225 22.5 49 29

 1月19日（土）・
     20日（日）

5 16 16 3.2 6 2

100 1,374 1,320 13.2 299 103

(6) (6)

(4)

(13)

(34.2)

(5.0)

入学者数

(6)

(109)(273)

競争倍率
Ⓒ/Ⓐ

(13.1)

(11.7)

(13)

(5.2)

(18.4) (24)

合格者数

(13)

(100)

(47)

(6)

(12)

(43)

(89)

(10)

受験者数Ⓒ

15

(1,385)

志願者数Ⓑ定員Ⓐ

(6)

(514)

(577)

(6)

(26)

(15)

(15)

(513)

(205)

試験区分

(6)

(6)

(51)公募制推薦入試 (50)

附属・協力校推薦入試

(1,310)

(26)

(525)

(184)

(100)

指定校推薦入試

一般入試　後期

センター試験利用入試
前期

一般入試　前期

合計

(5)

(10)

センター試験利用入試
後期

(45)

 

 

○ 推薦入試 

１）指定校推薦入試 

（１）対象 

本学を第一志望する（専願）とし、下記①と②に該当する者 

①平成２４年３月に高等学校卒業見込みで、高等学校長の推薦がある者 

②高等学校における全体の評定平均値が３．５以上の者 

（２）選抜方法 

調査書・小論文・面接を総合的に評価し選抜した  

２）公募制推薦入試 

（１）対象 

本学を第一志望する（専願）とし、下記①と②に該当する者 

①平成２４年３月に高等学校卒業見込みで、高等学校長の推薦がある者 

②高等学校における全体の評定平均値が３．５以上の者 



１）選抜方法 

調査書・小論文・面接を総合的に評価し選抜した  

 

○ 一般選抜 

１）一般入学試験 前期・後期 

（１）一次試験科目 

必須科目 英語Ⅰ・Ⅱ （１００点） 

選択科目 国語総合【現代文のみ】、数学Ⅰ・数学Ａ、生物Ⅰ、化学Ⅰから２科目選択 

 

２）センター試験利用入学試験 前期・後期 

（１）一次試験 

必須科目 英語【リスニングを含む】（１５０点） 

選択科目 国語【近代以降の文章】、数学Ⅰ・数学Ａ、生物Ⅰ、化学Ⅰから２科目利

用【２科目以上受験している場合は高得点のものを利用（１００点） 

 

 

２．大学院看護学研究科 

入学者選抜試験の概要 

高度実践看護コース ※　（　）は、昨年度の実績
(名）

試験日

10月13日(土) 11 11 11 11

10月13日(土) 12 12 10 7

12月8日(土) 1 1 1 1

12月8日(土) 1 1 1 1

20 25 25 1.3 23 20

(9)

合計 (20) (27) (27)

第２次募集
推薦入学試験

(20) 20

(7)

第２次募集
一般入学試験

(3)

(7)
第1次募集
推薦入学試験

第1次募集
一般入学試験

(11) (11)

(7)(7)

(6)

(9)

(3) (0) (0)

(6)

(22)(22)

入学者数試験区分 定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数

(6)

(1.4)

(6)

 

 



高度実践助産コース
(名）

試験日

10月13日(土) 0 0 0 0

10月13日(土) 3 3 3 3

12月8日(土) 2 2 2 2

12月8日(土) 11 11 6 6

10 16 16 1.6 11 11

(7)

(2)

(7)

合格者数 入学者数志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
試験区分

合計

(7) (6)

(10)

定員Ⓐ

第1次募集
一般入学試験

第２次募集
一般入学試験

第1次募集
推薦入学試験

第２次募集
推薦入学試験

(10) 10

(9)

(2)

(8)(9) (9) (0.9)

(2) (2)

 

 

○ 選抜方法 

筆記試験、面接及び出願書類を総合して判定 

１）筆記試験 

看護学に関する総合的な基礎知識を出題する。 

必修問題２問、選択問題３問から１問を選択。試験時間１２０分 

２）面接試験 

一人１５分程度 

 

３－２ 科目の教育活動（学部） 

【看護基盤学領域】 

教育方針 

看護基盤学領域は，将来看護師となる人として必要な教養，知識のみならず専門にこだわ

らない広い視野に立った物の見方を学ぶために重要な分野の教育を担当している。同領域

に所属する教員の出身学科は看護学科のみならず多岐に及び、その長所を生かして人間の

生命を自然科学的，倫理学的，あるいは社会学的等，多面的な側面より論じる能力を有す

る看護師育成を目指す。さらに社会医学分野の講義や臨床検査学演習および臨床薬理学演

習等を通じて、スキルミックスやチーム医療の重要性を教授することにも力点を置いてい

る。 

 

専門基礎分野 

１）疾病と治療Ⅳ 

2年次前期 

斎藤史郎、宮﨑文子、伴信彦、金子あけみ 

 



本講では泌尿器系、生殖器系、内分泌系の器官における特徴的な疾患を取り上げ、病気

のプロセスと病態生理、特徴的な症状と経過、診断の基準、検査データ、治療方法、予後

について、教科書やオリジナルのパワーポイント、プリント等を用いた講義を行った。 

看護実践の基礎となる疾病による形態・機能及び代謝の変化、病気の発生機序や症状出

現のプロセスに関する理解を深めるためには、1年次に学習した解剖生理学が前提となる

ため、これらの基礎的知識について確認しながら講義を進めるとともに、該当部分のｋ問

題を提示・解説して学生の関心が高まるようにした。 

また、講義だけではイメージがつきにくい疾病に伴う生理学的な変化や治療の実際につ

いては、DVDの視聴や実際のインスリン注射器に触れさせたり、乳癌教育用視触診モデル

を用いて実際に視触診の体験を取り入れるなど実践的でリアリティのある講義となるよう

工夫した。 

次年度は担当教員間の連携を深め、より体系的な授業となるよう工夫していきたい。 

 

２）臨床薬理学演習 

２年次前期 

今井秀樹、氷見敏行、近藤直樹 

 薬物の作用機序、作用点や薬効発現あるいは相互作用の要因となる吸収、分布、代謝、

排泄などの既に得ている薬理学的知識をもとに、主な疾患に対する薬による治療戦略（治

療効果）・作用機序・副作用・禁忌などを演習課題を通して習得させた。また東京医療セン

ター治験部の先生に臨床治験の実際について講義をして頂いた。 

 

３）臨床検査学演習 

3 年次通年 

伴信彦、今井秀樹、草間朋子、小宇田智子、金子あけみ、大島久二 

 検体検査、生理学的検査、病理検査等の基礎を学ぶとともに、これまでに基礎科目で学

んだ事項を再確認する授業とした。病院の臨床検査部門および放射線検査部門の見学を通

して、臨床検査について具体的なイメージを与えた上で、組織学検査、生化学検査、生理

学検査、放射線検査、染色体検査のそれぞれについて、実験・観察による授業を展開した。

次年度は実施項目および進め方を一部見直し、より教育効果の高い演習授業とする予定で

ある。 

 

４）公衆衛生学 

３年次前期 

今井秀樹 

 単なる国家試験対策ではなく、ヒト集団の健康像は様々な環境因子から影響を受けなが

ら具現化されること、また，ヒトの生活はヒトを含んだ生態系を改変させて行くことを理



解させることを目標とした。特に「環境」とはヒトあっての「環境」であり，ヒトの健康

に影響を与えてこそ「環境問題」が「環境問題」たり得ることをわからせるために，環境

保健学的問題については多くの時間を割き最新のデータを踏まえながら概説した。 

 

５）疫学と保健統計 

2年次後期 

小宇田智子、今井 秀樹 

 

健康に関して氾濫するさまざまな情報を正確に理解できるよう、疫学的な考え方をはじ

めとして、疫学の定義、疫学の歴史、看護学と疫学の関係や、疾病の原因と疫学的な因果

関係の考え方、疾病の頻度の表し方、曝露の効果を表す指標として相対危険や寄与危険、

さまざまな疫学研究、スクリーニング検査、臨床疫学、政策疫学、遺伝疫学、健康の指標

等について講義した。イメージしやすいようにオリジナルのパワーポイントと教科書を用

いて授業を展開した。また、授業の最後に国家試験対策およびその日の授業内容の確認の

ために小テストを毎回行い、理解が深まるよう工夫した。 

 

６）英語論文の講読 

今井秀樹、伴信彦 

３年次前期 

英語で書かれた原著論文を独力で読めるようにすることを目標とした。医学英語読解の

ための平易なテキストを採用したが、学生にとっては英語の授業として１年間のブランク

があったこともあって難解な内容であると認識されたようである。次年度はテキストおよ

び授業内容ともに、より学生の能力に即した内容を教授できるように工夫する。 

 

専門分野 

Ａ 基礎看護学 

１）家族看護学 

2年次前期 

金子あけみ、田久保由美子 

 

 家族とは何かという根本的な問いに対して、学生自らが家族の一員としての自分を振り

返りながら、理解を深められるよう授業展開を構成している。 

家族の定義、家族と健康の関係、家族の発達段階と発達課題について、さらに、家族看

護学の基盤となるさまざまな理論の特徴について、テキストとオリジナルのパワーポイン

トで講義を行った。 

また、代表的な家族看護モデルの中でも特に、カルガリー式家族システムモデルにおけ



る家族アセスメント・介入（CFAM/CFIM）の基本について説明し、ジェノグラム・エコマッ

プの書き方については小グループでの演習を行った。 

CFAM/CFIMの学習を効果的に進めるため、グループワークにより家族の苦悩をテーマとす

る演劇製作・発表を行った。演劇製作の過程を通して、患者本人の苦悩と家族の苦悩、家

族システムとして家族員相互が影響を及ぼし合っていることや病は家族全体に影響するこ

となどを体験的に学習できるようにした。 

看護専門職として、家族看護の基本を理解し、家族に向き合うための姿勢を身につけて

ほしいと願っている。 

 

Ｆ 研究 

１）看護研究 

2 年次後期 

草間朋子、伴信彦、今井秀樹、金子あけみ、小宇田智子、佐藤潤 

 EBN と看護研究、文献検索の方法、倫理的配慮、研究の方法論、データのまとめ方、成

果の発表の仕方について講義を行い、看護実践と研究とのつながりについての理解を深め

た。看護実践・研究の両面で初学者の 2 年生が対象であることを考慮し、できるだけ具体

的な事例に沿った説明を展開するようにした。次年度以降、新カリキュラムでは、3 年次に

「看護研究の基礎」が開講される。本科目をベースに、卒業研究との連続性を考慮した内

容とする予定である。 

 

２）看護研究演習Ⅰ 

3 年次前期 

草間朋子、今井秀樹、伴信彦、金子あけみ、小宇田智子、佐藤潤 

 2 年次に学んだ看護研究の基礎的事項を演習形式で確認する授業である。研究テーマの設

定に始まり、測定研究、インタビュー、質問紙調査、倫理的手続きに関する課題を与え、

レポートとしてまとめさせた。学生の自主性を促すためにグループ討論と個別作業を適宜

組み合わせ、教員は個別に相談指導を行うとともに、テーマごとに総評を加えた。次年度

はプログラム全体を見直し、統計解析に関する課題を導入することで、より実践的な内容

とする予定である。 

 

Ｈ キャリア形成 

１）看護専門職論 

2年次後期 

金子あけみ、坪倉繫美 

 

 専門職としての看護職の歴史的変遷、看護制度、看護教育、看護実践に係る倫理面の問



題について概説した。看護職が専門職をめざし歩んできた歴史的変遷については、講義だ

けでなく、日米の看護の発展に関する DVD を活用し、当時の看護師の姿や時代背景につい

て視聴することで臨場感をもたせる講義とした。 

 また、専門職化(professionalization)、専門化(specialization)、自律性(autonomy)、

責務(accountability)等のキーワードについて講義するとともに、研究論文を与え、看護

専門職としての意味について考察する課題を与えた。 

 さらに、グループワークでは、看護教育制度、免許制度、看護師の給与、看護の役割拡

大などのテーマを選択させ、現状を分析し、諸外国との比較検討や看護専門職としての望

ましいありようについて討議する機会を設定した。 

 まとめにおいては、特別講師を招聘し、看護師の「爪切り事件」を題材に、専門職性、

生涯教育、倫理的側面からの考察を行った。 

 来年度以降は新カリキュラムとなるため、「看護職とキャリア形成」に変更するが、講義、

グループ演習を効果的に組み合わせ、学生自らが看護専門職として自覚できるような授業

を行えるようにしていきたい。 

 

【総合看護学領域】 

教育方針 

 

科目の教育活動 

専門分野 

Ａ 基礎看護学 

１）看護倫理 

1 年次後期 

岩本郁子 

  

 本科目は看護実践における倫理の重要性、倫理的問題の解決方法を理解し、看護の対象

の人権擁護の視点から、看護師として責務を追究しようとする姿勢の育成を目的としてい

る。まず、医療倫理、看護倫理にはさまざまな専門用語が用いられるため、それらの用語

が理解できるよう配布資料の工夫をした。また、レポート課題は、学生の倫理的感受性に

関する文献を用い、倫理的判断が必要な場面において各自の考え方を問う内容とした。 

 3 コマを、2 つの看護場面における倫理的問題の分析と対処について検討するグループワ

ークとした。活発にディスカッションを行っていたが、1 年次生で実習経験が少ないため、

学生のイメージ化にも限界があり、一歩踏み込んだ事例分析はなかなか困難であった。来

年度は事例の提示の仕方、グループワークの方法等について改善が必要である。 

 

 



２）看護基礎理論 

1 年次後期 

岩本郁子 

 

 看護学の基礎となる看護倫理の意義と主な看護理論の特徴と実践への活用について考察

することが講義の目的である。8 名の看護理論家を取り上げ、その理論家が実際に出演して

いるビデオ等も活用して講義を進めた。中範囲理論は 4 つの理論についてその理論の特徴

と看護実践における有効性について取り上げた。 

 1 学年次の学生であり、実習経験もほとんどないため、理論と実践がどのように結びつく

のかに関し実体験として理解することは困難であるため、看護の奥深さ、面白さについて

実感して欲しいと考えた。興味を示す学生とそうでない学生がはっきりしていたため、ど

のように理論というものに興味を持ってもらうかが課題である。来年度は少ないとはいえ

各学生の体験と結びつけた授業展開を考え工夫したい。 

 

３）リハビリテーション看護論 

２年次後期 

石川倫子、水口 薫、古村ゆかり 

 

リハビリテーション看護の目的を理解した上で、リハビリテーション看護を必要とする

対象の理解、生活の再構築への支援を教授し、その具体として運動機能・神経機能を障害

している患者の看護を授業展開した。授業方法では学生の体験を活かし、新たな知識と結

び付いて学べるように工夫した。特に専門基礎分野で学んだ解剖生理学や疾病における治

療の知識を活用し、対象理解につなげた。また運動機能・神経機能を障害した患者への移

動や食事への支援の技術演習を行ったことで、これまでの学習内容を活用しながら演習を

展開し、理解を深めていた。 

今後の課題として、学習内容の精選をしていく必要がある。 

 

【基礎看護学領域】 

教育方針 

本領域においては、看護に関する考え方やその変遷についての理解を踏まえたうえで、

看護実践能力の基盤となる看護技術力や判断力、問題解決力を養うことをめざし、講

義・演習・実習を展開する。具体的には、基礎看護学領域の各科目の学習内容を有機的

に関連づけながら、人間やその生活の特徴を理解し、統合体としての人間に関する情報

を的確に収集する力、その情報を看護学的な視点から分析・判断し看護上の問題や課題

を導く力、一つひとつの看護技術のもつ科学性や安全性、安楽性や倫理性を追求しつつ

問題や課題の解決に向け対象の個別性に応じた看護技術を提供する力、常に自らの看護



技術やその提供過程を評価し、「何故そうするのか」「何が最善か」を自問自答していける

力を養うことをねらいとした学習内容・方法を設定・工夫する。また、看護学の学習の導

入となる領域として、学生が看護の奥深さや楽しさに触れると同時に、専門的な学習への

動機づけとなるような授業展開を探求していきたい。 

 

科目の教育活動 

専門分野 

Ａ 基礎看護学 

１）看護学原論   

1年次前期 

松山友子  

 本授業は、看護および看護に含まれる基本概念（人間・環境・健康）について理解し、

看護の歴史的変遷を踏まえて今日的課題や今後の展望を考察するとともに、学生自身が今

後の看護学の学習に向けた自己の課題を明確にすることを目的に授業を展開した。「看護と

は何か」という問いに対し、看護実践の記録映像から看護を考えることを導入とし、ヘン

ダーソンの理論や ICNの定義およびその発展から、看護に対する理解が深められるように

教授した。また、看護の対象となる人間やその生活、看護の目標となる健康については、

時代とともに移り変わる人々の意識も含めて理解できるようにした。さらに、記録映像を

もとに、看護の具体的な活動と看護師の役割についてグループで検討したうえで、本学大

学院生から「現場の看護師がとらえる看護師の役割や課題―クリティカル領域の NPを目指

すまで―」についての発表を聞き、今日の看護職の役割拡大や責任ついて検討する機会を

設けた。また、今日に至るまでの看護の変遷を振り返り、これからの時代の中で看護職を

目指す自らの課題をレポートとして課した。毎回の授業では、自らの考えをまとめ、発表

する時間をとった。学生は抽象的なことをまとめることは難しかったが、他の学生の意見

を聞き、回を重ねるごとに看護に対する自分の意見を整理できるようになったと述べてい

た。次年度は、学生同士の意見交換の時間や方法を工夫したい。 

 

２）基礎看護学体験実習  

1年次前期 

穴沢小百合、松山友子、芳賀祥子、髙野律子、竹前良美、土田由美、諸原純子、太田惠子、

田中恵子、成澤明、中村勝喜 

 

独立行政法人国立病院機構東京医療センターを実習施設とし、病棟、手術室、外来の 18

看護単位に学生を配置した。医療現場の看護・人間・健康・環境について実習施設での見

学および指導者からの説明を通して学習をすすめ、カンファレンスや実習記録・レポート

の記述、等を通して学習した内容を整理した。 



本実習は学生が看護学の学習を開始し 2 ヶ月を経過した段階で行われる見学中心の実習

である。そのため、教員が見学内容を教材化して提示することや学生が表明した看護に対

する感動、発見・疑問、批判的意見を受けとめて支持的に関わり、指導することが重要で

ある。この指導を実践する場が実習グループのカンファレンス、学年全体のまとめ、実習

最終日の発表会等の意見交換の場である。そこで、これら意見交換の場の活性化を図るた

め、設定テーマの説明を行ったり、学生に事前準備を指示したりした。また、全体まとめ

では学生から表明された意見に対して、実習目標や看護学原論の内容と関連づけて説明す

るようにした。その結果、学生は主体的に学習に取り組み、「順序立てて学ぶことができ

看護への理解・関心が高まった」「他学生の意見から気づかされることが多かった」との

意見もあり、意見交換の場が有意義な学習の機会になったと考えられた。今年度は体調を

崩す学生が多く、健康管理の重要性を再確認した。学生が健康管理、身だしなみや挨拶、

時間厳守等の基本的事項を意識的に整えられるように指導を継続していく。 

 

Ｂ基礎看護技術学 

１）看護実践技術論Ⅰ（日常生活における援助技術と判断） 

1年次前期 

松山友子、穴沢小百合、芳賀祥子、髙野律子、竹前良美、土田由美、諸原純子 

 

看護技術の基本的な成り立ち及び人間の生活の特徴に関する理解に基づき、様々な状況

にある人間の生活過程を整えるために必要な看護技術を学ぶことを目的として授業を展開

した。看護技術の基本的な成り立ちについては、人間を対象とする看護技術の特徴を理解

し、安全と倫理に配慮しつつ科学的根拠に基づく看護技術を提供する意義や看護職が専門

的な視点から人間の生活過程を整える意義を教授した。また、看護技術に関する基本的な

考え方を踏まえ、看護場面に共通する技術（感染予防、ボディメカニクス）や人間の生活

過程を整えるために必要な基礎的な看護技術（療養環境の調整技術、活動休息・安全・安

楽・衣生活・排泄・食事を整える技術）について、講義やグループワーク、看護技術演習

を実施した。 

演習においては、各看護技術の典型事例の援助過程を通し、技術の原理・原則を理解し

て実施することに加え、専門的視点による観察、安全・安楽への配慮、患者への倫理的配

慮を具体的な行動レベルで理解することをめざし、教授活動を行った。学生は、講義と演

習を組み合わせて学習することや、演習後に自らの技術提供過程を自己評価することによ

り、一つひとつの技術への理解が深まったと評価していた。課題としていた自己学習の方

法の強化については、技術の自己評価シートを作成し、学生相互での評価の導入を試みた。

今後も継続して評価・改善していきたい。 

 

 



２）看護実践技術論Ⅱ（治療、処置における援助技術と判断） 

1年次後期 

穴沢小百合、松山友子、芳賀祥子、髙野律子、竹前良美、土田由美、諸原純子 

 

医療現場に必須の看護技術であり、より高い倫理性と正確性、安全性が求められる診療

の補助技術について、無菌操作、与薬、注射、静脈血採血の技術を中心に教授した。中で

も与薬の看護技術は確認の原則を怠ることによるインシデントが後を絶たず、看護基礎教

育の段階から徹底した指導が求められる。そのため、演習では「確認の原則が徹底できな

いのはなぜか」と問いかけ、インシデント発生の予測とその防止策の検討に力を入れた。

これに加え、インシデント発生時にはミスを認め、自ら申し出る態度の重要性を強調した。 

日常生活援助と診療の補助技術との統合として、点滴中の患者の清拭と寝衣交換を実施

した。この演習では事例を提示し、実習で使用する記録用紙を用いて援助の必要性の抽出、

計画立案・実施・評価の一連の過程を実施した。これにより、安全・安楽、倫理的配慮等

の視点で評価ができたと同時に本科目終了後に行われる基礎看護学展開実習の準備にもな

った。講義・演習と実習との意図的連携は、看護技術の段階的な学習および患者の個別性

に応じた援助の提供のために重要であり、今後も工夫し充実させていきたい。 

 

３）看護実践技術論Ⅲ（看護技術の統合） 

1年次後期 

芳賀祥子、松山友子、穴沢小百合、髙野律子、竹前良美、土田由美、諸原純子 

  

さまざまな状況にある人間の生活過程を整えるために必要な看護技術の展開方法と看護

師が対象の個別性に応じ、さまざまな看護技術を統合・応用・創造し、最善の看護技術を

提供する意義を学習することを目的として授業を展開した。講義では、V.ヘンダーソンの

理論を活用し、ニードの充足状況の判断の視点や、援助を実施するために必要な基礎知識・

技術を教授した。演習では、清潔援助が必要な患者の事例を提示し、観察や寝衣交換、体

位変換等の学習内容を踏まえて、統合した援助を展開できるように企画した。学生は、患

者のニードを分析し、援助の必要性の判断を踏まえて計画を立案し、患者の個別性に応じ

た援助を試行錯誤する中で、最善の看護とは何かを学び取っていた。また、実際の演習の

展開においては、基礎看護学展開実習と同様の記録用紙を用い、援助後には援助プロセス

に沿って評価を行った。学生からは、設定時間内で原理・原則を踏まえて技術を統合し、

個別性に応じて実施する難しさが述べられていた一方、実習記録と連動させた演習は、そ

の後の実習にとても役だったとの評価を得た。今後は、学生の状況に合わせた時間設定や

内容の構成を検討したい。 

 

 



４）ヘルスアセスメント 

1年次前期 

穴沢小百合、松山友子、芳賀祥子、髙野律子、竹前良美、土田由美、諸原純子 

  

対象の健康問題を把握するために必要な観察・面接の技術、バイタルサインの測定、コ

ミュニケーションの技術について教授した。 

 本科目ではヘンダーソンの枠組みを用いて系統的に観察を行い、患者の健康問題をアセ

スメントするための基盤作りをした。具体的には、各学生が 14の基本的ニードに関する情

報収集の視点について抽出・整理し、独自のアセスメントガイドを作成した。このアセス

メントガイドは看護過程と看護方法論の授業で使用し、その内容を深めた。 

コミュニケーションの技術では健康歴の聴取を中心に面接の演習を取り入れ、より実践

的な学習になるように工夫した。また、バイタルサインの測定では、水銀血圧計を用いて

血圧測定の原理と方法を学習し、最終的に一人ひとりの学生の技術の習得状況を確認した。

これに加え、電子血圧計による測定も実施し、患者にとって苦痛が少なく正確な測定につ

いて検討した。今後、患者の個別性に応じて適切に物品を選択し正確に測定する技術の習

得ができるよう指導していきたい。 

 

５）フィジカルアセスメント 

1年次後期 

穴沢小百合、松山友子、芳賀祥子、髙野律子、竹前良美、土田由美、諸原純子 

  

対象の健康問題を把握するために必要な看護技術であるフィジカルアセスメントについ

て、フィジカルアセスメントの基本技術、腹部・消化器系、呼吸器系、循環器系、運動器、

頭頸部・神経系の観察について、前提科目の事前学習を促しつつ教授した。器官系統別の

フィジカルアセスメントを強化するため、テキスト等を参考にしながら主体的に学習する

時間を設定した。各器官系統別に問診から視診・触診・打診・聴診とその結果のアセスメ

ントという一連の過程の学習に加え、主体的な学習の時間を設定したことで、身体に関す

る関心が深まり、基本的な知識・技術の習得にも繋がったと考えた。また、今年度は大学

院生による「異常心音」に関する講義・演習を実施した。優れた専門性と実践力を有する

大学院生は学部学生にとって目標となるモデルである。この授業を通して学生は、「異常心

音」に関する知識・技術を習得しただけでなく、さらに高度に技術・実践力を身につけた

いという動機付けが高まっていた。この取り組みを継続すると共に学生の動機付けが持続

し、行動に繋がるような指導方法を検討することが今後の課題である。 

 

 

 



６）看護過程と看護方法論 

1年次後期 

松山友子、穴沢小百合、芳賀祥子、竹前良美、髙野律子、 土田由美  

 

看護過程は、看護の対象となる人々の個別性や状況に応じ、科学的に看護を実践する

ための方法であることを踏まえ、本授業は「看護過程の概要とその活用の意義」「看護過程

の展開方法」「看護記録」「質の高い看護の提供に向けた看護過程の活用の現状と課題」で

構成した。具体的な看護過程の展開方法については、看護過程の 5 段階を、さらに 11 のス

テップに分け、ステップごとに「基本的な知識の講義」→「事例展開の課題（個人課題）」

→「課題のサンプル例の提示と解説」というパターンで講義・演習を展開した。学生は、

課題は大変であったが、事例展開を自分で実施しながらステップを進めたので理解ができ

たとの反応であった。授業資料は、冊子にまとめた講義ノートおよび事例集を授業開始時

に一括配付した。これらの冊子は、自己学習の際に役立ったとの意見が多数聞かれた。ま

た、昨年度の評価を参考に、アセスメント段階でのグループワークを取り入れ、早い段階

で疑問点や不明点を解決できるようにした。さらに知識確認の小テストを実施するなど、

基本的な知識の定着に向けた試みを取り入れた。2年次の実習の際に成果を評価していきた

い。 

７）基礎看護学展開実習 

1年次後期 

松山友子、穴沢小百合、芳賀祥子、中村裕美、 髙野律子、竹前良美、土田由美、長南弥生、

黒木七瀬、鶴巻香奈子、早坂奈美、雛田雅代、牧栄理、山崎麻衣子、賀木麻紀、溝口和佳、

諸原純子  

 

独立行政法人国立病院機構東京医療センターを実習施設とし、14病棟に学生を配置した。

1名の患者を受持ち、基本的ニードの充足状況の判断に基づく援助を実践することを通し、

学内で学習した日常生活援助に対する知識・技術・態度の統合・向上をはかることを目的

とした。学生は、患者のニードの充足状況を踏まえ、個別性に応じた援助の提供をめざし

て、援助計画を立案し、その計画に基づき実施と評価を日々行った。5日間の実習期間の中

で、学生は患者の反応を的確にとらえ個別に応じて援助することの難しさを実感するとと

もに、その必要性や重要性を学習し、実習終了時には看護師が日常生活援助を行う意義を

自らの言葉で述べ、これまでの学習を深化させていた。学生にとって一年間の集大成とし

て、また、今後の看護学の学習に対する意欲の喚起につながる実習となったと考えている。   

今年度は、看護技術演習の事例検討において本実習と同様の記録用紙を用いる機会を増

やしたことにより、実習における思考の整理が前年度に比べ円滑に進められた。また、実

習指導の面では 3年目を迎え、『実習指導の要点』をまとめた資料の活用も定着し、実習指

導者と担当教員の連携が円滑に行われた。次年度も継続的に連携を図り、実習指導を充実



させていきたいと考えている。 

 

８）基礎看護学統合実習 

2年次前期 

松山友子、穴沢小百合、芳賀祥子、小嶋奈都子、中村裕美、髙野律子、竹前良美、土田由

美、長南弥生、黒木七瀬、鶴巻香奈子、早坂奈美、雛田雅代、牧栄理、山崎麻衣子、賀木

麻紀、諸原純子、豊田瑠衣子     

 

独立行政法人国立病院機構東京医療センターを実習施設とし、15病棟に学生を配置した。 

本実習では、「看護過程と看護方法論」の授業で学習した知識・技術および態度を活用し、

一人の受持ち患者の看護過程を展開することを通し、個別性に応じた必要かつ適切な看護

を実践するための基礎的能力を養うことをめざした。学生は、受持ち患者の情報をアセス

メントし、患者の全体像をとらえた上で、これまでの学習で対応可能な看護上の問題点を 1

つ選択し、その問題に焦点を当てて看護計画の立案・実施・評価を行った。2週間の実習期

間の中で、学生が既習の学習内容と実践の具体例との統合的な理解を効果的に深めていく

ために、看護過程の展開の進行し沿ったテーマカンファレンスや主として方法論的な理解

の促進をねらった全体カンファレンスを組み合わせて設定した。これによって、学生は日々

思考を整理・深化させることができたと評価していた。 

また、実習指導者と担当教員との連携を強化し、指導の充実を図るために作成している

『実習指導の要点』を修正して活用した。実習指導者からは、日々の指導の視点や方向性

を確認できるので、新しい指導者も指導がしやすいとの意見であった。今後も、実習指導

者や担当教員の意見を反映させ、効果的な指導を検討していきたい。 

 

【成人・老年看護学領域】 

教育方針 

成人・老年看護学領域における医療臨床実践看護学では、健康障害の経過にもとづく看

護を「クリティカルケア看護」「リハビリテーション看護」「セルフコントロール支援論」「

終末期看護」「クリティカルケアの探究」「終末期ケアの探究」「長寿健康援助論」「長寿看

護実践論」として各１単位で構成し、それぞれの科目において臨床実習２単位を実施した。

「リハビリテーション看護実習」は「障害者看護学実習」との選択科目である。各科目で

は、人間・健康・生活を基盤として、本学の主要な教育目標である「看護実践能力」を育

成するための教育内容を展開した。すなわち、成人・老年期における人の健康問題を理解

するための基礎的な知識をベースにして、さらに統合的に理解するための理論とその背景

について、発展的に講義や演習をまじえて展開した。これらの学習内容を基礎にして、科

学的な思考とかけがえのない一人一人をとらえる人間観を兼ね備えた看護実践者としての

能力育成を目指している。２４年度入学生からカリキュラムが改正され、新カリキュラム



による教育がスタートした。成人領域の新カリキュラムによる教育は来年度から本格的に

始動する。成人・老年期の対象理解、幅広く健康をとらえ、その上で健康障害・病期を理

解し対象に正面から向き合える看護者としての能力の育成に全力をつくしたい。 

 

科目の教育活動 

専門分野 

Ａ 基礎看護学 

１）看護におけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ   

2年次前期 選択科目 

古都昌子 

 

選択科目ではあるが、講義開始時のｱﾝｹｰﾄからもｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの学習ﾆｰｽﾞの高さを実感した。

講義前ｱﾝｹｰﾄでｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝにおける学生の傾向、学びたい内容を把握し、学習ニーズをふま

えた講義展開に努めた。 

講義内容は、「聴く」・「話す」・「説明する」の技術について、陥りがちな課題に焦点を当

て日常生活版、臨床実習版など、学生の遭遇する場面から考える展開とした。ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾜｰｸ

ｼｰﾄ、ﾐﾆﾜｰｸやﾛｰﾙﾌﾟﾚｲで場面における考え方、あり方を学生とともに考える講義形式や、ﾃﾞ

ｨﾍﾞｰﾄ討論会を設定した。また、講義ごとにﾘﾌﾚｸｼｮﾝｼｰﾄを配布し、学生の自己表現を促せる

ようにした。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ場面を担う自分自身を振り返る必要性を理解できるようにし、相手

の立場に立って自分らしいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを模索する必要性に気づけるように進めた。講義終了

後ｱﾝｹｰﾄでは、看護者として自己のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて見つめ直す機会となったという意見

が複数みられた。今後も臨床実践の基盤となるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて、学生の関心を高める講

義展開が必要である。 

 

Ｃ 医療臨床実践看護学 

１）成人看護学概論     

1 年次後期 

古都昌子、雛田雅代 

 

発達を生涯発達の視点から理解し、成人期の特徴および、成人各期にある対象の健康問

題と支援のあり方について理解が深まるように講義を進めた。 

 国民衛生の動向や厚生白書を用い、データについて、その意味を考えられるようにした。

オリジナルワークシートや、ビデオ教材などにより、興味関心を高めることで、成人期の

状況を現実の姿から視覚的に理解できるようにし、今の日本に何が起きているのか、社会

の現状と健康問題との関連について考察した。また、毎回、講義での学習内容に関連した

国家試験問題と振り返り用紙の配布により、学びの確認の機会をもった。 



GW では、健康課題の原因や影響、今後の援助の方向性について、健康課題の特性ごとに

群別発表とした。昨年度の振り返りより、考える時間を増やし、成人期の健康課題につい

て、より主体的な学びをねらいとした。発表会では、青年期の結婚、出産を取り巻く諸問

題や壮年期の生活習慣病、メンタルヘルスなど、健康課題の現状理解と援助の視点の共有

につながった。概論の講義を抽象論のみで終わらず、実践論へつながるように具体的事例

の語りなどを用いて、成人期を豊かに理解できるようにしたい。 

 

２）クリティカルケア論 

２年次前期 

浅野妙子 

 

急性期－クリティカル－とはどのような状態であるか、また、クリティカルな状態にお

いて人がおかれる環境とその反応について理解を深められるよう方向づけた。その上で急

性期における人の生体反応および呼吸・循環を中心とした重要臓器の機能障害について、

解剖・生理・病態治療学等の既習内容にフィードバックしながら適宜事例を用いて学習内

容を深めた。また、そのような状況におかれた人のとらえ方、看護者としての看護の視点

を強調し、医療における協働、倫理的配慮にも触れつつ講義を進めた。さらに、クリティ

カルな状態における人の心理社会的側面について理論的に理解するためにストレス・コー

ピング、危機理論を用いた。その上で、周手術期の事例（家族の反応を含む）を提示し、

視聴覚教材を併用して一人の人に一貫した全人的看護を展開するための援助について、具

体的な理解を促した。この事例から、呼吸管理（酸素吸入・吸引）に関する演習へと繋げ

た。 

次年度は、急性期における看護の基礎知識と対応させながら、様々な治療・処置に伴った

看護の具体的な知識とイメージを強化し、科学的な看護の判断力と実践能力向上を目指し

て学べるよう工夫したい。 

 

３）セルフコントロール支援論     

2年次前期 

古都昌子 

 

慢性期の特徴を理解し、対象主体のセルフコントロールの考え方について理論から実践

へと進めた。生涯にわたり、セルフコントロールを要し、疾患とともに生きる対象の特徴

およびセルフマネジメントの過程での支援方法の基本について、臨床事例を用いて講義を

進めた。セルフコントロールの理解や患者の力を引き出すかかわりに活用できる理論を紹

介し、臨床事例と関連付けながら講義した。看護過程では、臨床での頻出事例として、成

人期の糖尿病の 2 事例および腎不全の事例を用いた。事例展開においては、病態生理の基



礎知識の小テストを行い、アセスメントに必要な知識を整理した。GWでは事例展開を進め、

ワーク中の助言と個人ワークにて学びを確認した。健康知覚・健康認識の情報整理に重点

を置き、全体像の理解から計画を立案し、全体発表によって共有した。また、学外講師と

して東京医療センター地域医療連携係長の鈴木先生を招聘し、退院調整・退院支援の実際

について講義を受けた。今後は、DVDの事例などを精選し、臨床状況下における判断と実践

がﾘｱﾘﾃｨをもって学べるように工夫したい。 

 

４）終末期看護論 

2年次前期 

坂本祐子 浅野妙子 

 

 人生の終末を生きる人の体験について、学生の関心を高められるように、終末期の体験

を記した書籍や DVD を厳選し、積極的に活用した。また、書籍は講義時に提示し、実際に

手にとって触れる機会を設けた。 

その人らしく生きることを支援するために、終末期に多い看護問題の解決に必要な基礎

的知識を教授した。問題解決方法は、事例を提示し、学生が自らで計画を立案させた。ま

た、各自の計画を評価するための意見交換の時間を設けた。さらに、大切な人を失う家族

の心理を理解するための話し合いの機会を設けた。 

学習内容の振り返り用紙やリアクションペーパーを活用し、学生の自発的な学習をサポ

ートできるように工夫した。また、資料やスライドも学生のリアクションをふまえ、オリ

ジナルな内容を作成して授業を行った。 

今後も、学生が自ら考えることのできる授業を構築していきたい。 

 

５）クリティカルケアの探求 

３年次前期 浅野 妙子 

 

２年次の「クリティカルケア論」の科目から発展させた３年次前期のこの科目では、学

生が自ら学ぶということを重要な課題として授業を導入した。急性期の看護をイメージで

きるように視聴覚教材を利用して術前・術中・術後の看護についてＱ＆Ａで自ら記載しな

がら学ぶよう工夫した。また、全身状態の管理に必要な血液検査データ・心電図の読み方

と判断、輸液管理に必要な点滴滴下計算、ＭＥ機器に関する医療安全上の知識確認等、急

性期の臨場感・リアリティーを強調しながら講義を進めた。また、学外講師の講義を取り

入れ、医療、治療等の最新情報を取り入れた。学生の反応は良好であり、将来、クリティ

カル領域での看護活動を目指したいとの意見も多く聞かれた。 

次年度は看護実践に生かすための演習も追加企画してさらに効果的な学習ができるよう

工夫を重ねる。 



６）終末期看護の探求 

3年次前期 

坂本祐子、浅野妙子 

選択者科目であり、選択者の高い関心を満たす内容とするために、終末期医療の今日的

課題から、倫理的問題を含む事例を提示した。問題の解決に必要な科学的根拠の検索・活

用、話し合いにより他者の価値を知る過程を通して、自己の考えを明らかにするような授

業を展開した。また、倫理的判断の基準となる各自の死生観を振り返る機会とするため、

体験型のワークを取り入れた。 

今後も、人生の終末をより良く生きることを支える看護のために、学生自身の価値観を

振り返り、対象の価値を尊重する姿勢を養う授業構築をしていきたい。   

 

７）クリティカルケア実習 

3年次通年 

浅野妙子、長南弥生、雛田雅代、山崎麻衣子、賀木麻紀  

 

 急性期にある患者１名を受け持ち、その人の回復過程を促進し、支援するための基礎的

な看護について実践を通して学ばせた。急性期（周手術期）における対象理解を深め、統

合させる機会としてリアリティーオリエンテーションを設けた。 

また、受け持ち患者の看護実践における患者の反応をふまえた日々の援助評価を学生と

共に行い、急性期における対象とその家族のおかれた状況、治療経過に対応した看護援助、

合併症や二次的障害の予防について実践的な学びを深めた。また、多職種との協働、クリ

ティカルパスの実際を学ばせた。 

 今後も、急性期の対象を看護の視点でとらえ、看護の判断力を高める機会となるような 

実習展開をしていきたい。 

 

８）セルフコントロール支援実習   

2年次後期（各論 1.2） 

古都昌子、雛田雅代、山崎麻衣子 

 

東京医療センターの 3 か所の病棟で、2 週間の実習期間で実習した。実習生数は、各論

1.2クールで 2年次生 38名が実習した。 

受け持ち患者の大半が老年期であったが、成人期の患者を受け持った学生の学びから発

達課題との関連などを学んだ。慢性期の患者のセルフコントロールを目指し、全人的な対

象理解に向けて、生活や疾患の受容に応じて患者自身の納得が得られるような支援を考え

る実習に取り組み、主にリスクマネジメント、呼吸管理、排泄行動の拡大などの支援を行

った。情報にもとづくアセスメントの内容や援助方法の選択についてカンファレンスを活



用し、指導者との意見交換、共有を行うとともに学生の思考や判断を引き出した。 

病気とともに生きる慢性期の患者の特徴を理解するとともに、生活行動に着眼し、患者

の状況に応じてともに目標を設定していくセルフコントロール支援のあり方を学んだ。

個々の状況に応じてパンフレットやポスターなどの視覚でとらえる学習教材なども工夫で

きていた。今後、2週間の限られた時間の中で、援助展開にいたるまでの思考過程が進めら

れるような指導をさらに進めていく必要がある。 

 

９）終末期看護実習 

3年次通年 

坂本祐子、浅野妙子、山崎麻衣子、長南弥生、雛田雅代、賀木麻紀  

  

ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位で、入院加療をしている終末期の患者２名以上を受け持ち、その人の療養生

活を支えるための援助を、実践を通して学ばせた。実践における患者の反応をふまえた日々

の援助評価を学生と共に行い、人生の終末を生きる対象の QOL の向上における看護師の役

割を考察する機会とした。 

 ﾁｰﾑの一員として援助に見学参加し、ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁや苦痛緩和、家族看護の実際を学ばせた。

様々な援助場面の再構成の実施、実習体験を共有する機会としてのｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、終末 

期看護について考察を深める実習とした。 

 今後も、人生の終末を生きる対象の体験に近づく機会となるような実習展開をしていき 

たい。 

 

１０）老年看護学概論 

１年次後期 

浅野妙子 

 

幅広い老年観を持ち、ポジティブな存在としての高齢者像を看護観のベースとして持ち

続けることを本科目の最大のねらいとした。そのために高齢者の身体・精神・社会的な特

徴、社会の中での高齢者の存在について具体的に著書（エリザベス・キューブラロス）を

用いて説明した。さらに、高齢者の身体的・精神的・社会的体験をより明らかにできるよ

うに社会学者の体験的著書を紹介した。また、高齢者を取り巻く環境を身近に感じ、具体

的なイメージができるように「超高齢社会における自身の生活」についてグループワーク

を通じて学習内容を広げた。その上で社会構造の変化・高齢化に伴う保健・医療・福祉制

度の歴史的変遷および現在の少子高齢社会における課題、生き生きと生きる高齢者の健康

的な生活を促進するヘルスケアシステムの活用と看護実践について講義した。高齢者のＱ

ＯＬを支え、高齢者の健康・自立を支えるための看護実践の具体例として、摂食・嚥下・



口腔ケア・転倒・転落による事故の実態とその予防対策・リスクマネジメントについて演

習をまじえて講義した。 

次年度は、より多くの文献を紹介しながら、学生が自ら興味をもって高齢者がおかれた

状況を把握し、さらに幅広い高齢者看護観と看護の実践へと広げられるような授業展開を

検討する。 

 

１１）長寿看護実践論 

2 年前期 

岩渕起江、浅野妙子、雛田雅代、長南弥生、山崎麻衣子、賀木麻紀 

 

 高齢者の特徴の一つである、身体機能の低下を体験することから、どのような援助が

必要であるか考えることを目的として高齢者疑似体験セットを装着する授業を取り入れ

た。終了後のアンケート結果では、全員がこのような経験は必要であり援助の必要性を

考える一助となった。講義では高齢者に多い症状や疾患についてテキストやオリジナル

のスライドを活用していった。身体的機能の低下だけでなく、精神面や社会的背景を取

り入れ高齢者を取り巻く社会の現状をふまえながら、看護師としての役割について考え

られるように授業を展開した。看護過程の演習では、脳梗塞と大腿骨頚部骨折の事例を

用いゴードンの枠組みに沿って展開した。教員が 5～6 グループを担当し密に関わること

でアセスメントも充実できていった。最後の発表会を担当教員別に実施し学びの共有が

不十分だったため、次年度は発表会の形式を変更し学びを共有できるようにしていきた

い。 

 

１２）長寿看護学実習 

2 年後期  

岩渕起江、浅野妙子、金子あけみ、坂本祐子、松沼留美子、長南弥生、竹前良美、土田由

美、牧栄理、賀木麻紀、小嶋純子 

  

独立行政法人国立病院機構東京医療センターの 8 か所の病棟と、特別養護老人ホーム 2

か所で実習を行った。実習の期間は 2 週間とし、その内 1 日を特別養護老人ホームで実

習を行い、実習生は 131 名であった。 

 病院実習では、さまざまな健康レベルにある高齢者の特徴を理解し、高齢者が抱える

問題解決に向けた援助を実施できるよう、病棟指導者と連携を取りながら指導を行った。 

病態の理解だけにとらわれず、受け持ち患者との関わりを通し高齢者看護の役割を理解

し、カンファレンスによってさらに学びを共有することができた。特別養護老人ホーム

の実習は主に医療保健福祉システムについて学ぶことを目的としていたが、1 日の実習で

困難であることが昨年の課題だった。そこで本年は受け持ち患者がどのように社会資源



を活用しているか投げかけ、学生の考えを深めることができた。 

 

Ｇ看護マネジメント学 

１）医療安全学   

2年次後期 

古都昌子、山崎麻衣子 

 

 医療における安全とは何か、安全文化の醸成に向けての専門職の役割を理解し、学生が

医療安全に対する考え方、ヒューマンエラーへの理解が深まることをねらいとした。昨年

度の経験をもとに日常生活に潜むエラーから自己のリスク認識やリスク感性を振り返れる

ように導入し、医療安全の歴史的背景、取り巻く社会の現状、重要な用語の意味について

講義し、KYTのワークを取り入れた。また、安全文化の創造への取り組みとして学外講師と

して招聘した国立病院機構医療部サービス・安全課長の町屋先生より、医療機関における

安全対策について、講義を受け、実際の活動内容や生じている事例について理解を深めた。 

無資格者である看護学生の臨床実習における医療安全の考え方について講義し、臨床実

習における自己の責任を考察できるようにした。後半は、インシデント分析法を紹介し、

ヒューマンエラーの事例を GWによって抽出、分析し、発表の機会を持って共有した。 

 今後、学生が、医療安全の創造に向けた責務を自覚し、リスク認識、リスク感性が高ま

るように看護の場面を想起しやすい事例や教材を工夫していきたい。 

 

【小児看護学領域】 

教育方針 

成育看護学（小児看護学）では、あらゆる発達段階および健康状態にある子どもと家族

を理解し、小児看護が実践できる能力を養うことを目的としている。そのため、成育看護

学（小児看護学）は、「成長発達と看護」および「成育看護論Ⅱ（小児の健康と看護）」、「成

育看護実践論Ⅱ（小児の健康障害と看護実践）」、「成育看護学実習Ⅱ（小児看護学実習）」

の科目で構成している。 

 さまざまな状況にある子どもと家族を学生が理解できるために、小児の臨床場面をより

臨場感あるようにイメージや思考し、主体的に取り組めるよう、講義や演習では事例を用

いて教授している。また、実習においては、日々のリフレクションや事例を用いたケース

カンファレンスなどにより、学びの共有を図っている。 

 

 

 

 

 



科目の教育活動 

Ｄ 医療臨床実践看護学Ⅱ 

１）成育看護実践論Ⅱ（小児の健康障害と看護実践） 

2年次通年 

小村三千代、佐藤朝美、鶴巻香奈子 

 

 成育看護実践論Ⅱは、子どもと家族を理解し、子どもの成長発達および健康レベルに応

じた看護実践に必要な基礎的知識を身につけ、成長発達の促進に向けて子どもと家族への

援助方法を学ぶことを目的としている。 

 講義内容は、子どもと家族への看護および急性期から終末期までの経過別看護、また障

害をもつ子どもと家族の看護など事例を用いて教授した。具体的には、子どもの病態の理

解から検査、治療処置、看護を展開し、毎回の講義の最後に看護師国家試験問題を提示し

た。 

 演習においては、小児看護に特有なバイタルサインズ測定および身体計測、静脈内点滴

時のシーネ固定、治療処置別技術として与薬と吸入の援助、デンバーⅡ発達診断法につい

て、自作の DVD教材やバイタルサイン人形、新生児モデル人形などを用いて実施した。バ

イタルサインズ測定では、子どもの発達段階によって必要とされるディストラクションや

プリパレーション、測定の順番や方法、基準値の違いなどを学ぶことができた。 

 また、看護の展開においては、発達段階が異なる川崎病、骨折、気管支喘息の子どもと

家族の看護に取り組んだ。グループワーク後プレゼンテーションを行って学びを共有し、

学習内容として十分に導き出されたグループの資料を学生全員に配布し、実習時の参考に

するよう促した。 

 

２）成育看護学実習Ⅱ（小児看護学実習） 

2年次後期から 3年次通年 

小村三千代、佐藤朝美、鶴巻香奈子 

 

 成育看護学実習Ⅱ（小児看護学実習）は、子どもの特徴、成長発達、家族のつながりに

対する理解を深め、子どもの健康や成長発達を促進し、健康障害をもつ子どもと家族に対

する看護実践能力を身につけることを目的としている。 

 そのため実習目標は、１）子どもの成長発達が理解できる、２）子どもの健康障害に応

じた援助が出来る、３）子どもに必要な検査、治療、処置への援助が理解できる、４）子

どもの安全・安楽に配慮した援助ができる、５）子どもと家族のおかれている状況が理解

できる、６）保健医療チームの役割が理解できる、とし教授した。 

 実習は東京医療センター５B病棟、国立成育医療研究センター２病棟において実施した。

学生は、入院している 1名の子どもを受け持ち、子どもと家族がおかれている状況を理解



し、安全・安楽に配慮した具体的な援助方法を学ぶことができた。また、学生・実習指導

者・教員と実習の場面を振り返る“リフレクション”の実施により、学生は子どもの反応

の意味、自己のかかわりを振り返り、援助の工夫や子どもの理解を深め援助の工夫をする

ことができた。一方、基礎知識が不足しているために疾患の理解に時間を要する学生も多

く、今後は実習展開や指導方法の工夫し、効果的な指導を検討したい。 

 

【母性看護学領域】 

教育方針 

「母性」の概念および母性看護学の意義を理解し、人間の性と生殖（種族保存）の側面

から女性のライフサイクルをとらえることができるよう、女性の健康を身体的および心

理・社会的側面から理解する。また、リプロダクティブヘルス・ライツ（性と生殖に関す

る健康/権利）の視点から女性を取り巻く社会的・文化的背景を日本と諸外国の比較によっ

て理解する。特に、マタニティサイクルにある母子とその家族に対してウェルネスの視点

でアセスメントし、対象の看護の必要性や母性看護の基本的な支援の在り方を習得する。

講義や実習を通して、実際に生命の誕生の支援に携わることによって、周産期医療チーム

における母性看護の役割と重要性を理解し、自らの生命観や看護観、母性（父性）観を養

う機会となることを目指している。 

 

科目の教育活動 

専門基礎分野 

１）国際医療論 

2年次後期 

加藤章子 

 

本講義は、国際的な視点から医療や看護を捉えることを目標とした。授業づくりでは、

学生が国際看護を学ぶ楽しさや意味を発見できる内容とすることを心がけた。具体的には、

ミレニアム開発目標の中から、３大感染症を取り上げ、人と感染症の歴史に触れながら感

染症と共に暮らす人々の生活を紹介し、現場目線で医療や看護の役割を話し合った。また、

女性のリプロダクティブヘルス/ライツについて中央アフリカ共和国と日本の出産事情を

比較し「女性の権利を守ること」について議論した。海外活動の実際では、ブータン（青

年海外協力隊）、インドネシア（国際緊急援助隊）、セネガル（母子保健の疫学調査）等で

活動したゲストスピーカーを迎え、その国の文化的、社会経済的、政治的、教育的要素の

特徴と本人にとってその経験の何が良かったのかを伝えて頂いた。さらに、学生が異文化

を肌で感じられるよう、異文化体験ゲームおよび在日で暮らす難民の方と交流する機会を

設けた。本講義は、カリキュラム改正に伴い今年で終了となる。 

 



専門分野 

Ｄ 医療臨床実践看護学Ⅲ 

１）成育看護論Ⅰ（母性の健康と看護） 

１年次後期 

宮﨑 文子 

 カリキュラム移行のため今年度は開講せず。 

２）成育看護学実践論Ⅰ 

２年次前期・後期 

関屋伸子、加藤章子、小嶋奈都子、早坂奈美、黒木七瀬 

  

 前期は妊娠・分娩・産褥・新生児各期の生理および管理に関する内容を講義し、それら

の対象の健康状態をアセスメントするための基本的な母性看護技術について学内演習を実

施した。後期は、前期に学習した周産期における対象の生理的な変化を踏まえてマタニテ

ィサイクルにおける対象者および新生児の主な異常の病態生理と治療、看護について教授

した。講義ではミニテストを実施し既習知識の定着を促した。また、ペーパーペイシェン

トを用いた事例検討の演習をグループおよび個人で実施し褥婦および新生児に対する看護

過程の展開方法を学習した。学生は妊婦や新生児と接した経験が少ないことから、モデル

人形や DVD など視聴覚教材を用いて妊娠による身体的変化や胎児・新生児の成長過程をイ

メージできるよう工夫した。来年度は新カリキュラムのため、本科目は開講しない。 

 

３）成育看護学実習Ⅰ 

３年次前期・後期 

関屋伸子、宮﨑文子、加藤章子、小嶋奈都子、早坂奈美、黒木七瀬、田中恵子 

 

学生は２年次までに母性看護学の概論および各論に関する科目の学習を終了しており、

本実習は、妊娠期。分娩期・産褥期・新生児期にある母子とその家族を対象に、健康を維

持・促進するために必要な支援を学習し、リプロダクティブ・ヘルスケアを展開するため

の基礎的な実践能力を身に着けることを目的とした。学生は、１組の褥婦及び新生児を受

持ち、入院時から退院までの看護計画を立案し、臨地実習指導者および指導担当教員とと

もに対象者に必要な看護を実施した。実習施設は、東京医療センター・日産玉川病院・西

埼玉病院の３施設の協力を得るとともに、地域における母子への支援を学ぶ目的で施設見

学実習として、稲田助産院・さくらバース・バースあおば・とわ助産院・産後ケアセンタ

ー桜新町の合計８施設の協力を得た。施設見学実習では、一次医療施設（助産院）におけ

る正常な妊娠分娩産褥経過をたどる対象者の妊娠管理や分娩などを見学した。助産院では、

特に産後の母子に対する育児相談や母乳育児支援などに対する理解を深めることができた。 

 



４）成育看護学実習Ⅰ 

２年次後期 

関屋伸子、宮﨑文子、早坂奈美、黒木七瀬 

 

学生は母性看護学に関する概論を１年次に履修しており、本実習開始前には各論に関す

る講義を終了している。本実習の対象学生は２年次の 27名であった。本実習は、リプロダ

クティブヘルスに対するケアの中でも、主にマタニティサイクルにある母子およびその家

族への支援を学ぶことを目的とした。褥婦や新生児の身体的・生理的変化に加えて、親役

割獲得や家族の再構成などの心理・社会的な変化をアセスメントし、対象となる母子およ

びその家族に必要な支援と適切な援助方法について実践を通じて学習した。実習施設は、

東京医療センター・至誠会第二病院の２か所に協力を得た。今年度に実習を実施しなかっ

た学生は次年度（3年次）に当該実習を実施する予定である。 

 

【精神看護学領域】 

精神障害だけにとどまらず、身体・知的を含む三障害の概念や特性を理解できるように、

歴史的背景や障害に関する基礎的な知識、実際に行われている看護援助を示しながら、障

害に対する理解を深められるようなカリキュラムを実施している。また、授業や実習を通

して、自らの障害者観と向き合いながら、障害者の健康増進を考えられる力を身につけ、

ノーマライゼーションの推進を支援できるようになることを目指している。そして、知識

として習得することだけに留まるのではなく、障害者を取り巻く現状や課題について、自

らの意見を持ち、積極的に行動できるような態度を身につけてほしいと願っている。 

 

科目の教育活動 

専門分野 

Ｄ 医療臨床実践看護学Ⅱ 

１）精神看護実践論 

2年次前期 

田中留伊、伊藤桂子、中村裕美 

 

精神的な健康に障害を持つ対象を理解できるように、主な精神疾患や特徴的な症状につ

いて、オリジナルのパワーポイントや教科書を用いて授業を展開した。また、精神科医療

の現状を踏まえ、入院治療だけではなく地域社会生活への適応に向けての看護実践方法を

考えられるように視聴覚教材を用いて授業を行った。さらに、精神障害のある対象の支援

に必要な基本的な看護技術が学べるように看護過程を展開させ、グループワークを行う事

で学びを深めた。各授業の最後にリアクションペーパーを提出させ、次回の授業で学生の

理解しにくい点を補足、フィードバックできるような工夫を行った。リアクションペーパ



ーや前回の授業の復習は「解らないことが質問しやすい」・「知識の確認になる」など好評

であったため、次年度以降も継続していく予定である。 

 

２）障害看護実践論 

2年次前期 

伊藤桂子、田中留伊、中村裕美、松沼瑠美子 

精神・身体・知的の三障害を持つ対象を理解できるように、オリジナルのパワーポイン

トや教科書を用いて授業を展開した。障害とともに生きることで社会生活への参加が制限

されたり、生活行動の変更を余儀なくされる対象に対する理解を深めるために視聴覚教材

を用いて学び、看護の特徴を考えられるように授業を行った。筋ジストロフィー、重症心

身障害などの対象の具体的な看護実践の方法や生活の質を高める看護実践の方法について

は、臨床で看護を実践している講師を招き、生きた看護体験を学べるよう授業を行った。

次年度はカリキュラム改正に伴い開講予定はない予定である。 

 

３）精神看護学実習 

田中留伊、伊藤桂子、中村裕美 

 

独立行政法人国立病院機構東京医療センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究セ

ンター病院、医療法人社団碧水会長谷川病院、公益財団法人井之頭病院、NPO法人ハートフ

ル翔ワークイン翔を実習施設として実習を行った。本実習では、精神障がいを持って生き

る人を包括的に理解するとともに、精神障がい者の自立および自己実現に向けた援助を通

し、必要な看護が実践できる基礎的能力を育成することを目指した。学生は 1 人の受け持

ち患者を通して、看護過程を展開し看護計画の立案・実施・評価を行った。また、実習指

導者や担当医師から臨床講義をして頂いたり、作業療法や参加しているプログラムに一緒

に参加させて頂くことで、精神医療の実際を知るとともに、保健医療福祉チーム・システ

ムの現状や課題等について考えることができた。さらに、全ての学生がプロセスレコード

を記述し、看護場面の再構成を行うことで患者との関わりを通して自己洞察を行い、自己

を振り返る機会とした。実習の最終日には実習まとめ会を学内で行い、他の施設や病棟で

の学びを共有する場を設け、自らの精神障がい者観を明らかにし、看護の役割と課題につ

いての考えを深める機会とした。実習中は毎日カンファレンスを実施し、学生の疑問をそ

の日に取り上げ、翌日の看護に結び付けられるように指導した。今後も、実習指導者や担

当教員の意見を反映させ、効果的な指導を検討していきたい。 

 

４）障害者看護実習 

宮﨑文子、小村三千代、佐藤朝美、田中留伊、伊藤桂子、加藤章子、中村裕美、早坂奈美 

 



本実習は選択科目であり、独立行政法人国立病院機構神奈川病院、独立行政法人国立病

院機構千葉東病院、独立行政法人国立病院機構東埼玉病院を実習施設として、50 名の学生

を対象に実施した。本実習では、重症心身障害者、神経難病患者の日常生活援助を通して、

自己の障害者観を明らかにし、看護の役割と課題に対する考えを深めることを目指した。

学生は 1 人の患者を受け持ち、様々な障害とともに生きる者を包括的な観点から理解する

ことに努め、障害者に対して安全・安楽な日常生活の援助を理解し、援助計画を立案・実

施・評価を行った。また、看護師とともに日々関わることにより、障害者とその家族の意

思決定にもとづいた支援のあり方について学ぶことができた。さらに、実習指導者から政

策医療の実際について臨床講義をしていただき、障害者を支援するための保健医療福祉シ

ステムの現状や課題等について考えることができた。実習の最終日には実習まとめ会を行

い、他の施設や病棟での学びを共有する場を設け、自らの障害者観を明らかにし、障害者

看護の役割と課題についての考えを深める機会とした。実習中は毎日カンファレンスを実

施し、学生の疑問をその日に取り上げ、翌日の看護に結び付けられるように指導した。今

後も、実習指導者や担当教員の意見を反映させ、効果的な指導を検討していきたい。 

 

【地域・在宅看護学領域】 

教育方針 

地域看護学領域では、地域で生活するあらゆる発達段階や健康レベルに応じた個人・家

族、小集団・地区を対象とした健康の増進、健康・生活上の課題を解決するための理論と

方法および地域看護の役割を理解できることをねらいとする。 

地域特性を踏まえ、行政保健、学校保健、産業保健、在宅ケア・訪問看護の場において、

そこで生活・活動する人々が自らの健康状態を認識し、制度や社会資源を活用しながら疾

病予防、健康の保持・増進を図るための支援方法、潜在的・顕在的な地域のニーズを把握

するための地区診断の理論と方法、住民・専門職・関係者が協働で取り組む健康増進計画

等の立案・実践・評価、地域ケアシステム、施策化等について学習する。 

 

科目の教育活動 

専門分野 

Ｄ 医療臨床実践看護学Ⅱ 

１）インタープロフェッショナルワーク演習 

2年次後期 

佐藤潤、清水洋子 

  

これからの医療におけるチーム医療の推進の必要性を理解し，患者を中心として多職種

が協働して患者の治療にあたる具体的な実践方法を学ぶことを目的に講義を行った。講義

では、医師、薬剤師、管理栄養士、作業療法士、理学療法士、社会福祉士といった専門職



の方々の実際の講義を通して、各職種の役割、各職種が看護師に対して求めていることを

中心に学習した。これらの各専門職による一連の講義終了後は、事例を用いたグループワ

ークを通して，どのように多職種間の連携を実践していくのかについての学びを深めた。 

２）在宅看護論 

2年次後期 

松沼瑠美子、清水洋子  

  

地域看護における在宅ケアおよび在宅看護の位置づけを理解し、在宅療養者・家族支援

のための在宅ケアシステムと看護職および関係職種の役割と協働、支援の特徴、対象のニ

ーズ、在宅ケアを取り巻く現状と課題について学ぶことを目的に講義を行った。施設内と

は異なる生活の場での療養生活をイメージし、在宅ケアシステム、多職種間の連携・協働

を視野に入れた看護過程の展開、在宅での看護師の役割・機能が理解できるよう、ビデオ、

スライド等の映像や事例を用いた講義を中心とした。学生の傾向として、在宅ケアシステ

ムや制度については現場の実際の状況をイメージすることが難しいことから、苦手意識を

持つ者もみられたため、在宅療養やケアの実践の様子を理解し学習意欲が高まるように教

育媒体等を工夫しながら教育内容や方法を検討したいと考える。 

 

３）在宅看護実践論 

2年次後期 

松沼瑠美子、清水洋子、佐藤潤、牧栄理 

 

 安心安全な在宅ケアの継続と生活の質的向上を目指し、在宅療養環境と療養者・家族の

ニーズに応じた具体的な看護実践の方法を学ぶことを目的に講義・演習を行った。日常生

活支援、生活拡大への支援の具体的な方法、医療依存度の高い療養者・家族の支援にため

の、在宅人工呼吸器、在宅酸素療法、在宅腹膜療透析、在宅高カロリー輸液、PEG、褥瘡ケ

アを含むスキンケアについて、具体的な事例を基に学習し、療養者・家族への看護支援の

ポイントについて考察できるよう演習を展開した。また、グループワークにより、事例に

ついて理解を深め、ケアプランを作成した。さらに、初回訪問場面を想定してロールプレ

イを行い、訪問時に必要なコミュニケーションスキル、支援的態度について具体的に学習

した。学生のレジネスを考慮しながら、基礎技術の応用となる在宅看護技術について、よ

り学習効果の高まるような教育内容や方法について考える必要がある。 

 

４）地域看護学概論 

3年時前期 

清水洋子、佐藤潤、中川陽子、柳澤尚代 

 



 地域で生活する人々の多様な健康や生活上の問題を理解し、疾病予防、健康の増進、個々

の健康問題や地域の健康課題の解決の必要性と活動方法、保健・医療・福祉の連携に基づ

く支援体制、地域看護活動および保健師活動の現状と課題の概要について学ぶことを目的

に講義を行った。地域看護の領域や対象、活動の特性、ヘルスプロモーションの展開がイ

メージできるように、DVDや写真など媒体を活用し、学習の動機づけや課題が明確化するよ

う適宜グループワークを取り入れるなど工夫をしながら授業を行った。地域看護について

体系的に理論や制度を理解し実践方法を理解するための基礎を築く科目であるため、学生

の興味や学習意欲が高めながら知識が修得できるよう教育内容を検討していく予定である。 

 

５）地域看護管理論 

3年次前期 

清水洋子、佐藤潤、松沼瑠美子、中川陽子、牧栄理、齋藤夕子 

 

 地域看護管理の目的と機能、地域の潜在的・顕在的な生活や健康に関わる情報管理、地

域保健・地域ケアの質を保証するための視点と方法、問題・課題を解決するための計画・

実践・評価、施策化に関する基礎的理論、課題解決のための地域の保健・医療・福祉の専

門職や関係者、住民による連携・協働・支援体制づくりの必要性を理解し、社会資源の開

発、地域ケアシステム、組織化と組織運営・管理、予算管理、個人・家族・小集団・地区

を単位とした保健師の支援方法とマネジメント、役割について学ぶことを目的に講義・演

習を行った。演習では家族アセスメントやグループインタビューの計画・実施、健康教育

の計画・発表を行いながら実践力を学び、都市の健康政策と保健活動については保健所保

健師による実践活動の講話を取り入れることで地域管理や実践活動の具体的イメージがで

きるよう工夫した。今年度の学習評価を踏まえて、次年度はより学習効果が高まるよう教

育内容や演習方法を検討することが必要である。 

 

６）地域看護活動展開論 

3年次後期 

清水洋子、佐藤潤、中川陽子、松沼瑠美子、牧栄理、篠崎育子、鈴木晶子 

 

 地域で生活するあらゆる発達段階や健康レベルに応じた個人・家族、小集団・地区を対

象とした健康の増進、健康問題を解決するための支援に必要な知識や援助技術の方法、お

よび地域特性を踏まえ、行政保健、学校保健、産業看護、在宅ケアの場において、そこで

生活する生活・活動する人々が自らの健康状態を認識し、制度や社会資源を活用しながら

疾病予防、健康の保持・増進を図るための具体的支援、活動の展開方法を学ぶことを目的

に講義・演習を行った。母子、成人、高齢者、精神、難病、感染症の各対象別、病態別の

視点から地域保健の講義を実施して各論の知識を深め、さらに健康相談や健康診査、保健



指導、家庭訪問等の演習を通して、知識の確認をしながら実際の援助方法を体験し学習が

できるよう工夫した。演習場面では学生の主体的参加態度に個人差がみられたため、次年

度は教育方法や学習の動機づけ、演習グループ構成などを検討することが課題である。 

 

７）地域診断論 

3年次前期 

佐藤潤、清水洋子、中川陽子 

  

地域住民の健康状態，生活状況，住民の認識，保健師活動から潜在的・顕在的な地域の

ニーズを把握するための情報収集の方法、アセスメント・分析、課題の明確化と課題解決

の検討の一連の地域診断の視点・方法について講義を行った。また，得られたデータを基

に、実際に地区踏査を実施し，地域住民の健康にかかわる問題・課題とその要因を分析し、

地域の生活や健康課題を解決するための活動計画とその評価、施策化の視点について学習

した。次年度は，講義と実際の地区踏査が関連付けられるように講義の方法・内容を工夫

することが必要である。 

 

８）職場・学校における健康論 

3年次後期 

佐藤潤、柳澤尚代、松田有子、清水洋子 

  

ライフサイクルにおける社会生活の場としての職場・学校において生活する対象の状況

を理解し、健康増進のための活動や起こりうる健康障害に対する保健活動の展開について

講義した。職場・学校における保健師の活動の実際について現場の産業保健師に来ていた

だき，事例を用いて実践的な話題を提供していただいた。次年度は，講義においてより現

場のイメージがわきやすいように工夫を加えることが必要である。 

 

９）生活者からみた場と物の看護論 

3年次前期 

佐藤潤、清水洋子 

 本年度は受講希望者がいなかったため開講せず。 

 

１０）保健医療福祉システム論 

3年次前期 

佐藤潤、日比野守男、松沼瑠美子 

  

地域における保健・医療・福祉がどのようなシステムで連携し合っているのかを講義形



式で学習した。また，保健医療財政を中心にシステムの現状を評価し，課題を抽出し，健

康問題の解決に必要な社会資源の開発や調整する能力について学習した。最終的には，公

衆衛生行政における保健師の役割への理解へと知識を統合させた。すべて講義による授業

であったため，学生の興味・関心を惹きにくい点が問題である。次年度は，一方的な講義

にならないよう工夫が必要である。 

 

１１）在宅療養支援実習 

清水洋子、松沼瑠美子、佐藤潤、牧栄理、柳澤尚子、山下留理子、高地たか子 

 

 地域社会で暮らす療養者とその家族の健康と生活を支える看護活動の実際から、対象者

の健康や生活上の課題および療養環境を理解し、個々のニーズに応じた安全安楽な看護実

践とその人らしさを支える在宅看護の支援方法およびチームケアの実際を学び、さらに包

括的なケアシステムやそこでの多職種による連携・協働について学ぶことを目的に、訪問

看護ステーションおよび高齢者複合施設での実習を行った。学生の中には、実習環境に適

応することに時間を要する学生もみられ、次年度は学生ができるだけ早く実習環境に適応

できるような事前オリエンテーションの内容や方法の検討が必要と考える。また、各ステ

ーションの施設や利用者・家族の特徴により実習体験の内容が異なるため、実習報告会で

個々の学生の学びを全体で共有化できるよう発表内容や方法等を検討し充実させていく必

要がある。 

 

３－３ 科目の教育活動（研究科） 

専門科目 

１）クリティカルＮＰ特論 

1 年次前期 

草間朋子、石川倫子、前原正明、塚本容子 

 

先進国における NP の現状、特に成人急性期領域の NP の業務・実践内容を理解し、日本

における特定看護師の役割を認識できるように授業を構成した。         

米国で NPとしてご活躍されている塚本容子先生の実践的な授業内容は学生の「ＮＰの活

動」の理解につながった。臨床経験 5 年以上の看護経験を活かし、クリティカル領域の患

者に対する NP の視点から看護の理解を深め、その上で各自が NP に関する課題を追究でき

るようにした。そのために NPの役割、活動に対する理解がさらに深まり、学生からも特定

看護師としての活動がイメージできたなど好評であった。 

今後も特定看護師としての実践活動につなげられるような授業内容を追加していく。 

 

２）診察・診断学特論 



1 年次前期 

尾藤誠司、樅山幸彦、菊野隆明、倉持茂／前島新史、大島久二、磯部義憲、伴信彦、今井

秀樹 

患者の状況に対応した診察・診断が行えるようにするために、診断のための検査データ

の解釈、画像診断についての知識を教授した。概論として診察・診断の意義とプロセスを

説明した後、各分野の専門家が臨床検査と画像検査の各論について講義した。次年度も基

本的には同じ授業構成とするが、学生からの要望に基づき、画像検査に関する内容を一部

見直す予定である。 

 

３）フィジカルアセスメント学演習 

1年次前期 

松山友子、穴沢小百合、石川倫子、小山田吉孝、布施淳、安富大祐、鄭東孝、高橋正明、

藤内美保 

 

大学院生自身がこれまでの臨床経験を振り返り、学習課題を顕在化させることにより、

知識・技術を深めていくことを教授-学習の基本とした。そこで、フィジカルアセスメン

トの重要性に関する動機付けを行い、基本技術について説明した後、器官系統別にグルー

プ編成を行い、グループ毎の学習内容に関するプレゼンテーションと質疑応答を通して学

習を進めた。これにより、その後の技術演習および症状に応じたフィジカルアセスメント

の基盤形成に繋がったと考える。 

 技術演習では、前述の学習を踏まえて学生がデモストレーションを実施し、疑問点を全

員で検討しながら進めた。ディスカッションにより解決できない点に関しては、臨床教授

（医師）に助言を得て理解を深めた。さらに今年度は、実際の症例にフィジカルアセスメ

ントをどのように活用するかを学習することを目的に、腹痛及び頭痛事例を用いて実践的

な演習を実施した。特定看護師役・患者役に分かれてロールプレイを行った上で、学生・

臨床教授・看護教員の三者で医療面接・フィジカルアセスメントの視点からディスカッシ

ョンを行った。学生からは症例にどのように活用するかが理解できたと好評であった。臨

床教授からはフィジカルアセスメントの授業構成が段階を追って組み立てられており、後

期の診断のための NP実践演習、OSCEにもつながると評価を得た。 

 

４）臨床推論 

1 年次前期 

尾藤誠司、鄭東孝、鈴木亮、安富大祐、森朋有、矢野尊啓、菊野隆明、松山友子、穴沢小

百合 

 

クリティカル領域で遭遇する症状に応じて臨床推論を行う過程を理解し、それを裏付け



るためのフィジカルアセスメントを行い、症状に応じた的確な臨床推論ができるための知

識・技術を身につけることを目的に授業を構成した。授業展開については、各専門医が臨

床の事例を用いながら、どのように臨床推論するのかを中心に教授した。取り上げた症例

は、発熱、腹痛、嘔吐・吐下血・下痢、胸痛、呼吸困難、浮腫、めまい、けいれん・麻痺、

意識障害、ショック、血糖値・電解質異常、貧血、外傷等のある患者である。 

これらの症状に対する臨床推論は、統合実習で学生たちが遭遇する症状とほぼ一致して

いた。また救急医療の現場では症状に対する臨床推論が中核であり、本授業における学習

内容はまさしく実習での症例に対する臨床推論に活用され、学生の臨床推論に対する理解

が深化していた。昨年度、今年度ともに、授業と実習との結びつきも効果的であった結果

を踏まえ、次年度も今年度と同様の症状に焦点を当て授業を継続する。 

 

５）診断のためのＮＰ実践演習 

1 年次後期 

草間朋子、石川倫子、岩本郁子、児玉菜桜、磯部義憲、菊野隆明、尾本健一郎、鄭 東孝、

尾藤誠司、安富大祐、鈴木 亮、布施 淳、高橋正明、早川隆宣、近藤久禎   

 

今年度はクリティカル領域で経験する機会の多い特徴的な症状について、科学的根拠と

なるデータに基づく診察・診断の考え方、診断方法を想起しながら診断するプロセスを実

践的に学ぶことを中核に授業を展開した。学生からは具体的な事例で診察・診断を実践す

るため、フィジカルアセスメント学演習、診察診断学特論、臨床推論の知識・技術をどの

ように活用するのかがよくわかったと好評であった。また昨年度の課題である診断後の患

者および家族への支援についてはインフォームドコンセント特論との重複内容を整理し、

患者および患者家族の支援に焦点化した。 

東京医療センター放射線部門（ＣＴ、ＭＲＩ、血管造影室、ＰＥＴ等）で医師、診療放

射線技師が行う検査の見学を取り入れた。今後は画像検査の必要性の判断やＣＴ等の読影

等の演習を強化し、超音波検査や放射線検査の基礎的な知識を習得できるようにしていき

たい。そのためには画像や機器などに関する基礎的な知識については臨床検査技師に、読

影・評価については医師に授業を行っていただけるよう調整をしていく。 

 

６）臨床薬理学特論 

1 年次前期 

廣田孝司、青山隆夫、布施淳、吉川保、磯部陽、石志紘、伴信彦 

 

 安全かつ効率的な処方計画を立案するための知識習得を目標に、全体の半分を薬物動態

と安全管理に関する講義に充てた。その上で、クリティカル領域で頻用される薬物につい

て講義し、各種薬物の反応機序、薬物の効果に個人差が生じる要因を理解できるよう配慮



した。次年度も基本的には同じ授業構成とするが、実習現場からのフィードバックに基づ

き、講義内容を充実させていく。 

 

７）治療のためのＮＰ特論 

1年次後期 

小林佳郎、吉川保、島田敦、大石崇、加藤良一、中村芳樹、南雲正士、石志紘、矢野尊啓、

尾藤誠司、小村三千代、坂本祐子 

 

 クリティカル領域における患者の健康状態を包括的に判断し、必要な治療の判断と実施

ができるスキルを修得することを目的としている。そのため、クリティカル領域において

特徴的な周手術期の管理や高齢者、終末期やがん化学療法を受けている患者、小児や血液

に関する問題、などの内容で構成した。 

 講義は、専門医が臨床現場での事例を用いながら科学的根拠が明確になるよう教授した。

しかし、多様な発達段階や健康段階にある患者の治療すべてにふれることは困難であった。

今後は、クリティカル領域において NPとして活動するために必要な教育内容を精選し、学

習内容の統合化が図れるよう教授する。 

 

８）治療のためのＮＰ実践演習 

1 年次 後期 

草間朋子、石川倫子、岩本郁子、児玉菜桜、吉岡早戸、小井土雄一、小笠原智子、高里良

男、正岡博幸、尾本健一郎、磯部 陽、大中俊宏、小山田吉孝、吉川 保、菊野隆明、眞 

隆一、島田 敦、落合博子、浦上秀次郎、加藤良一、大石 崇、安富大祐、鈴木 亮、鄭 

東孝、高橋正明、布施 淳 

 

クリティカル領域における医師の診断に基づく患者の健康回復のために必要な治療

を選択し、患者の意思決定に基づいた治療方法の判断と治療プロセスを実践的に学ぶこと

を目的に授業内容を構成した。実際にシミュレータを用いてシミュレーションすることで、

自己の役割・限界を明確にする授業方法を工夫した。 

具体的には、シミュレータを用いて、以下の技術トレーニングを行った。 

１）ショックの事例における治療技術（圧迫止血） 

２）呼吸管理の技術（気管挿管） 

３）外傷時の治療（縫合） 

４）褥瘡をもつ患者のデブリートメント 

５）栄養管理の技術（超音波ガイド下の穿刺に限定した中心静脈ラインの確保） 

さらに、治療を受ける患者への支援の授業では、本学に入学前の治療における看護師と

しての支援と 1 年間学んだ上で考えた支援内容を明らかにし、特定看護師としての役割を

熟考した。そして 1 年間の学習を統合する演習として、「クリティカルな疾病に罹患してい



る患者が急な変化を起こした場合の状況判断とその対応が実践できる」ことを目的に、テ

ルモメディカルプラネックスで、初療、ICU で経験する事例のシミュレーショントレーニ

ングを行った。その結果、自己の判断能力、調整能力等の限界を自覚し、さらに協働能力

を高めていく必要性を認識でき、2 年次の実習につなげることができた。 

 

９）統合実習 

２年次  

草間朋子、石川倫子、今井秀樹、伴 信彦、浅野妙子、小村三千代、田中留意、金子あけ

み、岩本郁子、児玉菜桜 

 

 今年度より実習単位を 14 単位から 17 単位とし、2 週間の実習においては到達目標の達

成可能な実習期間として 1 診療科あたり 3~4 週間を設定した。そのためクリティカル領域

の患者の包括的健康アセスメントおよび治療方法の選択に関してはほぼ全員が到達できた。

また実践の体験をとおして特定看護師の役割を認識することができた。しかし看護師との

連携は期間的に難しかった。引き続き、看護師との連携、具体的には看護カンファレンス

への参加、受け持ち看護師との情報共有などを実施できるように支援していく。 

 

１０）コンサルテーション・インフォームド・コンセント特論 

１年次後期 

清水洋子、古都昌子、中川陽子、大島久二、矢野尊啓、尾藤誠司、岩田敏 

 

 医療におけるインフォームド・コンセントの意義、クリティカル領域における患者の状

況に対応したインフォームド・コンセントの技術、インフォームド・コンセントにおける

高度実践看護師の役割、コンサルテーションの基本理論とインフォームド・コンセントと

の関連について学習することをねらいとし、授業を展開した。具体的に、インフォームド・

コンセントに実際に従事している多分野の専門家による講義と意見交換、インフォーム

ド・コンセントの模擬演習、グループワーク、全体討議により実践に即した学習ができる

よう工夫した。 

 院生はグループ演習・発表会において主体的に授業に参加し、各領域別の課題事例を発

表し全体討議では熱心に意見交換を行っていた。講義と演習、発表を組み合わせることに

より、院生は自身の活動の振り返りや学習上の課題を深めることにつながった。 

今年度の教育評価、授業への感想意見等を踏まえ、次年度はさらに学習目標が達成でき

るように講義内容・方法を工夫し授業を展開することが課題である。 

 

 

 



１１）チーム医療とスキルミクス 

１年次前期 

清水洋子、坂本祐子、伊藤桂子、矢野尊啓、森達也、眞隆一、水野有紀、神谷しげみ、阿

部美佐子 

 

チーム医療、チーム医療におけるスキルミックスの理解を深め、チーム医療のあり方を

探りながら、役割分担、協働のあり方を見つめ直し、これからのチーム医療を探求的に学

ぶことをねらいとして授業を実施した。 

講義は各医療職の役割について理解が深まるよう、なるべく多職種の講師から情報提供

を頂き意見交換が図れるように講義内容を工夫し、今年度は特に院生の要望を考慮して特

定看護師を講師に加えた。院生は特定看護師を含め多職種の役割や活動について改めて知

識を確認するとともに、自身の活動を振り返り、今後の新しいチーム医療のあり方、ＮＰ

や特定看護師に期待される役割等について考え、課題を明確化する機会となった。  

しかし、院生の気づきや学習の深まり、学習成果を言語化あるいは文章化することに関

しては個人差がみられた。 

授業評価や院生の意見・感想を踏まえ、学習効果の維持・向上が図れるよう授業内容、

外部講師の選定等を工夫し授業展開することが課題である。 

 

１２）医療安全特論 

1 年次後期 

草間朋子、石川倫子、岩渕起江、加藤良一、岩田 敏、鈴木義彦、大石 崇、岡田奈保美 

 

医療上の事故等(インシデント、アクシデント等を含む）は、日常的に起こる可能性があ

ることを認識し、事故を防止して患者の安全の確保を最優先することを理解する。特に実

践の場において、医療事故を防止するために必要な特定看護師としての能力は、医師の指

示の正当性を思考できる力、リスクを回避するために医療行為の優先度を決定する力、患

者に不利益な状況が生じている場合に患者に情報提供できる力、患者が受ける治療や処置

に伴う有効性や危険性について患者が理解できるように説明できる力である。このことが

実践的に培えるように病院における感染事例、ＩＶＨ挿入における事故事例を用いて、授

業展開をした。さらに挿管チューブの抜管をめぐっての訴訟事例を用いて分析し、医療事

故を防ぐための自己の課題を認識した。さたに特定看護師としての責任について考える機

会となった。  

 

１３）政策医療特論 

1年次前期 

松本純夫、加我君孝、野島照雄、石原傳幸、秋山一男、小村三千代、佐藤朝美  



政策医療特論では、日本における医療や看護の歴史的経緯と現状を理解し、現代の医療

および看護における課題を明確にすることや、政策医療の歴史や特徴、現代社会における

位置づけ、日本の医療においてどのように展開しているか理解を深めるとともに、政策医

療における看護の方法論を探求することを目的としている。 

 そのため、政策医療としては感覚器疾患、精神疾患、神経・筋疾患、免疫異常・アレル

ギー疾患において政策医療を担っている医師が教授した。また、政策医療における看護と

して学生自身が体験した看護の中で印象に残っている看護を語り合う、看護リフレクショ

ンを行った。そこでは、語られた看護に名前をつけ、その中から各グループで 1つの看護

を選択し、その看護現象を意味づけ、メンバー全員で看護名をつけた。これらのことは、

政策医療における看護の基盤作りになったと思われる。 

 政策医療における看護と課題では、関心領域の内外の質の高い研究論文をクリティーク

し、知見や実践への適用を見出し考察することを課題として取り組んだ。学生は「がん看

護」、「長寿看護」、「エイズ看護」、「災害看護」、「国際医療協力看護」の中から 1テーマを

選択した。選択したテーマに関連した質の高い研究論文を用いて考察し、新たな知見を導

きだし、政策医療にける看護と課題について考察する機会となった。 

 

共通科目 

１）医療倫理特論 

1年次前期  

宮﨑文子、古都昌子、矢野尊啓 

 

 本年度（助産コース開設）から当該科目は、ＮＰ・助産コース共通の必須科目に位置づ

けられた。大学院は受講対象者の経験年数が高いため、看護基礎教育で看護倫理を学んで

いない人が多い。また、講義回数が 8 コマと少ないため、教授内容を精選して講義を 4 コ

マ、その後、事例検討を 2コマ、グループワーク及び発表を 2コマに配分した。 

講義目的は、看護専門職としての倫理の原則、意思決定のための判断基準について学び、 

院生の経験を踏まえて分析的に思考し、倫理的感受性を高めることとした。 

進め方は、まず専門職とは何か、看護倫理に関する基礎的知識、重要な言葉の講義から

説き起こし、倫理的葛藤が生じるプロセス、倫理的意思決定のステップなどについて臨床

で遭遇しうる倫理的問題を抽出しながら、事例検討をすすめた。グループワークではディ

ベート法などの討議法も取り入れて価値葛藤が生じる事例における倫理的判断について意

見交換し、学習を深めた。講義内容は、興味を持って積極的に取り組めており、クラス内

での意見交換が活発になされた。しかし、倫理の問題を掘り下げる視点から考えれば時間

不足は歪めない。 

 

 



２）保健医療福祉特論 

１年次後期 

日比野守男、金子あけみ、佐藤潤  

 少子高齢化が急速に進展する中、保健医療分野においても知識・技術の高度化と専門

分化が進んでいる。福祉分野においても福祉ニーズの増大、多様化が顕著であり、この

ような社会の変化や要請に応え得る高度な専門性が求められている。 

このため、本講では、まず、健康政策に係る主な制度及び医療・福祉問題に関する政

策決定の過程及び政治、行政、関係団体との関係さらに今後の課題について学習するこ

ととした。 

その上で、少グループでの演習において、履修生には関心のあるテーマを自ら選び、

現行制度上の問題点や課題等について、多角的に調査し、プレゼンテーションを行う共

有学習を行った。この調査発表の機会を通して、看護現場だけでなく、広く社会に目を

向け、保健医療福祉政策への関心や理解を深めるとともに、効果的なプレゼンテーショ

ンや討論の方法についても学べる機会とした。 

上記のような講義と演習の組み合わせによる学習効果があったことから、来年度にお

いても継続し、充実した内容となるよう努めたいと考えている。 

 

３）看護教育特論 

1年次後期  

宮﨑文子、岩本郁子 

 本年度から、高度看護実践コース、高度看護助産コース共通の選択科目に位置づけられ

た。両コース合わせ 18名が選択し聴講生 7名であった。授業の目的は日本の看護教育の歴

史的変遷と教育的機能に関する理解を深め、将来高度看護実践者、高度看護助産師として

授業を展開するために必要な教育原理、教育方法を獲得することである。講義回数は 15コ

マで講義 7コマ、模擬授業を 8コマで模擬授業は 1人 30分全員実施した。 

 受講生は、個別指導、集団指導、講演等でプレゼンテーションの経験はあるが、今回テ

ーマ、対象を決定し教授・学習過程として授業を成立させることを体験し改めてそのむず

かしさ、奥深さに気付いていた。模擬授業では活発な意見交換ができ、2コースであったが

、逆にお互いに新鮮な内容としてとらえることができていた。模擬授業後の振り返りとし

ては授業案の重要性、自己の傾向を知ることの意味、対象者にとって効果的とは何か等に

ついて考えを深めることができた。課題は模擬授業における意見交換の時間の確保である。 

 

 

 

 

 



４）看護管理特論 

１年次生後期 

浅野妙子 

 

看護管理に関する知識と経験を基盤として、学問としての組織論、経営管理論、病院経

営論、看護管理論、さらに人事、労務管理、目標管理、経営管理について、新たにとらえ

なおすことができるよう方向づけた。講義内容はなるべく具体的に説明し、興味と関心を

引き出せるよう心がけた。保健医療福祉の分野では、社会福祉システム論として制度、政

策の観点についても触れ、広く社会に通用する知識や概念を理解できるよう、最新の公的

機関の報告書、審議会、あり方検討会等の情報を提供し、学生が自ら興味をもって検索し、

学習できるよう方向づけた。組織論では、個人・チーム・看護部・病院・社会と身近な構

造から組織・社会的な内容へと発展させ、組織そのもののライフサイクル、機能について

説明を加え、目標管理を含めてさらに新しい管理的な視点についても提案した。さらに今

までの学生自身の経験にフィードバックしながら今後の活動に役立てるように、リーダー

シップ論、人的資源論、近代組織論、コンティジェンシー理論についてレポートを求めた。 

また、経済的、効率的な組織運営に関する経営的な視点についても考えを深められるよう

意図した。 

 

５）原著論文講読 

1 年次通年 

伴信彦、今井秀樹、田中留伊、佐藤潤、小宇田智子、中村裕美 

  

クリティカル領域に関係した英語論文を読んで内容を紹介し議論することを通して、医

学・看護学分野の英語論文を読む力を養い、専門的な情報の収集能力を高めることを目標

とした。最初の数回の授業で論文の構成および文献検索の方法等について講義した後、学

生による発表・討議を順次行った。一巡目は和文の論文を用いて基本的な読み進め方を指

導し、二巡目以降はすべて英語論文を講読させた。各人が担当論文を読むだけでなく、そ

の内容について議論を深めることができるよう、次年度は指導を心がける。 

 

基礎助産学 

１）助産学概論 

１年次前期 

宮﨑文子 

 

本講義の目的は、助産師のアイデンティテーを獲得していくことである。助産及び助産

の基本概念及び歴史的変遷から概説し、女性を取り巻く社会背景を認識し、助産師の責務



と社会変化の中で期待される役割の重要性、さらに助産師活動に取り組む姿勢と魅力につ

いて系統的に教授した。具体的内容は、助産とは何ぞや？、助産歴史とこれからの課題、

助産学を構成する理論、助産師教育制度と課題、リプロダクティブ・ヘルス/ライツと今日

的課題、助産師の専門職性と業務（関連法規）、母子保健の動向と課題について講義とデス

カッションを織り交ぜながら展開した。 

働いて入学してきた院生が多いこと考慮し、来年度は少しゆとりを持たせた講義展開にし

たい。 

 

２）乳幼児の成長発達論 

1年次後期 

 小村三千代 

 乳幼児期にある子どもの成長発達と生活環境を理解し、子どもと家族の健康を増進する

ための諸理論を探求し、子どもと家族を理解し援助するための理論の適用と課題を明確に

することを目的としている。そのため、発達理論の背景および源泉、概要や理論分析、看

護における理論の適用と課題など5つの内容で構成し、教授した。 

具体的には、ウィニィコット、エリクソン、ピアジェ、ボウルビィの発達理論の分析お

よび関連領域の文献を用いて考察した。また、臨床現場の現象と発達理論とを結び付ける

ことで理論の解釈を深め、看護における発達理論の適用と課題を探究した。 

 

３）助産のためのフィジカルアセスメント 

１年次前期 

大石時子、藤内美保 

 

女性の身体は妊娠出産産褥期を通して全身的に変化する。その変化が正常範囲なのか

異常を予兆するサインなのか判断する助産診断能力を育成するため、問診、全身のフィジ

カルイグザミネーションの技術とその得られた情報の解釈について講義と演習を通して教

授することを目標に、まず非妊女性の全身のフィジカルイグザミネーションの技術を教授

し演習を行った。次に助産師の実践の中心である、周産期、特に生殖器のフィジカルイグ

ザミネーションについて演習を通して教授し、最終的に技術テストを行った。技術テスト

は退院診察を課題とし、外診、膣鏡診、双合診を、また妊娠期に行われる検体採取として、

クラミジア、GBS, パップスメアの検体採取をテストした。 

今後は非妊時の全身のフィジカルイグザミネーションを学生が特に妊娠出産産褥期のア

セスメントに生かしていけるよう教授することが課題である。また問診、フィジカルイグ

ザミネーション、検査を一連のアセスメントとして学生に理解させることも課題である。 

 

 



助産診断技術学 

１）助産臨床推論 

1 年次後期 

宮﨑文子、大石時子、井上裕美 

  

本講義は、医師の行う臨床推論の思考過程及び助産領域で遭遇する症状について臨床推

論を行う過程を理解し、それを裏づけるためのフジカルアセスメントを行い、症状に応じ

た適確な臨床推論ができるための知識・技術を身に付けることを目的とし展開した。 

具体的には、臨床医の診断過程で最も用いられる思考様式（パターン認識、仮設演繹法）

を学修し、それを踏まえて、症候診断推論の考え方とプロセス、臨床推論のためのエビデ

ンスに基づく方法、取り上げた症状は、産科領域で遭遇する緊急性のある症状例（性器出

血、腹痛、糖尿、胎児心音の低下、羊水過多、切迫早産等）のある患者である。試験・実

習での結果、院生の臨床推論に対する理解が深化していた。次年度も今年度と同様の進め

方を継承する。 

 

２）妊娠期診断・技術学 I 

1 年次前期 

大石時子、関屋伸子、小嶋奈都子、 

  

まず、妊娠の成立のメカニズムとその過程で妊娠・胎児に影響を与える要因等を講義し、

母体と胎児の関係を理解させた。また妊婦の身体的変化と心理および胎児の成長・発達を

アセスメントすることができることを目標に、妊娠の正常経過と胎児の正常な発達経過の

知識を講義した。その上で、正常経過であることをアセスメントするために必要な問診、

診察法、検査方法を技術演習を含めて教授した。さらに診察結果および検査結果を解釈で

きるよう、アセスメントの過程を講義した。特に週数に応じた妊娠による変化、胎児の発

達を理解させるため、自己学習の結果をレポートさせた。さらに妊婦や家族に対して週数

に応じた保健相談が計画できるよう、助産過程の展開を講義した。 

 次年度への課題は、妊婦健康診査の技術力を高めるよう、演習でのチェックを取り入れ

ることや、保健相談を実際にロールプレイするなどして、実習への準備性を高められる授

業にしていくことだと考える。 

 

３）分娩期診断・技術学Ⅰ 

１年次前期 

加藤章子 中根直子 筒井志保 

 

本科目では、分娩期における助産師の業務範囲、助産診断に関する基本的知識および分



娩介助技術の修得を目標とした。助産診断に関する基本的知識は、骨盤や児頭モデル、視

聴覚教材等を利用しイメージ化をはかりながら講義を行った。分娩介助技術では、修得ま

でのステップを 3 段階とし、①正常分娩経過と分娩の場のイメージ化をねらった助産師有

資格者の院生と教員によるお産劇。②教員による仰臥位分娩介助のデモンストレーション

と分娩介助手順書による自己学習。③事例を設定した分娩介助技術テストとした。技術テ

ストは、助産学基礎実習開始の必須要件とし、評価は、教員と成育医療研究センターの臨

床指導者が行った。さらに、応用編として、助産学基礎実習開始前に東京医療センター分

娩室において臨床助産師による分娩介助の実演を行い、臨床場面での状況に応じた助産診

断とケアを学ぶ機会を設けた。フリースタイルでの分娩介助法は、学内演習で行った。来

年度は、知識と技術を統合する事例展開の時間を増やし、状況に応じた診断力の強化を図

りたい。 

 

４）産褥期診断・技術学 

大石時子、宮下美代子、山本詩子、達野百合子 

1 年次前期 

 

産褥期の基本的な助産診断を行ううえで必要な診察技術およびアセスメントについて講

義演習した。宮下講師が母乳育児を推進する上で必要な WHO の理念に基づいたケアの考

え方とそのための乳房ケアの演習を行った。この演習については公開講義とし、20 人近い

参加者があった。山本講師が新生児を迎えて新しい家族を形成する過程にある産褥期のケ

アのあり方について女性を中心にした視点で講義し、退院指導、家庭訪問、一カ月健診に

生かせるようにした。達野講師が産褥期、授乳期にある女性のケアに生かせる代替医療の

考え方と演習を行い、人間の自然治癒力を生かした産褥期の健康教育の在り方について講

義した。 

学生はこの科目講義の時期、まだ臨床的な分娩見学などを行っていないため、次年度の

課題は、学生が実感をもって、産褥期の進行性変化、退行性変化についてアセスメントが

できるよう、実際の胎盤をみせるなどの工夫、また分娩の講義演習との関連を考慮しなが

らこの科目の配置と内容を考えていくことである。 

 

５）新生児期診断・技術学Ⅰ 

１年次前期 

加部一彦、加藤章子 

 

 本科目では、新生児期の生理的特徴、乳幼児期の成長・発達の基本的知識および新生児

のケアに必要な技術の修得を目標とした。基本的知識では、講師が提示したテーマの中か

ら院生が 1 項目を担当し発表の後、講師が補足するという授業形式をとった。技術では、



出生直後（新生児の計測を含む）・早期新生児期・出生後１週間～１か月までの各時期につ

いて、アセスメントとケアをグループでまとめ、ロールプレイによる実演とディスカッシ

ョンを行った。出生直後のアセスメントとケア、新生児の計測技術については、実技テス

トを行い手技の確実性を評価した。基本的知識の習得において個人差が大きかったため、

来年度は、授業形式を講義中心とし自学自習の方法を工夫していく。 

 

生殖健康学 

１）ウイメンズヘルス特論 

１年次後期 

宮﨑文子、佐々木静子 

 

講義目的は、女性の生涯の健康を視野に入れて、女性のライフステージにおける健康を

阻害する因子とその解決に向けた取り組み内容を学修する。 

女性の健康を追求するモデルには２つあると考えられる。その１つは「医療が女性の体を

管理するモデル」、他の１つは「女性が自分の体に向き合うモデル」である。ここでは後者

に焦点を当てる。 

授業展開方法は、女性のライフサイクルにおける健康課題とその健康支援（佐々木）を学

修し、その後女性の健康を考える２冊の本を抄読・発表・デスカッション（宮﨑）の形式

で進め、如何にしたら女性の健康が推進され幸せにつながるかの考えを深めた。結果、院

生の積極的な取り組みと性と生殖の側面からの深い学びがあったと思われる。 

次年度も今年度と同様の授業を継続する。取り上げた本：ジーン・アクターバーク著「癒

しの女性史」と三砂ちづる著：「オニババ化する女性たちー女性の身体を取り戻すー」であ

る。 

 

２）国際助産学特論 

大石時子、徳永瑞子、加藤章子 

1 年次後期 

 

国連の millennium goals の理解をまず図り、その goal に向かって国際学術団体等がど

のような母子保健の活動を行っているか、国際助産師連盟、WHO，UNICEF 等の国際機関

の活動を講義した。特に助産実践、教育等への国際職能団体の活動を理解できるよう講義

した。国際社会における母子保健の現状を調べさせ、海外で助産ケアおよび母子保健に関

わる健康教育や予防教育を提供するにあたり、有効な戦略を模索するための基礎的知識、

国際支援のあり方をアフリカを例に講義すると共に discussion した。世界各国の助産師活

動、教育を講義し日本人女性への助産師としての支援を国際的な視野で考察できるように

した。 



日本に住む外国人女性とその家族の現状を調べ presentation してもらい、支援のあり方

について考察した。日本に住む外国人女性のための社会資源は変化が激しいため最新の情

報を学生が調べたことは、良い課題であったと考える。 

次年度は国際母子保健に果たす助産師の役割をより具体的に学生が把握できるような講

義の連携が図れるとよいと考えられる。 

 

助産管理学 

１）助産管理学特論 

１年次前期 

宮﨑文子、筒井志保 

 

本講義の目的は、助産師の働く場、つまり病院をはじめとする診療所等の組織において

「経営」という広い枠組みの中で「質の高い助産の提供」と「経営効率」の両立において

いかにしたら成果を上げられるかを検討し、助産管理の在り方を考察する。具体的には組

織と管理における基本概念とその変遷を概説し、マネージメントとの基本的考え方をドラ

ッカー理論から学び、施設助産管理への応用を試みる。また、マーケテング理論、医療経

済、関連法規及び周産期医療システム、院内助産システム、目標管理、総合病院での助産

師外来と院内助産の実際、災害と助産師の役割、等について講義及びデスカッション形式

で進めた。免許コースの学生については未消化部分が残り、カリキュラムの進度を検討す

る必要がある。 

 

実践助産学 

１）助産学基礎実習 

1年次後期 

加藤章子 小嶋奈都子 田中恵子 江森里佳 大石時子 

  

独立行政法人国立病院機構東京医療センターを実習病院とした。 

本実習では、助産実践を通し、対象の実像および妊娠・出産・産褥/新生児期の生理的変

化を捉えた助産診断ができることを目標とした。妊娠期では、妊婦健診の経験例数を 10例

以上とし、この中の 1 例について助産過程を展開した。妊娠中期から末期の妊婦を受け持

ち、問診、全身の診察、子宮底・腹囲の計測、レオポルド触診、児心音聴取等を実施後、

臨床助産師の保健指導を見学した。分娩期では、分娩直接介助の経験例数を 3 例とし、分

娩直接介助に同意が得られた産婦を受け持ち、臨床指導者の全面的支援のもと、分娩第 1

期～4 期の助産ケアを行った。産褥/新生児期では、1 組の母児を受け持ち助産過程展開と

ケアを行った。妊娠期・産褥/新生児期では、助産実践をとおし、対象の全体像、生理的変

化およびアセスメントに必要な既習の知識の確認、基本的な助産技術・ケアの経験的な学



習ができた。しかし、分娩期では、院生一人あたりの分娩直接介助数の平均が 1.1 例であ

り、期待した学習効果を得ることができなかった。来年度は、実習期間・時期の工夫や新

規実習施設の開拓を行い分娩直接介助の経験例数を確保していく。 

 

２）助産実践力開発実習 

1年次後期 

加藤章子 小嶋奈都子 田中恵子 江森里佳 大石時子 

  

独立行政法人国立病院機構東京医療センターと独立行政法人国立成育医療研究センター

の 2病院を実習病院とした。 

 本実習では、対象の個別性と継続性をふまえた助産診断・ケアの実践能力を修得するこ

とを目標とした。院生は、一人の女性の妊娠期から産褥 1か月までの期間を受け持つ「継

続ケース」を対象とし、助産過程を展開しながら妊婦健診、分娩直接介助、産後ケア、家

庭訪問等を実施した。また、実習終了後にケースの報告会を行った。実習準備が不十分で

継続性が捉えられない院生に対しては、教員・指導者が積極的に関わり経過を予測した実

習展開ができるよう支援した。成育医療研究センターでは、分娩期の実習を行った。受け

持ち産婦は、硬膜外麻酔分娩が主であり、経過の判断が難しいケースが多かった。しかし、

指導体制がマンツーマンであり、院生は、常に指導者と相談しながら分娩経過の判断や個

別性を考慮したケアが実践できた。さらに、自然出産や産婦が望む出産について考える機

会ともなった。来年度は、院生個々のレディネス・学習量を把握した実習準備の促しを行

い、学習効果の向上に努めていきたい。 

 

３）EBPM 探究論（エビデンスに基づいた助産実践） 

1 年次通年 

片岡弥栄子、大石時子 

 

エビデンスに基づいたケアが実践できるように Evidence-based Practice in Midwifery 

の基本的知識を習得することを目標とし、片岡講師が周産期における女性と家族の健康に

関する問題を解決するための方法論を、文献クリティークを通して講義した。 

具体的には、身近な事例から、周産期女性の問題・疑問を定式化し、最適な文献を探し出

し、批判的吟味を PICO を使用しグループワークを通して行った。 

その上で、実際に各自で関心のある疑問につきエビデンスを探す文献検索を行い、「私の

疑問について、見出したエビデンス」と題して、レポ－トし presentation を行った。学生

は興味深い疑問についてエビデンスを探究する作業を行い、文献を探し得ていたが、文献

の批判的吟味には課題が残された。 

今後は本科目の疑問の定式化が EBPM 展開論や課題研究へとより良く繋がるよう、夏休



みなどに既存の evidence に関する文献をより多く読む指導が必要と思われた。 

 

４）地域助産実践論 

１年次後期 

宮﨑文子、平出美栄子 

 

本講義の目的は、助産師の開業権を生かした助産所の意義を母子及び家族のニーズにそ

った地域助産活動の拠点と位置付け、その自営業としての実際の助産所経営管理について

学び、これらを踏まえた助産所開業計画を立案し、効果的な地域医療連携システムの在り

方を検討・考察することである。具体的には、行政施策の動向と助産師、 

日本の助産所経営の現状と特質、マーケテング理論の応用と戦略、経営管理（特に財務管

理―損益分岐点）、損益分岐点の演習、産後ケア事業、助産所助産業務の安全性、医療事故

と助産師、助産所経営・運営の実際、「いいお産」の実現のために：フィーリングバース理

論、について教授した。院生の学習態度は大変興味を持って取り組めていた。しかし、近

年助産所分娩数の減少が問題視されており、要因追求として来年度の講義内容を最新情報

に基づくものにするため全国助産所の実態調査が急務である。 

 

【課題研究一覧】 

クリティカル領域で従事する医師と看護師の協働に影響する要因の検討    青山香 

指導教員名 宮崎文子教授、金子あけみ准教授、早坂奈美助教 

 

社会人経験を有する新人看護師の経験～スタッフナースとのかかわりに焦点をあてて～ 

池澤優子 

指導教員名 古都昌子准教授、中川陽子講師、雛田雅代助手 

 

DMAT 隊員の活動の熱意を支えているもの                 川尻一弥 

指導教員名 浅野妙子教授、芳賀祥子講師、土田由美助手 

 

基礎看護技術テキストにおける冷罨法の記載内容の変遷と看護師のエビデンス理解の現状 

川鍋育郎 

 指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授、中村裕美助教 

 

インフォームド・コンセント関連論文の文献書誌学的検討          小澤英治 

指導教員名 今井秀樹教授、松沼瑠美子講師、小嶋奈都子助教 

 

米国の急性期ケア領域におけるナースプラクティショナーの活動の評価に関わる研究の動



向                                   篠崎真弓 

指導教員名 清水洋子教授、坂本祐子講師、牧栄理助手 

 

特定看護師(仮称)・診療看護師を目指そうと決意させた臨床の現状       柴田順子 

指導教員名 浅野妙子教授、芳賀祥子講師、土田由美助手 

 

効果的な新人看護師の教育方法について―プリセプターシップに導入された支援に焦点を

当てて―                               島田由美子 

指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授、中村裕美助教 

 

救命救急センターに勤務経験がある看護師の急性薬物中毒患者に対する態度  杉田礼子 

指導教員名 田中留伊准教授、小宇田智子講師、竹前良美助手 

 

2 次救急患者に対する特定の能力を持つ看護師の行為決定までの判断     高以良仁 

指導教員名 石川倫子准教授、佐藤潤講師、今井真喜助手 

 

二次救急患者における発症から救急外来受診し緊急入院決定に至るまでの体験 

竹田明希子 

指導教員名 石川倫子准教授、佐藤潤講師、今井真喜助手 

 

余暇活動に着目した身体活動(生活活動と運動)と睡眠との関連の検討     武市知子 

指導教員名 石川倫子准教授、佐藤潤講師、今井真喜助手 

 

東日本大震災における看護師のこころのケアに関する文献研究        立松美穂 

指導教員名 田中留伊准教授、小宇田智子講師、竹前良美助手 

 

1000g 未満の新生児が身体表現するサインとケア              近石真希 

指導教員名 小村三千代教授、伊藤桂子講師、鶴巻香奈子助手 

 

2007 年～2012 年における看護師の臨床判断に関する文献検討       千木良奈央 

指導教員名 古都昌子准教授、中川陽子講師、雛田雅代助手 

 

救命における看取りの看護                        西谷有子 

指導教員名 小村三千代教授、伊藤桂子講師、鶴巻香奈子助手 

 

院内急変対応チームに所属する看護師の活動の現状と課題          濱厚志 



指導教員名 松山友子教授、加藤章子講師、高野律子助手 

 

急性期の早期離床に関わる看護研究の動向に関する文献研究         平田尚子 

指導教員名 清水洋子教授、坂本祐子講師、牧栄理助手 

 

 

減圧開頭術後の自家骨頭蓋骨弁の保存方法についての研究          水野英明 

指導教員名 今井秀樹教授、松沼瑠美子講師、小嶋奈都子助教 

 

看護師が ICU入室患者に実践したせん妄予防ケアに関する文献研究      山岡国春 

指導教員名 松山友子教授、加藤章子講師、高野律子助手 

 

４、業績 

 

【看護基盤学領域】 

1. 著書 

１）土居雅広他 4 名編，秋葉澄伯，今岡達彦，伴信彦, 他 17 名著 (2012). 改訂版 虎の巻 低

線量放射線と健康影響, 先生、放射線を浴びても大丈夫？と聞かれたら. 医療科学社, 東京. 

２）中川恵一編, 中川恵一, 大久保利晃, 伴信彦, 他 26 名著 (2012). 低線量被ばく Key 

Book,メディカルアイ, 東京. 

３）今井秀樹(2013)、コンパクト公衆衛生学 （第 5版）(共著）、朝倉書店 

 

2. 論文等 

１）伴信彦 (2012). 低線量率長期被ばくについて考える. Rad Fan, 10(13), 72-75. 

２）Ban N (2013). Issues on radiation risk, cleanup and return of evacuee. In Ikeda S, 

Maeda Y eds, Emerging issues learned from the 3.11 disaster as multiple events of 

earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident, 62-65, The Society for Risk 

Analysis Japan. 

３）日比野守男(2012 年) 「全額税方式による実現は無理だ―民主党の『「最低保障年金』」    

新医療 2012 年 4 月号,P77 

４）日比野守男(2012 年) 「受け入れ策の見直しは必要だが…―ＥＰＡによる外国人介護

福祉士候補生」新医療 2012 年 5 月号,P69 

５）日比野守男(2012 年) 「政治はどこまで介入できるか-―バイオ技術のデュアルユース

問題」新医療 2012 年 6 月号,P77 

６）日比野守男(2012 年) 「『ゼロリスク』志向はほどほどに―食品中の放射能をめぐる無



知と誤解」新医療 2012 年 7 月号,P85 

７）日比野守男(2012 年) 「提供に至る経緯をできるだけ明らかに―わが国初の 6 歳未満

のドナー」新医療 2012 年 8 月号,P79 

８）日比野守男(2012 年) 「『エイズの終焉』が射程に―第 19 回国際エイズ会議」      

新医療 2012 年 9 月号,P75 

９）日比野守男(2012 年) 「これで社会保障制度は安泰か？―消費税率 10%への引き上げ」      

新医療 2012 年 10 月号,P87 

１０）日比野守男(2012 年) 「厚生労働省も積極的な関与を―『こうのとりのゆりかご』」      

新医療 2012 年 11 月号,P87 

１１）日比野守男(2012 年) 「与野党対決で難航か―社会保障制度改革国民会議」      

新医療 2012 年 12 月号,P83 

１２）日比野守男(2013 年) 「認知症の当事者の尊厳を考える―豪・クリスティーさんの

講演から」新医療 2013 年 1 月号,P91  

１３）日比野守男(2013 年) 「米国産輸入牛肉の月齢引き上げへ―国産牛の検査体制も緩

和」新医療 2013 年 2 月号,P67  

１４）日比野守男(2013 年) 「『生活扶助』の削減だけに終わらぬように―生活保護制度の

見直し」新医療 2013 年 3 月号,P63  

１５）日比野守男(2012 年) 「『エイズの終焉』は実現するか―第 19 回国際エイズ会議より」      

ジャパン・メディカル・ソサエティ 2012 年９月号，P5～P10 

１６）日比野守男(2013 年) 「不幸な子どもの救済に国も本腰を―『こうのとりのゆりかご』」      

ジャパン・メディカル・ソサエティ 2013 年 2 月号，P42～P45 

１７）日比野守男(2012 年) 「深いツメ痕残す東日本大震災の被災地」メディカル・ジャー

ナリスト Vol.24 No.2 (JUNE 2012)P9～P11 

 

3. 学会における発表 

１）Ono K, Yoshitake T, Hasegawa T, Ban N, Kai M, Estimation of the number of CT 

procedures based on a nationwide survey in Japan, 13th International Congress of the 

International Radiation Protection Association, 2012 年 5 月 17 日, Glasgow, UK. 

２）Ban N, Practical experiences in Japan on Fukushima accident, 日本保健物理学会第

45 回研究発表会, 2012 年 6 月 16 日, 名古屋. 

３）伴信彦, 暮らしの放射線 Q&A 活動を通じて: 学会の立場から, 日本保健物理学会第 45

回研究発表会, 2012 年 6 月 17 日, 名古屋. 

４）甲斐倫明, 小嶋光明, 小野孝二, 伴信彦, 放射性ヨウ素摂取に伴う甲状腺がんリスクに

関する考察, 日本保健物理学会第 45 回研究発表会, 2012 年 6 月 17 日, 名古屋. 

５）吉武貴康, 小野孝二, 甲斐倫明, 長谷川隆幸, 勝沼泰, 佐藤薫, 遠藤章, 高橋史明, 伴信

彦, CT 診断における線量計算システム WAZA-ARI の検証, 日本保健物理学会第 45 回研究



発表会, 2012 年 6 月 17 日, 名古屋. 

６）Ban N, Tani S, Kai M, Model analysis of mouse hematopoietic system—Insight into 

radiation leukemogenesis, 5th International Systems Radiation Biology Workshop, 

2012 年 9 月 3 日, Oxford, UK. 

７）谷修祐, 伴信彦, 小嶋光明, 甲斐倫明, 造血幹細胞動態に着目した C3H/HeN マウスで

の放射線誘発白血病の数理モデル解析, 日本放射線影響学会第 55回大会, 2012 年 9 月 6日, 

仙台. 

８）Ban N, Considerations for dose response of radiation-related cardiovascular disease, 

Radiation Effects Research Foundation International Workshop "Radiation and 

Cardiovascular Disease", 2013 年 2 月 5 日, 広島. 

９）田久保由美子，蔦沢朋未，小林奈美，富山まどか，大野佳子，金子あけみ，家族を対

象とする看護研究の特徴 養育期、成人期、老年期における医学用語シソーラス構造の比

較，第 32 回日本看護科学学会学術集会，2012 年 11 月 30 日～12 月 1 日，東京国際フォー

ラム 

１０）Tomoko Koda, Hideki Imai. The effects of flavonoids on AMPA receptor trafficking 

to plasma membrane of hippocampal neurons, Neuroscience 2012, 2012 年 10 月 13 日～

17 日, New Orleans, USA. 

１１）Tomoko Koda, Hideki Imai. Protective effects of buckwheat hull extract on 

trimethyltin-induced memory dysfunction and hippocampal injury in rats, 

International Congress on Nutrition and Integrative Medicine 2012, 2012 年 7 月 21～22

日, ホテルロイトン札幌. 札幌. 

 

4. 研究助成および研究成果報告書 

１）金子あけみ、小林奈美、大野佳子、森淳一郎．家族システムに焦点化した保健指導プ

ログラムの開発と評価 日本学術振興会科学研究費助成事業（基盤研究 C）2011～2013 年

度 

２）小宇田智子.ルチンの記憶障害保護作用の分子機構に関する研究. 日本学術振興会科学

研究費補助金. 2011年度～2012年度. 

 

5. 社会貢献 

伴信彦 

<学会以外の講演等> 

１）品川区保健所 放射能に関する講演会「放射線とわたしたちの健康のはなし」, 2012 年

6 月 9 日, 品川区. 

２）飯舘村講演会「放射線影響の基礎」, 2012 年 7 月 8 日, 福島. 

３）飯舘村放射線教育教職員研修会講師, 2012 年 7 月 30-31 日, 福島. 



４）飯舘村リスクコミュニケーター養成講座「放射線とその影響に関する基礎知識」, 2012

年 8 月 22 日, 福島 

５）茨城県看護協会認定看護管理者教育課程（セカンドレベル）講師, 2012 年 9 月 28 日, 水

戸. 

６）福島県看護協会認定看護管理者教育課程（セカンドレベル）講師, 2012 年 10 月 6 日, 郡

山 

７）飯舘村講演会「放射線影響の基礎」, 2012 年 11 月 2 日, 南相馬. 

８）ICRP ダイアログセミナー「学校教育の問題」, 2012 年 11 月 10 日, 伊達. 

９）栃木県民防災の集い（原子力防災シンポジウム）パネル, 2013 年 1 月 9 日, 宇都宮. 

１０）国立病院機構放射線安全管理研修「放射線被ばく管理とチーム医療」, 2013 年 2 月

15 日, 目黒区. 

１１）低線量放射線影響研究会「飯舘村での放射線リスクコミュニケーション活動」, 2013

年 2 月 27 日, 文京区. 

１２）市民講演会 飯舘から福島と日本を考える「飯舘村での放射線リスク・コミュニケー

ション」, 2013 年 3 月 23 日, 福島. 

<学会や行政関連の委員等> 

１）日本保健物理学会 理事、暮らしの放射線 Q&A 活動委員会 委員長、企画委員会 副委

員長、国際対応委員会 委員、学会賞選考委員会 委員 

２）日本学術会議 総合工学委員会原子力事故対応分科会 原発事故による環境汚染調査に

関する検討小委員会 初期被ばく関連データ発掘・収集ワーキンググループ メンバー 

３）原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR） 日本代表団 アドバイザー 

４）厚生労働省 疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会 臨時委員 

５）厚生労働省 電離放射線障害の業務上外に関する検討会 委員 

６）厚生労働省 「業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究」に係る技術審査

委員会 委員 

７）文部科学省 科学技術・学術審議会 専門委員（ライフサイエンス委員会放射線医科学

戦略作業部会） 

８）科学技術振興機構 原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 事後評価委員会 委員 

９）島根県 原子力安全顧問 

１０）飯舘村 健康リスクコミュニケーション推進委員会 アドバイザー 

１１）京都大学原子炉実験所 国際シンポジウム「東京電力福島第一原子力発電所事故にお

ける環境モニタリングと線量評価」プログラム委員 

１２）放射線医学総合研究所 国連科学委員会国内対応委員会 委員 

１３）放射線医学総合研究所 内部被ばく線量評価調査専門委員会 委員 

１４）放射線医学総合研究所 「放射線による健康影響等に関する資料作成及び保健医療関

係者等に対する研修会の講師育成事業」に関する検討委員会 委員 



１５）環境科学技術研究所 DNA 修復関連遺伝子への低線量率放射線影響実験調査委員会 

委員 

１６）放射線影響協会 放射線疫学調査解析検討委員会 委員 

１７）日本原子力技術協会 低中線量非がん影響検討会 委員 

<非常勤講師> 

１）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 非常勤講師 

 

日比野守男 

１）2007年 11月 19日～現在 厚生労働省「ハンセン病資料館等運営企画検討会」委員 

２）2010年 10月 4日 ～現在 国民年金基金連合会「個人型年金規約策定委員会」委員 

３）2011年 5月～現在  NPO法人「日本医学ジャーナリスト協会」幹事 

４）2011年 7月 11日～2012 年 9月 19日 日本看護協会「東日本大震災災害支援金配分検

討委員会」委員 

５）2012年 8月 31日～現在、財団法人東京医大がん研究事業団評議員選定委員会委員 

６）2012年 4月 20日 「食品に関するリスクコミュニケーション」～食品中の放射性物質

対策に関する説明会(消費者庁、内閣府食品安全委員会等主催)～（東京会場）のコーディ

ネーター 

７）2012年 4月 25日 「食品に関するリスクコミュニケーション」～食品中の放射性物質

対策に関する説明会(消費者庁、内閣府食品安全委員会等主催)～（横浜会場）のコーディ

ネーター 

８）2012年 10月 2日 国保トップセミナー「国民健康保険の安定を求めて」シンポジウム

(埼玉県国民健康保険団体連合会主催)のパネリスト 

９）2012年 12月 15日 東洋英和女学院大学・大学院死生学専攻コースで「報道を通じて見

たエイズ、ハンセン問題」について特別講演 

１０）2013年 2月 15日 第 200回生命科学フォーラム(大正製薬主催)特別講演のコーディ

ネーター 

  

今井秀樹 

１）長崎大学医学部非常勤講師 

２）環境省化学物質の内分泌かく乱作用に関する報告の信頼性評価作業班班員 

 

金子あけみ 

１）厚生労働省 戦略研究企画・調査専門検討会委員 モニタリング委員 

青森県立保健大学非常勤講師 （保健福祉政策学特論） 

Journal of Family Systems Care編集委員 

 



小宇田智子 

１） 中央労働災害防止協会有害性評価原案作成グループ委員 

 

6. その他 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料以外の紙上発表等) 

１）金子あけみ．家族システムケア研究会アドバンストセミナーⅡ（Illness Beliefs Model）

に参加して，Journal of Family Systems Care，2(3)，42-43（2012） 

２）金子あけみ．家族システムケア研究会 第５回特別セミナー2013 報告，Journal of 

Family Systems Care，2(4)，55-60（2013） 

【総合看護学領域】 

１．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料)  

 

１）宮野公恵，加嶋多恵，石川倫子(2012)，「看護教育評価演習」新設の意図を組んでの企

画，看護教育，53(7)，602-607． 

２）石川倫子(2012)，「看護教育評価演習」におけるパフォーマンス評価の授業の実際，看

護教育，53(8)，718-723． 

３）菊山裕美，石川倫子(2012)，専任教員養成講習会を受講した研修生が作ったパフォーマ

ンス評価と学び，看護教育，53(9)，802-807． 

４）石川倫子(2012)，大学院修士課程におけるクリティカル領域の特定看護師の養成教育，

厚生福祉，5922，2-4 

５）石川倫子，岩本郁子，児玉菜桜 (2012)，修了生の活動を支える情報交換会，厚生福祉，

5950，2-4 

６）石川倫子(2012)，修了生の働いている現場を訪問して，厚生福祉，5922，2-5 

 

２．学会における発表 

 

１）石川倫子，桜井礼子，藤内美保，山西文子，特定看護師に対する研修システムの構築

を目指して，第 32 回日本看護科学学会学術集会，2012 年 11 月 30 日－12 月 1 日，東京． 

２）石川倫子，小村三千代，田中留伊，佐藤 潤，児玉菜桜，浅野妙子，看護師特定能力

養成課程における統合実習での学びと課題，第 32 回日本看護科学学会学術集会，2012

年 11 月 30 日－12 月 1 日，東京． 

３）石川倫子，伊藤桂子，児玉菜桜，松沼瑠美子，クリティカル領域の特定看護師養成に

おけるシミュレーショントレーニングの教育方法からみた効果，第１回日本 NP 協議会研

究会，2012 年 11 月 10 日，東京． 

４）山口壽美枝，石川倫子，一般病棟における中堅看護師の夜間急変の予兆の判断，第 32

回日本看護科学学会学術集会，2012 年 11 月 30 日－12 月 1 日，東京． 

５）吉田弘毅，石川倫子，小宇田智子，救急外来における看護師－医師間の協働関係を作



り出す看護師の技術特性，第 38 回日本看護研究学会学術集会，2012 年 7 月 7 日－8 日，

沖縄． 

６）松村美絵，石川倫子，クリティカル領域における特定看護師を目指す学生の看護師と

の協働に対する考え，第 16 回日本看護管理学会学術集会，2012 年 8 月 23 日－24 日，

北海道． 

７）山口克子，松橋綾子，小松崎智子，岩本郁子，国立病院機構における「実習指導者専

任化体制」の実態，第 10 回国立病院看護研究学会，2012 年 12 月 8 日，名古屋． 

８）松橋綾子，山口克子，小松崎智子，岩本郁子，国立病院機構における「実習指導者専

任化体制」の効果，第 10 回国立病院看護研究学会，2012 年 12 月 8 日 ，名古屋． 

 

３．研究助成および研究成果報告書 

 

１）福井次矢，大滝純司，中村恵子，山内豊明，高橋久美子，洪愛子，高橋 理、桜井礼

子，石川倫子，看護師等の高度な臨床実践能力の評価及び向上に関する研究，厚生労働

科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業），2012－2013 年度 

 

４．その他 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料以外の紙上発表等) 

 

１）インタビュー：石川倫子(2012)，クリティカル領域の診療看護師・特定看護師の養成，

医務タイムス，2063，7  

２）座談会：石川倫子(2012)，特定看護師の可能性を考える，看護展望，38(1)，4-13 

 

５．社会貢献 

 

石川倫子 

１）茨城県看護教員継続研修講師，パフォーマンス評価の効果と看護基礎教育への導

入，2012 年 12 月 26 日 

２）厚生労働省看護教員養成支援事業におけるｅラーニングコンテンツ作成委員 

３）平成 24 年度公益社団法人東京慈恵会教務主任養成講習会講師 

４）平成 24 年度東京都看護教員養成研修課程講師 

５）平成 24 年度石川県看護教員養成講習会講師 

 

岩本郁子 

１）平成 24 年度東京都看護教員養成研修講師 

２）平成 24 年度慈恵会教務主任養成講習会講師 

３）平成 24 年度石川県教員養成講習会講師 



４）平成 24 年度石川県第２回看護教員現任教育研修会講師 

５）平成 24 年度社会保険看護専門学校副学校長教務部長会議講師 

６）国立病院機構関東信越ブロック主催実習指導者講習会講師 

７）平成 24 年度東京都看護教員養成研修運営委員 

 

【基礎看護学領域】 

1．学会における発表  

１）田中志穂・松山友子・穴沢小百合・吉満（芳賀）祥子・竹前良美・土田由美（2012）, 

我が国の看護学生の看護技術演習の教育方法に関する文献検討, 第 38回日本看護研究学会

学術集会,2012年 7月 8日, 那覇市. 

２）土田由美・竹前良美・田中志穂・吉満（芳賀）祥子・穴沢小百合・松山友子（2012）, 

看護学生に対する点滴静脈注射の看護技術演習に関する文献の検討, 第 38回日本看護研究

学会学術集会, 2012年 7月 8日, 那覇市. 

３）竹前良美・土田由美・田中志穂・吉満（芳賀）祥子・穴沢小百合・松山友子（2012）, 

看護学生の看護技術教育における寝衣交換に関する文献の検討, 第 38回日本看護研究学会

学術集会,2012年 7月 8日, 那覇市. 

４）穴沢小百合・松山友子・吉満（芳賀）祥子・竹前良美・土田由美・田中志穂（2012）,

基礎看護技術尾テキストにおける寝衣交換に関する記載内容の分析, 第 38回日本看護研究

学会学術集会,2012年 7月 8日, 那覇市. 

５）穴沢小百合・松山友子（2012）,自作教材を使用した三方活栓・側管注の学習において

看護学生が体験した内容, 第 32回日本看護科学学会学術集会,2012年 11月 30日, 東京都. 

６）小手川良江・本田多美枝・唐沢由美子・石塚敏子・平木民子・佐々木幾美・朝倉京子・

福田美和子・松山友子・西田朋子・濱田悦子, ベテランナースの反省的実践の特徴（第 2

報）, 第 32回日本看護科学学会学術集会，2012年 12 月 1日，東京都. 

７）唐沢由美子・本田多美枝・石塚敏子・小手川良江・佐々木幾美・西田朋子・福田美和

子・朝倉京子・松山友子・平木民子, ベテランナースのリフレクションの契機となる「気

がかり」, 第 16回日本看護管理学会年次大会，2012年 8月 23日，札幌市. 

８）穴沢小百合・木村弘江, 副看護部長が認識する看護単位ラウンドの意義, 第 16回日本

看護管理学会年次大会，2012年 8月 24日，札幌市. 

９）木村弘江・穴沢小百合, 副看護部長が行う看護単位ラウンドの視点, 第 16回日本看護

管理学会年次大会，2012年 8月 24日，札幌市. 

１０）Miwako Fukuda, Tomoko Matsuyama, Tomoko Nishida, Kyoko Asakura, Tamie Honda, 

Yumiko Karasawa, Yoshie Kotegawa, Toshiko Ishizuka，Tamiko Hiraki, Etsuko Hamada, 

Ikumi Sasaki．Influence exerted on the thinking of clinical nurses by repetitive 

sessions of reflective conversation ， The 16th East Asian Forum of Nursing 

Scholars(EAFONS) , 21 - 22 February 2013,Bangkok. 



 

2．研究助成および研究成果報告書     

１）松山友子・穴沢小百合・吉満祥子・高野律子・竹前良美・土田由美.「点滴静脈注射滴

下可能モデル教材」の教育効果に関する研究. 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費助

成事業（学術研究助成基金助成金） 基盤研究(C). 2011 年～2013年度． 

２）本田多美枝・濱田悦子・佐々木幾美・唐澤由美子・福田美和子・松山友子・石塚敏子. 

看護における反省的モデルの構築. 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤

研究 (B). 2010年度～2012 年度.  

３）佐々木幾美・濱田悦子・本田多美枝・唐澤由美子・福田美和子・松山友子・朝倉京子. 

看護者のリフレクション能力を開発するためのプログラム構築に関する基礎的研究. 独立

行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究 (B). 2010年度～2012年度.  

 

3．社会貢献（学会以外の講演等、学会や行政関連の役員、地域貢献、非常勤講師） 

穴沢小百合 

１）国立国際医療研究センター国府台病院：研究指導(2012年 4月～2013年 3月) 

２）国立病院機構附属看護学校教員研究会：研究指導(2012年 10月～2013年 3月) 

３）国立国際医療研究センター国府台病院：新人看護師教育担当者研修 講師(2013年 3月

27日) 

 

松山友子 

１）独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 看護部研修会.｢看護過程専門コース｣講

師 2012年 9月 5日 

 

【成人・老年看護学領域】 

1. 著書 

１）坂本祐子 (2012). 肺炎患者の看護. 井上智子 . 佐藤千史 . 病期・病態・重症度から

みた疾患別看護過程+病態関連図(2版).21～39 . 医学書院 . 東京. 

２）坂本祐子 (2013).肝臓癌. 中島恵美子 . 山崎智子 . 竹内佐智恵 .ナーシンググラフ

ィカ成人看護⑤周手術期看護(2版).171～177 . メディカ出版 . 大阪. 

 

2. 学会における発表 

１）石川倫子,小村三千代,田中留伊,佐藤潤,児玉奈桜,浅野妙子 看護師特定能力養成課程に

おける統合実習での学生の学びと課題 第３２回日本看護科学学会, 2012年 11月 30日～12

月１日,東京 

２） 古畑恵美子,星野千春,岩渕起江, 統合実習中におけるヒヤリハット体験の実態調査～

複数患者の受け持ち,夜間勤務帯の実習を通して～, 第10回国立病院機構看護研究学会学術



集会, 2012 年 12 月 8 日, 名古屋 

３）関口朝美 , 大場聖子 , 坂本祐子 , 三須真紀 , ガム咀嚼による消化器開腹術後の腸

管運動促進への試み 咀嚼機会の検討 , 第 43 回日本看護学会成人看護Ⅰ , 2012 年 9 月

20日～21日, 仙台市.  

４）元林総子 , 門脇夕子 , 坂本祐子 , 模擬体験による術後頸椎安静のｲﾒｰｼﾞ形成 頸椎

椎弓形成術を受ける高齢者のせん妄予防のために , 第 43 回日本看護学会老年看護, 2012

年 9月 27日～28日 , 広島市. 

５）松本明子 , 坂本祐子 , 在宅ターミナルケアにおける訪問看護師が抽出するフォーカ

スの内容と判断 , 第 43回日本看護学会老年看護 , 2012 年 9月 27日～28日 , 広島市. 

６）古都昌子，看護基礎教育における医療安全観を高める教育方法の検討-日常生活におけ

るエラーから振り返るリスク認知とリスク感性-，第 43 回日本看護学会看護管理，平成 24

年 10月 2日，京都 

７）古都昌子，臨床実習において医療安全を推進するために看護学生が大切にしたいこと，

日本医学看護学教育学会，平成 25 年 3 月 10 日，出雲． 

 

3. 論文等 

１）関口朝美 , 大場聖子 , 坂本祐子 , 三須真紀 , ガム咀嚼による消化器開腹術後の腸

管運動促進への試み 咀嚼機会の検証，著者名 (2013). 日本看護学会論文集成人看護Ⅰ ,

第 43回, （採択） 

２）古都昌子，看護基礎教育の臨床実習に関する過去 5 年間の研究タイプの概観，東京女

子医科大学看護学会誌，Vol7.№1 2012,p33-38． 

 

4. 社会貢献（学会以外の講演等、学会や行政関連の役員、地域貢献、非常勤講師） 

浅野妙子 

１）「ヘルスケアシステムの現状と課題－保健医療福祉制度・健康政策から考える－」講義 

名城大学大学院  

２）名城大学博士後期課程院生に対する研究指導 

 

坂本祐子 

１）独立行政法人国立印刷局東京病院 看護研究活動協力者 （講師） 

２）北里研究所病院主催「看護職のためのエンド・オブ・ライフ・ケア研修会 ELNEC-J」研

修会協力者 （講師 , ファシリテーター） 

 

古都昌子 

１）古都昌子，進路選択を生涯発達につなげる-専門学校進学で成功するために－，進路ガ

イダンス，大阪府立豊島高等学校，平成 24年 7月 12日 



岩渕起江 

１）明治薬科大学, 体験学習, 非常勤講師： 2012 年 7 月 

２）国立病院機構災害医療センター, 現任教育研修, 講師, 2012 年 7 月・12 月 

 

【小児看護学領域】 

1. 論文 

１) 小村三千代,これからの筋ジストロフィー看護 1ミリの世界における看護の技.平成

23年度指定研究「筋ジストロフィー専門病棟に勤務する看護師に対する院内教育プロ

グラムの標準化, 2012年,国立病院機構共同臨床研究平成 23年度指定研究. 

２) 小村三千代・橋本佳美・清水千恵,医療的ケアが必要な子どもを介護している母親へ訪

問レスパイトを試みて. 2012年,母と子の健康. 

３）佐藤朝美，通所施設における重症心身障害者と看護師とのコミュニケーションとケア

の形成，2012 年，日本赤十字看護大学大学院 博士論文． 

４）小倉邦子・佐藤朝美・濱邉 富美子, 葉山香里，在宅重症心身障害児(者)の医療的ケア

導入の決断における母親の思い，2012年，埼玉医科大学看護学科紀要 5(1)，23-30． 

 

2. 学会発表 

１）石川倫子・小村三千代・田中留伊・佐藤潤・児玉菜桜・浅野妙子,看護師特定能力養成

課程における統合実習での学びと課題,第 52回日本看護科学学会学術集会，2012 年 11月

30日，東京． 

２）小村三千代,排泄ケアの質：患者さんが満足する排泄ケアを創りだす,第 66回国立病院

総合医学会,2012年 11月 16-17日,神戸. 

３）Tomomi Sato．Communication of A Care Between  Nurses and Day‐Care Center 

Users with Profound Intellectual Multiple Disabilities，14thAsia Pasific Congress of 

Pediatrics 4th Asia Pacific Congress of Pediatric Nursing 2012，2012 年 9 月 9-12 日． 

Sarawak, Malaysia． 

４）佐藤朝美，通所施設における重症心身障害者と看護師とのケア形成，日本重症心身障

害学学会，2012 年 9 月 29 日，東京． 

５）佐藤朝美，通所施設における重症心身障害者と看護師とのコミュニケーション，第 32

回日本看護科学学会学術集会，2012 年 11 月 30 日，東京． 

 

学会以外の講演 

小村三千代 

１） 独立行政法人 国立病院機構南九州病院看護部研修会講師,看護を語る これからの筋 

   ジストロフィー看護, 2012年 9月 3日（鹿児島）. 

２） 独立行政法人 国立病院機構西多賀病院 神経・筋疾患研修会基調講演講師, 筋ジスト 

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%E0_%E7%B3%95x%94%FC%8Eq%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%97t%8ER%8D%81%97%A2%5d/AU


ロフィー看護の卓越した技 実践をことばに, 2012年 9月 4日（仙台）. 

３） 独立行政法人 国立病院機構刀根山病院看護部研修会講師,筋ジストロフィー看護の軌 

跡, 2012年 9月 28日（大阪）. 

４） 独立行政法人 国立病院機構看護部長・総看護師長・副学校長・教育主事会議講師,看 

護師特定能力養成試行事業としての病院訪問について, 2012年 10月 12日（東京）. 

佐藤朝美 

１）都立北療育医療センター職務遂行能力向上研修講師，重症心身障害者と看護師とのコ

ミュニケーションとケア，2013 年 2 月 15 日． 

２）都立北療育医療センター重症心身障害者施設家族会講演会講師，重症心身障害者通所

施設におけるコミュニケーションとケア，2013 年 3 月 11 日． 

 

４．社会貢献 (学会や行政関連の役員、地域貢献、非常勤講師) 

小村三千代 

１）日本赤十字看護学会査読委員 

２）独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院看護部「看護を語る会」スーパーバイザー 

３）独立行政法人 国立病院機 構東埼玉病院看護部 看護研究指導 

４）独立行政法人 国立病院機構 西多賀病院看護部「筋ジストロフィー看護を語る会」 

スーパーバイザー 

５）独立行政法人 国立病院機構附属看護学校教員の研究指導 

６）日本筋ジストロフィー看護研究会副会長 

７）日本筋ジストロフィー看護研究会第一回学術集会企画委員 

８）社団法人日本筋ジストロフィー協会 在宅訪問調査員 

佐藤朝美 

１）横浜市在宅難病児の在宅療育を考える会：運営企画委員(2012 年 4 月 1 日～2012 年 3

月 31 日)． 

２）横浜市在宅難病児の在宅療育を考える会：第 18 回シンポジウム実行委員(2012 年 11

月４日)． 

 

【母性看護学領域】 

母性看護学・助産学 講師 関屋伸子 

1．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

１）関屋伸子,宮﨑文子（2012）．健康な妊婦の入浴における身体の洗いにくさとその要因

の検討 Factors that contribute to the difficulties experienced by pregnant women 

while bathing．日本母子看護学会誌,第５巻第２号,29－35. 

２）毛利多恵子、藤井ひろみ、嶋澤恭子、大石時子、市川香織 (2012 ). 助産所助産師に

よる会陰裂傷縫合に関する実態調査. 助産師, 66 (10 ), 36-40. 



３）大石時子 (2012 ). 会陰縫合－助産教育で何をどこまで教えるべきか？. 助産雑誌,66 

(7), 570-574. 

４）大石時子 (2012 )オランダの助産師とともに夜間オンコールで自宅分娩を実体験－オ

ランダの助産システム. 助産雑誌,66 (10 ), 866-871. 

 

１． 著書 

１）宮﨑文子 (共著 ) (2012 ). 新版助産師業務要覧実践編 (第 2 版 ). 日本看護協会出版会, 

東京.  

２）宮﨑文子 (共著 ) (2012 ). ここがポイント助産師国家試験突破のコツ「助産師国家試験

予想問題 2013」. 助産師資格試験研究会, 東京. 

３）大石時子(京著 ) (2012 ). 第 2 章-3 世界の助産師教育. 助産師業務要覧第 2 版基礎編. 日

本看護協会出版会, 東京. 

 

２． 学会における発表 

１）石原夕子, 宮﨑文子, 伊藤桂子, 早坂奈美, 救急外来における家族支援と特定看護師の

役割についての考察－医療者による「説明」及び患者と家族の「対面」に焦点を当てた調

査－, 第 1 回日本 NP 協議会研究会, 2012 年 11 月 10 日, 東京都.  

２）黒木富美, 宮﨑文子, 20～35 歳の未産看護職者の月経随伴症状, 第 53 回日本母性衛生

学会学術集会, 2012 年 11 月 16〜17 日, 福岡市.  

３）村田美幸, 宮﨑文子, 伊籐桂子, 早坂奈美, 特定看護師を目指す学生の臨床診断過程－

腹痛症例Paper Patient の展開を通して－, 第 1回日本 NP 協議会研究会, 2012年 11 月 10

日, 東京都. 

４）Mizuko Tokunaga, Shoko Kato, Ayako Takatsuka, Reasons why AIDS patients have 

discontinued antiretroviral therapy (ART):A survey conducted in Bangui, the capital of 

the Central African Republic, International AIDS Conference 2012, 2012 年 7 月 23 日, 

Washington DC. 

５）大石時子, 専門職大学院における助産師教育の評価, 第 26 回日本助産学会学術集会, 

2012 年 5 月 2 日. 札幌. 

６）大石時子, 社会共同体として人の誕生の在り方の論議をー人々に支援された自然出産を

基盤にー, 硬膜外麻酔分娩について様々な面から考えよう,  第 116 回日本産科麻酔学会,  

2012 年 12 月 9 日, 大宮. 

７）大石時子, 助産教育の国際基準 (Global Standards ）を日本でどう生かしていくのか？, 

第 26 回日本助産学会学術集会, 2012 年 5 月 2 日, 札幌． 

８）大石時子, 妊娠・産褥期のフィジカルイグザミネ－ション, 日本助産師会助産師外来・

院内助産所研修会, 2012 年 8 月 24 日.  

９）大石時子, 成熟期女性のヘルスアセスメント「受胎調節実地指導員研修会」, 2012 年 9



月 23 日.  

１０）大石時子,  妊娠・産褥期のフィジカルイグザミネーション, 日本助産師会助産師外

来・院内助産所研修会,2013 年 2 月 8 日.  

１１）大石時子他,世界の助産師教育調査報告, 全国助産師教育協議会国際小委員会勉強会, 

2013 年 3 月. 

１２）大石時子, 日本の助産所助産師による会陰裂傷縫合に関する実態と諸外国との比較,

平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金「看護師等の高度な臨床実践能力の評価及び向上に

関する研究」の分担研究―助産所助産師による会陰裂傷縫合の安全性と医師との連携の在

り方に関する実証研究―研修会,  2013 年 3 月 30 日. 

１３）渡邊淳子, 菱谷 純子, 梶原 順子, 古村 ゆかり, 倉田 貴子, 早坂 奈美, 看護教員の

臨地実習でのリフレクティブな態度とその関連要因, 日本看護科学学会学術集会, 平成 24

年 12 月 1 日, 東京. 

   

３． その他 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料以外の紙上発表等) 

１）加藤章子 (2012 ). 国際看護学は発展途上にある学問です, 国際看護. 474, 4, 公益財団

法人国際看護交流協会, 東京.  

２）宮﨑文子 (2012 ). 大学における助産師教育について. 大分の助産史Ⅱ (昭和 58 年～平

成 24 年 ), 一般社団法人大分県助産師会 (設立 80 周年記念誌 ), 18-20. 

 

４． 社会貢献 (学会以外の講演等、学会や行政関連の役員、地域貢献、非常勤講師) 

 宮﨑文子 

１）日本母子看護学会監事 

２）日本看護科学学会学術集会査読委員 

３）日本助産学会学術集会査読委員 

４）大分県立看護科学大学非常勤講師（大学院） 

５）大分県立看護科学大学非常勤講師（学部） 

 

 大石時子 

１）平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金「看護師等の高度な臨床実践能力の評価及び向

上に関する研究」の分担研究―助産所助産師による会陰裂傷縫合の安全性と医師との連携

の在り方に関する実証研究における研究協力者 

２）International Confederation of Midwives, Scientific Program Planning Committee

委員 

３）International Confederation of Midwives, Education Standing Committee 委員 

４）日本思春期学会理事、評議員 

５）全国助産師教育協議会、国際小委員会リーダー 



加藤章子 

１）第 38 回「かんな祭」特別講演, 平成 24 年 10 月 6 日, 西埼玉中央病院附属看護学校 

２）分娩監視研究会理事 

３）香川大学大学院非常勤講師科, 国際看護学特論, 平成 24 年 8 月 31 日, 9 月 1 日 

４）上智大学大学院非常勤講師科, 国際看護学, 平成 24 年 2 月 4 日 

 

【精神看護学領域】 

１．著書 

１）田中 留伊(2012).初診料.再診料.調剤料.紹介状.入院基本料.特定入院料.リハビリテ

ーション料.野中猛監修.看護に必要な精神保健制度ガイド(3).36-47,中山書店, 東京.  

 

２. 論文等 

１）藤村貴司, 北條正順, 原田隆之, 斉藤章佳, 榎本稔, 深間内文彦, 安田美彌子, 日下修一,

伊藤桂子(2012).リカバリーの概念の再検討. 性とこころ, 4(2), 139-142. 

２）板山 稔, 高田絵理子,田中 留伊(2012).青森県民の心の健康問題の認識と精神障害

者に対する社会的態度に関する研究. 弘前医療福祉大学紀要, 3(1), 33-42. 

３）伊藤桂子, 川野雅資(2013). カウンセリングの治療的意味に関する研究 統合失調症

患者のカウンセリングにおける治療関係と認知の変容への働きかけ. 精神看護におけるデ

ィスコース分析研究会誌 第 1巻, 22-31. 

４）伊藤桂子, 日下修一, 安田美彌子(2012). 性犯罪予防と被害に関する女子学生の認識. 

性とこころ, 4(2), 149-157. 

 

３．学会における発表 

１）石川 倫子, 小村 三千代, 田中 留伊, 佐藤 潤, 児玉 菜桜, 浅野 妙子,看護師特定能

力養成課程における統合実習での学生の学びと課題,第 32 回日本看護科学学会学術集

会,2012年 11月 31日,東京. 

２）石原夕子,宮﨑文子,伊藤桂子,早坂奈美,救急外来における家族支援と特定看護師の役割

についての考察‐医療者による「説明」および患者と家族の「対面」に焦点を当てた調査

‐,第一回日本 NP協議会研究会,2012年 11月 10日,東京. 

３）板山 稔,田中 留伊,精神障害者の社会参加に対する青森県民の意識に関する記述的研

究,第 71回日本公衆衛生学会総会,2012年 10月 24日,岡山. 

４）伊藤桂子,日下修一,安田美彌子,性犯罪予防と被害に関する女子学生の認識,第４回日本

「性とこころ」関連問題学会学術集会,2012 年 6 月 16 日,東京． 

５）伊藤桂子,日下修一,安田美彌子,北條正順,原田隆之,斉藤章佳,松島祟将,藤村貴司,榎本稔,

深間内文彦,性的問題行動と家族環境に関する調査,第４回日本「性とこころ」関連問題学会

学術集会,2012 年 6 月 16 日,東京． 



６）茂手木 彩, 石崎 有希, 菅原 裕美, 田中 留伊, 医療観察法における内省プログラム

「被害者について考える時間」の効果,第 38回日本看護研究学会学術集会,2012年 7月 7日,

沖縄. 

７）村田美幸,宮﨑文子,伊藤桂子,早坂奈美,特定看護師を目指す学生の臨床診断過程‐腹痛

症例 paper patient の展開を通して‐, 第一回日本 NP協議会研究会,2012年 11月 10日,東

京. 

８）大谷一義,川野雅資,伊藤桂子,アルコール依存症からの回復を促進するために設立した

グループ活動の評価に関する研究,第 43回日本看護学会‐地域看護‐学術集会,2012年 9月

7日,岐阜． 

９）大谷一義,伊藤桂子,川野雅資,アルコール依存症からの回復を促進するために設立した

グループ「酒害者回復クラブ」の取り組み,第 11 回日本アディクション看護学会学術集会,

栃木． 

１０）島田知子, 多田 真也, 忠 雅之,田中 留伊, 佐藤 潤, 認定看護師(感染管理)を有す

る特定看護師の役割に関する研究,第一回日本 NP協議会研究会,2012年 11月 10日,東京. 

１１）多田 真也, 田中 留伊, 佐藤 潤, 忠 雅之, 島田 知子, 野澤 陽子, 卯津羅 雅彦, 

フライトナースが行う医行為の検討-特定看護師に焦点を当てて-,第 19 回日本航空医療学

会,2012年 11月 9日,千葉. 

１２）忠 雅之, 田中 留伊, 佐藤 潤, 島田 知子, 多田 真也, 斎藤 浩美, 松村 美絵, 菊

野 隆明, 込山 修, 磯部 陽, 山西 文子, 解熱・体温変化に有効な冷罨法に関する文献研

究 ,第 66回国立病院総合医学会,2012年 11月 16日,神戸. 

１３）田中 岳,上野 良蔵,田中 留伊,精神科病棟から退院する患者の退院前訪問指導に

対する認識, 第 20回日本精神障害者リハビリテーション学会,2012年 11月 18日,神奈川. 

 

4．社会貢献 

田中 留伊 

１）第 42回日本看護協会論文集看護教育 査読委員 

２）日本アディクション看護学会 査読委員 

３）看護科学研究 査読委員 

４）国立病院機構下総精神医療センター 看護研究指導 

５）国立病院機構小諸高原病院 看護研究指導 

６）小澤高等看護学院 非常勤講師 

伊藤桂子 

１）日本サイコセラピー学会 査読委員 

２）アルコール関連問題学会 査読委員 

３）第 19回 若者の飲酒を考えるフォーラム 実行委員 

４）第 4回 日本「性とこころ」関連問題学会 学術集会実行委員 



５）平成 24年度 学生のための飲酒問題防止教育プログラム 実行委員 

 

【地域看護学領域】 

１．著書 

１）清水洋子(共著) (2011). 保健師国家試験問題解説 (MEDIC MEDIA )クエッション・バ

ンク 2012. メデックメディア, 東京. 

 

２.論文等 

１）大北啓子 清水洋子 古野陽一(2012).子育て支援プログラム IPPO(いっぽ)の効果―参

加者アンケート調査より,子どもの虐待とネグレクト,14巻 2号，162-173. 

 

３．学会における発表 

１）清水洋子，中川陽子．子どもの虐待予防のためのグループミーティングの効果―参加

継続とその効果．第 15回日本地域看護学会学術集会，2012年 6月 23-24日，東京． 

２）清水洋子，国松明美，松沼瑠美子，牧 栄理，佐藤 潤. 新潟県湯沢町におけるヘルス

プロモーションの展開, 第 21回日本健康教育学会学術集会, 2012年 7月 7-8日, 東京. 

３）Takeo Shibata, Yoko Shimizu, Endo Arihito. Effects of health promotion programs 

with seating gymnastics and aqua gymnastics at Yuzawa town in Japan, The 24th European 

Medical Informatics Conference - MIE2012, August 26th -29th, 2012. in Pisa.  

４）柴田健雄，遠藤有人，清水洋子，佐藤潤，国松明美．健康診断の結果からみた介護予

防事業（温水健康体操・けんこつ体操教室）の効果, 第 71 回日本公衆衛生学会, 2012 年

10月 24-25日，山口. 

５）清水洋子，北野淑恵．子ども虐待予防を目指したグループ・ミーティング支援事業の

参加者の視点からみた効果と運営上の課題，第 32 回日本看護科学学会学術集会，2012 年

11月 30-12月 1日，東京． 

６）大北啓子, 清水洋子，古野陽一. 6か月未満児と母へのグループ支援のプログラム“い

っぽ(IPPO)”の効果～フォーカスグループインタビュー調査より, 第 18回子ども虐待防止

学会, 2012年 12月 7-8日,高知. 

７）多田真也，田中留伊，佐藤潤，忠雅之，島田知子，野澤陽子，卯津羅雅彦. フライト

ナースが行う医行為の検討 特定看護師に焦点を当てて. 第 19 回日本航空医療学会学術

集会，2012年 11月 9～10 日，千葉. 

８）忠雅之，田中留伊，佐藤潤，島田知子，多田真也，斎藤浩美，松村美絵，菊野隆明，

込山修，磯辺陽，山西文子. 解熱・体温変化に有効な冷罨法に関する文献研究. 第 66回

国立病院機構総合医学会. 2012年 11月 16～17日，兵庫. 

９）石川倫子，小村三千代，田中留伊，佐藤潤，児玉菜桜，浅野妙子. 看護師特定能力養

成課程における統合実習での学生の学びと課題. 第 32 回日本看護科学学会学術集会. 



2012年 11月 30日～12月 1日，東京. 

１０）中川陽子, 藤生英行. 幼児期の気質特性が幼児の不安に及ぼす影響. 日本発達心

理学会第 24回大会, 2013 年 3月 17日, 東京. 

１１）田沼寮子, 佐々木明子, 森田久美子, 勝田恵子, 中川陽子, 中山かおり, 田村朱里. 

保健師教育の技術項目と授業・実習修了時の到達度の実習方法による比較. 第 15回日本地

域看護学会学術集会, 2012 年 6月 24日, 東京. 

 

4．研究助成および研究成果報告書 

１）清水洋子. 子ども虐待予防の評価に基づくグループ・ミーティング支援の効果的展開

と支援能力に関する研究 (研究代表者). 文部科学省科学研究費補助金基盤(C). 2009 年度

～2012年度. 

２）佐藤潤. コンジョイント分析を用いたテーラーメード型の集団指導の効果の検討（研

究代表者）. 文部科学省科学研究費補助金若手研究（B）. 2012年度～ 

 

5．その他 

１）新潟県湯沢町（共著），第１次湯沢町ファミリー健康プラン評価報告書，2013 年 3月 

２）茨城県城里町（分担執筆），第 2期城里町特定健康診査等実施計画書，2013年 3月 

 

6．社会貢献（学会以外の講演等、学会や行政関連の役員、地域貢献、非常勤講師） 

清水洋子 

１）NPO日本健康教育士養成機構 理事 

２）日本健康教育学会 評議委員 

３）日本地域看護学会 学会誌査読委員 

４）日本ケアマネジメント学会 評議委員、編集委員 

５）日本在宅ケア学会 学会誌査読委員 

６）日本健康教育士養成研修会 講師 

７）新潟県湯沢町ファミリー健康プラン推進委員会委員 

８）三喜会鶴巻訪問看護ステーショングループ 記録改善委員会顧問 

９）愛知県一宮市「子ども虐待予防支援のための子育て支援事例検討会」講師 

１０）愛知県一宮市 保健師現任研修会講師 

１１）埼玉県川越市 ふれあい親子支援事業検討会助言者 

 

松沼瑠美子 

１）三喜会鶴巻訪問看護ステーショングループ 記録改善委員会 研修会講師 

２）埼玉県看護協会 一般教育・専門教育講師 

３）福島県看護協会 ジェネラリスト教育研修講師 



４）イーマ インターネット教育、看護スキルアップ講座/看護ケア講座講師 

５）パルシステム東京・神奈川ゆめコープ福祉事業部 研修会講師 

６）公益財団法人井之頭病院 新人教育講師 

７）福島県南相馬市大町病院入院患者及び仮設住宅・借り上げ住宅住民へのボランティア 

活動 

 

５、教職員名簿 

専任教員 担当領域 氏名 職名 採用等年次 

 看護基盤学領域 日比野 守男 教授 23.4.1 採用 

 
今井 秀樹 教授 22.4.1 採用 

 伴 信彦 教授 23.4.1 採用 

 荻生 俊昭 教授 24.4.1 採用 

 
金子 あけみ 准教授 22.4.1 採用 

 
小宇田 智子 講師 22.4.1 採用 

 
基礎看護学領域 松山 友子 教授 22.4.1 採用 

 
穴沢 小百合 准教授 22.4.1 採用 

 
芳賀 祥子 講師 22.10.1 採用 

 土田 由美 助手 23.4.1 採用 

 
髙野 律子 助手 22.4.1 採用 

 
竹前 良美 助手 22.4.1 採用 

 成人・老年看護学領域 浅野 妙子 教授 23.4.1 採用 

 
古都 昌子 准教授 22.4.1 採用 

 岩渕 起江 講師 24.4.1 採用 

 
坂本 祐子 講師 22.4.1 採用 

 
雛田 雅代 助手 22.4.1 採用 

 
今井 真喜 助手 22.4.1 採用 

 長南 弥生 助手 24.4.1 採用 

 山﨑 麻衣子 助手 24.4.1 採用 

 小児看護学領域 小村 三千代 教授 23.4.1 採用 

 
佐藤 朝美 准教授 24.4.1 採用 

 鶴巻 香奈子 助手 23.4.1 採用 

 
母性看護学・助産学領域 宮崎 文子 教授 22.4.1 採用 

 
大石 時子 教授 24.4.1 採用 

 加藤 章子 講師 24.4.1 採用 

 関屋 伸子 講師 24.4.1 採用 

 
小嶋 奈都子 助教 22.4.1 採用 



 
早坂 奈美 助手 22.4.1 採用 

 黒木 七瀬 助手 24.4.1 採用 

 
精神看護学領域 田中 留伊 准教授 22.4.1 採用 

 
伊藤 桂子 講師 22.4.1 採用 

 
中村 裕美 助教 22.4.1 採用 

 
地域看護学領域 清水 洋子 教授 22.4.1 採用 

 
松沼 瑠美子 講師 22.4.1 採用 

 
佐藤 潤 講師 22.4.1 採用 

 
中川 陽子 講師 24.4.1 採用 

 
牧 栄理 助手 22.4.1 採用 

 
総合看護学領域 石川 倫子 准教授 22.4.1 採用 

 岩本 郁子 講師 24.4.1 採用 

 

 

 

 

 

事務職員 役職 氏名 

 
部長 木原 英三 

 
部長代理 上原 朝美 

 
職員 早坂 晴美 

 職員 鎌田 りみ 

 
職員 下田 織恵 

 
職員 齋藤 容子 

 職員 山藤 晃司 

 
図書館司書 飯嶋 正敏 

 
図書館司書 官澤 公美子 

 図書館司書 立花 睦美 

 図書館司書 大弓 朝美 

 
保健師・相談室担当 原田 直美 

 


