
年報 

平成２６年度 

 

 

 

 

 

 

 

東京医療保健大学東が丘・立川看護学部 

TOKYO HEALTHCARE UNIVERSITY 

Faculty of Nursing 



1 

 

“tomorrow’s Nurse”の育成 
看護師の役割拡大の法制化と診療看護師の育成 

 

超高齢社会を迎え既に５年が経過し、団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年には、後

期高齢者が一気に増えることになり、この時期の日本の医療介護の環境を整備するための

方策が検討されております。平成 26 年 6 月に制定されました「地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（保助看法、人確法

など 19 の医療関係法令の改正を含む法律）も、2025 年に向けた医療介護環境の改革を誘

導するための一環であり、この法律に基づき、地域志向、在宅志向の医療介護政策が実行

に移されつつあります。 

これからの、「予防し・治し・支える」医療保健福祉提供体制の中では、「生活モデル」

に沿って看護を提供してきた看護職が国民目線に立ってしっかり役割を果たしていかな

ければなりません。本学は、自律し “tomorrow’s Nurse” の育成を目標に看護師の人材

育成に取り組んでおります。 

平成 4 年に人格法が制定されたことをきっかけに看護系大学が増加し始め、平成 21 年

の保助看法の改正により、看護職教育が法令上、三師（医師、歯科医師、薬剤師）と同様

に「高等教育」に位置付けられました。18 歳人口が減少し、大学全入時代を迎え、大学数

の過剰が話題にされている中で、看護系大学の数は右肩上げりで年々増加しております。

看護教育の大学化は、看護にとって好ましい傾向ですが、この大学化のスピードは、教育

の質の低下を招きかねませんので、手放しで歓迎することはできません。まず、専門学校

の大学化を優先していくことが重要であると考えております。本学部は、国立病院機構と

の連携を図り、平成 26 年 4 月には災害医療センターの「昭和の森看護学校」の大学化（東

が丘・立川看護学部）を図りました。この大学化を機会に、学部内に「臨床看護学コース」

と「災害看護学コース」の二つのコースを設けました。国内外で大規模災害が多発してお

り、災害看護学コースは、災害時にも自律して活動できる “tomorrow’s Nurse” 育成の

拠点です。学部教育の中に「災害看護コース」を開設している唯一の大学であると自負し、

しっかり優秀な人材を輩出できるように頑張ってまいります。 

 自分の職業、自分の専門の学問領域へのプライドは基礎教育（Under graduate）すな

わち養成課程で醸成されると信じて、看護教育に係ってきました。 

 本学部の総力を掛けて、2025 年に対応できる、また、大規模災害にも対応できる

“tomorrow’s Nurse”の育成を目指してまいります。 

 

 大学院教育に関連した本年度の大きなイベントは、平成 26 年 6 月の保助看法の改正に

より「特定行為に係る看護師の研修制度」ができたことです。本学部を開設した平成 22

年度から大学院修士課程に「高度実践看護コース」を設置し、主にクリティカル領域で活

動する診療看護師（ＮＰ）の育成を行ってきました。今回の法改正及び省令の発出（平成
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27 年 3 月）により、昭和 23 年の保助看法制定以来、初めての看護師の業務拡大が実現し、

チーム医療のキーパーソン、地域医療のゲートキーパとして患者さんの「症状マネジメン

ト」をタイムリーに実行できる状況がスタートしました。今後、看護学研究科の総力をあ

げ、この制度の定着とさらなる改革に向けてのエビデンスを集積していきたいと思ってお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 6 月 

東が丘・立川看護学部   草間 朋子 
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１．大学組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東が丘・立川看護学部の運営組織 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

※大学経営会議：年５回開催 

※理事会・評議員会：年３回同時開催 

【事務組織】 

【教員組織】 

東が丘・立川看護学部長 

医療保健学部長 

看護学研究科長 

医療保健学研究科長 

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 

国試対策委員会 

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 

就職支援委員会 

研究科長 

学部長 

図書館 

保健室・学生相談室 

事務部 

事務部長 

看護基盤学 

総合看護学 

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 

看護基盤学 

基礎看護学 

成人・老年看護学 

母性看護学 

在宅看護学 

【臨床看護学コース】 

【災害看護学コース】 

副学長 
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２．委員会活動 

 

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 

 活動内容 

  教授会の役割は、東が丘・立川看護学部の教育環境向上に関する重要事項、学生の入学や

退学に関する事項、教育課程および試験に関する事項、研究およ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 自己点検・評価委員会 

 構成員 

日比野守男（委員長）、穴沢小百合（副委員長）、伴信彦、高木晴良、石井美恵子、 

加藤章子、岩渕起江 

 活動内容 

中間目標評価について草間副学長と相談のうえ、評価者を選出し、教員と事務で分 

  担して記述した。教員評価規程の制定に伴い、各教員の自己申告の評価データについて、

東が丘看護学部教員として記載すべき内容の統一を図った。  

 

１－３ FD 委員会 

構成員 

日比野守男（委員長）、穴沢小百合（副委員長）、伴信彦、高木晴良、石井美恵子、 

加藤章子、岩渕起江 

活動内容 

① 4月 17日「東が丘・立川看護学部、大学院看護学研究科の目指す方向性に関して」 

 (草間朋子副学長) 

② 6月 25日「授業計画の立案」(石田千絵准教授) 

③ 8月 21日「米国における災害看護・救急看護」(Dr.P.McMahon) 

④ 9月 29日「科研費の申請について」(小野孝二准教授, 竹内朋子講師) 

⑤10月 23日「オバマケア以降のＮＰの活動」(Dr.Chan) 

⑥ 2月 19日「この 1年の特定看護師の動向」(草間朋子副学長) 

⑦ 3月 11日「災害看護について」(石井美恵子准教授) 

 

 



6 

 

１－４ 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）、浅野 妙子（副委員長）、小野孝二、石田千絵（10 月～）、小村三千

代、清水洋子（～9 月）、田中 留伊、宮崎 文子、山西文子（学部長）、石川 護（事務部長

/～8 月）、利光重信（事務部長/9 月～）、斎藤 容子（事務員） 

活動内容 

 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 

本年度より臨床看護コース、災害看護学コースの 2 コースがスタートしたが、事務部と

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、完成

年度(平成 24 年度）におけるカリキュラム評価の内容を踏まえ、「専門分野」の中に含め

ていた指定規則上の統合分野を独立した「統合分野」として位置づけ、科目名の整合性、

科目内容の精選、科目間の調整、科目の配当年次等を全体的に見直した。平成 27 年度 4

月からのカリキュラムの一部変更として文科省に申請し、承認を得た。 

２）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、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取得単位を確認し、進級の可否について教授

会の承認を得た。 

３）教育環境の整備（教材・教具）について 

 「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」を、半期セメスタ

ーごとに更新した。また、「次年度教材備品・消耗品購入希望リスト」を作成した。来年

度はより効率よく教材を購入できるように、方法の見直しを図ることとした。 

４）履修案内・シラバスについて 

次年度よりカリキュラムの改正が行われるため、それに合わせて内容を修正した。シラ

バスについては、「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。 

 

 

１－５ 実習検討委員会 

構成員 穴沢小百合(委員長) 石田千絵(副委員長)  掛川裕史副部長 

臨床看護学コース：岩本郁子、朝澤恭子、伊藤桂子、竹内朋子、玄 順烈 

災害看護学コース：石井美恵子、岩満裕子、福田淑江、中川陽子 

活動内容 

  本委員会は東が丘・立川看護学部の教育の質的向上に向け、看護学実習に関する以下の

活動を実施した。 
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１）実習計画 

   平成 27 年度の実習計画策定および平成 28 年度の実習日程の確認を行った。実習計画に

ついては、年間計画および実績を示す書類の様式を整備し、それに基づいて実習施設に遅

滞なく依頼・連絡できるようにした。 

２）看護学実習連携会議 

   平成 26 年度の会議の目的を「看護学実習における学習の深化および看護実践能力の向

上に向け、実習指導者と大学教員とが教育方針や実習方針を共有し、協働して看護学実習

に取り組む体制を構築する」とし、4 回開催した。今年度は、看護技術経験表に示した到

達目標の達成に向けた実習指導者の役割、大学教員の役割、連携について検討した。検討

結果は「看護技術指導における実習指導者と大学教員の役割」として整理し、次年度に活

用する予定である。 

３）看護学実習施設に対する説明会 

   平成 26 年度の「看護学実習施設に対する説明会」は各論実習開始前の 9 月 12 日(金)に、

12 施設 50 名の実習担当者と教員 46 名が参加し、本学部の教育への取り組みに関する説

明および実習指導に関する意見交換を行った。意見交換では、実習担当者の方々から教員

と相談・検討しながら個々の学生に応じた実習指導を進めていることが紹介され、実習担

当者と教員がよりよい実習指導を目指し、協働して取り組んでいることが確認できた。説

明会は実習担当者の学部の教育への理解を得るため継続的に実施する予定であり、次年度

は 4 年次生の看護学統合実習の開始前に計画する。 

４）看護技術経験表 

   平成 26 年度の卒業生 125 名(回収率 92%)を対象に到達状況を集計した。173 種類の看

護技術のうち 163 種類 94.2%の看護技術は、学生の 60%以上が学部で設定した卒業時の

到達度に到達していることが明らかになった。今後、集計結果を蓄積・分析することで、

実習指導に活かしていきたい。 

５）臨地実習要項 

   平成 27 年度のカリキュラムが改正に伴い、看護学実習の意義・目的・目標を見直した。

また、全体的にも内容を整理し、その充実を図った。 

６）インシデント報告 

 看護学実習におけるインシデントについて、学部内で共有し実習指導に活かすため、

年度毎に集計・整理することとし、平成 27 年度は 32 件であった。患者の安全安楽に関

するものが約半数を占め、患者に直接的な影響はなかったものの、指導者の見守りを必

要とするにも関わらず学生単独で実施していることが報告された。 

 

１－６ 学生生活支援委員会 

構成員 

小村三千代（委員長）、田中留伊(副委員長)、大石時子、鈴木久美子、小宇田智子、佐藤
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潤、朝澤恭子、佐藤みほ、原田直美、井上学生支援センター長、木之下教務部長、利光事

務部長 

 活動内容 

１）健康管理 

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

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

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

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

共有を強化した。これにより、学生の健康状態把握の徹底と実習施設との情報共有が推進

され、感染拡大の防止に繋がった。 

  今年度の 1年生から結核健診は、ツ反から T-SPOT検査に切り替えた。また、学生の急変

時の緊急対応として東京医療センター救急部への搬送ルートが確立した。 

２）学年担任・コンタクトグループ 

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

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

促進し、看護学の学習に向けた準備状態を整える一つの機会として有意義であった。 

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

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

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

能が発揮されるよう、教員の指導力強化も含め対応を検討したい。 

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し指導にいかすことができると期待している。  

今回の調査結果(回収率82.4%%)は、多くの学生がアルバイトを行っていること、緊張や不

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 

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

う時に役立つ トリアージ体験」をテーマに看護体験コーナーを開設し、東が丘・立川看

護学部の教育の特徴を示した。また、景品としてシャープペンシルを準備し好評を得た。

このような参加型の企画は魅力的であり、強化していきたい。定例となった国立病院機構

東京医療センターとの協同による、七夕飾りやクリスマスツリーの展示では患者さんから
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も好評を得ており、次年度も継続する予定である。 

 ５）災害訓練・避難訓練 

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

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

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

等、訓練が円滑に進行するように支援した。次年度は、災害看護学コースの学生も参加し

て有意義な学習の機会になるよう進めていきたい。 

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

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

 

１－７ 国家試験対策委員会 

構成員 

  岩本郁子（委員長）、佐藤潤（副委員長）、真下綾子、関屋伸子、小宇田智子、 

玄順烈、高橋智子、中村裕美、栗林好子、加藤知子、利光重信、齋藤容子 

 活動内容 

本委員会は平成 26年度にワーキンググループから「国家試験対策委員会」となり、2～

4年次生、既卒者に対し保健師および看護師国家試験対策について、以下の活動を行った。

目標を「看護師国家試験合格率 100％」とし、国試ガイダンス、業者模擬試験計画の立案・

対応、講義形式の DVD 視聴、教員の補講、グループ学習の支援などを 2年次生から計画し

実施した。 

本学部の国試対策の特徴は①領域別に担当する卒業研究ゼミを中心とした対応、②学生

委員との連携である。4 年次生は卒業研究のゼミ単位で活動することが多いため、模擬試

験結果の振り返り、学習指導、相談など具体的な国家試験対策は、各学生の状況が把握し

やすいこのゼミ単位で、委員会のメンバーと領域の教員が協力して行った。その結果、細

やかで適切なアドバイスが可能になり、個別的で継続的な支援を行うことができた。また、

「国家試験対策は本来学生が主体となって取り組むべき」という考え方から、ゼミ単位で

自主的に国試対策の担当学生を選出し、18名のメンバーで学生委員が組織された。国家試

験対策委員会は、この学生委員と連携し学生のニーズ把握から 4 年生専用の教室の確保、

業者による出張講座の開催なども行った。 

 

１－８ 就職支援委員会 

構成員 

伊藤桂子（委員長）、岩渕起江（副委員長）、山西文子、清水洋子、中川陽子、 

佐藤みほ、利光重信事務部長、望月陽子事務員 

 活動内容 

１）就職支援活動 



10 

 

就職支援としては、1 階エントランスにキャリア支援コーナーを整備し、学生への就職・

進学関連の情報提供を行った。また、3 年次生を対象とした就職説明会（4 月 国立病院機

構看護学生フォーラム・就職説明会、1 月 国立病院機構病院説明会）、就職支援講座を開

催した。今年度からの新たな取り組みとして、平成 25 年度の卒業生 17 名を招いて卒業生

との懇談会を実施し、学生が進路決定のポイントや就職活動について具体的に相談できる

機会とした。さらに、学生が所属する卒業研究領域の担当教員と就職支援担当教員が連携

して、進路選択の相談や模擬面接の実施など個々の学生に応じた支援を行った。 

上記の取り組みにより、12 月には平成 26 年度卒業生 125 名全員の進路が決定した。 

２）奨学金貸与支援 

 就学支援として、施設等による奨学金・就学金制度の情報提供と活用の相談、書類作成

などを実施した。今年度の奨学金利用者（大学から推薦書を発行したもの）は 58 名（4

年次生 41 名、3 年次生 11 名、2 年次生 3 名、1 年次生 3 名）である。 

 

１－９ 研究倫理・安全委員会 

 構成員 

今井秀樹（委員長）、宮崎文子（副委員長）、日比野守男、田中留伊 

活動内容 

受理した研究倫理審査申請が 29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。 

 

１－１０ 図書委員会 

構成員 

山田 巧委員長、関屋伸子副委員長、松山友子、金子あけみ、鈴木久美子、竹内朋子 

掛川裕史副事務部長、飯嶋正敏司書 

 活動内容 

１）長期休暇中の開館時間延長 

大学院の要望から長期休暇中の開館時間の延長希望が出ていた。そこで 9月上旬におい

ては 1時間の延長、9月中旬からは通常の 20 時に戻した。 

２）各領域所有の図書登録 

領域所有の図書登録について、学生アルバイトを採用し登録した。登録したリストは、

desknet'sの文書フォルダに保存し、教職員が確認できるようにした。 

 ３）職員の複写サービス 

国立情報学研究所の HPに掲載されている各種資料等により、ILL文献複写等料金相殺サ

ービスの内容について委員で確認した。事務の方で、経理財務部と課題と具体的な作業の

進め方について検証してもらい、平成 27 年 4 月より個人研究費、教育費の範囲で開始す

る運びとなった。 
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４）図書の廃棄 

東が丘看護助産学校と厚生労働省看護研修研究センターからの委譲図書について、古い

ものから廃棄することとした。1 回に 500 冊程度をリストアップし、教員に確認後、不要

となったものについて廃棄することとした。この作業を進めることで、新規図書の配架ス

ペースの確保につながり、サービス向上につながることが期待できる。 

５）図書・雑誌購入 

平成 26 年度は 2 期に分けて購入した。1 期分は和洋図書・和洋雑誌・AV 教材等を含め

377 件、2期分は 610件の購入をした。2期分は災害看護コースの新設に伴う購入図書のた

めに過去最多の納品数となった。 

６）図書館に関する月次報告の実施 

平成 26年度 10月から、入館者数、図書受入、図書貸出、複写サービスに関するデータ

の報告を開始した。これらのデータを参考にしながら、司書業務の検討やサービス向上を

図った。 

 

１－１１ 広報・情報ネットワーク委員会 

 構成員 

小野孝二（委員長）、加藤章子（副委員長）、金子あけみ、橋本美幸、望月聡一郎、 

山田巧、真下綾子、掛川裕史（事務部副部長） 

 活動内容 

１）大学案内について                                          

（１）H26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。 

   具体的には、大学総合案内と学部大学案内の２種から構成され新しく改訂された。看

護学科の臨床看護学コースと災害看護学コースの２つのコース制の設置について、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に工夫

した。                                                                           

２）オープンキャンパス・学校説明会・個別相談、出張講義等について 

（１）国立病院機構キャンパスで開催されたオープンキャンパスおよびキャンパス見学会

（国立病院機構キャンパス、災害医療センター）は本委員会、東が丘・立川事務部と入試

広報部、東京医療センターおよび災害医療センターと連携を図りながら計画と おり実施

できた。                           

（２）多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校、拓殖大学第一高等学校より出張講義の依頼を受け、

教員を派遣した。                                                                             

（３）国立病院機構キャンパスにおいて、個別見学を平成 26年 5月より平成 27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から 2回、計 9回実施した。 

３）ホームページについて 

（１）本委員会担当者は、当初の計画とおりに新規採用職員の紹介を掲載した。 
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４）その他 

  全学的入試広報委員会に委員長が参加し、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た。特に本学のホームページのリニューアル

作業では、各学科の連携や合意を図りながら大学の PR 活動を戦略的に運営できるように

努めた。 

 学報「こころ」の年２回の発行にあたり、東が丘・立川看護学部における教育活動や学生

支援活動の記事を盛込み PR活動に寄与した。 

  国立病院機構看護専門学校の学生主催の看護学生フォーラムにおいて、大学での学びにつ

いての学生発表者１名を本委員会で支援した。 

 

１－１２ 入試委員会 

構成員 

構成員は非公開としている。 

  東が丘・立川看護学部、大学院看護学研究科の入学試験に係る事項について協議・審議し、

試験の円滑な実施を図った。平成 26 年度に特有な事項として、以下を行った。 

１）卒業生および在学生について、入試区分と入学後の成績等の関連を解析した。 

２）前年度の学部入試の実績を踏まえて、入試日程、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および出願資格の見直しを行った。 

３）受験生から入試結果に関する開示請求があった場合の対応について協議した。 

 

１－１３ 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）、宮崎文子、大石時子、小野孝二、 

岩本郁子、山田巧、利光事務部長 

 活動内容 

   看護学研究科「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」に関する教育計画、実施、評価等に係る質向上のための検討実施。また各コース

で実施する研究活動の積極的な取り組み・その躍進を図るため重要事項について審議し、

研究科委員会への報告及び審議に係る案件の決定を行ってきた。また、学生支援委員会に

おいて、大学院生の在籍に関する事項、就職、進学の支援等に付いての審議等を行った。 

他に「高度実践看護コース」は臨床実習指導に関する指導者間の指導の統一化を図るた

め、実習指導者会を毎月 1 回、年間 6 回実施した。「高度実践助産コース」は国家試験受

験者の１００％合格を目指して指導等も実施した。他に今年度は11回の委員会を開催し、

特徴的な取り組みは計画的な「高度実践看護コース」、「高度実践助産コース」の両コース

のカリキュラム改正をし、教育計画の改善を行った。 
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３．学内行事の概要 

 

３－１ 学年歴 

 【 前 期 】                   【 後 期 】 

4 月                        10 月 

 1 日 新入生ガイダンス               1 日 後期セメスター授業開始 

 2 日 入学式                     21 日 災害訓練 

 3 日 新入生ガイダンス、健康診断 

 4 日 学内オリエンテーション 

 7 日 前期セメスター授業開始 

22 日 ナレッジ統合実習・マネジメント実習(～8/8) 

25 日 看護学生フォーラム 

30 日 新入生合宿研修(～5/1) 

 

5 月                        11 月 

                           1 日 医愛祭(～2 日まで) 

                           15 日 指定校・公募推薦入学試験 

 

6 月                        12 月   

 9 日 基礎看護学統合実習(～6/20)           1 日 開学記念日 

30 日 基礎看護学体験実習(臨床～7/4)         25 日 冬季休業開始 

25 日 後援会総会・教育懇談会             

 

7 月                         1 月 

11 日 スポーツ大会                  4 日 冬季休業終了 

14 日 基礎看護学体験実習(災害～7/18)         13 日 老年看護学実習(～1/22) 

                            22 日 国立病院機構病院説明会 

 

8 月                         2 月 

 2 日 オーブンキャンパス                4 日 一般前期入学試験 

11 日 夏季休業(～9/30 まで)                18 日 一般後期入学試験 

                              23 日 就職支援講座 

                              26 日 卒業生との懇談会 

 

9 月                         3 月 

 2 日 各論実習―母性看護学実習等(～H27/2/19 まで)   7 日 学位記授与式・修了式 
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３－２   オープンキャンパス 

 8 月 2 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、633 名の参が

あった。 

 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 HM301 教室) 9:30～14:00 の間に 3 回に分けて実施 

(1 回: 80 分程度) 

【 内 容 】 

 ①東が丘・立川看護学部の理念・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) ④提携病院(国立病院機構)と 

東が丘・立川看護学部の連携について 

 

２） 全体講演会② (3 階 HM306 教室) 9:30～15:00 の間に 5 回に分けて実施 

(1 回:50 分程度) 

 【 内 容 】 

 ①大学の理念(学長挨拶) ②入試概要説明 

 

３） 個別相談会 (2 階 HM206 教室) 

    ①東が丘・立川看護学部個別相談 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)、博士課程個別相談 

 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 

   ①小児看護学の紹介          HM104 

   ②基礎看護学の紹介          HM107 

   ③精神看護学の紹介          HM205 

   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 

   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 2 回、午後 2 回の計 4 回に分けて、東京医療センター看護部の案内 

   のもと実施された。 
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３－３ 東が丘・立川看護学部見学会 

   本年度の見学会は、8 月 22 日(金)に国立病院機構キャンパスで実施されるとともに、24

日(日)に災害医療センターにおいて実施された。受験希望者、父母等を含め 231 名の参加が

あった。(8/22…81 名、8/24…150 名) 

 

３－４ 個別見学会 

  下記の日程で個別見学会を実施した。 

  平成 26 年 9 月 24 日(水)、10 月 15 日(水)、10 月 29 日(水)、11 月 10 日(月)、12 月 3 日(水)、

12 月 19 日(金)、平成 27 年 1 月 9 日(金)、1 月 21 日(水)、 

2 月 25 日(水) 

 

３－５  公開講座等の開催 (FD 企画を含む) 

   ①26.4.17(木)  16:45～17:45  H2511 

     テーマ: 「東が丘・立川看護学部、大学院看護学研究科の目指す方向性に 

関して」 

     講 師: 草間 朋子氏 (副学長、看護学研究科長) 

②26.6.25(水)  17:00～18:30  HM301 

  テーマ: 「授業計画の立案」 

   講 師: 石田 千絵氏 (准教授) 

   ③26.8.21(木)  13:00～15:00  HM201 

     テーマ: 「アメリカにおける救急看護の現状と将来」 

   講 師: M.M.McMahon, RN, CEN, NP 

   ④26.9.29(月)  16:00～17:00  HM201 

   テーマ: 「科研費の申請について」 

   講 師: 小野 孝二氏 (准教授)、竹内 朋子氏 (講師) 

   ⑤26.10.23(木)  18:00～19:30  HM201 

     テーマ: 「オバマケア以降のＮＰの活動」 

   講 師: Garrett K. Chan（PhD,CNS-BC,ACNPC,FAEN,FPCN,FAAN） 

  ⑥27.2.19(木)  16:00～17:00  HM201 

    テーマ: 「この 1 年の特定看護師の動向」 

  講 師: 草間 朋子氏 (副学長、看護学研究科長) 

  ⑦27.3.11(水)  13:00～14:30  HM201 

    テーマ: 「災害看護について」 

  講 師: 石井 美恵子 (准教授) 
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３－６  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 7 月 11 日(金)に、駒沢オリンピック公園総

合運動場体育館で開催された。東が丘・立川看護学部、医療保健学部あわせて、学生 314

名、教職員 38 名が参加した。  

   ２） 大学祭 (医愛祭) 

       全学行事である医愛祭が 11 月 1 日(土)・2 日(日)に世田谷キャンパスで開催され、本年

は 2 日間で 1,544 名と昨年を上回る来場者数となった。東が丘・立川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 80 名、2 日目には 264 名となった。 
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４．教育活動 

 

４－１ 平成２７度入学者選抜状況(選抜試験は平成２６年度に実施) 

 

概 要 

東が丘・立川看護学部看護学科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。 

 

１．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２７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・総合問題・面接を総合的に評価し選抜した  

 

２）公募制推薦入試 

入学試験の概要 (名)

試験日

臨床 (2) 0 臨床 (2) 0 臨床 (2) 0 臨床 (2) 0

災害 (2) 0 災害 (2) 0 災害 (2) 0 災害 (2) 0

計 (4) 0 計 (4) 0 計 (4) 0 計 (4) 0

臨床 25 臨床 25 臨床 (23) 25 臨床 (23) 25

災害 14 災害 14 災害 (15) 14 災害 (15) 14

計 (42) 39 計 (42) 39 計 (38) 39 計 (38) 39

臨床 45 臨床 45 臨床 (35) 32 臨床 (35) 32

災害 41 災害 41 災害 (32) 29 災害 (32) 29

計 (101) 86 計 (99) 86 計 (67) 61 計 (67) 61

臨床 (336) 334 臨床 (336) 334 臨床 (91) 74 臨床 (11) 5

災害 (161) 129 災害 (161) 129 災害 (41) 28 災害 (9) 5

計 (497) 463 計 (497) 463 計 (132) 102 計 (20) 10

臨床 (408) 481 臨床 (374) 457 臨床 (142) 98 臨床 (57) 34

災害 (204) 191 災害 (186) 180 災害 (60) 31 災害 (41) 40

計 (612) 672 計 (560) 637 計 (202) 129 計 (98) 74

臨床 (178) 146 臨床 (171) 132 臨床 (23) 17 臨床 (2) 12

災害 (77) 45 災害 (69) 33 災害 (7) 4 災害 (1) 5

計 (255) 191 計 (240) 165 計 (30) 21 計 (3) 17

臨床 (23) 8 臨床 (23) 8 臨床 (5) 3 臨床 (1) 2

災害 (8) 2 災害 (8) 2 災害 (0) 2 災害 (0) 0

計 (31) 10 計 (31) 10 計 (5) 5 計 (1) 2

臨床 (-) 1,039 臨床 (-) 1,001 臨床 (321) 249 臨床 (131) 110

災害 (-) 422 災害 (-) 399 災害 (157) 108 災害 (100) 93

計 (1,542) 1,461 計 (1,473) 1,400 計 (478) 357 計 (231) 203

志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ

20

15

100

(101)

一般入試　前期

センター試験利用入試

後期

11月15日(土)

試験区分 定員Ⓐ

20

5

(100)

(5)
　1月17日（土）

    18日（日）

　1月17日（土）

    18日（日）

2月4日(水)

2月18日(水)

公募制推薦入試 (20)

競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数 入学者数

附属・協力校推薦入試 11月15日(土)

(30) 40

指定校推薦入試 11月15日(土)
(42) (42)

センター試験利用入試

前期
(15) (33.1) 30.9

一般入試　後期 (30) (8.0) 8.3

合計 (200) 200 (7.4)

※　（　）は、昨年度の実績

※　臨床・・・臨床看護学コース　　災害・・・災害看護学コース

(6.2) 2.0

7.0

(5.6) 6.4

(99)
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（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２７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・総合問題・面接を総合的に評価し選抜した  

 

 

○ 一般入試 

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、生物基礎・生物、化学基礎・ 

化学、生物基礎・化学基礎から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、化学、生物基礎・

化学基礎から２科目利用（３科目以上受験している場合は高得点のものを利用（１０

０点） 
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２．大学院看護学研究科 

 

※　（　）は、昨年度の実績
(名）

試験区分 試験日

第1次募集

推薦入学試験
10月4日(土) 8 8 8 8

第1次募集

一般入学試験
10月4日(土) 6 6 6 6

第2次募集

推薦入学試験
12月6日(土) 1 1 1 1

第2次募集

一般入学試験
12月6日(土) 5 5 4 4

20 20 20 19 19

(名）

試験区分 試験日

第1次募集

推薦入学試験
10月4日(土) 0 0 0 0

第1次募集

一般入学試験
10月4日(土) 7 7 5 4

第2次募集

推薦入学試験
12月6日(土) 0 0 0 0

第2次募集

一般入学試験
12月6日(土) 3 3 3 3

10 10 10 8 7

(名）

試験区分 試験日

第1次募集

一般入学試験
10月4日(土) 0 0 0 0

第2次募集

一般入学試験
12月6日(土) 2 2 2 2

若干名 2 2 2 2

(名）

試験区分 試験日

第1次募集

一般入学試験
10月4日(土) 4 4 2 2

第2次募集

一般入学試験
12月6日(土) - - - -

2 4 4 2.0 2 2

※第2次募集は定員充足のため未実施

（１）高度実践看護コース（平成22年度設置）

入学者選抜の概要

(4)

５.大学院看護学研究科　博士課程(平成26年度設置)

（３）看護科学コース（平成26年度設置）

（２）高度実践助産コース（平成24年度設置）

合計 (2) (4) (4) (2.0) (4)

(4) (4) (4) (4)

入学予定者数

(2) 2

(0) (0) (0) (0)

定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数

(4)合計 （－） (5) (5) (5)

(1) (1)

(4) (4) (4) (3)

（－） 若干名

(1) (1)

(10)

定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数 入学者数

合計 (10) (12) (10) (10)

(0)

(2) (2) (2) (2)

(2) (2)

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

(1) (1)

合計 (20) (21) (21)

(10) 10

(2) (2)

(0) (0)

(19) (18)

定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数 入学者数

(0)

入学者数

(20) 20

(7) (7) (7) (7)

定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数

(7) (7) (6) (5)

(5) (5) (5) (5)

(2) (2)

○ 

選抜方法 

 

筆記試験、面接及び出願書類を総合して判定 

１）筆記試験 

看護学に関する総合的な基礎知識を出題する。 

必修問題２問、選択問題３問から１問を選択。試験時間１２０分 

２）面接試験 

一人１５分程度 
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【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・立川看護学部長 山西 文子 副学長/教授 25.4.1  採用 

臨床看護学コース 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 

 
総合看護学 山田 巧 准教授 25.4.1 採用 

 岩本 郁子 講師 24.4.1 採用 

 早坂 奈美 助手 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 

 高橋 智子 助教 25.4.1 採用 

 
但井 良美 助手 22.4.1 採用 

 佐藤 佑香 助手 25.4.16 採用 

 海江田 育実 助手 26.4.1 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 

 秋場 研 助手 26.4.1 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 

 玄 順烈 講師 26.4.1 採用 

 
堀田 昇吾 助手 25.7.1 採用 

 
母性看護学・助産学 宮﨑 文子 教授 22.4.1 採用 

 
大石 時子 教授 24.4.1 採用 

 橋本 美幸 准教授 26.6.1 採用 

 加藤 章子 講師 24.4.1 採用 

 関屋 伸子 講師 24.4.1 採用 

 朝澤 恭子 講師 26.4.1 採用 
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母性看護学・助産学 小嶋 奈都子 助教 22.4.1 採用 

 加藤 江里子 助手 26.4.1 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 

 
地域看護学 清水 洋子 教授 22.4.1 採用 

 
石田 千絵 准教授 26.4.1 採用 

 
佐藤 潤 講師 22.4.1 採用 

 
牧 栄理 助手 22.4.1 採用 

臨床看護学コース 看護基盤学 高木 晴良 准教授 26.4.1 採用 

 望月 聡一郎 准教授 25.5.24 採用 

 石井 美恵子 准教授 26.4.1 採用 

 基礎看護学 岩満 裕子 准教授 26.4.1 採用 

 佐藤 みほ 講師 26.4.1 採用 

 栗林 好子 助教 26.4.1 採用 

 加藤 知子 助教 26.4.1 採用 

 成人・老年看護学 新実 絹代 准教授 26.4.1 採用 

 金子 あけみ 准教授 22.4.1 採用 

 福田 淑江 講師 26.4.1 採用 

 母性看護学 鈴木 久美子 准教授 26.4.1 採用 

 在宅看護学 中川 陽子 講師 25.4.1 採用 

 

事務職員 役職 氏名 

 部長 利光 重信 

 
副部長 掛川 裕史 

 職員 佐久間 雄一 

 
職員 早坂 晴美 

 職員 鎌田 りみ 

 
職員 齋藤 容子 

 職員 望月 陽子 

 職員 淺香 樹 

 職員 安形 茂 

 
図書館司書 飯嶋 正敏 

 
図書館司書 金森 美里 

 図書館司書 田中 瞳 

 
保健師・相談室担当 原田 直美 
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４－２ 科目の教育活動（学部） 臨床看護学コース 

 

【看護基盤学】 

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。 

 

１）自然科学の基礎 

１年次前期  

小宇田智子、小野孝二、望月聡一郎、高木晴良 

  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須である生物、化学、

物理、数学等に関する基礎的な知識について学習することを目的とした。学生によって各内

容の理解度の差が大きいため、できるだけ基礎的な内容から扱うように工夫し、全学生が最

低限の必要知識を得られるようにした。次年度も学生間で知識の差があると予想されるため、

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。 

 

２）臨床検査学演習 

２年次前期 

伴信彦、今井秀樹、石井美恵子、小野孝二、小宇田智子、大島久二 

  臨床検査の意義および基本原理を学ぶとともに、解剖生理や病態に関する理解を深める授

業とした。組織学検査、心電図、血液検査、尿検査、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を

見学した。来年度は放射線検査に関する資機材を新たに調達し、より教育効果の高いプログ

ラムとする予定である。 

 

３）医療・看護情報学の基礎 

２年次前期  

高木晴良 

  情報化社会と言われる現在、身の回りには様々な情報が溢れている。特に医療や看護の世

界では一般の人とは異なる性質の情報に囲まれている。そこで、「看護職にとっての「情報」

とは何なのか」ということを知り、その「いかし方」と「まもり方」の両方について学ぶ必



23 

 

要がある。この科目では特に「まもり方」を中心に解説した。 

「医療・看護情報の特殊性を理解する。」「情報倫理と医療倫理を確認する。」「患者の権利を

守るために必要な情報の取り扱いを理解する。」「チーム医療における情報ネットワークを理

解する。」の 4つを大きな目標として講義を行った。 

また、毎回ミニレポートを提出させることで、学生の理解度を確認するとともに、疑問点

などについて質問しやすい環境を提供した。なお、質問の回答は個別にメールで行った。 

 

４）看護研究の基礎 

３年次前期 

伴信彦、今井秀樹、金子あけみ、小宇田智子、佐藤潤 

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

果の発表の仕方について講義を行った。本科目は卒業研究の導入と位置づけられており、研

究のプロセスについて学生が具体的なイメージを持つことができるように、各講義で扱う内

容を今後も工夫していく。 

 

５）公衆衛生学 

３年次前期 

今井秀樹 

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

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

せることを目標とした。特に「環境」とはヒトあっての「環境」であり、ヒトの健康に影響

を与えてこそ「環境問題」が「環境問題」たり得ることをわからせるために、環境保健学的

問題については多くの時間を割き最新のデータを踏まえながら概説した。 

 

６）英語論文の講読 

３年次前期 

今井秀樹、伴信彦 

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。 

 

【総合看護学領域】 

 教育方針 

  学生は、各領域の看護学に共通する基礎となる知識・技術・態度を基礎看護学で学び、更

に対象の発達段階、状態等別で異なる各看護領域毎の学びを積み重ねて総合看護領域に出会
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う。つまりここでは、それまでの学びを統合して、チーム医療を 24 時間体制で提供するた

めの基礎を学ぶ機会である。出来るだけ現実に近い形で知識の統合、判断の根拠、思考のプ

ロセスを繰り返し、技術の実施、評価というＰＤＣＡサイクルを廻せるように支援する。 

  臨床への第一歩がスムーズに踏み出せるように 4 年間の纏めでもあり、社会への橋渡し的

な位置づけである。学生にはその重要性・大切さを認識させたい。 

 

１）政策医療論 

１年次後期 

 山西文子 

  日本における医療の歴史的経緯と現状および課題を理解し、医療ニーズに応えていくため

の医療者の役割を考え、また、日本において国として全国的に医療展開している国立病院機

構の医療の現状や組織的な政策医療ネットワークのあり方の現状の特徴と課題を理解し、今

後の我が国での医療のあり方はどうあれば良いか、専門職業人として考えを明確にし、この

ような状況下での看護職の役割はどのようにあれば良いか思料する。 

  医学・医療の変遷および日本の医療・看護の動向を講義し、変化が激しい医療提供体制の

特徴や課題を明確に認識するように、3 人の講師で現実的にイメージが出来るよう実際の施

設の例を挙げながら動機づけしてきた。自己の考えをレポートとして提出して貰ったが、一

年生としてしっかりした考えを持っている学生も居ることが解った。 

 

２）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 分程度確保し、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。 
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３）看護基礎理論 

１年次後期 

岩本郁子 

  本科目は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を目的としている。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、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。看護過程のアセスメントの枠組み

としてヘンダーソンの理論を活用しているため授業開始時に毎回、看護理論の機能要素（人

間、環境、健康、看護）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。 

 

４）医療安全学 

３年次前期 

岩本郁子 

  本科目は、医療安全の基本的な考え方を理解し、医療における安全性の確保に向けた看護

職の役割について学習することを目的としている。医療安全に関する社会的関心は高く、国

レベル、医療機関レベルで様々な取り組みが実施されている。それらの取り組みを理解した

上で、より安全な看護を提供するための看護職のあり方、自己のあり方を追究する姿勢の育

成をねらいとしている。医療現場の日常の中でどのようにして医療事故が発生するのか、日

本における医療事故元年と言われる1999年に発生した2件の医療事故の分析、裁判の経過、

その後に開発された事故分析ツール、医療安全に向けての新しい概念・取り組み等を中心に、

最新のデータや事例を活用して授業を構成した。今年度は 2 年次までの臨地実習における学

生の体験等を活用した授業展開が不十分であったため授業内容の精選をし、次年度の課題と

したい。 

 

５）チーム医療とスキルミックス 

４年次前期 

 山西文子 

  医療においてそれぞれの職種がチーム医療の現状と課題をどのように捉えているか、また、

チーム医療の実践報告を下にスキルミックス展開のために自分たちはどのように実践する

のかを学び、実際的な各職種間の役割の違いを理解し、看護職としての役割を果たせるよう
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になることが狙いである。そのため、一施設の病院長がチーム医療をどの  ように捉えて

いるか、施設長としての方針・考え方を講義し、各医療職種が何を望み実践しているのかを

話して貰った。また、副院長 3 人の立場からの考え方、他に「感染管理」「緩和ケア」「医療

安全管理」「地域連携」「事務職の立場」「薬剤師の立場」「臨床検査技師の立場」「放射線技

師の立場」などそれぞれの立場での役割の違いを明確にし、チーム医療についての理解を深

めていけるように 13 名の実践報告を聞き、その中から理解が深まった。 

 

６）ナレッジ統合実習・マネジメント実習 

４年次前期 

山西文子 岩本郁子 その他全教員 

ナレッジ統合実習は、既習の知識・技術・態度を統合した看護実践をし、自己の実践過程

を振り返って、自己コントロールおよび自己開発への課題と方向性を明らかにすることを目

標とし、マネジメント実習は、チーム医療における看護師の役割と連携の実際を理解し、医

療施設における看護マネジメントのあり方に対する自己の考え方を明らかにすることを目

標としている。2 つの科目は、4 年次までに学習した全ての看護学実習の内容や看護マネジ

メントの領域における学習を統合した実習として位置付け、合わせて展開した。 

実習は学内実習と臨地実習からなり、学内実習は 4 月～7 月にレポートの作成・プレゼン

テーション、看護技術の演習などに 90 時間、臨地実習は 6 施設において 7 月～8 月に 90 時

間、学生はそれぞれの実習計画を立案し実施した。臨地実習は「日勤看護師同行実習」「複

数患者受け持ち実習」「看護マネジメント実習」「チームリーダー実習」「夜間実習」から構

成されチームの一員として病棟カンファレンスにおける問題提示なども積極的に実施した。

病棟単位に 3～4 名の学生配置となり全領域の教員が指導を担当した。学生は、3 年次までの

実習と異なり、4 ヶ月を通して学内実習と臨地実習を連動させ、看護、看護師のあり方を広

い視野で捉えることができ満足度の高い実習であった。実習施設からも高い評価を得た。 

来年度は、看護学統合実習、1 単位、135 時間の科目になるが、学生がさらに自主的に計

画段階から参加し、十分な学習準備のもと臨地実習に臨めるよう教員間の連携も図り、対応

する予定である。 

 

【基礎看護学領域】 

教育方針 

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

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

習・実習を展開する。具体的には、基礎看護学領域の各科目の教授内容を関連付けながら、

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、

その情報を分析・判断し看護上の問題や課題を見極める力、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対象の個別性に応じた看護技術を提供する
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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の育成をめざす。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と考えている。 

 

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。

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。また、看護の具体的な活動と看護師の役割

については、記録映像をもとにグループで検討した。さらに、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。次年度も、配付資料や文献を読み込み、自らの意見を述べることを課題と

して継続したい。 

 

２）基礎看護学体験実習  

１年次前期 

穴沢 小百合 松山 友子 髙橋 智子 岡野 由美子 海江田 育実 加藤 江里子 

佐藤 佑香 但井 良美 日高 未希恵 堀田 昇吾 

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。本実習は学生が看護学の実習を開始し 3か月を経過した段階で

行われ、講義・演習を通して学んだ看護・人間・健康・環境の内容を、実際の医療現場にお

ける見学や説明を通して体験的に学ぶ。これらの体験を意味づけるには、見学内容を教材化

して説明したり、学生が表明した看護・医療現場に対する感動、発見、疑問、批判的意見を

受けとめて支持的に関わったりすることが重要である。そこで例年、病棟毎のカンファレン

スや全体まとめを計画しているが、今年度は看護学概論の学習内容との関連づけを強化した。

最終日の発表会では実習での学びについて、抽象的概念に関する看護活動の具体例の提示、

実習を通しての発見に関する発表があり、学習の深化が伺えた。  

初めての実習であり、学生には緊張が見られたが、体調不良を訴えた者は数名であった。



28 

 

また、オリエンテーションを通して、身だしなみ、挨拶、時間厳守等の基本的事項を意識的

に整えられるように計画したが、適時、指導が必要な段階である。これらの基本的事項が継

続的かつ主体的に整えることができるように引き続き指導していく。 

 

３）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 髙橋 智子 海江田 育実 佐藤 佑香 但井 良美   

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

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

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

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

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

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

えるために必要な基礎的な看護技術（療養環境の調整技術、活動休息・安全・安楽・衣生活・

排泄・食事を整える技術）について、講義やグループワーク、看護技術演習を実施した。演

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

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

的な行動レベルで理解できることをめざした。次年度も、臨地実習における実践を仮定した

看護技術の自己学習の促進を課題としたい。 

 

４）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 海江田 育実 佐藤 佑香 但井 良美   

人間の健康および医療に関する理解を基盤として、看護職による専門的な診療の補助の意

義と方法および看護技術を提供するために必要な知識・技術・態度について学習することを

目的に授業を展開した。診療の補助技術は医療現場に必須の看護技術であり、専門職として

の自律的判断を要し、より高い倫理性と正確性、安全性が求められる。そのため、初回の講

義ではこれらを強調して説明し順次、無菌操作、与薬、注射、静脈血採血の技術、排泄機能

に障害がある患者の援助について教授した。演習では講義を踏まえ、安全・安楽、倫理的配

慮等の視点を意識しながら、浣腸や膀胱留置カテーテルの挿入・抜去、無菌操作、注射、点

滴静脈注射、静脈血採血の技術について、グループ毎に教員が実施中の技術指導や実施後の

まとめを行った。これらの技術の学習を通し、患者誤認防止・誤薬防止・誤刺防止の重要性

とその方法や診療の補助における原則の重要性について学べたようである。 

今後も引き続き、診療の補助技術においてより高い倫理性と正確性、安全性を意識付けら

れるよう授業を工夫していく。 
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５）看護実践技術論Ⅲ（看護技術の統合） 

１年次後期 

穴沢 小百合 松山 友子 髙橋 智子 海江田 育実 佐藤 佑香 但井 良美  

諸原 純子 

  さまざまな状況にある人間の生活過程を整えるために、看護実践において対象の日常生活

に関わるニーズを判断し、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、

最善の看護を実践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手順、それらを踏まえた看護計画の立案・

実施・評価の重要性や、さまざまな清潔援助について教授した。演習では清潔援助に加え、

事例をもとに日常生活援助と診療の補助技術との統合した援助についての計画・実施・評価

を行った。統合の援助は、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であり、

ニードの充足状況の判断を行い、患者の個別性に応じた援助を検討した。事例検討には実習

でも用いる記録用紙を使用し、援助方法をグループ内で話し合うことにより個別性に応じて

原則をどのように適用したり工夫したりするかを深めることができた。実習で使用する記録

用紙を使用することで、講義・演習と実習の関連が明確になり、実習の準備状態を整えるこ

とにも繋がった。 

今後も引き続き、臨場感ある演習ができるよう教材・方法を工夫し、対象の個別に合った

援助を考え実施できるよう検討したい。 

 

６）ヘルスアセスメント 

１年次前期 

穴沢 小百合 松山 友子 髙橋 智子 海江田 育実 佐藤 佑香 但井 良美 

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。基本的知識の教授に加え、観察では一人の人間を系統的かつ包括

的に捉えるためのツールとして、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、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や実習で使用し、より具体的・実践的なものに仕上げるこ

とで、患者の健康問題を見落としなくアセスメントするための基盤を作った。今後はアセス

メントガイドの活用の促進が図れるように工夫したい。 

コミュニケーションでは事例患者に対する健康歴の聴取や問診を行い、より実践的な学習

になるよう工夫した。また、バイタルサインの測定では、さまざまな種類の血圧計による測

定を実施し、それぞれのメリット・デメリットを理解することで患者の個別に合わせた物品

選択ができるよう指導すると共に、一人ひとりの学生に対して技術の習得状況を確認した。

来年度は水銀血圧計の使用を全廃し、水銀レス血圧計により指導する計画である。 
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７）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 海江田 育実 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。自分で考え、行

動することを大切にし、テキスト等を参考にしながら主体的に学習する時間を設定すると共

に、イグザミネーション結果のアセスメントを指導した。また、事例患者に対する問診とフ

ィジカルイグザミネーションの計画を立案・実施する演習を行い、アセスメントの強化を図

った。これに加え、将来の看護師モデルでもある高度実践看護コースの大学院生による講

義・演習も設定し、体験談も交えながらの専門的知識の説明や技術の指導を受け、より深く

学ぶ学習することができた。最後のまとめでは、フィジカルアセスメントの重要性や看護師

がフィジカルアセスメントを行う意義、看護師に求められる知識・技術・態度、フィジカル

アセスメントを行うための自己の課題等について検討し、今後の実践への意識付けや課題を

明確にすることができた。 

今後も引き続き、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

指導していきたい。 

 

８）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 海江田 育実 佐藤 佑香 但井 良美  

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

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

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

た。具体的な看護過程の展開方法については、看護過程の 5 段階を、さらに 11 のステップ

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

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

を実施しながらステップを進められたので理解しやすかったと述べていた。また、基本的知

識を確認する小テストや毎回の課題に関する疑問点の解説や分からなかった点のグループ

検討を実施し、基本的知識の理解を図った。次年度も基本的知識の理解と定着を課題とした

い。 

 

９）基礎看護学展開実習 

１年次後期 

松山 友子 穴沢 小百合  朝澤 恭子 中川 陽子 髙橋 智子 中村 裕美    

秋場 研 岡野 由美子  海江田育実 加藤 江里子 佐藤 佑香  中村 孔美 早坂 奈美     
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日高 未希恵 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。   

今年度は、実習前課題の看護技術の練習に臨床実習を想定した事例を取り入れたことによ

り、学生が実践に向けた自らの課題に気付くことができ、効果的に練習が進められていた。

また、実習指導の面では実習指導者と担当教員の相談・連絡時間を設定したことにより、こ

れまで以上に連携が円滑に行われた。次年度も継続したい。 

 

１０）基礎看護学統合実習 

２年次前期 

松山 友子 穴沢 小百合  朝澤 恭子 髙橋 智子 中村 裕美  

秋場 研 岡野 由美子  海江田育実 加藤 江里子 佐藤 佑香  但井 良美 中村 孔美 

早坂 奈美 日高 未希恵 堀田 昇吾   

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。 

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に沿ったテーマカンファレンスや方法論の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、実習前には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くないこと

から、既習学習の復習を含めた事前課題を実施した。次年度も効果的な実習に向けて実習前

準備の方法を検討したい。 

 

１１）看護教育学 

４年次後期 

松山 友子 穴沢 小百合 
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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、看護学教育に関する現状

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。授業では、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、4 年間の自分の学習成果を振

り返り、大学における看護学教育の意義を見直すと共に、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、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。次年度は、その日の授業テーマについて自分の考えをまとめるレポートを

継続しつつ、グループでの検討も加えていきたい。 

 

【成人・老年看護学領域】 

専門分野  臨床実践看護学   

成人老年看護学教育方針 

成人老年看護学 浅野妙子 

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。 

 

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発達と特徴および成人期を生きる人の役割について家族、社会、経済

へと視点を拡げて理解することを目標とした。青年期、壮年期で健康問題を持つ事例を提示

し、健康管理、社会的な役割、健康政策について具体的に考えられるよう提案した。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。さらに衛生統計、

各種白書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



33 

 

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）成人看護実践論Ⅰ 急性期 

３年次前期 

浅野妙子、竹内朋子 

急性期とはどのような状態であるか、また、急性期において人がおかれる環境とその反応

について理解を深められるよう方向づけた。その上で急性期における人の生体反応および呼

吸・循環を中心とした重要臓器の機能障害について、解剖・生理・病態治療学等の既習内容

にフィードバックしながら適宜事例を用いて学習内容を深めた。また、そのような状況にお

かれた人のとらえ方、看護者としての看護の視点を強調し、医療における協働、倫理的配慮

にも触れつつ講義を進めた。さらに、急性期における人の心理社会的側面を理論的に理解す

るためにストレス・コーピング、危機理論を用いた。その上で、周手術期（術前準備・手術

室の看護・術後合併症予防の看護）について講義を進めた。 

上記の内容を統合して、呼吸管理（酸素吸入・吸引）・輸液管理（輸液ポンプの扱い）・創

傷処置と清潔操作・ドレーン管理の演習へと繋げた。急性期看護の具体的な知識とイメージ

を強化し、科学的な看護の判断力と実践能力向上を目指して学べるよう工夫した。 

 

３）成人看護実践論Ⅱ 慢性期 

２年次前期 

 真下綾子 

今年度から指定図書を「成人看護学:慢性期看護－病気とともに生活する人を支える（看

護学テキスト NiCE） 」に変更し、看護師国家試験の成人看護学分野を網羅する内容の書籍

を使用することとした。書籍の中で過去の看護師国家試験問題や論理的思考を養うための 

慢性期疾患に関する課題が明確に記されており、単元ごとに活用することを学生に伝えた。 

 全 15回の講義・演習を、前半では慢性期看護を実践する上で大切な理論を主に配置し、

後半は慢性期疾患に関する看護について配置した。前半と後半の間で中間テストを行い学習

効果が高まるように配慮した。 

 前半の最初の講義では、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
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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。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。 

後半の講義では、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。 

また、看護実践力を高めるためにインシュリン注射が必要な患者の看護技術を演習で行っ

た。なお、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。 

今後は、学生の習熟度に合わせ、学習効果が深まるよう疾患に関する看護に関して小テスト

を数回組み入れながら演習時間を増やすことが必要であると考える。 

 

４）成人看護実践論Ⅲ（回復期） 

２年次後期 

 竹内朋子、秋場研、日高未希恵 

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とした。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て、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。 

 

５）成人看護実践論Ⅳ（終末期） 

３年次前期  

竹内朋子 

終末期にある患者を全人的に理解し、苦痛の緩和やその人らしさを支える看護援助方法につい

て理解することを目標とした。特に、死すべき存在（mortal）である生命を対象とする医療職として自

己の死生観を深化させるともに、死にまつわる多様な価値観を理解できるよう、看護学以外の学問

領域からも講義資料を引用したり、体験型ワークやディスカッションなどを取り入れた講義構成に工

夫した。 

学生が自ら「死」について考察し、他者と議論できる契機となる講義を目指していく。 
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６）成人看護の探求 

３年次後期 

 浅野 妙子、真下綾子、竹内朋子 

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、慢性期、終末期について科目別テーマを複数提示した。学生は 3 年次の各論実習

の受け持ち患者からテーマに即した患者を 1 名選び、ケースレポートを作成し、グループ内

で発表、情報を共有した。さらにグループ内でテーマを絞り、ディスカッションしながら各

自の経験と資料、文献等を参考にして成果をまとめ、科目ごとに発表会を行った。 

教員は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学習の内容を補いながら

進めた。 

 

７）成人看護学実習Ⅰ（急性期） 

３年次通年 

 浅野妙子、秋場研 

 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。 

 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。 

 

８）成人看護学実習Ⅱ（慢性期） 

３年次通年 

 真下綾子、岡野由美子、中村孔美 

 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。 
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９）成人看護学実習Ⅲ（終末期） 

３年次通年 

 竹内朋子、山本由紀子、岡野由美子 

学生 1 人がそれぞれ 1 名の終末期患者を受け持ち、一連の看護過程の展開に基づいて終末期

患者とその家族を支える看護を実習した。必ずしも全ての学生が終末期患者を受け持つことができ

ないのが課題ではあるものの、臨死期・臨終時・死後のケア等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。 

 

１０）老年看護学概論 

１年次後期 

浅野妙子、岩渕起江 

老年看護を学ぶものとして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。社会の中での高齢者の存在を幅広い視点

でとらえるために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、

高齢者の身体・精神・社会的な特徴、について十分に学んだ後「自分が暮らしたい夢の超高

齢社会」についてレポートし学習内容を広げた。単なる夢に終わらないように前もって衛生

統計、国民調査資料を多く用いて現状を説明した。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、ＱＯＬを高めるために必要な看

護についても説明し、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た。 

 

１１）老年看護実践論 

２年次前期 

岩渕起江、中村孔美、秋場研、岡野由美子、日高未希恵、山本由紀子 

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とオムツ交換、褥瘡予防に関するポジショニングの検討を実施した。

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。本年は 5 事例の異なる事例を用い前半は個人ワークとし後半

よりグループワークを実施し学びを共有できることをねらいとした。しかしグループワーク

への参加度は個人差が生じ、学びの共有については課題が残る形となったため、次年度は看

護過程演習の展開方法について再度検討していきたい。 
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１２）老年看護学実習Ⅰ 

２年次後期 

 岩渕起江、浅野妙子、真下綾子、竹内朋子、中村孔美、秋場研、岡野由美子、日高未希恵、

山本由紀子 

 1 名の学生が、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等の 2 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実習

を展開した。異なる施設で実習することによって施設を利用する高齢者の特徴や社会の現状、

家族の問題等について検討することができた。実習はコミュニケーションを中心とした実習

であったが、その中でも施設の指導者と共に日常生活の援助を実施し、高齢者との関係を築

き様々な特徴への理解とつながった。 

また施設に入所している高齢者の多くは認知症を発症していることから、実習開始前に

「ユマニチュード」の講義を全員が聴講することで実習中は認知症を発症している高齢者の

コミュニケーションがスムーズに実施できた。 

  本実習の課題としては、実習まとめの発表会とカンファレンスにおいて学生の積極性が不

足し、教員の介入が多い場面も見受けられた。実習の学びを深め更なる課題を見出すために

も、次年度はカンファレンスや発表会を充実できるようにしていきたい。 

 

１３）老年看護学実習Ⅱ 

３年次後期 

 岩渕起江、日高未希恵 

本年度より開始された科目である。学生 1人がそれぞれ 65歳以上の 1名の高齢者を受け持ち、

高齢者の特徴をふまえ、看護過程の展開を行った。本科目に限らず、成人看護学実習Ⅰ～Ⅲにお

いても高齢者を受け持つ経験があったが、本実習では経過別や疾患別に特化せず、実習目標を

達成できるよう指導に重点を置いた。前期高齢使者を受け持つことはほとんどみられず、85 歳以上

の超高齢者を受け持つこと多かった。その中で、現在の症状は疾患の影響か加齢によるものか、ま

た高齢者の価値観を尊重した援助とは何かを考える看護を展開できたと考える。 

高齢者を取り巻く社会の現状や家族についての考察を深めることが十分にできなかったため、今

後はそれらについての学習を強化し、退院後の高齢者に対する看護を考えられる実習を目指した

い。 

 

【小児看護学領域】 

教育方針 

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、小児看護学は、「小児看護学概論」

および「小児看護実践論）」、「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
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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。 

 

１）小児看護学概論 

２年次後期 

小村三千代、玄順烈、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り遊びや運

動機能、言語発達が異なることを学んでいた。また、学生の多くが小児看護学実習でこの学

びを活用したいと述べていた。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。 

 

２）小児看護実践論 

３年次前期 

小村三千代、玄順烈、堀田昇吾 

 小児看護実践論では、子どもと家族を理解し、子どもの成長発達および健康レベルに応じ

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

方法を学ぶことを目的としている。 

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

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

ら検査、治療処置、看護を展開し、毎回の講義内容に応じた看護師国家試験問題を提示し検

討した。 

 演習においては、小児看護に特有な看護技術バイタルサインズ測定および身体計測、静脈

内点滴時のシーネ固定や与薬、吸入の援助などを、DVD教材やバイタルサインズ人形、新生

児モデル人形などを用いて実施した。また、看護の展開においては、発達段階が異なる川崎

病、骨折、気管支喘息の子どもと家族の看護に取り組んだ。学生は、グループワークやプレ

ゼンテーションを通して実践に活かせる小児看護の学びが共有できた。 
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３）小児看護学実習 

３年次後期 

小村三千代、玄順烈、堀田昇吾 

 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名を学生 2名で受け持つ方法を

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、実習指導の充実に向けて教員と実習指導者が連

携して実習指導を推進していく。  

 

【母性看護学・助産学領域】 

教育方針 

母性看護学では、人間の生涯における性と生殖の健康問題と予防法に主眼を置き、特に女性

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

から成り、母性看護学実習では妊娠期・分娩期・産褥・新生児期に重点を置いて実習を展開す

る。 

 

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、関屋伸子、朝澤恭子、加藤江里子 

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、リプロダクティブヘルス/ライツの概念、セクシュア

リテイー（人間としての性学）、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
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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）について訓練した。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

精選を行い学生主体の教授法を考慮していきたい。 

 

２）母性看護学実践論 

３年次前期 

関屋伸子、小澤伸晃、三島典子、加藤章子、朝澤恭子、小嶋奈都子、加藤江里子 

本科目では、妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある母子とその家族を対象に、健康を

維持・促進するために必要な支援を学習した。講義では、学習の導入になるようにオリエン

テーションの際に専門用語を確認した。また、対象への理解が深まるように視聴覚教材を用

いた。生殖医療や臨床的ケアでは、専門医師や実習施設の看護科長を講師に招き、学生が実

際の臨床現場の事象を既習知識と結びつけやすいよう計画した。さらに、学生の同意のもと

に学習支援チームを設定し、「顔が見え、語り合う」グループダイナミクス作りに努めた。 

演習では、ペーパー事例を用いてマタニティ診断に基づいた産褥期の看護過程を展開し、

技術演習では妊婦計測（腹囲・子宮底長測定、胎児心拍数聴取、レオポルド触診法など）、

産痛緩和、新生児の沐浴などを実施した。 

次年度の課題は、次の 2点である。①看護過程展開演習では、妊娠期・分娩期・産褥期・

新生児期すべてにおける看護過程の展開を試みる。②技術演習では技術到達度の確認に加え

て事例を用いたロールプレイを行い、学生・教員間でディスカッションを行い、現実的な実

践力の修得を強化する。 

 

３）母性看護学実習 

３年次通年  

宮﨑文子、関屋伸子、朝澤恭子、加藤江里子  

母性看護学実習は、周産期にある母子およびその家族を対象に、健康を維持・促進するた

めに必要な支援を学習し、リプロダクティブ・ヘルスケアを展開するために基礎的な看護実

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5A 病棟および産科

外来、日産厚生会玉川病院の産科病棟および産科外来において 90 時間実施した。 

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および妊娠各期の

保健指導、超音波診断法、母親学級、助産師外来を見学した。分娩期のケアでは正常な経過

をたどる産婦のケアの一部実施または分娩見学を行った。産褥期のケアにおいて、学生は１

組の母子を受け持ち、看護過程の展開を実施するとともに、看護実践として母子の健康状態

の観察、褥婦に対するアロママッサージおよび足浴、新生児の沐浴またはドライケアを行っ

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、学生主体でディスカッショ

ンを行った。 
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次年度は学生からの要望である事前のオリエンテーションおよび技術演習の充実を反映

させ、より効果的な実習ができるよう学生を支援する。 

 

４）疾病と治療Ⅳ 

２年次生前期 

宮﨑文子、斉藤史郎、金子あけみ、伴信彦、大石時子 

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

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

について、テキストやオリジナルなパワーポイント、プリント等を用いた講義を行った。看

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

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

れらの基礎知識について確認しながら講義を進めるとともに、特徴的な疾患と関連する部分

の問題を提示・解説し学生の関心が高まるようにした。また、講義だけではイメージがつき

にくい疾病に伴う生理学的な変化や治療の実際については、ＤＶＤの視聴や実際のインスリ

ン注射器に触れさせたり、乳癌教育用視聴診モデルを用いて実際に視聴診の体験を取り入れ

る等、実践的でリアリティのある講義となるよう工夫した。 

オムニバス形式の講義であるため講師との連携が取りにくいため、試験・実習結果から見

て学生の理解は十分とは言い難い。次年度は連携を深め体系的な授業になるよう工夫したい。 

 

【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。 

 

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 

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
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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）精神看護実践論 

３年次前期 

伊藤桂子、田中留伊、中村裕美 

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

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

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

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

基本的な看護技術が学べるように看護過程を展開させ、グループワークを行う事で学びを深

めた。各授業の最後にリアクションペーパーを提出させ、次回の授業で学生の理解しにくい

点を補足、フィードバックできるような工夫を行った。リアクションペーパーや前回の授業

の復習は「解らないことが質問しやすい」・「知識の確認になる」など好評であったため、次

年度以降も継続していく予定である。 

 

４）障害者看護論 

３年次後期 

中村裕美、田中留伊、伊藤桂子 

今年度より開講した科目であり、精神・身体・知的の三障害を持つ対象を理解できように、
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オリジナルのパワーポイントや教科書を用いて授業を展開した。障害とともに生きることで

社会生活への参加が制限されたり、生活行動の変更を余儀なくされる対象に対する理解を深

めるために視聴覚教材を用いて学び、看護の特徴を考えられるように授 業を行った。筋ジ

ストロフィー、重症心身障害、神経難病などの対象の具体的な看護実践の方法や生活の質を

高める看護実践の方法については、臨床で看護を実践している講師を招き、生きた看護体験

を学べるよう授業を行った。各授業の最後にリアクションペーパーを提出させ、次回の授業

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

ペーパーや前回の授業の復習は好評であったため、次年度も継続していく予定である。 

 

５）精神看護学実習 

３年次後期 

田中留伊、伊藤桂子、中村裕美 

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

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

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

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

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

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

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

て頂くことで、精神医療の実際を知るとともに、保健医療福祉チーム・システムの現状や課

題等について考えることができた。さらに、全ての学生がプロセスレコードを記述し、看護

場面の再構成を行うことで患者との関わりを通して自己洞察を行い、自己を振り返る機会と

した。実習の最終日には実習まとめ会を学内で行い、他の施設や病棟での学びを共有する場

を設け、自らの精神障がい者観を明らかにし、看護の役割と課題についての考えを深める機

会とした。実習中は毎日カンファレンスを実施し、学生の疑問をその日に取り上げ、翌日の

看護に結び付けられるように指導した。今後も、実習指導者や担当教員の意見を反映させ、

効果的な指導を検討していきたい。 

 

【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
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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と共に、在宅療養者とその家族がそ

の人らしく療養できるための看護の機能と役割を学ぶ。 

 

１）地域看護学概論 

３年次後期  

佐藤潤、石田千絵、牧栄理、村瀬誠 

少子超高齢社会を迎えた日本において「病院完結型」医療から「地域完結型」医療への変

換が求められている中で、看護職として地域看護学に関するスキルを習得することの重要性

を認識し、看護職としての役割を理解することを目的に講義を行った。 

講義では、地域看護学の定義から地域を把握する必要性とその方法、地域看護における援

助の展開の実際について日本の実情と併せながら説明するよう工夫した。さらに、発展的な

内容として外部講師を招いて保健医療の国際協力についても教授し、看護職として地域にお

ける幅広い役割について興味・関心がもてるようにした。 

本科目は講義形式の授業がほとんどなため、次年度は講義が一方的な知識の教授にならな

いように教員と学生がインタラクティブな授業が展開できるように教育手法に工夫を凝ら

す予定である。さらに、看護師に必要な地域看護学について情報を再整理し、時代の流れに

あった授業内容へとブラッシュアップさせていくことが必要である。 

 

２）地域看護管理論実習 

４年次前期 

清水洋子、石田千絵、佐藤潤、牧栄理、榊山登紀子、佐藤幸子、柳澤尚代、佐久間京子、栗

本洋子、杉村麻希、滝沢君江、冨樫亮子、亀井幸子、板倉美紗絵、高梨公江、林由美子 

地域で生活する多様な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。実習は都内：目黒区保健所・保健センター、江戸川区サ

ポートセンター、都外：上尾市保健センター、八千代市保健センター、小美玉市健康推進課、

嬬恋村住民福祉課、富岡町役場、木曽福島保健センター、一宮市保健センター、稲沢市保健

センター、弥富市保健センター、湯沢町保健センター、および目黒区地域包括支援センター、

世田谷区あんしんすこやかセンター、練馬区高齢者相談センター、川口市地域包括支援セン

ター、鎌倉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、実践に基づいた地域看護の展開方法、保健所・保

健センター、地域包括支援センターの特徴・役割に関する理解が向上した。 

本科目はカリキュラム変更に伴い、今年度で終了する。 
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３）地域看護活動展開論実習 

４年次前期 

清水洋子、石田千絵、佐藤潤、牧栄理、榊山登紀子、佐藤幸子、杉村麻希、板倉美紗絵、高

地たか子、丸田恵子、小野祐子 

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捉え、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。学校施設は目黒区立小・中学校、

世田谷区立小学校、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。 

実習では担当教員および指導担当者が実習・カンファレンス等を通じて指導し、学生個々

の実習の振り返りと学びの共有化を図ることで、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。 

本科目はカリキュラム変更に伴い、今年度で終了する。 

 

４）在宅看護学概論 

３年次前期 

石田千絵、佐藤潤、牧栄理、榊山登紀子 

我が国の社会的背景から在宅看護の必要性を理解し、在宅看護の特徴、看護の継続のため

に必要な基礎的知識、看護技術など対象者（個人・家族）の支援について学び、在宅療養を

取り巻く現状の理解ができることを目標に講義を行った。 

講義では、在宅看護学の定義から在宅療養者の特徴や対象が本人とその家族であること、

顕在的ニーズと潜在的ニーズに対応した訪問看護の特徴等について教授した。また、教科書

の他に、多くの視聴覚教材を用いることで、在宅療養者に関するイメージがつけられるよう

に工夫した。さらに、最新の課題について、各自が自分なりの意見をもてるよう支援すると

共に、課題解決の自己決定はあくまでも療養者とその家族であることや自己決定支援に必要

な情報提供についての学習支援をした。 

本科目は、統合分野であるため、様々な領域の学習の後に位置付けられる科目であるが、

本科目を同時に学ぶことで、他領域の学びが広く深くなることも可能となる。そこで、学習

効果がさらに増すように、他の領域の科目の進度やシラバスを把握する努力を続ける必要が

ある。 

 

５）在宅看護学実践論 

３年次後期 

石田千絵、佐藤潤、牧栄理、松沼留美子、西田壽代、平間佳明、岡部宏生、酒井ひとみ、今
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井啓二、仁科恵美子、山本幸夫、徳永幸介、藤野智子、伊藤梓、中田成子 

 本演習では、①安心安全な在宅ケアの継続と生活の質的向上を目指し、在宅療養環境と療

養者・家族のニーズに応じた具体的な在宅ケアの看護実践の方法について学ぶことと、②我

が国の社会背景と今後の看護職の役割の拡大を理解できるように、地域特性に応じた地域包

括ケアシステムや訪問看護ステーションの運営について学ぶことを目標に演習を展開した。 

 ①では、在宅における看護技術と危機管理として、在宅酸素療法、人工呼吸療法、ALS 療

養者のニーズとコミュニケーション、褥瘡予防、フットケア、住居環境の整備のための福祉

用具、透析療法、災害時の危機管理等について、療養者本人、業者、専門家の協力による演

習を展開した。 

 ②では、サービス担当者会議や地域診断のロールプレイ等を通して、4 年次に実施する訪

問看護ステーション実習や地域包括支援センター実習に学習が繋がるよう支援した。 

 本科目は、12 月～1月の集中演習であるため、週に 2～3 日、それぞれ 2～3限を連続して

行うという制約があるが、集中演習の良さを活かすことができるような工夫を引き続き検討

していく必要がある。 

 

６）災害看護学 

４年前期 

石田千絵、高里良男、伴信彦、佐藤潤、牧栄理、日赤指導者 

 集団災害についての知識を深め、災害医療の概念と展開、災害時の看護の役割を理解し、

災害時の社会ニーズに即した看護職の機能について学ぶとともに、危機的状況にある多数の

負傷者並びに地域全体を対象にして、看護を展開できる判断力と看護技術を学ぶことを目標

に講義と演習を行った。 

 まず、災害看護の基礎として、災害看護の定義や災害を支える法的根拠をはじめ、災害サ

イクルに応じた医療・看護ニーズと具体的な心身の支援までを看護師・保健師の視点でバラ

ンスよく、かつ、視聴覚教材の活用でイメージ化が図れる講義を行った。さらに、基幹災害

拠点病院である災害医療センターの院長による講義と NBC 災害の中でも特に放射能災害の

専門家による講義を開催した。また、災害急性期の救命救急や基本的な看護処置については、

日赤の専門指導者による演習を行った。 

 本科目は、次年度からは新カリキュラムで災害看護Ⅰ（必修）と災害看護Ⅱ（選択）とな

る。そのため、本領域で担当する災害看護Ⅰでは、災害の基本を深め興味・関心を抱くきっ

かけになるような授業内容にする必要がある。 
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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 人の学生でグループを形成し、グループ単位で研究を実施した。各グループは特定

の領域に配属され、教員の密な指導の下、テーマの設定から論文の作成、成果発表に至る一

連の過程を経験した。 

― 卒業研究テーマ一覧 ― 

・看護学生の精神障害者観に影響を及ぼす要因に関する研究: 精神看護学実習における経験

から 

・ヒトの紫外線ばく露量に影響を及ぼす因子について 

・頭頸部の放射線治療に伴う放射線皮膚炎のケアに関する実態調査 

・蒸しタオルを使用した背部清拭に蒸し時間を加えることの効果: 皮膚温の変化と気持ちよ

さに焦点を当てて 

・看護学生の衛生学的手洗い行動と洗い残しの学年による違い 

・大学生男女のライフプラン及び妊孕性の意識調査 

・大学生の子宮頸がんと HPV 感染に関する知識と認識の実態: 男女差に注目して 

・入院している重症心身障害者の「最善の生活」に向けた看護: 看護学生の語りから 

・他者への口腔清掃未経験者による手用歯ブラシを用いた口腔清掃 

・緩和ケア病棟に勤務する看護師の終末期看護に対する満足感に関する研究 

・父親から母親への精神的支援に注目した育児の実態: 幼児を持つ夫婦それぞれの視点から 

・強度を意識した記録用紙と活動量計の使用がもたらす身体活動指標の変化 

・新人看護師のストレス要因と職場支援についての文献検討 

・看護職が抱く職務上のストレッサーと看護職が必要としている職場支援との関連性 
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４－３ 科目の教育活動（学部） 災害看護学コース 

 

【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。 

 

１）自然科学の基礎 

１年次前期  

小宇田智子、小野孝二、望月聡一郎、高木晴良 

  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須である生物、化学、

物理、数学等に関する基礎的な知識について学習することを目的とした。学生によって各内

容の理解度の差が大きいため、できるだけ基礎的な内容から扱うように工夫し、全学生が最

低限の必要知識を得られるようにした。次年度も学生間で知識の差があると予想されるため、

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。 

 

【基礎看護学領域】 

教育方針（26 年度） 

災害看護学コースの立ち上げ年度であり、災害看護への道を選択した学生が看護とは何か

を感じとり、看護師に成りたいという気持ちが高まることを入口での第 1 の目的とすると共

に、看護師として持つべき能力とは何かを「人間理解」の視点から「人間の基本的ニードの

充足」を理解できることを看護基礎教育の原点とした。更に、講義と演習を通して看護行為

の意味づけを各自が考え、知識と技術がリンクできる教育構造を構築すると共に、習得した

知識と技術を実習の場を通し、自己を振り返り自ら考え、如何なる知識・技術を修得してい

かなければならないか、今後の学習の必要性が理解できる意欲的な学生の育成を目指ことを

教育方針とした。 

次年度は、昨年度の方針を基本とし、災害看護学コースの特色として災害現場で必要とな

る基本的知識も含めた教育内容とする。 
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１）看護学原論 

１年次前期 

岩満 裕子 

看護及び看護に含まれる基本概念である「人間、健康、環境とは何か」について、ナイチ

ンゲールやヘンダーソンを中心とした理論家の考え方やその理論家の生きた時代背景を含

め理解できるように講義した。 

「看護とは何か」を考えるに当たり、看護の歴史、日本における健康に関する認識と医療の

変化・発展、及び法律を含めた政策の変化など時代の流れの中で、理解することを通して、

考えられるよう講義内容を構築した。 

更に、教師自らの看護師や看護管理者としての経験や事例を通し、看護師の役割や看護活

動の場の拡大とその重要性について考えることができ、更に、患者理解のための「気づきの

目」が看護師には必要であることが理解できるように具体的な事例と共に、今後の看護に期

待されることは何かを含め、如何なる看護師を目指すかイメージできるというところに示唆

を与える教育内容とした。 

次年度は、科目名が看護学概論となる。災害看護コースの独自性も盛り込み、災害時の画

像等も含め、平常時とは違う災害看護を意識できるように構築すると共に、『人間的な温か

みのある看護師』を育成することを教育目標とする 

 

２）看護倫理 

１年後期 

 岩満 裕子 

倫理的問題は、１年生には何が倫理的問題なのかを理解することが困難である為、道徳と

法の違いから始め、事例を中心に倫理的問題とは何かが理解できるよう講義内容を構築した。 

看護倫理に関しては、基本である生命倫理と看護師の倫理綱領の内容がリンクできるよう

読み砕き考えさせることで理解を深められるように実施した。医療倫理、および研究に関す

る倫理については、ニュールベルグ綱領、世界人権宣言、ヘルシンキ宣言等の作成された経

緯を含め説明すると共に、看護研究における倫理的配慮についての視点と内容について研究

事例を提示し講義を実施。 

倫理的問題の解決法としては分析ツール（ＪＯＮＳＥＮの窓、４ステップモデル）を用い

ての実際に事例分析を個人で検討後、グループワークにて分析し、如何なる視点が必要かと

いう倫理的視点や倫理的問題意識がもてることを狙いとした。各自が倫理的問題事例を提示

するという課題等で思考を深める教育内容とした。 

次年度は、災害での倫理的課題を事例として取り上げ、災害看護の視点も網羅した倫理教

育とする。 
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３）看護実践技術論Ⅰ（日常生活における援助技術と判断） 

１年前期 

 岩満裕子、金子あけみ、鈴木久美子、福田淑江、佐藤みほ、栗林好子、加藤知子 

看護技術の基本的な成り立ちおよび人間の生活過程の特徴の理解に基づき、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基本的な看護技術を習得することを目的と

して講義と演習を実施した。 

演習項目としては、患者の安全・安楽を考慮した環境を整える技術・感染予防に関する技

術、看護師自身が効果的・効率的な技術を提供できるためのボディ・メカニクス、日常生活

で不可欠であり、倫理的配慮の必要性を考える排泄・更衣・食事の介助等の援助項目が習得

できる内容を組み入れた。 

全ての単元の実技演習を効果的に行うために、講義で得た知識をイメージ化して演習に臨

めるように、事前にナーシングスキルを見て、自分で手順書を作成すると共に、演習実施後

は、援助技術の必要性と留意点、患者への配慮に関するグループワークを行い、知識と技術

が統合される組み立てた教育を目指した。 

 次年度は講義の中で、災害時における安全・感染防止・倫理的配慮のあり方についても組

み入れていく。 

 

４）看護実践技術論Ⅱ（治療・処置における援助技術と判断） 

１年後期 

岩満裕子、鈴木久美子、佐藤みほ、栗林好子、加藤知子、中川陽子 

医療現場に必要不可欠な治療・処置における援助技術であり、これらの技術の必要性と安

全・安楽に援助を実施できるための技術のみならず、必要性が理解できる判断能力も身に着

けて行うことの必要性が分かることに重点を置き、講義と演習を実施した。 

演習項目としては、実施頻度が高く、臨床に出てすぐに実施できなければならない無菌操

作・排泄障害に対する処置・与薬の技術・注射の技術とその管理が習得できる内容を組み入

れた。 

全ての単元の実技演習を効果的に行うために、講義で得た知識をイメージ化して演習に臨

めるように、事前にナーシングスキルを見て、自分で手順書を作成すると共に、演習実施後

は、援助技術の必要性と留意点、患者への配慮に関するグループワークを行い、知識と技術

が統合される組み立てた教育を目指した。 

次年度は講義の中で、災害時における安全・感染防止・倫理的配慮の視点からの治療・処

置における援助実施の判断についても組み入れていく。 

 

５）看護実践技術論Ⅲ（看護技術の統合） 

１年後期 

 岩満裕子、金子あけみ、鈴木久美子、佐藤みほ、中川陽子、栗林好子、加藤知子 
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患者がイメージでき、ヘンダーソンの基本的ニーズの視点から如何なる看護援助が必要で

あるか判断し、その判断した根拠も含め、個別性を考慮した援助が安全・安楽及び倫理的配

慮に考慮し計画・実施できることを到達点とし、事例を用いてグループで検討しながらの演

習を行った。 

基本的ニーズの充足に必要とされる清潔援助項目の基本を習得することから開始した。そ

の際、患者の安楽・清潔操作の基本を学習し、個別性へ発展できるよう段階的に進めていっ

た。 

次年度は、援助の必要性について、知識と技術が統合できるよう、看護学概論における看

護の視点や人間理解および看護過程と看護方法論で検討する事例を用いることで患者理解

が深められるように科目間での教育内容をリンクさせて再構築していく。 

 

６）ヘルスアセスメント 

１年前期 

 岩満裕子、鈴木久美子、佐藤みほ、中川陽子、栗林好子、加藤知子 

 対象の健康問題を把握するために必要な基本的看護技術となる観察、問診技術とコミュニ

ケーションの基本技術、バイタルサインについて学習し、対象から得た情報を系統的かつ包

括的にとらえることが、看護師として介入できる援助を判断する根拠となることを教授した。 

 患者に提供する援助技術の演習では、冷罨法を実施し、効果的な体温調節援助方法の習得

を人体の解剖・生理を理解した援助を実施する必要性が分かり自己学習を深めることに繋が

る内容とした。 

 次年度は、特に、バイタルサインが確実に測定でき、対象への関わり方など実態に即した

コミュニケーション技法の演習方法を実施すると共に災害時のヘルスアセスメントの視点

も含めた内容とする。 

 

７）フィジカルアセスメント 

１年後期 

 岩満裕子、鈴木久美子、福田淑江、佐藤みほ、中川陽子、栗林好子、加藤知子 

 対象となる患者のどこをどのように見るのか、看護判断する上で最も基本となる看護師と

して必要なフィジカルアセスメントの知識と技術について、運動系・感覚系・中枢神経系・

循環器系をそれぞれ系統別に教授し、具体的な疾患事例を基に、疾患から予測される症状や

今後、起こりうる状況を想定できるよう総合的にどのように視ていくのかグループで検討す

る内容とした。更に、臨床現場ですぐに必要となる知識と技術を中心に講義内容を組み立て

た。 

 聴診については、健康人の聴診は学生間で聞き分けられるよう実施し、疾患を伴った聴診

については、モデル人形の肺音と心音を用いて演習を実施した。 

 次年度は、病態がイメージできるような視覚的な資料も用いて教授すると共に、災害現場
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では、フィジカルアセスメントは不可欠な知識と技術であることを意識させる講義内容とす

る。 

 

８）看護過程と看護方法論 

1 年次後期 

佐藤みほ、岩満裕子、栗林好子、加藤知子、鈴木久美子、福田淑江、中川陽子 

看護の対象となる人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看

護過程について、①概要と意義の理解、②看護過程の展開に必要な基本的知識・技術・態度

の習得、③専門的かつ多様な知識・理論を活用する意義の理解、④看護記録の理解、⑤質の

高い看護提供の実現に向けた看護過程活用に関する課題の考察を学習目標とし、授業は講義、

グループワーク、個人演習から構成した。授業各回において講義内容を纏めた資料を配布し、

指定教科書以外にも参考文献を必要に応じて提示し、内容の理解を促した。また視聴覚教材

を用いて、患者情報の収集と整理分類、情報の分析・解釈の具体を学ぶことを目的としたグ

ループワークを実施した。グループワークが円滑に進むよう、教員らも適宜介入を行った。

各回授業時には自己学習課題を各回授業に提示し、内容の理解強化を図った。 

 授業各回に配布した資料は自己学習や基礎看護学展開実習の際に活用できて便利であった

という意見を述べた学生が散見されたが、知識が定着していない学生も見受けられることか

ら、看護過程展開の基本的知識や技術の定着強化を課題としていく。 

 

９）基礎看護学体験実習 

１年次前期 

 岩満裕子、金子あけみ、鈴木久美子、福田淑江、佐藤みほ、中川陽子、栗林好子、加藤知子、

新実絹代、山本由紀子 

独立行政法人国立病院機構災害医療センターの 9 病棟と村山医療センターの 7 病棟、計

16 看護単位に学生を配置し実習を行った。医療施設がどのような機能を保有し、如何なる能

力を持った職員が、対象となる患者に何を提供しているのか、病院の機能と形態について実

際に見学し、各部門で働く職員の方から直接説明を聞き、卒業後に自分の職場となるかもし

れない病院組織の理解ができ、病院は医師と看護師等の医療技能職だけではなく、様々な人

たちの力で成り立っていることを学ぶ機会とした。更に、病院という環境と患者、看護師の

役割、健康とは何かを考えられるように１人の看護師さんと共に行動することを通して学び、

学生同士で感じたことを話し合う場を持つことでお互いに理解を深められるよう実施した。 

次年度は、学生によっては見る視点や感じ方に違いがあり、カンファレンスは重要である

が、カンファレンスの進め方の学習が不十分であるため、体験実習前にカンファレンスにつ

いても教育内容に組み入れる。 
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１０）基礎看護学展開実習 

１年次後期 

岩満裕子、金子あけみ、鈴木久美子、福田淑江、佐藤みほ、中川陽子、栗林好子、加藤知子、

他非常勤で 8 名応援頂いた（内 7 名はＮＰの 1 年生） 

独立行政法人国立病院機構災害医療センターの 8 病棟と村山医療センターの 7 病棟、計 15

看護単位に学生を配置し実習を行った。入院患者の日常生活援助の必要性を座学でのペーパ

ー・ペイシェントを用いた学習を基礎とし、実際の患者 1 人に学生１人を配置し、自分の受

持ち患者には、何が必要な援助であるかアセスメントし、実際に、学内で練習した日常生活

援助技術を用いて実施し、自分の判断や提供した技術を振り返り、今後、如何なる学習が自

分に必要であるかを考える実習とした。  

 実習病院の機能から見て、日常生活援助が必要な患者が多いと考える村山医療センターに

学生を多く配置したこともあり、学生は、短期間ではあるが、実習目標である日常生活援助

をほぼ全員の学生が実施できていたが、数名ではあるが見学で終了してしまった学生がいた。

次年度は全学生が日常生活援助を実施できるよう担当教員と実習指導者間の連携を密にし、

実施していく。 

 

１１）看護基礎理論（災害看護学コース） 

1 年次後期 

金子あけみ、佐藤みほ、栗林好子、加藤知子 

看護学の基盤となる概念－人間、環境、健康、看護、生活－及び看護理論の構成要素、分

析の視点についてオリジナルのパワーポイントを作成し、視聴覚教材の DVD も使用し教授

した。また、看護理論の歴史的発展過程と看護理論を実践に活用する意義についても概説し、

活用代表的な看護理論と中範囲理論について、参考資料の配布や参考文献を紹介しながら解

説した。 

1学年次の学生であり、実習経験も乏しく、自己の看護観の形成も未熟な段階であるため、

看護理論（中範囲理論を含む）の学習においては、できるだけ平易な言葉で、また具体的な

事例を用いて、理論と実践がどのように結びつくのかに関してできるだけわかりやすく説明

することを心がけた。学習進度上、早い段階の学習であったが、看護理論に触れることで、

今後の自己の看護観を培うための土台になることを期待する。 

 

【成人・老年看護学領域】 

教育方針 

 成人・老年看護学は、本学の教育目標でもある将来の医療・保健・福祉を支える専門的な

「看護実践能力」育成分野を主に担当している。本学は、超高齢社会に対応した看護展開を

主旨とし、成人期という人生で最も長く変化のある期間に引き続き人生の統合期である老年

期を併せて編成している。対象理解においては、健康レベルだけでなく、生活・人間的側面
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に関する知識と思考を基盤として個別性や多様性が理解できる教育を提供したいと考える。

演習は臨地実習に連結できるように事例を多く用い健康問題健康障害・看護の視点を追及す

る。臨地実習では既習学習内容を統合して科学的・理論的な看護目標のもとで看護を実践す

る。実践力の重要な核となる看護技術は、本学が定める看護技術到達水準に基き臨床での応

用能力に発展できるよう教育する。 

看護者として人間に対する尊重の姿勢と看護師としての自律性を大切に育成を目指す。  

科目の教育活動 

専門分野 

・臨床実践看護学 

 

１）成人看護学概論 

1 年次後期 

 新実絹代、福田淑江 

  人生における成人期の意味、ライフサイクルからみた成人期の発達課題を導入とした。成

人期の特徴の理解については、学生の身近な方々にインタビューし、その後グループワーク

で情報共有や知識と統合させ全体発表会とまとめを行った。成人各期の対象を共通性、個別

性、多様性から理解できるようアプローチした。また、成人期にある対象を生活者としての

側面から理解するための視点、評価、生活支援のあり方を明確にした。成人期の健康問題で

は、国民健康づくり対策についてや健康問題を「国民衛生の動向」等を参考に統計データか

ら動向と健康政策への関心が高められるようにした。また、生活習慣、職業、更年期等に関

連する健康障害等成人期の代表的健康問題のメカニズムと予防・治療等の概要の理解を深め

た。成人看護学に活用する基礎理論を学生の身近な事例と臨床場面の事例とを併用し学生と

検討しながら進めた。成人各期の健康問題に対する支援の実際をチームアプローチ、ヘルス

プロモーションを中心に事例を示し展開した。授業方法としては、毎授業最後にミニッツペ

ーパの記入を促し理解度の確認、疑問の解決などの工夫を行った。 

 

２）老年看護学概論 

1 年次後期 

 新実絹代、福田淑江 

高齢者をポジィティブな存在として高齢者の意思を尊重できる幅広い老年観や看護観を

育成することを重視した。導入として高齢者のイメージを討議しポジティブシニアを写真で

紹介した。加齢に伴う高齢者の特徴を身体・心理・社会の 3 側面から理解を深め身体的側面

は解剖生理等の既習学習にフィードバックし進めた。高齢者を取り巻く社会保障では社会情

勢や家族形態に関するデータを「高齢者白書」等で踏まえ、介護保険制度を中心に理解を深

めた。高齢者の権利擁護について虐待、身体拘束等について検討を行いながら進めた。高齢

者のヘルスプロモーションおいては、高齢者にとっての健康のあり方、健康長寿のための健



55 

 

康づくりについて事例を提示し理解を促した。後半に「高齢者が生かし生かされる社会づく

り」のテーマでグループワークを行い高齢社会の未来を高齢者の強みから考えることができ

た。老年看護の役割と理論活用では、コンフォート理論、ストレングスモデルの学習により

高齢者が持つ強みに目を向け自立への支援を考える入口とした。高齢者の QOL を高める看

護としては、高齢者の QOL を大きく左右するリスクについてのアセスメントと予防的ケア

の理解を深めた。 

 今後も高齢者の強みに着目した老年観が看護の実践につながる授業展開を目指していく。 

 

３）家族看護学（臨床看護学コース） 

２年次後期 

金子あけみ 

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

りながら、理解を深められるよう授業展開を構成している。家族の定義、家族と健康の関係、

家族の発達段階と発達課題及び家族看護学の基盤となるさまざまな理論の特徴について、テ

キストとオリジナルのパワーポイントで講義を行った。 

特に代表的な家族看護モデルであり、中範囲理論でもあるカルガリー式家族システムモデ

ル（CFAM/CFIM）の解説においては、家族アセスメント、介入方法をわかりやすく映像化し

たビデオを視聴し、学生が具体的な家族看護をイメージできるよう工夫した。 

また、グループワークにより家族の苦悩をテーマとする演劇製作を行い発表した。演劇製

作の過程を通して、患者本人の苦悩と家族の苦悩、家族システムとして家族員相互が影響を

及ぼし合っていることや病いは家族全体に影響することなどを体験的に学習できるように

した。 

看護専門職として、家族看護の基本を理解し、将来にわたり家族に向き合うための姿勢を

身につけてほしいと願っている。 

 

４）看護職とキャリア形成（臨床看護学コース） 

４年次後期 

金子あけみ、坪倉繫美 

 看護専門職として、ひとりの看護職としてのキャリアを自ら形成する能力を養うことを目

指している。まず、人が成長発達するとは具体的にどのようなことをいうのか「千と千尋の

神隠し」を題材に説明した。生涯発達理論、キャリアの定義とその変遷、キャリア概念及び

キャリア発達モデルについて、オリジナルのパワーポイントと参考資料のプリントを配布し

講義を行った。キャリア形成においては、理論だけでなく、経験から学ぶことが重要になる

ため、経験学習モデルとリフレクションについて具体例を用いて説明した。また、新人看護

職員が組織の一員となり、初期研修に真摯に取り組む姿を映像化したビデオを視聴し、将来

の自己像をイメージできるよう工夫した。 
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 まとめにおいては、特別講師を招聘し、スザンヌ・ゴードンの「沈黙から発言へ」を紹介

しつつ、専門職としてのあるべき姿勢やキャリア形成について、掘り下げて考える機会を設

けた。 

4 年次生であることから、これまでの臨床実習での経験と結びつけて思考できるよう、学生

の反応を見ながら今後も教材等は工夫していきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

高度実践看護コース 

【教育方針】 

 我が国初めてのクリティカル領域のＮＰ教育につき、誰が見ても理解できるように詳細に教

育計画を立て、出来るだけ皆で共有し、説明責任が果たせるよう配慮した教育になるように関

係者に協力して頂き、最善を尽くして大学院生のサポートをする。学ぶ環境を整えていく。 

 

１）クリティカルＮＰ特論 

１年前期  

 山西文子、草間朋子、岩本郁子、山田巧、前原正明、塚本容子、鈴木美穂 

  諸外国におけるＮＰの現状を把握し、我が国において高度実践看護師の現状の問題点およ

び課題を明確にし、役割と活動をどのようにしたら良いのか、クリティカル領域の実践内容

などをより深く理解が必要である。そのため、米国のＮＰの経緯と変遷、役割拡大の実際、

我が国におけるＮＰ教育導入の経緯、教育方法の工夫等について、米国でＮＰの資格を取得

し、実践経験のある看護職、医師等の専門家から講義を聴き、文献や資料を下に自分たちの

クリティカル領域の役割と活動の実際を検討、資料作成、発表し、クラス全員の知識・認識

の統一を図った。今後クリティカルＮＰを学ぶ上での導入部分はしっかりと動機づけられた。 

 

２）クリティカル疾病特論 

１年前期 

 山西文子、前島新史、布施淳、矢野尊啓、小林佳郎、安富大祐、樅山幸彦・吉川保、門松賢、

島田敦、高橋正彦、大石崇、山根章、小山田吉孝、中村芳樹、尾藤誠司、鈴木亮、岩田敏、

尾本健一郎、石志絋、伴信彦 

  科学的根拠に基づく医学的な判断と問題解決能力、医療技術の発展に対応できる能力の基

礎を身に付けるために、クリティカル領域で頻度の高い疾患について、病態生理、疾病の理

解の基礎となる人体の機能や構造に関する基礎的知識を確実に身に付けることとする。その

ために患者の生体侵襲について理解しながら、生命維持に直結する呼吸器系・循環器系・中

枢神経系・代謝機能・各疾患に生じる問題・感染症等の代表的な疾病の患者に起こっている

症状等の問題を臨床推論し、診断を確定していくための医学専門的な思考を統合し、特定の

行為を行えるための能力を構築する。導入時には具体的に、グループで主題に関する文献検

討をし、指導医から指導を受けながら各自がプレゼンテーションをし、発表後に専門医が指

導を行い、知識を確実なものとしてきた。 

 

３）診察・診断学特論（包括的健康アセスメント） 

１年前期 

 山西文子、尾藤誠司、大島久二、樅山幸彦、菊野隆明、前島新史、小松和典、赤川志のぶ、

磯部義憲、武山茂、小野孝二 
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  医療における診察、診断の意味を理解し、患者の状況に対応した診察、診断が行えるよう

にするための知識を得る。診察方法、診察で得られた生理学的な所見を用いて、科学的根拠

に基づいた診断を理解する。具体的には、臨床で必要な診察の方法、診断のための検査、い

わゆる血液データの解釈、Ｘ線、心電図などの読影を実際のデータを使用して理解を深める。 

  具体的には、診療のプロセスと病歴・診察の重要性を学び、医学情報収集の観点から観た

面接技術等を学び、臨床検査、画像検査の基本を学んでいる。 

 

４）臨床推論 

 １年前期 

 山西文子、尾藤誠司、鄭東孝、鈴木亮、安富大祐、尾本健一郎、矢野尊啓、菊野隆明、山田

巧 

  クリティカル領域で遭遇する症状や状態に応じた臨床推論ができるよう、その過程を学び、

それを裏付けるためのフィジカルアセスメントを行い、症状に応じた的確な判断・臨床推論

ができるための知識・技術を習得することが主である。そのために、初期臨床研修医の研修

医長である講師に前提となる考え方を指導頂き、その後クリティカルで遭遇する１７症状に

対する臨床推論の実際について、事例を用いて１症状２コマ使用し、専門医からの指導を受

け理解を深める展開とした。 

 

５）政策医療特論 

１年前期 

山西文子、松本純夫武田純三、加我君孝、野島照雄、野島照雄、石原傳幸、秋山一男  

  我が国における過去からの医療提供体制の特徴である歴史的な疾病対策が取られてきた

「政策医療」は、民間医療施設には任せられないため、今でも国立として実施している医療

である。その一端の現状を医療者として認識していく必要があり、特に公的な役割を果たし

ている施設管理者により、歴史的経緯と実態までを含めて講義して貰い、看護者として、診

療看護師として今後そのような患者さんに出会ったときに対応がスムーズに出来るように

なるために、これからの課題と展望を考察する内容であった。 

 

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、阿部美佐子、千歳はるか  

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
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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。 

 

７）診断のためのＮＰ実践演習 

１年後期 

 山西文子、磯部義憲、菊野隆明、尾本健一郎、鄭東孝、尾藤誠司、安富大祐、鈴木亮、布施

淳、高橋正明、早川隆宣、近藤久禎、山田巧、早坂奈美 

  臨床のクリティカル領域で経験する患者のフィジカルアセスメントができ、特徴的な検査

について、安全かつ確実に実践できるための知識・技術を修得する。また、臨床のクリティ

カル領域で経験する機会の多い特徴的な症状について、科学的根拠となるデータに基づく診

察・診断の考え方・診断方法を想起しながら診断するプロセスを実践的に学ぶ。また、クリ

ティカル領域の事例に対して確実な診断技術を身に付けると共に診断に伴うインフォーム

ド・コンセントが行えるための力を身に付けることが重要である。 

 そのために具体的に超音波検査、ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ等による画像診断の目的、方法、基

礎知識、読影の実際について、東京医療センターの放射線部門で、３人から４人のグループ

を組み、１日４回かけ、現場での実際の患者さんを見学しながら診断までの流れを認識し、

最後に画像による診断の根拠を専門医から説明を受けて理解を深めている。また、クリティ

カル領域の主な症状等に付いての特徴的・基礎的症状のある実際の患者の画像を用いて診

察・診断の実際を学んでいる。 

  さらにトリアージの概念と機能、方法を学び、事例を用いてトリアージの実際を模擬患者

による演習を行っている。これらの後、診断後の患者・家族への支援についてどのような役

割を取れるかをグループ学習して纏めている。 

 

８）臨床薬理学特論 

１年後期 

 山西文子、廣田孝司、青山隆夫、大島信治、布施淳、吉川保、磯部陽、石志鉱 

  高度実践看護師として診断に基づく薬物療法を安全に、かつ効果的に進められるよう基本

的な知識を修得することが重要であり、そのために、薬物動態の基礎を理解する。さらに、

クリティカル領域で遭遇する頻度の高い事例についての薬物療法の必要性を確認し、各種薬

物と生体との反応機序、薬物の効果に個人差が生じる要因等について理解し、安全な治療が

進められるようにする。という目標で、外部の専門講師による講義、薬事法を含む薬物の安

全管理と処方について理解を深め、更に、クリティカル領域における疾病に対して用いられ
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る薬物の理解については、臨床現場の専門医から指導頂いた。非常に難しい範囲であるが、

第一段階として動機づけはされたので、今後は各学生の個人学習に係っている。 

 

９）治療のためのＮＰ特論 

１年後期 

 山西文子、小林佳郎、芳川保、島田敦、大石崇、加藤良一、中村芳樹、大迫茂登彦、石志紘、

矢野尊啓、尾藤誠司、山田巧 

  治療についての考え方を踏まえて、クリティカル領域における治療法の科学的根拠を踏ま

えた適応や治療法の特徴を理解する。治療継続にかかわる生体へのメリット・デメリット

を理解し、治療計画の変更や終了などの判断ができるための知識を修得する。ここでは、

特に周術期の管理、具体的にはリスク評価とその予防、輸血、周術期の管理として基本的

な手術を学び、広領域の各手術に発展させるという考えの下、消化器系手術、呼吸器系手

術、脳の手術、心・大血管系の手術、術後の感染予防などについて臨床の専門医から直接

指導を受けて理解を深めてきた。 

１０）治療のためのＮＰ実践演習 

 １年後期 

  山西文子、小井土雄一、小笠原智子、高里良男、正岡博幸、尾本健一郎、磯部陽、大仲俊

宏、小山田吉孝、吉川保、菊野隆明、島田敦、落合博子、浦上秀次郎、加藤良一、大石崇、

鄭東孝、安富大祐、鈴木亮、布施淳、高橋正明、山田巧、岩本郁子、早坂奈美 

  治療についての考え方を踏まえて、 クリティカル領域における治療法の科学的根拠を踏

まえた適応や治療法の特徴を理解する。治療継続に関わるからだへのメリット・デメリット

を理解し、治療計画の変更や終了などの判断ができるための知識を修得する。また、経験す

る機会の多い事例への特徴的な治療方法についてエビデンスと患者の意思決定に基づいた

治療方法の選択と治療していくプロセスを実践的に学ぶ。治療方法を確実に行えるための技

術を修得する。また、治療の際の自己の役割・限界を明確にする。 

  以上のために、救急・重症患者の管理方法、集中治療の管理方法、がん化学療法とペイン

コントロールの方法、人工呼吸器・気管挿管・抜菅・縫合・圧迫止血・経腸栄養・中心静脈

ライン確保・褥瘡の治療方法などの処置等に付いての適応、目的、手順、各種ガイドライン

の活用、方法及びメリット・デメリット、合併症など、知識、技術、説明・対応などについ

て、学習のプロセスを踏み、講義、デモンストレーション並びに実施など学内の実習室にお

いて演習をしてきた。 

  また、クリティカル領域で遭遇する疾病に対する薬物療法の実際については事例を設定し、

各学生が学習し発表、指導医から指導を受けるという方法で学びを深めてきた。 

 そして、最後には、総合的なシミュレーショントレーニングをクリティカル領域で頻繁に遭

遇する典型的な事例の設定で、各人が役割を果たせるように、総合演習を実施した。 
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１１）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、今年度は高度実践看護コース 15 名、高度実践助産コース 8 名が選択した。 

  今年度は、③の内容、特に教授－学習－評価活動がどのように関連し活性化していくのか

について強化し授業を展開した。学生たちは自分の得意な領域と臨床における教育場面を結

び付けてテーマおよび対象者を設定し積極的に取り組んでいた。短時間であっても参加型の

教育方法の選択が多く、模擬授業そのものが非常に楽しい学びの場となった。昨年度の課題

であった教育評価に関する内容を追加したためか、ほとんどの学生が参加者からの授業評価

を実施し、課題レポートではその結果をもとに客観的に自らの授業展開を評価し課題を明確

できていた。 

来年度は、①、②の内容を整理し、教育方法の開発に関すること、授業過程のリフレクショ

ンについて授業内容の充実を図りたい。 

 

１２）コンサルテーション・インフォームドコンセント特論 

１年次後期 

清水洋子、尾藤誠司、大島久二、岩田敏、矢野尊啓、 

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、

インフォームド・コンセントおよびコンサルテーションの技術を理解し、患者が納得するプ

ロセスをたどれるような具体的な実践方法を学ぶことを目的とした。 

具体的に、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、全体討議を導入することで実践に即し

た効果的な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全員

が主体的に参加し協力して課題に取り組み、各領域別の課題事例のプレゼンテーションや全

体討議を通してインフォームド・コンセント、コンサルテーションの理解を深めるとともに

特定看護師に期待される役割等を各自が考察し言語化できていた。 

今後は学習効果がより高まるよう、講義・演習の内容や方法等を工夫することが課題であ

る。 
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１３）医療安全特論 

１年後期 

 山西文子、加藤良一、大石崇、岡田奈保美、岩渕起江 

  医療上の事故等は、日常的に起こる可能性があることを認識し、事故を防止し、患者の安

全を最優先することを理解する。特に実践の現場では、医療事故を防止するために、医師の

指示を批判的に思考する力、危険を回避するために医療行為の優先度を決定する力、患者に

不利益な状況が生じている場合に対象に情報提供出来る力、対象が受ける治療や処置に伴う

有効性や危険性について理解できるように説明できる力などを実践的に培えるように配慮

した係わりを持ってきた。 

具体的な授業展開は日本で実際にあった事例を取り上げ、グループで分析し、主要な原因

や要因、解決策まで明確になるよう課題を与え、纏めて発表し、皆で討議を重ねてきた。結

果としては、前述した重要な力が課題発表内容、質疑応答の内容、個人のレポート等により

確認できた。同時に分析方法の知識獲得、また確実に身につく機会にもなっていた。 

 

１４）フィジカルアセスメント学演習 

１年後期 

山田巧､早坂奈美､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。 

 

１５）保健医療福祉システム特論 

１年次後期 

日比野守男、金子あけみ、佐藤潤 

  少子高齢化の進行に伴い、保健・医療・福祉分野においても必要な知識が増大するととも

に、専門分化が進んでいる。同時に、分野を横断的に俯瞰するシステムな思考も求められる。

これらを踏まえ、保健・医療・福祉分野にかかわる制度の概要や政策決定の過程などを学習

した。具体的には、疾病と社会の問題、社会保障全体の財政の見方、厚労行政の政策決定の

プロセス、医療と介護の連携、社会福祉構造改革、成人・高齢者に関する制度や地域保健に

関する制度と法律などについて概説。そのうえで２から３人の小グループに分かれて関心の
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ある厚労行政に係わるテーマを選び、現状の問題点や課題などを調査、その解決策の提案な

どをまとめ、発表・討論する演習を行った。この演習を通じ保健・医療・福祉分野には解決

すべきさまざま問題があることをお互いに知り、広く社会全般に目を向けるきっかけになっ

た。効果的な発表・討論の方法の習得にも役立った。講義と演習の組み合わせは学習効果を

高めることから次年度も継続し、充実させたい。 

 

１６）看護管理学特論 

１年次後期 

 新実絹代・山西文子・山田巧・鈴木久美子 

  変革が進む医療を取り巻く動向の中で看護専門職として組織運営に参画し役割を発 

 揮していくために必要な看護管理に関する基礎理論とスキルを学ぶことをねらいとした。ヘ

ルスケアシステムの現状と看護管理の機能等を導入とし、「組織概論」と「看護組織論」で

組織運営の基本や組織人行動の理解を深めた。更に「リーダシップ論」の理解のもと、演習

として事例で部署運営におけるリーダシップのあり方を検討した。組織発展に重要な「人材

育成」では、目標管理、キャリア開発の理解を深め、「人事管理」では、法的根拠と医療経

営の視点からの人的資源活用を確認した。看護管理の基礎知識である「時間管理」「危機管

理」「物品管理」等を網羅し学生の経験にフイードバックし進めた。「看護の経済性」では、

診療報酬制度と看護、看護サービスの特性と評価について検討した。これまでの学習を統合

し演習として「専門・認定看護師活動の開始」をテーマとして BSC で事業計画を立案し発

表まとめを行った。各グループ同テーマであったが独創性に溢れ学習の成果が感じられた。

今後も組織で新たな役割を担う学生のマネジメント力向上を継続する。 

 

１７）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、学術論文

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。文献検索の方法およ

び論文を読む上で必要な統計学的知識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、二巡目と三巡目は英語論

文を講読させた。 

 

１８）統合実習 

２年通年 

  山西文子、山田巧、岩本郁子、早坂奈美、今井秀樹、伴信彦、小野孝二、田中留伊、新実

絹代、鈴木久美子、真下綾子、竹内朋子、児玉菜桜 

  ２年時５月から１１月初めまで約６ヶ月間、国立病院機構東京医療センター、災害医療セ



64 

 

ンター、東京病院の３施設において、救命救急センター、総合内科、外科系病棟、手術室の

各診療科をローテーションし、計１７週の実習を行った。主治制により患者を受け持ち、一

連のプロセスを経験する中で、臨床教授の医師による指導を受け、１年次から学んできた知

識と技術・態度を統合し、チーム医療の一員としてまた、患者を中心に診療看護師としてど

のような役割を果たしていけば良いのか、チーム医療のキーパーソンになるのには、どのよ

うにすれば良いのかを討議し、考察して明文化を試みている。また、特定行為の経験も重ね、

安全、安楽に、確実に身につくよう積極的に実践してきている。実習の評価も良く、全員医

療事故も無く、無事に修了した。 

 

１９）課題研究 

１〜２年次通年 

伴信彦、今井秀樹、田中留伊 その他全教員 

臨床現場で遭遇した疑問あるいは問題を科学的に解決かる能力を養うため、実践に即した

テーマについて研究を行い、課題研究としてまとめることを目標とした。具体的には 1 年次

に研究計画書発表会、人やヒトを対象とした研究を行う者は研究倫理安全委員会における倫

理審査、2 年次の発表会を行った。次年度も引き続き、全教員で指導をしていく。 

以下に課題研究一覧を示す。 

 

― 課題研究一覧(高度実践看護コースー 

・救急外来受診患者におけるバイタルサインと白血球数との関連      青柳智和 

指導教員名 清水洋子教授、竹内朋子講師、牧栄理助手 

 

・新人看護師教育に携わる教育担当者が直面する活動上の問題      新井亜弥子 

指導教員名 松山友子教授、加藤章子講師 

 

・クリティカル領域の NP 教育が NP 学生の看護観に与える影響      石島和幸 

指導教員名 日比野守男教授、橋本美幸准教授、高橋助教 

 

・集中治療室における急性腎障害の発生とせん妄の関連についての検討  井手上龍児 

指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授 

 

・夜勤形態の違いによる慢性疲労および presenteeism の比較・分析の評価 大橋真理 

指導教員名 山田巧准教授、佐藤潤講師 

  

・看護大学生が就職前に就職先に対して抱く期待と就職後の変化に    加藤由希子 

関する縦断的調査 



65 

 

指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授 

 

・心不全患者の服薬アドヒアランスへの影響要因-外来患者の服薬管理調査から-金井誠 

指導教員名 田中留伊准教授、小宇田智子講師、但井良美助手 

 

・過疎地住民における救急車要請の困難要因に関する研究         川村知也 

指導教員名 真下綾子准教授、朝澤恭子講師 

 

・クリティカル領域の特定看護師が認知しているチーム医療の中での    川本寿代 

役割行動と他職種からの役割期待 

指導教員名 山田巧准教授、佐藤潤講師 

 

・救急外来における院内トリアージの実態                国島正義 

‐院内トリアージ用紙導入の看護師の判断に基づいて‐ 

指導教員名 今井秀樹教授、関屋伸子講師 

 

・急性期病院における低栄養患者の NST 介入の効果に関連する要因分析  高祖直美 

～ADL の改善に注目して～ 

指導教員名 今井秀樹教授、関屋伸子講師 

  

・地方中核病院におけるアレルギー性鼻炎外来患者の特性に関する研究  河野友紀子 

‐誕生月に注目して‐ 

指導教員名 今井秀樹教授、関屋伸子講師 

 

・院外心停止による病院前気管挿管症例の予後ヘ影響を及ぼす因子     髙橋雪子 

指導教員名 田中留伊准教授、小宇田智子講師、但井良美助手 

  

・クリティカル領域における診療看護師のコスト意識構造と要因     田中啓一郎 

指導教員名 田中留伊准教授、小宇田智子講師、但井良美助手 

 

・救急外来を受診し再入院となった高齢患者の現状と支援のあり方について 田向宏和 

指導教員名 小野孝二准教授、岩渕起江講師、早坂奈美助手 

 

・自殺の発生に関連する因子の検討-気象データおよび月齢に着目して-    長澤領 

指導教員名 今井秀樹教授、関屋伸子講師 
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・子育て中の外来看護師の学習ニーズ                  花山美帆 

指導教員名 清水洋子教授、竹内朋子講師、牧栄理助手 

 

・診療看護師の所属部署に着目した就業環境に関する実態調査       松山伴子 

指導教員名 草間朋子研究科長 

 

・降雪寒冷地における高齢 2 型糖尿病患者の冬期 HbA1c 値に影響     山森有夏 

を及ぼす生活習慣因子 

指導教員名 伴信彦教授、穴沢小百合准教授 

 

・札幌市の救急実態と不応需減少に向けた救命救急センターの現状と課題  吉崎秀和 

指導教員名 小野孝二准教授、岩渕起江講師、早坂奈美助手 
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高度実践助産コース 

【教育方針】  

平成２６年度助産コースでは、免許取得プログラムと助産師プログラムの学生を対象に、以

下に示す科目を、助産システムの中で自律して実践できる助産師を育成することを目標に教授

した。 

 助産コース開設３年目となった今年度は過去２年間のカリキュラム実施を経て明らかにな

った科目や実習の改善点について調整を実施した。特に分娩介助実習については、新たな実習

場を開拓して、実践力を強化できる分娩介助数の確保につとめた。また助産師プログラムの学

生には夜間開講を実施すると共に、助産院実習の時期をフレシキブルに選択できるよう利便性

を画った。 

 

１）助産学概論 

１年次前期 

宮﨑文子、大石時子 

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動機とする。助産及び助産の

基本概念及び歴史的変遷から概説し、女性を取り巻く社会背景を認識し、助産師の責務と社

会変化の中で期待される役割の重要性、さらに助産師活動に取り組む姿勢と魅力について系

統的に教授した。具体的内容は、助産とは何ぞや？、助産歴史とこれからの課題、助産学を

構成する理論、助産師教育制度と課題、リプロダクティブヘルス/ライツと今日的課題、助

産師の専門職性と業務（関連法規）、母子保健の動向と課題について講義とディスカッショ

ンを織り交ぜながら展開した。出席率１００％。 

来年度も最新情報を取り込みながら興味ある講義を工夫したい。 

 

２）生殖機能学(正常・異常） 

１年次前期 

新井宏治、山下 博、林 茂徳、辻 浩介 

   本科目では、女性生殖器の解剖・生理、性周期とその調節機構、配偶子の形成、受胎メカ

ニズム 妊娠の成立から出産までの生殖生理を助産実践が生理学的根拠をもって行えるよう

教授した。また妊婦健診の意義とそこでスクリーニングされるべき母体と胎児の異常につい

て医師の視点から教授した。さらに女性のライフサイクルを通じた性と生殖の健康問題、性

と生殖に関する疾患及び異常（婦人科疾患）に関する基礎的な知識を学生に持たせる内容を

教授した。 婦人科疾患については、昨年度「手術の実際」のような臨床的治療にも触れて

いたが、助産師の役割の範囲での実践に、より役立つ内容にするため、臨床的治療の実際よ

り、月経異常、子宮内膜症、更年期等、 外来でよくある婦人科疾患の理解を深める講義内

容を、本年度からは強化した。 

  来年度からは異常編を強化するため、異常妊娠にとどまらず、合併症妊娠まで講義範囲を広
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げると共に、婦人科疾患についても、ライフサイクル各期に分けて特徴のある疾患を教授す

ることとした。 

 

３）助産栄養学特論 

１年次前期 

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身体作りのための食事のあり方につ 

いて、基礎知識と具体的な栄養管理や食事指導方法の習得、献立の作成（立案）ができ

ることを学習目標とした。北島講師は、まず、出産適齢期の食生活の現状と問題点を通

して、健康な女性の身体作りに必要な栄養管理方法について講義した。さらに、日本人

の食事摂取基準 2010 年版を基本に妊婦・授乳婦における必要栄養素量の考え方や食事

バランスガイドを用いた栄養アセスメントと栄養管理方法、乳汁栄養の栄養上の特性と

問題点、補完食の進め方等の講義を行った。神藤講師は、女性の体の特徴と女性ホルモ

ンの変化によって起こる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な献立の作成方法と食事指導を講義した。 

次年度の課題は、学生達が今後臨床現場において、個人や集団に対しての妊娠期、 

産褥期等の保健指導を行うことを念頭に、症例検討などを取り入れたより具体的に栄養

アセスメントや栄養教育が実践できるような講義展開が必要であると思われる。 

 

４）助産のためのフィジカルアセスメント 

１年次前期 

大石時子、藤内美保 

全身のフィジカルイグザミネーションとアセスメントを、呼吸器系、循環器系、消化器系、

神経系・運動系、生殖器を中心に講義と演習で教授した。助産師が妊娠分娩産褥期の女性の

身体の変化に対し、正常異常の診察と判断ができるよう、全身のイグザミネーションとアセ

スメントを周産期に結びつけて考えられるよう工夫した。そのため生殖器の演習は、退院診

察や 1ヶ月健診を想定して、何をどのように診察しアセスメントするかを考えさせると共に、

技術チェックを行った。技術の中には、院内助産や助産外来で助産師が自律して診察できる

よう膣鏡診や双合診を取り入れた。 

 演習の時期を分娩介助技術チェックや産褥期と前後しないようにし、学生が周産期の全身

を包括的にアセスメントできるよう、知識と技術の積み重ねをうまく図れるようにしたいと

考える。 

 

５）妊娠期診断・技術学 I 

１年前期 

大石時子、加藤章子、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 
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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。さらに診察結果からどのよ

うに助産診断を導くかを講義した。また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、技術チェックを取り入れる 

ことや、個人及び集団に対する行動変容理論に裏付けられた健康教育を立案できるよう講義

を組み立てていくことである。 

 

６）分娩期診断・技術学Ⅰ 

１年次前期 

加藤章子、小嶋奈都子 

本科目では、分娩・出産の概念、助産師の業務範囲、分娩期助産診断とケアに関する基本

的知識および分娩介助技術の修得を目標とした。助産診断に関する基本的知識は、事前学習

で基本的用語を学習後、授業では、骨盤や児頭モデル、視聴覚教材等を利用しイメージ化を

はかりながら講義を行った。分娩介助技術では、修得までのステップを 4段階とし、①視聴

覚教材による分娩経過のイメージ化 ②仰臥位分娩介助のデモンストレーションと分娩介

助手順書（意味づけを強化）による自己学習 ③事例を設定した分娩介助技術テスト ④事

例を用いたシミュレーション授業とした。技術テストは、助産学基礎実習開始の必須要件と

し、評価は、教員と成育医療研究センターの臨床指導者が行った。来年度は、分娩の経過に

伴うアセスメントに力を入れ、さらなる助産実践力の基礎の強化を図りたい。 

 

７）産褥期診断・技術学  

１年次前期 

橋本美幸、宮下美代子、山本詩子、達野百合子  

  本科目では、産褥期助産診断に関する基本的知識、乳房の解剖とケア、集団指導の技法の

修得を目標とした。基本的知識は、褥婦の理解を身体・心理・社会的側面の３つに分け、グ

ループ発表とディスカッション、補足講義により授業を進めた。乳房ケア、冷え、子育て支

援、等の産後ケアに関しては、開業助産師 3名による専門的・経験的な講義を取り入れ、熟

練した技を学ぶ機会を設けた。保健指導は、対象の行動変容の理論、指導案作成法について

講義を行い、保健指導案を立案し模擬保健指導の演習を行った。来年度は、事例を用いての

産褥期の助産診断演習を行い助産診断力の強化を図りたい。 

 

８）新生児期診断・技術学Ⅰ 

１年次前期 
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橋本美幸、加部一彦  

  本科目では、新生児の生理的特徴、乳幼児期の成長・発達の基本的知識および新生児のケ

アに必要な技術の修得を目標とした。早期産新生児の診療の基本とケア、これを行うための

技術演習(新生児の計測を含む)を行った。新生児のアセスメント力の強化を目的として出生

直後の母子接触時の注意点、観察、出生～24時間の新生児観察項目、退院診察時の観察・診

察項目、1 か月健診時の観察・診察項目、新生児に見られる非病的所見について個人でまと

め、発表・ディスカッションを行い実習時の利用を目的とした新生児のアセスメントシート

を作成した。家庭訪問を行うに必要な観察点・注意点、ハイリスク児、予防接種などについ

て講義した。新生児のアセスメント力と技術力の未熟さがあり、来年度は、この２つの能力

の強化を図るための演習の充実を図りたい。 

 

９）助産管理学特論 

１年次前期 

宮﨑文子、橋本美幸、山口敦子 

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から概説し、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、関係法規等について講義及びディスカッション

形式で進めた。院生は経営について興味を示し、出席率１００％。来年度もディスカッショ

ン形式を多くとりれいていきたい。 

 

１０）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た。 

講義目的は、看護専門職としての倫理の原則、意思決定のための判断基準について学び、院

生の経験を踏まえて分析的に思考し、倫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
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不足は歪めない。 

 

１１）助産薬理学特論 

１年次後期 

石井眞理子、渡邉央美、伊藤直樹 

石井講師が薬理学の基礎（作用機序、代謝経路、半減期等）をまず講義した。また妊産褥

婦を対象とした和漢薬物の効用、副作用、併用禁忌、拮抗作用、投与方法、服用方法等につ

いて特に漢方を含めて解説した。渡邉講師がさらに妊婦や授乳婦における催奇形性、胎児毒

性、授乳中の安全性について薬物使用上の管理および留意点について講義を深めた。伊藤講

師は新生児における発達薬理を講義した。 

また薬剤情報の収集方法と読み方および薬剤の取り扱い（麻薬・向精神薬など）と、 

薬剤の処方／投与と倫理を講義し、薬物治療に際して求められる助産師としての倫理性とは

何かについて学修させた。 

本科目では助産外来や院内助産で医師の包括的指示があれば、一定の範囲の薬物を自律し

て投与・管理できることを目標の１つとしているが、現段階では病院での治療薬の理解が学

生の到達段階と考えられる。来年度は、学生が自分で妊婦・褥婦の保健指導や薬剤管理を実

施する視点から薬理学の理解を深められるよう、講義内容や順序性について講師間での調整

を画っていきたい。 

 

１２）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、仮設演繹法等）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が、来年度は、さらなる理解の向

上のために講義内容の変更を考えたい。 

 

１３）新生児期診断・技術学Ⅱ 

１年次後期 

加部一彦  

本科目では、新生児期の呼吸・循環・神経系・先天奇形・外科的疾患等の異常と出生直後

の新生児蘇生法の修得を目標とした。異常症例は、講義およびグループワークで内容の理解
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を深めた。新生児蘇生法では、「新生児蘇生法ガイドライン 2010」に基づき、講義、蘇生の

基本手技の演習、ケースシナリオによる演習を行った。さらに、講義の前後でプレテスト・

ポストテストを実施し、知識と技術の理解度を評価した。来年度は、講義にハイリスク新生

児の看護を追加し、疾患とケアをバランスよく学べる内容としていく。 

 

１４）ウィメンズヘルス特論 

１年後期 

大石時子、早乙女智子 

女性の健康に影響を及ぼす要因は単に生物学的な男女差にあるのではなく、歴史的に形成

された心理的社会的な genderの要因も大きく、それらを統合的にアセスメントばならない

という Women’s healthの概念を講義した。それを思春期、成熟期、更年期・老年期に応

用して DV、性感染症の男女差など女性の健康問題の特徴を社会文化的に把える授業を行っ

た。 

また、指定図書「愛?! 私自身を生きるために」の抄読を各学生が行い発表して、女性の

健康問題の本質への考察を深めた。 

今年度は上記のように医学モデルではない概念である Women’s health の内容で構成し

たが、来年度はカリキュラム改訂により女性のライフサイクル各期の産婦人科的健康問題を

中心に講義が行われる予定である。 

 

１５）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 し、支援のあり方に

ついて考察しレポートとしてまとめた。 

来年度はカリキュラム改訂に向けての試行として、異文化の中での助産活動の学修に中心

をおき、異文化での助産活動を知ることによって、日本の助産実践をよりよくしていく視点

を持つことを目標として内容を組み立てる予定である。 

１６）地域助産実践論 

１年次後期 
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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（高齢妊産婦の助産ケア）であり、

来年度はここを中心にディスカッションで内容を深めたい。 

 

１７）助産学基礎実習 

１年次前期・後期 

加藤章子、橋本美幸、小嶋奈都子、田中恵子、大石時子 

  独立行政法人国立病院機構東京医療センター、相模原病院を実習病院とした。本実習では、

助産実践を通し、対象の実像および妊娠・出産・産褥/新生児期の生理的変化を捉えた助産

診断・ケアの実施を実習目標とした。妊娠期では、妊婦健診の経験例数を 10 例以上とし、1

例について助産過程を展開した。妊娠中期以降の妊婦を受け持ち、問診、全身の診察、子宮

底・腹囲の計測、レオポルド触診、児心音聴取等を実施後、臨床助産師の保健指導を見学し

た。分娩期では、分娩直接介助の経験例数を 3例とし、臨床指導者の全面的支援の下、分娩

第 1期～4期の助産ケアを実践した。産褥/新生児期では、1組の母児を受け持ち助産過程展

開とケアを実施した。妊娠期・産褥/新生児期では、助産実践をとおし、対象の全体像、生

理的変化およびアセスメントに必要な既習の知識の確認、基本的な助産技術・ケアの経験的

な学習ができた。分娩期では、実習期間を前・後期あわせて 4週間とした。分娩介助件数は

目標数に達しなかったが、実習目標は概ね達成できた。来年度は、経験数に応じてアセスメ

ント力も伸ばせるよう臨床指導の方法を検討する必要がある。 

 

１８）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。 
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具体的には、ウィニィコット、エリクソン、ピアジェ、ボウルビィの発達理論家を分析し、

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。 

 

１９）助産実践力開発実習 

１年次後期 

橋本美幸 加藤章子 小嶋奈都子 田中恵子  

  独立行政法人国立病院機構東京医療センターと独立行政法人国立成育医療研究センターおよ

び医療法人産育会堀病院の 3 病院で実習を行った。 

本実習では、対象の個別性と継続性をふまえた助産診断・ケアの実践能力を修得すること

を目標とした。京医療センターと成育医療研究センターでは分娩期から産褥期の短期継続事

例への助産ケアおよび保健指導、妊娠期のケアと保健指導の立案・実施、直接分娩介助の実

習を行った。堀病院では分娩介助と間接介助を主とする実習を行った。実習施設による妊

娠・分娩・産褥期の助産ケアに差はあるが、それぞれの施設の特徴を踏まえた対象者への助

産ケアを実践し学習することができた。今年度は夜間の呼び出し実習をしなかったが分娩介

助数は 8～9件/人であった。来年度は、実習の内容を見直しつつ実習の質の確保に努める。 

 

２０）助産学発展実習 

２年次前期 

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ることができた。 

 今年度は病棟で助産師が医師と学生との調整役を果たして下さり、退院診察の機会を除さ

ず見学できたり、産褥期での実習を昨年よりスムーズに行うことができた。 

産褥期では医師は褥婦の管理を助産師に任せている部分も多く、医師を指導者とした実習

には難しさがあった。また妊娠期・分娩期に於も医療行為は見学のみの実習であるため、次

年度からは内容と方法を検討していく。(３４８字) 

 

２１）ウィメンズヘルス演習 

２年次後期 

宮﨑文子 

本科目は、ウィメンズヘルス特論で学修した（１年次）内容をもとに、学習者が取り上げ

た課題について、助産実践（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
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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 10名の性教育テーマを示す。 

４・５歳児への性教育、命を育む女性の体、月経と上手に付き合い素敵に生きるために、

性感染症と其の予防、絶対中絶しないための避妊法の進め、20代女性の体とホルモンについ

て、産む力を感じよう・生まれる力をサポートしよう、知っていきたい卵子のエイジング、

オトナの菁春―輝いた更年期を過ごすために、医療と LGBT。 

 

２２）助産学特別研究 

１～２年次通年 

草間朋子、宮崎文子、大石時子、伴信彦、今井秀樹、橋本美幸、加藤章子、関屋伸子、朝澤

恭子、小嶋奈津子 

  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（主査及び副査２名による

口頭試問）を受けて合格した。３名の研究題名は以下であった。 

「損益分岐点分析の手法を用いた助産外来の効果的な運営方法の検討」、「院内助産の実施形

態・勤務体制と担当助産師が抱く満足感の関連性」、「帝王切開既往後の経膣分娩（TOLAC）に

臨む産婦の思いと分娩時の支援の認識に関するコホート研究」。 

 今年度は特別研究の発表会はなく、特別研究をした学生同士、また M1、M2 の学生たちと特

別研究を共有する機会がなかった。今後どのような方法で学生間の学びの共有をしていくの

か検討が必要である。 

 

２３）課題研究 

１〜２年次通年 

大石時子、宮崎文子、橋本美幸、加藤章子、関屋伸子、朝澤恭子、小嶋奈都子 

 ７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。７名の研究題名を以下に示す。 

「子ども立会い出産の現状と立ち会った子どもの反応に関する実態調査」、「初産婦が分娩第

１期の辛さを乗り越えるための助産ケア」、「出産準備期にある女性のヒール靴の高さと骨盤

傾斜角との関連」、「幼児をもつ父親の子育て行動に影響する要因の検討」、「日本におけるレ

ズビアン女性の妊娠阻害要因と医療従事者に求めるケアのニーズ調査」、「助産師による効果

的な家族計画指導に関する研究～産後に夫婦で家族計画指導を受講できない要因の検討～」、

「冷えの妊婦に対する助産所における助産の技」。 

今年度は課題研究の発表会を高度実践看護コースとは別に助産コース単独で実施した。 

しかし、学生間の研究の学びの共有と交流を広い視野で行っていくためには、看護コースと

合同で行うことが望ましいと考える。 
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看護科学コース 

＜修士課程＞ 

１）看護理論   

１年次前期 

松山 友子、岩満裕子、真下綾子、竹内朋子  

  看護学の発展の中で、看護理論がどのような経緯で開発されてきたかを概観したうえで、

主要な看護理論の特徴や限界を検討すると共に、自らの経験と照らして看護の実践・教育・

研究における看護理論の適用と課題を考察することを目的とした。授業は、大学院生が主体

となり、メレースの看護理論の評価モデルを使って、各自が選択したオレム、オーランド、

ペプロー、ベナーの看護理論の記述・分析・評価について発表し、それぞれのテーマに基づ

き討議した。また、経験症例を挙げ、看護理論の適用と理論活用における課題を検討した。

次年度は、理論の成り立ちや理論評価の理解を深めるために、取り上げる理論や討議テーマ

の視点を大学院生と十分に検討したい。 

 

２）看護管理学特論Ⅰ 

１年次前期 

 新実絹代・金子あけみ・鈴木久美子 

  看護専門職として必要な看護管理に関する基礎理論を学び看護サービスマネジメント力

を向上することをねらいとした。組織運営の基本と看護組織論で看護サービスを提供する際

の組織理解を導入とした。次に看護管理の目的や機能・リーダシップ論で看護管理の基本を

確認した。目まぐるしく変動する我が国のヘルスケアシステムの動向を踏まえた上で看護サ

ービスの特性と質管理の理解を深めた。優良サービス企業（医療以外）のサービスに関する

DVD 教材を検討し看護サービスに発展させた。チーム医療の展開に必要なグループマネジ

メント理論から「退院支援におけるチームマネジメント」の進め方を演習として事例展開し

た。看護サービスを提供する職能の育成も看護マネジメントの重要な役割であり「人材育成

論」を確認し「現任教育の運営―プリセプター研修計画」演習を行った。医療動向等の外部

環境、組織理念等の内部環境と関連した教育計画立案のプロセスを学べていた。医療情報科

学の専門家による看護情報論により情報リテラシーを高めることが出来た。看護管理は管理

者独自のものではなく看護専門職全てに必要であることを強調していきたい。 

 

３）研究特論 

１年次前期（看護科学コース）  

今井秀樹、小野孝二、小村三千代、大石時子、佐藤潤、小宇田智子、関屋伸子 

  看護研究における研究テーマの設定法、データ収集・解析法、倫理上の配慮などについて

具体例を示しながら解説した。 
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４）看護管理学特論Ⅱ 

１年次後期 

新実絹代・鈴木久美子・金子あけみ 

 変革が進む医療経済・医療システムの理解のもと、看護専門職として組織運営・経営 

運営への参画のあり方と役割発揮のための方策を学ぶことをねらいとした。経営参画に 

必要な知識と看護職が経営参画する理由を導入とした。次に医療のクオリティは評価・ 

情報公開される時代であり「クオリティマネジメント」を踏まえ、国際医療機能評価病 

院の感染管理専従看護師より情報提供頂き検討した。「人的資源活用論」では特論Ⅰの人 

材育成をベースに人材活用の理解を深めた。看護の経済性では、看護技術の価値の検証 

や報酬制度との関係を確認しﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｻｰﾁの今後について検討した。演習１では看 

護の経済性に関するテーマを各自が１題選択し事例の医療施設での展開を BSC で作成  

し発表・検討を行い組織的な目標達成の進め方を学ぶことができた。演習２は日々発生する

問題解決に対応できる理論として「E 型マトリックス理論」による問題解決技法による事例

解析を行った。現象に翻弄されない問題や真因の導き出し方について学びを深めた。特論Ⅱ

はマネジメントの専門性が高くなるため身近な事例選択などの工夫が今後も必要となる。 

 

５）保健統計学 

 １年前後期 

望月聡一郎  

保健医療分野のさまざまな情報について理解し、その活用方法について学習するため、前

半は、統計学の歴史、情報リテラシー、情報倫理と関連法規について講義を行った。後半は、

統計処理ソフトＳＰＳＳを実際に使用して統計解析演習を行い、保健情報の活用方法につい

て理解を深めた。 

 

６）看護基盤科学演習Ⅰ 

１年次通年 

全教員 

  英語論文抄読を行い、対象とした文献は広く医学的なものを選択させるよう工夫した。 

 

７）放射線保健学特論Ⅰ 

１年次通年 

伴信彦、小野孝二 

  放射線保健学の基礎となる物理、生物、医学的な事項を概説した上で、とくに医療放射線

に焦点を当てて、どのような考え方・体系の下で放射線保健が実践されているかを講義した。

少人数の講義である特性を活かし、対話形式で学生の理解を確認しながら授業を進めた。 
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８）放射線保健学特論Ⅱ 

１年次通年 

伴信彦、小野孝二 

  原子力・放射線事故への対応ならびに汚染地域での放射線リスク・マネジメントについて

講義した。平時と事故時における被ばく管理の考え方の違いを整理し、汚染地域の住民支援

における専門家の役割について、実例を交えて論じた。 

 

９）応用看護学演習Ⅰ（応用看護学教員担当分） 

１年次通年 

伴信彦、小野孝二 

 「医療放射線のリスクと防護」をテーマとした演習授業を展開した。簡単な測定実験によっ

て放射線の基本的性質と線量を理解させた上で、医療における放射線被ばくの実態と疫学的

知見に関する講義と文献抄読を行った。さらに、医療被ばくに関する患者からの質問にどう

対応すべきか、対話形式の授業を実施した。 

 

１０）健康生命科学特論Ⅰ 

１年次通年（看護科学コース） 

今井秀樹、高木晴良、望月聡一郎、小宇田智子 

  ヒトの健康像を理解するうえで基本的な医学・生物学の知識を教授した。また自分の血液

を検体として基本的な臨床化学検査の手法も体験させた。 

 

１１）健康生命科学特論Ⅱ 

１年次通年（看護科学コース） 

今井秀樹、高木晴良、望月聡一郎、小宇田智子 

  ヒト集団レベルでの健康像を把握する方法を教授した。特に人類生態学的手法によるフィ

ールド調査の実際について具体例をもとに解説した。 

 

<博士課程> 

放射線保健学 

１年次通年 

伴信彦、小野孝二 

  講義によって、放射線・放射能に関する物理学、測定技術、医学、疫学、生物学等の知見

を整理した後、放射線保健学の今日的課題について、文献抄読と討論を行った。今年度は、

小児の CT 被ばくに関する疫学、小児がんの危険因子、低線量被ばくによる循環器疾患をテ

ーマとして取り上げた。 
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５．業績 

 

臨床看護学コース 

【看護基盤学】 

論文等（原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料） 

日比野守男  

１）日比野守男 (2014), 救済対象者をわずかに拡大――産科医療補償制度 新医療 2014年 4

月号,  73  

２）日比野守男 (2014), GM 作物は〝悪者〟なのか――フィリピンの現状を見て 新医療   

新医療 2013年 5月号, 67 

３）日比野守男 (2014),「想定通りにはいかない」――震災を経験した診療所医師の述懐 新

医療 2014年 6月号, 73 

４）日比野守男 (2014), 偏見と差別を解消する拠点に――国立「重監房資料会」新医療 2014

年 7 月号, 75 

５）日比野守男 (2014), 放射線リテラシーの欠如が招いた――「美味しんぼ」騒動 新医療

2014年 8月号, 79 

６）日比野守男 (2014), 旅客機撃墜の殉職者への追悼で開幕――メルボルン・第 20回国際

エイズ会議 新医療 2014年 9月号, 97 

７）日比野守男 (2014), 20 年間３億人に見られぬ健康被害――米国のＧＭ作物栽培 新医療

2014年 10月号, 79 

８）日比野守男 (2014), 新生児が受ける機会を全国平等に――聴覚スクリーニング検査     

新医療 2014年 11月号, 81 

９）日比野守男 (2014), 魚種、漁法、海域を限定して実施――福島の「試験操業」新医療 2014

年 12月号, 83 

１０）日比野守男 (2015), 「アベノミクス」を見直すいい機会だ――消費税率引き上げ 延

期新医療 2015年 1月号, 71 

１１）日比野守男 (2015), 前途に立ちはだかる“風評被害”――低迷が続く「福島牛」の価

格」 新医療 2015年 2月号, 75 

１２）日比野守男 (2015), 始める前に「国民の理解を得る努力を――「全国がん登録」 新

医療 2015年 3月号, 79 

１３）日比野守男 (2014),「増収と拡大／フィリピンの遺伝組み換え作物栽培 FOOD WATCH 

JAPAN  2014年 7月 16日  http://www.foodwatch.jp/primary_inds/49950 

１４）日比野守男 (2014),「ゴールデンライスへの期待／フィリピンの遺伝組み換え作物栽

培 FOOD WATCH JAPAN  2014 年 7月 17日 http://www.foodwatch.jp/primary_inds/49951 

１５）日比野守男 (2014),「飽食者の奢りを憂う？／フィリピンの遺伝組み換え作物栽培 

FOOD WATCH JAPAN  2014年 7月 18日  http://www.foodwatch.jp/primary_inds/49952 

http://www.foodwatch.jp/primary_inds/49952
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１６）日比野守男 (2014), まじかに見た米国の遺伝子組み換え(GM）作物栽培 アメリカ穀物

協会ニュースレター「NETOWORK」No.84  2015 年 10月号,2-4 

１７）日比野守男 (2015), 容易ではない「エイズの終焉」――メルボルン・第 20回国際エイ

ズ会議 日本医学ジャーナリスト協会「Medical Journalist」January2015,5-8 

１８）日比野守男 (2015),「遺伝子組み換え大国・米国の今」 FOOD WATCH JAPAN 

2015年 3月 16日 http://www.foodwatch.jp/primary_inds/51724 

小野孝二 

１）Kamei O, Ojima M, Yoshitake T, Ono K, Kai M, (2015). Calculating Patient-specific 

Organ Doses from Adult Body CT Scans by Monte Carlo Analysis Using Male-Individual 

Voxel Phantoms. Health Phys, 108(1). 44-52.  

小宇田智子 

１）小宇田智子、上條信一、笠井一弘、櫻井拓也、今井秀樹、IVC(individually ventilated cage)

ラックでのラット飼育中（順化期間）の紅涙様症状の発症例、実験動物と環境 第 45号   

学会における発表 

伴信彦 

１）Akahane K, Ono K, Okuda Y, Sato K, Takahashi F, Ban N, Shimada Y, Endo A, Lee C, 

Bolch WE, Kai M, Developing the database on medical exposure to CT in NIRS in 

collaboration with WAZA-ARI, 4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection 

(AOCRP-4), 2014年 5月 14日, Kuala Lumpur, Malaysia. 

２）Ono K, Sato K, Takahashi F, Yoshitake T, Kamei O, Hasegawa T, Katsunuma Y, Ban N, 

Endo A, Lee C, Bolch WE, Kai M, WAZA-ARI II: Web-based CT dose calculator for Asian 

physiques, 4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection (AOCRP-4), 2014

年 5月 14日, Kuala Lumpur, Malaysia. 

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, 日本保健物理学会第 47回研究発表会, 2014年 6月 20日, 苫田郡鏡野町. 

４）小野孝二，吉武貴康，宮崎治，佐藤薫，高橋史明，亀井修，長谷川隆幸，伴信彦，遠藤章，

甲斐倫明, CT検査に伴う臓器線量の年齢および体型による違いを考慮できる WAZA-ARIの線

量計算, 日本保健物理学会第 47回研究発表会, 2014 年 6月 20日, 苫田郡鏡野町. 

５）黒田佑次郎，松田久美子，高橋久美子，斎藤愛子，渡辺美江子，土屋由美子，藤井一彦，

高橋正文，伴信彦, 被災地における健康・放射線リスクコミュニケーションの課題 ～飯舘

村における調査から, 第 43回福島保健衛生学会, 2014年 9月 9日, 郡山市. 

６）松田久美子，高橋久美子，斎藤愛子，渡辺美江子，土屋由美子，藤井一彦，高橋正文，黒

田佑次郎，伴信彦, 被災地における健康・放射線リスクコミュニケーションの実践と課題 

～飯舘村の活動を事例として, 第 43回福島保健衛生学会, 2014年 9月 9日, 郡山市. 

http://www.foodwatch.jp/primary_inds/51724
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７）Ban N, Consideration on DDREF and radiation dose response, ICRP-JANUS Meeting on 

Radiation Dose-rate Effect, 2014年 9月 5日, 港区 

８）伴信彦, 医療被ばくの実態と放射線影響・防護, 日本放射線影響学会第 57 回大会, 2014

年 10月 3日, 鹿児島市.   

９）Ban N, Experience in Iitate Village: The role of experts, Analysis of feedback 

experience from the ICRP Dialogue Initiative on the rehabilitation of living conditions 

after the Fukushima accident, "What lessons for the IRSN experts?", 2014年 10月 17

日, Paris, France. 

１０）伴信彦, 医療被ばくに関するアカウンタビリティ, 第 25 回高橋信次記念講演・古賀佑

彦記念シンポジウム「原子力災害から学ぶ新たな医療放射線防護, 2014年 12 月 12日, 中央

区. 

１１）伴信彦, DDREFの理論的枠組みと問題点, 2014 年放射線疫学調査報告会プログラム, 2014

年 12月 15日, 中央区. 

１２）Ban N, Overview of health consequences after the Fukushima Daiichi nuclear accident, 

8th EURADOS Winter School, 2015年 2月 12日, Dubrovnik, Croatia. 

小野孝二 

１）Keiichi AKAHANE, Koji ONO, Yasuo OKUDA, Kaoru SATO, Fumiaki TAKAHASHI, Nobuhiko BAN, 

Yoshiya SHIMADA, Akira ENDO , Choonsik LEE, Wesley E. BOLCH and Michiaki KAI.Developing 

the database on medical exposure to CT in NIRS in collaboration with WAZA-ARI. 4th 

Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection (AOCRP4). 14. May. 2014, Kuala 

Lumpur, Malaysia. 

２）Koji ONO, Kaoru SATO, Fumiaki TAKAHASHI, Takayasu YOSHITAKE, Osamu  

 KAMEI, Takayuki HASEGAWA, Yasushi Katsunuma , Nobuhiko BAN, Akira ENDO,  

 Choonsik LEE, Wesley E. BOLCH and Michiaki KAI. WAZA-ARI Ⅱ: Web-based CT dose  

 calculator for Asian physiques. 4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection  

 (AOCRP4). 14. May. 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. 

３）小野孝二, 吉武貴康, 宮崎治, 佐藤薫, 高橋史明, 亀井修, 勝沼泰, 長谷川隆之, 伴信彦, 

遠藤章, 甲斐倫明, CT検査に伴う臓器線量の年齢および体型による違いを考慮できる

WAZA-ARI線量計算,日本保健物理学会第 47回研究発表会, 2014年 6月 19日, 岡山. 

４）亀井修, 吉武貴康, 西嶋康二郎, 小野孝二, 小嶋光明, 甲斐倫明, 日本人女性における X

線 CT検査時の臓器線量の体型の違いによる影響の MC法による検討, 日本保健物理学会第 47

回研究発表会, 2014 年 6月 19日, 岡山. 

５） 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診断に伴う臓器線量の年齢別・体型別の線量係数データベースの構築, 日本保健物

理学会第 47回研究発表会, 2014年 6月 19日, 岡山. 
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６）吉武貴康, 長谷川隆幸, 勝沼泰, 石川純也, 小野孝二, 甲斐倫明, CT診断における患者線

（CTDIvol）の施設間の分析,日本保健物理学会第 47回研究発表会, 2014年 6月 19日, 岡山. 

７）吉武貴康, 長谷川隆幸, 勝沼泰, 石川純也, 小野孝二, 甲斐倫明, CT診断における患者線

CTDIvolの施設間比較, 第 30回日本診療放射線技師学術大会, 2014年 10月 9日, 大分. 

小宇田智子 

１）Tomoko Koda, Jun Takanari, Hideki Imai、Effects of Enzyme-Treated Asparagus Extract 

on memory function、the 22th International Congress on. Nutrition and Integrative 

Medicine、2014年 7 月 26日、Sapporo 

２）小宇田智子、上條信一、笠井一弘、櫻井拓也、今井秀樹、IVCラックでのラット飼育（順

化期間）における紅涙様症状の発症例、日本実験動物環境研究会 第 53回研究会、2014  年

11月 29日、東京 

研究助成金および研究成果報告書 

伴信彦 

１）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. 

２）草間朋子, 太田勝正, 小野孝二, 甲斐倫明, 熊谷敦史, 伴信彦. 学部および大学院教育に

おける放射線看護教育カリキュラムの開発研究. 日本学術振興会科学研究費補助金 (基盤

研究 B). 2014年度～2016年度. 

３）小野孝二, 赤羽恵一, 甲斐倫明, 伴信彦. 検出器 80列以上の多列化 CT診断時臓器線量計

算法の開発と WAZA-ARIの拡張. 日本学術振興会科学研究費補助金 (基盤研究 C). 2014年度

～2016年度. 

小野孝二 

１）科研基盤 B 代表: 松田尚樹,  分担: 小野孝二, 小野俊朗, 菓子野元郎, 熊谷敦史, 角山

雄一, 北実, 高村昇, 鈴木啓司, 島崎達也, 三好弘一, 福徳康雄, 藤本昇, 森田直子, 平

成 25年度 – 平成 27 年度 

高品質の授業や情報提供のための「放射線指導パッケージ」の開発 

２）科研基盤 C  代表: 小野孝二, 赤羽恵一, 甲斐倫明, 伴信彦, 平成 26年度 – 平成 28年度 

検出器 80列以上の多列化 CT診断時臓器線量計算法の開発と WAZA-ARIの拡張 

３）科研基盤 B 代表: 草間朋子, 分担: 太田勝正, 小野孝二, 甲斐倫明, 熊谷敦史, 伴信彦, 

平成 26年度 – 平成 28年度 

   学部および大学院教育における放射線看護教育カリキュラムの開発研究  

小宇田智子 

１）ポリフェノールの機能性評価に関する研究、アルプス製薬工業株式会社受託研究、2014
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年 4月～ 

２）イノラックの使用条件の検討、オリエンタル技研工業株式以外者共同研究、2014年 10月

～ 

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) 

小野孝二 

１）小野孝二 (2014), 「日本保健物理学会 第 47回研究発表会 印象記」ISOTOPE NEWS Oct. 

726:36-38 

社会貢献（学会以外の公演等、学会や行政関連の役員、地域貢献、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 

伴信彦 

<学会以外の講演等> 

１）福島原発事故の経験から, 日本赤十字社診療放射線技師学術総会特別講演, 2014年 5月

23日, 千代田区. 

２）放射線の健康影響とリスク, 石川県立看護大学平成 26年度開学記念講演会, 2014年 5月

29日, かほく市. 

３）放射線の基礎知識, 埼玉県立誠和福祉高等学校出前モデル授業, 2014年 7月 8日. 

４）放射線の影響とリスク, 飯舘村放射線教育教職員研修会, 2014年 7月 29 日, 福島市. 

５）The post-Fukushima situation in Japan and first lessons learned from the Fukushima 

Dai-ichi NPP accident aftermath and recovery, Training Course “Late Phase Nuclear 

Accident Preparedness and Management”, 2014年 9月 16日, Gomel, Belarus. 

６）Control of exposure from foodstuffs and water after the Fukushima accident, Training 

Course “Late Phase Nuclear Accident Preparedness and Management”, 2014 年 9月 18

日, Gomel, Belarus. 

７）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 24 日, 水戸市. 

８）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 24日, 水戸市. 

９）Radiological protection in nuclear accident and radiological emergencies: 

Recommendations and activities of ICRP, 第 3回原子力災害対策関係国赤十字社会議, 2014

年 10月 30日, 福島市. 

１０）放射線の基礎知識, 宮代町立前原中学校出前モデル授業・教職員研修, 2014年 12月 4

日, 南埼玉郡宮代町. 

１１）放射線影響の基礎, 平成 26年度赤十字看護管理者研修 II, 2015年 1月 10日, 目黒区. 

１２）自然放射線の理解, 平成 26年度赤十字看護管理者研修 II, 2015年 1月 10日, 目黒区. 
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１３）放射線の健康影響とリスク, 第 34回放射線事業所における労務管理者研修会, 2015年

1月 29日, 新宿区. 

１４）ICRPにおける DDREF 等の検討状況, 第 2回放射線防護に関する専門家意見交換会, 2015

年 2月 3日, 中央区. 

１５）福島事故による公衆の被ばくと ICRP勧告, 資源エネルギー庁内エネルギー政策勉強会, 

2015年 2月 23日, 千代田区. 

<学会や行政関連の役員> 

１）ICRP (国際放射線防護委員会) 第 1専門委員会 委員 

２）日本学術会議 総合工学委員会 原子力事故対応分科会 原発事故による環境汚染調査に関

する検討小委員会 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 

３）ICRR 2015 (15th International Congress of Radiation Research) 渉外・広報委員会 委

員 

４）日本放射線影響学会 60回記念事業組織委員会 副委員長 

５）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 

６）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 

７）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 

８）厚生労働省 労災疾病臨床研究事前評価委員会 委員 

９）厚生労働省 労災疾病臨床研究中間・事後評価委員会 委員 

１０）厚生労働省 東電福島第一原発作業員の長期健康管理等に関する検討会 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) 

１１）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 

１２）島根県 原子力安全顧問 

１３）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 

１４）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 

１５）宇宙航空研究開発機構 有人サポート委員会宇宙放射線被ばく管理分科会 専門委員 

１６）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 

１７）放射線影響協会 放射線疫学調査解析検討委員会 委員 

１８）放射線影響協会 放射線疫学調査あり方検討会 委員 

１９）放射線影響協会 ICRP調査・研究連絡会 委員 

２０）日本アイソトープ協会 ICRP勧告翻訳検討委員会 監修者 

２１）原子力安全推進協会 放射線防護課題検討委員会 委員 

２２）原子力安全研究協会 統一的な基礎資料改訂検討委員会 委員 
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２３）原子力安全研究協会 DDREF検討会 委員 

２４）日本科学技術振興財団 放射線教育推進委員会 委員 

２５）三菱総合研究所 「東京電力福島第一原子力発電所事故における住民の線量評価に関す

る包括研究」に関する専門委員会 委員 

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) 

小野孝二    

１）東京医科歯科大学 事業所内教育・訓練講習講師, 2014年 4月 22日, 東京. 

２）宮崎医科大学 事業所内教育・訓練講習講師, 2014年 4月 24日, 宮崎. 

３）埼玉大学 事業所内教育・訓練講習講師, 2014 年 5月 7日, 埼玉. 

４）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 24日, 水

戸. 

５）日本赤十字看護管理者研修・日本看護協会認定看護管理者教育課程セカンドレベル講師, 

2014 年 1 月 10 日, 東京６）埼玉医科大学 事業所内教育・訓練講習講師, 2015 年 3 月 24

日, 埼玉. 

<非常勤講師> 

１）独立行政法人放射線医学総合研究所 客員研究員 

２）公立学校法人大分県立看護科学大学 共同研究員 

３）独立行政法人国立成育医療研究センター 共同研究員 

 

【総合看護学領域】 

著書 

山西文子 

１）大島敏子監修／山西文子 著(2014)、「看護倫理の基礎知識」、P62-71（ナーシングビジネ

ス 2014年冬期増刊 経営に貢献できる経営感覚と看護の心を両立させる！組織づくりとマネ

ジメントの鉄則）、MC メディカ出版、2014.12.20発行、大阪 

山田巧 

１）山田巧（2014）.  バイタルサイン. フィジカルアセスメントの看護技術. 看護技術プラ

クティス第 3版 , 73－90, 学研, 東京 

２）山田巧（2014）.  身体計測. フィジカルアセスメントの看護技術. 看護技術プラクティ

ス第 3版 , 91-96, 学研, 東京 

３）山田巧（2014）.  酸素吸入療法. 呼吸・循環を整える看護技術. 看護技術プラクティス

第 3版 , 397-407, 学研, 東京 

４）山田巧（2014）. 吸引. 呼吸・循環を整える看護技術. 看護技術プラクティス第 3 版 , 
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408-418, 学研, 東京 

５）山田巧（2014）. 気管内加湿法. 呼吸・循環を整える看護技術. 看護技術プラクティス第

3版 , 419-423, 学研, 東京 

６）山田巧（2014）. 体位ドレナージ. 呼吸・循環を整える看護技術. 看護技術プラクティス

第 3版 , 424-426, 学研, 東京 

７）山田巧（2014）. スクイージング. 呼吸・循環を整える看護技術. 看護技術プラクティス

第 3版 , 427-429, 学研, 東京 

８）山田巧（2014）. 体温調整. 呼吸・循環を整える看護技術. 看護技術プラクティス第 3版 , 

430-433, 学研, 東京 

論文等（原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料） 

山西文子 

１）山西文子（共同研究）、（2014.3）、「外科病棟における特定看護師とての参加経験」  

日本外科学会雑誌 第 115巻、第 3号、2014年、日本外科学会、Ｐ.161-164 

２）山西文子、クリティカル領域の特定看護師および大学院教育の必要性、保健の科学、 

第 56巻、第 5号、2014年 5月、株式会社杏林書院、Ｐ.331-336 

岩本郁子 

１）真下綾子,関屋伸子,岩本郁子,小村三千代,岡村眞喜子,高橋勝,七田みどり,杉崎けい子,久

部洋子(2015)：臨地実習指導の充実に向けた教育施設と実習施設の連携～看護学実習連携会

議を重ねて～.看護展望 40(4)：80－84. 

山田巧 

１）原著 

山田 巧(2014). 治し・支える医療における特定看護師の役割(第 9 回) 特定看護師の質を

確保していくための継続研修 「臨床薬理学」研修. 保健の科学, 56(11), 763-768 

２）原著 

山田 巧(2014). 学生の思考を育てる 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, 68（2）, 76-80   

学会における発表 

山西文子 

１）シンポジウム座長「チーム医療における特定行為に係る研修制度の在り方―患者・家族・

病院職員から喜ばれる特定看護師の備えるべき能力と価値ある実践とはー」 主催「第 64

回日本病院学会」、香川県高松市、2014.7   

岩本郁子 

１）岩本郁子:看護師のキャリア教育におけるキー概念‐仕事を継続してきたスタッフ看護師

にとっての仕事の意味からの抽出－,第 24回日本看護学教育学会,2014 年 8 月 26～27 日,千

葉. 

２）阪部志穂,宮崎文子,岩本郁子,小嶋奈津都子：妊婦が求める妊娠期の栄養指導の検討－病
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院と助産院の比較－,第 14回日本母子看護学会,2014 年 7月 11～12日,秋田. 

山田巧 

１）山田巧, 岩本郁子, 福田広美, 福本由美子（2014）. 大学院における「特定看護師」養成

の標準的なカリキュラムの構築を目指して. 第 34回日本看護科学学会学術集会, 2014年 11

月 30日, 大阪 

研究助成および研究成果報告書 

山西文子 

１）山西文子、山田巧、岩本郁子；平成 26年度東京医療保健大学学長裁量経費助成による「東

京医療保健大学大学院看護学研究科高度実践看護コースのカリキュラム評価」、研究期間；

平成 26年 4月～26年 3月；「研究報告書」 

岩本郁子 

１）東京医療保健大学学長裁量経費助成 

山西文子,山田巧,岩本郁子:東京医療保健大学大学院看護学研究科高度実践看護コースの

カリキュラム評価 

２）文部科研,基礎研究(C) 課題番号 26463252  2014 年～2016年 分担研究者 

 医療安全に関するノンテクニカルスキルの看護基礎教育トレーニングプログラムの開発 

山田巧 

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 

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） 

山西文子 

１）山西文子（2014）、「優先席の風景」、厚生福祉第 6071号「打診」、時事通信社 

２）山西文子（2014）、「後輩力・先輩力」、厚生福祉第 6090号「打診」、時事通信社 

３）山西文子（2014）、「心豊かになる本」、厚生福祉第 6114号「打診」、時事通信社 

４）山西文子（2015）、「校歌の作詞・作曲」、厚生福祉第 6133号「打診」、時事通信社 

社会貢献（学会以外の講演等、学会や行政関連の役員、社会貢献、非常勤講師） 

山西文子 

１）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

26年度認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程」 2014.8  
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２）講義「ヘルスケアシステム論―保健医療福祉の動向」公益社団法人山梨県看護協会主催「平

成 26年度認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程」、2014.9 

３）講演「JNP立ち上げから現在に至るまでの経緯と今後について」、主催「独立行政法人国立

病院機構長崎医療センター」2014.9 

４）青森県立病院経営評価会議委員  

５）独立行政法人国立病院機構参与 

６）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 

７）日本ＮＰ教育大学院協議会副会長および第 3回日本ＮＰ協議会研究会準備委員 

岩本郁子 

１）平成 26年度慈恵会教務主任養成講習会非常勤講師 

２）平成 26年度静岡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）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 

５）第 3４回日本看護科学学会学術集会交流集会「大学院における『特定看護師』養成の標準

的カリキュラムの構築を目指して」企画,座長,2014 年 11月 29～30日,大阪. 

山田巧 

１）国立病院看護研究学会 理事 

２）日本 NP教育大学院協議会 社員 

＜講演＞ 

１）教育講演,長崎市民病院 看護部主催, 2014年 7月 18日, 長崎 

２）平成 26年度実習指導者養成講習会講義, 独立行政法人国立病院機構本部九州ブロック事

務所主催, 2014年 9月 27日, 福岡 

３）教育講演,横浜医療センター附属横浜看護学校主催, 2014年 10月 24日, 横浜 

＜研究指導＞ 

独立行政法人国立病院機構東京病院看護部研究指導, 2014年 4月～2015年 3月, 東京 

 

【基礎看護学領域】 

著書 

１）松山友子 (2014). 褥瘡予防ケア. 竹尾恵子監修. 看護技術プラクティス (第 3 版). 

458-472, 株式会社学研メディカル秀潤社, 東京. 

学会における発表 

１）穴沢小百合・松山友子・髙橋智子・海江田育実・佐藤佑香・但井良美, 点滴静脈注射滴下

可能モデル教材の教育効果に関する研究 ―点滴中の寝衣交換動作に伴う思考に焦点を当

てて―, 第 34回日本看護科学学会学術集会, 2014年 11月 29日, 愛知. 

２）岩崎伊代・穴沢小百合, 開口拒否を示す認知症高齢者に対する口腔ケアの検討, 第 40 回
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日本看護研究学会学術集会, 2014年 8月 23日, 奈良. 

３）近藤志帆・穴沢小百合, 人工気道からの気管吸引に関する ICU看護師の判断のプロセス, 第

40回日本看護研究学会学術集会, 2014年 8月 23日, 奈良. 

４）松山友子・髙橋智子・穴沢小百合・岸純子・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―滴下の有無が思考や行動に与える影響―, 第 40

回日本看護研究学会学術集会, 2014年 8月 23日, 奈良. 

５）松山友子・穴沢小百合・髙橋智子・海江田育実・佐藤佑香・但井良美, 点滴静脈注射滴下

可能モデル教材の教育効果に関する研究 寝衣交換中の点滴管理に関する思考に焦点を当

てて, 第 34回日本看護科学学会学術集会, 2014年 11月 29日, 愛知. 

６）大矢健介・松山友子・加藤章子, ローテーション研修に焦点を当てた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, 第 40 回日本看護研究学会学術集会, 

2014年 8月 23日, 奈良. 

７）佐藤友里・松山友子・加藤章子, 『助産雑誌』にみる父親の捉え方と助産活動の時代的変

遷,第 40回日本看護研究学会学術集会, 2014年 8月 23日, 奈良. 

研究助成および研究成果報告書 

１）穴沢小百合・松山友子・髙橋智子・海江田育実・佐藤佑香. 看護管理ラウンドの実践モデ

ル作成に向けた基礎的研究. 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). 2014年~2016年 

社会貢献（学会以外の講演等、学会や行政関連の役員、地域貢献、非常勤講師） 

穴沢小百合 

１）国立国際医療研究センター病院：教育担当副師長研修 講師 

全 3回(2014年 5月 26日、10月 20日、2015年 2月 16日) 

２）国立病院機構附属看護学校教員研究会：研究指導 (2014年 6月～10月) 

３）国立国際医療研究センター国府台病院：新人看護師教育担当者研修 講師 (2015 年 3 月

26 日) 

 

【成人・老年看護学領域】 

論文等(原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

浅野妙子 

１）国立病院機構口腔ケア共同研究班 口腔ケアの標準化・個別化―院内口腔ケアチーム設立

を目指して―  岩渕博史、藤本篤士、松尾敬子、大塚義顕、玉村好美、浅野妙子、根岸明

秀 

真下綾子 

１）短報  

・ケース・メソッド入門 「7 対１」病院から「地域包括ケア病棟」への転換を検討してい

る病院看護部の戦略 大島敏子、真下綾子、伊勢田暁子 他 ：看護展望 Vol.39, No12 
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・ケース・メソッド入門 高度急性期機能を強化する 7対１病院の看護部の戦略 

 松浦雅子, 鈴木恵子、小池智子、伊勢田暁子、大島敏子、齋藤訓子、真下綾子 

 宮本千津子；看護展望 Vol.39, No13  

・座談会 これからの看護管理者に求められるものとケース・メソッドの教育の可能性 

 小池智子、大島敏子、鈴木恵子、真下綾子、宮本千津子、伊勢田暁子 

松浦雅子、齋藤訓子 ：看護展望 Vol39, No13 

２）実践報告/実習指導 

・臨地実習指導の充実に向けた教育施設と実習施設の連携 看護学実習連携会議を重ねて： 

真下綾子 関屋伸子 岩本郁子 小村三千代、岡村眞喜子、 

高橋勝、七田みどり、杉崎けい子 久部洋子看護展望 Vol.40 No4 p74-78 （3月発行） 

３）事例報告 

・急性期病院における人員配置システム構築のための概念モデル-DPCコードと看護必要度の

紐付‐真下綾子 駒崎俊剛、島村祥子、山元友子、村岡修子  

      医療マネジメント学会誌 第 15 巻第 4号（2015年 3月発行） 

竹内朋子 

  戸ヶ里泰典, 山崎喜比古, 中山和弘, 米倉佑貴, 横山由香里, 竹内朋子. 13 項目 7 件法 

Sense of Coherenceスケール日本語版の標準化. 日本公衆衛生学会誌, 2015 (in press). 

秋場研 

１）秋場 研(2014), エピペン使用だけにとどまらない緊急時に備えた救命講習の必要性に

ついて,チャイルドヘルス , 17(10),  page715-718,  

２）程塚 京子, 秋場 研, 浦 穂高(2014).一次救命処置における EIT(教育・普及のための方

策)導入の試み.神奈川歯科大学短期大学部紀要, 1号 Page71-76 

学会における発表 

浅野妙子 

１）第６８回国立病院総合医学会企画 シンポジウム 「院内口腔ケアチームの設立を目指し

て」 口腔ケアと教育活動 平成 26年 11月 14日 横浜 

２）山谷梨恵, 宮内璃歩, 中村孔美, 竹内朋子, 浅野妙子.電動歯ブラシを用いた口腔ケア―

使用方法の説明前後における口腔清掃効果の比較―第１３回日本看護技術学会学術集会，平

成 26年 11月 23日 京都 

真下綾子 

１）Quality Leader のための医療・看護質改善プログラム研修の効果に関する研究 

 真下綾子 早川ひと美 小山田恭子、福井トシ子、坂本すが、山元友子、田中彰子  

 第 18回 日本看護管理学会学術集会 口述発表 

２）日本看護管理学会企画 

「地域包括ケア時代の病院の選択と看護管理者の戦略」シンポジスト 

  大島敏子、齋藤訓子、鈴木恵子、松浦正子、宮本千津子、真下綾子、伊勢田暁子  

座長 小池智子 
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岩渕起江 

１）友香、早坂奈美、岩渕起江，産後 1ヵ月における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， 第 34回看護科学学会学術集会，平成 26年 11月 29日，名古屋 

竹内朋子 

１）戸ケ里泰典, 山崎喜比古, 中山和弘, 米倉佑貴, 横山由香里, 竹内朋子. 国民代表サンプ

ルによる 13項目 7件法 SOCスケール日本語版の標準化（第 1報）. 第 23回日本健康教育学

会学術集会：2014年 7月 13日. 札幌. 

２）戸ケ里泰典, 山崎喜比古, 中山和弘, 米倉佑貴, 横山由香里, 竹内朋子. 国民代表サン

プルによる 13 項目 7 件法 SOC スケール日本語版の標準化（第 2 報）. 第 73 回日本公衆衛

生学会学術集会：2014年 11月 6日. 宇都宮. 

３）戸ケ里泰典, 山崎喜比古, 中山和弘, 竹内朋子, 米倉佑貴. 国民代表サンプルによる 13

項目 7件法 SOCスケール日本語版の標準化（第 3報）. 第 34回日本看護科学学会学術集会：

2014年 11月 30日. 名古屋. 

４）山谷梨恵, 宮内璃歩, 中村孔美, 竹内朋子, 浅野妙子. 電動歯ブラシを用いた口腔ケア

－使用方法の説明前後における口腔清掃効果の比較－. 第 13 回日本看護技術学会学術集

会：2014年 11月 23 日. 京都. 

中村孔美 

１）山谷梨恵､宮内璃歩､中村孔美､竹内朋子､浅野妙子 電動歯ブラシを用いた口腔ケア 

―使用方法の説明前後における口腔清掃効果の比較― 日本看護技術学会 第 13 回学術集

会 2014年 11月 23日 京都 

研究助成及び研究成果報告書 

真下綾子 

１）＜分担研究者として研究に従事＞  

平成 25年度 科学研究補助金（基盤研究(B)）研究課題番号：25293434 

１）ジェネラリストナースの看護実践能力の明確化と評価指標及び教育プログラムの開発，  

研究代表者 工藤真由美   

竹内朋子 

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 

浅野妙子 

１）介護老人保健施設ジョイフル名駅：口腔ケアについて－高齢者の口腔ケア－（2015 年 3

月 13日） 
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２）名城大学大学院：博士後期課程院生に対する研究論文指導  

岩渕起江 

１）明治薬科大学, 体験学習, 非常勤講師： 2014 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, 非常勤講師, 2014 年 12

月・2015年 1月 

竹内朋子 

１）埼玉県看護協会第 4支部：研究指導（2014年 3月-2015年 3月） 

２）東芝病院：看護研究発表会 講師（2014年 6月 7日） 

３）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）」（2014 年 6月-7月） 

秋場 研 

１）日本医療教授システム学会 教育・トレーニング委員会委員 

講演等 

(1) 秋場 研,  「心肺蘇生法のしくみとその教え方」研修 講師, 湘南中央病院, 2014年

8月 24日（日）, 神奈川 

(2) 秋場 研, 一次救命処置（BLS）研修 講師, 神奈川歯科大学, 2014年 9月 14日（日）, 

神奈川 

(3) 秋場 研, 「介護職に必要な急変対応スキル（アセスメントと心肺蘇生、応急処置）研

修」 講師, NPO 法人みんなのみらいサポート, 2014年 9月 20日（土）, 神奈川 

(4) 秋場 研, 研修医二次救命処置 ACLS研修 講師, 藤枝市立総合病院, 2014 年 9月 27日

（土）～28日（日）, 静岡 

(5) 秋場 研, アナフィラキシー対応＆小児 BLS 研修 講師, 清音クリニック, 2014 年 10

月 11日（土）, 岡山 

(6) 秋場 研, アナフィラキシー対応＆小児 BLS 研修 講師, 新宿区立 富久町保育園, 

2014年 10月 18 日（土）, 東京 

(7) 秋場 研, 患者急変対応研修インストラクター養成研修 講師, 福岡青洲会病院, 2014

年 11月 8日（土）,福岡 

(8) 秋場 研, 小児急変アセスメント PEARS 研修 講師, 福岡青洲会病院, 2014 年 11 月 9

日（日）, 福岡 

(9) 秋場 研, 養護教諭のための救急アセスメント＆ファーストエイド研修 講師, 東 東

区立東陽小学校 2014年 11月 16日（日）, 東京 

(10)秋場 研, 小児だけではない！ PEARSプロバイダーコースの可能性と広がり 口演, 

日本医療教授システム学会 関東地方会, 2014 年 11月 29日（土）, 東京 

(11)秋場 研, 在日米軍基地における応召義務者向け CPRトレーニングについて 口演, 日

本医療教授システム学会 関東地方会, 2014年 11月 29日（土）, 東京 

(12)秋場 研, 安全管理者研修 講師, 小松製作所本社 健康増進センター, 2014年 12月 1

日（月）, 東京 

(13)秋場 研, 研修医二次救命処置 ACLS 研修 講師, 藤枝市立総合病院, 2014 年 12 月 21

日（土）, 静岡 

(14)秋場 研, 職員救命研修 講師, 訪問介護事業所 K 港ステーション, 2015 年 1 月 10日

（土）, 東京 

(15)秋場 研, 「親子で学ぶ心肺蘇生法」教室 講師, かいじゅうの森ようちえん, 2015

年 1月 18日（日）, 神奈川 

(16)秋場 研, 「介護職に必要な急変対応スキル（アセスメントと心肺蘇生、応急処置）

研修 講師, NPO 法人みんなのみらいサポート, 2015年 1月 24日（土）, 神奈川 
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(17)秋場 研, AHA-BLS インストラクター資格更新認定 評価者, 札幌北辰病院, 2015 年 2

月 28日（土）, 北海道 

(18)秋場 研, 小児急変アセスメント PEARS 研修 講師, 札幌北辰病院, 2015 年 3 月 1 日

（日）, 北海道 

(19)秋場 研, 看護師二次救命処置 ACLS 研修 講師, 藤枝市立総合病院, 2015 年 3 月 14

日（土）～15日（日）, 静岡 

 

【小児看護学領域】 

論文等（原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料） 

小村三千代 

１）古都昌子・小村三千代・岩本郁子・加藤章子・岡村眞喜子・七田みどり・杉崎けい子（2015）, 

実習施設と教育施設の連携に向けた具体的方策 看護学実習連携会議の効果と課題.札幌市

立大学研究論文集,9(1),12-19. 

２）真下綾子・関屋伸子・岩本郁子・小村三千代・岡村眞喜子・高橋勝・七田みどり・杉崎け

い子・久部洋子（2015）. 臨地実習指導の充実に向けた教育施設と実習施設の連携 看護学

実習連携会議を重ねて.看護展望,40(4),80-84. 

学会における発表 

小村三千代 

１）堀深雪, 小村 三千代, 伊藤 桂子, 堀田 昇吾, 夜間における患者の急変につながる 

徴候の読み取り, 第 34回日本看護科学学会,278, 2014 年 11月 29日, 名古屋. 

２）石渡 智子, 小村 三千代, 伊藤 桂子, 堀田 昇吾, 心臓手術後患者の抜管に向けた看 

護, 第 42回日本集中治療医学会学術集会,88, 2015 年 2月 11日, 東京. 

３）小村三千代・倉持由美・武井紀子・干野真由美・松村由美,筋ジストロフィー看護を研 

究しましょう 筋ジス看護を楽しく実践するために,日本筋ジストロフィー看護研究会第 2

回学術集会,8, 2014 年 10月 25日,東京. 

４）松本智恵美・中村辰江・太田みのり・小澤裕子・小村三千代,筋ジストロフィー病棟で 

働く看護師の＜困難さ＞、＜意味づけ＞、＜看護＞, 日本筋ジストロフィー看護研究会第 2

回学術集会,17, 2014 年 10月 25日,東京. 

５）中村辰江・松本智恵美・小村三千代,「筋ジストロフィーの看護を語る会」の効果 筋 

ジストロフィー病棟に勤務する 7施設の看護師の語りから, 日本筋ジストロフィー看護研究

会第 2回学術集会,17, 2014 年 10月 25日,東京. 

６）杉野耕太郎, 竹内詩織, 酒井千沙都, 村上友紀, 伊藤詩おり, 山本利紗, 堀田昇吾, 

佐藤朝美, 小村三千代, 小児看護学実習を終えた看護学生が語る幼児後期の子どもの力,第

40回日本看護研究学会学術集会,139, 2014年 8月 23日, 奈良. 

堀田昇吾 

１）堀深雪, 小村 三千代, 伊藤 桂子, 堀田 昇吾, 夜間における患者の急変につながる 

徴候の読み取り, 第 34回日本看護科学学会,278, 2014 年 11月 29日, 名古屋. 
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２）石渡 智子, 小村 三千代, 伊藤 桂子, 堀田 昇吾, 心臓手術後患者の抜管に向けた看 

護, 第 42回日本集中治療医学会学術集会,88, 2015 年 2月 11日, 東京. 

研究助成および研究成果報告書 

小村三千代 

１）小村三千代・武井紀子・倉持由美・紺野和子・高野公子・菊地ひろ子（2014）, 筋ジスト

ロフィー看護における心地よいケアに関する研究 ～ケアモデルの開発および DVD制作～,

研究助成金事業報告書,105-110. 

社会貢献  

小村三千代 

＜学会以外の講演など＞ 

１）独立行政法人 国立病院機構災害医療センター看護師研修会講師,看護に活かすリフレクシ

ョン―看護実践を意味づけるー, 2014年 7月 31日（東京）. 

２）独立行政法人 国立病院機構東埼玉病院看護師研修会講師,指導者としての看護倫理 看護

実践にいかすために, 2014年 9月 9日（埼玉）. 

＜学会や行政関連の役員＞ 

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 2 回学術集会企画委員（2013 年 12 月-2014 年 10月） 

３） 日本筋ジストロフィー看護研究会第 3回学術集会企画委員（2014年 12月-2015年 10月） 

４）日本筋ジストロフィー看護研究会第 2回学術集会査読委員（2014年 5月-8月） 

＜非常勤講師＞ 

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月から現在

に至る） 

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月か

ら現在に至る） 

３）独立行政法人 国立病院機構仙台西多賀病院看護部 看護研究指導講師（2014年 4月から

現在に至る） 

４） 独立行政法人 国立病院機構 下志津病院看護部  看護研究指導講師（2014 年 4月から現

在に至る） 

５）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（2008 年 4月から現

在に至る） 

６）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

月から現在に至る） 

７）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

月から現在に至る） 

 

【母性看護学領域】 
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著書 

１）加藤章子 (2014). 国際看護学. p118-122, クオリティケア, 東京. 

２）宮﨑文子, 加藤章子他 (2014). 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 助産師資格試験研究会. クオリテイケア, 東京.   

論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

１）Asazawa K, Mori A. (2014). Development of a partnership causal model for couples 

undergoing fertility treatment. Japan Journal of Nursing Science, DOI: 

10.1111/jjns.12061. 

２）朝澤恭子(2014). 不妊治療を受けるカップルへのパートナーシップ支援プログラムの開発

と評価. 日本助産学会誌, 28(2), 154-163. 

３）真下綾子，関屋伸子，岩本郁子，小村三千代，岡村眞喜子，高橋勝，七田みどり，杉崎け

い子，久部洋よう子（2015）．臨地実習指導の充実に向けた教育施設と実習施設の連携～看

護学実習連携会議を重ねて～．看護展望，Vol.40 No4 通巻 493号，80-84． 

４）大石時子 (2014). ICM プラハ大会の学術委員として 3年間活動して―華やかな世界大会の

舞台裏―. 助産雑誌, Vol.68(11), 984-988. 

５）鈴木幸子, 坂本めぐみ, 齋藤恵子, 山本英子, 大月恵理子, 兼宗美幸, 橋本美幸, 芝本美

紀, 高橋紀 (2014). 埼玉県立大学の県内産科医療施設推薦制度にて編入学した学生・卒業

生の現況調査．保健医療福祉科学，3,47-52． 

学会における発表 

１）Asazawa K, Mori A. Development of a partnership causal model for couples undergoing 

fertility treatment. The International Confederation of Midwives 30TH Triennial 

Congress Prague 2014, dated 3 June 2014, Prague. 

２）橋本美幸,高橋紀子,坂上明子，産後に母親が祖母から受けた子育て支援内容の特徴，日本

助産学会学術集会，2015年 3月 28日～29日，東京都． 

３）橋本美幸, 高橋紀子, 坂上明子，母親が感じた祖母から受けた産後の子育て支援の仕

方の特徴.日本助産学会学術集会，2015年 3月 28日～29日，東京都． 

４）星野雄子, 加藤章子, 井上茜, 竹原健二, 磁気治療器による骨盤周囲の支持組織への刺激

が分娩に与える影響. 第 29回日本助産学会学術集会, 2015年 3月 29日, 東京. 

５）大矢健介, 松山友子, 加藤章子, 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〜ローテーション研修に焦点を当てて〜, 第 44 回日本看護研究学会, 2014

年 8月 24日, 奈良県. 

６）Oishi Tokiko, Imura Masumi, Murakami Akemi(2014).Japanese Midwifery Education 

and the ICM Standards. The 30th International Confederation of Midwives Triennial 

Congress, Prague. 

７）佐藤友里, 加藤章子, 松山友子, 『助産雑誌』にみる父親の捉え方と助産活動の時代的

変遷, 第 44回日本看護研究学会, 2014年 8月 24日, 奈良県. 
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８）阪部志穂, 宮﨑文子, 岩本郁子, 小嶋奈都子, 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―, 第 14回日本母子看護学会学術集会, 2014年 7月 12日, 秋田. 

９）梅崎薫, 橋本美幸，日本におけるソーシャルワーカーの共感疲労・二次的外傷性ストレ

スとスーパービジョンに関する調査研究，日本社会事業大学社会事業研究所 共感疲労研究

会,  2014年 12月 16日，東京都． 

１０）山崎理恵子, 宮﨑文子, 岩本郁子, 小嶋奈都子, 地域助産活動推進のための産科オー

プンシステムの現状と課題, 第 14回日本母子看護学会学術集会, 2014年 7月 12日，秋田. 

１１）吉原 幸子, 黒木 七瀬, 加藤 江里子, 太田 和世, 堤 尚子, 母乳育児支援専門の助産

所における初診来所者の主訴と産前教育の現状, 日本母性衛生学会, 2014年 9月 13日, 千

葉県.  

研究助成および研究成果報告書 

１）朝澤恭子 (2014). 不妊治療中の患者夫婦におけるパートナーシップ向上による受療環境

改善のための看護プログラムに向けた基礎的調査. 医療の広場, 公益財団法人政策医療振

興財団, 54(7), 23－26.  

２）朝澤恭子 (2014). 不妊治療中における女性の抑うつとストレスを軽減するための看護介

入による家族支援の効果. 明治安田こころの健康財団／研究助成論文集, (49), 1-8.  

３）橋本美幸．家庭訪問事業の質の確保と向上のためのマニュアル作成．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). 2013 年~2017 年

度 

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）宮﨑文子 (2014), 性教育― 一歩先んじた活動に夢を, 公益財団法人性の健康医学財団編

集,  13 (１).  

２）宮崎文子 (2014), コラム レズビアン 性の健康と相談のためのガイドブック, 中央法規. 

３）大石時子 (2014).助産師の役割拡大を見据えた助産教育の将来ビジョンを!. 助産師教育, 

全国助産師教育協議会, 1.  

４）大石時子 (2014). 書評「妊娠・出産・産後をケアする妊婦マッサージ」. 助産雑誌, 

Vol.68(12), ｐ1076. 

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) 

宮崎文子 

１）日本母子看護学会監事 

２）日本看護科学学会学術集会査読委員 

３）日本助産学会学術集会査読委員 

４）大分県立看護科学大学非常勤講師（大学院：看護教育特論、助産管理） 

５）性の健康医学財団評議委員 

大石時子 

１）全国助産師教育協議会理事 
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２）日本思春期学会理事 

３）日本助産学会代議員 

４）日本助産学会専任査読委員 

５）International Confederation of Midwives, プラハ世界大会学術委員 

６）International Confederation of Midwives, Education Standing Committee委員 

７）International Confederation of Midwives, Asia/Pacific Yokohama大会展示委員 

８）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, 2014年 7月 13日, 東京 

９）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, 2014年 8月 22-25日, 東京 

１０）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, 2015年 2月 13, 東京 

１１）助産師が行う周産期のフィジカルイグザミネーション、滋賀医科大学、2014年 12月 20

日、京都 

１２）全国助産師教育協議会東京地区研修会 基調講演「将来の助産師教育を考える」 

2014年 12月 13日 東京 

１３）全国助産師教育協議会年次総会、ICM モデルカルキュラム:その背景と今後の動き、2014

年 6月 20日、横須賀 

橋本美幸 

１）全国助産師教育協議会国際委員 

加藤章子 

１）分娩監視研究会理事 

２）第 29回日本助産学会学術集会実行委員 

３）白百合女子大学非常勤講師 

４）共立女子大学非常勤講師 

５）国立病院機構水戸医療センター附属看護学校 公演会講師 

６）NPO法人ロシナンテス   ロシナンテス東京イベント企画員 

７）NPO法人アフリカ友の会  アフリカを語る会講師（2014.5.10） 

朝澤恭子 

１）日本生殖看護学会 理事会総務幹事 

２）日本生殖看護学会 選挙管理委員会委員 

３）2015年 ICMアジア太平洋地域会議・助産師学術集会 プログラム委員 

４）独立行政法人国立病院機構東京医療センター看護部 看護研究指導 

５）聖路加国際大学 不妊症看護認定看護師コース 講師 

６）独立行政法人国立病院機構 平成 26 年度看護師等実習指導者講習会 講師「助産師教育

課程と実習指導」 
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７）独立行政法人国立病院機構 東京医療センター看護部 看護研究講義「量的研究」 

 

【精神看護学領域】 

著書 

１）川野雅資, 安藤光代, 一ノ山隆司, 伊藤桂子, 辻川真弓(2015). 看護学実践 Science of 

Nursing看護研究. ピラールプレス,  東京. 

論文等 （原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料） 

１）板山 稔, 高田 絵理子, 小玉 有子,田中 留伊(2014). 青森県の小・中・高校におけるメ

ンタルヘルス問題と精神保健教育の現状に関する調査研究. 弘前医療福祉大学紀要, 5(1), 

59-67. 

２）伊藤桂子,安田美彌子(2014). アルコール依存症の回復過程における「生きづらさ」‐家

族背景と心理的傾向の観点における男女の差‐. 性とこころ, 6(2), 94-108. 

３）高橋 万紀子, 板山 稔, 阿部 由香, 田中 留伊, 天谷 真奈美(2014).精神科病棟から初回

退院した統合失調症者と暮らす親の在宅移行期の体験 地域生活を継続する統合失調症者

の親のインタビューから.家族看護学研究 20(1), 26-37. 

４）大竹 かおる, 石井 弘美, 泉水 真奈美, 平野 真美, 田中 留伊(2014).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.日本看護学会論文集(精神看護) 44, 

15-18. 

学会における発表 

１）安達杏菜, 津野崎 絹代, 田中 留伊, 小宇田 智子, 竹前 良美, 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と職務満足度,日本看護研究学会第 40 回学術集会

2014年 8月 23日,奈良. 

２）浅川恵美子、安川真澄、鈴木小絵、荒川好美、田中留伊, 精神科慢性期病棟における転倒

予防体操の効果―体操プログラムの考案と患者教育を実施して―,第 68回国立病院総合医学

会 2014年 11月 14日,神奈川. 

３）堀深雪, 小村三千代, 伊藤桂子, 堀田昇吾: 夜間における患者の急変につながる徴候の読

み取り: 第 34回日本看護科学学会学術集会, 2014.11.29. 愛知 

４）廣澤和也、島田多恵子、小竹芳春、内山千恵子、田中留伊,認知症高齢者が落ち着いた入

院生活ができるためのプランニングの 1 事例～暮らしに沿ったプランニングが認知症高齢

者にもたらす効果～,第 68回国立病院総合医学会 2014年 11月 14日,神奈川. 

５）石渡智子, 小村三千代, 伊藤桂子, 堀田昇吾: 心臓手術後患者の抜管に向けた看護: 第 42

回日本集中治療医学会学術集会, 2015.2.9. 東京 

６）伊藤絵理, 伊藤実穂, 佐藤日香, 瀧澤美帆, 田崎未来, 田邉友理, 中村亜沙子, 三木まり

菜, 渡邉佳穂, 田中留伊, 伊藤桂子, 中村裕美: 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: 第 68回国立病院総合医学会, 2014.11.14. 横浜 

７）Ito K, Yasuda M: A study on the “difficulty of life” in the recovery process of 
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alcoholism in Japan: 16th International Society of Addiction Medicine Annual Meeting, 

2014.10.6. Yokohama 

８）伊藤桂子, 川野雅資: 気分障害患者の危機的状況への介入におけるコミュニケーション技

術の構造と手法: 第 3回精神看護におけるディスコース分析研究会,2014.12.23. 福井 

９）伊藤桂子, 安田美弥子: アルコール依存症者の心理的傾向と一次嗜癖の解明 -回復過程に

伴う「生きづらさ」からの考察-: 第 13回日本アディクション看護学会学術集会, 2014.9.21. 

愛知 

１０）伊藤桂子, 安田美彌子: アルコール依存症の回復過程における「生きづらさ」‐家族背

景と心理的傾向の観点における男女の差‐: 第 6回日本「性とこころ」関連問題学会学術集

会, 2014.6.28. 東京 

１１）鎌城有香里、山崎瑞恵、坂口絵里、瓶田貴和、田中留伊, 服薬中断プログラムに関わっ

た看護師の意識調査―インタビューによる感情面の明確化―,第 68 回国立病院総合医学会

2014年 11月 14日,神奈川. 

１２）川野雅資, 伊藤桂子, 片山典子, 松浦純平, 上野栄一: 精神看護学における会話分析の

手法: 日本看護研究学会第 40回学術集会, 2014.8.24. 奈良 

１３）佐伯幸治、大森圭美、田中留伊、松本賢哉、森千鶴,看護学生の統合失調症者に対する

イメージの特徴-精神看護学実習前後の比較から-,第 34 回日本看護科学学会学術集会,2014

年 11月 29日,名古屋. 

１４）田中留伊, 伊藤桂子, 中村裕美: 看護系大学に通う成人女性の携帯電話依存傾向と日常

生活への影響: 第 13 回日本アディクション看護学会学術集会, 2014.9.21. 愛知 

１５）津野崎 絹代, 安達 杏菜, 田中 留伊, 小宇田 智子, 竹前 良美, 板山 稔,看護学科の

学生の HTLV-1 に対する認識調査ウイルス、地域、性別による比較,日本看護研究学会第 40

回学術集会 2014年 8 月 23日,奈良. 

１６）吉橋邦泰、若林美幸、浅川剛一、坂口節子、田中留伊, 急性期精神疾患患者に対する保

護室行動拡大評価シートの導入―看護師の不安に対するアンケート調査からの-考察-,第 68

回国立病院総合医学会 2014年 11月 14日,神奈川. 

１７）Yoshimi Omori, Katherine Riedford, Chizuru Mori, Koji Saeki, Rui Tanaka, Kenji 

Matsumoto,  Examination of Stigma in Regard to Mental Illnesses in American and 

Japanese Undergraduate Nursing Students, 28th American Psychiatric Nurses Association 

2014/10/22-25,Indiana. 

社会貢献 

田中留伊 

１）第 44回日本看護協会論文集看護教育 査読委員 

２）国立病院機構下総精神医療センター 看護研究指導 

３）代々木メンタルクリニック倫理審査委員会 外部委員 

４）代々木メンタルクリニック治験審査委員会 外部委員 
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５）小澤高等看護学院 非常勤講師 

６）日本精神保健看護学会第 24回学術集会総会 実行委員 

７）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）日本精神保健看護学会第 24回学術集会・総会 実行委員 

７）日本精神保健看護学会第 25回学術集会・総会 企画委員 

８）神奈川断酒連合会 平成 26年度 地区別一般酒害相談研修会 講師 

９）第 3回東京・多摩・立川アディクションセミナー 講師 

１０）「養護教諭のための思春期の子どもの心とからだ健康セミナー～未成年者飲酒防止教育

を通してセルフエスティームの向上を～」講師 

１１） CSPPカウンセリングルーム主催 ７月勉強会 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 研究員 

２）日本精神保健看護学会第 25回学術集会総会 企画委員 

 

【地域・在宅看護学領域】 

著書 

１）清水洋子(共著) (2014). 保健師国家試験問題解説 (MEDIC MEDIA )クエッション・バンク

2015. メデックメディア, 東京. 

２）石田千絵編著(共著) (2015). ナーシング・グラフィカ 地域療養を支えるケア 在宅看

護論第 5版 4章 2節・3節 3・4 7章 3節, メディカ出版, 大阪. 

３）佐藤潤(共著)（2015）.  ナーシング・グラフィカ 地域療養を支えるケア 在宅看護論

第 5版 4章 1節, メディカ出版, 大阪. 

論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

１ ） Keiko Kobayashi, Michiko Fukushima, Hideko Kitaoka, Yoko Shimizu, Setsu 

Shimanouchi(2015). Changes in family healthy life ability with abused and neglected 

children after the provision of care by public health nurses, IMJ, 22(1), 1 – 7. 

２）小原真理子,斎藤正子,久保祐子,河原加代子,石田千絵,菅野太郎（2014）.災害発生時、避

難所における住民による要援護者の部屋割りトリアージの取り組み,日本災害復興学会

(10),vol.6(1),P19-24. 

学会における発表 
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１）大津一義，川田 智恵子，中嶋研二，鎌田 尚子，宮城 重二，清水 洋子，山田 浩平，前上里 直，

衛藤 隆，柳田美子，健康教育専門家養成のあり方・進め方，第23回日本健康教育学会学術集会，

2014年 7月 13日，札幌． 

２）清水洋子，子ども虐待予防グループ支援事業の評価－終了・中断者の理由と運営・援助の

課題，第 73回日本公衆衛生学会，2014年 11月 6日，栃木． 

３）柳澤尚代，菅原京子，清水洋子，吉本照子，保健師活動の質保証に向けた保健師記録に関

する国内の文献レビューおよび課題，第 73回日本公衆衛生学会，2014年 11 月 6日，栃木． 

４）大北 啓子，清水 洋子，乳児母子支援プログラム IPPO における参加母子の課題の有無

と子育て意識の関連，第 73回日本公衆衛生学会，2014年 11月 6日，栃木． 

５） 清水洋子，子ども虐待予防のグループ支援“MCG”の参加中断者への支援の現状と課題解

決の方策，第 3回日本公衆衛生看護学会学術集会，2015年 1月 10日，神戸． 

６）栁澤尚代，菅原京子，清水洋子，吉本照子，保健師活動の質保証に向けた公衆衛生看護学

のテキストにおける保健師記録の記述に関する文献レビューおよび課題，第 3回日本公衆衛

生看護学会学術集会，2015年 1月 10日，神戸． 

７）高橋琴美、村田加奈子、石田千絵、入江慎治.看護大学生の健康意識と喫煙に対する意識.

第 3回日本公衆衛生看護学会学術集会講演集.P204 ,2015年 1月 10日,神戸. 

８）藤澤真沙子、村田加奈子、石田千絵、入江慎治.幼児期の子どもの自己主張場面に対する

親のストレスに関する研究. 第 3 回日本公衆衛生看護学会学術集会講演集.P266,2015 年 1

月 10日,神戸. 

９）高屋敷麻寿美、村田加奈子、入江慎治、石田千絵.地方高齢者における高齢者の健康意識

と予防行動.P304,2015年 1月 10日,神戸. 

１０）加藤芙幸, 鈴木麻耶, 髙橋ひかる, 根本佳奈, 山岡春奈, 山本やよい, 山本侑里, 佐藤

潤, 牧栄理, 清水洋子. 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. 第 3回日本公衆衛生看護学会, 2015 年 1月 10日, 神戸. 

インターネット上の資料 

１）石田千絵.メディカ出版 e-learning Nプラス保健師国家試験解説 災害危機管理, 在宅

看護,2015年 2月.

（http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&program_ty 

pe=5） 

２）佐藤潤.メディカ出版 e-learning Nプラス保健師国家試験解説 2015年 2月. 

(http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&program_type=5

)  

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）石田千絵(研究分担者).看護職・介護職による要援護者二次トリアージの開発（研究代表
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者小原真理子）. 文部科学省科学研究費補助金基盤(B). 2014年度～2016年度. 

３）石田千絵（研究分担者）.要援護者トリアージの開発（研究代表者小原真理子）研究成果

報告書. 文部科学省科学研究費補助金基盤(B). 2011 年度～2013年度. 

４）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～2014年度. 

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）石田千絵. 地域療養を支えるケア（メディカ出版）「部分浴」映像企画監修・作成（責任

者）2014. 

２）石田千絵. 地域療養を支えるケア（メディカ出版）「ALS 患者とコミュニケーション機器」

映像企画監修. 

３）小原真理子.石田千絵他.要援護者トリアージ DVD制作 2014. 

４）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 

５）牧栄理.在宅看護論 地域療養を支えるケア（メディカ出版）「部分浴」映像作成・出演.2014 

社会貢献 (学会以外の講演等、学会や行政関連の役員、地域貢献、非常勤講師) 

清水洋子 

１）NPO日本健康教育士養成機構 理事 

２）日本健康教育学会 評議委員 

３）日本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）科学研究費補助金基盤研究 審査委員 

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）日本健康教育士養成機構 サマーセミナー、シンポジスト、8月 

９）愛知県一宮市 子ども虐待予防のための事例検討会 講師、9月 

１０）東京都母子保健研修会 講師、11月 

１１）長崎県壱岐市研修会 講師、12月 

１２）東京都渋谷区恵比寿保健相談所 事業評価検討会 講師、12月 

１３）日本健康教育士養成機構 日本健康教育士養成講座 講師、12月 

１４）東京都三鷹市保健センター 研修会 講師、1月 

１５）長野県木曽町国保保健事業研修会 講師、2 月 

１６）福岡県宗像市まちづくり運営協議会 研修会 講師、2月 

１７）埼玉県川越市 MCG事例検討会 講師、2月 

１８）東京都日野市保健センター 研修会 講師、2月 

１９）東京都東大和市保健センター 研修会 講師、3月 

２０）長野県木曽町国保保健保健事業研修会 講師、3月 
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２１）大阪市立大学大学院特別講義 講師、3月 

２２）愛知県一宮市 保健師現任研修会 講師、3 月 

石田 千絵 

１）日本災害看護学会 評議委員 

２）東京医科歯科大学大学院 非常勤講師 

３）東京医科歯科大学 非常勤講師 

４）東邦大学看護学部 非常勤講師 

５）さいたま看護専門学校 非常勤講師 

６）昭和大学キャリア開発・研究センター看護管理者セカンドレベル講師、9 月 

７）特別養護老人ホーム 大野北誠心苑 研修会講師、10月 

８）E訪問看護ステーション 看護記録検討ワーキング、1回/2カ月 

９）石巻セミナー（研究報告会）、3月 

佐藤 潤 

１）日本看護系大学協議会 広報・出版委員会委員. 

２）LE訪問看護ステーション 看護記録検討ワーキング、1回/2カ月 

牧 栄理 

１）特別養護老人ホーム 大野北誠心苑 研修会講師、10月 

 

 

災害看護学コース 

【看護基盤学領域】 

著書 

望月聡一郎 

１）看護部長に学ぶ看護マネジメント，「判断力」養成塾，共著，2014 年 6 月，メディカ出版 

新人看護師長向けのテキスト 

２）看護研究、論文作成のギモン解決Ｑ＆Ａ10，単著，2014 年 9 月"Nursing BUSINESS 2014 

vol.8 no.8 

論文等(原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

石井美恵子 

２．論文等  

１）石井美恵子(2014).救急患者アセスメントのこれだけは！.エマージェンシー・ケ

ア,27(5),8-14.メディカ出版. 

２）石井美恵子（2014）.災害時のメンタルヘルスケアと看護活動.看護教育,55(9),908-909.

医学書院. 

学会における発表 

望月聡一郎 
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１）看護学生の心肺蘇生法教育の評価方法についての文献研究，共著，2014，年 11月 

 第 9回医療の質・安全学会学術集会 

２）平成 26年度内閣府広域医療搬送訓練への DPAT先遣隊参加報告，共著，2015，年 2月 

 第 20回日本集団災害医学会総会・学術集会 

石井美恵子 

１）石井美恵子, 災害時、本当に必要な医療と看護, 日本看護学会-急性期看護-学術集会特別

講演, 2014年 10月 23日, 神奈川県. 

２）石井美恵子, クリティカルケア看護師の専門性, 日本集中治療医学会学術集会教育講演 3, 

2015年 2月 9日, 東京都.   

３）石井美恵子,福祉避難所のありかた：石巻での取り組みから,日本集団災害医学会,2015年

2月 27日,東京. 

４）石井美恵子,災害専門医の養成-リーダーシップの本質と経験学習の観点から考える,日本

集団災害医学会,2015 年 2月 28日,東京. 

５）寺本泰,平石一人,河上悦,竹田ひとみ,今町視紀,岡本智子,石井美恵子,三重県熊野市,南牟

婁郡における災害時の多職種連携の取り組み,日本集団災害医学会,2015年 2月 27日,東京. 

６）富岡正雄,佐浦隆一,尾谷寛隆,浅野直也,小早川義貴,石井美恵子.大規模災害時リハビリテ

ーション支援リーダー研修プログラムの開発,日本集団災害医学会,2015年 2月 27日,東京. 

<座長＞ 

１）教育講演 III救急看護領域にシミュレーション教育を取り入れるためには, 日本救急看護

学会学術集会, 2014 年 10月 11日, 大阪府. 

２）パネルディスカッション「災害医療 基礎教育」, 日本集団災害医学会学術集会, 2015

年 2月 27日, 東京都. 

３）パネルディスカッション「看護師セッション」, 日本集団災害医学会学術集会, 2015年 2

月 28日, 東京都. 

研究助成および研究成果報告書 

高木晴良 

１）高木晴良、高野孝子 保育者が日常的に使える携帯端末を利用したダウン症身体発育評価

システムの開発 日本学術振興会科学研究費補助金、基盤研究（Ｃ）. 2012年度-2015年度 

２）高野孝子、赤木美智男、高木晴良 染色体異常のある子どもの保育－心疾患の影響－  日

本学術振興会科学研究費補助金、基盤研究（Ｃ）. 2011年度-2015年度 

インターネット上の資料 

石井美恵子 

１）石井美恵子,災害多発国日本に住むものとしての覚悟と備えを,2014年 8 月 7日, 

http://www.gadgetwear.net/2014/08/blog-post_7.html 

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） 

石井美恵子 
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１）同志社女子大学看護学部設置記念シリーズ広告看護の未来「災害看護」, 日本経済新聞大

阪本社版（朝刊）2014年 6月 14日掲載． 

２）NHK 国際放送局ワールドニュース部「The Creative Women」出演, 海外放送 2014 年 10 月

30日～31日計 4回, 国内放送 2014年 10月 31日～11月 1日計 4回, 再放送 NHKワールド

2014年 3月 13日～14日計 4回, 再放送 BS１2015年 3月 14日. 

３）石井美恵子(2015). 看護教育のキーパーソンに聞く 看護師に求められる災害に対する 

心構えや備えについて,看護展望, 40(4),60-66, メヂカルフレンド社. 

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) 

望月聡一郎 

１）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 

高木晴良 

１）東京医療保健大学医療保健学部看護学科：「公衆衛生学」（2014年 4月‐7月） 

２）東京医療保健大学医療保健学部看護学科：「国試対策講義」（2014年 9月、2015年 3月） 

３）早稲田大学教育学部：非常勤講師「生物統計学」（2014年 4月‐7月） 

４）大妻女子大学家政学部：非常勤講師「統計学」（2014年 4月‐6月） 

５）帝京大学医学部：非常勤講師「統合実習（医療情報）」（2014年 6月‐7月、12月） 

６）岐阜県立看護大学：非常勤講師「健康管理論」（2014年 10月‐2015年 2月） 

７）帝京高等看護学院：非常勤講師「医療情報学」（2014年 4月‐6月） 

８）資生堂美容技術専門学校：非常勤講師「物理・化学」（2014年 4月‐2月） 

石井美恵子 

＜学会以外の講演等＞ 

１）災害看護「看護の統合と実践」, 大阪大学保健学科, 2014年 4月 18日, 大阪府. 

２）災害時要援護者と対応について, 三重県地域で考える避難所運営講演会, 2014年 5月 17

日,三重県. 

３）災害支援ナースフォローアップ研修, 大分県看護協会研修, 2014年 5月 31日, 大分県.

  

４）災害看護管理者編, 三重県看護協会研修, 2014 年 6月 27日, 三重県.  

５）災害看護の基礎知識 災害サイクルに応じた看護平時における災害の備え, 日本看護協会 

神戸研修センター研修 災害医療と看護（基礎編）, 2014年 7月 11日, 兵庫県. 

６）今、看護師に求められているもの 災害時に顕在化した看護師の”強み”と”弱み”

から考える,株式会社マイナビ メディカルキャリアサポート講演会, 2014年 7月 20日, 東

京都.災害看護を知ろう！, 福島県看護協会研修, 2014年 8月 1日, 福島県. 

７）避難所の環境と健康, 女性を中心とした専門職防災研究みえ防災コーディネーター育成講

座, 2014年 8月 10日, 三重県.  

８）災害支援ナース養成研修, 新潟県看護協会研修, 2014年 8月 16日～17日, 新潟県.  
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９）災害看護（看護管理者編）, 沖縄県看護協会研修, 2014年 8月 29日, 沖縄県.  

１０）災害看護（実務編）, 沖縄県看護協会研修, 2014年 9月 19日, 沖縄県. 

１１）災害対応における本質的な課題を前提とした事前対策, 医療・病院管理研究協会 医療

機関における災害リスクマネジメントセミナー, 2014 年 8月 30日, 東京都.  

１２）災害による環境変化と健康問題, 愛知県看護協会災害看護リーダーシップ研修, 2014

年 9月 2日, 愛知県.    

１３）災害看護とは、災害拠点病院の看護師の役割, 愛媛大学医学部付属病院研修, 愛媛県. 

１４）災害時の感染予防-自分や家族、市民を感染から守るには, 愛知感染予防ネットワーク

第 24回講演会, 2014 年 9月 6日, 愛知県. - 

１５）災害看護研修, 岩手県看護協会研修, 2014年 9月 9日～9月 10日, 岩手県. 

１６）災害医療と看護（実務編）, 青森県看護協会研修, 2014年 9月 26日～9月 27日, 青森

県. 

１７）災害看護学概論, 日本救急医療財団看護師救急医療業務実地修練, 2014年 9月 29日, 東

京. 

１８）「助かった命を守れ」～2011年東日本大震災での活動経験から～, 神奈川県教育委員会

人権教育研修, 2014 年 10月 3日, 神奈川県. 

１９）都立病院看護職員エキスパートコース研修リーダーシップ, 東京都福祉保健財団病院経

営本部 専門性向上研修 職種職務専門研修, 2014 年 10月 7日.  東京都. 

２０）災害支援ナースフォローアップ研修, 岩手県看護協会, 10月 8日, 岩手県.  

２１）災害医療における災害支援ナースの役割・機能と活動展開, 宮崎看護協会災害支援ナー

スフォローアップ研修会, 2014年 10月 18日, 宮崎県. 

２２）亜急性期の活動・看護の立場から見た医療救護, 独立行政法人国立病院機構災害医療セ

ンター災害医療従事者研修会, 2014年 10月 21日, 2014年 12月 4日, 2015年 1月 20日, 2015

年 3月 10日計 4回.   

２３）災害支援ナース交流会, 北海道看護協会研修, 2014年 11月 8日, 北海道. 

２４）災害看護④救護所における医療救護活動について, 独立行政法人国立病院機構災害医療

センター研修, 2014 年 11月 12日, 東京都. 

２５）ヘルスケアサービス管理論安全管理, 宮城県看護協会平成 26年度認定看護管理者セカ

ンドレベル教育課程. 2014年 11月 14日, 宮城県. 

２６）看護管理者としての危機管理, 新潟県看護協会看護管理研修,  2014年 11月 17日～18

日,新潟県.  

２７）災害支援ナース交流会「被災地で求められる災害支援ナースの活動～移りゆくニーズの

変化に合わせて～」, 福島県看護協会研修, 2014年 11月 19日, 福島県.  

２８）インシデントコマンドシステムを活用した病院での災害対応-看護管理者編-,岩手県委

託「看護管理者研修会」, 2014年 11月 26, 岩手県. 

２９）防災・復興における男女共同参画の視点と災害時のネットワークの重要性, 内閣府男女
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共同参画局 男女共同参画の視点からの防災・復興の取り組み推進会議, 2014 年 12月 1

日, 東京都.  

３１）女性・男性みんなの視点でよりよい避難所と支援とは-健康と医療から-, 杉並区立男女

平等推進センター, 2015年 1月 10日, 東京都.   

３２）災害看護【災害支援ナース実践編】, 長崎県看護協会研修, 2015年 1月 11日, 長崎県.

  

３３）災害看護講演会, 三重大学医学部付属病院研修会, 2015年 1月 16日, 三重県.  

３４）認定看護師のキャリア形成について, 石川県看護協会平成 26年度専門的看護実践力研

修事業, 2015年 1月 28日, 石川県.   

３５）新人看護師の育成の在り方を理解し、育成上の課題への対応策を考える, 東京都立小児

総合医療センタージェネラルコース「教育担当者フォローアップ研修 3回目」「教育担当者

育成研修１回目」, 2015年 1月 30日, 東京都. 

３６）「災害看護」3・11の体験をふまえた災害看護の在り方, 千葉県救急医療センター 看護

職員研修講演会, 2015年 1月 31日, 千葉県.  

３７）災害支援ナーススキルアップ研修, 奈良県看護協会研修, 2015年 2月 2日～3日, 奈良

県.  

３８）看護管理者のための災害への備えと発生時の対応, 大分県看護協会災害対策看護管理者

研修 2日間コース, 2015年 2月 10日～11日, 大分県.  

３９）災害時に命を守ること、そしてそのための備え-理想なくして最善なし-, 東北大学教育

学生支援部教務課長復興大学公開講座, 2015年 2月 14日, 宮城県.  

４０）クリティカルシンキング, 医療法人筑波記念会筑波記念病院院内研修, 2015年 2月 20

日,茨城県. 

４１）災害時に地域の医療ニーズを最小にするために～平時からの備えと地域連携～, 春日部

保健所平成 26年度医療機関における災害時対応研修会, 2015年 2月 24日, 埼玉県. 

４２）災害時に命と健康を守る-理想なくして最善なし-, 田原市防災講演会, 2015 年 3月 1

日, 愛知県. 

４３）災害看護Ⅱ(災害支援ナース養成)研修, 北海道看護協会研修, 2015年 3月 3日～4日, 北

海道. 

＜学会や行政関連の役員＞ 

１）内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員 

２）内閣府男女共同参画の視点からの防災・復興の取り組み推進会議副コーディネーター 

３）日本集団災害医学会理事 

４）日本集団災害医学会災害看護委員会担当理事 

５）日本集団災害医学会 BHELP運営委員会担当理事 

６）日本集団災害医学会災害医療教育研修検討委員会委員 

７）日本集団災害医学会 DMATテキスト編集委員会委員 
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８）日本救急看護学会理事 

９）日本救急看護学会医療政策委員会委員長 

１０）日本災害看護学会理事 

１１）日本災害看護学会ネットワーク委員会委員長 

１２）日本臨床救急医学会緊急度判定体系のあり方に関する検討委員会委員 

１３）NPO災害人道医療支援会常任理事 

＜非常勤講師＞ 

１）大阪府看護協会救急看護認定看護師教育課程 非常勤講師 

２）日本看護協会看護研修学校救急看護認定看護師教育課程 非常勤講師 

３）東京大学医学部 非常勤講師 

４）東京医科歯科大学 非常勤講師 

５）千葉大学大学院看護学研究科 非常勤講師 

 

【基礎看護学領域】 

論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

佐藤みほ 

１）佐藤みほ, 戸ヶ里泰典, 小手森麗華, 米倉佑貴, 横山由香里, 木村美也子, 榊原圭子, 熊

田奈緒子, 山崎喜比古(2014). 日本語版 Family Routines Inventory 開発の試み, 保健医療

社会学論集, 25(1), 41-51. 

学会における発表 

佐藤みほ 

１）下條祐也, 朝倉京子, 佐藤みほ, 渡邊生恵. 両立支援的組織風土、職務満足度、および職

業継続意思の関連：妻/母親役割を担う看護職に注目して, 第 34回日本看護科学学会学術大

会, 2014年 11月 29 日, 名古屋. 

２）佐藤みほ, 渡邊生恵, 朝倉京子．看護職員の職業移動に関する縦断調査—ベースライン調

査報告—, 第 73回日本公衆衛生学会総会, 2014年 11月 6日, 栃木. 

３）Shimojyo Y, Asakura K, Satoh M & Watanabe I. Relationship between work-family 

organizational culture, organizational commitment, and intention to stay in Japanese 

registered nurses, International commission on Occupational Health 2014 Congress, 2014

年 9月 19日, Adelaide. (BEST POSTER AWARD (STUDENT)) 

研究助成および研究成果報告書 

佐藤みほ 

<研究助成> 

１）佐藤みほ. 看護師の離職意向を規定する要因についての検討―心理・社会的、経済的視点

から.日本学術振興会科学研究費補助金. 若手研究(B). 2012年度−2014年度. 

２）朝倉京子, 渡邊生恵, 佐藤みほ, 朝倉隆司, 富永真己. 看護職員の職業移動と心理社会的
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/経済的要因に関する縦断研究. 日本学術振興会科学研究費補助金. 基盤研究(B). 2012 年

度−2015年度. 

３）佐藤みほ, 朝倉京子, 渡邊生恵. 潜在看護職員の再就業行動に関連する要因についての探

索的検討−看護における人的資源の確保と有効活用に向けて−. 三菱財団: 第 44回三菱財団

社会福祉事業・研究助成. 2013年 10月−2014年 9月. 

<研究成果報告書> 

１）佐藤みほ, 朝倉京子, 渡邊生恵. 看護師のワークライフバランスを支え、ワークモティベ

ーションを高める組織風土についての研究, 第 22回医療科学研究所研究助成報告書, 2014. 

栗林好子 

１）一般住民の入院経験・闘病経験を生かした新 SP参加型教育システムの構築」 

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） 

挑戦的萌芽研究 平成 26年度～27年 

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) 

岩満 裕子 

＜外部大学非常勤講師＞ 

１）早稲田大学大学院 「医療人材管理特論」を前期に講義 

２）埼玉県立大学大学院 「看護政策」後期 4コマ 

３）埼玉県立大学 4年次生の「看護管理学」後期の 2コマ 

４）埼玉医科大学職員キャリアアップセンター（平成 26年 12月～平成 27年 3月） 

＜外部講師＞ 

１）国立病院機構関東信越ブロック薬剤師会 総会での講演 

２）国際医療福祉大学認定看護管理者研修（ファーストレベル・セカンドレベルの講師） 

３）埼玉県看護協会、認定看護管理者研修（ファーストレベル・セカンドレベルの講師） 

４）群馬県看護協会、認定看護管理者研修（ファーストレベル・セカンドレベルの講師） 

５）栃木県看護協会、認定看護管理者研修（セカンドレベルの講師） 

６）国立看護大学校、認定看護管理者研修（セカンドレベルの講師） 

７）埼玉医科大学キャリアアップセンター、認定看護管理者研修（ファーストレベル・の講師）      

上記の６）以外は講義後のレポート評価も実施 

８）緩和ケア認定看護師研修 

 埼玉県立大学認定看護師教育課程 講師およびレポート評価 

９）脳卒中リハビリテーション看護認定看護師研修 講師及びレポート評価 

国立障害者リハビリテーションセンター、 

１０）訪問看護師研修 

 埼玉県看護協会「在宅システム論」講師として 

＜医療機能評価事業＞ 

１）評価委員として 1 年間、サーベイヤーの評価所見の書類審査 
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２）村山医療センターが医療機能評価を受診するにあたり、書類および実地指導を実施 

３）神奈川県こども病院の受診支援 

４）東京山手メディカルセンター（旧社会保険中央病院）の受診支援（3月予定） 

５）秋田の某病院のサーベイ実施 

＜その他＞ 

１）プラチナ社会研究会 シニア人材マネジメント分科会 

   三菱総合研究所にて、シニアの活用方法についての検討 

佐藤みほ 

<非常勤講師> 

１）東北大学非常勤講師(基礎看護学技術論) 

加藤 知子、 

１）日本赤十字看護管理者研修・日本看護協会認定看護管理者教育課程セカンドレベル講師，

2015年 1月 10日，東京． 

 

【成人・老年看護学領域】 

論文等 

福田淑江 

１）福田淑江（2014），試行事業から考える「特定行為研修を受けた看護師」の活用体制 -急

性期領域で特定看護師（仮称）が活躍するためのしくみづくり-，看護展望 39（9）：35-40． 

２）福田淑江（2014），総合医学会報告 シンポジウム：診療看護師（JNP）の現状と課題 -診

療看護師と看護師が連携・協働することの効果と看護部門としての支援-，医療 68(7)：

341-345． 

学会における発表 

金子 あけみ 

１）田久保由美子，金子あけみ，臼井雅美．第 21 回日本家族看護学会学術集会，2014.08.09

～10，岡山県倉敷市． 

２）田久保由美子，金子あけみ，臼井雅美．第 34 回日本看護科学学会学術集会，2014.11.29

～30，愛知県名古屋市． 

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） 

新実絹代 

１）独立行政法人労働者健康福祉機構 管理者研修講師     2014年 10 月 

２）独立行政法人労働者健康福祉機構 継続教育担当者研修講師 2014年 11 月 

３）茨城県立病院 認定看護管理者研修（ファーストレベル）講師 2014年 10月 

４）独立行政法人地域医療機能推進機構 認定看護管理者研修（サードレベル）講師 

2014年 9月―2015年 1月 

５）医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉病院 管理者研修講師 2015年 1月 
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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） 

福田淑江 

１）日本災害看護学会 国際交流委員会委員（2014 年 8月迄）             

２）日本災害看護学会 ネットワーク委員会委員（2014年 10月～）     

３） 日本災害看護学会第 16回年次大会 一般演題座長   2014年 8月 19 日，東京． 

４）国際医療福祉大学看護生涯学習センター認定看護管理者教育運営委員（サードレベル）                  

５）福井大学医学部看護学科大学院 非常勤講師：災害看護学特論Ⅲ-病院防災- 

 2014年 12月 

６）国際医療福祉大学 看護生涯学習センター 認定看護管理者教育セカンドレベル講師 

 2014年 10月  

７）国立看護大学校 認定看護管理者教育課程セカンドレベル講師   2014 年 10月 

 

【母性看護学領域】 

社会貢献 

鈴木久美子 

１）日本助産学会学術集会査読委員   

 

【在宅看護学領域】 

中川陽子 

論文等 

１）中川陽子，藤生英行（2015）．日本語版幼児用不安尺度の開発，小児保健研究，74(2), 247-253. 

学会における発表 

１）中川陽子．子育て支援を行う保健師に対する認知行動療法を活用した研修プログラムの開

発と有効性の検討，日本発達心理学会 第 26回大会，2015年 3月 20日，東京． 

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） 

１）茨城県守谷市保健センター 保健師現任教育研修講師 平成 26年 10月 25，26日 

 


