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東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 
選ばれる大学・看護学部を目指して 

 
 平成 16 年度に法人化した全国 89 校の国立大学が、法人化後 10 年を経過した今、「法人

化」の成果についての議論がなされている。国立大学の法人化は、大学の自らの意思とい

うよりは、むしろ文科省の主導で実施に移されたという経緯もあるが、総論としては国立

大学にとって、また、納税者（運営交付金のかなり部分に、国税が投入されている）であ

る国民にとっても「法人化」は良い結果をもたらしたと受け止める意見が大半を占めてい

るように思う。国立大学は、法人化に伴い、多くの大学が、従来に比べ、より「教育」に

力を入れるようになったことは大学関係者としては歓迎すべきことであるが、多くの大学

の「研究」機能が低下したといわれており、国立大学こそ、大学の機能分化が求められる

べきではないかと思う。 
 また、毎年、３年毎、6 年毎に行われる｢評価｣に対してかなりのマンパワーが裂かれ、「評

価疲れ」などともいわれる。かつては、聖域といわれ続けてきた大学にとって、自己点検・

評価は勿論のこと、第三者も加わった「評価」が不可欠であることから、機能的、効率的

な評価の方法を模索していかなければならない。本学部も、開設以来、継続して「年報」

を刊行し、自己点検・評価の一環としてきた。日々の教育活動等で慌ただしく過ぎていく

自分たちの１年間の足跡を「年報」という形で残し、自分自身および教員間の評価をする

機会になっていると思っている。「年報」を公開し、みなさまの率直なご意見・ご批判を、

数多くいただくことが、「自己が気づいていない自己を知ることになり」本学部の進化・発

展につながると信じております。 
 18 歳人口の減少に伴い、｢大学が学生を選択する時代｣から、「学生が大学を選択」する時

代を迎えて久しい。このような時代を迎え、多くの私立大学が受験生獲得に対して厳しい

状況にある中で、看護職としての専門職人材を育成する看護系大学の場合は、幸いにも学

生を「選択」できる状況にある。しかし、この状況に甘んじることなく、「建学の精神」に

則って、時代・社会のニーズにあった本学部としてのビジョンとその進捗状況を社会に示

して行かなければと認識している。 
 一般的に、大学の構成員の一員である教員のミッションは、「教育」「研究」「社会貢献」

であり、それぞれのエフォート率は、教員によって異なることは当然であるが、本学部の

場合は、国立大学や一部の公立大学と異なり、「教育」に重点をおき、年々増加しつつある

数多くの看護系大学の中で「特徴ある大学」「魅力ある大学」を目指し、「看護師」教育に

焦点をあて、自律した看護実践力を強化した”tomorrow’s  Nurse”の育成をミッションとし



3 
 

て掲げている。平成 26 年度からは、学部教育の中で、全国では始めての「災害看護学コー

ス」を新設した。臨床での実践力はもちろんであるが、世界的に多発している大規模災害

時にも対応できるスキルを備えた看護師を育成し、社会に送り出したいと考えている。 
 
 出張中の新幹線の中で読んでいた「IDE 現代の高等教育」という小雑誌の中に、社団法

人 日本私立大学連盟の事務局長 川口喜昌氏が、戦略を構築し、実行に移す際の「３つ

の気」として、「気づき」「勇気」「やる気」をあげられていた。本学大学院看護学専攻は、

平成 26 年６月 25 日に交付された保健師助産師看護師法の改正（「特定行為に係る看護師の

研修制度」）に対して養成教育、や法制化に向けた活動等に関わってきた経験を通して、「３

つの気」その通りだと感銘を受けたのでここに紹介させていただく。大学の「実践現場か

らの乖離」が指摘されている今、臨地現場とくに実習施設との積極的な連携・恊働を図り、

社会のニーズ、時代のニーズに合った、”tomorrow’s  Nurse”の育成に、本学部をあげて尽

力してまいります。 
 ご支援・ご協力よろしくお願いします。 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26 年 6 月 
東が丘・立川看護学部 副学長 草間 朋子 
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（東が丘担当） 

学校法人 
青葉学園 理事長 学長 

大学経営会議 理事会 

 

評議員会 

副学長 

※大学経営会議：年６回開催 

※理事会・評議員会：年３回同時開催 

教授会 研究科委員会 

自己点検・評価委員会 

ＦＤ委員会 

看護学科カリキュラム検討委員会 

実習検討委員会 

学生生活支援委員会 

研究倫理・安全委員会 

図書委員会 

広報・情報ネットワーク委員会 

入試委員会 

研究科カリキュラム委員会 

研究科学生支援委員会 

各種委員会 

【事務組織】 

【教員組織】 

研究科長 

学部長 

事務部長 

看護基盤学 

基礎看護学 

成人・老年看護学 

小児看護学 

母性看護学・助産学 

精神看護学 

地域看護学 

総合看護学 

東が丘看護学部長 

医療保健学部長 

看護学研究科長 

医療保健学研究科長 

図書館 

保健室・学生相談室 

事務部 

※下記の期間、「東が丘看護学部の入学定員増に 

伴う準備室」を設置。 

設置期間：平成 25 年 5 月 15 日 

～平成 26 年 3 月 31 日 
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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（研究科長）、山西文子(学部長)、教授および准教授 
 
教授会の役割は、東が丘・立川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）、山西文子(学部長)、教授および准教授 
 
 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、休学や退学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）、小野孝二、金子あけみ、山田巧、小宇田智子、

田村聡明大学経営会議室長、荒木長事務局長、石川護事務部長 
 
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 25 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) 開学年度より、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。 
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１－４ FD 委員会 
構成員 
田中留伊（委員長）、今井秀樹（副委員長）、小野孝二、金子あけみ、山田巧、小宇田智子、

田村聡明大学経営会議室長、荒木長事務局長、石川護事務部長 
 
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）全ての教職員を対象に、東が丘看護学部・大学院看護学研究科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）我が国における医療や看護の知見を深めるために、日本看護連盟参与石田昌宏先生に

よる看護学研究科公開講座「看護政策を考える」の参加を促し、看護政策の必要性を再認

識する機会につながった。 
３) 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スタンフォード

大学病院 NP Garrett Chan 先生による「米国におけるナースプラクティショナーの過去、

現在と未来の役割」を行い、NP 教育に対する意識の向上を図った。 
４)教員及び大学院生を対象に、看護研究に関する知見を深める目的で東京慈恵会医科大学 

教授北素子先生による「質的研究とは何か、サブストラクション等」の講演をして頂き、

質的研究における手法について考える機会を得られた。 
５)助手および大学院生を対象に、質的研究の実際を知ることを目的で東京慈恵会医科大学

教授北素子先生より「論文作成のためのサブストラクション」の講義をして頂いた。 
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スタンフォード

大学病院 ICU 医師御手洗剛先生による「米国における NP を医師の視点から考える」を行

った。教職員・大学院生以外にも本学修了生や他大学医師や看護師の参加もあり関心の高

さが伺えた。 
７) 教職員を対象に、最近の特定看護師の動向について、草間副学長より講演をして頂いた。

特定看護師を育成するためのより良い教育について共通理解を深めた。 
８) 学生に対する支援の在り方を検討するために、岩本講師より「臨床実習における学生へ

の教育的な視点について」講義をして頂いた。実習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。 
９) 看護師を育成するための資質向上を目的に、看護学部公開講座ディーキン大学教授  
Julie Considine 先生による「看護師の卒後教育とキャリアパスについて」を行った。 
10) 本学部が統合実習中のため、多くの教員が参加できない五反田キャンパスで行われた科

学研究費助成事業説明会に参加し、デスクネットにアップすることで、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教員の意識向上を図った。 
11)当委員会の委員のべ 2 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。 
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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）、浅野妙子、大石時子、小村三千代、田中留伊、

伴信彦、宮崎文子、山西文子（学部長）、石川護（事務部長）、斎藤容子（事務員） 
 
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 
平成 24 年度改正のカリキュラムも 2 年次生を迎え、今年度は 4 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

用できた。また、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ことによ

り、行事と時間割の調整は円滑に行えた。さらに、旧カリキュラムの留年生に対しては、

カリキュラム移行期の特別カリキュラムを編成して運用した。シラバスについては、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」を踏まえて、本委員会メ

ンバーで確認し統一を図った。 
２）看護師教育の技術項目と卒業時の到達度に関する検討について 
教育内容の評価の一つとして、本学における「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度」

の検討を行った。技術項目は、2008 年の厚生労働省の通達による「看護師教育の技術項目

と卒業時の到達度」に加え、大学教育で必要と思われる技術項目全 174 項目とし、現在各

領域で設定している講義・演習における到達度と実習における到達度を確認した。さらに、

これらの現状を踏まえ、看護実践力の向上に向け、卒業時までに強化すべき技術項目と担

当領域を確認した。 
３）卒業認定および成績・進級等の学生の成績評価について 
4 年次生については、履修単位一覧表を作成し単位認定状況を確認したうえでで、卒業要件

と照合して卒業の可否について教授会の承認を得た。1～3 年次生については、進級要件に

したがい履修単位を確認し、進級の可否について教授会の承認を得た。 
４）教育環境の整備（教材・教具）について 
各領域で管理する教材リストは、「看護学実習室・臨床検査学演習室関連物品一覧」および

「同配置図」としてＨＰのデスクネットに掲載し、半期セメスターごとに更新した。また、

次年度購入希望物品リスト（備品・消耗品）を各領域で作成し、学部長に予算計画の調整

を依頼した。 
５）履修案内の検討 
次年度より東が丘・立川看護学部となり、学則改正も行われたことから、それに合わせて

内容を修正した。また、今年度より学生便覧の「教育課程と履修」の内容とシラバスを合

わせて「履修案内」としたが、次年度から入学生数も増員することから「履修案内」を冊
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子としてまとめ、外部印刷を依頼できるように準備した。 
 
１－６ 実習検討委員会 
構成員 
小村三千代（委員長）、真下綾子（副委員長）、穴沢小百合、佐藤朝美、岩本郁子、伊藤桂

子、佐藤潤、関屋伸子 
 
本委員会は東が丘看護学部の教育の資質向上に向け年間計画に基づいて、看護学実習の

実習計画および看護学実習連携会議、看護学実習説明会、臨地実習要項、看護技術経験表

などに関する以下の活動を実施した。 
1) 実習計画 

平成 26-27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 27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) 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、

大学教員と実習指導者の企画委員が会議の企画・運営に関して話し合いをもった。また、

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、参加者である教員および指

導者の希望や意見を参考に、実習指導がより向上するための企画を検討した。 

3) 看護学実習説明会 

 完成年度を迎え、看護学実習施設に対する説明会を 2月 25日に開催した。国立病院機構

東京医療センターをはじめとする 13施設の看護実習指導関係者 69名および教員 41名が出

席した。自己紹介後、草間研究科長より東が丘看護学部の概要および将来構想、大学院の

説明があった。参加者からは、実習指導に関する大学からの要望の有無や看護学実習と卒

業研究との関連性などの質問があった。 

 臨床と大学が実習指導を通してお互いに連携や協働するうえで、今後もこのような機会

を継続していく必要がある。 

4) 臨地実習要項 

来年度（2014）からの災害看護学コースの開設に伴い、 臨地実習要項を見直し臨床看
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護学コースとともに併用して使用できる内容に改訂した。 
5) 看護技術経験表 

 看護学基礎教育における看護学生の卒業時の看護技術達度を明確にするために、平成 26

年度から活用する看護技術経験表を作成した。また、各自の看護技術達度とともに各看護

学実習における看護技術を振り返り、学習の計画に役立てることも目的としている。ただ

し、4年次生は旧カリキュラムであることや使用期間が 1年間であることなどから、4年次

生独自の看護技術経験表を作成した。 

6) 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および共有を行い、対策を検討した。 
 
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)、小野孝二、伊藤 桂子、岩渕起江、竹

内朋子、中川陽子、原田直美保健師、望月陽子事務員、石川護事務部長、井上智之学生支

援センター長、井上信一教務部長 
 
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 
健康管理は開学から４年間で整備した、「東が丘看護学部 学生・職員におけるインフル

エンザ対応」、「抗体獲得基準とワクチン接種」、「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」に基づいて対応した。これらの基本的な方

針が学生や教職員に浸透したことで、迅速かつ円滑に対応することが可能になった。 
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は年 2 回のミーティングと年 1 回の指導教員の意見交換会が定着し

つつある。スタート時にはその必要性を疑問視する意見も聞かれたが、回を重ねる毎に戸

惑う声は減り、学生が主体的に取り組む姿が見受けられるようになった。 
1 年次生の合宿研修では「4 年後の自分」をテーマとしたグループ討議と発表会を企画・運

営した。この企画は学生生活への適応や学習の準備状態を整えるのに有意義であり、継続

する予定である。 
３）学生生活実態調査 

学生の生活実態を把握し教育活動に活かす目的で、毎年、定点で学生生活実態調査を実

施することを教授会で決定した。本委員会では従来、コンタクトグループ等を通して、個々

の学生にきめ細かく対応する活動を推進してきたが、本調査により学生全体の生活実態を

把握することができ、より広い視野から学生を理解できると期待している。 
今回の調査結果(回収率 75.1%)は、多くの学生がアルバイトを行っていること、緊張や不



11 
 

安を感じつつ学生生活を送っていること、教員が期待するほどには自宅学習の時間が確保

されていないこと等が把握された。一方、大学生活には概ね満足を示し、本学への進学を

後輩に勧めたいとする声も多く聞かれた。今後はこれらの推移を捉えながら、学生指導を

進めたい。 
４）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、卒業パーティーやアルバム作成に対応した。また、

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、今後も継続する予定である。 
５）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、目黒消防団に所属する

学生は団員として参加し、遅滞なく訓練が進められた。学生にとって貴重な経験であるた

め、訓練後に学習内容の共有や疑問の解決をする機会の設定が今後の課題である。 
 避難訓練は事務部と連携して実施し、訓練の周知徹底を図ったことから、参加率も高く

避難に要した時間も大幅に短縮された。この訓練は今後も継続して実施する予定である。 
 
１－７－１ 国家試験対策ワーキンググループ 
構成員 
佐藤潤（責任者）、佐藤朝美、穴沢小百合、山田巧、小宇田智子、関屋伸子、岩渕起江、

伊藤桂子、岩本郁子、石川護（事務部）、齋藤容子（事務部） 
 
第 103 回看護師国家試験および第 100 回保健師国家試験の合格に向けて下記の活動を

実施した。 
国家試験対策オリエンテーションの実施（3 年生，4 年生） 
国家試験対策ガイダンスの実施（3 年生，4 年生） 
学生国家試験対策委員の選出（2 年生～4 年生） 
学生国家試験対策委員との会議（2 年生～4 年生） 
看護師国家試験の模擬試験業者の選定とスケジューリング（2 年生～4 年生） 
保健師国家試験の模擬試験業者の選定とスケジューリング（4 年生） 
重点指導群（さくら組）の選出（4 年生） 
重点指導群への指導および指導依頼（4 年生） 
春季休暇補講の企画・調整（3 年生） 
夏季休暇補講の企画・調整（4 年生） 
重点指導群対象業者補講の企画・調整（4 年生） 
国家試験受験説明会の実施（4 年生） 
国家試験自己採点会の企画・運営（4 年生） 
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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、

石川護（事務部長）、下田織恵（事務員）（10 月まで）、望月陽子（事務員）（11 月より） 
 
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：当該ＷＧは、平成 24 年度５月に立ち上げ 2 年目を迎える。今年度は第 1
期生（98 名）の卒業年度に当たる。 
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・

実施に取り組み、12 月には 100％の就職・進学先が決定した。活動は以下のとおりで

ある。 
・４月：第 1 回就職説明会（3 年次生）、第 2 回就職説明会（4 年次生）、国立病院機構

看護学生フオーラム・就職説明会参加、進路登録カード更新（4 年次）、模擬面接の募

集及び実施（以下卒論研究室）。 
・５月：必要時就職・進学相談実施、進路登録カード（4 年次生）確認、模擬面接募集

及び実施。 
・６月：就職・進学希望カード新規配布（3 年次生）、就職・進学一覧表作成（98 名）

模擬面接募集・実施。必要時就職相談。 
・７月：東京医療センター奨学金募集、推薦書発行作業、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推進。 
・８月：就職相談必要時及びインターンシップ報告書の確認。模擬面接募集・実施。 
・９月：就職相談、奨学金関連作業 。 
・１０月：就職相談必要時。進路登録カード（3 年次生）更新 
・１１月：就職決定者・内定通知の把握。この時点で 99.1％の学生が就職内定・決定。

国立病院機構病院就職内定 53 名（54.1％）、未定者 1 名（保健師希望）であった。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）。 
・１２月：100％の学生が就職内定・決定した。 
・平成２６年１月：国立病院機構以外の一般病院の就職説明会の検討及び希望調査。 
・２月：６日国立病院機構病院の就職説明会の実施（３年次生対象） 
一般病院の就職説明会の企画・運営・実施（12 日：3 年次生・2 年次生対象） 
上記説明会の次年度の希望状況は 3 年次生 76％、2 年次生 93％。 
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 
21 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、の実

施。就職・進学ガイドブック見直し・改正 
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１－８ 研究倫理・安全委員会 
構成員：今井秀樹、宮崎文子、日比野守男、田中留伊 
 
 受理した研究倫理審査申請が４５件あり、すべてを承認した。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）、松沼留美子、小宇田智子、岩渕起江、加藤章

子、飯島正敏図書館司書、石川護（事務部長） 
 
 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、および完成年を迎えて学部、

大学院生に対する図書館のさらなる有効利用のための整備を視野に入れて、以下の活動を

行った。 
平成２６年度図書購入計画 
学生及び教職員の教育及び研究に資するため、平成２５年度に引き続き、平成２６年度も

計画的な図書予算購入計画を立案した。また、平成２６年４月からの消費税引き上げを見

込んで図書館蔵書となる書籍購入手続きを平成２５年度中に行う方向で進めた。 
平成２６年度は合計５００万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・老年看護学は５０万円、看護基盤学、小児看護学、母性看護学、精神看

護学、地域・在宅看護学、総合看護学領域はそれぞれ３５万円、大学院高度看護実践コー

ス、助産学コース、看護科学コースはそれぞれ３０万円の予算配当とし、ナーシングスキ

ル５５万円、図書館予算として４５万円を配当した。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、２５年度同様図書購入予算で各領域の裁量で運営す

る方針として進めた。 
平成２５年１２月１８日時点での購入計画（平成２６年度）は以下に示す通りである。 
配分領域 担当領域 予 算 和図書 洋図書 ＡＶ資料 合 計 

大
学
院 

NP 総合 30 万円 298,849 0 0 298,849 

看護科学 基盤 30 万円 126,749 0 0 126,749 

助産 助産 30 万円 132,275 0 0 132,275 

看護基盤学 35 万円 326,225 0 0 326,225 
基礎看護学 50 万円 328,388 0 0 328,388 
成人・老年看護学 50 万円 467,656 0 0 467,656 
小児看護学 35 万円 181,890 0 168,000 349,890 

母性看護学 35 万円 117,247 0 0 117,247 
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精神看護学 35 万円 216,245 0 0 216,245 
地域・在宅看護学 35 万円 29,925 0 126,000 155,925 

総合看護学 35 万円 194,465 0 189,000 383,465 

総 計 400 万円 2,121,065 0 483,000 2,604,065 

 
図書館の環境整備および利用サービスの向上 
図書館に隣接する閲覧室の有効利用のために平日夜間における利用時間の延長を平成２６

年４月から行う予定とした。利用時間は全館閉館時間と同様２１時までとする。 
図書館は従来通りの閉館時間とし、閲覧室と図書館の間仕切りを施錠して閲覧室は自由に

利用できるような体制とした。 
通常開館期日の延長 
夏季における図書館の開館期間を、学部の各論実習、ナレッジ統合実習、大学院高度看護

実践コースの臨床実習期間に合わせて通常開館とした。 
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、２誌の新

規購入希望があったが、購読料が年間１４０万円と高額なため今回は取り下げとなり昨年

度と同様の購入とした。 
旧厚労省看護研修研究センター図書室から譲り受けた旧図書室資料の有効利用 
災害看護学コースの設置に伴って旧別館（旧厚労省看護研修研究センター）図書室の資料

（約 8,000 冊）を廃棄処分することになった。 
教員が有効利用のために自由に保有できるように期間を設けて開放した。 
 
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、岩本郁子、関屋伸子、

加藤章子 
広報・情報ネットワーク委員会の運営及び平成 25 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）H25 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、大学総合案内と学部大学案内の２種から構成され、新しく改訂された。 
昨年度の反省を踏まえ、学部と大学院の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。 
次年度は、本学科に臨床看護学コースと災害看護学コースの２コース制が設置されること
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に伴い、カリキュラムや教育内容の特徴を PR し、より効果的な大学案内の活用が図れるよ

う検討していく必要がある。 
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当初の実施計画に加えて、次年度設置される災害看護学

コース設置の PR のため災害医療センターにてキャンパス見学・入試説明会を実施した。 
オープンキャンパス担当教員は概ね年度当初に計画的に決めて全学的な体制で実施に取り

組み、入試広報部と連携を図りながら特に問題もなく計画どおり実施できた。 
次年度はキャンパス見学会を国立病院機構キャンパスと災害医療センターキャンパスの 2
か所で実施する予定であり、2 コース制の特徴をより PR するための内容やキャンパスマッ

プの改訂など工夫が必要である。また、学生発表や個別相談対応の学生担当については年

間通じて配置し運営ができるよう、選定方法やサポートについて検討することが課題であ

る。 
（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。 
昨年度の反省を踏まえ、出張講義依頼様式や事後報告書様式を作成し活用することで入試

広報部との情報確認や役割分担、協力体制等をより明確にすることができた。 
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していくこと 
が課題である。 
（３）個別見学を平成 25 年 6 月より 26 年 2 月まで個別見学担当委員が入試広報部担当者 
と協力しながら月 1～2 回実施した。参加は学生のみ、学生と保護者、保護者のみ参加など

多様であり、参加人数は前年度を上回った。次年度は災害看護学コースと臨床看護学コー

スの２コース制のカリキュラムや教育の特徴をより PR できるよう、保護者向けの説明を含

め、個別見学の内容や対応方法について検討していくことが課題である。 
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更 
新と掲載を行った。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   
  のルートなど不明瞭な点があり、今後は即時に更新や掲載が可能となるよう役割分担 
やホームページの運営体制、改訂のルートの明確化など検討する必要がある。 
 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。 
  本委員会の業務遂行上、全学的な検討が必要な議題は随時全学的入試広報委員会に提

案し、各学科の連携や合意を図りながら運営できるよう努めた。 
  次年度は、より一層効果的な広報活動ができるよう全学的入試広報委員会との調整を 
図りながら本委員会の運営、役割等について検討することが課題である。 
 
１－１１ 入試委員会 
構成員 
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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について審議し、試験の円

滑な実施を図った。平成 25 年度は以下の事項を実施した。 
１）平成 26 年度から学部が 2 コース制になり定員が倍増することを受けて、学部の入試日

程を見直すとともに、各回の入試における募集人員の配分について検討した。また、指定

校推薦入試に係る指定校の見直しを行った。 
２）平成 26 年度から大学院看護学研究科に看護科学コース修士課程および博士課程が新設

されることを受けて、同コースの受験資格および入試科目について検討した。 
３）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方針

を決定した。 
４）今後の基礎資料とするために、入試区分と入学後の成績等の関連を解析した。 
 
１－１２ 看護学研究科カリキュラム委員会  

構成員 
山西文子（委員長）、今井秀樹（副委員長）、浅野妙子、大石時子、小村三千代、清水洋子、

松山友子、宮崎文子、田中留伊、山田巧、石川事務部長、上原部長代理、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 25 年度委員会計画に基づき以下の活動を行った。 
 
NP コース 
１）看護学研究科では入学後の個別指導に活用するために、入学時に基礎学力試験を課し

ており、その結果について報告がなされた。 
２）M2 の学生に対し OSCE を実施し、その結果について報告がなされた。この試験に合

格することが統合実習の条件になることを履修規程により確認した。 
３）統合実習について、学生配置、統合実習指導体制、実習担当者会議計画、統合実習中

の事故等保障制度、統合実習中のグラム染色と縫合実習、実習まとめ、統合実習評価・経

験録について検討した。 
４）臨床教授会に関する計画と実施後の報告がなされた。臨床教授会は統合実習の前後で

実施し、実習施設である NHO 東京医療センター、NHO 災害医療センター、NHO 東京病

院の 3 施設で行い、臨床教授と大学教員による活発な意見交換がなされたとの報告がなさ

れた。 
５）平成 24 年度看護師特定能力養成調査試行事業の最終報告書が厚生労働省に提出された

との報告がなされた。 
６）課題研究の担当教員、学生配置について検討した。 
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７）M1「治療のための NP 実践演習」のシミレーショントレーニングについて教育目標お

よび内容について検討した。研修は、校外のシミュレーショントレーニングセンターで 2
日間実施し、東京医療センターの救命救急センターの医師や看護師および今年度は修了生

の JNP の参加もあり、大学教員を含めると 10 数名の指導のもと、より臨床場面に近い状

況下での研修となり学生からの評価も高かったという報告がなされた。 
８）M2 を対象とした英語研修について、今年度の受講者は 12 名で講義は 16 回行われると

の報告がなされた。 
９）大学院修了生を対象とした研修として、日本 NP 協議会主催による「特定看護師薬理治

療学講座」が開催され 50 名の参加者があったとの報告がなされた。 
１０）平成 25 年度の TA 採用の実績について、看護技術演習後の授業評価として学部生に

アンケートをとったが、TA が看護技術の根拠を丁寧に指導してくれて理解しやすかったと

高い評価を得たとの報告がなされた。 
１１）米国スタンフォード大学病院 ICU 医師の御手洗 剛 先生による特別講演を計画し、

実施後の報告がなされた。 
１２）M1 に行った看護技術修得状況調査結果について報告がなされた。除細動、造影剤投

与、タニケットによる止血、抜糸抜鉤については実施率が低く、基本的な診療の補助に関

する看護技術については、統合実習までに技術修得ができるよう大学として支援していく

体制で行くことの説明がなされた。 
１３）診断のための NP 実践演習「放射線部門の見学実習」について、見学終了後に医師の

指導を入れていただき、学生の理解が深まった演習になったとの報告がなされた。 
１４）第２回日本 NP 協議会研究会の報告がなされた。 
１５）日本看護科学学会で「大学院修了後の支援のあり方および特定看護師としての実践」

というテーマで交流集会をもち、多くの参加者が来場し活発な意見交換ができたという報

告がなされた。 
１６）日本 NP 協議会主催の NP 資格認定試験結果の報告がなされた。当大学の学生の平均

点が全体の平均を上回っており、最高点の取得者も当大学の学生であったことが紹介され

た。 
１７）平成 26 年度の実習前能力確認試験計画、OSCE 計画について報告がなされた。 
１８）チーム医療推進会議の最終報告書を受けて、41 の特定行為について臨床教授会で臨

床教授と大学内の教員そして学生に周知すること、それらの技術経験を確認できるような

チェックリストを作成し次年度の統合実習から使用するとの報告がなされた。 
 
助産コース 
１）平成 25 年度の実習スケジュールと実習要項について説明がなされた。また、平成 26
年度実習計画について検討した。 
２）助産師国家試験対策について年間の取り組みについて報告がなされた。 
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３）助産師プログラムの夜間開講について説明がなされた。 
４）助産コースの修了要件、最終試験の方法について検討した。 
５）臨床教授会の日程、議題について報告がなされた。 
６）助産師プログラム第 1 回生の助産実習の分娩実績について報告がなされた。 
７）M2 山崎恵理子さんが一般社団法人日本私立看護系大学協会会長表彰を受けたとの報

告がなされた。 
 
両コース 
１）学位の英文名について検討した。 
２）看護学研究科学則変更について検討した。 
３）前期終講する授業科目の評価計画、M1 前期試験の成績、M1 単位認定、M2 修了認

定について審議した。 
４）感染症抗体獲得状況について報告がなされた。また、M1 と M2 の大学院生のインフル

エンザワクチン接種計画について説明がなされた。 
５）夏季休業中の施設利用、看護学研究科実習室の施設利用、図書室使用時間延長につい

て検討した。 
６）図書・備品購入計画について検討した。 
７）SPSS ソフトの教員への貸与について報告がなされた。 
８）本学看護学研究科博士課程の届出が受理された旨、文科省のホームページ上で公表さ

れているとの報告がなされた。今後、博士課程における論文審査方法など、検討すべき事

項があることが併せて報告された。 
９）M2 課題研究および特別研究発表会の日時について報告がなされた。 
１０）M2 平成 25 年度学長賞について申し合わせ事項の内容確認を行った。 
１１）平成２７年度大学院看護学研究科 修士課程・博士課程入試日程について報告がな

された。 
１２）入学時ガイダンス、入学時健康診断、入学時基礎学力試験の日程について確認した。 
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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 後期セメスター授業開始 
 3 日 新入生ガイダンス             29 日 災害訓練 
    健康診断                 
 4 日 学内オリエンテーション 
 5 日 前期セメスター授業開始 
22 日～8 月 9 日 ナレッジ統合実習 
26 日 看護学生フォーラム 
30 日 新入生合宿研修(～5/1 まで) 
 
5 月                      11 月 
20 日 クリティカルケア実習等          2 日 医愛祭(～3 日まで) 
   (外 5 実習、～31 日まで)          17 日 指定校・公募推薦入学試験 
 
6 月                      12 月   
 4 日 スポーツ大会               1 日 開学記念日 
10 日 基礎看護学統合実習(～21 日まで)      8 日 第 2 期推薦入試 
25 日 講演会総会・教育懇談会          23 日 冬季休業開始 
 
7 月                       1 月 
 1 日 基礎看護学体験実習(～5 日まで)       6 日 冬季休業終了 
      地域看護管理論実習等           27 日 老年看護学実習(～2/7 まで) 

(外 4 実習、～26 日まで) 
 8 日 クリティカルケア実習等 
   (外 5 実習、～19 日まで) 
29 日 ナレッジ統合実習、マネジメント実習 
   (～8/9 まで) 
 
8 月                       2 月 
 3 日 オーブンキャンパス            4 日 一般前期入学試験 
10 日 夏季休業(～9/30 まで)            6 日 国立病院機構病院説明会 
   (～8/9 まで)                12 日 一般病院説明会 
                        18 日 一般後期入学試験 
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                        21 日 就職支援講座 
 
9 月                       3 月 
 2 日 各論実習―成育看護学実習Ⅰ(母性)等     8 日 学位記授与式・修了式 
   (外 8 実習、～12/20 まで) 
 
２－２   オープンキャンパス 
 8 月 3 日(土)国立病院機構キャンパスが実施され、受験生、父母等を合わせ、532 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通りである。 
 
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 (3 階 HN301 教室) 9:30～14:20 の間に 3 回に分けて実施 
(1 回: 60 分程度) 
【 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 (3 階 HM306 教室) 9:00～15:50 の間に 5 回に分けて実施 
 (1 回:50 分程度) 
 【 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 (2 階 HM206 教室) 
   ①東が丘看護学部個別相談 ②大学院修士課程 (高度実践看護コース、高度実践助産コ

ース、看護科学コース)、博士課程 
 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】 
  ①成人・老年看護学の紹介       HM104 
  ②地域看護学の紹介          HM107 
  ③看護基盤学の紹介          HM107 
  ④大学院高度実践看護コース      HM204 
  ⑤大学院高度実践助産コース      HM106 
 
５） 東京医療センター見学会 
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  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、東京医療センター看護部の案内 
  により、236 名の参加があった。 
 
２－３ 東が丘看護学部見学会 
  本年の見学会は、8 月 22 日(木)・23 日(金)の 2 日間にわたって実施され、受験希望者、

父母等を含め 152 名の参加があった。 
 
２－４ 入試説明会・見学会 
  来年度から東が丘看護学部に災害看護学コースを設置する予定としていることから、平

成 25 年 11 月 23 日(祝)の午後に立川市の国立病院機構災害医療センターを会場に入試説明

会・見学会を実施した。参加者は受験希望者、父母等を含め、198 名に達した。 
 
２－５  公開講座等の開催 (FD 企画を含む) 
①25.4.18(木)  17:30～19:00  HM201 
     テーマ: 「看護政策を考える」 
     講 師: 石田 昌弘氏 (日本看護連盟参与) 
②25.6.10(月)  18:00～19:30  HM201 
  テーマ: 「米国におけるナースプラクティショナーの過去、現在と未来の 
役割」 
   講 師: Garrett Chan 氏  (スタンフォード大学病院 ICU 医師) 
 ③25.11.7(木)  18:00～19:30  HM201 
     テーマ: 「質的研究とは何か、サブストラクション」 
   講 師: 北 素子氏 (東京慈恵医科大学教授) 
 ④25.11.15(金)  18:00～20:00  ゼミ室 
   テーマ: 「論文作成のためのサブストラクション」 
   講 師: 北 素子氏 (東京慈恵医科大学教授) 
 ⑤26.1.8(水)  18:00～19:00  HM201 
     テーマ: 「米国スタンフォード大学病院の救命救急・集中治療室における 
NP の活動状況、役割、医師の視点からみた NP の現状と期待  される未来について」 
   講 師: 御手洗 剛氏 (米国スタンフォード大学病院准教授) 
 ⑥26.2.26(水)  13:00～14:30  HM201 
    テーマ: 「臨床実習における学生への教育的な視点について」 
  講 師: 岩本 郁子氏 (東京医療保健大学講師) 
 ⑦26.3.17(月)  14:00～15:30  HM205 
    テーマ: 「看護師の卒後教育とキャリアパスについて」 
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  講 師: ジュリー・コンシダイン氏 (オーストラリア) 
  ⑧26.3.17(月)  18:00～19:30  東京医療センター外来棟 3 階大会議室 
    テーマ: 「看護師に求められる臨床診断能力 (特定看護師についても)」 
  講 師: ジュリー・コンシダイン氏 (オーストラリア) 
 ⑨26.3.18(火)  18:00～19:30  東京医療センター外来棟 3 階大会議室 
    テーマ: 「ラオスの医療・救急医療事情と日本との医療協力に関して」 
  講 師: ブンダ・ブソン先生 (ラオス) 
(注) 上記⑧及び⑨の講演は、東京医療センターの海外招聘講演を本学の学 
生、教員にも聴講させてもらえるようになったものである。 
 
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 6 月 4 日(火)に、駒澤オリンピック公園

内屋内球技場で開催された。東が丘看護学部からは教員 24 名と事務部 2 名が参加した。学

生は総数のみしか把握できていないが、両学部で約 400 名が参加した模様である。  
    2) 大学祭 (医愛祭) 
       全学行事である医愛祭が 11 月 2 日(土)・3 日(日)に世田谷キャンパスで開催され、

本年は 2 日間で 1,269 名と昨年を上回る来場者数となった。 
東が丘看護学部からは学科企画としてポスター及び写真による領域紹介をはじめ、看護体

験コーナーでは AED 体験を実施した。 
来場者は 1 日目に 100 名、2 日目には 169 名となった。 
他ブースでは手話サークルによる手話と合唱が行われるなど、例年にも増して特徴的な企

画が目を引いた。 
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３、 教育活動 
３－１ 平成２６度入学者選抜状況(選抜試験は平成２５年度に実施) 
概 要 
東が丘・立川看護学部看護学科（平成 26 年４月１日より名称変更）及び大学院看護学研究

科の入学者選抜の概略は以下のとおりである。 
 
東が丘・立川看護学部看護学科 

 
 
○ 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２６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 

入学者試験の概要 ※　（　）は、昨年度の実績
(名）

試験日

臨床 2 臨床 2

災害 2 災害 2

計  4 計  4

臨床 8 臨床 8

災害 2 災害 2

計 10 計 10

臨床 21 臨床 21

災害 15 災害 15

計 36 計 36

臨床 17 臨床 17 臨床 15 臨床 15

災害 15 災害 15 災害 13 災害 13

計 32 計 32 計 28 計 28

臨床 19 臨床 18 臨床 14 臨床 14

災害 21 災害 21 災害 17 災害 17

計 40 計 39 計 31 計 31

臨床 336 臨床 336 臨床 91 臨床 11

災害 161 災害 161 災害 41 災害 9

計 497 計 497 計 132 計 20

臨床 408 臨床 374 臨床 142 臨床 57

災害 204 災害 186 災害 60 災害 41

計 612 計 560 計 202 計 98

臨床 178 臨床 171 臨床 23 臨床 2

災害 77 災害 69 災害 7 災害 1

計 255 計 240 計 30 計 3

臨床 23 臨床 23 臨床 5 臨床 1

災害 8 災害 8 災害 0 災害 0

計 31 計 31 計 5 計 1

臨床 321 臨床 131

災害 157 災害 100

計 478 計 231

※　臨床・・・臨床看護学コース　　災害・・・災害看護学コース

(225)

(16)

(114)

(103)

(49)

(6)

1,542 1,473

6.0

(12) (12)

(3) (3)

(33)

附属・協力校推薦入試 11月17日(日)

11月17日(日)

11月17日(日)

(15) 15

(10) 10

センター試験利用入試
前期

 1月18日（土）・
    19日（日）

(15) 15

合計 (100) 200

2月18日(火)

合格者数
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ

33.1(27.7)

(3)

(12)

(3.3)

試験区分

12月8日（日）

志願者数Ⓑ定員Ⓐ

指定校推薦入試

公募制推薦入試

15

10 （－）

（－）

(34)

(5)

(415)

(645)

(249)

(16)

(299)

(12)

30

5

(103)(1,320) (13.2) 7.4

(13.7)

(22.5)

(3.2)

5.6

8.0

6.2

(616)

(1,374)

（－）

（－）

第2期
推薦入試

指定校推薦

公募推薦

(10)一般入試　後期

センター試験利用入試
後期

2月4日(火)

4

10

60

 1月18日（土）・
    19日（日）

(45)

（－）

2.1

3.9

（－）

（－）

一般入試　前期 100

(415)

入学者数

（－）

4

10

61

(3)

(12)

(12)

受験者数Ⓒ

（－）

（－）

（－）

（－）

(12)

(33)

(29)

(2)
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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） 
 
大学院看護学研究科 
入学者選抜試験の概要 

 

修士課程高度実践看護コース ※　（　）は、昨年度の実績
(名）

試験日

10月5日(土)

10月5日(土)

12月14日(土)

12月14日(土)

20 1.1

第2次募集
推薦入学試験

5(1) 5 (1) 5 (1) 5

7

2

21

7

7

2

21

7

5

1

18

(11)

入学者数

7

志願者数Ⓑ

(11)

(12)

(11)

(12)

第2次募集
一般入学試験

第1次募集
一般入学試験

第1次募集
推薦入学試験

(20)

(1)

(25)(20)合計

競争倍率
Ⓒ/Ⓐ

受験者数Ⓒ

(1)

定員Ⓐ試験区分

(25)

20

(1)

(1.3)

7

(1)

合格者数

(10)

(23) (20)

(7)

(1)

(11)6

1

24
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○ 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 
 
 
 
 

修士課程高度実践助産コース ※　（　）は、昨年度の実績
(名）

試験日

10月5日(土)

10月5日(土)

12月14日(土)

12月14日(土)

10 1.0

第2次募集
推薦入学試験

10 (11) 10(16) 12 (16) 10 (1.6) (11)

0

第2次募集
一般入学試験

(11) 2 (11) 2 (6) 2 (6) 2

(2) 0 (2) 0 (2) 0

2

第1次募集
一般入学試験

(3) 8 (3) 6 (3) 6 (3) 6

(0) 2 (0) 2 (0)

(2)

試験区分 定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ

第1次募集
推薦入学試験

(10) 10

(0) 2

入学者数合格者数
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ

合計 (10)

博士課程
(名）

試験日

10月5日(土)

12月14日(土)

2 2.0 4 4

4 4

合計 4 4

第2次募集
一般入学試験

4 4

00 0

2

第1次募集
一般入学試験

0

試験区分 定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数 入学者数

修士課程看護科学コース
(名）

試験日

10月5日(土)

12月14日(土)

若干名 55 5 5

第2次募集
一般入学試験

4 4 4 4

1 1
第1次募集
一般入学試験

1 1

若干名

試験区分 定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数 入学者数

合計
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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。 
 
基礎分野 
・健康問題の解決 
１）自然科学の基礎 
1 年次前期 
小宇田智子、伴信彦、今井秀樹、小野孝二 
 専門基礎分野、専門分野における高度な専門科目を履修するために必要知識を習得する

ため、生物、化学、物理、数学について基礎的な学習を行った。学生間で知識の差が大き

いため、理解しやすいようにスライドを工夫し、さらに個人的に質問に来る機会を与える

など、全学生が最低限の内容を理解できるようにした。次年度は、よりわかりやすいスラ

イドを作成し、高度な専門科目に対応できるような知識の習得を目指す。 
 
専門基礎分野 
１）臨床検査学演習 
2 年次前期（新カリキュラム）、3 年次通年（旧カリキュラム） 
伴信彦、今井秀樹、草間朋子、穴沢小百合、小野孝二、小宇田智子、大島久二 
 臨床査等の意義や基本原理を学ぶとともに、解剖生理学や生化学等の科目で習得した事

項を再確認する授業とした。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他、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、検査についての具体的なイメージを与えた。次年度は

関連科目の学習内容との連携を深め、知識のより確実な定着を図ることを考えている。 
 
２）臨床薬理学演習 
２年次前期 
今井秀樹、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
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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。来年度は薬理学を専門と

する非常勤講師に講義を依頼する予定である。 
 
３）国際関係論 
２年次前期 
日比野守男 
文系学部・学科での国際関係論と違い、本講義では学生が将来医療職等を就くことを踏ま

え、医療や介護のほか年金、少子化なども含めた社会保障制度全般について国際的な観点

からとらえることを目標とする。日本の社会保障制度を知るには世界の制度を知らなけれ

ばならない。これを踏まえ内外の政治、経済情勢などを踏まえながら、先進国共通の社会

保障制度の課題、欧米とわが国との比較、わが国の今後の社会保障制度のあり方などにつ

いて、事例を織り交ぜながら概説し、わが国の社会保障制度の特徴を浮かび上がらせる。

具体的には、わが国の制度について分野別に概説したうえ、同じ分野における海外の動き

を紹介し、国による制度の違いと共通性を理解してもらうように努めた。 
 社会保障制度は重要だが、若い世代にはとりわけ取っ付きにきい。それを補うために関

係する新聞記事を随時紹介し、身近に感じてもらえるようにした。次年度も、より分かり

やすく、社会との動きの中で社会保障制度を多面的・複眼的に理解してもらえるように工

夫したい。 
 
４）保健医療福祉システム論 
2 年次前期 
日比野守男、佐藤潤  

一見、つながりのないように見える地域における保健、医療、福祉に関するそれぞれの

制度が全く独立したものではなく、連携し合っていることを講義形式で説明した。 
将来医療職に就くものとして、過去に起きた特定の疾患患者への差別、薬害など医療の負

の歴史をはじめ、今後ますます求められるリスクの考え方、保健医療財政などについて現

状の評価、課題の抽出を行い、健康問題の解決に必要な社会資源の有効な利用、調整する

能力を向上できるように努めた。 
また、講義に変化をもたらすため、保健医療福祉の分野に関して、医療職として知ってお

かねばならない知識を過去の国家試験の出題傾向を踏まえて集中的に講義することで、学

生に関心を持ってもらい、理解を深めてもらった。 
すべて講義による授業であり、内容が広範囲で多岐にわたっているため、とまどいを感じ

ていた学生がいたことは反省材料である。システム的な思考をきちんと身につけてもらえ

るように、より興味を引く講義に努めたい。 
５）公衆衛生学 
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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。 
 
６）英語論文の講読 
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

めのテキストを採用したが、例年通り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、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 
１）看護研究演習Ⅰ 
3 年次前期 
伴信彦、今井秀樹、金子あけみ、小野孝二、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、依頼状・承諾書の作成、質問紙の作成、統計解析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、講義とグループ討論、個別作業を

適宜組み合わせた。 
 
２）卒業研究 
4 年次後期 
草間朋子、今井秀樹、伴信彦、小野孝二、その他全教員 
 8～9 人のグループごとに一つの研究テーマに取り組み、論文として成果をまとめ、プレ

ゼンテーションを行った。 
[卒業研究テーマ一覧] 
看護師の職務満足度に関する文献検討 
看護系大学に通う女子学生の携帯電話依存傾向と日常生活への影響 
大学とその周辺の大気汚染について: 二酸化窒素に注目して 
マルチエージェントモデルによる学級内インフルエンザ感染伝播シミュレーション 
看護学生のストレスに関する研究: 看護系大学1期生が1期生特有であると認識している臨

床実習のストレス要因と対処方法 
オリジナルマッサージを併用した足浴の効果: 足浴バケツ内で実施可能なマッサージ方法
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を用いて 
大学生男女の人工妊娠中絶観及び中絶が及ぼす心身への影響と避妊法の知識の実態 
乳児後期の子どもが力を発揮できる看護に関する研究: 看護学生の語りから 
電動歯ブラシの使用方法についての説明前後における口腔清掃効果の比較 
退院支援総合評価表活用効果の検証と今後の課題 
女子大生における子宮頸がん検診の受診率向上のための環境要因に関する研究 
認知症高齢者の家族介護者が訪問看護師に求める情緒的支援（心のケア）と背景との関連 
 
【総合看護学領域】 
教育方針 
 
科目の教育活動 
専門分野 
・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。昨年度はテキストを用いなかったが、今年度は医療倫理、看護倫理にはさまざまな専

門用語の理解や倫理的問題の捉え方、解決方法について自己学習でできるよう事例掲載が

多いテキストを用いた。また 1 年次生で実習経験が少ない学生たちが自分の問題としてイ

メージできるよう毎回、授業開始時に倫理的判断が必要な場面を記載した用紙を配布し、

学生個々がどのように判断するかについて記載する時間を 10 程度確保し、倫理的感受性を

刺激するように工夫した。 
 2 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。今年度は事前に個人ワークを行ったため、昨年度よりも一歩踏み込んだ事例

分析ができた。来年度は１つの倫理的問題について学生全員でフリーディスカッションし、

各自の考えを問い表現する場面を設定する予定である。 
 
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

し看護の奥深さ、面白さに関心を持ってもらうことが講義の目的である。10 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。また、
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4 つの中範囲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

のかに関しできるだけ例を挙げ、説明の方法を工夫した。授業開始時に毎回、看護理論の

機能要素（人間、環境、健康など）などに関する学生の考えを記載する時間を 10 分程度確

保した。授業最終日に毎回記載したものをまとめて学生に返却し、現時点での自分の看護

観に興味を持ち、さらに看護理論に興味が持てるよう工夫した。授業が説明が主で単調に

なりがちなので、来年度はより学生の参加を促すような教育方法を工夫したい。 
 
【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 
・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。今年度はグル
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ープワーク前の準備内容を確認したことにより、意見交換も効果的に行えた。さらに、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、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、配付

資料や文献をじっくり読み込むといった学習方法も強化していきたい。 
 
２）基礎看護学体験実習  
1 年次前期 
穴沢小百合、松山友子、髙橋智子、髙野律子、竹前良美、佐藤佑香、諸原純子、田中恵子、 

武内淳子、島内ミチエ 
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 16

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。それまでの講義・演習を通して学んだ

看護・人間・健康・環境の内容について、臨床現場の見学や看護活動・環境に関する説明

を通して体験的に学ぶことができる。学生は看護職を学ぶ者として医療に触れ、考えるこ

とで、入学前の医療や看護に対する考えを深化させたり修正したりする。そのため、カン

ファレンスやまとめの場で教員が見学、説明内容を教材化して提示すること、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。最終日の発表会では、さまざまな看護単位を超えた学びが共有され、

それぞれの看護単位の特徴が共有できた。 
初めての実習ということもあり、学生には多大な緊張が見られた。また、実習生として

社会的な場に赴くことが初めてであることもあり、身だしなみや挨拶、言葉遣いなどの基

本的態度、健康管理、時間厳守などの基本的事項の強化が課題として明らかになっている

ため、それらを意識的に整えられるように指導を継続していく。さらに、看護師としての

専門的態度も見学の中から学べるよう、引き続き支援していく。 
 
・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、髙橋智子、髙野律子、竹前良美、佐藤佑香、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
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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強

化については、実技試験課題に取り組む時間を設け、技術の中間自己評価を導入した。今

後も学習の継続や反復に向けた評価・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、髙橋智子、髙野律子、竹前良美、佐藤佑香、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、点滴静脈注射の技術を中心に

教授した。 
点滴静脈注射の技術では、点滴中の患者のトイレ歩行援助と点滴中の患者の清潔援助を

実施し、日常生活援助と診療の補助技術を統合して実践する能力の育成をめざした。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することで、対象の個別に合った援助に近づいていくこと

が実感できただけでなく、安全・安楽、倫理的配慮等の視点で評価することで、これまで

課題としてきた配慮の行き届いた援助になり得ることが学べたようであった。 
今後も診療の補助技術において重要な倫理性・正確性・安全性を意識付けられるように授

業を工夫していきたい。これに加え、使用教材としての点滴物品等も現在臨床現場で使用

しているものにより近いものを取り入れ実践できるようにしていく予定である。また、臨

床場面で出会うことの多い点滴中の患者への日常生活援助では、日常生活援助のみに集中

するのではなく、点滴の刺入部や滴下状態等にも配慮が出来るよう指導していきたい。 
 
３）看護実践技術論Ⅲ（看護技術の統合） 
1 年次後期 
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穴沢小百合、松山友子、髙橋智子、髙野律子、竹前良美、佐藤佑香、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

提供する意義と方法を学習することを目的に授業を展開した。 
講義では、対象の個別に合わせた看護援助の必要性と方法の判断、それらを踏まえた援助

計画の立案・実施・評価・修正の重要性について教授した。演習では、さまざまな清潔援

助について、事例をもとに学生各々が患者の個別に合った援助計画を考え実施した。各々

立案した計画をグループ内で検討することにより、同じ清潔援助でも様々な考え方や方法

があることを学び、患者の個別に最も合った援助方法は何かを試行錯誤していた。また、

その計画を実際に実施・評価することで、検討を重ねるごとに個別に合った援助を提供で

きるようになっていた。さらに、実習で用いる記録用紙を使用し、計画・実施・評価の一

連の記載、修正の方法を指導した。学生はこれら一連の過程が最善の看護実践につながる

ことを学ぶとともに、基本的な記載方法が習得できた。 
診療の補助技術の一部として、排泄機能に障害がある患者の援助の浣腸や膀胱留置カテ

ーテルの挿入・抜去を講義の内容を踏まえて演習を行った。今年度は使用するモデル教材

を改良して使用することで、モデル内に浣腸液を注入することが可能になり、よりリアリ

ティのある演習を実施することができた。今後もより臨場感のある演習ができるよう教材

を工夫すると共に、学生が自ら思考し、創意工夫して対象の個別に合った援助を実施でき

る様働きかけていきたい。 
 
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、髙橋智子、髙野律子、竹前良美、佐藤佑香、諸原純子 
 対象の健康問題を把握するために必要な観察、コミュニケーション、バイタルサイン測

定の技術について教授した。 
観察では一人の人間を系統的かつ包括的に捉えるツールとして、ヘンダーソンの 14 の基

本的ニードの枠組みに沿って情報収集の視点を抽出・整理し、個々の学生が独自のアセス

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活用

し、患者の健康問題をアセスメントするための基盤となった。コミュニケーションの技術

では事例患者に対して健康歴の聴取や問診を行い、より実践的な学習になるように工夫し

た。バイタルサインの測定では血圧測定の原理と方法を学習した後、一人ひとりの学生の

技術の習得状況を確認した。現在、水銀血圧計・電子血圧計の両方を用いて学習を進めて

いるが、水銀血圧計の使用は廃止の方針である。血圧測定の原則を確実に習得するための

教材としてはタイコス型の血圧計が望ましいと考えており、今後は水銀レスのタイコス型

の血圧計に移行する予定である。電子血圧計により自己管理をしている患者も多く、社会

的な変化や患者の個別性に合わせた物品の選択ができるように教材を選定し指導したい。 
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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、髙橋智子、髙野律子、竹前良美、佐藤佑香、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。 
演習では自ら学ぶ主体性を強化したいと考え、テキスト等を参考にしながら主体的に学習

する時間を十分に確保すると共に、演習の進め方や援助内容を学生間で検討して実施する

ようにサポートした。これにより、学生は意見交換をしながら演習を進め、教員への質問

も多く、活発に演習を行うことができていた。また、事例患者に対する問診とバイタルサ

イン測定の援助計画を立案・実施の演習では、学生の考えや計画を尊重し計画通りの実施

をサポートしたことで、患者の反応も含め実施場面を振り返ることができ、計画や実施に

対する評価が充実した。さらに、大学院生による「異常心音」に関する講義・演習では、

フィジカルアセスメント能力の強化に加えて、将来の看護師モデルとして今後の看護学の

学習に対する動機付けにもなった。まとめとして、フィジカルアセスメントの重要性や自

己の課題、看護師がフィジカルアセスメントを行う意義等について、グループワークと発

表を行い、今後の発展的な学習に向け必要な内容を明確化した。今後は実践の場面でも正

確かつ効果的なフィジカルアセスメントが行えるよう指導を工夫していきたい。 
 
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、髙橋智子、竹前良美、髙野律子、佐藤佑香  
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、昨年度と同様にグループワークや小テストで基本的知識の強化を図ったが、事例

展開課題や 2 年次の基礎看護学統合実習では、それらを活用できない学生も少なくなかっ

た。今後も基本的知識の定着を課題とする。 
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７）基礎看護学展開実習 
1 年次後期 
松山友子、穴沢小百合、中村裕美、中川陽子、髙橋智子、秋場研、岡野由美子、加藤由希

子、黒木七瀬、小嶋純子、佐藤佑香、竹前良美、中村孔美、早坂奈美、堀田昇吾、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、看護技術演習において本実習と同様の記録用紙を用いる事例展開を 3 回実施し

たことにより、実習における思考の整理が前年度に比べさらに進められた。また、実習指

導の面では 4 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、中村裕美、中川陽子、髙橋智子、浅田千加子、今井真

喜、小川弥生、小嶋純子、髙野律子、佐藤佑香、竹前良美、中村孔美、野村京子、早坂奈

美、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、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。 
一方、看護過程展開の基本的知識の定着が図れていない学生が少なからずいた。看護過程
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に関する一年次の授業終了後、実習に至る期間が暫く空いていることから、次年度は既習

学習の復習を含めた事前学習の方法の検討と強化を図りたい。 
 
９）看護教育学 
4 年次後期 
松山友子、穴沢小百合 
看護教育の教育制度・教育課程等の歴史的変遷について学習し、看護学境域に関する現

状と今日的課題について考察した。また、看護学教育の特徴となるカリキュラムや教育方

法および評価の概要を学習することを通し、看護職者としての教育的視点を養うとともに、

自らのキャリア開発に向けた教育や自己評価の意義を検討した。教授-学習方法としては、

授業開始時に看護教育学に関する学生の疑問を洗い出し、その疑問を解決すべく、大学に

おける看護学教育に関わる制度やカリキュラムに関する資料を用いて学習を進めた。また、

実際の授業例を用いて看護学教育の授業設計や評価の考え方を学習した。さらに、キャリ

ア開発に関しては、「新人看護職員研修ガイドライン」等を読み、新人看護師としての活用

方法を検討した。学生は、教育に関する制度や用語は難しかったが、4 年間の自分の学習成

果を大学のカリキュラムと合わせて考えることができ、これからも学び続けることの重要

性を認識できたと述べていた。毎回レポートを課したことが大変だったという反応もあっ

たが、学ぶ側の視点だけでなく教える側の視点へも視野を広げて考えることができ、自ら

の学びや大学における教育の意義を見直すことができたと述べていた。次年度も講義のみ

でなく、学生の考えをまとめる課題を継続したい。 
 
【成人・老年看護学領域】 
教育方針 
成人老年看護学は、本学の主要な教育目標であり、将来の医療保健福祉を支えるために

重要とされる「看護実践能力」育成分野の教育を主に担当している。成人・老年期におけ

る人間・健康・生活に関する知識と思考を基盤として、演習・臨床実習における学習内容

を科学的・理論的に統合し臨床看護実践能力を高める。具体的な展開としては、事例を多

く用いて成人・老年期の対象を幅広くとらえ、そのうえで健康問題・健康障害・病期を理

解し、看護の視点を追及する。臨床実習では既学習内容を統合して科学的・理論的な看護

方針のもとで看護を実践する。また実践力の重要な核となる看護技術については、本学が

定める看護技術到達水準にもとづいて、臨床での応用能力にまで発展的に学ばせる。 
看護者として、かけがえのない一人一人をとらえる感性と人間観を兼ね備えた看護専門者

の育成を目指す。 
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科目の教育活動 
専門分野 
・医療臨床実践看護学 
１）成人看護学概論     
1 年次後期  浅野妙子、真下綾子 
成人期の人の心身の特徴と、成人期を生きる人の役割について社会、経済、家族へと視野

を拡げて考えられるように導入した。青年期、壮年期の健康問題を持つ事例を提示し、グ

ループワークで話し合って健康管理、社会的な役割、健康政策について討議した。その際、

発達、発達段階、発達課題についての理論家の意見を意図的に導入した。さらに国民健康

づくり対策の歴史的な背景と流れについて説明し、「国民衛生の動向」等を参考にした統計

データを多く用いて社会的な動向と健康政策への関心を高められるよう働きかけた。 
後半では成人期の健康問題に関して、医師でがんを患った患者の手記や難病を抱え、最後

は亡くなった同年代の 20 代女性の日記を授業前に配布し、授業の中で成人期の各期に病気

を抱えることの苦しみ、悲しみ、そして家族や社会とのつながり、その人を取り巻く医療

について考えるよう授業を行った。グループワークで個々に自分の感じたこと、患者をど

う理解し、支えるのかということに関して話し合い、グループごとに発表するよう授業展

開を行った。また、リプロダクティブヘルスや余暇に伴う身体障害、更年期の特徴等も教

科書を輪読しながら、理解を深めた。また、授業方法としては、中間に小テストを行い、

重要なキイワードを正しく理解することなど工夫を行った。 
 
２）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

が主体的に学ぶということを重要な課題として授業を導入した。最初に急性期の看護をイ

メージできるように救急医療の現場に関するＤＶＤを利用し、次にクリティカルな状態の

体験を著した著書を数冊講読させてレポートとし、解説をしてクリティカルな状態のリア

リティーに迫ることができるよう意図した。また、学外講師の講義を企画し、循環器系を

中心として医療、治療等の最新情報を取り入れた結果学生の反応は良好であった。さらに

クリティカルな状態の事例を提示し、看護過程展開についての講義とグループワーク演習

を行った。クリティカルな経過における看護過程の展開は容易ではないがグループワーク

の経過中に具体的な方向づけを行うことで補いながら進めた。クリティカルな状態の対象

患者への看護実践としてドレーン、創傷処置、輸液ポンプの扱いについて演習を行った。 
 
３）終末期看護の探求 
3 年次前期 竹内朋子 
終末期医療にまつわる今日的課題に対して考察し、チーム医療の一員を目指す者として
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自己の見解を他者に表現する契機となる講義を目標にした。講義およびその前後のレポー

ト課題をもとにテーマに沿って討論することを重視した。また看護学以外の学問領域から

も講義資料を引用することで、終末期医療に関する多様な価値観を共有し、理解できるよ

うな構成に工夫した。さらに、各自の死生観を深めるための体験型ワークも取り入れた。 
 
４）クリティカルケア実習 
3 年次通年 浅野妙子、小川弥生、中村孔美、今井真喜、野村京子  
 急性期にある患者１名を受け持ち、その人の急性発症、治療期、回復過程を辿りながら

対象者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、統合させるための臨地における学習方法と

してリアリティーオリエンテーションを用いた。 
また、受け持ち患者の日々の看護実践に関する援助評価と翌日の援助についての計画、学

習の方向付けを担当教員が学生と共に行い、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 
実習展開を目指したい。 
 
５）セルフコントロール支援実習   
3 年次通年 真下綾子、小川弥生、中村孔美、今井真喜、野村京子  
 慢性期にある対象の特徴を理解し、対象が生活過程を整えながら社会生活を営み、セル

フマネジメント能力を身につけるための援助のあり方を学ぶ。対象のエンパワメントのプ

ロセスを発展させるための看護者の役割について理解し、実践できる基礎的能力を養うこ

とを目的として 2 週間の実習を行った。学生は主に脳梗塞等の脳神経障害のある患者や肝

臓疾患の慢性期にある患者を受け持ちながら、患者の看護過程を展開し実習を行っていた。

しかし、患者の個別性のある看護計画及びそれに基づいた看護実践を十分展開するまでに

至っていない学生もいたため、今後は、個々の学生に対して患者の疾患・治療・看護を正

確に把握したうえで個別性のある看護が実践できるよう支援していく予定である。 
 
６）終末期看護実習 
3 年次通年 竹内朋子、真下綾子、今井真喜 
 昨年度まではグループ単位の受け持ち制であったが、より効果的な学習を目指し、本年

度から各自が 1 人ずつ終末期患者を受け持つ体制にした。これにより、各自が積極的に受

け持ち患者と向き合い、より主体的に看護実習を展開することができるようになった。受

け持ち患者全員が必ずしも終末期には該当しなかったものの、臨死期・臨終時・死後のケ

アを実践したグループメンバーの実習体験についてカンファレンス等を通して共有し、各
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自の学習を深めることができた。 
 今後も終末期患者の安楽と尊厳を重んじ、その人らしい最期を迎えるための看護実践能

力を高める実習を目指したい。 
 
７）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をとらえる看護観を育成すること

を最大のねらいとした。まず、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、高齢者自身の社会的な体験について複数の著書を用いて説明した。また「自分が

暮らしたい夢の超高齢社会」についてグループワークを通じて学習内容を広げた。単なる

夢に終わらないように衛生統計、国民調査資料を多く用いて現状を把握した。さらに社会

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と現状、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

についても講義で導入した上でグループワークとし、多くの成果を得た。 
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目指していく。 
 
・臨床実践看護学 
１）成人看護学実践論Ⅱ 慢性期 
2 年次 前期  
真下綾子、今井真喜、中村孔美、小川弥生、野村京子 
 
 最初の講義では、慢性期疾患をもつ患者の病みの軌跡などを考えられるよう、慢性腎不

全で透析治療が必要な患者の DVD を用いて、患者の苦しみ、家族の支え、看護職者として

のかかわりが考えられるよう授業展開を行った。また、セルフマネジメントのための対象

の理解や自己効力感などの諸理論については、知識が深まるよう、教科書の熟読などの事

前課題を課した。さらに糖尿病、慢性呼吸不全、肝硬変・肝がん等の慢性期疾患に対する

看護は、事前に解剖、疾患の治療を学習するよう課題を課したうえで授業を行った。各疾

患の看護の展開については、実際の看護場面を DVD の映像等ストーリーを交えて授業を行

うよう配慮した。また看護師国家試験の頻出問題に関して、授業の中で紹介し、実際に説

いて説明を加え、看護師の資格をとるための学習の積み重ねを行うことの重要性を説明し

た。授業方法としては、学生が質問できるよう授業の最後に時間をとることや、課題やレ

ポート等の内容に知識の不足がある学生は別途個別に対応した。来年度は、学習効果が深

まるようさらに小テストを数回組み入れながら国家試験対策にも通じるよう努力したい。 
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２）成人看護学実践論Ⅲ（回復期） 
2 年次後期 
竹内朋子、岩渕起江、今井真喜、中村孔美、野村京子、秋場研 
外科的侵襲または障害からの回復過程にある患者に対して、患者の回復への意欲を引き

出すための看護について理解することを目標にした。講義に先立って、解剖生理や病態生

理等の事前課題を課し、既習の知識を統合して看護実践へ活用する学習スタイルを身に付

けられるようにした。さらに、回復期患者事例に対して看護計画を立案し、その看護計画

を患者役に模擬実践するシミュレーション発表を通し、臨床場面を意識した実践的な看護

過程を展開できるよう工夫した。 
 今後も回復期看護に必要な知識と看護実践能力を高める講義を目指したい。 
 
３）老年看護実践論 
2 年前期  
岩渕起江、今井真喜、小川弥生、中村孔美、野村京子 
 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。演習では高齢者疑似体験セットを装着することで、いつどのような援助がなぜ必要な

のか？を考えることができた。おむつ交換の演習では学生同士で実施したが、高齢者の身

体的特徴を理解できるといった学習目標に到達することができなかった。これに関しては

次年度の演習内容を検討していきたい。看護過程の演習はゴードンの看護診断アセスメン

トに基づき、高齢者に多い疾患及び症状の事例を展開することができた。同じ事例を用い

ていたが、アセスメントや問題立案までの内容がグループによって異なっており、それら

については積極的な意見交換を実施し学びを共有できた。 
 
４）老年看護学実習Ⅰ 
2 年後期  
岩渕起江、浅野妙子、真下綾子、竹内朋子、中村裕美、今井真喜、中村孔美、早坂奈美、

牧栄理、黒木七瀬、堀田昇吾、秋場研、諸原純子 
 それぞれの施設に実習に行くことによって、地域・施設における高齢者の現状と看護師

の役割を理解することを目的とし、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、デイホ

ーム、めぐろボタンティア区民活動センターで実習を行い、国際福祉機器展に参加した。

ほとんどの学生は高齢者には入院患者として接しており、ボランティアに活動に参加する

ことによって、健康で自立した高齢者を理解することができた。「入院前、入院後はこの生

活を送ることができるよう、看護していく必要がある」と学びを述べていた。特別養護老

人ホームやデイサービスセンターにおいては、認知症の方へのコミュニケーションを中心
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に、指導者と共に日常生活の援助も実施した。また、高齢者のライフヒストリーについて

考察するといった実習内容を取り入れたが、認知症の方についての展開方法については課

題となった。 
  実習最終日は学内にてまとめの発表会を実施し、異なった施設の情報交換や学びを教

習することができた。 
 
【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。 
 学生がさまざまな状況にある子どもと家族を理解できるために、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 
専門分野 
・臨床実践看護学 
1) 小児看護学概論 
 2 年次後期 
 小村三千代、佐藤朝美、堀田昇吾 
  
小児看護学概論は、小児各期の成長発達および発達理論や成長発達評価、新生児期か 

ら乳児期、幼児期、学童期および思春期の子どもを理解し、小児医療や小児看護の歴史的

変遷、小児看護における倫理、小児看護の理念および機能を学び、小児看護が担う役割と

課題を明確にすることを目的としている。 
今年度から健康な小児を理解することをねらいとして、乳・幼児期の子どもの成長発達

の講義終了後、幼稚園見学（1 日）を実施した。幼稚園見学では、1 歳から 6 歳までの子ど

もと学習や遊びを通してかかわることで、成長発達に個人差があることや年齢による遊び

や運動機能、言語発達が異なることを学び、小児看護学実習で活用したい学生の多くが述

べていた。また、小児看護におけるスパービジョンでは、発達段階の異なる事例を用いて

小児看護とは何か具体的に考えることができた。今後は、次の小児看護実践論につなげら

れる講義内容を継続して検討する。 
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・医療臨床実践看護学Ⅱ 

1) 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 

佐藤朝美、小村三千代、堀田昇吾 

 

 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。 

 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の 2箇所の病棟において

2週間（10日間）実施した。今年度は、入院している子ども 1人を学生 2人で受け持つ方

法を取り入れ、さらに実習 1週目に学内演習日（水曜日）を設け、基礎知識の確認とアセ

スメントの指導、子どもに合わせた看護実践のシミュレ―ションを行った。その結果、学

生はお互いに学び合いながら学習やケアをすすめることができ、子どもが示す反応の意味

を考え、子どもの力を発揮するための援助の工夫を実践することができた。また、家族に

ついてはディスカッションを通して理解が深められ、関係構築への援助ができた。次年度

は、学生の学習達成度や技術到達度の評価を行うとともに、実習指導者を交えてより良い

実習指導方法を確立していく。 

 
【母性看護学領域】 
教育方針 
母性看護学では、女性のライフサイクル (乳幼児期・思春期・成熟期・更年期・老年期)

およびマタニテイサイクルにある妊娠・分娩・産褥・新生児の生理・病態と母子およびそ

の家族への援助理論と方法について学ぶことを目的としている。科目は母性看護学概論、

母性看護学実践論、母性看護学実習で構成している。特に母性看護学実習は妊娠期・分娩

期・産褥・新生児期に重点を置いて実習を展開する。 
 
科目の教育活動 
専門分野 
・臨床実践看護学 
１）母性看護学概論 
 2 年次 後期 
 宮﨑文子、大石時子、小嶋奈都子、早坂奈美、黒木七瀬、加藤江里子 (大学院生 TA) 
 母性看護学概論では、母性看護の基本概念および意義を理解し、人間の性と生殖 (種族保

存) の側面から、女性の全生涯を通じた健康生活の促進と健康問題への対応に視点を置き、

母性各期における援助方法および母性看護の役割と重要性について認識を深めることをね

らいとした。講義内容は、母性の概念、リプロダクテイブヘルス/ライツの概念、セクシュ
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アリテイー (性の概念)、母性看護とは、社会の変遷と母性看護の歴史、母子保健施策、母

子保健統計から見た母子保健の動向、母性看護の対象となる人の理解、女性のライフサイ

クル各期 (思春期、成熟期、更年期・老年期) の健康問題と看護、母子保健に関する関係法

規、母性看護における倫理的課題 (生命倫理) と対処法 (演習) について教授した。本年度

は特に母性看護領域の倫理的課題を重視し 3 事例を取り上げ GW による対処法 (ICN の手

法に基づいて) を訓練した。発表・講評による主体的授業展開で思考過程が安定した。全体

的に学生参加型の授業内容を取り入れ出席状況は良好であった。来年度も教材の精選を行

い教授法を継承していきたい。 
 
２)成育看護学実習Ⅰ 
3 年次前期・後期 
関屋伸子、宮﨑文子、早坂奈美、黒木七瀬 
 妊娠期のケアとして、産科外来の妊婦健康診査における妊婦計測の実施や超音波診断法、

母親学級、助産師外来等の見学をした。分娩期のケアでは正常な経過をたどる産婦の見学

を行った。産褥期のケアでは看護過程の展開を実施し、学生は１組の母子に対する看護ア

セスメントとケアプランを立案した。看護実践として臨地実習指導者及び指導担当教員の

指導のもとに、健康状態の観察、進行性変化・退行性変化の促進、沐浴などを行った。産

後 1 か月健診の母体のフィジカルアセスメントと保健指導を見学した。病棟カンファレン

スでは受持ち母子へのケアについて学生が主体となりディスカッションを行った。 
 学内指導では、妊婦や新生児の模型や DVD などの視聴覚教材を用い、身体的・生理的な

特徴がイメージできる工夫を行った。周産期の異常へのケアについてはカンファレンスを

実施した。 
 次年度は、周産期における母子とその家族の身体的・心理的・社会的ニーズについてマ

タニティ診断を導入し、母子の観察や健康状態に対する判断力の強化を計画している。 
 
【精神看護学領域】 
教育方針 
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 
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専門分野 
・臨床実践看護学 
１）臨床コミュニケーション論 
2 年次前期 
田中留伊、伊藤桂子、中村裕美 
本年度より開講した必修科目であり、看護を提供する上で重要なコミュニケーションに焦

点を当てた科目である。コミュニケーションの構成要素や影響する要因などの理解を深め、

自己のコミュニケーションを見つめ直し、自己啓発していく重要性を認識することを目的

とした。内容としては、日常的な場面の「聴く」・「話す」等の技術について、陥りがちな

課題に焦点を当てながら、段階的に実際の臨床場面での効果的なコミュニケーションを考

えていける構成とした。また、看護場面での対象との支援関係形成や信頼関係構築を考え

ることを目的として、プロセスレコードを活用した。学生が積極的に参加できるように、

すべての授業において、ワークシートを用いた体験型の授業展開を行った。コミュニケー

ションが上手くいくことだけにとらわれず、専門的で相手の立場に立った自分らしいコミ

ュニケーションを常に模索していけるような授業展開を心がけていきたい。 
 
２）精神看護学概論 
2 年次後期 
田中留伊、伊藤桂子、中村裕美 
初学者であるため、できる限り難しい専門用語を用いず、精神看護について関心が持てる

ように心がけた。また、こころの働きや精神的健康、障害の概念や障害者の歴史的背景が

理解できるように、教科書やオリジナルのスライドを用いながら授業を行い、将来看護師

として、精神障害や精神障害者とどのように向き合っていくのか考えられるような課題を

与えた。また、健康レベルに応じた人間理解を深め、精神障害者の健康増進・ノーマライ

ゼーションを推進するために必要な基礎的な知識を身につける。一方的な授業にならない

ように、授業内で学生が発言できる機会を設けたり、リアクションペーパーを書かせるな

どの配慮を行った。 
 
３）精神看護学実習 
3 年次通年 
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
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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。 
 
【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、地域包括ケアシステム、施策化等について学習する。 
 
科目の教育活動 
専門分野 
・医療臨床実践看護学 
1）在宅療養支援実習 
3 年次後期 
清水洋子、松沼瑠美子、佐藤潤、牧栄理、榊山登紀子、柳澤尚子、小泉美佳、赤木華子、

安藤さゆり、利倉尚子、汐月聡子 
 
 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。訪問看護ステーションでの実

習日を増加したことで、施設により差はあるものの同事例の継続看護を体験できる学生が
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増加した。実習報告会では主体的な意見交換を促すことにより、グループの中には学生が

主体的に司会進行を行いながら活発に全体討議を展開し、実習の学びがより深まった。個々

の学生の実習目標到達度に差がみられるため、実習前の準備段階として疾病や病態の理解

など基礎知識の徹底を図り実習の学習効果の向上を目指したい。 
次年度、本科目は新カリキュラムに移行するため開講せず 4 年次に開講予定である。 
・地域看護学 
1）地域看護学概論 
3 年時前期 
清水洋子、佐藤潤、牧 栄理、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と活動方法、保健・医療・福祉の連携に基づく支援体制、公

衆衛生看護および保健師活動の現状と課題について学ぶことを目的に講義を行った。地域

看護の対象や活動の特性、ヘルスプロモーションの展開や地域包括ケアに必要なネットワ

ークづくり、連携・協働の基礎知識と実際のイメージがもてるように、DVD や写真など媒

体を多く活用して教授した。また、能動的な学習ができるようグループワークや全体討議

による意見交換を行うことで学習意欲の向上を目指した。 
次年度からは新カリキュラムとなるため、看護師に視点をおいた地域看護学の授業内容を

構成し展開していく予定である。 
 
2）地域看護管理論 
3 年次前期 
清水洋子、佐藤潤、松沼瑠美子、牧栄理、齋藤夕子、鈴木晶子、国松明美 
 
 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、地域包括ケアシステム、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。学習意欲を高め学習効果の向上を目指して、都市部と地方町村で活動

する保健師の講義をとりいれ、演習ではアセスメントや企画、援助の実践能力を育成する

ために事例に基づいた家族アセスメント、グループインタビューの計画、健康教育の計画

立案・発表を行うなど教育内容を工夫した。これにより、実際の地域看護活動のイメージ

化および実践能力の基礎知識を強化することにつながった。 
次年度、本科目は新カリキュラムに移行するため今年度で終了となる。 
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3）地域診断論 
3 年時前期 
佐藤潤、清水洋子、牧栄理 
 
 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、本科目は新カリキュラムに移行するため今年度で終了となる。 
 
4）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。 
 
5）地域看護活動展開論 
3 年次後期 
清水洋子、佐藤潤、松沼瑠美子、牧栄理、篠崎育子、柳澤尚代、椚 時子、小川一枝 
 
 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、地域特性

を踏まえ、行政保健、学校保健、産業保健、在宅ケアの場において、そこで生活し活動す

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、難病の各対象別、病態別に知識の確認と援助技術の習得を図

るため、各分野の専門領域で活動する保健師の講話や活動事例を通して援助技術の基礎を

身に着けられるよう授業を構成した。さらに演習方式により健康相談、保健指導、家庭訪

問の計画立案と模擬体験演習を行うことで、これまで学習した知識・技術の確認と自身の

課題の明確化につながった。 
次年度、本科目は新カリキュラムに移行するため今年度で終了となる。 
 
6) 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 
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 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、本科目は新カリキュラ

ムに移行するため今年度で終了となる。 
 
7）地域看護管理論実習 
4 年次前期 
清水洋子、松沼瑠美子、佐藤潤、牧栄理、柳澤尚子、高野郁子、佐久間京子、榊山登紀子、

利倉尚子 
 
地域で生活するあらゆる健康レベルの人々の健康を生活者の視点から捉え、個人、家族、 
集団、地域を対象とした援助のための計画立案・実施・評価、実際の活動を通して地域の

人々や関係職種、関係機関との連携・協働・ネットワークづくりの必要性と具体的な活動

の方法を学ぶことを目的に実習を行った。実習は東京都杉並区保健所・保健センター、豊

島区保健所・保健センター、目黒区保健所・保健センター、荒川区保健所、および目黒区

の地域包括支援センター、杉並区の地域包括支援センター、練馬区の地域包括支援センタ

ー、川口市の地域包括支援センター、鎌倉市地域包括支援センター、茅ケ崎市地域包括支

援センター、の機関で実施した。実習の振り返りと学習課題を明確にするため、実習の中

間と最終日に実習指導者と学生、実習指導教員でカンファレンスを実施し、効果的な実習

ができるよう努めた。実習を通して家庭訪問の計画立案から実施、評価の一連を体験し、

学生の約半数は健康教育の企画だけでなく実際に対象の前で実践し、評価までを体験する

ことができた。実習期間の最終日には学内で実習の報告会を実施し、グループワークと全

体討議により各自の学びの確認、全体での学びの共有化を図った。 
次年度は学生の学習到達度や要望、施設指導担当者、指導教員の意見を反映させ、より効

果的な実習につなげたい。 
 
8）地域看護活動展開論実習 
4 年次前期 
清水洋子、佐藤潤、牧栄理、柳澤尚子、高野郁子、佐久間京子、榊山登紀子、利倉尚子、

吉越拡美、増本晶 
 
地域の特性、地域で生活する人々の状況をホリスティックにとらえ、学校、職場などの社

会生活の場での対象のアセスメントにより健康課題を把握し、健康増進を支援していくた

めの看護実践能力を身につけることを目的として実習を行った。学校施設は世田谷区立小

学校、目黒区立小学校・中学校、私立中学高等学校において、養護教諭のもとで学校にお
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ける保健安全管理，保健活動の実際と養護教諭の役割を学び、職場は内田洋行健康保険組

合、中外製薬株式会社、味の素株式会社、株式会社資生堂久喜工場にて、保健師のもとで

産業保健活動の実際と産業保健活動の仕組みや産業看護職の役割について学習した。実習

期間の終了日にはグループワークと全体討議を行い、個々の実習の振り返りと学生間の実

習成果の共有化を行うことにより、実習施設の特徴や養護教諭、保健師の役割について理

解が深まった。 
次年度は学生の学習到達度や要望を踏まえ、実習施設指導者と実習指導教員との連絡調整

を図りながら、より教育効果の高い実習ができるよう目指したい。 
 
３－３ 科目の教育活動（研究科） 
共通科目 
１）医療倫理特論 
1 年次前期 
宮﨑文子､穴沢小百合､矢野尊啓 
 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 コマに配分して実施している。 
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）看護教育学特論 
1 年次後期 
岩本郁子､竹内朋子 
 看護の人材育成が質の高い看護の基礎をなすという観点から①看護教育における教育的

機能の理解、②看護教育の歴史的変遷と看護教育制度からの看護教育の課題の考察、③高

度実践看護職としての役割を果たすために必要な教育原理と教育方法の理解の 3 点を目的

としている。①、②に関しては主として講義であるが、③については各学生が 30 分の授業

案を作成し模擬授業を実施する体験を通して学習するように設定している。本科目は選択

科目であり、今年度は 19 名が選択した。 
 今年度は、Ｍ2 の 2 名の学生の協力を得て、2 人に模擬授業を実施してもらい、そこに参
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加し、ディスカッションする場を設定した。教材観、指導観がどのように授業に反映して

いくのか、学習者観の重要性等について学生の気づきは多く有効であった。模擬授業に関

しても授業案作成段階から学生の興味、関心が高く、取り組みも積極的であった。 
来年度は、教育評価に関する内容を追加すること、有効にリフレクションができるような

模擬授業の展開について検討が必要である。 
 
３）看護管理学特論 
真下綾子､山田巧､竹内朋子 
 看護管理学特論は、オムニバス形式で授業を行った。主な担当は、リーダーシップ、フ

ォロワーシップ、人材育成、病院経営等の授業を担当した。リーダーシップについては、

英文を各グループで読解し、過去にリーダーシップを発揮した人のリーダーの在り方を学

習することとした。また、フォロワーシップについては、講義の中でふれリーダーの参謀

となるよう、指示に従うだけでなく提言を行うことの重要性にもふれ教授した。人材育成・

キャリア開発では、キャリア論の学術的側面と組織の管理者として人を活かすためには、

どのように対応するのか等を述べた。さらに病院経営の視点では、経営指標を説明したう

えで、３事例の病院をもとにグループで病院経営をする上での戦略を立案し、発表するよ

う院生に説明し、授業を行った。 
高度実践看護コース 
１）フィジカルアセスメント学演習 
山田巧､児玉菜桜､小山田吉孝､布施淳､安富大祐､鄭東孝､高橋正明 
 
高度実践看護師がクリティカル領域にある患者の健康問題を解決する上で必要とされ、身

体的・包括な機能評価のためフィジカルイグザミネーションについて、グループ学習させ、

それを学生がプレゼンテーションおよびインストラクターとなって演習を展開し、ディス

カッションンしながら学習する形式をとった。 具体的には視診・聴診・打診・触診など 、
フィジカルイグザミネーションに共通する診察方法について教授することで、2 年次に行わ

れる OSCE 試験の前提となる系統的なフィジカルイグザミネーション技術の修得に至って

いる。講義後半は、医師による事例を用いた演習を取り入れており、医学的根拠に基づく

フィジカルアセスメントのプロセスや実践的なフィジカルイグザミネーション技術につい

て修得できている。 
 
２）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、大島信治、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
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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。 
 
3)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 

 小村三千代、清水洋子、大島久二、岩田敏、矢野尊啓、尾藤誠司 

 

コンサルテーションの基本理論および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とインフォームド・コンセント

との関連について理解し、具体的な実践方法を探求することを目的とした。 

具体的には、インフォームド・コンセントに関して多分野の専門家による講義と討議、

インフォームド・コンセントの模擬演習、グループワーク、全体討議を導入しより実践に

即した学習ができるよう工夫した。 グループ演習やプレゼンテーションにおいては主体

的に取り組み、各領域別の課題事例や全体討議を通して特定看護師としての課題を深める

ことにつながった。 

 今後は、教育評価からコンサルテーションの方法論を具体的に展開できる構成および方

法を工夫することが課題である。 

 
４）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、中川陽子 
 クリティカル領域に関係した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、次年度も引き続き指導していく。 
 
５）人体構造機能論 
１年次前期 
今井秀樹、伴信彦、小野孝二、山下修二 
人体の調整統合機能の変化を判断するための基礎的な知識を理解し、生命維持に直結した

身体の構造と機能について理解すること、さらにクリティカル領域で遭遇するさまざまな

障害の病態や症候を人体の構造と機能の視点から統合することを目的とした。「スネル臨床
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解剖学」をテキストとし、発表形式で学生主体の授業とした。学生の要求のレベルに教員

が必ずしも応えられなかった面も多々あったので次年度は担当教員に救命救急および外科

を専門とする医師を加え、より臨床に即した内容を教授できるようにする。 
 
６）チーム医療とスキルミクス 
1 年次前期 
田中留伊、伊藤桂子、矢野尊啓、森達也、眞隆一、福長暖奈、神谷しげみ、阿部美佐子 
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た。また、自らが経験したチーム医療の

現状と対比しながら思考を深められるようグループワークや全体討議を重視した。これに

より、院生は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と考える。 
 
高度実践助産コース 
・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

て系統的に教授することである。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学生参加型講義

の展開にしたい。 
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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、ボウルビィの中から 1名の発達

理論家を選択し、発達理論および関連領域の文献を用いて考察した。臨床現場の現象と理

論とを結び付けることで理論の解釈を深め、看護における理論の適用と課題を探究した。 

 
３）助産栄養学特論 
1 年前期 
大石時子､北島幸枝､神藤多喜子  
健康な妊娠・出産・育児が行える女性の心と体作りのための食事のあり方の基礎知識と

健康な体作りのための具体的な献立作成と指導方法が理解できることを学習目標に、北

島講師が出産適齢期の食生活の現状と問題点、栄養食事指導、妊産婦のための食事バラ

ンスガイドを用いて妊娠期の栄養アセスメントと栄養管理を講義した。また産褥・授乳

期の栄養アセスメントと栄養管理、乳汁栄養の栄養上の特性と問題点、補完食の進め方、

を講義した。神藤講師が・日本女性の体の特徴と女性ホルモンの変化によって起こる女

性の心身の変化と食によるアプローチについて解説し、心身のバランスを整える具体的

献立の作成と食事指導を講義した。献立の作成では旬のものを用いた具体的な方法が指

導された。 
 次年度の課題は、実際に学生が臨床実習で個人や集団に対しての妊娠期、産褥期等の

栄養管理の保健指導をすることを念頭に入れながら、本科目で得た基本知識と具体的な

手段が臨床実習で実践できるような講義展開の充実が必要であると思われる。 
 

・助産診断技術学 
１）妊娠期診断・技術学 I 
1 年前期 
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。また妊娠週数に応じ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
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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。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、助産診断および助産過程の考え方を妊娠期から分娩、産褥期へと統一して教授

していくことである。  
 
２）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。 
 
・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、早乙女智子 
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（早乙女）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

生は、世界的視野での学習視点に立ち、積極的な取り組みと性と生殖の側面からの深い学

びがあり資料作成・発表から学習効果がみられ、その効果はウイメンズヘルス演習（性教

育）につなげることになる。 
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。 
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２）ウイメンズヘルス演習 
２年次後期 
宮﨑文子 
本科目は、ウイメンズヘルス特論で学修した内容をもとに、学習者が取り上げた課題につ

いて、看護実践（指導・教育）を基に、対象に応じた援助を開発する能力を演習を通して

養うことを目的とした。具体的には、女性の健康を支援するための研究・実践への理解を

深めるために、ここでは、思春期・成熟期・更年期の性教育を取り上げ、演習成果を「性

の健康教育集録」として冊子にまとめた。本大学院修了後積極的な性教育活動のための参

考にしてもらうために集録を手渡した。修了生 8 名の性教育テーマを示す。 
大人への成長の理解のために：二次性徴について、 
男女交際について：男と女の心身の違い 
望まない妊娠を予防するために、 
考えよう性感染症のこと、 
青年期の身体の特徴を知り、ライフプランに役たてよう、 
予防できる、子宮頸癌は私の問題 
親になるための準備講座：幼児性教育 
更年期を迎えるための準備教育 
 
３）国際助産学特論 
1 年後期 
大石時子、徳永瑞子、加藤章子 
 
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、求められる人材や、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。 
学生は日本に住む外国人女性とその家族の現状を調べ presentation、支援のあり方につい

て考察しレポートとしてまとめた。しかし、外国人女性と家族が使用できる社会資源を探

し理解することはできたが、日本でどのような身体的、社会的、経済的問題を抱えている

かの理解は浅かった。今後、地域母子保健学や家族社会学特論と連携を図り増加する在日

外国人女性のための助産師の役割を学生がしっかり把握できるような講義の構成が課題で

あると思われる。 
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・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、助産所等の組織に

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、目標管理、総合病院での助産師外来と院内助

産（院内助産システム）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。院生は経営について興味を示し来年度もデスカッション形式を多くとり

れたい。 
 
・母子保健学 
１）地域母子保健学特論 
1 年次前期 
 清水洋子、小竹久美子、福島富士子 
 
地域母子保健の意義と仕組み、地域におけるリプロダクティブ・ヘルス/ライツを保護・推

進するための方法、児童虐待、事故予防、障害や疾病に対する療養支援等の理解を深め、

地域の母子とその家族への支援の実際、支援のための連携、助産師の機能・役割・課題を

明らかにし、地域における助産師活動の資質の向上について考察することを目的とした。   
具体的には地域母子保健の基盤となる制度や活動方法の基礎知識の講義を踏まえ、実際の

地域母子保健活動や連携方法、および助産師の活動について効果的な学習ができるよう具

体的な実践例に基づいた講義、意見交換をしながら助産師として必要な基礎知識の理解と

自身の課題の明確化が図れるようプログラムを構成した。 
今後は、教育評価を反映させて地域母子保健の基礎知識と活動方法の理解がより深まるよ

う工夫することが課題である。 
 
・実践助産学 
１）助産学発展実習 
 2 年前期 
大石時子、加藤章子、小嶋奈津子、田中恵子 
東京医療センターの医師が臨床教授等として指導者となり、４週間の実習期間のうち、有

資格者３名を含む８名の学生が、各学生外来１週間、病棟２週間の実習を行うと共に、成
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育医療研究センターで NICU の見学実習を行った。 
 医療行為については見学実習であったが、超音波、会陰裂傷（切開）縫合、退院診察等

での膣鏡診、双合診等の見学の機会を全員の学生が得て、実習目標は概ね達成された。 
 しかし、見学実習であるため、実際に目の前で行われない、血液検査等について、情報

収集と解釈はしているが、検査の指示を出す立場での判断までは到達していないと思われ

た。今後、医療行為をどのように助産実践の中に取り入れていくのかを考察できるよう、

学生を指導していく必要がある。 
 
２）EBPM 探究論（エビデンスに基づいた助産実践） 
1 年通年 
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、「エビデ

ンスを通して女性に優しいケアを考える」と題して、レポ－トし presentation を行った。   

学生は課題に対するエビデンスを探索する作業を行い、文献を探し得ていたが、clinical 
question の設定と文献の批判的吟味には課題が残された。 
今後は、夏休みに既存の evidence に関する文献を読む前に課題について、学生がよく理解

できるような提示の仕方が必要と思われた。それを通して、理論上でエヴィデンスを使う

ことを現実の実践の中に見い出す力を養っていきたいと考える。 
 
３）EBPM 展開論 
2 年前期 
大石時子、宮崎文子、加藤章子、小嶋奈津子、田中恵子 
  
EBPM探究論で習得した知識を基盤に、助産実践のevidenceを、臨床で助産過程を通して、

追証または探索することを目的に実習を展開した。 
学生は各自の Clinical question を設定し、その evidence を追証または探索するための方

法（対象、実習場、方法）を計画し、文献検索しながら、実習をすすめ、ケアの評価と考

察を行った。学生の CQ の例は以下のようであった。 
「産褥早期の足浴は、乳汁分泌量を増やすのか」、「分娩第一期の階段昇降は娩出力を強め

るのか」、「産婦背面の発汗と分娩進行との関連」「船こぎ体操は陣痛増強効果があるか」等
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であった。 
 学生は、CQ の設定からケアの評価、考察までを文献と照合しながら行うことによって、

Evidence に基ずくケアの思考過程を養なうことができたと考える。しかし、課題研究およ

び特別研究も同時進行で進めなければならず、多重な課題となるため、次年度からは、実

習内容を統合実習的な内容に変更していくこととした。 
 
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、要因追求として今年度は全国助産所実態調査

を行いその結果をもとに講義を進めた。少子化時代に助産所が生き残る戦略が今後の課題

であり来年度はここを中心に講義を考えたい。 
 
・研究 
１）助産学特別研究 
 草間朋子、宮崎文子、大石時子、伴信彦、今井秀樹、加藤章子、関屋伸子、小嶋奈津子 
 １～２通年 
  
 ３名の助産師プログラムの学生が特別研究に取り組み最終試験を受けて合格した。今年

度は初めての特別研究の審査だったため、審査の方法と評価基準を設定した。口頭試問を

主査及び副査２名で行い最終試験とすることとした。３名の研究題名は以下であった。 
 「産後 1 日目から始める堤式自己マッサージ法の効果検証」、「産褥期乳腺炎の縦断的調

査と発症要因の検討」、「合計特殊出生率への影響要因に関する生態学的研究～都道府県別

データを用いての統計的分析」 
 今後、特別研究のレベルアップを図っていくことが課題である。 
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２）課題研究 
 大石時子、宮崎文子、加藤章子、関屋伸子、小嶋奈津子 
 １~2 年通年 
 ５名の助産師資格取得プログラムの学生が課題研究に取り組み発表会での質疑をもって

最終試験とし、合格した。５名の研究題名は以下のようである。 
 「妊婦が求める妊娠期の栄養指導の検討-病院と助産院の比較-」、「『助産雑誌』にみる父

親の捉え方と助産活動の時代的変遷」、「助産所を活用した母子継続支援体制のあり方の検

討～マーケティング・ミックスの 4C の側面から～」、「母親から新生児への愛着形成に影響

する要因の調査・分析」、「地域助産師活動推進のための産科オープンシステムの現状と課

題」 
 高度実践を目指す本コースの中で、国家試験を受験するこのプログラムの学生は長期に

渡る実習と国家試験の勉強の中で、研究を進めなければならない困難さがあった。今後、

実習及び国家試験に向けた学習と課題研究の進め方のバランスをどのように取っていくか

が課題である。 
 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、ボウルビィの中から 1 名の発達理

論家を選択し、発達理論および関連領域の文献を用いて考察した。臨床現場の現象と理論

とを結び付けることで理論の解釈を深め、看護における理論の適用と課題を探究した。 
 
【特別研究一覧(助産学)】 
産後 1 日目から始める堤式自己マッサージ法の効果検証          加藤江里子 
指導教員名 宮崎文子教授、岩本郁子講師、小嶋奈都子助教 
 
産褥期乳腺炎の縦断的調査と発症要因の検討                黒木七瀬 
指導教員名 今井秀樹教授、関屋伸子講師、小川弥生助手 
 
合計特殊出生率への影響要因に関する生態学的研究～都道府県別データを用いての統計的

分析～                               吉田亜希子 
指導教員名 今井秀樹教授、関屋伸子講師、小川弥生助手 
【課題研究一覧(高度実践看護コース)】 
へき地医療拠点病院への特定看護師(仮称)導入に対する地域住民の期待に関する研究 
青木巧 
指導教員名 山田巧准教授、佐藤潤講師 
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長崎県の離島診療所に勤務する看護師の看護活動に対する思いの研究     安達杏菜 
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 
 
心臓手術後患者の抜管に向けた看護                    石渡智子 
指導教員名 小村三千代教授、伊藤桂子講師、堀田昇吾助手 
 
開口拒否を示す認知症高齢者に対する口腔ケアの検討            岩崎伊代 
指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授 
 
新人看護職員臨床研修導入後の取り組みの現状と課題に関する文献研究    大矢健介 
指導教員名 松山友子教授、加藤章子講師、高野律子助手 
 
再入院を繰り返す心不全患者の援助に関する文献研究            加藤恵美 
指導教員名 清水洋子教授、竹内朋子講師、牧栄理助手 
 
集中治療室へ入室した患者の眼症状と発生要因               草薙安毅 
指導教員名 山田巧准教授、佐藤潤講師 
 
人工気道からの気管吸引に関する ICU 看護師の判断プロセス         近藤志帆 
指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授 
 
オーストラリアにおけるナースプラクティショナーの形成過程について    最首明子 
指導教員名 日比野守男教授、佐藤朝子准教授、小嶋奈都子助教 
 
高エネルギー外傷患者の初期診療場面における熟練看護師の判断内容の分析  佐藤慶吾 
指導教員名 山田巧准教授、佐藤潤講師 
 
東日本大震災の被災地看護職の思いと今後の災害看護のあり方に関する研究 鈴木なつみ 
指導教員名 真下綾子准教授、中川陽子講師、中村孔美助手 
 
NP 学生の臨床実習におけるリアリティー・ショックの様相-NP 像の変化とその要因から- 
谷本恒仁 
指導教員名 日比野守男教授、佐藤朝子准教授、小嶋奈都子助教 
 
看護学科の学生を対象とした HTLV-1 に関する認識調査-ウイルス、地域、性別による比較- 
津野﨑絹代 
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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 
 
沖縄県北部地域におけるナース・プラクティショナーのニーズと地域特性からの親和性 
中村英樹 
指導教員名 今井秀樹教授、松沼瑠美子講師、佐藤佑香助教 
 
ナースプラクティショナーの実践現場における活動成果を評価するための指標に関する文

献検討                                深井照美 
指導教員名 日比野守男教授、佐藤朝子准教授、小嶋奈都子助教 
 
夜間の急変につながる兆候の読み取り                    堀深雪 
指導教員名 小村三千代教授、伊藤桂子講師、堀田昇吾助手 
 
「特定行為に関わる看護師」の医療ニーズに関する研究-長崎県への導入に向けて  
本田和也 
指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授 
 
健康チェック票 THI を用いた総合病院看護師の心身の健康評価～診療科ごとの違いに注目

して～                                前川雄三 
指導教員名 今井秀樹教授、松沼瑠美子講師、佐藤佑香助教 
 
看護師の与薬過程におけるダブルチェックの方法に関する文献的研究     真壁由希 
指導教員名 清水洋子教授、竹内朋子講師、牧栄理助手 
 
救急領域における積極的治療を断念した患者家族に対する看護師の関わりを困難にさせて

いる要因の文献的研究                          村上泉 
指導教員名 真下綾子准教授、中川陽子講師、中村孔美助手 
 
【課題研究一覧(高度実践助産コース)】 
妊婦が求める妊娠期の栄養指導の検討-病院と助産院の比較-         阪部志穂 
指導教員名 宮崎文子教授、岩本郁子講師、小嶋奈都子助教 
 
「助産雑誌」にみる父親の捉え方と助産活動の時代的変遷          佐藤友里 
指導教員名 松山友子教授、加藤章子講師、高野律子助手 
助産所を活用した母子継続支援体制のあり方の検討～マーケティング・ミックスの 4C の側

面から～                              西俣安希子 
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指導教員名 宮崎文子教授、岩本郁子講師、小嶋奈都子助教 
 
母親から新生児への愛着形成に影響する要因の調査・分析          藤井友香 
指導教員名 小野孝二准教授、岩渕起江講師、早坂奈美助手 
 
地域助産師活動推進のための産科オープンシステムの現状と課題      山崎理恵子 
指導教員名 宮崎文子教授、岩本郁子講師、小嶋奈都子助教 
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４、業績 
 
【看護基盤学領域】 
1. 著書 
１）草間朋子, 小野孝二 著(2013). 第 3 版放射線防護マニュアル. 日本医事新報社, 東京 

２）日本保健物理学会「暮らしの放射線 Q&A 活動委員会」（伴信彦, 河野恭彦, 荻野晴之, 下
道國, 早川博信, 谷口和史）(2013). 専門家が答える 暮らしの放射線 Q＆A. 朝日出版社, 東
京.  
 
2. 論文等 
１）三浦美和, 林田りか, 高尾秀明, 小野孝二, 松田尚樹 (2013) 放射線専門家による放射線リ

スクの認知 –東京電力福島第一原子力発電所事故直後の状況- 日本放射線安全管理学会誌, 

12(1), 46-53. 
２）Ono K, Hiraoka T, Ono A, Komatsu E, Shigenaga T, Takagi H, Maeda T, Ogusu H, 

Yoshida S, Fukushima K, Kai M, (2013). Low-Dose CT Scan Screening for Lung Cancer: 

Comparison of Images and Radiation Doses between Low-Dose CT and Follow-up Standard 

Diagnostic CT, xx -xx , SpringerPlus, 2(393). doi:10.1186/2193-1801-2-393. 
３）田渕康子, 草間朋子, 伴信彦, 吉留厚子 (2013). 子宮内膜症患者の月経に伴う自覚症状

の特徴と診断・治療の実態. 看護科学研究, 11(2), 34-41. 
４）日比野守男(2013), 脳性マヒ支援態勢のさらなる充実を――産科医療補償制度 新医療

2013 年 4 月号, 79  
５）日比野守男(2013), 新たな時代に向けた難病対策を――40 年ぶりの抜本的見直し    
新医療 2013 年 5 月号, 59 
６）日比野守男(2013), 国と企業の法的責任は否定されたが…――イレッサ訴訟 新医療

2013 年 6 月号, 71 
７）日比野守男(2013), 罰則強化だけでは防げない――てんかん患者による交通事故 新医

療 2013 年 7 月号, 63 
８）日比野守男(2013), 成否は個人情報の漏洩防止――共通番号制度 新医療 2013 年 8 月

号, 71 
９）日比野守男(2013), 〝風評被害〟の克服に全力――福島県農産物の放射性物質検査        

新医療 2013 年 9 月号, 63 
１０）日比野守男(2013), これで安心できる制度になるか――社会保障国民会議の報告書か

ら  新医療 2013 年 10 月号,73 
１１）日比野守男(2013), 中立公平な原因究明の第一歩にしたい――医療事故調査制度        

新医療 2013 年 11 月号,85 
１２）日比野守男(2013), 功を奏した放射性セシウムの提言対策――福島県産米 新医療
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2013 年 12 月号,71 
１３）日比野守男(2013), 「３つのゼロ」を目指して――第 11 回アジア・太平洋地域エイ

ズ国際会議 新医療 2014 年 1 月号,71 
１４）日比野守男(2013), 徹底した除染と全量検査――３年ぶりに出荷の「あんぽ柿」   

新医療 2014 年 2 月号,71 
１５）日比野守男(2013), 刑事告発だけでは終わらない――臨床試験データの捏造 新医療

2014 年 3 月号,79 
１４）日比野守男(2013), 「Key Populations」（鍵となる人々）が」焦点に ジャパン・メ

デイカル・ソサエティ 2014 年 2 月号, 34-39 
１５）日比野守男(2013),  〝風評被害〟の克服に取り組む福島県 ジャパン・メデイカル・

ソサエティ 2014 年 3 月号,52-56 
 
3. 学会における発表 
１）西嶋康二郎, 亀井修, 小野孝二, 小嶋光明, 甲斐倫明モンテカルロシュミレーションコード

を用いた乳房放射線治療における臓器吸収線量の推定, 日本放射線技術学会第 69 回総合学術大

会, 2013 年 4 月 11 日, 横浜. 

２）亀井修, 吉武貴康, 西嶋康二郎, 小野孝二, 小嶋光明, 甲斐倫明, CT 検査時に伴う臓器線量

の体型による影響 臨床データを用いた体型の異なるボクセルファントムによるシュミレーシ

ョン, 日本保健物理学会第 46 回研究発表会, 2013 年 6 月 24 日, 千葉. 

３）佐藤薫, 高橋史明, 遠藤章, 小野孝二, 長谷川隆幸, 勝沼泰, 吉武貴康, 伴信彦, 甲斐倫明, 

CT 診断からの臓器線量評価に用いる成人日本人ファントムの体型変形手法の構築, 日本保健物

理学会第 46 回研究発表会, 2013 年 6 月 24 日, 千葉. 

４）吉武貴康, 小野孝二, 長谷川隆幸, 勝沼泰, 甲斐倫明, CT 画像診断における検査種類別の患

者被ばく線量(CTDI)の施設間比較,日本保健物理学会第 46 回研究発表会, 2013 年 6 月 24 日, 千

葉. 

５）小野孝二, 吉武貴康,黒木春奈, 亀井修, 佐藤薫, 高橋史明, 伴信彦, 遠藤章, 甲斐倫明, 

WAZA-ARI に導入する非標準型ファントムの体型パターンの分析,日本保健物理学会第 46 回研

究発表会, 2013 年 6 月 24 日, 千葉. 

６）西嶋康二郎, 甲斐倫明, 小嶋光明, 小野孝二, 亀井修, 患者個人ボクセルファントムを用いた

乳房放射線治療における臓器吸収線量の推定, 日本保健物理学会第 46 回研究発表会, 2013 年 6

月 24 日, 千葉. 

７）吉武貴康, 小野孝二, 長谷川隆幸, 勝沼泰, 甲斐倫明, CT 画像診断における検査種類別の患

者線量(CTDI)の施設間比較,第 8 回九州放射線医療技術学術大会,2013 年 11 月 24 日, 佐賀. 

８）佐藤薫, 高橋史明, 遠藤章, 小野孝二, 長谷川隆幸, 勝沼泰, 吉武貴康, 伴信彦, 甲斐倫

明, CT 診断からの臓器線量評価に用いる成人日本人ファントムの体型変形手法の構築, 日
本保健物理学会第 46 回研究発表会, 2013 年 6 月 24 日, 千葉. 
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９）小野孝二, 吉武貴康, 黒木春奈, 亀井修, 佐藤薫, 高橋史明, 伴信彦, 遠藤章, 甲斐倫明, 
WAZA-ARI に導入する非標準型ファントムの体型パターンの分析, 日本保健物理学会第 46
回研究発表会, 2013 年 6 月 24 日, 千葉. 
１０）伴信彦, 心血管疾患の線量反応に関する理論的考察, 日本保健物理学会第 46 回研究

発表会, 2013 年 6 月 25 日, 千葉. 
１１）Sakura O, Ban N, Kohayagawa Y, Miyazaki M, Nakagawa K, Toward 
community-based participatory risk communication: a proposal for a double interpreter 
system, 4S 2013, 2013 年 10 月 10 日, San Diego. 
１２）中川恵一, 黒田佑次郎, 坂田尚子, 作美明, 伴信彦, 坪野圭介, 岩満優美, 竹村和久, 
水島希, 加瀬郁子, 佐倉統, 放射線リスクコミュニケーションとリスク認知に関する研究, 
日本放射線影響学会第 56 回大会, 2013 年 10 月 20 日, 青森. 
１３）佐倉統, 水島希, 加瀬郁子, 伴信彦, 黒田佑次郎, 坂田尚子, 作美明, 中川恵一, 低線

量被曝リスクの「正しい」伝え方 既知の他のリスクと比較するのは是か否か? 日本放射線

影響学会第 56 回大会, 2013 年 10 月 20 日, 青森. 
１４）Ban N, Risk of low-dose radiation: model and reality, Radiation Effects Research 
Foundation International Symposium "The evaluation of the effects of low-dose 
radiation exposure in the atomic bomb survivors", 2013 年 12 月 5 日, 広島. 
１５）Ban N, Japanese experience in stakeholder involvement: ICRP dialogues seminars, 
NERIS-TP Dissemination Workshop, 2014 年 1 月 22 日, Oslo. 
１６）Ban N, Stem cell radiobiology as an emerging field: significance in radiation 
carcinogenesis, 6th International Systems Radiobiology Workshop, 2014 年 3 月 5 日, 千
葉. 
１７）Ban N, Communicating with people: experience with the Japan Health Physics 
Society Q&A website and in Iitate village, Analysis of feedback experience from the 
ICRP Dialogue Initiative on the rehabilitation of living conditions after the Fukushima 
accident, "What lessons for the experts?", 2014 年 3 月 11 日, Paris. 
１８）金子あけみ、古村ゆかり、菱谷純子、早坂奈美、倉田貴子、渡邊淳子．看護教員の

臨地実習指導における効果的なリフレクション－ALACT モデルを用いて－，第 33 回日本

看護科学学会学術集会，2013 年 12 月 6 日～7 日，大阪国際会議場 
１９）Tomoko Koda, Hideki Imai. Protective effects of phytochemicals against memory 
dysfunction, Neuroscience 2013, 2013 年 10 月 9 日～13 日, San Diego, USA. 
２０）Tomoko Koda, Hideki Imai. Effects of Enzyme-Treated Asparagus extract on 
neural functions, International Congress on Nutrition and Integrative Medicine 2013, 
2013 年 7 月 27～28 日, ホテルロイトン札幌. 札幌. 
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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. 酵素処理アスパラガス抽出物（ETAS）の記憶障害抑制に関する研究. 株式

会社アミノアップ化学受託研究. 2013 年度 
３）甲斐倫明, 遠藤章, 髙橋史明, 佐藤薫, 伴信彦. 人の体型を考慮した CT 診断時臓器線量

の個人差を評価できるWEBシステムの開発. 日本学術振興会科学研究費補助金. 2011年度

～2013 年度. 
４）中川恵一, 高村昇, 宮崎真, 大熊加恵, 伴信彦, 芳賀昭弘, 作美明, 林田直美, 佐倉統, 
水島希, 長神風二, 石原孝二, 田中淳, 関谷直也, 水越伸, 一ノ瀬正樹, 黒田佑次郎, 坂田尚

子, 武藤香織, 小谷みどり. 原子力と地域住民のリスクコミュニケーションにおける人文・

社会・医科学による学際的研究. 文部科学省国家課題対応型研究開発推進事業 (原子力基礎

基盤戦略研究イニシアティブ). 2012 年度～2014 年度. 
５）山口一郎, 欅田尚樹, 奥田博子, 志村 勉, 熊谷敦史, 松田尚樹, 伴信彦, 堀口逸子, 岡敏

弘. リスク・コミュニケーションの手法を活用した地域保健医療福祉分野での原子力災害対

策の実践的な活動の展開とその検証に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金 (厚生労働

科学特別研究事業). 2013 年度. 
 
5. 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）Takahashi I, Ohishi W, Mettler FA Jr, Ozasa K, Jacob P, Ban N, Lipshultz SE, 
Stewart FA, Nabika T, Niwa Y, Takahashi N, Akahoshi M, Kodama K, Shore R (2013). A 
report from the 2013 international workshop: radiation and cardiovascular disease, 
Hiroshima, Japan. Journal of Radiological Protection, 33(4), 869-880. 
２）草間朋子、伴信彦、小野孝二 (2013), 「放射線看護の進化・発展を期待して」ISOTOPE NEWS 

Nov. 715:36-40.平成 25 年度第 2 回大分県医療被ばく研究会 発表 2013 年 8 月 27 日, 大分. 

 
6. 社会貢献 
伴信彦 
<学会以外の講演等> 
放射線量の物差しをつくる, ICRP ダイアログセミナー, 2013 年 7 月 6 日, 福島. 
放射線に関する基礎知識と健康影響, 飯舘村放射線教育教職員研修会, 2013 年 7 月 30 日, 
川俣町. 
ICRP Publication 118 の概要 (循環器疾患について), 文部科学省復興対策特別人材育成事

業「被ばくの瞬間から生涯」を見渡す放射線生物・医学の学際教育平成 25 年度第 1 回集

中講義「放射線によって誘発される血管疾患と白内障について考える」, 2013 年 8 月 25 日, 



67 
 

熊取町. 
原子力・放射線災害と看護職の役割, 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, 2013 年 9 月 4 日, 水戸. 
放射線の健康影響, 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, 2013 年 9 月 4
日, 水戸. 
原子力・放射線災害と看護職の役割, 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, 2013 年 10 月 12 日, 郡山. 
放射線の健康影響, 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, 2013 年 10 月

12 日, 郡山. 
原子力・放射線災害と看護職の役割, 福島県看護協会「看護職員のための放射線安全管理研

修」, 2013 年 11 月 13 日, 郡山. 
放射線の健康影響, 福島県看護協会「看護職員のための放射線安全管理研修」, 2013 年 11
月 13 日, 郡山. 
放射線防護の体系, 福島県看護協会「看護職員のための放射線安全管理研修」, 2013 年 11
月 13 日, 郡山. 
低線量放射線のリスクを考える, 保物セミナー2013, 2013 年 12 月 5 日, 大阪. 
放射線被ばくとそのリスク, グループ補助金活用事業者による放射線に関する研修会, 
2013 年 12 月 12 日, 飯舘村. 
放射線とわたしたちの健康のはなし, いいたてホームでの放射線勉強会, 2014年 1月 30 日, 
飯舘村. 
放射線の健康影響に関する知見と放射線防護基準の考え方, 平成 25 年度「一般環境中の放

射性物質に係る目安等の考え方に関する専門家ヒアリング」第 2 回グループヒアリング, 
2014 年 2 月 3 日, 千代田区. 
放射線被ばく管理とチーム医療, 国立病院機構放射線安全管理研修, 2014 年 2 月 21 日, 目
黒区. 
放射線とわたしたちの健康のはなし, ハヤシ製作所での放射線勉強会, 2014 年 3 月 29 日, 
飯舘村. 
 
<学会や行政関連の役員> 
ICRP (国際放射線防護委員会) 第 1 専門委員会 委員 
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 
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 東京電力福島第一原子力発電所事故に関連する放射線・放射能測定デー

タアーカイブズワーキンググループ 委員 
ICRR2015 (15th International Congress of Radiation Research) 渉外・広報委員会 委員 
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UNSCEAR (原子放射線の影響に関する国連科学委員会) 日本代表団 アドバイザー 
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 
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 
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) 
環境省 東京電力第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会

議 委員 
島根県 原子力安全顧問 
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 
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 
放射線医学総合研究所 RCRP Research Programs Reviewer 
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 
放射線影響協会 放射線疫学調査解析検討委員会 委員 
放射線影響協会 ICRP 調査・研究連絡会 委員 
日本アイソトープ協会 ICRP 勧告翻訳検討委員会 監修者 
原子力安全推進協会 放射線防護課題検討委員会 委員 
原子力安全研究協会 放射線の健康影響に関する専門家意見交換会 パネル 
三菱総合研究所 「事故初期の食品の経口摂取による内部被ばく線量評価」に関する専門委

員会 委員 
三菱総合研究所 「事故初期の食品の経口摂取による内部被ばく線量評価」に関する検討委

員会 委員長 
三菱総合研究所 「放射線による健康影響等に関する資料の改訂」に関する検討委員会 委
員 
 
<非常勤講師> 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 非常勤講師 
  
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 
 
日比野守男 
１）厚生労働省「ハンセン病資料館等運営企画検討会」委員(2007 年 11 月～現在) 
２）国民年金基金連合会「個人型年金規約策定委員会」委員(2010 年 10 月～現在)  
３）NPO 法人「日本医学ジャ―ナリスト協会」幹事(2011 年 5 月～現在) 
４）「新生！ふくしまの恵み協議会」（通称・風評対策協議会）委員(2013 年 4 月～2014 年
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1 月) 
５）社会保険診療報酬支払基金で「わかりやすい文章の書き方」について講演(2014 年 3 月

19 日) 
 
金子あけみ 
１）厚生労働省 社会保障審議会統計分科会 疾病、傷害及び死因分類部会委員 
２）青森県立保健大学非常勤講師 （保健福祉政策学特論） 
３）東京工科大学非常勤講師（家族看護学） 
４）Journal of Family Systems Care 編集委員 
 
小野孝二 
高知県看護協会災害看護研修会講師, 2013 年 7 月 21 日, 高知. 
日本放射線技術学会東京支部第 181 回技術フォーラム講師, 2013 年 8 月 23 日, 東京. 
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, 2013 年 9 月 4 日, 水戸. 
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, 2013 年 10 月 5 日, 郡山. 
第 2 回 日本 NP 協議会研究会 ポスター発表座長, 2013 年 11 月 30 日, 東京.         
<学会や行政関連の役員> 
公益法人アイソトープ協会放射線取安全取扱部会広報専門委員会専門委員 
<非常勤講師> 
独立行政法人放射線医学総合研究所 客員研究員 
 
【総合看護学領域】 
１．著書 
１）安本マリ，清水多嘉子，高木光恵，下山節子，江藤節代，小田昌敬，大窪克美，伊藤

千知子，菅井亜由美，河野秀一，高平仁史，松浦真理子，小西直子，中野真理子，照沼則

子，山田千夏，松浦正子，望月聡一郎，田中美加，井上貴裕，前田優二（2014）；はじめ

ての看護マネジメント超おたすけＢＯＯＫ．メディカ出版，東京 

２）秋山智弥，板井孝壱郎，宇都由美子，太田勝正，柏木公一，兒玉慎平，佐原弘子，篠

原信夫，波多野浩道，星本弘之，前田樹海，真弓尚也，美代賢吾，望月聡一郎（2014）； 

エッセンシャル看護情報学第 2版．医歯薬出版株式会社，東京 

 
２．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料)  
１）荒木彩花,永井綾,岩本郁子,山田巧也(2014)：看護師の職務満足に関する文献検討.看護

展望 39(4)：79－87. 
２）荒木彩花, 永井綾, 岩本郁子, 山田巧, 高梨有紀, 井浦利栄, 鈴木千奈美, 上野恵, 笹木

梨奈, 佐藤有華里(2014)：看護師の職務満足度に関する文献検討，看護展望 39(4)：406-415 
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３）山田巧（2014）：学生の思考を深化させるためのフィジカルアセスメント教育の検討，

医療，VOL68No2，76-80 
４）辺見弘監修、小井土雄一／山西文子 編集(2013)、（新体系看護学全書 看護の統合と実

践 ②災害看護学）、第２版、メヂカルフレンド社、東京 
５）山西文子､松本純夫著（2013.5.1）、特集これからの看護教育と病院 「特定行為を担う

看護師の養成と認証制度」、病院、第 72 巻、第 5 号、医学書院、Ｐ.365-370 
６）山西文子（共同研究者）、クリティカル領域の特定看護師（仮称）の養成及び業務 
試行事業に参加してー実際の臨床現場から、外科を中心としてー、日本外科学会雑誌、第

114 巻、第 1 号、2013 年、日本外科学会、Ｐ.53-57 
７）山西文子（共同研究者）、「腹部救急診療における診療看護師（JNP）の参加」、日本腹

部救急医学会雑誌、巻；33、号；2、2013、Ｐ.508 
８）山西文子（共同研究）、「クリティカル領域特定看護師（2 年制大学院出身）の初期研修

に関する報告」、日本臨床救急医学会雑誌、巻；16、号；3、2013、Ｐ.315 
９）望月聡一郎（2013）；大規模災害への備え―東日本大震災の経験を通して―大規模災

害時の「こころのケア」への備え―急性期を中心に，保健の科学 55(11), 741-745, 2013-11 

 

３．学会における発表 

１）岩本郁子,古都昌子,加藤章子,小村三千代,岡村眞喜子,七田みどり,杉崎けい子:看護学部開

設 3 年目に導入した看護学実習連携会議の効果と課題,第 44 回日本看護学会（看護教 
育）,2013 年 10 月 9 日～10 日,大宮. 
２）岩本 郁子, 平野 優, 山口 壽美枝, 井出 恵伊子, 小村 三千代, 石川 倫子, 児玉 菜桜, 
山西 文子, 草間 朋子, 山田 巧, 福田 広美（2013）："特定看護師"のかかえる課題および支

援体制について考える，日本看護科学学会学術集会，講演集 33 回，215 
３）山田巧（2013）：臨地実習における実習指導者のフィジカルアセスメント指導の現状と

課題，第 67 回国立病院総合医学会，607 
４）山西文子（共同研究者）、「特定看護師のかかえる課題および支援体制について考える」、

第 33 回日本看護科学学会学術集会、交流集会２２、平成 25 年 12 月 6 日、大阪市開催 
５）山西文子（共同研究者）、「平成 24 年度国立病院機構指定研究―国立病院機構における

診療看護師（ＪＮＰ）卒後教育プログラム開発」の報告、第 67 回国立病院総合医学会、平

成 25 年 11 月 8 日、石川県金沢市開催 
 
４．研究助成および研究成果報告書 
１）山田 巧,岩本郁子,石川倫子,山西文子,草間朋子（2014）：看護師特定能力養成調査試行

事業対象看護師（2 年課程修了者）の実践能力向上のための研修プログラムの開発 養成事

業修了看護師（2 年課程）を対象にした卒後研修（off-JT）の評価および卒後研修に関する

ニーズ調査，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）総合分担研究
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報告書 
２）山田 巧,岩本郁子,山西文子,草間朋子（2014）：23 年度「特定看護師（仮称）養成 調

査試行事業」及び 24 年度「看護師特定能力養成 調査試行事業」修了者を対象とした卒後

研修（off-JT）の評価，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）総括・

分担研究報告書 
３）分担研究者；山西文子、奥田聡、和田晃、研究責任者；磯部陽、研究課題；「国立病院

機構における診療看護師（ＪＮＰ）の卒後教育プログラム開発」、平成 24 年度国立病院機

構共同臨床研究費；指定研究、研究期間；平成 24 年度～25 年度；「研究報告書」 
 
５．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）山西文子（2013）、「管理者のセンス」、厚生福祉第 5979 号「打診」、時事通信社 
２）山西文子（2013）、「敬老の日」、厚生福祉第 6024 号「打診」、時事通信社 
３）山西文子（2014）、「年初に思う」、厚生福祉第 6049 号「打診」、時事通信社 
 
６．社会貢献 
岩本郁子 
１）平成 25 年度慈恵会教務主任養成講習会非常勤講師 
２）平成 25 年度千葉県看護教員養成講習会非常勤講師 
３）平成 25 年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 
４）千葉県看護協会中堅看護教員研修講師（2013 年） 
５）独立行政法人国立病院機構静岡医療センター附属静岡看護学校自己点検・自己評価の

外部評価担当 
６）宮本看護学校・きぬ看護学校主催教員研修「看護学校における学校評価」非常勤講師 
７）第 2 回日本ＮＰ協議会研究会シンポジウム「大学院修了後の支援のあり方および特定

看護師としての実践」シンポジスト,2013 年 11 月 30 日,東京. 
８）第 33 回日本看護科学学会学術集会交流集会「“特定看護師”のかかえる課題および支 
  援体制について考える」企画責任者,2013 年 12 月 6～7 日,大阪. 
望月聡一郎 
１）平成 25 年秋田県横手市立病院 医療安全研修会講師    

２）平成 25年千葉大学大学院看護学研究科災害看護グローバルリーダー養成プログラム特

別セミナー講師    

３）平成 25 年福島県立医科大学附属病院 医療安全管理研修会講師    

４）平成 25 年厚生労働省東北厚生局 医療安全に関するワークショップ講師 

５）平成 25年国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 医療の質・安全向上のための医

療シミュレーション研修 特別アドバイザー    

６）平成 25 年度東北大学大学院医学系研究科非常勤講師 



72 
 

７）平成 25年国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所災害時こころの情報支援

センター 客員研究員   

８）平成 25 年東京都済生会中央病院 医療安全研修会講師    

９）平成 25 年仙台 Uクリニック五十嵐歯科 医療安全委員会外部委員 

 
山田巧 
・講演 
１）平成 25 年度教務主任養成講習会，公益社団法人福岡県看護協会，2013 年 5 月 27 日，

福岡県 
２）平成 25 年度実習指導者養成講習会，独立行政法人国立病院機構本部九州ブロック事務

所，2014 年 9 月 27 日，福岡県 
・研究指導 
１）独立行政法人国立病院機構東京病院看護部研究指導，2013 年 5 月～2014 年 3 月 
２）独立行政法人国立病院機構看護部長協議会九州支部看護部長研修指導，2013 年 9 月～

2014 年 3 月 
 
山西文子 
１）講義「看護の動向」 独立行政法人国立病院機構本部北海道ブロック主催 「平成 26
年度国立病院機構北海道東北ブロック看護師等実習指導者講習会」  
２）講義「看護管理」 社会福祉法人恩賜財団 済生会本部主催「平成 25 年度副看護部長

研修」  
３）講義「看護経営者論」 公益社団法人東京都看護協会主催 「平成 25 年度認定看護管

理者制度サードレベル教育課程」   
４）講義「看護専門職論―看護実践における倫理」公益社団法人山梨県看護協会主催 「平

成 25 年度認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程」   
５）講義「看護サービス提供論―看護管理者に期待するもの」公益社団法人山梨県看護協

会主催「平成 25 年度認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程」 
６）青森県立病院経営評価会議委員  
７）独立行政法人国立病院機構参与 
８）独立行政法人国立国際医療研究センターヒトＥＳ細胞研究倫理審査委員会委員 
９）日本ＮＰ協議会幹事および第 2 回日本ＮＰ協議会研究会準備委員 
 
【基礎看護学領域】 
１．学会における発表  
１）髙橋智子，緩和ケア病棟における終末期がん患者の日常生活を支えるケア，第 39 回日

本看護研究学会学術集会, 2013 年 8 月 23 日，秋田県． 
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２）平木民子・本田多美枝・唐沢由美子・石塚敏子・小手川良江・福田美和子・佐々木幾

美・朝倉京子・松山友子・西田朋子, ベテランナースの反省的実践を進展させる内的要因, 第
17 回日本看護管理学会学術集会，2013 年 8 月 24 日，東京都. 
３）本田多美枝・唐沢由美子・石塚敏子・小手川良江・平木民子・福田美和子・佐々木幾

美・朝倉京子・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

―reflection-in-action と reflection-on-action の展開過程にみる実践の様相―, 第 33 回日本

看護科学学会学術集会,2013 年 12 月 6 日, 大阪府. 
４）本田多美枝・唐沢由美子・石塚敏子・小手川良江・平木民子・福田美和子・佐々木幾

美・朝倉京子・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―ダイナミッ

クに進展する過程に表れる特性―, 第33回日本看護科学学会学術集会,2013年12月6日, 大
阪府. 
５）松山友子・穴沢小百合・芳賀祥子・髙橋智子, 「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, 第 33 回日本看護科学学会学術集会,2013 年 12 月 7 日, 大阪府. 
６）穴沢小百合・木村弘江・松山友子, 副看護部長が行う看護単位ラウンドに対する看護師

長の認識, 第 33 回日本看護科学学会学術集会,2013 年 12 月 7 日, 大阪府. 
７）木村弘江・穴沢小百合・松山友子, 副看護部長が行う看護単位ラウンドに対する看護師

長の対応, 第 33 回日本看護科学学会学術集会,2013 年 12 月 7 日, 大阪府. 
 
２．研究助成および研究成果報告書     
松山友子・穴沢小百合・吉満祥子・髙橋智子・高野律子・竹前良美・佐藤佑香.「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 
 
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）国立病院機構附属看護学校教員研究会：研究指導(2013 年 10 月～2014 年 3 月) 
２）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 
(2014 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 
(2013 年 9 月 4 日) 
 
【成人・老年看護学領域】 
著書 
１）小林美亜編集（2014）医療安全 Basic & Practice（第 1 版）学研メディカル秀潤社 
共著者 真下綾子 Step2 実習を乗り切るために必要な技術を学ぶ 執筆 
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２）Tomoko TAKEUCHI, Taisuke TOGARI, Makoto OE, Yukie TAKEMURA, Hiromi 
SANADA. Variations in the mental health and sense of coherence (SOC) of new 
graduate nurses and the effects of SOC on variations in mental health. Open Journal of 
Nursing, 2013; 3(1), 122-129. 
学会における発表 
１）真下綾子 早川ひと美 福井トシ子 山元友子 坂本すが 田中彰子, 医療・看護の質

改善を成功させるリーダーの活動 看護管理学会 2013 年 8 月 25 日 東京 
２）真下綾子 早川ひと美 福井トシ子 山元友子 坂本すが 田中彰子、医療・看護の

質改善を担うQuality Improvement Specialistの役割に関する研究 第15回日本医療マネ

ジメント学会学術集会 2013 年 6 月 14、15 日 盛岡 
３）早川ひと美 真下綾子 企業の質改善上の有用性要因 医療機関の質改善担当者育成プ

ログラム構築に向けて 第 15 回 日本医療マネジメント学会学術集会 2013 年 6 月 14、15
日 盛岡 
 
3. 研究助成および研究成果報告書 
１）竹内朋子. 看護師のワーク・ライフ・バランス(WLB)施策の現状と課題. 日本学術振興

会科学研究費補助金. 若手研究（B）. 2013 年度-2014 年度. 
２）戸ケ里泰典, 山崎喜比古, 中山和弘, 竹内朋子, 横山由香里. 全国代表サンプルによるス

トレス対処力 SOC を規定する社会的要因に関する実証研究. 日本学術振興会科学研究費補

助金. 基盤研究（B）. 2013 年度-2015 年度. 
 
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）独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター付属名古屋看護助産学校 特別講演

会 講師（平成 25 年 7 月 25 日） 
２）独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター付属名古屋看護助産学校 看護研究

指導 
 
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）国立病院機構横浜医療センター附属横浜看護学校, 成人看護学, 講師, 2013 年 12 月・

2014 年 1 月 
 
竹内朋子 
１）埼玉県看護協会第 4 支部：研究指導（2013 年 4 月-2014 年 2 月） 
２）国立障害者リハビリテーションセンター：研究指導（2013 年 4 月-2014 年 1 月） 
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３）東芝病院：看護研究発表会 講師（2013 年 5 月 16 日） 
４）秩父看護専門学校：非常勤講師「看護研究Ⅰ（看護研究方法論）」（2013 年 9 月-12 月） 
５）神奈川県看護協会：助産師職能集会・講演会 講師（2013 年 7 月 26 日） 
 
【小児看護学領域】 
1. 論文など 

1)  小村三千代・三浦崇子・斎藤邦彦他（2014）, 筋ジストロフィー看護を語りましょう.,

日本筋ジストロフィー看護研究会第 1回学術集会 交流集会報告書,1-28. 

2）佐藤朝美・小倉邦子・浜辺富美子（2014）．在宅重症心身障害児（者）の母親が語る「医

療処置」の決断に対する評価．日本重症心身障害学会誌，39（1），129－134．  

3）佐藤朝美・小倉邦子・浜辺富美子（2014）．在宅重症心身障害児（者）の「医療処置」

の決断において、母親が望む医療者からの支援．日本重症心身障害学会誌，39（1），135－

140．  

4）佐藤朝美（2013）．「“Peer learning”を活用した看護学実習」の効果と課題．看護教育

研究学会誌，5（2），15－24． 

5）佐藤朝美（2013）．第 11回国際家族看護学会議リポート．“Honoring the  

past,Celebrating the Future”に参加して．家族看護，11（2），154－157．  

 

2. 学会発表など 

1）橋本佳美・小村三千代,看護を継続できた要因 看護師の語りから,第 70回長野県農村

医学会総会，40,2013年 7月 6日，長野． 

2）岩本郁子・古都昌子・加藤章子・小村三千代他,看護学部開設 3年目に導入した看護学

実習連携会議の効果と課題,第 44回日本看護学会―看護教育―学術集会抄録集,92,2013年

10月 9-10日,大宮. 

3）岩本郁子・平野優・山口壽美枝・井出恵伊子・小村三千代他,"特定看護師"のかかえる

課題および支援体制について考える,第 33回日本看護科学学会学術集会プログラム

集,92,2013年 12 月 6-7日,大阪. 

4）武井紀子・倉持由美・小村三千代,臥床している筋ジストロフィー患者が望む心地よい

体位,日本筋ジストロフィー看護研究会第 1回学術集会講演集,10, 2013年 10月 19日,東京. 

5）小村三千代・三浦崇子・斎藤邦彦他,筋ジストロフィーの看護を語りましょう, 日本筋

ジストロフィー看護研究会第 1回学術集会講演集,10, 2013年 10月 19日,東京. 

6）西谷有子・小村三千代・伊藤桂子他,救命における見取りの看護,第 19回日本臨床死生

学大会ぷるグラム・抄録集,36,2013年 12月 7-8火,東京. 

 

3. 研究助成および研究成果報告書 

1) 小村三千代・武井紀子・倉持由美他（2014）, 筋ジストロフィー看護における心地よい
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ケアに関する研究 ～ケアモデルの開発および DVD制作～,平成 25年度公益財団法人政策

医療振興財団研究助成金報告書,1-10. 

 

４．社会貢献  

＜学会以外の講演など＞ 

小村三千代 

1）独立行政法人 国立病院機構下志津病院看護部研修会講師,筋ジストロフィー病棟にお 

ける看護師と患者の相互作用 ―歩み寄る患者 踏み込めない看護師, 2013年 6月 

28日（千葉）. 

2）独立行政法人 国立病院機構北海道東北ブロック看護師等実習指導者講習会特別講義 

講師, 看護論, 2013年 7月 16日（仙台）. 

3）独立行政法人 国立病院機構災害医療センター看護部研修会講師,指導者としての看護倫

理―見ているものが違うから起こることー, 2013年 9月 3日（東京）. 

4）医療系学生サークル MEDICUS 小児勉強会,子どもの秘めた力―子どもが輝き続けるため

にー, 2013年 10 月 6日（東京）. 

 

佐藤朝美 

1）首都大学東京大学院 人間健康科学研究科看護学領域 25年度博士課程特別講義「ライ

フストーリーとは何か」．2013年 6月 15日（首都大学東京荒川キャンパス）． 

2）横浜市在宅難病児の在宅療育を考える会：運営企画委員(2013年 4月 1日～2014年 3月

31日)． 

 

＜学会や行政関連の役員＞ 

小村三千代 

1）日本筋ジストロフィー看護研究会副会長（2012年 11月から現在に至る） 

2）日本筋ジストロフィー看護研究会第 1回学術集会企画委員（2012年 12月-2013年 10月） 

3）日本筋ジストロフィー看護研究会第 1回学術集会査読委員（2013年 5月-8月） 

4) 第 2回日本 NP協議会研究会 座長（2013年 11月 30日） 

5) 日本筋ジストロフィー看護研究会第 2回学術集会企画委員（2013 年 12月-現在に至る） 

 

堀田昇吾 

1）日本筋ジストロフィー看護研究会 第一回学術集会 実行委員 

 

＜非常勤講師＞ 

小村三千代 

1）独立行政法人 国立病院機構東埼玉病院看護部 看護研究指導講師（2013年 4月-2014
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年 3月） 

2）独立行政法人 国立病院機構災害医療センター看護部 看護研究指導講師（2013年 7月

-2014年 3月） 

3）独立行政法人 国立病院機構附属看護学校教員 看護研究指導講師（2013年 4月-2014

年 3月） 

4）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」講師（2013年 4月-2014

年 2月） 

5）独立行政法人 国立病院機構 下志津病院看護部「筋ジスの看護を語る会」講師（2013年

9月-2014年 2月） 

6）独立行政法人 国立病院機構 西多賀病院看護部「筋ジスの看護を語る会」講師（2013年

5月-2014年 1月） 

 
【母性看護学領域】 
1. 著書 
加藤章子, 宮﨑文子 (共著) (2013). 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 2014｣ (第 5 版). 助産師資格研究会, 東京. 
加藤章子 (共著) (2013), 比較文化とヒューマンケア. 清水裕子. ヒューマンケアと看護学. 
118-122, ナカニシア出版, 東京. 
 
2. 論文等 
小嶋奈都子 (2014). 妊婦とパートナーの妊娠への適応と関連する個人的背景の比較．日本

母子看護学会誌, 7 (2), 11-21． 
 
3. 学会における発表 
１）青山かおり, 宮﨑文子, 金子あけみ, クリテイカル領域に従事する医師と看護師の協働

に影響する要因の検討, 第 33 回日本看護科学学会学術集会, 2013 年 12 月 6 日-7 日, 大阪. 
２）本宿美砂子, 大石時子他, 専門職大学院における助産教育の評価-修了生の上司インタビ

ューから-, 第 28 回日本助産学会学術集会, 2013 年 3 月 22-23 日, 長崎 
３）岩本郁子, 古都昌子, 加藤章子, 小村三千代他，看護学部開設 3 年目に導入した看護学

実習連携会議の効果と課題, 第 44 回 日本看護学会, 看護教育, 2013 年 10 月 9 日, 埼玉. 
４）加藤章子, 高塚綾子, 徳永瑞子. 中央アフリカ共和国の 10 代女性の妊娠・出産に関する

意識と意味, 第 28 回 日本国際保健医療学会学術大会, 2013 年 11 月 2 日, 沖縄県名護市 
５）金子あけみ, 古村ゆかり, 菱谷純子, 早坂奈美, 倉田貴子, 渡邊淳子, 看護教員の臨地実

習指導における効果的なリフレクション－ALACT モデルを用いて－, 第 33 回日本看護科

学学会学術集会, 2013 年 12 月 6 日－12 月 7 日, 大阪. 
５）加納尚美, 大石時子他, ニュージーランドの助産師活動視察報告, 第 28 回日本助産学会
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学術集会, 2013 年 3 月 22-23 日, 長崎 
６）小嶋奈都子, 初めて親となるカップルの妊娠への適応, 日本母子看護学会学術集会, 
2013 年 7 月 6 日-7 月 7 日, 神奈川. 
７）中川陽子, 藤生英行, 母親と幼児の不安および母親の認知との関連, 日本発達心理学会

第 25 回大会, 2013 年 3 月 21 日, 京都. 
８）高塚綾子, 加藤章子, 徳永瑞子, ART 治療後の自己認識の変化と病気との和解―中央ア

フリカ共和国の調査から―, 第28回 日本国際保健医療学会学術大会, 2013年11月2日, 沖
縄 
 
4. 研究助成及び研究成果報告書 
毛利多恵子, 大石時子他,「助産師主体の分娩管理における医師との連携に関する研究」班

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｣の報告書, 平成24年度厚生労働省科学研究費補助金 (地域医療基盤開発推進研究

事業), 2012 年 4 月 1 日-2014 年 3 月 31 日 
 
5. 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）大石時子 (共著) (2013). 諸外国の助産教育についての調査報告. 助産師教育, 全国助産

師教育協議会, 79.  
２）大石時子 (2014). ICM プラハ大会に向けた学術委員会の活動 -演題受理の方法と動向-. 
助産学会ニュースレター, 73. 
３）大石時子 (2013). 手と目と耳できわめる外診・内診技術. ペリネイタルケア, 32 (10), 9. 
 
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） 
宮﨑文子 
学会等役員 
(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) 性の健康医学財団評議委員 
(5) 日本看護研究学会査読委員 
非常勤講師 
(1) 大分県立看護科学大学非常勤講師（大学院：看護教育特論、助産管理） 
大石時子 
全国助産師教育協議会理事 
日本思春期学会理事 
日本助産学会査読委員 
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International Confederation of Midwives, プラハ世界大会学術委員 
助産師教育研修研究センター ファーストステージ研修, 助産論演習 -国際助産活動と教育, 
2013 年 7 月 13 日, 東京 
受胎調節実地指導員認定講習会 ｢成熟期女性へのヘルスアセスメント」, 日本助産師会, 
2013 年 9 月 29 日, 東京 
助産師の自律した活動を支援するための研修会 ｢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, 2013 年 8 月 22-25 日, 2014 年 2 月 13-16 日, 東京 
助産師に求められる能力 -助産師が行うフィジカルイグザミネーション, 全国助産師教育

協議会研修会, 2014 年 1 月 25 日,福岡, 2014 年 2 月 1 日, 東京. 
 
加藤章子 
学会等役員 
(1) 分娩監視研究会理事 
非常勤講師 
(1) 国立病院機構災害医療センタ―, 看護研究に活かす文献検索, 2013 年 5 月 29 日 
(2) 白百合女子大学, 女性のライフ・イベント (科目名: 女性のライフデザインⅡ), 2013 年

7 月 8 日 
(3) 白百合女子大学, 女性のいのちと性を慈しむために (科目名: 女性のライフデザインⅠ), 
2013 年 7 月 9 日 
(4) 白百合女子大学, 女性のライフ・イベントを考える (科目名: 女性のライフデザインⅡ) 
2013 年 11 月 27 日 
地域貢献 
NPO 法人ロシナンテス イベント企画員, JICA, 2013 年 10 月 5 日, 横浜 
 
【精神看護学領域】 
１．論文等  
1）板山稔, 高田絵理子, 田中留伊(2013). 精神障害者および精神保健福祉に対する地域住民

の思いに関する記述的研究. 弘前医療福祉大学紀要, 4(1), 25-32. 
2）伊藤桂子, 川野雅資(2014). カウンセリングにおけるコミュニケーション技術の構造と

手法‐気分障害患者の認知バイアスへの介入場面の分析. 精神看護におけるディスコース

分析研究会誌 第 2 巻, 50-59. 
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,中村裕美,田中留伊(2013). 看護系大学に通う女子学生のインターネット使用の

現状と傾向. 性とこころ, 5(2), 108-113. 
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5）日下修一, 伊藤桂子,  安田美彌子, 北條正順, 原田隆之, 斉藤章佳, 松島崇将, 藤村貴司, 
榎本稔(2013). 性的問題行動・アルコール依存症と機能不全家族. 性とこころ, 5(2), 
134-138. 
6）大谷一義, 伊藤桂子, 川野雅資(2013). アルコール依存症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」の取り組みから見た今後のアルコール依存症者地域支援

の検討. アディクション看護 第 10 巻(1), 73-74. 
 
2. 学会における発表 
1）田中留伊, 宇都宮智, 菅原裕美, 石崎有希,茂手木彩, 瓶田貴和, 熊地美枝, 板山稔,森千鶴,
医療観察法で行われている看護から一般精神看護を考える,日本精神保健看護学会第 23 回

学術集会・総会,2013 年 6 月 15 日,京都. 
2）伊藤桂子,中村裕美,田中留伊,看護系大学に通う女子学生のインターネット使用の現状と

傾向,日本「性とこころ」関連問題学会第 5 回学術研究大会,2013 年 6 月 22 日,東京. 
3）伊藤 桂子,川野雅資，カウンセリングにおけるコミュニケーション技術の構造と手法【気

分障害患者の認知バイアスへの介入場面の分析】，第 2 回精神看護におけるディスコース分

析研究会,2013 年 9 月 7 日,岡山. 
4）大竹かおる,平野真美,石井弘美,泉水真奈美,田中留伊,精神科に長期入院している患者の家

族の思い―家族が考える患者の将来―,第 44 回日本看護学会‒精神看護‒学術集会 2013 年 9
月 19 日,群馬. 
5）田中留伊,伊藤桂子,中村裕美,看護系大学に通う女子大学生の携帯電話の使用状況と特徴

～インターネット使用に問題のある学生に焦点を当てて～,第 12 回日本アディクション看

護学会学術集会 2013 年 9 月 28 日,埼玉. 
6）板山稔,小玉有子,田中留伊,青森県の児童・生徒のメンタルヘルスと精神保健福祉教育に

関する調査研究,第 72 回日本公衆衛生学会総会,2012 年 10 月 24 日,三重. 
7）湯本敏子,代田ひさ子,内山千重子,田中留伊,アルツハイマー型初老期認知症患者の看護に

評価尺度を取り入れて―A 氏の不安に寄り添ってー, 第 67 回国立病院総合医学会,2013 年

11 月 8 日,金沢. 
8）小野山佳和,斉藤櫻子,岩下恵美子,荒川好美,田中留伊, 長期入院精神疾患患者Ａ氏に対す

る地域生活移行支援に対する取り組み-外出訓練を試みて-,第 67 回国立病院総合医学

会,2013 年 11 月 8 日,金沢. 
9）矢島秀晃，阿部司，田中留伊，CVPPP フォローアップ研修の効果-トレーナーとしての

自信につなげるために-,第 67 回国立病院総合医学会,2013 年 11 月 8 日,金沢. 
10）吉池茂，青木加奈子，日向悦二，阿部成彰，瓶田貴和，田中留伊，医療観察法病棟に

おけるケアマップの有効性についての検証 ー導入した 3 事例のアンケート結果よりー,第
67 回国立病院総合医学会,2013 年 11 月 8 日,金沢. 
11)西谷有子,小村三千代,伊藤桂子,鶴巻加奈子,救命における看取りの看護,第 19 回日本臨床
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死生学会大会,2013 年 12 月 7 日,東京. 
12）佐伯幸治,大森圭美,田中留伊,松本賢哉,森千鶴,看護学生のアルコール依存症に対するイ

メージの特徴―統合失調症に対するイメージとの比較から―,第 33 回日本看護科学学会学

術集会,2013 年 12 月 7 日,大阪. 
 
3. 社会貢献 
田中留伊 
1）第 43 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 編集委員 
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 
7）日本アディクション看護学会研修会講師,自傷行為とアディクション事例検討会 
8）代々木メンタルクリニック倫理審査委員会 外部委員 
9）代々木メンタルクリニック治験審査委員会 外部委員 
10）日本精神保健看護学会第 24 回学術集会総会 実行委員 
11）日本精神保健看護学会第 25 回学術集会総会 企画委員 
 
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）若者の飲酒を考えるフォーラム 実行委員 
4）日本「性とこころ」関連問題学会 学術集会実行委員 
5）学生のための飲酒問題防止教育プログラム 実行委員 
6）日本アディクション看護学会研修会講師,自傷行為とアディクション事例検討会 
7）神奈川断酒連合会 平成 25 年度 地区別一般酒害相談研修会講師 
8）茅野酒害者回復クラブ  平成 25 年度 アルコール問題研修会講師 
 
中村裕美 
1）国立精神・神経医療研究センター病院 災害時こころの情報支援センター 研究生 
 
【地域看護学領域】 
1．著書 
１）清水洋子(共著) (2013). 保健師国家試験問題解説 (MEDIC MEDIA )クエッション・バ

ンク 2014. メデックメディア, 東京. 
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2.論文等 
１）Koji Wada, Mikako Arakida, Rika Watanabe, Motomi Negishi, Jun Sato, Akizumi 
Tsutumi（2013）. The economic impact of loss of performance due to absenteeism and 
presenteeism caused by depressive symptoms and comorbid health conditions among 
Japanese workers. Industrial Health. 51(5), 482-489. 
3．学会における発表 
１）清水洋子，国松明美，柴田健雄，遠藤有人. 新潟県湯沢町におけるヘルスプロモーショ

ンの展開, 第 22 回日本健康教育学会学術集会, 2013 年 6 月 22-23 日, 千葉. 
２）Takeo Shibata, Yoko Shimizu, Endo Arihito. Effects of health promotion programs 
involving traditional and aqua gymnastics for the elderly in Yuzawa town, 
Japan, The 21th International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), 
August 25th -29th, 2013. Tai.  
３）清水洋子, 柴田健雄，遠藤有人，国松明美．住民と協働のヘルスプロモーションの展開

－10 年目調査による心の健康不安とその背景, 第 72 回日本公衆衛生学会, 2013 年 10 月

23-25 日，三重. 
４）古野陽一,清水洋子,大北啓子. 乳児母子支援プログラム IPPO の課題早期把握と改善の

検証～実施時の支援者記録の詳細分析より,第 19 回子ども虐待防止学会, 2013 年 12 月

13-14 日,長野. 
５）清水洋子,古野陽一,大北啓子. 乳児と母を対象とした子育て支援プログラム（IPPO）の

評価～母親の主観的効果～,第 19 回子ども虐待防止学会, 2013 年 12 月 13-14 日,長野. 
 
4．研究助成および研究成果報告書 
１）清水洋子. 虐待予防のグループ・ミーティング支援プログラムの有用性と参加継続要因 
(研究代表者). 文部科学省科学研究費補助金基盤(C). 2013 年度～2016 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）佐藤潤. e-learning N プラス保健師国家試験解説（メディカ出版）. 
２）佐藤潤. メディカコンクール 保健師国家試験対策テスト 2014 年（メディカ出版） 問

題・解説作成. 
 
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 
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３）日本実践健康教育士試験認定委員 
４）日本健康教育士養成機構東京会議 スーパーバイザー 
５）日本ケアマネジメント学会 評議委員、編集委員 
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）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 
９）愛知県一宮市 保健師現任研修会講師 
１０）長野県木曽町職員現任教育研修会 講師 
１１）長野県木曽町保健補導員研修会 講師 
１２）科学研究費補助金基盤研究 審査委員 
 
松沼瑠美子 
１）埼玉県看護協会 一般教育・専門教育講師 
２）福島県看護協会 ジェネラリスト教育研修講師 
３）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 
４）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 
５）公益財団法人井之頭病院 新人教育講師 
６）（株）やさしい手、ケアマネージャー及び介護スタッフ研修講師 
７）宮城県亘理郡山元町社会福祉協議会、山元町仮設住宅でのボランティア活動 
佐藤潤 
１）第 2 回日本公衆衛生看護学会学術集会（2014 年 1 月 12 日～13 日, 神奈川） 実行委

員 
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５、教職員名簿 

専任教員 担当領域 氏名 職名 採用等年次 

 大学院看護学研究科長 草間 朋子 副学長/教授 22.4.1  採用 

 東が丘看護学部長 山西 文子 副学長/教授 25.4.1  採用 

 看護基盤学 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 

 金子 あけみ 准教授 22.4.1 採用 

 
小野 孝二 准教授 25.4.1  採用 

 
小宇田 智子 講師 22.4.1 採用 

 
基礎看護学 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 

 高橋 智子 助教 25.4.1 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 浅野 妙子 教授 23.4.1 採用 

 
真下 綾子 准教授 25.4.1 採用 

 岩渕 起江 講師 24.4.1 採用 

 
竹内 朋子 講師 25.4.1 採用 

 
中村 孔美 助手 25.4.1 採用 

 
今井 真喜 助手 22.4.1 採用 

 小川 弥生 助手 25.4.1 採用 

 小児看護学 小村 三千代 教授 23.4.1 採用 

 
佐藤 朝美 准教授 24.4.1 採用 

 
母性看護学・助産学 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 

 中川 陽子 講師 25.4.1  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 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 
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地域看護学 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 

 
牧 栄理 助手 22.4.1 採用 

 
総合看護学 山田 巧 准教授 25.4.1 採用 

 望月 聡一郎 准教授 25.5.24 採用 

 岩本 郁子 講師 24.4.1 採用 

 

事務職員 役職 氏名 

 
部長 石川 護 

 担当部長 利光 重信 

 
部長代理 上原 朝美 

 職員 佐久間 雄一 

 
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 山崎 修 

 
図書館司書 飯嶋 正敏 

 
図書館司書 大弓 朝美 

 図書館司書 立花 睦美 

 
保健師・相談室担当 原田 直美 

 

 


