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時代・社会のニーズに対して敏感に 
 

本学に看護学研究科が開設された当初（平成 22 年）から「高度実践看護コース」を

設置し、取り組んできた「看護師の業務拡大・役割拡大」が、保助看法の改正により「特

定行為に係り看護師の研修制度」として法制化され、ようやく、平成 27年 10月から施

行されました。開設当初に目標としていたレベルとは異なりますが、とにかく「看護師

の業務・役割」が拡大したことは看護界・医療界にとっては大きな出来事です。本学大

学院修士課程「高度実践看護コース」は、指定研修機関としての認定を受け（平成 27

年 8 月）、「高度実践看護コース」の第一期生（平成 24 年 3 月修了）から第 4 期生（平

成 26 年 3月修了）80名に対して平成 27年 10月 5日付で指定研修修了証を交付しまし

た。 

この制度は、高度な判断力、実践力を発揮し、看護師が「チーム医療のキーパーソン」

として医療安全に配慮した実践ができる基盤を構築することを目指したもので、超高齢

社会を迎えている日本の医療を効果的・効率的に進めていくための一方策です。 

時代が 20世紀から 21世紀に移行するときに、「21世紀は看護の時代である」とさま

ざまな機会に言われてきました。それから 15 年以上経ちますが、最近になり、「21 世

紀は看護の時代である」との掛け声が、実現に向かいつつあることを実感するようにな

りました。 

これからの日本の医療が目指す、地域・在宅志向の、そして、「治し・支える」医療

においては、看護職がキーパーソンであり、ゲートキーパであることは明らかです。 

そこで、大学・大学院教育では、基礎教育、アドバンス教育を通して、プライドを持

って活動できる看護人材を教育していく責任があります。 

また、研究を通して制度改革に結びつくためのエビデンスを「つくり」「つたえてい

く」ことが大学教員には求められております。 

法制化されることにより、医療を取り巻く環境が社会が大きく変革していくことは、

平成 26年 6月の「医療介護確保法」の成立で実感しておられることと思います。 

多様化・複雑化していく社会にあって、大学教員も、アンテナを高くして、時代のニ

ーズ、社会のニーズをキャッチしていく必要があります。 

「医療は聖域」「教育は聖域」の時代はとっくに過ぎ去っております。改革が遅れが

ちなところの一つが大学であることを、私達教員自身が認識する必要があることを痛感

しております。 

 

平成 28年 4月 

副学長/研究科長   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 
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2.委員会活動 

 

１-2．自己点検・評価委員会 

構成員 

 高木晴良（委員長）、関屋伸子（副委員長）、穴沢小百合、石井美恵子、岩渕起江、藤村朗子 

活動内容 

 事務と分担しながら、平成 27 年度自己点検・評価報告書の編集を行った。 

また、平成 26 年度の年報を編集・作成し、WEB ページからアクセスできるように公開した。 

http://www.thcu.ac.jp/faculty/higashigaoka/pdf/index/higashigaoka-annual_h26.pdf 

 

１-3．ＦＤ委員会 

構成員 

 高木晴良（委員長）、関屋伸子（副委員長）、穴沢小百合、石井美恵子、岩渕起江、藤村朗子 

活動内容 

以下のＦＤ企画および、公開講演会、特別講義（一般公開）等を行った。 

4 月 6 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） 

①6 月 25 日 「授業計画の立案方法について」（石田千絵 准教授） 

②8 月 20 日 「倫理審査申請書と研究計画書の書き方」（今井秀樹 教授） 

③10 月 14 日「学生の能動的学修を促すための取り組みについて」（今井秀樹 教授） 

④１月 21 日「特定看護師の現在と今後の課題（公開講演会）」（草間朋子 副学長） 

⑤２月 29 日「生死（いきたひ）～家族で看取る～（一般公開 特別講義）」（長谷川ひろ子 監

督） 

⑥３月 18 日「実習評価の基本と実際」（岩本郁子 准教授、竹内朋子 准教授） 

 

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） 
臨床看護学コース：竹内 朋子（副委員長）、山西 文子（学部長）、今井 秀樹 

小村 三千代、宮崎 文子、石田 千絵、田中 留伊 
災害看護学コース：新実 絹代（副委員長）、金子 眞理子、桜井 礼子、岩満裕子 

鈴木 久美子、高木 晴良、江口 千代 
事務部     ：利光 重信（事務部長）、上山 淳（事務員）、斎藤 容子（事務員） 

活動内容 
本委員会は、東が丘・立川看護学部の教育の資質向上に向け、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について 

本年度より新たなカリキュラムがスタートしたが、事務部と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。現在４つのカリキュラムが運用されているため、混乱がない
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ように対比一覧表を作成して対応した。 

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、1～3 年次生については進

級要件にしたがい進級の可否について、資料を提示し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・配置図」を半期ごとに更新した。施設・設

備の改善に関しては要望をまとめて事務部に提出した。 

4)履修案内・シラバスについて 

次年度よりシラバスに｢事前・事後学習｣および「オフィスアワー」を加え、内容の充実を図

ることとした。また、「フォーマットおよび記載方法」を踏まえ、委員会メンバーで内

容を確認した。  
 

１-5.実習検討委員会 

臨床看護学コース 

穴沢小百合(委員長、基礎看護学) 、石田千絵(副委員長、地域看護学)、岩本郁子(総合看

護学)、竹内朋子(成人・老年看護学) 、朝澤恭子(母性看護学)、玄 順烈(小児看護学)、 田

野将尊(精神看護学) 、鶴巻香奈子(看護基盤学) 、佐久間雄一(事務部) 

 災害看護学コース 

鈴木久美子(副委員長、母性看護学)、桜井礼子(在宅看護学)、岩満裕子(基礎看護学)、石

井美恵子(看護基盤学)、伊藤桂子(精神看護学)、江口千代(小児看護学)、福田淑江(成人・

老年看護学)、上山淳(事務部)、細井智世(事務部) 

 

3．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。 

１）実習計画 

   平成 28 年度の実習計画策定および平成 29 年度の実習日程の確認を行った。 

２）看護学実習連携会議 

   東京医療センター看護部との共催で 4 回行い、看護技術指導モデル、「看護技術指導モデ

ル」活用マニュアルを完成させた。 

３）看護学実習施設に対する説明会 

   臨床看護学コース、災害看護学コースの実習病院に、老健施設や訪問看護ステーション等

の施設の実習指導者も加え、26 施設 41 名の実習担当者と教員 58 名が参加して、6 月 25 日

(木)に実施した。本学部の教育への取り組みに関する説明および看護学統合実習に対する 4

年次生の取り組み状況を紹介し、意見交換を行った。 

４）看護技術経験表の集計 

    平成 27年度の卒業生 97名を対象に到達状況を集計した。173種類の看護技術のうち 147

種類 85.0%(平成 26 年度 94.2%)は、60%以上の学生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。 
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５）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集計・整理した。インシデント報告の件数は臨床

看護学コース 14 件、災害看護学コース 12 件であった。患者に直接的な影響はなかった。 

 

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)、金子眞理子、桜井礼子、小宇田智子、佐藤

潤、朝澤恭子、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」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

ザ予防ワクチンは今年度から 4種株の混合ワクチンに変更となった。これに伴い、ワク

チン料金が 400円値上げの 2,600 円となった。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。今年度も作

年同様 1年生から結核健診は、T-SPOT検査を実施した。 

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、今後は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、10月下旬から12月上旬にかけて学

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生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93.0%)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 

スポーツ大会や大学祭（医愛祭）、七夕やクリスマス等の全学行事に対応した。大学祭

ではポスター展示と「あなたはできますか？子どもの心肺蘇生」をテーマに看護体験コ
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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・消防訓練 

東京医療センターの災害訓練が 10 月 22 日に実施され、臨床・災害看護学コースの 2

年生 180名が患者役や搬送者役として参加した。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が、主催者側からの事前説

明や情報提供が少なく、申し入れを行っていく必要がある。 

避難訓練は 12 月 4 日に臨床看護学コース 1 年生が、12 月 7 日に災害看護学コース 1

年生が参加し、事務部との連携のもとに実施した。また、目黒区消防団に所属する学生

は団員として参加した。学生は消火訓練の一環として行った消化器の使い方など、積極

的に参加していた。 

 

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）、小宇田智子、玄順烈、関屋伸子、高橋智子、 

中村裕美、松本和史、栗林好子、加藤知子、利光重信、齋藤容子 

活動内容 

委員会の目標を「看護師国家試験合格率 100％」とし、2年次生から以下の内容を計画

し実施した。 

１）ゼミ単位の国試対策の強化 

 4 年次生は卒業研究の領域別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、相談など具体的な支援は、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。 

２）学生国試対策委員との協力 

「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、教員をまじえた連絡会を開催し開催した。

国試対策の年間計画に関する意見交換やゼミ単位で実施している国試対策に関する情報

交換を実施し協力して国試対策にあたった。 

 ３）国試ガイダンス、業者模擬試験計画の立案・対応 

  2，3，4年生に対しガイダンス、業者模擬試験の年間計画を立て実施した、4年生に対

してはガイダンス、業者模擬試験とも 6回実施した。 

４）教員による補講計画の立案・調整 

 12月～2月に領域ごとに国家試験に対応した補講を依頼し、14 コマ実施した。 

５）学習強化組に対する支援 
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 模擬試験の結果により学習強化が必要な学生に対し、時期に応じた対策を年間で計画 

し、模擬試験の追加、自己学習への支援を実施した。 

６）保健師国家試験受験予定者や既卒者に対する国試対策の計画・実施した。 

 

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、佐藤みほ、中川陽子、藤村朗子、

利光重信事務部長、望月陽子事務員 
活動内容 

本委員会は学生の就職・進学に関する支援を充実させるため、以下の活動を行った。 

1）就職支援活動 

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。閲覧可能な情報は、北海道から沖縄の全国 286 施設の就職案内

であり、最新のインターンシップや病院見学の情報が入手できる。さらに、看護師として活躍し

ている卒業生からのメッセージも掲示している。 

3 年次生を対象とした支援では、就職説明会（国立病院機構看護学生フォーラム・就職説明会、

国立病院機構病院説明会）、卒業生との懇談会、就職支援講座を開催した。個別では学生が

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

面接の実施など各学生に応じた支援を行った。この取り組みにより、平成 27 年度卒業生 98 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は日本学生支援機構、東京都看護師等修学資金、病院施

設からの奨学金であった。 
 

1-9. 

 

1-10. 図書委員会 

構成員 

山田巧、委員、真下綾子、金子あけみ、田野将尊、山口幸子、飯嶋正敏司書 

活動内容 

１）文献複写相殺サービス 
平成 27 年 4 月より個人研究費、教育費の範囲で ILL 文献複写等料金相殺サービスの

運用を開始した。司書、経理財務部の協力のもと、スムースな運用ができている。利用

者の利便性も高まりサービス向上の一環として成果が見られている。 
２）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。平成 27 年度は 2 回に分け実施した。1 回 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している。この作業
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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っている。なお、廃棄図書は

古紙業者に買い取ってもらっている。 
３）図書・雑誌購入 
臨床看護学コースと災害看護学コース別々に予算化し購入した。災害看護学コースで

購入した図書は、立川キャンパスの図書館が開設するまでは、各領域で管理することと

した。 
４）図書館に関する月次報告の実施 
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毎月行った。

複写サービスについては、インターネットからフリーアクセス可能な文献も含まれてい

ることから教職員に注意喚起を行い、キャンセル数が減少した。これらのデータを参考

にしながら、利用者へのサービス向上、司書業務の共有を行っている。 

 

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（7 月まで））、橋本美幸（委員長（8 月より））、加藤章子（副委員長）、 

山田英子、松本和史、田野将尊、小山珠美、石﨑実、鶴巻香奈子、掛川裕史（入試広報部部

長）、佐久間雄一（事務部） 

活動内容 

１）大学案内について 

（1）平成 27 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。 

 平成 28 年度の大学総合案内の作成準備（人員選定、「Ｑ＆Ａ」更新）を行った。 
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

病院機構東が丘キャンパス、国立病院機構立川キャンパス）は、本委員会、東が丘事務部、

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通り実施で

きた。 

（2）国立病院機構東が丘キャンパスにおいて、個別見学会を平成 27 年 5 月より平成 28 年 1

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、合計 9 回（参

加人数 165 人）実施した。 

（3）下北沢成徳高等学校１・2 学年 20 名への模擬授業とキャンパス見学会を行った。 

３）ホームページについて 

（1）本委員会担当者が、5 月と 12 月にホームページの教員でデータベースの更新、新規採用

教員のデータベース登録を行い、ＨＰで公開した。 

４）その他 

   学報「こころ」を計画とおり 2 回/年発行し、教育活動や学生支援のＰＲ活動を行った。 

  オープンキャンパス・入試説明会などに協力してくれる教員と学生への説明・準備のフォーム

を担当委員が作成した。 

 

1-12.看護学研究科カリキュラム委員会 
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構成員 

山西文子（委員長）、今井秀樹（副委員長）、大石時子、橋本美幸、真下綾子、 

小野孝二（７月迄）、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、研究科教授会への

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、進学の面接指導などを実施した。 

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。「高度実践助産コース」は国家試験受験者の１００％

合格を目指して前年度同様に指導等を実施。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「高度実践看護コース」、「高度実践助産コース」の両コースは改正カリキュラムに基づ

く教育の実施を行い評価した。 

改正保助看法による特定行為研修制度が開始され、平成２７年１０月から本学も指定研修機関

として、過去に修了した８０名に修了証明を発行するため研修目標、科目、方法、評価等カリキュ

ラムとの整合性を図るための確認を行い、外部委員を含めた「研修管理委員会」で審議して頂く

ための資料を作成した。 

NPコースに関する臨床教授会は、３箇所の実習施設で年２回ずつ実施し、より良い実習をする

ための「実習指導要綱の検討」および実習終了後の評価等を行ってきた。 
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3．学内行事の概要 

学年暦 

【 前 期 】 【 後 期 】 
4 月 
1 日 新入生ガイダンス 
2 日 入学式 
3 日 学内オリエンテーション、健康診断 
7 日 前期セメスター授業開始 

24 日 看護学生フォーラム 
30 日 新入生合宿研修(～5/1) 
 

10 月 
1 日 後期セメスター授業開始 

22 日 災害訓練 

5 月 
11 日 在宅看護学実習(臨床～6/19) 

11 月 
7 日 医愛祭(～8 日まで) 

15 日 指定校・公募推薦入学試験 
30 日 老年看護学実習(臨床～12/11) 
 

6 月 
8 日 基礎看護学統合実習(臨床～6/19) 

19 日 スポーツ大会 
29 日 看護学体験実習(臨床～7/3) 
 

12 月 
1 日 開学記念日 
4 日 消防訓練（臨床） 
7 日 消防訓練（災害） 

25 日 冬季休業開始(～H28/1/5) 
 

7 月 
13 日 看護学体験実習(災害～7/17) 
21 日 看護学統合実習(臨床～8/7) 

基礎看護学統合実習(災害～7/31) 
 

1 月 
19 日 国立病院機構病院説明会 
 

8 月 
 1 日 オープンキャンパス 
7 日 夏季休業開始(～9/30 まで) 

31 日 各論実習－母性看護学実習等 
(臨床～H28/2/19) 

2 月 
4 日 一般前期入学試験 
8 日 日常生活援助展開実習(災害～2/12) 

15 日 老年看護学実習（災害～2/24） 
18 日 一般後期入学試験 
22 日 就職支援講座 

日常生活援助展開実習(臨床～2/26) 
23 日 卒業生との懇談会 
 

9 月 
 

3 月 
 1 日 学位記授与式・修了式 
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１）オープンキャンパス 
 国立病院機構キャンパスでは 8 月 1 日(土)に実施され、受験生、父母等を合わせ、573 名

の参加があった。なお、オープンキャンパスの概要は以下の通りである。 
会場 : 国立病院機構キャンパス 本館 1 階～3 階 

（1）全体説明会(学部紹介) (HM301 教室 9:30～14:00 の間に 3 回実施 1 回 60 分程度) 
【内 容】 

東が丘・立川看護学部の理念・教育方針 
・学部理念とカリキュラム紹介 
・キャンパスライフ(在学生体験談) 
・提携病院(国立病院機構)と学部の連携について 

（2）全体説明会(全体講演) (HM306 教室 9:30～14:30 の間に 4 回実施 1 回 50 分程度) 
【内 容】 

・学長挨拶「大学の理念」 
・入試広報「入試概要説明 

（3）全体説明会(推薦入試)「総合問題」対策講座 (HM306 教室 12:00～12:45 45 分程度) 
 【内 容】 
  ・看護系大学入試に詳しい予備校講師による本学の過去の「総合問題」に基づく分析と 

解説 
（4）個別相談会 (HM206 教室) 

・東が丘・立川看護学部個別相談 
・大学院個別相談 

(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) 
・医療保健学部個別相談 
・入試総合相談 
・就職・奨学金・学生寮相談 
・在学生と話そうコーナー&海外研修展示 

（5）体験コーナー 
・在宅看護学に触れてみよう！！(1 階 HM104 実習室) 

高齢者の疑似体験、在宅で使用する様々なケア用品の展示と実演 
・基礎看護技術の世界へようこそ(1 階 HM107 実習室) 
  体位変換の体験、血圧測定の体験、衛生学手洗いの体験、演習モデル展示 
・看護基盤学の紹介(2 階 HM205 教室) 
  顕微鏡を使用して、実験動物の肝、肺、腎および脳などの病理組織を見る。 
・大学院高度実践看護コース(2 階 HM204 演習室) 
  体験授業：臨床推論ってこんなこと～いつもと少し違う考え方で～ 他 
・大学院高度実践助産コース(1 階 HM106 実習室) 
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   母性看護・助産のケアを体験しよう！ 
（6）東京医療センター見学会 

1 グループ約 15 名の 6 編成で、所要時間は約 40 分の病院見学を実施。 
午後 2 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。 

 
2）東が丘・立川看護学部見学会 

 本年度の見学会は、8 月 23 日(日)に災害医療センター、29 日(土)に国立病院機構キャン

パスにおいて実施された。受験希望者、父母等を含め 210 名の参加があった。 
(8/23…126 名、8/29…84 名) 

 
3）個別見学会 
  下記の日程で個別見学会を実施した。 
  平成 27 年 5 月 20 日(水)、6 月 25 日(木)、7 月 15 日(水)、9 月 15 日(火)、10 月 7 日(水)、

10 月 23 日(金)、12 月 2 日(水)、12 月 18 日(金)、平成 28 年 1 月 13 日(水) 
 
4）公開講座等の開催 (FD 企画を含む) 
   ①27.4.6(月)  16:00～17:00  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) 

②27.6.25(木)  17:00～18:30  HM201 
  テーマ: 「授業計画の立案方法について」 

   講 師: 石田 千絵氏 (准教授) 
   ③27.8.20(木)  13:00～14:30  HM206 
     テーマ: 「倫理審査申請書と研究計画書の書き方」 
   講 師: 今井 秀樹氏 (教授) 
   ④27.10.14(水)  17:00～18:30  HM201 
   テーマ: 「学生の能動的学修を促すための取り組みについて」 
   講 師: 今井 秀樹氏 (教授) 
   ⑤28.1.21(木)  17:00～18:30  H2511 
     テーマ: 「特定看護師の現在と今後の課題」 
    講 師: 草間 朋子氏 (副学長、看護学研究科長) 
   ⑥28.3.18(金)  13:00～14:30  HM201 
     テーマ: 「実習評価の基本と実際」 
    講 師: 岩本 郁子氏(准教授)、竹内 朋子氏(准教授) 
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5）学友会活動 
 （1）スポーツ大会 
   学友会の全学行事である、スポーツ大会が 6 月 19 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 320 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 7 日(土)・8 日(日)に世田谷キャンパスで開催され、 
本年は 2 日間で 1,242 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 を使用した「子供の蘇生法」を実施した。 

来場者は 1 日目に 140 名、2 日目には 265 名となった。 
 
 

教育活動（入学試験） 

1）平成 28度入学者選抜状況(選抜試験は平成２７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り

である。 

 

【東が丘・立川看護学部看護学科】 

入学試験の概要 (名)

試験日

臨床 (25) 20 臨床 (25) 20 臨床 (25) 20 臨床 (25) 20

災害 (14) 16 災害 (14) 16 災害 (14) 16 災害 (14) 16

計 (39) 36 計 (39) 36 計 (39) 36 計 (39) 36

臨床 (45) 36 臨床 (45) 36 臨床 (32) 32 臨床 (32) 32

災害 (41) 43 災害 (41) 43 災害 (29) 39 災害 (29) 39

計 (86) 79 計 (86) 79 計 (61) 71 計 (61) 71

臨床 (334) 215 臨床 (334) 215 臨床 (74) 88 臨床 (5) 16

災害 (129) 109 災害 (129) 109 災害 (28) 34 災害 (5) 7

計 (463) 324 計 (463) 324 計 (102) 122 計 (10) 23

臨床 (481) 367 臨床 (457) 348 臨床 (98) 100 臨床 (34) 39

災害 (191) 194 災害 (180) 185 災害 (31) 57 災害 (40) 36

計 (672) 561 計 (637) 533 計 (129) 157 計 (74) 75

臨床 (146) 109 臨床 (132) 99 臨床 (17) 17 臨床 (12) 5

災害 (45) 56 災害 (33) 50 災害 (4) 3 災害 (5) 10

計 (191) 165 計 (165) 149 計 (21) 20 計 (17) 15

臨床 (8) 10 臨床 (8) 10 臨床 (3) 4 臨床 (2) 1

災害 (2) 5 災害 (2) 5 災害 (2) 2 災害 (0) 2

計 (10) 15 計 (10) 15 計 (5) 6 計 (2) 3

臨床 (1,039) 757 臨床 (1,001) 728 臨床 (249) 261 臨床 (110) 113

災害 (422) 423 災害 (399) 408 災害 (108) 151 災害 (93) 110

計 (1,461) 1,180 計 (1,400) 1,136 計 (357) 412 計 (203) 223

※　（　）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

(2.0) 3.0

5.7

(6.4) 5.3

－

競争倍率

Ⓒ/Ⓐ

20

合計 (200) 200 (7.0)

(30.9) 21.615

一般入試　後期 (20) (8.3) 7.5

100

合格者数 入学者数

指定校推薦入試 11月15日(日) (40) 40 －

志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ

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16日（土）

    17日（日）

　1月16日（土）

    17日（日）

2月4日(木)

2月18日(木)

公募制推薦入試 (20)

センター試験利用入試

前期

一般入試　前期

(15)
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○ 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 28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 

（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 28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（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（各 100点） 

 

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（各 100 点） 
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【大学院看護学研究科】 

入学試験の概要

(1)高度実践看護コース(平成22年度設置) (名)

試験日

10月3日(土) (14) 12 (14) 12 (14) 10 (14) 10

12月5日(土) (6) 4 (6) 4 (5) 4 (5) 4

1月23日(土) (－) 4 (－) 4 (－) 4 (－) 4

(20) 20 (20) 20 (20) 20 (1.0) 1.0 (19) 18 (19) 18

(2)高度実践助産コース(平成24年度設置) (名)

試験日

10月3日(土) (7) 6 (7) 6 (5) 6 (4) 6

12月5日(土) (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2

1月23日(土) (－) 1 (－) 1 (－) 1 (－) 1

(10) 10 (10) 9 (10) 9 (1.0) 0.9 (8) 9 (7) 9

(3)看護科学コース(平成26年度設置) (名)

試験日

10月3日(土) (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1

12月5日(土) (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0

1月23日(土) (－) 3 (－) 3 (－) 3 (－) 3

(若干名) 若干名 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4

(4)博士課程(平成26年度設置) (名)

試験日

10月3日(土) (4) 2 (4) 2 (2) 2 (2) 2

12月5日(土) (－) ― (－) ― (－) ― (－) ―

1月23日(土) (－) ― (－) ― (－) ― (－) ―

(2) 2 (4) 2 (4) 2 (2.0) 1.0 (2) 2 (2) 2合計

合格者数 入学者数

第1次募集

一般入学試験

(2) 2 －
第2次募集

一般入学試験

第3次募集

一般入学試験

合計 －

試験区分 定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ
競争倍率

Ⓒ/Ⓐ

競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数 入学者数

第1次募集

一般入学試験

(若干名) 若干名 －
第2次募集

一般入学試験

第3次募集

一般入学試験

合計

試験区分 定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ

競争倍率

Ⓒ/Ⓐ
合格者数 入学者数

第1次募集

一般入学試験

(10) 10 －
第2次募集

一般入学試験

第3次募集

一般入学試験

※（　）は、昨年度の実績

　※第2次募集、第3次募集は定員充足のため未実施

競争倍率

Ⓒ/Ⓐ

合計

－

試験区分 定員Ⓐ 志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ

合格者数 入学者数

第1次募集

一般入学試験

(20) 20

志願者数Ⓑ 受験者数Ⓒ試験区分 定員Ⓐ

第2次募集

一般入学試験

第3次募集

一般入学試験

 

○ 選抜方法 

[修士課程] 

筆記試験、面接及び出願書類を総合して判定 

1）筆記試験 

 （高度実践看護コース、高度実践助産コース） 

看護学に関する総合的な基礎知識を問う問題。 

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 

 

（看護科学コース） 
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 保健・医療分野に関する知識と論理的思考力を問う問題。 

 また、一部の問題は、英語の能力を問う問題。合計 3問。辞書持ち込み可。 

2）面接試験 

一人 15 分程度 

 

[博士課程] 

学力試験・面接の結果が一定の基準に達した者から、学力試験・面接の結果及び 

出願書類を総合的に評価して判定 

１）筆記試験 

 保健・医療分野に関する知識と論理的思考力を問う問題。 

 また、一部の問題は、英語の能力を問う問題。合計 3問。辞書持ち込み可。 

２）面接試験 

一人 15分程度 
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４．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 今井 秀樹 教授 22.4.1 採用 

  
酒井 一夫 教授 27.10.1 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 

  
鶴巻 香奈子 助教 27.4.1  採用 

 総合看護学 山西 文子 教授 25.4.1  採用 

 
 岩本 郁子 准教授 24.4.1 採用 

  山田 巧 准教授 25.4.1 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 

  
佐藤 佑香 助手 25.4.16 採用 

  海江田 育実 助手 26.4.1 採用 

  川﨑 香織 助手 27.4.1 採用 

 成人・老年看護学 真下 綾子 准教授 25.4.1 採用 

  
竹内 朋子 准教授 25.4.1 採用 

 
 

岩渕 起江 講師 24.4.1 採用 

  
松本 和史 講師 27.4.1 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 

 
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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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 

  
田野 将尊 講師 27.4.1 採用 

  
中村 裕美 助教 22.4.1 採用 

 
地域看護学 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 

  
手塚 久美子 助手 27.4.1 採用 

 その他 金子 あけみ 准教授 22.4.1 採用 

     

災害看護学コース 看護基盤学 高木 晴良 准教授 26.4.1 採用 

  石井 美恵子 准教授 26.4.1 採用 

  堀田 昇吾 助手 25.7.1 採用 

 基礎看護学 岩満 裕子 准教授 26.4.1 採用 

  山田 英子 講師 27.4.1 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 

  福田 淑江 講師 26.4.1 採用 

  藤村 朗子 講師 27.4.1 採用 

  田中 優希 助手 27.6.1 採用 

  大関 春美 助手 27.10.1 採用 

 小児看護学 江口 千代 講師 27.4.1 採用 

  土屋 沙織 助手 27.4.1 採用 

 母性看護学 鈴木 久美子 准教授 26.4.1 採用 

  山口 幸子 講師 27.4.1 採用 

  吉田 亜希子 助手 27.4.1 採用 

 精神看護学 金子 眞理子 教授 27.4.1 採用 

  伊藤 桂子 准教授 22.4.1 採用 

  石﨑 実 助教 27.4.1 採用 

 在宅看護学 桜井 礼子 教授 27.4.1 採用 

  中川 陽子 講師 25.4.1 採用 

  小山 珠美 助教 27.4.1 採用 

  寺井 佳奈江 助手 27.4.1 採用 
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事務職員 役職 氏名 

 部長 利光 重信 

 職員 上山 淳 

 職員 佐久間 雄一 

 
職員 齋藤 容子 

 職員 鎌田 りみ 

 職員 細井 智世 

 職員 望月 陽子 

 職員 池田 美紀子 

 職員 安形 茂 

 
図書館司書 飯嶋 正敏 

 図書館司書 田中 瞳 

 
図書館司書 金森 美里 

 
保健室・相談室担当 原田 直美 
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教育活動（臨床看護学コース） 

【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、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

の理解度に差があるため、できるだけ基礎的な内容から扱うように工夫した。また、学生の個別

の質問に応じ、全学生が最低限の必要知識を得られるように対応した。次年度も学生間で知

識の差があると予想される。そのため、学生には予習および復習を促し、授業で使用するスライ

ドはよりわかりやすいものとなるよう工夫し、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）公衆衛生学： 3 年次生前期 

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。来年度も内容のアップデートを行う。 

3）英語論文の購読：3 年次生前期 

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
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る。学生にはその重要性・大切さを認識させたい。 

1）チーム医療とスキルミックス：4 年次前期 

山西文子、武田純三、久部洋子、大島久二、加藤良一、磯部陽、 

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」「医療安全管理」「地域連携」「病院管理・運

営に関する実際」「薬剤師・臨床検査技師・放射線技師等メディカルスタッフの役割」など役割

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幅広く実践報告を聞き、

その中て理解を深めた。 

2）看護マネジメント：4 年次前期 

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。 

そのため医学・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、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、4 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。看護学統合実習の導入的な内容で、スム

ーズに実際に繋がった。 

3）NP 論(選択科目)： 4 年次前期 

草間朋子、山西文子 

本学大学院において、高度実践看護 (NP)コースを開設しており、NP に関心を持っている 

学部学生が多いことから開設した科目である。1 学年の殆どが本科目を選択し、授業にも積極

的に参加した。前半は我が国における NP 教育の実態及び世界各国における NP 教育・役割・

活動の実際について概要を講義し、その後は我が国において大学院 NP コースを修了し現場

で活躍しているNPの方々に活動の実際を話して貰い、後半の 30分の時間を質疑応答の時間

とした。毎回クラス全員が発言し積極的参加型の授業にした。最後の日にはハワイ州で小児の

NPをしている日本人の方が１時間講義された。本授業では、クリティカルNP、プライマリNP、小

児 NP と活動の場もバラエティに富み、活動の実際がとても興味深く、最後まで充実感を味わえ

た。関心が高い学生が多く、入学して以来このような授業は始めてである。本授業は今までの

講義の中で一番良かったと反応が聞かれた。 

4）看護政策論 (選択科目)：4 年次前期 

草間朋子、山西文子 

看護行政等に関心の高い学生の選択者は 23 名であった。 
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看護実践を支える関係法律・制度が立案されていく過程を理解し、将来に役立つための政

策的な視点を培い、看護政策策定に参加できる基礎的な能力を養うことが少数でもめざして欲

しいとの考えの下、開設した科目である。基礎的な知識と実際の政策決定過程に携わった実

践編、その過程において必要な手法である課題に対するディベートの演習を行い、非常にリア

ルにプロセスを学べた。また必要な交渉力、説得と合意形成などの重要な知識・技術を学び、

演習等を通して基本的な看護行政を司る役割の重要性を認識し問題意識を持つことに繋がっ

た。学部生には非常に高度かも知れないと思っていたが、選択した人は感心の高い人達で、

能力も高く、各人のニーズにも合っていた様で各人の学びが深まった。 

5）看護学統合実習：4 年次前期 

山西文子 岩本郁子 

本実習は、3単位 135時間で 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ている。看護実践能力の向上、看護

を統合的にマネジメントするための基礎的能力の育成、自己コントロールと自己開発絵の課題

の明確化を目的としている。 

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 45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。 

今年度は実習開始前に実習施設への訪問日を設定し、実習施設の看護マネジメント、看護

の特徴についての説明を受け、実習施設の見学を行い、事前学習の効果を図るとともにスムー

ズに実習が開始できるようにした。実習終了後は領域責任者を招集し実習の評価を実施し来

年度に向けての課題を確認した。 

6）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、看護師としての責務を追究する姿勢の育成を目的としている。テキス

トは自己学習に活用できるよう事例掲載が多いものを選択した。また、実習経験が少ない学生

が自分の問題としてイメージできるよう毎回の授業で、倫理的判断が必要な事例を記載した用

紙を配布し、学生個々がどのようにその事例の倫理的問題をとらえ判断するかについて記載す

る時間を設定し、倫理的問題に対する関心を高めるよう工夫した。 

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を設定

した。グループワーク前に課題提出を課した個人ワークを実施したため反転学習としての効果

があり、昨年度よりグループワークのコマ数を 1 コマ減らしても十分な事例分析を行うことができ

た。評価はレポートと筆記試験で行ったが、基本的な知識を問う筆記試験の結果が思わしくな

かった。医療倫理を理解するための主な概念等は、医療者の共通用語であるため、来年度は

学生が基本的な知識を確実に獲得できるよう学習強化を図りたい。 

7）医療安全学：3 年次後期 

岩本郁子 
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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、医療機関レベルでの医療安全につい

ての取り組みについて理解できるよう実習施設で活躍している医療安全係長 (看護職)に 1 コ

マ授業を依頼した。また、授業ごとに実習での体験の記述や事例についての考え方を問いうレ

ポートを課し、2年次生までの実習体験をできるだけ想起しながら医療安全について取り組める

ようにした。 

【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）看護学概論：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。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）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 佐藤 佑香 海江田 育実 川﨑 香織  



24 
 

小川弥生 鶴巻 香奈子 中村 裕美 山本 由紀子 

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、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学習を開始し、2 か月間の座学を通し

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いて見学することや指導者か

ら説明を受けることにより、座学で学んだことを体験的に学んだ。そして、カンファレンスやレポ

ート記述、全体まとめ等を通して実習で学習した内容をさらに整理し、深化させた。看護学生と

して初めての実習であることから、教員がカンファレンスやまとめの場で学生が見学したこと・説

明を受けた内容を教材化して提示すること、学生が表明した看護に対する感動、発見、疑問、

批判的意見を受けとめて支持的に関わり、看護学を学ぶ動機付けとなるよう指導した。最終日

の発表会では、実習指導者・学内教員参加の下、具体的かつ整理された学びの内容が発表さ

れ、大きな学習効果を得たことが伺えた。  

本実習での学びを看護学の学習に反映させることや健康管理や身だしなみ、挨拶、時間厳

守といった社会人としての基本的事項を整えることができるよう指導を継続していく。 

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 川﨑 香織 佐藤 佑香  

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 

松山 友子 穴沢 小百合 髙橋 智子 海江田 育実 川﨑 香織 佐藤 佑香  

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、講義ではこれら

を強調し、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、

無菌操作、注射、点滴静脈注射、静脈血採血、浣腸や膀胱留置カテーテルの挿入・抜去の技

術が実施できるように、事前課題を強化するとともにグループごとに教員が技術指導や実施後

のまとめを行った。学生は、これらの学習を通し、患者誤認防止・誤薬防止・誤刺防止の方法と

その重要性および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。 
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次年度も、診療の補助技術においてより高い倫理性と正確性、安全性が意識付けられるよう授

業を工夫していく。 

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 川﨑 香織 佐藤 佑香 

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、清潔援助について教授した。演習では清潔援助や事例を用いた日常生活

援助と診療の補助技術を統合した援助についての計画・実施・評価を行った。看護技術の統

合の援助内容は、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

充足状況の判断や患者の個別性に応じた援助を検討した。援助方法をグループで検討・実施

することにより、個別性に応じた工夫の理解を深めることができた。また実習で使用する記録用

紙を用いたことで、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。 

次年度も、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 佐藤 佑香 海江田 育実 川﨑 香織 

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。一人の人間を系統的かつ包括的に捉えるため、ヘンダーソンの 14 の

基本的ニードの枠組みに沿って観察項目を抽出する、独自のアセスメントガイドの作成を課題

とした。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を通してより具体的・実

践的なものにすることで、見落としのないアセスメントに向け活用できる。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、

水銀血圧計の使用廃止に伴い、血圧測定は水銀レス血圧計を用いた。バイタルサインの測定

に関する原理と方法を学習し、学生一人ひとりの技術の習得状況を確認した。さまざまな種類

の血圧計による測定も実施し、それらのメリット・デメリットを理解することで患者の個別に合わせ

た看護用具の選択ができるよう指導した。 

今後、患者の個別性に応じたコミュニケーション方法や面接内容の応用、バイタルサインの

測定ができるよう指導を継続する。 

7）フィジカルアセスメント：1 年次後期 

穴沢 小百合 山田 巧 松山 友子 髙橋 智子 佐藤 佑香 海江田育実 川﨑 香織 

 対象の健康問題を把握するために、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。昨年度同様、テキスト等を参考にしながら主体的に学習する時間を設定したり、大

学院生による 「心音の異常」 に関する講義・演習を実施したりすることで、フィジカルアセスメ

ント能力の強化に加えて、自ら学ぶ主体性の強化、看護学の学習に対する動機付けになった。

また、実習でも使用する記録用紙を用いて、事例患者に対する問診とバイタルサイン測定の看
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護計画を立案し、実施・評価するという実習での実践場面を想定した演習を行うことで、より実

践に近い思考と行動の強化に繋がった。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、自己の課

題等についてグループワークを行い、発表することで、実践への動機付けや課題の明確化を

図ることができた。 

今後はより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く。 

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 川﨑 香織 佐藤 佑香  

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

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

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

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

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

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

で実施しながらステップを進めたので理解ができたと述べていた。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）日常生活援助展開実習：1 年次後期 

松山 友子 穴沢 小百合 髙橋 智子 鶴巻 香奈子  中村 裕美 秋場 研 今井 真喜  

小川 弥生 海江田 育実 加藤 江里子 川﨑 香織 佐藤 佑香  中村 孔美 堀田 昇吾  

羽鳥 恵美  牧 栄理  手塚 久美子  

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。   

昨年度から継続し、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

り、グループで技術確認を実施したりしたことにより、学生が実践に向けた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 髙橋 智子 鶴巻 香奈子 中村 裕美  

秋場 研 今井 真喜  小川 弥生  海江田 育実 加藤 江里子 川﨑 香織  佐藤 佑香   

中村 孔美 早坂 奈美 堀田 昇吾 芳賀 祥子  

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。 
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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、1年次に展

開した事例資料を使用した事前課題を実施し、実習への導入として効果的であった。次年度も

継続して検討したい。 

11）看護教育学： 4 年次後期 

松山 友子 穴沢 小百合 

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、実際に学生が 5 分間の授業を展開し、相互評価することを

通し、看護学教育の授業設計や評価の考え方を学習した。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、毎回の授業テーマに関するレポートを継続しつつ、

グループでの検討も充実させたい。 

【成人・老年看護学領域】 

教育方針 

成人・老年看護学では、成人期と老年期を一連のライフサイクルとして捉え、幅広い年齢層

の多様な健康問題を抱える人々を対象とした看護実践能力を育成する。 

教育過程としては、はじめに成人・老年期にある人々の身体・心理・社会的特徴を理解し、

次いで各期の代表的な疾患に対する標準的な看護を学習する。そして成人・老年期にある

人々の看護に必要となる技術演習や、具体的な事例に対して看護計画を立案する演習など、

臨床実践を意識した授業科目を展開する。さらに臨床実習では、マニュアル化された看護では

なく、対象それぞれのもつ多様な個別性を重視した custom-made の看護を実践する力の育成

を目指している。 

臨床実践に直結する教育を担う領域として、“tomorrow’s Nurse”の基礎となる科学的・論理

的問題解決能力の錬成につながる講義・演習・実習を展開していきたい。 

1）成人看護学概論：１年次後期 
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 竹内 朋子 

   成人期にある人々の身体・心理・社会的特徴をふまえ、成人看護学の基本理念を理解する

ことを目標とした。対象への理解を深めるため、成人期の人々の健康に関する人口統計データ

の概説と併せて、様々なライフイベント、生活習慣と健康問題の関連など、自己に置き換えて

考えられる学習課題を設定した。また、成人看護にまつわる主要な諸理論・概念について概説

し、自己のこれまでの具体的な経験と照らし合わせることで理解が深まるよう工夫した。また、成

人期にある人々を取り巻く社会環境と健康問題について、それぞれ関心の高いテーマに対し

て意見をまとめて議論し、成人期の人々の多様な健康観に関する理解を促した。 

成人看護学の導入となる科目であるため、次年度も看護の対象となる人々の多様性や個別

性を重視する意義を充分に理解できる講義を目指したい。 

2）成人看護実践論Ⅰ（急性期）：３年次前期 

松本 和史, 秋場 研 

急性期にある対象の身体的・心理的・社会的特徴と生命維持、合併症予防、QOL 向上の

ための看護について理解することを目標とした。科目の前半では、生命維持機能と生命危機状

態についての講義を行い、その後周術期の看護の講義につなげることで、侵襲による身体の

変化やその予防方法について包括的に理解できるようにした。また、急性期の心理社会的側

面を理論的に理解するために危機理論などを用いて説明した。さらに、急性期看護に必要な

看護技術として、呼吸管理・輸液管理・創傷処置・ドレーン管理の演習を実施した。演習前に

は、看護技術の原理などを講義し、知識と技術が統合できるよう工夫した。後半は、代表的な

手術療法を行う疾患の看護についての講義を行い、各手術療法に特有の合併症や看護につ

いての理解を深めた。 

次年度も急性期にある対象に必要な看護の実際を理解できるような実践的な科目内容を目

指したい。 

3）成人看護実践論Ⅱ（慢性期）：２年次前期 

岩渕 起江, 竹内 朋子, 松本 和史 

初回の講義では慢性疾患を持つ患者の看護に必要な諸理論について講義を実施した。ま

た、病と共に生きる患者の受容過程や患者指導および教育について視覚教材や実演を伴った

講義を取り入れた。2 回目以降は器官系統別に慢性的経過をたどる代表疾患とその看護につ

いて講義した。さらに、看護実践力を高めるため、臨床実習でも経験することが比較的多い血

糖測定の演習とインシュリン注射のデモンストレーションを実施した。 

カリキュラム改正により、本科目は本年度で終講となる。 

4）成人看護実践論Ⅲ（回復期）：２年次後期 

松本 和史, 竹内 朋子, 秋場 研, 日髙 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

し、セルフケアを再構築するための看護について理解することを目標とした。回復過程への看

護援助が重要となるような疾患・手術をいくつか取り上げ、その手術を受けた患者の看護に関

する講義と術後回復期にある事例の演習を組み合わせて行った。講義に先立って、解剖生理

や病態生理等の既習の学習内容を復習できるような事前課題を課した。回復期患者の事例演

習では、事前に事例に対する看護計画を立案させた上で、その看護計画を模擬患者に実践
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するシミュレーション演習を行い、看護計画に患者の個別性を考慮することの重要性を理解で

きるよう促した。これら事前課題・講義・看護計画模擬実践の組み合わせにより、臨床場面に必

要な基礎的知識から看護展開を行う上で求められる実践能力までを統合して獲得できるよう工

夫した。 

カリキュラム改定により、本科目は本年度で終講となる。 

5）成人看護実践論Ⅳ（終末期）：３年次前期 

竹内 朋子 

終末期にある患者とその家族を全人的に理解し、苦痛の緩和やその人らしさを支える看護

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

職を目指す者として、自己の死生観を充分に深化させるともに、死にまつわる多様な価値観を

理解できるよう、体験型ワークやディスカッションなどを取り入れたり、看護学以外の学問領域の

知見についても言及するなどして講義展開を工夫した。 

次年度も自ら「死」について熟考し、他者と死生観を議論する契機となる講義を目指したい。 

6）成人看護の探求：３年次後期 

  竹内 朋子, 岩渕 起江, 松本 和史, 秋場 研 

  成人看護に関する今日的課題について理解し、看護職として自己の見解を述べられること

を目標とした。急性期・慢性期・終末期の経過別および成人看護全般の枠組みの中から8つの

テーマを選出し、それぞれについて基礎的な知識から最新の動向を講義した。講義は特定の

知見に偏ることなく多義的な解釈が可能な猶予のある内容にし、参加型ワークやディスカッショ

ンを通して他者の価値観についても理解できるよう工夫した。各回の講義後にテーマに関して

論述するレポートを課し、考察を深められるように促した。 

次年度も看護職としての知的好奇心を発展的に探究する講義を目指したい。 

7）成人看護学実習Ⅰ（急性期）：３年次後期 

松本 和史, 秋場 研 

外科的治療を受ける患者を 1 名受け持ち、周術期から回復期までの看護展開を行った。今

年度は、受け持ち患者などの手術見学を取り入れることで、患者が受ける侵襲の実際を学び、

術前・術中・術後の経過をシームレスに理解できるよう図った。さらに、手術見学では、周術期

の看護師の役割や多職種連携の理解が深まるように働きかけを行った。病棟での看護展開で

は、術直後から全身状態の観察や合併症の予防のための看護援助を自分で計画したうえで行

うよう促した。また、初めて周術期患者を受け持つことになる学生でも術後の急速な経過への理

解が遅れないよう、病棟で使用しているクリニカルパスなどを積極的に活用し、経過を予測して

看護を計画・実践できるよう工夫した。これらにより急性期における患者やその家族のおかれた

状況、治療経過に応じた看護援助、合併症の予防について実践的な学びを深めた。 

次年度も、周術期を中心とした急性期の看護を自律的に考え実践できる能力を獲得できる

ような実習展開を目指したい。 

8）成人看護学実習Ⅱ（慢性期）：３年次後期 

岩渕 起江, 今井 真喜, 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看護実践を学ぶことを目的とし、独立行政法人国立病院
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機構東京医療センターと東京病院にて臨床実習を展開した。入院期間の短縮に伴い学生の

受け持ち期間中に患者が退院することが多く、退院に際しての多職種との連携や社会復帰支

援について学ぶ機会を得ることができた。しかし、受け持ち期間が短期となったため患者のア

セスメントが不十分なこともあり、個別性をとらえた看護の展開が困難なケースもあった。 

次年度は学内での事前準備やカンファレンスをさらに充実させ、個別性のある看護展開を実

施できるようにしたい。 

9）成人看護学実習Ⅲ（終末期）：３年次通年 

竹内 朋子, 小川 弥生, 中村 孔美 

   終末期患者を 1 名ずつ受け持ち、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。 

  次年度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 

竹内 朋子, 岩渕 起江 

老年期にある人々の身体・心理・社会的特徴をふまえ、老年看護学の基本理念を理解する

ことを目標とした。対象への理解を深めるため、人口統計データに基づいて高齢者の動向を概

観し、老年看護学に関する諸理論・概念、高齢者に関する社会保障制度について講義した。

また、加齢による身体的変化が日常生活動作へ及ぼす影響を学習するため、高齢者体験キッ

ドを用いた高齢者体験演習を取り入れた。講義に際しては、自分の老後の生活をイメージした

り、老年観を問う課題などを通して、加齢（aging）を身近に感じることができるように工夫した。 

次年度も老年期にある人々を多角的に理解できるような講義を目指したい。 

11）老年看護実践論：２年次前期 

岩渕 起江, 松本 和史, 日髙 未希恵, 今井 真喜, 秋場 研, 中村 孔美, 小川 弥生 

講義では高齢者の身体機能の低下および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、看護職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、褥瘡予防のためのポジショニング技術を実施した。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。演習形態は昨年度の課題をふまえ全て個人ワークとすることで、看

護過程の展開の一連のプロセスを各自が充分に学習することができた。 

カリキュラム改正に伴い本科目は本年度で終講となる。 

12）老年看護学実習Ⅰ：２年次後期 

岩渕 起江, 竹内 朋子, 松本 和史, 日髙 未希恵, 秋場 研, 中村 孔美,今井 真喜、小川 

弥生 

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 施設で実習することによ

って、地域と施設それぞれ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標とした。

複数の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

題等について学習することができた。昨年度の課題であったカンファレンスの運営については、
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オリエンテーションとプレカンファレンスを実施することで効果的なカンファレンスの運営を実現

できた。課題としては、施設実習で得られた学びを考察する時間を十分に確保できないまま実

習が進行したことである。 

次年度は施設実習の翌日に学内実習を設定することで日々の学びを深め、翌日の実習目

標を明確にした実習を展開していきたい。 

13）老年看護学実習Ⅱ：３年次後期 

岩渕 起江, 日髙 未希恵 

65歳以上の高齢者を 1名ずつ受け持ち、高齢者の特徴をふまえた看護実践を展開した。本

科目では経過別や疾患別看護に特化せず、高齢者および家族に対して、入院中だけではなく、

退院後の生活を視野に入れたに看護を実践できるよう指導した。しかし、「退院支援」や「セル

フマネジメント」というキーワードを含む「成人看護学実習Ⅱ（慢性期）」の方向性と一部重複す

ることから、特に「成人看護学実習Ⅱ（慢性期）」でも高齢者の患者を受け持った場合では本科

目との弁別が困難になりがちであった。 

したがって次年度は、事前学習の項目や実習レポート課題、記録様式を見直し、「成人看護

学実習Ⅱ」との相違点が明確となるよう検討していきたい。 

【小児看護学領域】 

教育方針 

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」、「小児看護実践論」

および「小児看護学実習」の科目で構成している。学生がさまざまな状況にある子どもと家族を

理解できるために、小児の臨床場面をより臨場感あるように思考し、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、小野治子 

小児各期の成長発達や発達評価および発達理論を学び、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する。また、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

とを目的とした。 

講義内容は、健康な子どもを理解することをねらいとして、乳・幼児期、学童期の子どもの成

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5歳までの子ど

もとの学習や遊びのかかわりを通して、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。その結果、多くの学生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。「小児看護におけるリフレクション」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 

子どもと家族を理解し、子どもの病状や経過、子ども特有の症状に応じた看護実践に必要な
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基礎的知識を学ぶ。また、子どもの健康障害の回復や成長発達の促進に向けて、子どもと家族

の援助方法を理解する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、看護を展開した。 

小児看護技術演習においては、小児看護に特有な看護技術として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。今後は、病状や治療

に関する情報と成長発達との関連を明確になるよう留意する。 

3）小児看護学実習：3 年次後期 

小村三千代、玄順烈、小野治子 

子どもの特徴や成長発達、家族のつながりに対する理解を深め、子どもの成長発達段階およ

び健康レベルに応じた小児看護実践に必要な基礎的能力を養うことを目的とした。実習は、東

京医療センター5B病棟および、国立成育医療研究センターの3看護単位において2週間（10日

間）実施した。 

実践内容は、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、実習 1週目の

水曜日を学内日とした。学内日では、基礎知識の確認とアセスメントの指導、子どもの状況に

応じ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、子どもが力を発揮するための

援助を創意工夫し実践することができた。 

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、関係構築の援助ができた。また、

看護技術到達度の評価を実習指導者とともに行うことで、看護技術の定着に役立てた。今後は、

学生の学習達成度や技術到達度の評価を継続的に行うとともに、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、関屋伸子、朝澤恭子、加藤江里子、三島典子 

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
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いとした。講義内容は、母性の概念、リプロダクテイブヘルス/ライツの概念、セクシュアリテイー  

(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。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、朝澤恭子、加藤江里子、橋本美幸、加藤章子、宮崎文子 

 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、リプロダクティブ・ヘルスケアを実践するうえでの援助

方法を学ぶことを目的とした。授業は、講義と演習により構成し、対象である母子の生理的・社

会的特徴などの基礎知識を踏まえて、対象のニーズを理解できるようにした。講義では毎回ミ

ニテストを取り入れて学んだ知識が定着するよう工夫した。演習は、母性看護の基本的看護技

術と看護過程の展開シミュレーションで構成し、基礎知識を踏まえて対象のニーズをアセスメン

トし、ケアのための具体的な計画や看護技術が実践できるように計画した。学生は、母子の身

体的・心理・社会的特徴を理解した上で、ウェルネスの視点でマタニティ期ある対象者をアセス

メントし、周産期の母子とその家族に対する基本的な母性看護技術を習得した。 

3） 母性看護学実習：3 年次通年  

朝澤恭子、関屋伸子、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。 

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、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



34 
 

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】 

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、田野将尊、中村裕美、金子眞理子、伊藤桂子、石崎実 

看護を提供する上で重要なコミュニケーションに焦点を当てた科目である。コミュニケーショ

ンの構成要素や影響する要因などの理解を深め、自己のコミュニケーションを見つめ直し、自

己啓発していく重要性を認識することを目的とした。内容としては、日常的な場面の「聴く」・「話

す」等の技術について、陥りがちな課題に焦点を当てながら、段階的に実際の臨床場面での

効果的なコミュニケーションを考えていける構成とした。また、看護場面での対象との支援関係

形成や信頼関係構築を考えることを目的として、プロセスレコードを活用した。学生が積極的に

参加できるように、すべての授業において、ワークシートを用いた体験型の授業展開を行った。

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

コミュニケーションを常に模索していけるような授業展開を心がけていきたい。 

2) 精神看護学概論：2 年次後期 

田中留伊、田野将尊、中村裕美、金子眞理子、伊藤桂子、石崎実 

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 

田中留伊、田野将尊、中村裕美、金子眞理子、伊藤桂子、石崎実 

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
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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、田野将尊、金子眞理子、伊藤桂子、石崎実 

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

科書を用いて授業を展開した。障害とともに生きることで社会生活への参加が制限されたり、生

活行動の変更を余儀なくされる対象に対する理解を深めるために視聴覚教材を用いて学び、

看護の特徴を考えられるように授業を行った。また、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、田野将尊、中村裕美、金子眞理子、伊藤桂子、石崎実 

独立行政法人国立病院機構東京医療センター、国立研究開発法人国立精神・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、精神障害を持って生きる

人を包括的に理解するとともに、精神障害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

神障害者観を明らかにし、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。 

 

【地域看護学】 

教育方針 

地域看護学領域では、在宅看護学と看護師を対象とした地域看護学を教授している。 
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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している。 

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

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

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

の地区診断の理論と方法、住民・専門職・関係者が協働で取り組む健康増進計画等の立案・

実践・評価、地域包括ケアシステム、施策化等について学習すると共に、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、地域住民全ての安心安全な暮らしを守

る視点を学習する。 

1）家族看護学：2 年次後期 

石田千絵、竹内朋子、田中留伊、玄順烈、関屋伸子、佐藤潤、岩渕起江 

家族を単位として展開する看護の考え方を理解したうえで、様々な視点で家族を捉える見方 

を養い、病気や障害が家族に与える影響と家族が障害や患者に与える影響について理解し、

家族看護の意義と役割を学ぶことを目標とした。また、家族の役割・機能、現代の家族の諸問

題に着眼しながら、家族観を見つめなおすことができるように講義を行った。 

   本科目の第一の特徴は、「オムニバス方式」で行っていることである。家族や家族看護学に

ついての学習を、「小児」「女性」「男性」「高齢者」「死にゆく人」「精神障害」「在宅療養者」を 7

名の教員が担当することで、柔軟に効果的な学びができているようであった。 

第二の特徴は、疾患の枠を超えた「女性」と「男性」の講義があることである。母親や父親の

体験を客観的に見直しつつ、自分の近い将来をイメージすることで、家族を予防や保健管理

の視点での学習が可能となり、ウェルネスの理解が高まる内容となった。 

対象が 2 年生であることから疾患についての知識不足は否めないが、授業スタイルはメリット

の多い方法であると考えられたので、来年度も同様の授業内容とする予定である。 

2）在宅看護学概論：3 年次前期 

石田千絵、佐藤潤、牧栄理、手塚久美子 

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。 

3）在宅看護学実践論：3 年次後期 
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石田千絵、佐藤潤、牧栄理、手塚久美子、西田壽代、岡部宏生、酒井ひとみ、今井啓二、仁

科恵美子、植木良明、徳永幸介、藤野智子、伊藤梓 

  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支援、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の内

容と看護技術他、最新の機器や情報と共に提供した。 

  ②では、ケアマネジメント会議のロールプレイ、地域診断のロールプレイを通して、在宅療養者

の置かれた環境を広く学び、生活の場で看護支援をすることの意味の理解を深めさせた。さら

に、訪問看護ステーションの立ち上げに関する講義・演習や在宅療養者の看護過程の事例展

開を通して、在宅療養者支援に必要な看護の役割と機能を学ぶとと共に、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。 

4）地域看護学概論：3 年次後期  

佐藤潤、石田千絵、村瀬誠、牧栄理、手塚久美子 

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。 

5）災害看護学：4 年次前期 

石田千絵、石井美恵子、秋場研、佐藤潤、牧栄理、手塚久美子、青木太郎、田村早苗、万波

大悟、水野英明、二瓶哲彰、仲尾淳一 

 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ことと、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、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掲げ

た。これらの目標を実現しつつ、より高い視点に導くために、異なる領域の３者で主な担当を分

担した。 

地域看護学領域の教員は、災害医療・看護の基礎と看護師・保健師の活動等、広く担当し

つつ、中長期の心身の支援に力を注いだ。災害看護学のスペシャリストである石井先生は、急

性期の災害医療・看護と他国への災害支援を担当し、国内外における急性期の具体的かつ広

域的支援の視点を中心に講義を行った。成人・老年看護学領域の秋場先生は、BLS 演習を担
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当し、BLS 研修の第一人者である青木氏他、多くのボランティアの力を得て、看護職に相応し

い救命救急の演習を実施した。 

平成 26年度カリキュラムの学生までは同様の内容で講義を進める予定であるが、平成 27年

度カリキュラムより BLS 演習は成人急性期領域で実施し、本科目では災害時の負傷者対策を

実施する予定である。 

6）ヘルスプロモーション論：4 年次後期 

佐藤潤，石田千絵，牧栄理，手塚久美子 

ヘルスプロモーションの概念，基本的理論と方法，ヘルスプロモーションにおける看護の位

置づけや看護援助の視点，期待される役割などを学習することを目的に講義を行った。一連の

講義では，一次予防に焦点を当て，ヘルスプロモーションの概念を理解し，各ライフステージに

対応した生活習慣病等の予防・介護予防のための具体的な健康増進方策について理解させ

た。また，目黒区の協力の下，目黒保健所での講義実習を実施した。この講義実習を通して保

健所の機能・役割を学び看護職が健康課題を抱えた対象に対してどのようなヘルスプロモー

ション活動を実践しているのかを理解させた。 

本科目は講義が中心の科目になるが，科目の終盤に見学実習を加える事で，机上の知識と

現場の状況との融合を図ることができていた。ヘルスプロモーションの理念や実践は，年々変

化していくものであるため，次年度も講義内容を up to date していくことが必要である。 

7）健康教育論：4 年次後期 

佐藤潤，石田千絵，牧栄理，手塚久美子 

さまざまな健康課題を抱えた対象（個人・家族・グループ）に対して，課題解決および予防的

観点から対象のセルフケア能力・エンパワメントを高める効果的な看護を行うための健康教育

の基本的理論と手法を学ぶことを目的に講義を行った。一連の講義では，慢性疾患や障がい

などの様々な健康課題を抱えた対象に対して，課題解決に向けたセルフケア能力・自己効力

感を高めるための理論を理解し，自立支援へとつなげる具体的な手法について理解させた。ま

た，目黒区の協力の下，目黒保健所での講義実習を実施した。この講義実習を通して保健所

の機能・役割を学び看護職が健康課題を抱えた対象に対してどのような健康教育手法を実践

しているのかを理解させた。 

  本科目は講義が中心の科目になるが，科目の終盤に見学実習を加える事で，机上の知識と

現場の状況との融合を図ることができていた。次年度は，時代にニーズに即した地域住民の自

立支援を促す健康教育に焦点を当てるように内容をブラッシュアップする予定である。 

8）在宅看護学実習：4 年次前期 

石田千絵、佐藤潤、牧栄理、手塚久美子、小山珠美、寺井佳奈江、諸原純子、板倉美沙絵 

療養者・家族が安全に安心してその人らしい生活を営むために必要な保健・医療・社会福

祉の連携や多職種との協働の実際を学び、地域包括ケアシステムの中の看護の役割と機能を

考察することを目的として実習を行った。地域における療養者支援の実際から、療養者・家族と

療養環境に対する理解を深め、健康・生活上の課題とその看護方法について学ぶことも目指

した。 

訪問看護ステーションでの 7 日間の実習では、訪問看護師や理学療法士・作業療法士のも

とで、療養者・家族の健康・生活上の課題とその支援方法を学び、療養者・家族に対する看護
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の継続と安全性の確保について学んだ。 

地域包括支援センターでの 1 日実習では、地域包括ケアシステムにおける保健・医療・社会

福祉のそれぞれの役割と連携を学び、看護の役割と機能を考察した。 

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、実習施設の特徴や看護師の役割について理解

を深めさせた。また、全ての実習を効果的に実践できるように、3 年次の在宅看護学実践論を

事前学習として有効に活用した。 

9）地域看護管理論実習：4 年次前期（留年生 2 名を対象） 

石田千絵、佐藤潤、牧栄理、手塚久美子 

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：江東区保健所・保健センター、目黒区地域包括支

援センター、川口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。 

  本実習は昨年度で終了をしているものだが、今年度 2 名の留年生を対象に実施した。在校生

に対象の学生はいないため、今年度でこの科目は終了する。 

10）地域看護活動展開論実習：4 年次前期（留年生 2 名を対象） 

石田千絵、佐藤潤、牧栄理、手塚久美子 

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。渋谷教育学園渋谷中学高等学校にお

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。 

本実習は昨年度で終了をしているものだが、今年度 2 名の留年生を対象に実施した。在校

生に対象の学生はいないため、今年度でこの科目は終了する。 
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教育活動（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、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年次後期 

高木晴良、石井美恵子、小宇田智子、鶴巻加奈子、堀田昇吾、松本真之介、伊東丈夫、 

佐藤康弘 

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。今年度は顕微鏡、組織学に関する専門家を学外から非常勤とし

てお願いしたため、より教育効果の高いプログラムとなった。 

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。 



41 
 

【基礎看護学領域】 

教育方針 

看護とは何かを学び、看護師を目指す意欲が高まることを目指すと共に、災害看護学

コースとして災害時に必要となる基本的知識も含めた内容とした。本学の育成したい能

力でもある「実践能力」を修得するための方略として、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、実習の

場を通し、振り返り自ら考え、今後の学習の必要性を理解し、継続的な学習ができる意

欲的な学生の育成を教育方針とした。28 年度は、学生が看護とは何かを感じとり、看護

師に成るという意欲が高まることを目的とし、看護師として持つべき能力とは何かを「人

間理解」の視点から考え、「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

育の基盤に置き教授する。更に、講義・演習で習得した知識と技術を実習の場を通し、

自己を振り返り、これからの学習の必要性を理解できる意欲的な学生の育成を目指す。 

1）看護学概論：１年次前期 

岩満裕子 

  看護の基本概念である「人間、健康、環境とは何か」について、ナイチンゲールとヘ

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、看護の

変遷が理解できるように講義した。ヘンダーソンに関しては、看護過程展開時に繋がる

ようにヘンダーソンの視点について教授した。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を基に、看護の喜びが感じられ

る内容と平常時と災害時の違いも含め講義内容を構築した。「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。次年度は、今年度同様に看護師の役割とその重要性、看護師として活

動がイメージ化できるように事例等を活用した講義内容としていく。 

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教授した。 

看護倫理に関しては、基本である世界医学界宣言と看護師の倫理綱領の内容が理解で

きるよう読み砕き、倫理観が深められるように実施した。医療倫理に関しては、トム・

Ｌ・ビーチャムらの記した「生命医学倫理」を活用し教授した。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することで、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行った。各自が倫理的問題事例を提

示するという事後課題等で思考を深める教育内容とした。次年度は、今年度同様、初学

者でも理解できるように倫理的課題の事例を用いて教授し、災害看護の視点も網羅した
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倫理教育を実施する。 

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 

山田英子、岩満裕子、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看護技術を学ぶこと、看護実践にお

いて対象の日常生活にかかわるニーズを判断し、科学的根拠に基づく適切な方法で、人

間の尊厳や権利の擁護、安全・安楽に配慮しながら援助を実施するための基本的知識・

技術・態度を学習することを目的として、授業形態は講義と演習を交えて実施した。演

習の進め方は、事前に講義内容の復習とナーシングスキルによる演習項目のイメージ化

をし、演習で教員のデモンストレーションを見学することで自己学習内容を活かして観

察できるようにした。実技訓練においては、各担当教員から個別に技術の要点や実施上

の留意点の確認、患者への配慮について指導を行った。適宜グループワークを取り入れ、

討議や発表をすることで学生相互の学びを深めるように進めた。演習終了後は、各自が

手順書を作成し、演習を振り返って学びを整理し、講義内容と統合することを目指した。

次年度は、今年度同様に実施すると共に、患者体験を看護に活かしていく事を視点に入

れた講義・演習内容とする。 

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 

佐藤みほ、岩満裕子、山田英子、栗林好子、加藤知子 

医療現場でより高い倫理性と正確性、安全性が求められる診療の補助技術について、

看護職による専門的な診療の補助の意義と方法及び、実践する上で必要な知識・技術・

態度の習得を学習目標とした。人間の健康および医療に関する理解を基盤とし、看護師

が診療の補助を行う意義や診療補助時に必要な看護師の自律的判断に関する講義を踏ま

え、診療補助時に重要な感染防御や無菌操作の知識と技術の習得を起点とし、授業を進

めた。次いで、排泄機能に困難を抱える患者の援助として浣腸、膀胱留置カテーテルの

知識、与薬と検査の援助として与薬方法、注射、静脈血採血の知識についての講義を踏

まえ、技術演習を行った。正確な知識・技術の獲得、効果的な技術演習に向けて、講義

時の配布資料に基づき事前学習を徹底させた。いずれの援助技術においても必須な高い

倫理性と正確性、安全性を意識しながら技術を実施できるよう、教員による個別の技術

指導を行った。 

次年度以降も、科学的な知識に基づく看護師による自律的な判断を通して、高い倫理

性に基づく、安全で正確な治療・処置への援助を実施できるよう、講義・演習内容とす

る。 

5） 看護実践技術論Ⅲ （看護技術の統合）：１年後期 

佐藤みほ、岩満裕子、山田英子、栗林好子、加藤知子 

  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・応用し、最善の看護を実
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践する意義と方法を学ぶことを学習目標とした。講義では清潔援助に関する基本知識と、

種々の清潔援助技術を教授した。演習では対象のニードを判断し、個別性、安全・安楽、

及び倫理的配慮を考慮した看護援助を実施できることを到達点として、事例を用いてグ

ループワークを行った。事例検討には、日常生活援助展開実習の記録用紙を活用し、患

者の個別性に配慮した援助内容・方法の工夫、看護技術の原則の個別性への適用方法に

ついて、思考を深化させることができた。また援助の実施と評価を記録することで、患

者の反応を捉えることや援助を評価することの意義を学び得ていた。さらに本講義の事

例演習は、日常生活援助展開実習のレディネス形成にも繋がった。次年度以降も、日常

生活援助の知識と技術を統合する力と、対象の個別性に応じた援助方法の実施とその意

義の習得に向け、講義・演習内容とする。 

6）ヘルスアセスメント：１年前期 

岩満裕子、山田英子、佐藤みほ、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、対象から得た情報を系統的かつ包括的にとらえることの重

要性を理解し実施できることを目的とした。患者に提供する援助技術の演習では、冷罨

法を実施し、人体の解剖・生理を理解した援助が如何に効果的な援助方法と成り、解剖

生理を学ぶことの重要性が分かる内容とした。昨年、本科目だけではバイタルサインが

確実に測定できない学生が実習中見受けられた為、基礎の他の演習時間でも毎回、血圧

測定を実施し、バイタルサインは確実に取れる実践力を持つ教育を実施した。次年度は、

同様に実施すると共に、実習において患者とのコミュニケーション力の低さを高めるこ

とに繋げる為、本講義にて、問診技術とコミュニケーションの実践力を高める内容を強

化した教育内容とする。 

7）フィジカルアセスメント：１年後期 

岩満裕子、山田英子、佐藤みほ、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かを

実演を通し教授した。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

を組み立てると共に、学生がフィジカルアセスメントに興味を持つように人体の反応や

誰にでも聞き分けられる聴診及び打診について教授した。肺と心音の聴診については、

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、今年度同様に実施するが、

看護師に成ってすぐに活用できる技術と災害時に必要なフィジカルアセスメントにも焦

点を置いた教育内容とする。 
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8）看護過程と看護方法論：1年次後期 

佐藤みほ、岩満裕子、山田英子、栗林好子、加藤知子 

看護の対象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た。

各回授業は、知識・理論に関する講義と、知識・理論の活用を学ぶための個人演習課題

から構成した。個人演習では、より具体的な理解を促すために、視聴覚教材による患者

事例を用いた。個人演習課題には毎回教員がコメントを入れ、次回授業時に返却すると

ともに解説した。さらに看護過程展開の知識や技術を定着させるために、視聴覚教材に

よる複数種類の患者事例を用いてグループワークにより看護過程を展開させた。展開し

た看護過程はグループ毎に発表し、質疑応答の時間も設け、相互理解を深めることがで

きるようにした。次年度以降も、看護過程に関する基本的知識・理論の習得を図るとと

もに、看護過程展開の実践力獲得に向け、患者事例演習が充実する講義内容とする。 

9）看護学体験実習：１年次前期 

岩満裕子、山田英子、佐藤みほ、栗林好子、加藤知子、石崎実、吉田亜希子、寺井佳奈

江、土屋沙織、田中優希 

  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、病院組織の理解が

深まり、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共有できるよう実施した。次

年度は、更に、チーム医療を見据えた、多職種の活動にも焦点を当てた実習とする。 

9）日常生活援助展開実習：１年次後期 

岩満裕子、山田英子、佐藤みほ、栗林好子、加藤知子、山口幸子、中川陽子、小山珠美、

石崎実、大関春美、吉田亜希子、寺井佳奈江、堀田昇吾、苅田明子、山上妙子（非常勤） 

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。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盤に、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。昨年度も援助を実際できず見学で終

わった学生がいたが、今年度は 3 名のみで実際に患者さんへの援助が実施でき、バイタ
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ルサインや記録面でも次年度よりは教育効果が見える実習であった。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。 

更に、身体的機能の側面だけからでなく、疾患的視点も考慮した援助計画ができるよう

学生の教育進度を考慮し過負荷にならない方法で実施する。 

11） 基礎看護学統合実習：2年次前期 

岩満裕子、山田英子、佐藤みほ、栗林好子、加藤知子、真下綾子、江口千代、藤村朗子、

山口幸子、中川陽子、小山珠美、石崎実、吉田亜希子、寺井佳奈江、土屋沙織、田中優

希、山上妙子（非常勤） 

  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。入院患者を受持ち、看護過程を展開するこ

とを通し、看護の対象である人間を統合的に理解し、個別性に応じた看護を実践するた

めの基礎能力を身に着ける目的で実習を行った。病院側の臨床指導体制も整っており、

学生にとっての実習体制は整えられた実習であった。ただ、臨床側の求める疾患的知識

と学生の学習進行状況の違いがあり、事前学習として病棟別の疾患については病棟毎に

調べ、実習に臨んだが、求められる知識が高いところにあった部署もあり、今後、学生

の学習進行状況と本実習で目標とするレベルの臨床側との共通理解に向けた連携体制づ

くりを検討していく。 

次年度は、必要と成る基礎的疾患や病態の知識を実習前課題とするだけではなく、各

自が調べてきた知識が活用できるような実習体制も考え、学生が実習を意義あるものと

して思い出になるように整えていく。更に、日常生活援助の実践力を修得できるよう学

内の自己学習課題を再検討し、手順を体得させ実習に臨むことを目標とする。 

【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発展させ科学的・理論

的な看護実践を追究する。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に教育する。 

看護専門職として人間に対する尊重の姿勢と自律性・自発性を大切に育成していくこと

を目指す。 

1）成人看護学概論：1年次後期  

新実絹代、藤村朗子 
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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を行い、学生の主体性を重視しつつ成人

各期の対象を共通性、個別性、多様性から捉え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。今年度は、健康段階別看護の特性を設け、健康段階と各期の関連性、看護の

概要を教授し健康の保持増進、健康問題に対する支援につなげた。成人期の健康では、

国民健康づくり対策・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

る健康障害を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。 

2）成人看護実践論Ⅱ 慢性期：2年次前期 

新実絹代、福田淑江、藤村朗子、田中優希、山口幸子、小山珠美、土屋沙織 

慢性期の定義、慢性疾患の特徴、経過をふまえ、慢性期にある対象を心理・社会的側

面、自己概念への影響、家族の特徴等多面的に理解できるようにした。次に慢性期看護

の特徴と役割をセルフマネジメント支援の基本、倫理的側面を含め教授した。対象のセ

ルフマネジメント能力を高める支援のための看護理論では、セルフケア理論、自己効力

理論、病みの軌跡理論等を事例と照合させ理解しやすくした。教育支援として、セルフ

モニタリング、症状マネジメント方法をおさえ、アンドラゴジー論による患者教育の考

え方、指導方法とプロセスを具体的に展開できるようにした。後半の講義では、慢性期

の代表疾患の看護を展開した。解剖生理、病態生理等を事前課題とし基礎知識を確認し

ながら進めた。技術演習として他領域の教員の協力体制の元「自己血糖測定」を行い、

患者体験、看護師としての教育指導を体験した。更に、慢性期の対象への切れ目ない医

療、看護のあり方を医療施設の退院調整看護師を招聘し学びを深めることができた。最

後に慢性期の対象の事例検討をグループワーク、全体発表を行い、活発な意見交換がで

き看護の理解を深めることができた。 

3）成人看護実践論Ⅲ 回復期：2年次後期 

藤村朗子、新実絹代、大関春美、苅田明子 

周手術期看護の定義、回復期看護の特徴、手術を受ける人ならびに家族の特徴を理解

し、回復を促進するための援助について教授した。併せて、がん看護の特徴や治療につ

いて教授し、健康障害別の看護の理解に繋げられるようにした。手術前・中・後の各期

の患者の特徴を踏まえた看護師の役割についてグループワークを行い、周手術期におけ

る看護師の役割について理解を深めることができた。「がん患者における意思決定支援」

をテーマにレポート課題を与えた。がん患者を取り巻く諸問題や看護の視点から考察し
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支援のあり方について学びを深めることができた。後半の講義では、身体系統別の健康

障害をもつ成人・家族の把握とその方法ならびに必要な具体的な看護について講義を行

った。解剖生理、病態生理、治療を踏まえた個別性のある看護が学べるよう、事例や臨

床場面のエピソード、視覚教材などを取り入れ臨床現場がイメージできるよう講義を展

開した。 

4）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。 

5）老年看護実践論：2年次前期 

福田淑江、新実絹代、藤村朗子、田中優希 

高齢者の健康レベルに応じた看護実践の方法の教授を目的に、導入として老年体験を

演習したことで加齢による運動機能低下、感覚器の障害等の後に続く講義内容の理解を

深めるとともに心理的・精神的変化についても思考を広げることができた。そして、高

齢者に多い症状と看護、高齢者に多い疾患と看護については、実習経験が少ない 2 年次

前期であることを踏まえ、できるだけ視覚的に、また、事例等の提示をしながら具体的

にイメージできるよう教材の工夫をした。また、高齢者の QOL 向上の視点、高齢者の虚

弱に対する予防的視点から高齢者とリハビリテーションについて健康レベルのプロセス

を通じてのリハビリテーションの意義について加えたことで、その重要性についても理

解が深まった。看護過程ついては、看護実践を導く思考方法として、事例を用いて看護

過程の展開を教授した。講義では、看護過程の概念、展開方法について教授し、事例を

通して実習記録を用いて演習を行い、学生自身の具体的認識に努めた。最終講義では、「看

護過程を学ぶ意義」をテーマにグループディスカッションを行い、看護専門職として問
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題解決思考を養う必要性について再認識できた。 

6）老年看護学実習Ⅰ：2年次後期 

新実絹代、福田淑江、藤村朗子、大関春美、苅田明子、鈴木久美子、佐藤みほ 

山口幸子、中川陽子、栗林好子、加藤知子、石﨑実、小山珠美、土屋沙織、寺井佳奈江 

山崎光子、平野道枝 

地域で生活する高齢者を取り巻く環境への理解を深め、高齢者の健康な生活を促進す

るヘルスケアシステムの活用と看護の実際、支援、援助を通して高齢者の方々への畏敬

と理解を深めることを目的としている。実習方法は、1週間目に、高齢者センター、介護

老人保健施設の見学実習で高齢者の生活の場の理解、アクティブシニアの理解、高齢者

の健康政策、福祉政策としてのヘルスケアサービスを理解するとした。2週目は、3日間

の医療施設実習を行い、高齢者の日常生活援助を行う中で、ライフヒストリ―等高齢者

と家族の全体像の理解、高齢者の特徴をふまえた援助方法の理解を中心とした。更に、

医療施設の退院調整看護師から「高齢者の在宅復帰に向けての支援」のテーマで臨床講

義を頂くことで、在宅復帰を目指した高齢者に関わる他職種連携、看護師の役割の理解

を深めることができた。次年度は、高齢者施設実習で 2週間実習を行う予定である。2週

間 3 種類の施設実習の統合として全体発表会を企画し全員の学生が目標到達することが

できた。 

【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その家族を一つの

対象として捉え理解し、小児看護が実践できる能力を養うことをねらいとしている。 子

どもが成長発達の過程で遭遇するからだ・こころ・社会関係の問題を、子どもや家族に

生じた事実からその情報を的確に捉えアセスメントし、看護者として子どもや家族へ柔

軟に対応できる小児看護力の基盤を身につけることを目指す。近年の少子化の中、子ど

もに接することの少ない学生が、さまざまな状況にある子どもと家族の多様性を理解で

きるよう具体的な事例や課題を通して、子どもを取り巻く社会背景を抑えつつ学生自ら

主体的に小児看護学を実践できる知識の修得を考えている。 

1）小児看護学概論：2年次後期 

江口千代 

小児看護学概論では、 小児看護が対象とする子どもとその家族を理解し、 子どもが

家族の中で育まれることを基本理解とするよう位置づけている。 

子どもの成長発達を情動・認知・運動機能の発達の側面から学習し、子どもは常に成長

発達していく存在であることを確認した。子どもは年齢や健康レベルに関わらず権利を

有し、それを行使できる主体であることをふまえ、子どもの日常の生活過程における小

児各期の発達段階に特有な健康上の問題や、現代の子どもをとりまく環境を提示し、わ

が国の法律・政策の視点から看護者としての支援は何かを追及できるよう工夫した。 
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また、わが国の子どもの問題だけでなく、世界各国の子どもの現状を映像や資料で提示

し、 より広い視野で子どもに起きている問題を捉え、看護者に何ができるかという視点

で学生個々人が思考し「子どもの成長発達」を促進するもの, 阻害するものを見いだし、

小児看護学の基盤としての理解を促した。 

次年度は、時代とともに変化する子どもを取り巻く社会環境や法律・政策などを常に

新しい視点で教授していくことに尽力する。 

【母性看護学領域】 

教育方針 

母性看護学では、女性のライフサイクルおよびマタニティサイクルにある妊娠・分娩・

産褥・新生児の生理・病態と母子及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、母性看護実践論、母性看護学実習から構成し

ている。 

1）母性看護学概論：2年次後期 

鈴木久美子、山口幸子、吉田亜希子 

   本科目では、母性の概念及び母性看護学の意義を理解し、人間の性と生殖（種族保存）

の側面から、女性をライフサイクルの視点でとらえ、母性各期における援助法および母

性看護の役割と重要性について認識を深めることを目的としている。母性の概念、セク

シュアリティ（人間としての性）、リプロダクティブヘルス/ライツ、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の看護、社会の変遷と母性看護の歴史、母子

保健統計の動向、母性看護の法整備、母性看護における倫理、母性看護における医療安

全、周産期医療におけるチーム医療について教授した。倫理的課題に直面した時の対応

についてはグループワークにて、学習を深めた。また、母性看護の役割について、学生

が主体的に母性看護に関連したテーマを設定し、グループワークで学習を進め、全体で

発表し、それぞれの学びを共有した。次年度にむけては、講義資料や内容について検討

し、講義内容の充実を図っていきたい。 

【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 
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伊藤桂子、金子眞理子、石崎実、田中留伊、田野将尊、中村裕美 

本年度より開講した必修科目であり、看護を提供する上で重要なコミュニケーション

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

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

ことを目的とした。内容としては、日常的な場面の「聴く」・「話す」等の技術について、

陥りがちな課題に焦点を当てながら、段階的に実際の臨床場面での効果的なコミュニケ

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

関係構築を考えることを目的として、プロセスレコードを活用した。学生が積極的に参

加できるように、すべての授業において、ワークシートを用いた体験型の授業展開を行

った。コミュニケーションが上手くいくことだけにとらわれず、専門的で相手の立場に

立った自分らしいコミュニケーションを常に模索していけるような授業展開を心がけて

いきたい。 

2）精神看護学概論：2年次後期 

金子眞理子、伊藤桂子、石崎実、田中留伊、田野将尊、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。 

【在宅看護学領域】 

教育方針 

 在宅看護学領域は、統合分野である在宅看護学、地域看護学、および看護マネジメン

トの災害看護学等の科目を担当する。高齢化が進み、地域包括ケアシステムが進められ

る中で、地域で生活する人々で様々な健康レベルの対象者に対して、地域という生活の

場での健康の維持・増進から看取りまでを支援する看護の働きが重要となると考えてい

る。特に在宅看護では、疾病や障がいをもちながら在宅で療養する療養者とその家族が

対象であり、療養者とその家族の思いを尊重し、その人らしく住み慣れた場所で生活し

続けられるように対象者のセルフケア能力を高めるよう支援していく知識・技術と実践

力を身につけて欲しいと考えている。このため、基礎看護学をはじめとする臨床実践看

護学などの臨床看護の知識を基礎とし、各領域での学びをつなげ、学内での演習や在宅

看護学実習を重視した教育内容にしたいと考えている。 

1）家族看護学：2年次生・後期 

桜井 礼子、中川 陽子、小山 珠美、寺井 佳奈江 
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  家族看護学は、すべての領域にとって基礎となる科目ととらえ、家族そのもののあり

様や家族機能の理解、看護の対象としての家族のアセスメントの視点と方法について教

授し、事例を用いた演習を交えて授業を進めた。多様化する家族形態や時代とともに変

化する家族の関係性をとらえ、アセスメントの視点を具体的な項目として提示し、家族

の全体像が描けるような家族看護過程の演習を試みた。演習に用いた事例については、

領域メンバーで協力して作成し準備した。アセスメント項目それぞれの意味を十分に理

解するための説明が不十分な点があり、演習課題については、グループ単位で作成をし

てもらったが、到達度に差がでる結果となった。また、さらに様々な事例を紹介し、家

族看護について理解を深めたいと考えていたが、十分な時間がとれなかった。 

 来年度は、今年度の反省点を踏まえて、家族のあり様や家族理論を用いた家族のアセス

メントの視点をわかりやすく教授し、家族看護過程の展開では、アセスメントツールを

工夫し、家族の全体像をとらえ、家族の問題点を明確にし、ケアにつなげていくことが

できる思考を育てたいと考えている。 
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【高度実践看護コース】 

教育方針 

NP コースのカリキュラムの概要、本コースクリティカル領域のＮＰ教育の考え方、授業科目と学習

進度および各科目毎のシラバスをできるだけ詳細に記し、教育計画がどのような考えで、誰がどこ

まで実施しているかが理解できる資料としてシラバス冊子を作成し、学生および学内教員はもとより

実習施設の指導者全員に配布し、コース全体の教育内容を関係者で共有し、折に触れシラバスを

確認するよう院生、指導者に促してきた。 

本年度は、改正保助看法による特定行為研修に関する指定研修施設に指定されたことから、シ

ラバスには追加の内容等を更に詳細に記し、実習指導要綱と共に学生の学習がスムーズに進むよ

うに実施していきたい。また、血管可視化装置、特定行為修得のためのシミュレーターや施設を整

備し、可能な教育媒体を活用し、新しい環境の下で高度な判断力・実践力が身につくよう関係者に

協力して頂き、充実した内容で教育ができるよう院生をサポートするとともに学ぶ環境の充実をめざ

す。 

今年度も３箇所の実習施設との臨床教授会は年２回ずつ実施し、教育計画に対する意見交換や

評価についての検討を行うこととしている。 

また、修了生が５回生となったことから、NP 教育に積極的に携わるよう関係・連携を密にして修了生

の自身の教育力がアップ出来るように可能な限り支援していきたい。 

１）クリティカル NP 特論：１年次前期 

草間朋子、山西文子、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Ｎ

Ｐ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Ｎ

Ｐを学ぶ上での導入部分はしっかりと動機づけられた。 

  本学は本年度改正保助看法の下、特定行為研修施設に指定されたことから、本制度の特徴を正

確に把握し、実際はどのような活動を実施していくのか、手順書作成はどのようにすれば良いか等

必要な知識を身につけて研修修了要件を満たすように内容の追加をし、実際に手順書をグループ

で作成した。 

２）人体構造機能論：１年次通年  

松本純夫、磯部陽、今西宣晶 

   人体の構造について臨床に即した知識および検査画像読み取る能力の習得を目的として、学

生個人のプレゼンテーションとそれに対する医師のコメントからなる授業を行った。また人体解剖を

通して肉眼的に人体の構造を観察させた。次年度も同様の内容で行う予定である。 
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３）クリティカル疾病特論：１年次前期 

  山西文子、伴信彦、前島新史、小林佳郎、矢野尊啓、布施淳、安富大祐、樅山幸彦、吉川保、門

松賢、島田敦、浦岡俊夫、大石崇、山根章、小山田吉孝、中村芳樹、尾崎誠司、尾本健一郎、鈴

木亮、石志紘、岩田敏 

   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。 

４）診察・診断学特論：１年次前期 

山西文子、小野孝二、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 

   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。 

５）フィジカルアセスメント学演習：1 年次前期 

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。 

６）臨床推論：１年次前期 

山西文子、山田巧、尾藤誠司、鄭東孝、鈴木亮、南修司郎、安富大祐、尾本健一郎、菊野隆明、

矢野尊啓、髙橋正明、樋山光教、福田知雄、野田徹、込山修、齋籐史郎 

   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
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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。 

７）診断のための NP 実践演習：１年次後期 

山西文子、山田巧、岩本郁子、早坂奈美、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、髙橋正明、早川隆宣、近藤久禎、樋口順也 

   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年次前期 

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、石志紘 

   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年次後期 

山西文子、山田巧、小林佳郎、吉川保、島田敦、大石崇、加藤良一、中村芳郎、大迫茂登彦、石

志紘、矢野尊啓、尾藤誠司、 

   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
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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年次後期 

山西文子、山田巧、岩本郁子、早坂奈美、児玉奈桜、吉岡早戸、小井土雄一、小笠原智子、高里

良男、正岡博幸、尾本健一郎、磯部陽、宮田知恵子、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、髙橋正明、松

浦友一、齋籐史朗 

  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。特に今年度は特定行

為を意識したトレーニングを指導医の下で実施した。 

  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。 

１１）統合実習：２年次前期・後期通年 

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、桜井礼子、

鈴木久美子、真下綾子、福田淑恵、児玉菜桜 

   ２年時５月から１１月初めまで約６ヶ月間（一人の学生は１７週間）、国立病院機構東京医療センタ

ー、災害医療センター、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、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。 
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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 

石田千絵、山西文子、尾藤誠司、大島久二、岩田敏 、矢野尊啓、重冨杏子 

医療におけるインフォームドコンセントのもつ意味を理解し、診察で得られた所見、画像診断や

データ分析に基づく診断内容について、患者の状況に対応して説明できることを目標とした。看護

におけるコンサルテーションは、インフォームドコンセントの技術を用いた包括的な援助であること

を理解し、患者が納得するプロセスをたどれるよう具体的な実践方法を学べる内容とした。 

具体的には、インフォームドコンセントとコンサルテーションの基本理論と概念について学習し、そ

の関連を理解した後、オムニバス方式で臨床医師がクリティカル領域、外来、小児、終末期におけ

る現状と課題に関する講義を行った。これらの学習を踏まえたうえで、現役の高度実践看護師がイ

ンフォームドコンセントにおける役割の実際を講義し、各自が高度実践看護師の役割を明確にでき

る内容とした。 

１３）チーム医療とスキルミックス：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。 

１４）医療安全特論：１年次後期 

山西文子、岩渕起江、加藤良一、岩田敏、大石崇、福元大介 

   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。危険予知能力、医療事故防止対策は

NP としての判断能力等の力量に係っていることが解り、より一層学ぶ必要性が認識できた。 

１５）政策医療特論：１年次前期 
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山西文子、松本純夫、武田純三、加我君孝、野島照雄、石原博幸、大島久二 

   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。この事から広く我が国の医療提供体制の中で医療を必要としている患者さん

の特徴が理解でき、視野が広がった。 

１６）医療倫理特論（共通科目）：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、倫理の理念から説き起こし、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。事例検討は興味を持って積極的に取り組めており、クラス内での意見交換が活発

になされた。しかし、倫理の問題を掘り下げる視点から考えれば時間不足は歪めない。 

１７）ラボラトリー・メソッド特論（共通科目）：１年次前期 

今井秀樹、伴信彦、小野孝二、小宇田智子 

   ヒトの健康像を理解するうえで必要な医学・生物学の知識を得るための手法を教授した。臨床現

場で使われている手法や最新の科学研究で使われている手法を用い、個体、組織、遺伝子および

分子レベルでの生命現象について理解させた。来年度も同様の内容で行う予定である。 

１８）保健医療福祉システム論（共通科目）：１年次・後期（選択科目） 

桜井 礼子、金子 あけみ、佐藤 潤 

目まぐるしく変化する保健医療福祉システムの枠組みを理解し、新たなシステム構築やネットワ

ークの形成、社会資源の活用や創出し、今後の看護実践に活かすために、保健医療福祉に関す

る制度・法律の基礎知識を教授した。具体的には、疾病と社会との関係、社会保障全体の構造、保

健医療福祉の制度、および政策決定プロセスなどの講義内容であった。また、後半 5コマ分を演習

とし、2～3 名のグループ編成で、グループごとに課題を決めて文献検索を行い課題をまとめ、プレ

ゼンテーションとディスカッションの時間を設けた。演習は、自ら関心のある課題に取り組むこと、ま

た受講生がそれぞれ異なる背景や看護職としての経験を踏まえ、学生同士で活発なディスカッショ

ンが行われ、保健医療福祉制度に関する学びをさらに深める機会となったと考えられる。  

１９）看護教育学特論（共通科目）：１年次後期 

岩本郁子 竹内朋子 
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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は主と

して講義、③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 4 名、高度実践助産コー

ス 5 名が選択した。 

  今年度は1コマ、M2の学生に依頼し、三観を含む授業展開についての考え方や授業案の作成過

程の説明、模擬授業の展開、全体討議を実施した。模擬授業前であったため、それまでの教授－

学習－評価活動についての総括もでき、模擬授業のイメージ化にも有効であった。模擬授業は、

選択者の人数が 9 名であったためリフレクションの時間を十分に確保することができた。学生間の

ディスカッションも活発で次の授業展開に活用できる具体性もあった。次年度は、③に含まれる看

護学教育におおける教育方法の開発の内容を強化するため・時間配分等も合わせて検討したい。 

２０）看護管理学特論（共通科目）： 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」「安全管理」「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。「医療経済と看護活動」では、診療報酬制度と看護、医療・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「看護外来の設置」をテーマとし BSC で

事業計画を立案し発表まとめを行った。独創性に溢れ学習の成果が感じられた。今後も組織で新

たな役割を担い活躍が期待される学生のマネジメント力向上を目指したい。 

２１）研究特論（共通科目）：１年次前期 

（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）  

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、高木晴良 

   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。次年度は教員・内容の構成を若干変更する。 

２２）原著論文購読：１年次通年 

伴信彦、田中留伊、石井美恵子、小宇田智子、佐藤潤、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。 
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２３）課題研究：１〜２年次通年 

今井秀樹、伴信彦、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。 

≪課題研究テーマ一覧(高度実践看護コース) 

・人工呼吸器関連肺炎(VAP)予防のため頭位挙上に対する看護師の認識及び実践に関する実態 

調査   青木瑞智子 

指導教員名 草間研究科長 

・超音波を用いた横隔膜厚による人工呼吸器装着の影響評価              伊藤健大 

指導教員名 高木准教授 福田講師 

・がん化学療法に携わる看護師の専門職的自律性に関わる要素           印銀里絵子 

指導教員名 竹内准教授 田野講師 

・自動カフ圧コントローラーの人工呼吸器関連肺炎予防における有用性        大城智哉 

指導教員名 山田准教授 佐藤講師 

・集中治療部門に勤務する看護師の呼吸音判断能力の現状調査            尾嶋美里 

指導教員名 鈴木准教授 岩満准教授 栗林助教       

・危機回避のための電話連絡における看護師の思考・判断の実態           川崎竹哉 

指導教員名 石田准教授 朝澤講師 

・人工呼吸器下の小児・乳児に対するヘッドアップと分泌物の気管内挙動に関する実験的検討 

  斎藤岳史 

指導教員名 伴教授 酒井教授 

・診療看護師の大学院修了後の研修のあり方についての検討               高木知子 

指導教員名 日比野客員教授 橋本准教授 高橋助教 

・術後訪問に対する手術室看護師の意欲に関する検討                    坪根瞳 

指導教員名 新実准教授 中川講師 加藤助教 

・近親者が自殺した家族の状況と支援のありかた                      菱沼加寿子 

指導教員名 小村教授 伊藤准教授  

・野菜ジュース,コーヒーの術前経口補水液としての使用可能性の検討            平出翔 

指導教員名 日比野客員教授 橋本准教授 高橋助教 

・チームで取り組む医療安全対策の強化に関する研究                      藤岡純 

指導教員名 草間研究科長 小野准教授 

・弁膜症術後患者における入院中の内服セルフケアが退院後の治療効果に与える影響 

三重野雅裕 
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指導教員名 山田准教授 佐藤講師 

・末梢静脈穿刺時の「叩く」手技が静脈断面積の変化に及ぼす影響                 御船曜 

指導教員名 石田准教授 朝澤講師 

・経験年数 6 年以下の看護師の社会的スキルと精神健康度の実態調査           森泉元 

指導教員名 高木准教授 福田講師 

・前腕屈側部における微酸性次亜塩素酸水と消毒薬の殺菌効果の比較          山下典子 

指導教員名 田中准教授 小宇田講師 中村助教 

・看護師による呼吸数測定の完全実施に影響する要因                    山本晶子 

指導教員名 石井准教授 

≪課題研究テーマ一覧(高度実践助産コース) 

・立ち合い分娩中の夫の思いに関する助産師の認識及び支援の関連           江藤春奈 

指導教員名 松山教授 加藤講師 高橋助教 

・NICU の看護職による母乳育児支援の実態調査                        川畑佳奈 

指導教員名 宮崎教授 真下准教授 

・分娩期における貼付型磁気治療器による骨盤周囲の支持組織への刺激が胎児心拍に及ぼす影響 

                                                 武田万里恵 

指導教員名 松山教授 加藤講師 高橋助教 

 

【高度実践助産コース】 

教育方針 

平成２７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カリキュラムを分離して

展開した。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４年目となった今年度は過去３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％。 
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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 

山下博、大野暁子、林 茂徳、辻 浩介、滝川 彩 

   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。また妊婦期に

ついては医師の視点から異常を中心に教授した。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持ってもらうた

め教授した。婦人科疾患については、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とした。 

 講師が臨床での緊急手術等で、時間割通りに講義を行えないことがあり、講義内容の分担の仕

方や講義数について講師間での調整が必要である。 

３）助産薬理学特論： １年次後期 

中島研、八鍬奈穂、伊藤直樹 

八鍬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。中島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。 

妊産褥婦に頻用される治療薬の理解に中心をおいてきたが、正常な妊婦や授乳婦が薬局で手

軽に購入することができる薬剤やサプリメントの使用方法や注意点等について、講義内容を広げて

いくことも課題のひとつである。 

４）助産栄養学特論：１年前期 

  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。

北島准教授は、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

要な栄養管理に関して講義した。さらに、日本人の食事摂取基準 201５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調査等からの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法を解説し、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、臨床現場での保健指導を念頭に、症例を通し栄養アセスメントと栄養教育、食事

提案が実践できるような講義展開を増やす必要がある。 
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５）助産フィジカルアセスメント学演習： １年次前期 

  大石時子、山田巧 

   周産期の女性の全身の変化が正常範囲なのか異常を予兆するサインなのかを判断する助産診

断能力を育成するため、問診、全身のフィジカルイグザミネーションの技術とその得られた情報の

解釈について講義と演習を通して教授した。また周産期のみならず、女性のライフサイクルを通し

た健康を推進し異常を予防するための基礎的なアセスメントができる全身のフィジカルイグザミネー

ションの技術を教授した。具体的には、呼吸器系、循環器系、消化器系・リンパ系、神経系・運動系、

生殖器系のフィジカルイグザミネーションとアセスメントを教授し、それらを妊娠期と産褥期の全身

の変化のアセスメントに応用できるよう、まとめた。特に生殖器系では助産師として双手診や膣鏡診、

検体採取を退院診察や産褥一か月健診の場面で実践できるよう技術テストを行った。これらの技術

を正常異常の判断だけでなく、臨床推論として思考していく過程へと連動させていくことが課題で

ある。 

６）助産臨床推論： １年次後期 

関屋伸子、高橋 純、橋本美幸、鈴木久美子、宮﨑文子 

   女性の健康に対して医師が行う臨床診断の思考プロセスを理解するために、仮説演繹法、徹底

検討法、アルゴリズム法、パターン認識、問題解決方法、EBM、優先順位などの臨床推論の基本的

な関連概念を教示した。そのうえで事例を用いて診断仮説からの鑑別診断への絞り込みを 8 事例

のペーペーペイシェントを通して展開した。さらに、助産学教員を交えてグループディスカッション

を行い、分娩期における臨床推論の活用方法を考察した。それにより、対象の情報から診断仮説

を踏まえて情報収集の優先度の決定、ケアプラン立案への活用に繋げることができた。さらに、チ

ーム医療における助産師の役割について考察し、講義終了後に予定された助産学基礎実習（分

娩介助実習）へつなげることをねらいとした。次年度は助産における面接技術やフィジカルアセスメ

ントなどの技術演習を加えて、実際の臨床活動で実践できるような工夫が求められる。 

７）妊娠期診断・技術学Ⅰ： １年次前期 

橋本美幸、加藤章子、山本詩子 

妊娠期の心身の生理的変化と妊娠期に起こりやすい異常、胎児の成長発達、妊婦とその家族

へのケアと支援について講義した。妊娠期の助産過程と助産診断、妊娠期に必要な助産診断技術

については、講義を行ったうえで事例を用いて演習を行った。この際、ビデオ撮影し、演習終了後、

自身のコミュニケーションの取り方についての振り返りを学生各自で行い、実習に活かせるコミュニ

ケーションについて討論を行った。妊娠期の健康教育については、行動変容理論や教材感、対象

感、指導感についての講義を行い、これをもとに各自テーマを決めて保健指導計画案を考え、模

擬集団指導演習を実施した。 

次年度への課題は、妊娠期に必要な助産診断を行うための観察や技術力を高めるような演習を実

施し、基礎実習前に技術チェックを行う。 

８）妊娠期診断・技術学Ⅱ：１年次前期 

橋本美幸、高橋純 
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   助産診断技術の 1 つである超音波検査の原理と操作方法の基礎、臨床上の意義について講義

し、胎児計測（BPD,FL,AC）の実技演習を行った。医師による妊娠期の異常についての講義を行っ

た。また妊娠期のハイリスク事例「先天異常の疑いがある児をもつ家族の医学的・社会的・心理的

問題」、「自己決定を支援するケア」、以上の 2 点について助産師ができるケア・支援についての討

論、倫理的な助産ケアと先天性異常に対する社会的問題や自己の倫理観について考えることを目

的としディベートを行った。 

次年度への課題として、討論に使う時間が短く、時間配分の検討が必要である。 

９）分娩期診断・技術学Ⅰ：１年次前期 

橋本美幸、加藤章子、高橋純、馬場一憲 

分娩・出産の概念や知識、分娩期の助産診断と助産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、講義と演習を行った。講義では、骨盤や児頭モデルなど教材等を利用

しイメージ化をはかりながら行った。助産診断に関しては講義後、事例を用いてグループ討論を行

いながら、助産診断について学びを深めた。分娩介助技術では、仰臥位分娩介助のデモンストレ

ーションを、分娩介助手順とその意味づけをしながら行った。技術テストは、助産学基礎実習履修

の必須要件とし、前期 7月と後期 10月の 2回に分けて分娩介助技術テストを行った。テスト範囲は、

前期は清潔野作成まで、後期は分娩セットの準備から分娩終了後の清拭・説明までとした。技術試

験方法は、試験時に事例を提示し、アセスメント力と技術力の両方を評価する方法を用いた。後期

の技術試験の評価は、教員と成育医療研究センターと相模原病院の臨床指導者が行った。 

次年度は、分娩の経過に伴う助産診断力と技術力を強化する演習に力を入れ、助産実践力の強

化を図りたい。 

１０）分娩期診断・技術学Ⅱ：１年次後期 

橋本美幸、高橋純、加藤章子 

緊急時に助産業務に附随するとされている縫合や産科麻酔について医師による講義を行っ

た。持針器の使い方、縫合の仕方、糸結びなどの演習後、豚肉を用いて実際に縫合の演習を行っ

た。 周産期ハイリスク事例を用いて、助産師にできるケアについて考え、討論した。テーマは、「出

産前に胎児の死亡が確認された産婦への分娩期におけるケア」と産科的医療事故の防止を目的と

した産科医療保障制度の報告書を分析し、「医師への報告のタイミング」について考え、討論を行

った。 

  次年度は、実際の会陰縫合の見学実習を行う。また、ハイリスク事例の討論については有意義な

討論が行え、継続していく。 

１１）産褥期診断・技術学：１年次通年 

加藤章子 橋本美幸 宮下美代子 達野百合子 

本科目では、産褥期女性の身体的・心理的・社会的変化に応じた助産診断とケアを行うため

の基本的な知識と技術の修得および各種乳房管理法、代替医療を用いた支援の実際を理解する

こと目標とした。基本的知識は、事前課題を学習後、プレテストを実施し自己の学習強化項目を確

認した。応用編として事例を提示し産褥期の助産診断を個別およびグループワークですすめディ
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スカッションで理解を深めた。産褥期に必要な授乳や沐浴等の指導技術については、各自が１テ

ーマを選択し指導案の作成と発表を行い全員で共有した。各種乳房管理法については、宮下講師

の他、オケタニ式乳房管理法、ラクテーションコンサルタント、堤式乳房マッサージ法の３管理法の

講義を組み入れ、それぞれの特徴を理解できるようにした。さらに実習で乳房管理の一部を実践で

きるよう技術練習を行った。来年度は、心理・社会的変化のアセスメントにも視点を向けさらなる助

産実践力の基礎の強化を図りたい。 

１２）新生児期診断・技術学Ⅰ：１年次前期 

  加藤章子 加部一彦 

   本科目では、新生児の生理的特徴、胎外生活への適応、成長・発達の助産診断とケアに必要な

知識・技術および乳幼児期の発育・発達と保健相談について理解すること目標とした。新生児に生

理的適応と発達関する基本的知識は、加部講師によりテーマごとの講義を9回で実施した。応用編

として事例を提示し新生児の助産診断とケアの実際を個別学習により進めた。新生児の観察と計

測技術については、出生直後の観察シートを全員で作成し、そのシートに基づき技術演習を行っ

た。来年度は、観察項目と知識が関連づけられるような授業の工夫を図る必要がある。 

１３）新生児期診断・技術学Ⅱ：１年次後期 

加部一彦 三田浩子 加藤章子  

   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

生児蘇生法およびハイリスク新生児の看護について理解することを目標とした。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」に基づいた新生児蘇生法 A コースを愛育病院で受講し、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、本年度より成育医療研究センターにおいてハイリスク新

生児の看護の講義と NICU 病棟の見学を組み入れ、現場で実際を見学しながら疾患とケアが学べ

る科目構成とした。来年度も同様の科目構成で講義をすすめていく。 

１４）ウィメンズヘルス特論：１年次前期 

朝澤恭子、早乙女智子、片岡弥恵子 

セクシュアリティ、リプロダクティブ・ヘルス、女性のライフサイクルに沿った健康問題に対する

助産ケアに必要な基礎的能力を養い、女性の健康を支援するための研究・実践への理解を深め、

ウィメンズヘルスにおける助産ケアを追究することを目標に展開した。思春期、成熟期、更年期に

見られる健康問題、受胎調節の実地指導に必要な原理・知識・技術に関して、講義だけではなく、

院生のプレゼンテーションとディスカッションの形式で学習を進めた。女性の健康に影響を及ぼす

促進要因と阻害要因および助産ケアの理解を深めた。 

   次年度もプレゼンテーションの形式を継続し、活発なディスカッションができるよう構成する。 

１５）ウィメンズヘルス演習：１年次通年 

朝澤恭子 

思春期、成熟期、更年期、老年期、周産期のいずれか特定のライフステージにおいてヘルス

ケアニーズをもつ女性への看護実践を通して、対象および助産の特徴を分析し、ケアモデルを検
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討すること、助産の実践に用いる概念枠組みの明確化、助産のケアモデルの構造化と妥当性の検

討を行うことを目標に展開した。各フィールドにおいて、特定のヘルスケアニーズを持つ対象者へ

参加観察、インタビューにより、情報を科学的に分析した。「産婦の出産施設選択」「ピルの情報獲

得後のイメージ変化」「ライフプラン・妊孕性の意識変化」「思春期の健康教育」「就労女性と育児」

「20 歳代女性の乳がん検診」「褥婦における妊娠期の振り返り」といった多様なテーマでプレゼンテ

ーションおよびディスカッションで学びを深めた。 

次年度も、月経に関する指導、性感染症予防指導、乳がんアウェアネス指導、性教育、異常経過

のある妊婦への母親学級などの対象の健康状況およびニーズに合った助産のケアモデルの検討

を課題とする。 

１６）不妊症・遺伝看護学特論：１年次前期 

  朝澤恭子、小澤伸晃 

   遺伝看護の対象となる家族性腫瘍、先天異常、神経難病などの患者および生殖医療の対象者と

家族に対するアセスメントやケアを理解することを前提に展開した。主な遺伝性疾患の遺伝形式、

クライエントが抱える課題と必要なケア、遺伝的な課題を持つ人々へのアセスメントの視点、不妊症

の検査および治療、クライエントが抱える課題と必要なケアに関して講義を進めた。また、不妊治療

を受ける人々へのアセスメントの視点を理解できるよう展開した。 

１７）国際助産学特論： １年次後期 

加藤章子 大石時子 

   本科目では、国際社会におけるリプロダクティブ・ヘルス・ライツ（RH）の問題を知り、国際支援の

現状を理解と異文化看護的な視点から世界の出産事情・産育習俗に関する多様性を知り自らの助

産観を広げることを目標とした。国際社会における RH問題では、7月に横浜で開催された第 11回

ICMアジア太平洋地域会議・助産学術集会に参加し、何がRHの問題となっているか発表された演

題を通して理解した。また参加していたインドネシアやタイの方々と交流し 10 代の妊娠や助産師の

役割について意見交換を行った。母子保健に関する日本の経験と支援について講義を実施後、

市ヶ谷にある JICA 地球ひろばを見学し、世界の出産事情や母子保健の現状を理解した。来年度

は、現状の理解を深めるための授業の工夫を行う必要がある。 

１８）助産管理学特論：１年次前期 

宮﨑文子、橋本美幸、山口敦子、井ノ上朝子 

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いれていきたい。 
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１９）地域助産活動論：１年次後期 

宮﨑文子、平出美栄子 

本講義の目的は、助産師の開業権を生かした助産所の意義を母子及び家族のニーズにそっ

た地域助産活動の拠点と位置付け、その自営業としての実際の助産所経営管理について学び、こ

れらを踏まえた助産所開業計画を立案し、効果的な地域医療連携システムの在り方を検討・考察

することである。具体的には、行政施策の動向と助産師、日本の助産所経営の現状と特質、マーケ

テング理論の応用と戦略、経営管理（特に財務管理―損益分岐点）、損益分岐点の演習、産後ケ

ア事業、助産所助産業務の安全性、医療事故と助産師、助産所経営・運営の実際、「いいお産」の

実現のために：フィーリングバース理論、について教授した。特に、近年助産所分娩数の減少が問

題視されており、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。 

２０）地域母子保健学特論：１年次前期 

橋本美幸、福島富士子、萩原玲子 

   地域母子保健の今日的課題について理解できることを目的として、地域で助産師に期待される

役割、地域母子保健の活動の実際について産後ケアセンターの活動について講義を行った。各

自が考える日本の社会における母子保健の今日的課題の現状とこれを解決するために必要だと思

われる方策、助産師が地域で果たすべき役割についての考えについて、討論した。 

次年度も同様に行う。 

２１）助産学基礎実習 

１年次前期・後期 

橋本美幸、加藤章子、田中恵子 

   新カリキュラムに向けた試行として、助産学基礎実習と助産実践力開発実習の実習目標を見直

し、一本化し実習目標到達度を段階的に設定した。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。実習前期では、妊婦健診の経験例数を 20 例以上とし、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、このうち妊娠中期2例、後期2例について助産過程を展開した。分娩期は臨床指導

者の全面的支援の下、分娩第 1 期～4 期の内診を含めた助産ケアを指導者と実践し、分娩介助は

見学とした。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。 

  実習後期は、分娩介助実習とし 3 例の分娩介助を目標としたが、分娩介助数は 1~2 例/人であっ

た。 

次年度の課題として、後期の実習における分娩介助実習の例数を 2~3 例/人にすることである。

実習方法について実習施設と相談していく。実習内容として、分娩介助を主とした実習とするが、

分娩待機中の妊娠期の実習についても検討する。 

２２）助産実践力開発実習：１年次後期 

橋本美幸 加藤章子 田中恵子、羽鳥恵美 

   独立行政法人国立成育医療研究センターと医療法人産育会堀病院の 2 施設で実習を行った。



67 
 

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。成育医療研究センターでは、3 例程度の分娩介助実習と 1 例の分娩期から産褥期までの短

期継続事例への助産ケアおよび保健指導の立案・実施、の実習を行った。堀病院では 6 例程度の

分娩介助と 5 例程度の間接介助の実習を行った。無痛分娩など実習施設による違いはあるが分

娩・産褥期の助産ケアなど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。分娩介助例数は、堀病院での 2 週間の補習実習期間を含めて 2 施設合わせて 10

～8 例/人であった。来年度も、実習の内容を見直しつつ実習の質の確保に努める。 

２３）助産実践力発展実習：２年次前期 

橋本美幸、加藤章子、田中恵子 

新カリキュラムに向けた試行として助産師免許取得プログラムの学生を対象にし、ハイリスク妊

婦と子どもを対象とした実習を 3週間行った。独立行政法人国立東京医療センターの産科病棟・産

婦人科外来、国立成育医療研究センターのＮＩＣＵ，国立病院神奈川病院の重症心身障害病棟で

実習を行った。東京医療センターではハイリスク妊婦を受け持ち、妊娠中の管理、治療、リスクにつ

いて学んだ。NICU では、各学生が目標を挙げて実習に臨み、NICU における助産師の役割につ

いて考察を行った。神奈川病院では障害を持つ子どもの療養と生活・学習支援、障害を持つ子ど

もとその親が抱える心理的・社会的課題について学べた。ハイリスクな対象を支援する施設内外の

専門職の連携・協同についても学びを深めた。実習前に各自の課題を明確にするためのカンファ

レンスを行ってから実習を開始したため、実習における学生の学びが具体的になった。次年度も実

習の質の確保に努め、継続していく。 

２４）ＥＢＰＭ探究論（エビデンスに基づいた助産実践）：１年次通年 

  片岡弥栄子、大石時子 

   エビデンスに基づいたケアが実践できるように Evidence-based Practice in Midwifery の基本的

知識を習得することを目標とし、片岡講師が周産期における女性と家族の健康に関する問題を解

決するための方法論を、文献クリティークを通して講義した。 

具体的には、身近な事例から、周産期女性の問題・疑問を定式化し、最適な文献を探し出し、批判

的吟味を PICO を使用しグループワークを通して行った。 

その上で、実際に各自で関心のある疑問につきエビデンスを探す文献検索を行い、夏休みに文献

を講読し「エビデンスを通して女性に優しいケアを考える」と題して、レポ－トし presentation を行っ

た。学生は課題に対するエビデンスを探索する作業を行い、文献を探し得ていたが、clinical 

question の設定と文献の批判的吟味には課題が残された。 

文献講読をしクリティークを発表する時期は、課題研究、特別研究の科目に於いても、研究課題

や研究方法を検討している時期であるため、研究科目での学修と本科目での学修が有機的に連

動するような、講義運用ができるとよいと思われる。 

２５）ＥＢＰＭ展開論： ２年次前期 

加藤章子 橋本美幸 宮﨑文子 

   本科目では、1 年次からの助産実習の経験から、より深めたい助産ケアもしくは助産学の課題を
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選択し必要なエビデンスを収集し評価した上で、課題解決に向けた計画立案と実践を行うことを目

標とした。本年度は、助産師免許取得プログラムでは、5 月に院生が提示した「母子で楽しむベビ

ーマッサージ」をテーマとし、集団指導の計画・実施に取り組んだ。ベビーマッサージの知識と技術

に関する講師は、助産師プログラム在籍中の院生が担当した。参加者募集は碑文谷保健センター

にポスターを設置し行った。6月、7月でシナリオ作成、会場準備等をグループで進め、7月24日に

実施した。参加者は 5 組であった。 

  助産師プログラムでは、「豊かな出産とは何か」というテーマについて、地域助産学実習での学び

を通して考察したことをまとめ、東京医療センター産科病棟において発表し、さらに、病棟スタッフと

意見交換を行った。来年度も院生の課題に応じ同様に進めていく。 

２６）地域助産学実習： １年次後期・２年次前期 

加藤章子 橋本美幸 大石時子 宮﨑文子  

   本科目では、助産所において実践されている助産ケアと助産所の経営管理の実際および総合

的な地域母子保健システムの理解を目標とした。実習施設は、矢島助産院、目白助産所、ウパウパ

ハウス岡本助産院、とわ助産院、さくらバースの 5 助産所であった。助産師プログラムでは、院生が、

実習計画・評価を立案し、各助産所スタッフと事前打ち合わせを実施したうえで実習を行った。これ

により自己の目標がより明確になった。助産師免許取得プログラムでは、実習目標にもとに自己の

実習計画を明確にした。また 3 例の継続事例を担当し妊娠期から産褥期まで一連の助産過程を展

開しながら助産ケアを実践し、女性と児と家族の変化を捉える視点を学んだ。来年度も同様の実習

方法で進めていく。 

２７）助産学特別研究：１～２年次通年 

草間朋子、宮崎文子、今井秀樹、橋本美幸、鈴木久美子、朝澤恭子 

   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。 

「正常に経過する分娩時の会陰切開に関する助産師の専門職的自律性の現状と課題 ‐病院・診療

所の助産師の調査から-」、「新卒助産師のリアリティショックについての検討 ‐プリセプターが認識し

ている新卒助産師のリアリティショックとの相違から‐」、「助産師が行う防災教育の現状と課題 ‐初妊

婦が受けたと認識している防災教育の視点から‐」。 

学生 指導教員 研究テーマ 

林 聡美 宮﨑文子教授 正常に経過する分娩時の会陰切開に関する助産師の専門職

的自律性の現状と課題 ‐病院・診療所の助産師の調査から- 

筒井志保 鈴木久美子准教授 新卒助産師のリアリティショックについての検討‐プリセプター

が認識している新卒助産師のリアリティショックとの相違から‐ 

中野志麻 鈴木久美子准教授 助産師が行う防災教育の現状と課題 ‐初妊婦が受けたと認

識している防災教育の視点から‐ 
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【高度科学コース】 

＜修士課程＞ 

１）看護理論：１年次前期 

松山 友子 岩満裕子 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。授業はゼミナール形式とし、大学院生が主体

となり看護理論に関する基本的な知識を学習した。また、メレースの看護理論の評価モデルを使っ

て、オレムの看護理論の記述・分析・評価についてプレゼンテーションを行い、発表者が提示した

テーマに基づき討議した。さらに、これまでの各自の経験の中から取りあげた事例について、オレ

ムの看護理論を活用して看護実践を分析・評価し、理論の適用と活用における課題を検討した。大

学院生は、看護理論を実践や教育に活用することの有用性を見出せたと述べていた。次年度も、

理論の成り立ちや理論評価の理解を深めるために、取り上げる看護理論や討議テーマの視点を大

学院生と十分に検討していきたい。 

２）健康生命科学特論Ⅰ：１年次通年 

今井秀樹、高木晴良、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。来年度も同様の内容で行う予定である。 

３）健康生命科学特論Ⅱ：１年次通年 

 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。来年度も同様の内容で行う予定である。 

４）看護基盤科学演習Ⅰ：１年次通年 

今井秀樹 

   英語論文抄読を行った。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。来年度

も同様の内容で行う予定である。： 

５）看護基盤科学演習Ⅱ： ２年次通年 

  今井秀樹 

   英語論文抄読を行った。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。さらに修

士論文作成過程における進捗状況の発表をさせ、参加者（教員・学生）の間で議論し内容を深めた。

次年度は論文作成の基礎についても取り扱う予定である。 

６）臨床看護学演習Ⅰ： １年次通年 

宮崎文子、小村三千代、竹内朋子、松本和史 

   講義によって、放射線や治験の概説、医療やケアサービスの現状、セクシャル・マイ 

ノリティ、リフレクション、研究論文講読、研究方法等を教授した後、臨床看護学における今日的課

題について討論を行い今後の方向性を深めた。 
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７）看護管理学特論Ⅰ：１年次前期 

 桜井 礼子、新実 絹代、鈴木 久美子 

看護専門職としてのあり方を基本に、看護管理の原理・原則、看護管理に関する基礎理論、

および質の高い看護の提供を目指した人材育成のあり方について教授した。少人数であるため、

意見交換を行いながら講義を進めた。また演習で「現任教育のプログラムの企画」を行った。講義・

演習を通して、看護専門職としてマネジメントの手法を理解するとともに、具体的な教育計画立案の

プロセスを学ぶ機会となり、看護管理における人材育成の重要性についても学びを深められたと考

えられる。 

８）看護管理学特論Ⅱ：１年次後期 

 桜井 礼子、新実 絹代、鈴木 久美子 

  変革が進む医療システムを理解し、医療経済・経営の構造と現状、組織的に看護サービスを提

供するための考え方や方策を学ぶことを目的とした。医療経済、組織管理や組織改革、看護の質

の保障、向上のための方策と課題、看護サービス提供上の問題解決の手法等を教授した。また、

組織分析・看護組織の改善計画の策定の演習を通して、具体的な問題解決の手法や分析的な考

え方を学ぶことができたと考えられる。今後は、学生の背景を加味しこれまで経験してきた看護管

理を通して、看護管理の知識と問題解決のためのスキルを学べるような演習や、看護管理研究など

の文献講読も取り入れ、自らが探索的に学べるような講義内容としていきたいと考えている。 

９）地域保健学特論Ⅰ： １年次通年 

  石田千絵、佐藤潤 

地域保健の概念・諸理論を踏まえ、地域で生活する人々を対象とした地域保健に関わる制度

や社会資源、健康に関わる環境等の情報を分析し、個人・家族・集団・地域を単位とした課題を解

決するための展開方法を理解する。地域保健サービスの現状および将来展望から自己の課題を

検討し、国内外の文献を活用しながら地域保健の発展に有用な実践、研究、教育の能力を講義と

討議により養うことを目標としたが、今年度の選択者はおらず、開講していない。 

１０）地域保健学特論Ⅱ： １年次通年 

石田千絵、佐藤潤 

  地域保健に関わる研究と実践力の能力向上を図るため、国内外の文献を活用して研究の動

向、理論、研究計画、研究方法、地域保健活動の質を高める実践と評価の方法を学ぶ内容と死

とし、次の 3 点を目標に掲げたが、今年度の選択者はおらず開講していない。 

①国内外の研究動向を学び、自己の研究課題を焦点化し、研究テーマと方法を具体化する 

②自己の研究テーマに関連する英文講読、研究計画、データ解析、論文作成を発表、討議により

学習を深める 

③地域保健活動の課題を解決し質の高い援助を行うための根拠となるエビデンスや評価、個人・

家族・集団・地域を対象としたアセスメント、連携・協働を含めた支援技術、評価、リーダーシップ

に必要な能力を修得する 

 



71 
 

１１）応用看護学演習Ⅰ 

１年次通年 

酒井一夫 

医療現場における放射線の利用に関し、患者およびその家族の不安感を軽減するためのコミ

ュニケーションを念頭において、次の項目につき情報を整理した。（1）放射線の基本的な性質、

（2）放射線の健康影響、（3）放射線防護の考え方、（4）原子力・放射線災害時の対応、（5）コミュ

ニケーションの技術。次年度も引き続き同様の内容で行う予定であるが、ロールプレイイングの

活用等、コミュニケーションの観点で工夫をしたい。 

１２）保健統計学 

１年次通年 

 高木晴良、佐藤潤 

 コンピュータ及び統計解析を習得するための基本的な知識を理解すると共に、主としてSPSSを

使った統計解析演習（データの整理から多変量解析まで）を行い、基本的な解析手法を理解す

ることを目的として行った。なお今年度は、高度実践助産コースからの聴講生も受け入れた。 

１３）特別研究 

 草間朋子、小村三千代、今井秀樹、伴信彦、田中瑠伊、小野孝二、竹内朋子、高木晴良、石田千

絵、石井美恵子 

本学の看護学研究科看護学専攻に、平成26年度に開設された「看護科学コース」から本年度初め

ての修了生（第一期生）が送り出され、平成28年3月学位「修士（看護学）」が授与された。「看護科学

コース」の修了要件の単位数は 30 単位であり、その中で 8 単位が「特別研究」に当てられている。 

4 名の修了生は、表に示す研究テーマで、2 年間かけて「特別研究」を完成させ、3 名の教員で構

成された審査会で評価を受け、無事、修了した。特別研究の成果は、平成 28 年度に開催される各学

生の関連する学術集会での発表の準備が行われており、さらに、学術雑誌などへ投稿準備も行われ

ている。 

なお、加藤知子氏には、平成 27 年度学位授与式において、学業成績が優秀で将来を嘱望される

学生に与えられる「学長賞」が授与された。 

 

学生 指導教員 研究テーマ 

加藤知子 草間 研究科長 
放射線診療における看護職の業務・役割に関する調査研

究 

寺井佳奈江 今井 教授 A 病院における看護師の心身の健康と特徴 

福田淑江 草間 研究科長 
無床診療所における看護職の業務の実態に関する調査研

究 

中村孔美 草間 研究科長 一般病院における退院調整部門の実態調査 
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＜博士課程＞ 

１）特別研究 

 草間朋子、今井秀樹、伴信彦、小村三千代、宮﨑文子、橋本美幸、朝澤恭子、小野孝二、竹内

朋子、田中瑠伊 

平成 26年に開設した看護学研究科看護学専攻「博士課程」には、平成 27年度は表に示す 6名の

学生が在籍している。 

博士課程の修了要件の単位数は 10単位であり、8単位が「特別研究」に当てられ、残りの 2単位は

各学生が所属する専門領域（成育看護学/地域環境保健学）の科目から選択することになっている。 

医療保健に関する幅広い知識・情報に関心を持ち、探求していくスキルを備えた「研究者・教育者」

をめざすことを目的に、2 つの領域の全学年の学生を構成員とする「抄読会」（90 分/回）を原則月 1

回開催している。抄読会に参加することを持って残りの2単位を当てることにしている。平成27年度は、

10 回の抄読会が開催された。 

抄読会では、学生が 

  ①文献抄読 

  ②15 分レクチャー（指導教官が与えたテーマを 15 分間で発表する） 

  ③特別研究の中間報告 

の発表を行い、指導教官を含めてディスカッションが行なわれている。 

 

年次 学生 領域 指導教官 

2 年次 加藤 江里子 成育看護学 宮崎 教授 

2 年次 新実 絹代  成育看護学 草間 研究科長 

2 年次 堀田 省吾  地域環境保健学 伴 教授/酒井 教授 

2 年次 山田 巧 成育看護学 草間 研究科長 

1 年次 石川 倫子 成育看護学 草間 研究科長 

1 年次 桜井 礼子 成育看護学 草間 研究科長 
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５．業績 
 

臨床看護学コース 

 

【看護基盤学】 

1． 著書（翻訳書を含む）  なし 

 

2．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

小宇田智子, 上條信一, 笠井一弘・櫻井拓也, 今井秀樹 (2015). 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, 23 (1), 21-24.  
Miwa Miura, Koji Ono,Motohiro Yamauchi, Naoki Matsuda, (2015). Perception of 

radiation risk by Japanese radiation specialist evaluated as a safe dose before the 
Fukushima nuclear accident. Health Phy, December 2015 accepted. 

Fumiaki Takahashi, Kaoru Sato, Akira Endo, Koji Ono,† Nobuhiko Ban, Takayuki 
Hasegawa, Yasushi Katsunuma, Takayasu Yoshitake and Michiaki Kai, (2015). 
Numerical analysis of organ doses delivered during computed tomography 
examinations using Japanese adult phantoms for dosimetry system, WAZA-ARI. 
Health Phys, 109(2). 104-12. DOI: 10.1097/HP.0000000000000299. 

T. Nakano, E. Kim, K. Tani, O. Kurihara, K. Sakai (2016). A survey on the accuracy 
of whole-body counters operated in fukushima after the nuclear disaster. Radiat 
Protec. Dosim, 1-3. Doi: 10.1093/rpd/ncv532. 

  
3．学会における発表 

小野孝二, 古場裕介, 松本真之介, 仲田佳広, 奥田保男, 赤羽恵一, 佐藤薫, 高橋史明, 吉

武貴康, 長谷川隆之, 勝沼泰, 伴信彦, 遠藤章, 島田義也, 甲斐倫明. CT診断に伴う臓器

線量の年齢別・体型別の線量評価：WebシステムWAZA-ARIの開発.日本保健物理学会第48

回研究発表会, 2015年7月2日, 東京. 最優秀ポスター賞受賞 

金井誠, 田中留伊, 小宇田智子, 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

の服薬管理の調査から-, 一般社団法人日本看護研究学会 第 41 回学術集会, 2015 年 8

月 22 日, 広島. 

亀井修, 吉武貴康, 小野孝二, 小嶋光明、甲斐倫明.CT検査における日本人成人男女の体型

の違いによる臓器線量の検討. 日本保健物理学会第48回研究発表会, 2015年7月3日, 東

京. 

Osamu KAMEI, Takayasu YOSHITAKE, Koji ONO, Mitsuaki Ojima, Michiaki KAI. 
Calculating patient-specific organ doses from adults body CT scans by monte 
carlo analysis using male and female individual voxel phantoms. 15th 
International Congress of Radiation Research (ICRR), 28 May 2015. Kyoto. 

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 平成 26年度総会 第 53回

研究会, 2015 年 5 月 12 日, 東京. 
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Tomoko Koda, Jun Takanari, Hideki Imai, Protective effects of Enzyme-Treated 
Asparagus Extract (ETAS) in ultraviolet radiation induced damaged skin, 
International Congress on Nutrition and Integrative Medicine 2015, 2015 年 7 月 25

日, 札幌. 

古場裕介, 松本真之介, 仲田佳広, 笠原哲治, 赤羽恵一, 佐藤薫, 高橋史明, 吉武貴康, 
長谷川隆之, 勝沼泰, 小野孝二, 伴信彦, 島田義也, 甲斐倫明. モンテカルロ計算を用

いたX線CT撮影による臓器被ばく線量の管電圧依存性. 日本保健物理学会第 48回研

究発表会, 2015 年 7 月 3 日, 東京. 最優秀発表賞受賞 
Yusuke Koba, Yoshihiro Nakada, Shinnosuke Matsumoto, Keiichi Akahane, Koji Ono, 

Kaoru Sato, Fumiaki Takahashi, Akira Endo, Yoshiya Shimada, Michiaki Kai. 
Development and utilization of Web-based open system for CT dose calculator, 
WAZA-ARIv2. 第 109 回日本医学物理学会学術大会, 2015 年 4 月 18 日, 神奈川. 

Koji ONO, Takayasu YOSHITAKE, Kaoru SATO, Fumiaki TAKAHASHI, Osamu 
KAMEI, Takayuki HASEGAWA, Yasushi Katsunuma, Nobuhiko BAN, Akira 
ENDO, Choonsik LEE, Wesley E. BOLCH and Michiaki KAI. Calculating dose 
distribution from diagnostic CT depending on age and physique size of patients. 
15th International Congress of Radiation Research (ICRR), 26 May 2015. Kyoto. 

高橋雪子, 田中留伊, 小宇田智子, 高木晴良, 病院前気管挿管症例の予後へ影響を及ぼす

因子の検討, 一般社団法人日本看護研究学会 第 41 回学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広

島. 

田中啓一郎, 田中留伊, 小宇田智子, 診療看護師のコスト意識と要因, 一般社団法人日本

看護研究学会 第 41 回学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 

田向宏和, 吉崎秀和, 岩渕起江, 早坂奈美, 小野孝二. 救急外来を受診し再入院となった高

齢者の現状と支援のあり方についての一考察. 第69回国立病院総合医学会, 2015年10月2

日, 札幌. 

鶴巻香奈子, 哺乳不良で入院した子どもと母親への看護実践から考察する医療保育, 日本医

療保育学会 第 19 回学術集会, 2015 年 6 月 14 日, 東京. 

鶴巻香奈子, 磯部賢諭, 古塩民恵, 西澤奈穂子, 直井知恵, ACT すこやか子育て講座によ

る虐待防止への取り組み, 日本子ども虐待防止学会 第 21 回学術集会にいがた大会, 

2015 年 11 月 21 日, 新潟. 

山﨑桂子, 鶴巻香奈子, 廣井有霞, 吉原有佳理, 付き添い家族のいる子どもとのかかわりを

考える‐幼児期を対象とした演習における学生の学び‐, 第 46 回日本看護学会‐ヘルスプロ

モーション‐学術集会, 2015 年 11 月 6 日, 富山. 

山﨑桂子, 鶴巻香奈子, 付き添い家族のいる乳児への看護についての演習時に臨床看護師

を導入することの試み, 第 35 回日本看護科学学会学術集会. 広島. 

吉崎秀和, 小野孝二, 七戸康夫, 長尾雅悦. 救急搬送不応需の要因検討 - 診療看護師は

不応需減少に寄与できるか-.第 69 回国立病院総合医学会, 2015 年 10 月 2 日, 札幌. 

吉武貴康, 小野孝二, 石口恒男 甲斐倫明, 複数回 CT 検査を受けている小児の検査理由の

分析 -2 病院比較- 日本保健物理学会第 48 回研究発表会, 2015 年 7 月 3 日, 東京. 

Takayasu YOSHITAKE, Koji ONO, Takayuki HASEGAWA, Yasushi Katsunuma, 
Michiaki KAI. Comparison of CTDI and DLP from CT diagnosis among medical 
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facilities. 15th International Congress of Radiation Research (ICRR), 26 May 
2015. Kyoto. 

 

4．研究助成および研究成果報告書 

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, 科研基盤(Ｃ), 

2014 年度-2016 年度. 

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, 

科研基盤(Ｂ). 2014 年度‐2016 年度. 

小宇田智子, 酵素処理アスパラガス抽出物 (ETAS）の記憶障害抑制に関する研究. アミノア

ップ化学株式会社受託研究費. 2014 年～ 

小宇田智子, ポリフェノールの機能性評価に関する研究. アルプス薬品工業株式会社受託研

究費. 2015 年 4 月～ 

小宇田智子, イノラックを用いたラット飼育環境について, オリエンタル技研株式会社共同研

究費. 2015 年 4 月～  

松田尚樹, 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. 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. 日本学術振興会科学研究費補助金, 科研基盤( 

Ｂ). 2013 年度‐2016 年度.  

 

5．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、非常勤講師等) 

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 

3)  日本衛生学会評議員 

酒井一夫 

1)  2015年12月8日, “Late Effects of Radiation Exposure” (including epidemiological data of 

A-bomb survivors), 放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療に関するアジア研修 

2) 平成28年1月8日, 環境の放射線防護に関する最近の国際動向について, 原子力安全研

究協会主催第3回放射線影響に関する懇談会 

3) 平成28年1月9日, 放射線・放射線被ばくの基礎および放射線の健康影響, 赤十字看護管

理者研修Ⅱ 

4) 平成28年1月19日, 第3回ＩＣＲＰシンポジウムについて, 放射線防護に関する専門家意見

交換会関西原子力懇談会主催  

5) 平成28年2月16日, 環境の放射線防護について, 放射線影響協会主催ＩＣＲＰセミナー 

6) 平成28年2月17日, ＩＡＥＡ福島第一原子力発電所事故報告書 第4章「放射線影響」につ

いて, 原子力安全推進協会主催放射線防護課題検討委員会 

7) 平成27年11月25日, 岡山大学 外部評価委員会 

8) 平成28年3月2日-4日, 放射線影響研究所 科学諮問委員会委員 

9) 環境放射能除染学会, 理事 
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10) 内閣総理大臣官邸原子力災害専門家グループメンバー 

小野孝司 

1)  北海道医療保健大学 大学院講義  2015 年 7 月 10 日. 
2)  国立病院機構副技師長研修会講義   2015 年 9 月 5 日. 
3)  独立行政法人放射線医学総合研究所 客員研究員 
4)  公立学校法人大分県立看護科学大学 共同研究員 
5)  独立行政法人国立成育医療研究センター 共同研究員 

小宇田智子 

1)  小宇田智子, 空間記憶障害に対するポリフェノール類の保護効果, アルプス薬品工業株

式会社 2016 年 1 月 28 日（講演） 

2)  厚生労働省委託事業 平成 27 年度「有害性評価原案作成グループ」委員 

鶴巻香奈子 

1)  長岡赤十字病院「家族関係の調整 (基礎) 研修」講師 

2)  第 25回日本新生児看護学会学術集会 企画運営委員 

3)  NPO法人子ども虐待防止ネット・新潟 会員 

 

6．上記以外その他(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, 加藤知子, 伴 信彦, 草間朋子. 看護管理者を対象にした“放射線看護”に関

する研修の経験. 2015年 11月号 No.739, 48-49. Isotope News. 

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. WAZA-ARI:CT 撮影における患者の被ばく線量評価システム. 2015 年, No.58, 

25-32, RISTニュース. 

4)  
 

【総合看護学領域】 

１．著書 

 山西文子（2016）、第４部看護技術の現代における指標、前説、川島みどり・井部俊子・ 

山西文子・市川幾重編集、改訂版「今日の看護指針」臨床実践能力の向上をめざして

［事例解説付き］―174-175、看護の科学社、東京 

山田巧（2015）. 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版動画付動画付, 73－90, 学研, 東京 

山田巧（2015）. 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版動画付, 91-96, 学研, 東京 

山田巧（2015）. 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版動画付, 397-407, 学研, 東京 

山田巧（2015）. 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版動

画付,408-418, 学研, 東京 

山田巧（2015）. 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版動画付, 419-423, 学研, 東京 

山田巧（2015）. 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版動画付, 424-426, 学研, 東京 
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山田巧（2015）. 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版動画付, 427-429, 学研, 東京 

山田巧（2015）. 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

版動画付, 430-433, 学研, 東京 

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との連携に向けての具体的方策－看護学部開設 3年目に

導入した看護学実習連携会議の効果－, 札幌市立大学研究論文集, 9(1), 25-30. 

 

2．論文等（原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料） 

 藤内美保・山西文子（2015）、「大学院修士課程における診療看護師（ＮＰ）養成教育 

と法制化」、特集ＮＰ教育の成果を探る．自律した Health Care Providerをめざし 

て「看護研究」、Vol.48、№5、P.414-419、医学書院、東京 

 山西文子（2016）、「看護とは科学であり、アートである」伊藤暁子先生に教わった「看 

護観」「看護教育観」、特集看護観の伝承「看護教育」、Vol.57、No.2、P.86-91、医学

書院、東京 

川本 寿代, 山田巧(2015).「特定看護師(仮称)業務試行事業」により養成された看護師

が認知しているチーム医療の中での役割行動および他職種からの役割期待. 国立病院

看護研究学会誌, 11(1),  49-57 

 

3．学会における発表 

 山西文子；一般演題（口演）108．第 2群基礎教育・継続教育 6「国立病院機構におけ 

る診療看護師の卒後研修プログラム開発―第一報、調査による評価結果から研修効果 

と課題の検討―」、日本看護管理学会主催「第 19回日本看護管理学会学術集会」、2015 

年 8月 28日~29 日、ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）  

  岩本郁子,山田巧,山西文子,早坂奈美,児玉菜桜, 大学院における診療看護師養成コース 

のカリキュラム評価, 第 35回日本看護科学学会, 2015年 12月 5～6日, 広島. 

山田巧, 草間朋子, フィジカルアセスメント教育へのプロジェクションマッピング導入

～導入前の聴診に関する知識・技術評価～, 第 35 回日本看護科学学会学術集会,  

2015.12.5,  広島 

岩本郁子,山田巧,山西文子,早坂奈美,児玉菜桜, 大学院における診療看護師養成コース

のカリキュラム評価,  第 35回日本看護科学学会学術集会, 2015.12.5, 広島 

山田巧, 呼吸器のフィジカルアセスメントに関する知識の評価 肺の解剖学的構造及び

呼吸音聴診部位描写による評価方法を用いて, 第 13 回国立病院看護研究学会学術集

会,  2015.11.28, 千葉 

山田巧, 看護学生に対する呼吸器系のフィジカルアセスメント指導の現状分析, 第 17

回日本医療マネジメント学会学術集会, 2015.6.12, 大阪 

本間健太郎, 薄田真吾, 山田巧, 看護職が求める職場支援を構成する因子分析, 第 13

回国立病院看護研究学会学術集会,  2015.11.28, 千葉 

三浦柚華, 木所由貴, 牛込愛莉, 山田巧, 看護職が抱く職務上のストレッサーの経験年

数比較, 第 13回国立病院看護研究学会学術集会,  2015.11.28, 千葉 

兵藤栄里, 中田優子, 山田巧, 看護職が抱く職務上のストレッサーと看護職が求める職
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場支援との関連, 第 13回国立病院看護研究学会学術集会,  2015.11.28, 千葉 

塩賀有紗, 市原佐和子, 山田巧, 看護職が必要とする職場支援の経験年数比較, 第 13

回国立病院看護研究学会学術集会,  2015.11.28, 千葉 

 池田洋美,宮﨑文子,岩本郁子,小嶋奈都子, 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, 第 15回日本母子看護学会, 2015年 7月 3～4日, 東京. 

石川倫子,小村三千代,岩本郁子,児玉菜桜, 新たな役割拡大を担う看護師が抱いている

困難と対応の継時的変化, 第 19回日本看護管理学会, 2015 年 8月 28～29日, 福島. 

岩本郁子,衣川さえ子,高橋正子,梅津靖江, 看護師の医療安全に関するノンテクニカル

スキルの特定－点滴準備における「状況認識」と「意思決定」－, 第 25回日本看護学

教育学会, 2015年 8月 18～19日, 徳島. 

岩本郁子,山田巧,山西文子,早坂奈美,児玉菜桜, 大学院における診療看護師養成コース

のカリキュラム評価, 第 35回日本看護科学学会, 2015年 12月 5～6日, 広島. 

加藤江里子,宮﨑文子,岩本郁子,小嶋奈都子, 初産正常褥婦に対する堤式乳房自己マッ

サージ法の介入効果, ICNアジア太平洋地域会議・助産学術集会, 2015年 7月 20～22

日, 横浜. 

Saeko KINUGAWA Ikuko IWAMOTO Masako TAKAHASI Yasue UMEZU, Creation 
of the Safety Checklist for IV Management of Japanese Nurses, 4th world 
Congress of Clinical Safety, 2015,28-30, Wien. 

高橋正子,衣川さえ子,岩本郁子,梅津靖江, 看護師の点滴管理におけるノンテクニカル

スキルの作成, 第 35 回日本看護科学学会, 2015年 12月 5～6日, 広島. 

 

４．研究助成および研究成果報告書 

衣川さえ子,岩本郁子,高橋正子,梅津靖江,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」, 文部科研基礎研究(C)) , 2014 年度～

2016年度 

 

5．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 「サードレベル看護経営者論」、公益社団法人東京都看護協会主催「平成 27 

年度認定看護管理者教育課程［サードレベル］」、2015.8.24 

2）講義「看護専門職論―○看護専門職論としてのキャリア発達 ○看護専門職の動 

向」公益社団法人山梨県看護協会主催 「平成 27年度認定看護管理者制度ファース

トレベル教育課程」 2015.11.6 

3）座長・講義「特定行為実践看護師のための PICCトレーニングセミナー―看護師に

よる特定行為の現状と今後―NP の現状と法改正による今後の NP のあり方につい

て」、主催；株式会社メディコンヘルスケアサイエンスセンター東京、2015.9.12 

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 

8) 日本ＮＰ学会副会長 



79 
 

山田巧 
1）国立病院看護研究学会理事 

2）看護研究指導. 国立病院機構東京病院看護部. 2015年 4月～2016年 3月 10日 

3）講演フィジカルアセスメント講義. 国立病院機構横浜医療センター看護部. 2015

年 7月 10日 

4）講演 臨地実習におけるフィジカルアセスメント指導の Pitfall. 独立行政法人国

立病院機構九州グループ. 2015年 9月 11日 

5）講演 フィジカルアセスメント. 静岡てんかん・神経医療センター看護部. 2015

年 10月 30日 

6）講演プリセプターコース. 国立病院機構横浜医療センター看護部. 2016年 3月 18

日 

岩本郁子 

1）平成 27年 4月 15日、看護学教育課程、愛知県看護研修センター新人看護教員研修

会 

2）平成 27年 6月～10月、教育課程開発、慈恵会教務主任養成講習会 

3）平成 27年 8月～11月、教育課程開発、日本看護学校協議会教務主任養成講習会 

4）平成 27年 10 月 26日、主催実習指導者講習、国立病院機構関東信越ブロック 

5）平成 28年 3月、自己点検・自己評価の外部評価、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 

 

6．上記以外その他（原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料以外の紙上発表等） 

 1）山西文子（2015.5.15）、「笑顔の魅力」、厚生福祉第 6157号「打診」、時事通信社 

 2）山西文子（2015.9.1）、「垣間見たハワイの医療」、厚生福祉第 6182号「打診」、時事

通信社 

 3）山西文子（2015.12.15）、「誇りと自信を持たせることがコーチングの真髄？」、厚生

福祉第 6114 号「打診」、時事通信社 

4) 草間朋子,岩本郁子(2015) 「特定行為研修に係る看護師研修制度」のギモンをスッキ

リ解決！, Nursing BUSINESS, 9(7), 54-62. 

5) 衣川さえ子,岩本郁子,高橋正子梅津靖江,「医療安全に関する新たな看護学教育の展

開を考える－non-technical skillに着目して－」, 第 35 回日本看護科学学会学術集

会交流集会,2015 年 12月 5～6日, 広島. 

 

【基礎看護学領域】 

１．著書 

松山友子 (2015). 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 動画付き). 

458-472, 株式会社学研メディカル秀潤社, 東京.   

松山友子 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 4.活動・休息援助技術. 川島みど

り･井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上を

めざして ［事例解説付き］ －. 205-215, 看護の科学社, 東京. 

松山友子 (2016). 第4部 看護技術の現代における指標 5. 清潔・衣生活技術. 川島みどり･

井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上をめ
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ざして ［事例解説付き］ －. 216-230, 看護の科学社, 東京.  

穴沢小百合 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 1. 環境調整技術. 川島みどり･

井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上をめ

ざして ［事例解説付き］ －. 176-183, 看護の科学社, 東京. 

穴沢小百合 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 3. 排泄援助技術. 川島みどり･

井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上をめ

ざして ［事例解説付き］ －. 195-204, 看護の科学社, 東京. 

穴沢小百合 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 10. 症状・生体機能管理技術. 

川島みどり･井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力

の向上をめざして ［事例解説付き］ －. 275-284, 看護の科学社, 東京. 

髙橋智子 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 8. 与薬の技術. 川島みどり･井部

俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上をめざして    

［事例解説付き］ －. 257-266，看護の科学社, 東京. 

髙橋智子 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 11. 苦痛の緩和・安楽の技術. 川

島みどり･井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の

向上をめざして ［事例解説付き］ －. 285-294, 看護の科学社，東京. 

髙橋智子 (2016). 第 4部 看護技術の現代における指標 13. 安全確保の技術. 川島みどり･

井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上をめ

ざして ［事例解説付き］ －. 307-316, 看護の科学社，東京. 

髙橋智子 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 14. 死亡時のケアに関する技術. 

川島みどり･井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力

の向上をめざして ［事例解説付き］ －. 317-327, 看護の科学社, 東京. 

海江田育実 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 6. 呼吸・循環を整える技術. 川

島みどり･井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の

向上をめざして ［事例解説付き］ －. 231-245， 看護の科学社，東京. 

川﨑香織 (2016). 第 4部 看護技術の現代における指標 12. 感染防止の技術. 川島みどり･

井部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上をめ

ざして ［事例解説付き］ －. 295-306, 看護の科学社，東京. 

佐藤佑香 (2016). 第 4 部 看護技術の現代における指標 7. 創傷管理技術. 川島みどり･井

部俊子・山西文子・市川幾恵編. 改訂版 今日の看護指針－臨床実践能力の向上をめざし

て［事例解説付き］ －. 246-256, 看護の科学社, 東京. 

 

2．論文等 

穴沢小百合・松山友子・木村弘江 (2016). 看護管理ラウンドに対する看護師長の認識, 看護

展望, 41 (4) 78-84.  

 

3．学会における発表  

穴沢小百合・海江田育実・髙橋智子・佐藤佑香・松山友子, 副看護部長が行う看護管理ラウン

ドに関する実態調査―副看護部長が認識する課題に焦点を当てて―, 第 41回日本看護研

究学会学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 

髙橋智子・松山友子・穴沢小百合・佐藤佑香・海江田育実, 副看護部長が行う看護管理ラウン
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ドに関する実態調査―看護管理ラウンドの実態―, 第 41 回日本看護研究学会学術集会, 

2015 年 8 月 22 日, 広島. 

加藤由希子・穴沢小百合, 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

に関する縦断的調査, 第 41 回日本看護研究学会学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 

新井亜弥子・松山友子・加藤章子, 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, 第 41 回日本看護研究学会学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 

串原弘江・松山友子・加藤章子, 出産準備期にある女性のヒールの高さと骨盤傾斜角との関

連, 第 41 回日本看護研究学会学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 

 

4．研究助成および研究成果報告書     

穴沢小百合・松山友子・髙橋智子・海江田育実・佐藤佑香・川﨑香織・木村弘江・淺沼智恵. 

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. 

 

5．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 

   国立国際医療研究センター国府台病院：看護研究指導 (2015 年 9 月 9 日) 

髙橋智子 

第 16 回日本赤十字看護学会学術集会 実行委員 （2015 年 6 月 27 日～6 月 28 日） 

海江田育実 

   第 16 回日本赤十字看護学会学術集会 実行委員 （2015 年 6 月 27 日～6 月 28 日） 

 

【成人・老年看護学領域】 

1．著書 

荒瀬康司, 糸井隆夫, 角田ますみ, 真下綾子 他, ( 2015) 看護師 国家試験問題集 必修 

株式会社 メディックメディア, 79-80, 東京. 

荒瀬康司, 浅沼晴美, 池亀俊美, 真下綾子, 他, (2015) クエスチョン・バンク 看護師国家

試験問題解説, 株式会社 メディックメディア, 看護の統合と実践分野, 1-8 東京. 

和藤幸弘, 真下綾子(2015), 看護師・看護学生のためのレビューブック 2016， 株式会社 メ

ディックメディア, 看護の統合と実践分野, 2-9. 

 

2．論文等 

戸ヶ里泰典, 竹内朋子, 米倉祐貴, 横山由香里, 中山和弘, 山崎喜比古. 13 項目 7 件 

sense of coherence スケール日本語版の基準値の算出. 日本公衆衛生学会誌：62(5), 

232-237. 

 

3．学会における発表 

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.  Sense of 

coherenceを規定する社会的要因の検討（全国代表サンプル調査データより）, 第24回日本

健康教育学会学術大会, 2015 年 7 月 4 日, 前橋. 

青柳智和, 竹内朋子, 清水洋子. 救急外来受診患者における白血球数の上昇とバイタルサイ
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ンの関連. 第 1 回日本 NP 学会学術集会, 2015 年 11 月 14 日, 大分. 

真下綾子, 佐々木美奈子, 田中彰子, Leadership for overcoming the crisis situation 
after the Great East Japan Earthquake, World Academy of Nursing Conference , 
ドイツ ・ハノーファー.  

川村知也, 真下綾子, 朝澤恭子, 過疎地住民の救急車要請が困難である要因 第 35 回日

本看護科学学会学術集会, 2015 年 10 月 14-17 日, 広島. 

岩渕起江, 只浦寛子, 國井享奈，人の自然な動きのパターン ―臥位・スパイラルの動作解析

－, 第 3 回看護理工学学会学術集会, 2015 年 10 月 10-11 日, 京都市. 

只浦寛子, 岩渕起江, 國井享奈, 人の自然な動きのパターン ―臥位・パラレルの動作解析

－，第 3 回看護理工学学会学術集会, 2015 年 10 月 10-11 日, 京都市. 

國井享奈, 只浦寛子, 岩渕起江, ボディメカニクスとキネステティク (パラレル) 動作介助によ

る車椅子から座位までの痛みと面圧中心の比較, 第 3 回看護理工学学会学術集会, 2015

年 10 月 10-11, 京都市.   

田向宏和, 吉崎秀和, 岩渕起江, 早坂奈美, 小野孝二, 救急外来を受診し再入院となった

高齢者の現状と支援のあり方についての一考察, 第 69回国立病院総合医学会, 2015年 10

月 2-3 日, 札幌市. 

岩渕起江, 只浦寛子, 人の自然な動きのパターン ―臥位・水平移動の動作解析－, 日本リ

ハビリテーション看護学会第 27 回学術集会, 2015 年 11 月 20-21, 川越市. 

岩渕起江, 只浦寛子, 国内外における Humanitude文献レビューとエビデンスレベル, 第 35

回日本看護科学学会学術集会, 2015 年 12 月 5-6, 広島市. 

小林路世, 高橋有紀, 片岡惇, 千野寿子, 松本和史, 小粥美香, 竹谷英之, 成人血友病患

者に対する疾患と治療についての確認シートの活用とセルフケア能力の評価, 第37回日本

血栓止血学会学術集会, 2015年5月21-23日, 甲府市. 

町田亜子, 松本和史, 高橋有紀, リンツビヒラ 希. 肺炎治療中に認知障害を併発した高齢患

者への退院支援-生活や家族の状況の把握が困難なもとでの看護-,  第 22 回日本家族看

護学会学術集会, 2015 年 9 月 5-6 日, 小田原市. 

松本和史. 臨床研究コーディネーターのワークライフバランスと離職意思に関する研究, 第 19

回日本看護管理学会学術集会, 2015 年 8 月 28-29 日, 郡山市. 

武村雪絵，佐藤博子，小澤昌子，小粥美香，佐藤朋子，須山寿子，谷井真弓，成田初子，久原

みな代，松本和史. インフォメーション・エクスチェンジ1学習会―評価―実践のスパイラルに

よる日看護管理者のコンピテンシー向 上の試み, 第19回日本看護管理学会学術集会, 

2015年 8月28-29日, 郡山市. 

 

4．研究助成および研究成果報告書 

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-2015 年度. 

竹内朋子,看護師のワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する調査研究. 日本学術振興会科学研

究費補助金. 若手研究（B）. 2015 年度-2016 年度. 

戸ヶ里泰典, 山崎喜比古, 中山和弘, 竹内朋子,米倉佑貴, 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. 
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真下綾子,回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者のQOLを高めるためのリハビリテ

ーション看護に関する研究, 公益財団政策医療振興財団, 平成 27 年 4 月～平成 28 年 3

月. 

長村文孝, 山下直秀, 棗田豊, 神里彩子, 各務茂夫, 渡邉俊樹, 加藤直也, 松本和史, 先

端医療開発を担う人材養成のための標準化教育プログラムの策定と実践. 独立行政法人日

本医療研究開発機構(AMED)医療技術実用化総合研究事業（臨床研究・治験推進研究事

業）, 2015 年度-2016 年度. 

 

5．社会貢献 

竹内朋子 

1) 看護研究指導, 埼玉県看護協会第 4 支部, 2015 年 4 月‐2016 年 2 月 

2) 秩父看護専門学校, 看護研究方法論, 2015 年 5-7 月 

3) 看護研究発表会講評, 東芝病院, 2015 年 6 月 6 日 

4) 日本看護科学学会表彰論文選考委員会委員 

真下綾子 

1) ファーストレベル, 看護専門職論看護の社会的責務と法的根拠, 上尾中央医科グループ

協議会, 2015 年 6 月 27 日 

2) ファーストレベル, ヘルスケアシステム論保健医療福祉の動向, 上尾中央医科グループ協

議会, 2015 年 7 月 4 日 

3) 認定看護管理者教育課程セカンドレベル, 人的資源活用論単元：看護人事・労務管理/ 

人員配置（新人・中途採用等の募集・配置転換）, 賃金制度・事考課/労務管理・勤務計画

（労働時間、休憩・休日の確保, 安全衛生、健康管理等/ 職場のパワーハラスメント対策,公

益社団法人長崎県看護協会, 2015 年 7 月 19 日 

4) 看護管理研修Ⅱ, 病棟看護の質はこう測る！, 師長が知っておきたいナーシング・インディ

ケーターの基礎知識, 地方独立行政法人宮城県立病院, 2015 年 11 月 11 日 

5) 職場のメンタルヘルス, 公益財団法人東京都保険医療公社荏原病院, 2015年 10月 23日. 

6) 看護の質を可視化するナーシング・インディケーターの活用と評価, 公益社団法人東京都

看護協会, 2016 年 1 月 12 日 

7) シンポジスト, 看護の質改善を図る‐質の指標の活用方法, 第 2 回 MQMA 学術総会, 2016

年 2 月 6 日 

8) 上尾中央総合病院看護研修センター, 教育運営委員会委員  

9) 日本看護管理学会  看護の適正評価に関する検討委員会委員   

10) 一般社団法人メディカルクオリティマネジメントアカデミー  （Medical Quality 
Management Academy） 理事 

11) 日本医療マネジメント学会評議員 

岩渕起江 

1) 高齢者施設体験学習, 明治薬科大学, 2015 年 7 月 29 日 

2) 成人看護学急性期, 横浜医療センター附属横浜看護学校, 2015年4月-2016年1月 

3) 世田谷区公開講座, 認知症ケア、発症と進行の予防策として家族に出来ること, 世田谷区 

2015年10月18日     

4) 認知症研修認定薬剤師講座eラーニング, 医療教育研究所, 2016年2月26日. 



84 
 

5) 看護研究指導, 国際医療福祉大学三田病院, 2015 年 6 月-2016 年 3 月 

松本和史 

1) 東京大学大学院医学系研究科医学集中実習 IX トランスレーショナルリサーチ看護学入

門：TR における看護学, 東京大学医科学研究所附属病院, 2015 年 7 月 13 日 

2) 平成 27 年度幹部看護師（看護師長等）管理研修Ⅰ：看護管理に活かす「コンピテンシー」, 

国立病院機構本部, 2015 年 7 月 6 日 

3) 平成 27 年度幹部看護師（副看護部長）管理研修Ⅱ：看護管理に活かす「コンピテンシー」, 

国立病院機構本部, 2015 年 6 月 8 日 

4) 看護部ラダーⅠ研修：「看護倫理」「看護研究入門」, 東京大学医科学研究所附属病院,  

2015 年 7 月 2 日 

5) 看護部ラダーⅣ研修：「看護研究」, 東京大学医科学研究所附属病院, 2015 年 7 月 2 日 

6) 日本看護科学学会和文誌統計担当専任査読委員 

秋場研 

1) アナフィラキシー対応 （エピペン® ）研修, 新宿区立富久町保育園, 2015 年 5 月 21 日 

2) BLS インストラクター養成講習, 日本医療教授システム学会, 2015 年 6 月 20 日～21 日 

3) 看護師急変対応研修 PEARS プロバイダーコース, 日本医療教授システム学会, 2015 年 6

月 27 日-28 日 

4) CPR&AED/ファーストエイド研修ならびに同指導員研修, 株式会社横浜マリノス, 2015 年 7

月 5 日 

5) 急変対応の原理とその教え方ワークショップ, 湘南中央病院看護部教育室, 2015 年 8 月 8

日 

6) BLS/ALS 研修, 横浜新緑総合病院看護部教育室, 2015 年 9 月 26 日 

7) ハートセイバー・ファーストエイド市民対象応急手当講習, NPO 法人救急医療の質向上協

議会, 2015 年 10 月 25 日 

8) 看護師急変対応研修 PEARS プロバイダーコース, 日本医療教授システム学会,  2015 年

11 月 21 日-22 日 

9) 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 

 

【母性看護学・助産学領域】 

1．著書（翻訳書を含む）  なし 

  

2．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

Asazawa Kyoko, (2015). Effects of a partnership support program for couples 
undergoing fertility treatment. Japan Journal of Nursing Science, 12(4) 354-66. 

 平出美恵子, 宮崎文子, 松崎政代 (2015). 助産所出生数の減少解明に向けた出産施設選択 

  に関する調査研究. 日本助産学会誌, 29 巻(1), 87－97. 

 池田洋美, 宮﨑文子, 岩本郁子, 小嶋奈都子(2016). 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. 日本母子看護学会誌, 第 9 巻(2), 59－69. 

 

3．学会における発表 

 Asazawa Kyoko, Mori A, Effects of a Partnership Support Program for Couples 
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Undergoing Fertility Treatment. European Society of Human Reproduction and 
Embryology, 15 June 2015, Lisbon, Portugal. 

 Asazawa K, Factors Related to Quality of Life For Couples Undergoing Fertility 
Treatment. The ICM Asia Pacific Regional Conference, 22 June 2015, Yokohama. 

 新井亜弥子, 松山友子, 加藤章子, 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, 第 41 回日本看護研究学会, 2015 年 8 月 23 日, 広島. 

 林聡美, 宮﨑文子, 高木晴良, 正常に経過する分娩時の会陰切開に関する助産師の専門職 

  的自律の現状と課題, 第 30 回日本助産学会学術集会, 2016 年 3 月 19 日, 京都. 

 池田洋美, 宮﨑文子, 岩本郁子, 小嶋奈都子, 損益分岐点分析の手法を用いた助産外来の 

  効果的運営方法の検討, 第 15 回日本母子看護学術集会, 2015 年 7 月 4 日, 東京. 

 加藤江里子, 宮﨑文子, 岩本郁子, 小嶋奈都子, 産後早期から始める堤式自己マッサージ法 

  の効果検証, The ICM Asia Pacific Regional Conference 2015, 2015 年 7 月 21 日, 横浜. 

 川村知也, 真下綾子, 朝澤恭子, 過疎地住民の救急車要請が困難である要因, 第 35 回日本 

  看護科学学会学術集会, 2015 年 12 月 6 日, 広島. 

 串原弘恵, 松山友子, 加藤章子, 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, 第 41 回日本看護研究学会, 2015 年 8 月 23 日, 広島. 

 黒田明野, 古磯優季, 石井あかね, 谷山遥香, 宮﨑文子, 関屋伸子, 朝澤恭子, 大学生男 

  女の妊孕性に関する知識とライフプランの意識調査, 第 15 回日本母子看護学会学術集会,  

  2015 年 7 月 4 日, 東京. 

 Oishi Tokiko, Miyuki Isogai, Satomi Kihara, Akari Shishido, Hitomi Suzuki, Haruka 
Toyozumi, Ako Nagamatsu, Aya Morimoto, Mikuro Yamamda, Airi Yoshizawa, 
Knowledge and Awareness About the Association between Cervical Cancer and 
Human Papillomavirus Infection Among Japanese Male and Femaile College 
Students, The 11th ICM Asia Pacific Regional Conference , 22 June 2015, Yokohama. 

 小澤彩,宮﨑文子,岩本郁子,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, 第 46 回日本看護学会看護管理学術集会, 2015 年 9 月 8 日, 福岡. 

 佃志津子, 橋本美幸, 梅崎薫, 被災地におけるソーシャルワーカーの二次的外傷性ストレスと 

  関連要因‐二次的外傷性ストレスに気づくために‐, 第 35 回日本医療社会事業学会, 2015 年 

  5 月 30 日, 京都. 

 豊住春佳, 吉澤あいり, 橋本美幸, 加藤江里子, 加藤章子, 大学生の子宮頸がんとHPV感染 

  に関する知識と認識の相違－男女差に着目して－, 日本母子看護学会, 2015年7月，東京． 

 梅崎薫, 佃志津子, 橋本美幸, 被災地におけるソーシャルワーカーの現状とスーパービジョン 

  ～ソーシャルワーカーの燃え尽きを防ぐために～, 日本精神保健福祉士学会学術集会, 2015 

  年 6 月 27 日, 福島． 

 吉田 亜希子, 関屋 伸子, 今井 秀樹, 合計特殊出生率への影響因子に関する生態学的研 

  究 都道府県別のデータを用いての統計的分析, 第 56 回日本母性衛生学会学術集会,        

  2015 年 10 月 17 日, 仙台. 

 

4．研究助成および研究成果報告書 

 朝澤恭子. 不妊治療中の男性における QOL 向上のためのファティリティ看護プログラムの開  

  発. 日本学術振興会科学研究費補助金 研究課題番号：15K11684, 基盤研究(C). 2015 年 
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  度～2017 年度 

 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.日本学術振興会科学研 

  究費助成金, 基盤研究(C). 2013 年～2017 年度 

 

5．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、非常勤講師等) 

宮﨑文子 

 1）日本母子看護学会監事 

 2）日本助産学会専任査読委員 

 3）性の健康医学財団評議員 

 4）大分県立看護科学大学大学院非常勤講師, 大分県 

   ①看護教育特論. 平成 27 年 9 月 28 日,11 月 30 日 4 コマ 

   ②助産マネジメント論. 平成 27 年 9 月 28,29 日 4 コマ 

大石時子 

 1）International Confederation of Midwives, Education Standing Committee 委員 

 2）International Confederation of Midwives, Asia/Pacific Yokohama 大会展示委員 

 3）全国助産師教育協議会理事 

 4）日本思春期学会理事 

 5）日本助産評価機構理事 

 6）日本助産学会代議員 

 7）日本助産学会専任査読委員 

 9）妊娠・産褥期のフィジカルイグザミネーション. 神奈川県助産師会講師, 2015 年 6 月 20 日,  

  横浜 

 10）講演 生死学ワークショップ～誕生に寄り添う視点で死を見つめ直す～. Umi の家, 2015 

  年 8 月 23 日, 横浜 

 11）助産実践能力（クリニカルラダー）レベル III 認証活用研修会 ｢フィジカルアセスメント｣講 

   師. 日本助産師会, 2015 年 9 月 15 日, 東京 

 12）助産師が行う周産期のフィジカルイグザミネーション. 滋賀医科大学講師, 2015 年 12 月 

  19 日, 京都 

 13）助産実践能力（クリニカルラダー）レベル III 認証活用研修会 ｢フィジカルアセスメント｣講 

  師. 日本助産師会, 2016 年１月 23, 大阪 

 14）第 30 回日本助産学会学術集会プレコングレス講演 助産教育の Global Standards と世 

  界の動き. 第 30 回日本助産学会学術集会(京都), 2016 年 3 月 18 日 

 加藤章子 

  1）分娩監視研究会理事 

  2）国際母子保健活動. 共立女子大学非常勤講師（臨時）,平成 27 年 7 月 10 日 

  3）平成 27 年度アフリカ母子保健包括的看護管理(JICA)研修. 東京医療保健大学大学院高 

    度実践助産コース, 平成 27 年 7 月 13 日 14 日 

  4）公開講座 ベビーマッサージ,東京医療保健大学大学院高度実践助産コース, 2015 年 7 月 

     24 日 

 朝澤恭子 

  1）日本生殖看護学会 理事会総務幹事 
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  2）日本生殖看護学会 選挙管理委員会委員 

  3）日本生殖看護学会 理事会編集委員会幹事 

  4）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 

  5）19th EAFONS（East Asian Forum of Nursing Scholars） in Japan 査読委員 

  6）看護研究指導. 独立行政法人国立病院機構東京医療センター看護部 2015 年 5 月～ 

    2016 年 2 月 

  7）独立行政法人国立病院機構 平成 27 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」. 独立行政法人国立病院機構, 2015 年 10 月 23 日 

  8）看護研究講演. 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター看護部, 2016 年 3 月 9 日 

    ～16 日 

 

6．上記以外その他(原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料以外の紙上発表等) 

 大石時子(2015). 第11回ICMアジア・太平洋地域会議報告. 公益社団法人全国助産師教育協 

   議会. 助産師教育No.85, p5 

 Shinkawa, H., Takahashi, H,. Hashimoto, M,. Tamura,. Y,.Oishi,T,. Iriyama, S,. 
Inomata, R,. Nishijima, N,. Current Trends in International Midwifery Education. 
International Committee, Japan Society of Education（全国助産師教育協議会平成 26

年度事業活動報告書）. 64-73. 2015 年 7 月 

 

【小児看護学領域】 

1.著書 

 筒井優美監修／小村三千代(2016).小児看護実習ガイド 第 2版.照林社.東京. 

 

2．論文等（原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料） 
  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ての具体的方策 看護学部開設 3年目に導入した 

     看護学実習連携会議の効果.札幌市立大学研究論文集,9(1),25-30. 

 

3．学会における発表 

   干野真由美, 松村由美 , 小村三千代, 筋ジストロフィー病棟で働く看護師の思いと 

     課題 「筋ジストロフィーの看護を語る会」を通して, 第 69回国立病院総合医学会 

     講演抄録集,438, 2015年 10 月 2-3日,札幌. 

   石川倫子, 小村 三千代, 岩本郁子, 児玉菜桜, 新たな役割拡大を担う看護師が抱い 

     ている困難と対応の経時的変化, 第 19回日本看護管理学会学術集会,221, 2015年 

   8月 28-29 日, 福島. 

   小田晶子, 小村 三千代, 伊藤 桂子, 初産婦が分娩第 1期の辛さを乗り越えるための 

     ケア, 第 56回日本母性衛生学会総会学術集会抄録集,202, 2015年 10月 16-17日,  

     岩手. 

   武井紀子, 倉持由美, 小村三千代, 語りから見えてきた看護の特性, 第 69回国立病院 

   総合医学会講演抄録集,793, 2015年 10月 2-3日,札幌. 
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4.研究助成および研究成果報告書 

 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（2015）. 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～,（公財）政策医療振興財団の助成による研究報告,医療の広場,7-10. 

 

5.社会貢献  

小村三千代 

1） 独立行政法人 国立病院機構栃木医療センター看護部研修会講師,看護研究の進め 

   方, 2015年 5月 28日（栃木）. 

2） 青葉学園野沢こども園子育て支援事業 2015年度第 1回教育講座「子どもの急な発熱 

     と予期せぬケガ：その対応と対策」, 2015年 6月 6日（東京）. 

3)  独立行政法人 国立病院機構南九州病院看護部研修会講師,看護を語る：看護の伝承 

      そして創出へ, 2015年 7月 8日（鹿児島）. 

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

     護倫理, 2015年 10月 20日（東京）. 

5) 日本筋ジストロフィー看護研究会第 3回学術集会会長講演,筋ジストロフィー看護の 

     伝承そして研究へ, 2015年 10月 31日（東京）. 

6) 日本筋ジストロフィー看護研究会第 3回学術集会交流集会,筋ジストロフィー看護を 

研究しましょう：抄録の書き方, 2015年 10月 31日（東京）. 

  7) 独立行政法人 国立病院機構箱根病院看護部研修会講師,看護倫理, 2016年 2月 17日 

     （神奈川）. 

8）日本小児看護学会 学会誌編集委員 

9）日本筋ジストロフィー看護研究会副会長 

10) 日本筋ジストロフィー看護研究会第 3回学術集会会長 

11）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 

12）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 

13）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 

14）独立行政法人 国立病院機構栃木医療センター看護部  看護研究指導講師 

15）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 

16）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 

17）独立行政法人 国立病院機構南九州病院看護部 看護研究指導講師 

18）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 

19）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 

 

【精神看護学領域】 

1．著書 
中村裕美 (2015). アセスメントの視点と観察. 森千鶴監編著. これからの精神看護学 

病態生理をふまえた看護実践のための関連図 (初版). 147-150, ピラールプレス, 東
京. 

中村裕美 (2015). 摂食障害の理解と看護. 森千鶴監編著. これからの精神看護学 病態

生理をふまえた看護実践のための関連図 (初版). 262-280, ピラールプレス, 東京. 
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田中留伊 (2015). 修正型電気けいれん療法. 森千鶴監編著. これからの精神看護学 病

態生理をふまえた看護実践のための関連図 (初版). 82-84, ピラールプレス, 東京. 
田中留伊 (2015). 精神科におけるコミュニケーション. 森千鶴監編著. これからの精神

看護学 病態生理をふまえた看護実践のための関連図 (初版). 159-162, ピラールプ

レス, 東京. 
田中留伊 (2015). 薬物依存症の理解と看護. 森千鶴監編著. これからの精神看護学 病

態生理をふまえた看護実践のための関連図 (初版). 244-261, ピラールプレス, 東京. 
 
2．論文等 
佐藤美保, 田野将尊, 浅沼奈美 (2015). 行動制限の体験学習を通した学生の学び－制限

を受ける患者への共感をめざして－. 杏林大学研究報告教養部門, 33, 9-19. 
佐藤美保, 横山祐樹, 北澤典子, 岡田昌也, 吉田信子, 田野将尊, 浅沼奈美 (2015). 精神

看護学実習における実習指導者と教員の連携による実習指導－患者‐学生‐指導者‐

教員の 4 者関係の分析から－. 杏林大学研究報告教養部門, 33, 21-31. 
 
3．学会における発表 
石崎直美, 梶桃子, 加藤綾佳, 小関和華子, 白石麗奈, 津田唯, 長谷川あずさ, 吉田愛恵, 
渡辺綾, 田中留伊, 伊藤桂子, 中村裕美: 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～精神看護学における学びの経験から～, 第 69 回国立病院総合医学

会, 2015 年 10 月 2 日, 北海道. 
石崎有希, 菅原裕美, 茂手木彩, 田中留伊: 医療観察法病棟に入院中の統合失調症者に

おける共感性と規範意識との関連, 第 25 回日本精神保健看護学会学術集会, 2015年 6
月 27 日, 筑波. 

板山稔, 田中留伊: 中学校における精神保健教育の実施課題に関する実態調査, 第 74 回

日本公衆衛生学会総会, 2015 年 11 月 4 日, 長崎. 
伊藤桂子, 田中留伊, 中村裕美, 大迫哲也: 首都圏看護系大学に通う学生の携帯電話依

存傾向に関する研究, 第 14 回日本アディクション看護学会学術集会, 2015 年 9 月 6
日, 東京. 

金井誠, 田中留伊, 小宇田智子: 心不全患者の服薬アドヒアランスへの影響因子, 日本

看護研究学会第 41 回学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 
中村裕美, 田中留伊, 伊藤桂子, 大迫哲也: 看護系大学に通う未成年者の携帯電話依存

傾向と日常生活への影響, 第 25 回日本精神保健看護学会学術集会, 2015年 6 月 27日, 
筑波. 

高橋雪子, 田中留伊, 小宇田智子, 高木晴良: 病院前気管挿管症例の予後へ影響を及ぼ

す因子, 日本看護研究学会第 41 回学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 
田中啓一郎, 田中留伊, 小宇田智子: 診療看護師のコスト意識と要因, 日本看護研究学

会第 41 回学術集会, 2015 年 8 月 22 日, 広島. 
田野将尊, 茅根寛子, 渡辺純一, 竹島勝義, 佐藤圭一, 佐藤美保, 浅沼奈美: 精神看護学

実習のプロセスレコード指導における臨床指導者の困難, 第 25 回日本精神保健看護

学会学術集会, 2015 年 6 月 27 日, 筑波. 
Yoshimi Omori, Katherine Riedford, Chizuru Mori, Koji Saeki, Rui Tanaka, Kenji 
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Matsumoto: Comparison of Nursing Students' Perception toward Alcohol Abuse 
between the United States and Japan, 29th American Psychiatric Nurses 
Association, 2015, 10, 28-31, Florida. 

 
4．研究助成および研究成果報告書 
田野将尊. 精神科救急・急性期病棟における地域移行支援のための多職種連携ガイドラ

インの開発. 日本学術振興会科学研究費補助金. 若手研究(B). 2015 年度-2017 年度. 
 
5．社会貢献 
田中留伊 

1) 第 45 回日本看護協会論文集看護教育 査読委員 
2) 代々木メンタルクリニック倫理審査委員会 外部委員 
3) 代々木メンタルクリニック治験審査委員会 外部委員 
4) ゆたかクリニック治験審査委員会 外部委員 
5) 日本精神保健看護学会第 25 回学術集会・総会 企画委員 
6) 日本精神保健看護学会第 25 回学術集会・総会 実行委員長 
7) 日本アディクション看護学会 理事 
8) 小澤高等看護学院 非常勤講師 
9) シンポジウム座長 アルコール依存症の看護教育の現状と課題,  宮脇真一郎, 武村

敏弘, 河野康夫, 東中須恵子, 大津聡美, 第 14 回日本アディクション看護学会学術集

会, 2015 年 9 月 6 日, 東京. 
 
田野将尊 

1) 日本精神保健看護学会第 25 回学術集会・総会 実行委員 
2) 明星大学人文学部福祉実践学科 非常勤講師 
3) 医療法人埼友会埼友草加病院・医療法人社団医山会埼友クリニック 非常勤看護師 
(リエゾンアドバイザー) 
4) 公益財団法人井之頭病院 臨床指導者対象トピックス研修講師 臨床指導者に期待

する役割, 2015 年 12 月 16 日, 東京. 
5) TMG 認定看護師キャリアアップ研修講師 統計学の基礎と論文の読み方, 2015 年 1
月 18 日, 埼玉. 

6) シンポジスト 修士 2 年の過ごし方－教育職・研究職への道, 筑波大学大学院リハビ

リテーションコース同窓会ミニシンポジウム, 2015 年 6 月 13 日, 東京. 
 
中村裕美 

1) 日本精神保健看護学会第 25 回学術集会・総会 企画委員 
2) 日本精神保健看護学会第 25 回学術集会・総会 実行委員 
3) 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 災害時こころの支援情報支援セン

ター研究生 
 
6．その他 
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田中留伊. 第 25回日本精神保健看護学会を終えて, 日本精神保健看護学会ニューズレタ

ー. 
 

【地域看護学領域】 

1.著書（翻訳を含む） なし 

 

2.論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

菅野太郎, 石田千絵, 斎藤正子, 久保祐子, 河原加代子, 小原真理子(2015). 避難所に

おける要援護者に対するトリアージ手法の開発-シミュレーション結果の事例別分析

と評価‐. 日本集団災害医学会, 20(1),1－9. 

 Kayoko Kawahara, Mariko Ohara, Chie Ishida, Masako Saito, Yuko Kubo, Taro 
Kanno. (2015). Development of triage system for vulnerable people in evacuation 
shelters: Evaluation of teaching materials. J.J.Disast.Med, 20(2), 284-290. 

石田千絵.（2016）. 在宅・地域志向に対応した医療介護関係者の人材育成教育の動向 第

1回 地域・在宅志向のための基礎看護教育. 保健の科学. 58(1), 43-49. 

 

3.学会における発表 

小川 春奈, 石田千絵, 村田加奈子. ALS療養者の人工呼吸器装着の選択時の意思決定の

プロセス. 第 20 回日本難病看護学会学術集会, 2015年 7月 24日, 東京. 

石田千絵. 東日本大震災で大津波被害を受けた透析患者の体験 ～透析患者が大津波被

害を受けた意味～. 日本災害看護学会第 17回年次大会, 2015年 8月 9日,仙台. 

石田千絵, 小原真理子, 久保祐子, 斎藤正子, 斎藤麻子.避難所における看護職・介護職

の災害時要援護者への対応の特徴 ～要援護者２次トリアージの開発に向けて～. 日

本災害看護学会第 17 回年次大会, 2015年 8月 8日,仙台. 

増田めぐみ，関山なずな，佐藤季実子，中島朱梨,嶋﨑由希子,松澤なほ子，楠瀬真紀，

福田彩乃，牧栄理，石田千絵.父親から母親への精神的支援に注目した育児の実態」～

幼児をもつ夫婦それぞれの視点から～.第 4回日本公衆衛生看護学会, 2015年 1月 23

日,東京.  

及川実祥,伊藤梓,今村侑愛,加藤佳世,久貝朱里,栗谷美槻,小林花実,都千里,佐藤潤. 強

度を意識させる介入による身体活動指標の変化. 第 4回日本公衆衛生看護学会, 2015

年 1月 23日, 東京. 

 

4.研究助成および研究成果報告書 

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

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. 

佐藤潤.保健指導の効果指標としての Preference（選好）の変化の適用可能性の検討(研

究代表者). 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C). 2015年度～2017年度. 

 

5.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) 

石田 千絵 

1） 日本災害看護学会 評議委員 
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2） 災害看護活動論Ⅰ. 東京医科歯科大学大学院. 2015年 6月 29日 

3） 看護管理者セカンドレベル. 昭和大学キャリア開発・研究センター. 2015年 

9月-10 月 

4） 災害保健活動. 東邦大学. 2015年 11月 11日 

5） 地域力を高める防災の基本. 第 15回健康社会学セミナー. 2015年 11月 21 

  日 

6） 国際・災害看護. さいたま看護専門学校. 2015年 11月-12月 

7） 看護の統合と実践Ⅰ 災害看護. 東京医科歯科大学. 2016年 1月 5日 

8)  学会実行委員. 第 4回日本公衆衛生看護学会学術集会. 2016年 1月 22-24日 

9） 難病患者在宅支援評価委員会. 鎌倉保健福祉事務所. 2016年 2月 17日 

佐藤 潤 

1) 日本看護系大学協議会 広報・出版委員会委員. 

2) 学会実行委員. 第 4回日本公衆衛生看護学会学術集会. 2016年 1月 22-24日 

3) 実行委員. 日本看護系大学協議会 40週年記念式典. 2016年 1月 30日 

牧 栄理 

1) 学会実行委員. 第 4回日本公衆衛生看護学会学術集会. 2016年 1月 22-24日 

手塚 久美子 

1) 学会支援. 第 23 回日本ホスピス在宅ケア研究会全国大会 in 横浜. 2015 年 8 月

29-30日 

2)  学会実行委員. 第 4回日本公衆衛生看護学会学術集会. 2016年 1月 22-24日 

  

6.上記以外その他 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料以外の紙上発表等) 

石田千絵. ライフヒストリー「ALS（筋委縮性側索硬化症）岡部宏生さんの場合」DVD企

画・制作. 医学映像教育センター. 2015年. 

石田千絵.メディカコンクール 保健師国家試験対策テスト 2015年（メディカ出版） 問

題・解説作成 

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 2016年 2月. 

(http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&progra
m_type=5) 

佐藤潤.メディカコンクール 保健師国家試験対策テスト 2015年（メディカ出版） 問

題・解説作成 

佐藤潤.メディカ出版 e-learning Nプラス保健師国家試験解説 2016年 2月. 

(http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&progra
m_type=5) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&program_type=5
http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&program_type=5
http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&program_type=5
http://www2.medica.co.jp/exam/program?concours_type=1&page_type=1&program_type=5
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災害看護学コース 

【看護基盤学】 

1．著書（翻訳書を含む） 

石井美恵子(2016). XV 看護の実際.DMAT 隊員テキスト(電子版). XV1-XV22. へるす出版. 

東京. 

高木晴良(2016). 系統看護学講座 基礎 統計学. 医学書院. 東京. 

 

2．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

石井美恵子(2015). 災害時の家族看護(会議録). 日本家族看護学会学術集会プログラム・抄

録集. 53． 

石井美恵子（2015）. 地域の医療機関としての備えとは. 学研メディカルサポート管理職・ チ
ーム医療コース e-ラーニング資料. 

寺本 泰, 平谷 一人, 石井 美恵子(2015). 被災地域における救急看護の役割と連携 3.11

から 4 年経過して 三重県熊野市、南牟婁郡における災害医療への取り組み(会議録) . 日

本救急看護学会雑誌. 17(3), 100． 

 

３．学会における発表 

赤木美智男, 高野貴子, 高木晴良, 萩原教文, 野木森宣嗣, 犬塚亮. ダウン症候群に合併

する先天性心疾患の性差. 第62回日本小児保健協会学術集会, 2015年6月19日, 長崎. 

堀田昇吾, 伴信彦. 放射線被ばく後の急性冠症候群の発症過程に関する理論的考察. 日本

保健物理学会第 48 回研究発表会, 2015 年 7 月 3 日, 東京. 

高橋雪子, 高木晴良, 小宇田智子, 田中留伊. 非心原性心停止症例に対する病院前気管挿

管の予後への影響～日本蘇生統計を用いた大阪における検討～. 第 41 回日本看護研究

学会, 2015 年 8 月 22 日,広島. 

石井美恵子. シンポジウムⅡ「自然災害時に私たちができること」. 日本看護管理学会学術集

会, 2015 年 8 月 29 日, 福島. 

寺本 泰, 平谷 一人, 石井 美恵子. 被災地域における救急看護の役割と連携 3.11から4年

経過して 三重県熊野市、南牟婁郡における災害医療への取り組み. 日本救急看護学会学

術集会, 2015 年 10 月 17 日, 佐賀. 

山田英子, 石井美恵子, 恩部陽弥, 峯田雅寛, 張替喜世一, 大友康裕, 久保山一敏, 小井

土雄一. BHELP 委員会活動報告. 日本集団災害医学会学術集会, 2016 年 2 月 27 日, 山

形県. 

稲葉基高,石井美恵子,尾北賢治,浅井悌,苛原隆之,冨野敦捻,甲斐聡一朗,夏川知輝,鈴木健

介,前川和彦.バヌアツ共和国サイクロン災害に対する NGO 災害人道支援会の支援活動. 

日本集団災害医学会学術集会, 2016 年 2 月 28 日, 山形. 

石井美恵子. 県民公開シンポジウム「災害時のトイレの未来」. 日本集団災害医学会学術集会, 

2016 年 2 月 28 日, 山形. 

石井美恵子. 国際緊急医療援助隊医療チーム活動への看護診断の導入, パネルディスカッ

ション「看護師の未来」. 日本集団災害医学会学術集会, 2016 年 2 月 28 日, 山形. 

秋山真紀子, 後藤由美子, 山本裕梨子, 山崎範子, 川谷陽子, 石井美恵子. ネパール地震

災害に対する国際緊急医療援助隊医療チーム機能拡充派遣における一次隊手術室活動
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報告. 日本集団災害医学会学術集会, 2016 年 2 月 29 日, 山形. 

後藤由美子, 秋山真紀子, 山本裕梨子, 山崎範子, 川谷陽子, 石井美恵子. ネパール地震

災害に対する国際緊急医療援助隊医療チーム機能拡充派遣における一次隊手術室看護

師が中材業務・物品管理をおこなっての活動報告. 日本集団災害医学会学術集会, 2016

年 2 月 29 日, 山形. 

増田由美子, 石井美恵子, 川谷陽子, 秋山真紀子, 今村佐知子, 鈴木聡子, 田中茜, 中村

公彦, 鼠尾弘恵, 野口貴史, 南田哲平, 室田力, 山本裕梨子. ネパール連邦民主共和国

における地震被害に対する国際緊急医療援助隊医療チームの活動報告―機能拡充チーム

としての病棟運営に関して―. 日本集団災害医学会学術集会,  2016年2月29日, 山形県. 

林聡美, 高木晴良, 真下綾子, 宮﨑文子. 正常に経過する分娩時の会陰切開に関する助産

師の専門職的自律の現状と課題. 第 30 回日本助産学会学術集会, 2016 年 3 月 19 日, 京

都. 

＜座長＞ 

石井美恵子. パネルディスカッション「多職種による自殺企図者ケア(2)」. 日本臨床救急医学

会学術集会, 2015 年 6 月 5 日, 富山. 

石井美恵子. 災害医療・災害トリアージ. 日本臨床救急医学会学術集会, 2015 年 6 月 5 日,

富山. 

石井美恵子. ディベートセッション「救急看護の未来を語る会 in 富山」. 日本臨床救急医学会

学術集会, 2015 年 6 月 5 日, 富山. 

石井美恵子. 木村弥生衆議院議員特別講演「医療政策と看護について」. 日本臨床救急医

学会学術集会, 2015 年 6 月 6 日, 富山. 

石井美恵子. パネルディスカッションⅡ「被災地域における救急看護の役割と連携～3.11 から

4 年経過して～. 2015 年 10 月 17 日. 佐賀. 

石井美恵子. パネルディスカッション「看護師の未来」. 日本集団災害医学会学術集会, 2016

年 2 月 28 日, 山形. 

 金子あけみ 

 Yumiko Takubo, Akemi Kaneko, Masami Usui. Trends in Family Nursing Research in 
Japan:Analysis Using Text Mining. The 12th interational Family Nursing Conference,  2015. 
August 18 -21 in Odense Denmark. 

 

４．研究助成および研究成果報告書 

磯和勅子, 石井美恵子. 高齢者および災害時要援護者に配慮した避難所運営のための地域

防災対策支援方法の構築, 日本学術振興会科学研究費補助金, 基盤研究（Ｃ）. 2015 年

度-2018 年度 

高木晴良, 高野貴子. 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-2016年度 

高野貴子, 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 

 金子あけみ，田久保由美子，臼井雅美，三好智美．壮年期男性の生活習慣病予防行動と家族

機能に関する研究．日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）．2015 年度-2017

年度 
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 田久保由美子，金子あけみ，臼井雅美，坂野朋未．看護基礎教育における家族看護学教育プ

ログラムの開発と評価．日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）．2015 年度

-2017 年度 

 臼井雅美，金子あけみ，田久保由美子．家族システムケアアプローチを用いた周産期家族支

援プログラムの開発研究．日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）．2015 年度

-2017 年度 

 

5．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、非常勤講師等) 

石井美恵子 

1) 災害看護「看護の統合と実践」.大阪大学保健学科， 2015 年 4 月 7 日， 大阪. 

2) 災害支援ナースフォローアップ研修.山口県看護協会研修， 2015 年 5 月 16 日， 山口. 

3) 災害看護活動論Ⅰ. 東京医科歯科大学,2015 年 6 月 8 日, 東京. 

4) 災害看護研修. 三重県看護協会， 2015 年 6 月 12 日， 三重. 

5) 災害管理論. 北海道医療大学看護福祉学部看護学科， 2015 年 6 月 26 日， 北海道. 

6) 災害医療と看護［基礎編］（インターネット配信研修）. 神戸研修センター研修， 2015 年 7

月 10 日， 兵庫. 

7) 災害看護研修（フォローアップ）. 岩手県看護協会研修， 2015 年 7 月 14 日， 岩手. 

8) 復興支援イベントトークショー「繋ごう明日へ」. コミュニケーション教育協会， 2015 年 7 月

24 日， 宮城. 

9) 災害支援ナース養成研修. 新潟県看護協会研修， 2015 年 8 月 5‐6 日， 新潟. 

10) 災害看護（看護管理者編）. 沖縄県看護協会研修， 2015 年 8 月 21 日， 沖縄. 

11) 避難所の環境と健康. 女性を中心とした専門職防災研修・みえ防災コーディネーター育

成講座， 2015 年 8 月 22 日， 三重. 

12) 災害時の保健活動～平時からの備えと地域連携～. 草加保健所管内保健師全体研修，

2015 年 8 月 24 日， 埼玉. 

13) 災害看護研修―看護専門職としてのスキルアップ―. 愛知県看護協会研修， 2015 年 9

月 2 日， 愛知. 

14) 災害看護研修（実務）. 岩手県看護協会研修， 2015 年 9 月 7‐8 日， 岩手. 

15) 災害看護. 横浜市立脳卒中・神経脊髄センター講習会， 2015 年 9 月 9 日， 神奈川. 

16) 災害看護（実務編）. 沖縄県看護協会研修， 2015 年 9 月 11‐12 日， 沖縄. 

17） 災害支援ナース指導者研修.新潟県看護協会研修， 2015 年 9 月 15‐16 日， 新潟. 

18） 災害対策看護管理者研修. 大分県看護協会, 2015 年 9 月 18－19 日, 大分. 

19） 災害医療と看護（実務編）. 青森県看護協会研修， 2015 年 9 月 25‐26 日， 青森. 

20） まさかの時家族の健康を守る～日常生活での備え. 杉並区健康づくりリーダーの会講習

会， 2015 年 9 月 27 日， 東京. 

21） 災害看護学概論. 平成 27年度看護師救急医療業務実地修練， 2015年 9月 28日， 東

京. 

22） 看護実践能力養成研修会 災害看護における看護師の役割. 山口県看護協会, 2015 年

9 月 30 日， 山口. 

23） 災害支援ナースフォローアップ研修. 大分県看護協会， 2015 年 10 月 4 日， 大分. 

24） 災害看護（フォローアップ応用編）. 富山県看護協会， 2015 年 10 月 9‐10 日， 富山. 
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25) 医療機関の災害対策. 北海道看護協会十勝支部研修， 2015 年 10 月 12‐13 日， 北海

道. 

26） 災害看護―実務編―（災害支援ナース育成研究）. 山形県看護協会研修， 2015 年 10

月 20‐21 日， 山形. 

27） 東海・東南海大地震におけるPublic Healthの課題. 中部経済同好会会員懇談会， 2015

年 10 月 22 日， 愛知. 

28) 災害医療～災害に立ち向かう医療者たち～. 国際医療福祉大学大学院乃木坂スクール，

2015 年 10 月 23 日， 東京. 

29) 保健・医療・福祉政策の動向と看護職による政策活動の実際. 千葉大学大学院看護学研

究科, 2015 年 10 月 24 日, 千葉. 

31） 災害急性期看護「施設の事前対策と教育・訓練」. 和歌山県看護協会研修， 2015 年 11

月 4 日, 和歌山. 

32) 災害時の保健師の役割. 平成27年度新宮保健所管内保健師研修， 2015年11月6日，

和歌山. 

33） 災害支援ナースの役割、機能、活動展開および最新の知見について. 災害支援ナース

交流会， 2015 年 11 月 7 日， 北海道. 

34） 平成 27 年度近畿府県看護協会災害支援ナース指導者養成研修会. 滋賀県看護協会

研修， 2015 年 11 月 9‐10 日， 滋賀. 

35） 高等部文化講演会 災害医療支援活動の経験. 田園調布学園高等部， 2015 年 11 月

11 日， 東京. 

36） 防災における女性のリーダーシップ推進に関する経験と課題. 内閣府男女共同参画局

防災における女性のリーダーシップ推進に関する検討会， 2015 年 11 月 20 日， 東京. 

37） 災害看護. 国立病院機構災害医療センター， 2015 年 11 月 20 日， 東京. 

38） 災害看護Ⅱ（災害支援ナース）研修会， 北海道看護協会， 2015 年 12 月 1‐2 日， 北海

道. 

39） 平成27年度港北区人権啓発講演会 健康と医療から考える避難所～災害看護の経験を

通して～. 神奈川県港北区， 2015 年 12 月 4 日， 神奈川. 

40) セカンドレベル ヘルスケアサービス管理論. 宮城県看護協会， 2015 年 12 月 7 日， 宮

城. 

41) 災害支援ナーススキルアップ研修. 奈良県看護協会， 2015 年 12 月 18‐19 日， 奈良. 

42） 「美し国おこし・三重さきもり塾」被災者のメンタルケア・ヘルスケア. 三重大学， 2016 年 1

月 9 日， 三重. 

43） 災害医療「過去の教訓から見えてきた本質的な課題を前提として考える」. 宮崎市郡医師

会病院研修， 2016 年 1 月 19 日， 宮崎. 

44) 講演会 2025 年を見据えた地域の救急医療連携～東日本大震災の被災地での経験から

～. 日本海総合病院， 2016 年 1 月 27 日， 山形. 

45） 看護管理者のための危機管理. 新潟県看護協会研修， 2016 年 2 月 1-2 日， 新潟. 

46) 首都直下型地震防災啓発イベント いまこそ知りたい私たちに必要なソナエ 「災害支援

ナースが見た！！ルポ 3.11避難所. 内閣府男女共同参画局, 2016年 2月 14日. 東京. 

47) 女性活躍推進プロジェクト研修「経験から学ぶチカラ」. ダイキン工業株式会社堺製作所, 

2016 年 2 月 17 日, 大阪. 
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48) 平成 27 年度災害支援ナースフォローアップ研修. 千葉県看護協会, 2016 年 2 月 19 日,

千葉. 

49) 災害対策看護管理者研修. 大分県看護協会, 2016 年 2 月 22－23 日, 大分. 

50） 第 6 回災害医療カンファレンス「災害現場から見る人道支援の本質的課題と展望」. 日本

赤十字社医療センター・株式会社大塚製薬工場共催, 2016 年 3 月 2 日, 東京. 

51) 卒業式記念講演「看護師として旅立つ皆さんへ」. 東京都北多摩看護専門学校, 2016 年

3 月 8 日, 東京. 

52) ジェネラルコース「教育担当者育成研修 第 1 回目」.東京都立小児総合医療センター, 

2016 年 2 月 24 日,東京. 

53)  平成 27 年度震災フォーラム,宮城県看護協会,2016 年 3 月 12 日,宮城. 

54) 内閣府避難所の確保と質の向上に関する委員会 福祉避難所ワーキンググループ委員 

55） 日本集団災害医学会理事 

56） 日本集団災害医学会災害看護委員会担当理事 

57） 日本集団災害医学会 BHELP 運営委員会担当理事 

58） 日本集団災害医学会災害医療教育研修検討委員会委員 

59） 日本集団災害医学会 DMAT テキスト編集委員会委員 

60） 日本救急看護学会理事（2015 年 10 月 15 日まで） 

61） 日本救急看護学会医療政策委員会委員長（2015 年 10 月 15 日まで） 

62） 日本災害看護学会理事 

63） 日本災害看護学会ネットワーク委員会委員長 

64） 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 

65） NPO 災害人道医療支援会常任理事 

66) 新潟大学 大学改革推進等補助金（課題解決型高度医療人材養成プログラム）に係る評

価委員 

67） 東京医科歯科大学 非常勤講師 

68） 千葉大学大学院看護学研究科 非常勤講師 

69) Certification; Emergo Train System Senior Instructor. Emergo Train System, 

2015 年 4 月 27 日. 

70) 国際緊急援助隊医療チームチーフナース. ネパール連邦民主共和国地震被害に対する

JICA 国際緊急援助隊医療チーム派遣, 2015 年 4 月 28 日-5 月 10 日. 

 

高木晴良 

1) 生物統計学. 早稲田大学教育学部. 2015 年 4 月‐7 月 

2) 統計学. 大妻女子大学家政学部. 2015 年 4 月‐6 月 

3) 統合実習（医療情報）. 帝京大学医学部. 2015 年 11 月-12 月 

4) 健康管理論. 岐阜県立看護大学. 2015 年 10 月-2016 年 2 月 

5) 情報科学. 帝京高等看護学院. 2015 年 4 月‐6 月 

6) 物理・化学. 資生堂美容技術専門学校. 2015 年 4 月-2016 年 2 月 

7) 生命科学研究に役立つ 統計学基礎セミナー. 杏林大学. 2015 年 7 月 29 日 

8) 統計学実践セミナー 基礎編. 杏林大学. 2015 年 9 月 28 日 

9) 特別セミナー SPSS を使った統計解析 基礎編. 杏林大学. 2016 年 2 月 29 日 
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10) 特別セミナー SPSS を使った統計解析 応用編. 杏林大学. 2016 年 3 月 2 日 

 

金子あけみ 

1) 保健福祉政策学特論. 青森県立保健大学．2015 年 8 月 22 日 

 

堀田昇吾 

1) 平成 27 年度 赤十字看護管理者研究Ⅱ 日本看護協会認定看護管理者教育課程セカン

ドレベル 特殊災害とその影響－放射線災害－. 目黒区. 2016 年１月 9 日 

 

6．上記以外その他(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(2015). 日本人の元気 大切な人を守るためには自立支援を. 月刊ことぶき, 

16-19.寿出版株式会社. 

石井美恵子(2015). Nursing Trendo.medical forum CHUGAI. 19(5), 32-33. 中外製

薬株式会社.  

石井美恵子(2015). THCU NEWS ネパール連邦民主共和国地震災害に対する国際緊急

援助隊医療チーム 一次隊のチーフナースとしての活動報告. 東京医療保健大学学報 

こころ, 20 号, 2. 東京医療保健大学. 

高木晴良（2016）. 立川キャンパスの紹介. 東京医療保健大学学報 こころ,  21 号, 7. 東京

医療保健大学. 

 

【基礎看護学領域】 

1．著書（翻訳書を含む）   なし 

 

2．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

佐藤みほ,朝倉京子,渡邊生恵,下條祐也.日本語版職業コミットメント尺度の信頼性・妥当性の

検討. 日本看護科学学会誌.2015；35：63-71. 

小野孝二,加藤知子,伴信彦,草間朋子,「看護管理者を対象にした“放射線看護に関す

る研修の経験」 Isotope News 2015,11 月 No739：48-49． 
 

3．学会における発表 

山田英子,石井美恵子,恩部陽弥,峯田雅寛,張替喜世一ほか,BHELP 運営委員会活動報告. 
第 21 回日本集団災害医学会総会・学術集会ポスター発表.2018 年 2 月 27 日, 
山形県. 

Kyoko Asakura, Maki Tominaga, Miho Satoh, Ikue Watanabe, Yukari Hara, Takashi 
Asakura.  

The relationship between Japanese nurses’ intention to leave, sense of 
professional autonomy, and gender. 19 th EAFONS, Chiba, March, 2016.  

Maki Tominaga, Kyoko Asakura, Ikue Watanabe, Miho Satoh, Yukari Hara, Takashi  
Asakura.Factors of intentions to leave among nurses classified by generations in 

Japan: a  
cross-sectional study using a large sample completed survey. 19 th EAFONS, 
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Chiba, March,  

2016. 

朝倉京子,富永真己,佐藤みほ,渡邊生恵.看護職の離職意向における職業コミットメントと健 

康指標の交互作用.第 35 回日本看護科学学会学術集会. 2015 Dec,広島. 

Miho Satoh, Ikue Watanabe, Kyoko Asakura. Psychosocial factors related to 
intention to stay  

as a nurse in urban and rural area in Japan. 143rd APHA Annual Meeting, 
Chicago, November 3, 2015. 

佐藤みほ,渡邊生恵,朝倉京子.看護職の就業継続意向の関連要因の地域別検討.第 41 回日 

 本保健医療社会学会大会 2015 May,東京. 

田中優希,大東俊一，第 21 回 日本心身健康科学会 学術集会にて一般公演およびポスタ 

ーセッション，「与論島における看取り文化に関する研究」． 2018 年 2 月 13 日, 東京． 

 

4．研究助成および研究成果報告書 

佐藤 みほ.結婚、出産・育児を経た女性看護職員が職業キャリアを継続するための支援のあり 

方. 文部科学省: 科学研究費補助金 (若手研究 (B) ).  2015 年度 - 2017 年度   

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

/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. 

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.

科学研究費補助金 (若手研究 (B) ) 報告書. 2012 年度-2014 年度 

栗林好子.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. 

 科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）.2016年度-2017年 

草間朋子,太田勝正,小野孝二,甲斐倫明,熊谷敦史,桜井礼子,加藤知子.学部及び大学院 
教育における放射線看護教育カリキュラムの開発研究. 科学研究費補助金(基盤研

究Ｂ).2014年-2016年度. 
 

5．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、非常勤講師等) 

岩満裕子 

1)非常勤講師「医療人材管理特論」,早稲田大学大学院,2015年 4月-7月（前期）  

 2)講師「看護政策」, 埼玉県立大学大学院,2015年 11月 21日･11月 28日 

 3)認定看護管理者ファーストレベル講師,グループマネジメント,埼玉医科大学職員キャ 

リアアップセンター.2015 年 12 月 18日,2016年 1月 28日,2月 6日 

4)認定看護管理者ファーストレベル講師,看護サービス提供論, 国際医療福祉大学.2015 

年 6月 12日,8月 8日 

 5) 認定看護管理者セカンドレベル講師,コンフリフトマネジメント, 国際医療福祉大学 

2015年 12月 5日 

 6)認定看護管理者ファーストレベル講師,チームマネジメント,埼玉県看護協会.2015年 

  9月 28 日,10月 7日 

 7)認定看護管理ファーストレベル講師, 看護サービス提供論,群馬県看護協会.2015年 

  9月 9日 



100 
 

 8)認定看護管理セカンドレベル講師,看護人事管理･労務管理, 群馬県看護協会.2015年 

  8月 4日 

9)認定看護管理セカンドレベル講師,人的資源活用論, 栃木県看護協会.2015年 8月 19 

 日 

10)緩和ケア認定看護師教育課程講師,看護管理,埼玉県立大学.2015年 10月 2日・26日 

 11) 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程講師,リーダーシップ, 国立障

害 

者リハビリテーションセンター,2015年 9月 14日・15日 

 12)訪問看護師研修講師,在宅システム論,埼玉県看護協会,2015年 9月 24日 

 13)研究発表会の講評者,社会福祉法人黎明会,2015 年 11 月 25 日  
14)医療機能評価事業評価部会員,公益財団法人日本医療機能評価機構 2007年～ 

山田英子 

1)タイ国 ASEAN災害医療・救急医療にかかる情報収集・確認調査 第 3回地域会合,JICA. 

平成 27 年 7月 7日～10日, タイ国バンコク. 

2) 災害看護の実際,講師, 京都府立医科大学看護学部, 2015年 11月 20日, 京都府. 

3) 災害看護の実際,講師, 公益社団法人地域医療振興協会さいたま看護専門学校 

2015年 12月 11 日 

4) 災害支援ナース育成研修講師, 宮城県看護協会,2015年 10月 31日～11月 1日 

5) 第 2回国際緊急援助隊医療チーム中級研修インストラクター,JICA,2015年 11月 15

日, 東京都. 

6)災害支援ナース育成研修講師, 広島県看護協会,2016年 2月 24～25日, 広島県. 

7)災害支援ナースフォローアップ研修講師,広島県看護協会,2016年 2月 26日, 広島県. 

8) BHELPプロバイダーコースインストラクター, 日本集団災害医学会,2015年 12月 6

日, 東京都. 

9) BHELPプロバイダーコースインストラクター, 日本集団災害医学会,2016年 2月 29

日, 山形県 

10) 第 21回日本集団災害医学会学術集会ポスター発表座長,日本集団災害医学学会 

2016年 2月 28日, 山形県. 

11)ASEAN災害医療・救急医療にかかる情報収集・確認調査国内支援委員会委員 

12)JICA国際緊急援助隊中級研修検討会メンバー 

13)JICA国際緊急援助隊マニュアル改訂ワーキンググループメンバー 

14)日本集団災害医学会評議員 

15)日本集団災害医学会災害看護委員会委員 

16)日本集団災害医学会 BHELP運営委員会委員長 

佐藤みほ 

1)特定非営利活動法人ヘルスサービス R&Dセンター正会員 2014年 6月〜 

栗林好子 

1)基礎看護学コミュニケーション SP 演習講師, 大分県立看護科学大学,2015 年 6 月 23

日・6月 25 日 

加藤知子 

1)看護管理者研修認定看護管理者教育課程セカンドレベル講師,特殊災害とその影
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響-放射線災害, 日本赤十,2016年 1月 9日，東京． 

2)看護者向け放射線テキスト作成委員会：日本アイソトープ協会委員 2015年 7月～ 

3)第 5回日本放射線看護学会学術集会準備委員 委員 2015 年 5月～ 

田中優希 

１）公益社団法人 日本ボート協会 総務スタッフ 
 

【成人・老年看護学領域】 

１．著書 
森田孝子編集(2015)救急・急変に役立つフィジカルアセスメント.総合医学社.共著者  

藤村朗子.胸痛のフィジカルアセスメントとは.下血のフィジカルアセスメントとは. 

執筆 

 

２．論文等（原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料） なし 
  
３．学会における発表 
新実絹代・草間朋子,看護基礎教育における「看護管理学」教育に関する実態調査,第 17
回日本看護医療学会学術集会,2015 年 10 月 10 日,福井. 

 
３．研究助成および研究成果報告書 

藤村朗子. 循環器疾患患者への終末期ケアにおける看護職の役割・機能に関する研究. 

日本学術振興会科学研究費補助金.若手(B).2014-2016年度. 

 
５．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、非常勤講師等） 
 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     2015 年 10 月 8 日 
２）愛媛県看護協会主催認定看護管理者研修（セカンドレベル）講師 

2015 年 10 月 30 日 
３）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 2015 年 11 月 11 日 
４）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 2016 年 1 月 22 日 

                             2016 年 1 月 29 日 
 福田淑江 
１） 日本災害看護学会 ネットワーク委員会委員 

 ２）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） 

  ３） 福井大学医学部看護学科非常勤講師  「災害看護論」     2015 年 7 月 1 日 

  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 「災害への備え」 

                                          2015 年 8 月 21 日 

  ５）第 69 回国立病院総合医学会 シンポジスト 「中高年のワークライフバランス」  

2015 年 10 月 3 日 

６）国際医療福祉大学 看護生涯学習センター 認定看護管理者セカンドレベル講師 

                                           2015 年 11 月 7 日 
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藤村朗子 
 １）第 46 回（平成 27年度）日本看護学会―急性期看護― 論文選考委員(2015年 10月 

28 日~2016 年 4 月 8 日) 
２）横浜創英大学 ゼミナール,非常勤講師(2015年 4月～2016年 3月) 

３）横浜創英大学 がん看護,非常勤講師(2015年 5月 12日) 

４）横浜創英大学 成人看護学方法論Ⅲ,非常勤講師(2015年 6月 30日) 

５）神奈川工科大学 成人看護活動論Ⅰ(急性期) ,非常勤講師(2016年 1月 19日) 

 

【小児看護学領域】 

1．著書（翻訳書を含む） なし 

  

2．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料)  

 江口千代（2016），親世代を支援する祖父母の「孫育て」：概念分析，日本看護福祉学会誌，第

21 巻 2 号，99-111. 

3．学会における発表 

江口千代, 発達的な課題のある子どもとその家族への看護支援システムの現状と課題， 第

28 回日本看護福祉学会学術集会, 2015 年 7 月 4 日, 福岡. 

  

4．研究助成および研究成果報告書 なし 

   

5．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、非常勤講師等) 

 江口千代 

１)  福井市内保育園気がかりな子ども支援， 2015 年 8 月 

 

【母性看護学領域】 

1．著書（翻訳書を含む） 

山口幸子（2016）, 看護学士をめざす, 助産雑誌, 第 70 巻 3 号, 252-253, 医学書院, 東京 

吉田亜希子（2015）, 看護技術の「ここが変わった」高血圧患者の塩分制限は「より厳密に」， 
Expert Nurse 31 巻 4 号 Page15， 照林社， 東京 

吉田亜希子（2015）, 看護技術の「ここが変わった」透析患者に「タンパク制限が必要とは限ら

ない」, Expert Nurse 31 巻 4 号 Page16， 照林社, 東京 

 

2．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) なし 

  

3．学会における発表 

山口幸子, 海外看護活動の発表の場としての写真展， 国際看護研究会第 18 回学術集会， 

2015 年 9 月 26 日， 横浜  

吉田亜希子，関屋 伸子, 今井 秀樹,合計特殊出生率への影響因子に関する生態学的研究

－都道府県別データを用いての統計的分析－， 日本母性衛生学会， 2015 年 10 月 17 日， 

盛岡市 
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4．研究助成および研究成果報告書 

  

5．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、非常勤講師等) 

鈴木久美子 

1) 女性としてのいのちを慈しむために, 白百合女子大学, 2015 年 6 月 16 日～6 月 17 日 

山口幸子 

1) 神奈川県鎌倉市助産師会副会長, 平成 27 年度 

2) 思春期講座, 神奈川県鎌倉市助産師会, 2015 年 9 月 14 日 

3) 母性保健, 横浜市病院協会看護専門学校, 2015 年 9 月‐10 月 

 

【精神看護学領域】 

1．著書 

石﨑実 (2015). モラトリアム. 森千鶴監編. 田中留伊編. これからの精神看護学－病態生理

をふまえた看護実践のための関連図. 119. ピラールプレス, 東京 

伊藤桂子 (2015). 依存状態の患者の看護. 川野雅資編. 精神看護学Ⅱ 精神臨床看護学 

第 6 版. 274-282. ヌーヴェルヒロカワ, 東京. 

伊藤桂子 (2015). 面接・コミュニケーション技術. 森千鶴監編. 田中留伊編. これからの精神

看護学―病態生理をふまえた看護実践のための関連図. 151-157. ピラールプレス, 東京. 

伊藤桂子 (2015). アルコール依存症の理解と看護. 森千鶴監編. 田中留伊編. これからの

精神看護学―病態生理をふまえた看護実践のための関連図. 226-243. ピラールプレス, 

東京. 

金子眞理子 (2015). リエゾン精神看護, 森千鶴監編. 田中留伊編. これからの精神看護学

―病態生理をふまえた看護実践のための関連図. 134-142. ピラールプレス, 東京. 

金子眞理子原案監修 (2015). 看護実践のためのがん看護, チーム医療におけるがん看護と

倫理的課題, DVD 版, 医学映像教育センター, 東京. 

 

2．論文等 

伊藤桂子, 川野雅資 (2015). 気分障害患者の自殺企図への介入におけるカウンセリングの

手法と構造. 精神看護におけるディスコース分析研究会誌 第 3 巻, 27-37. 

Mariko Kaneko, Ryu Shuhei, Miki koyama, Ryoko Kakehi (2015). Perspectives and 
Challenges in the Psychological Care of Cancer Patients and in Stress Management for 
Oncology Nurses: an Online Survey among Japanese Nurses, International Archives of 
Nursing and Health Care, Vol2 (1), ISSN:2469-5823, 2016. 

Mariko Kaneko, Ryoko Kakehi (2015). Difficulties with Stress Management Faced 
by Nurse Managers: A Survey of Nurse Managers at a University Hospital, 
International Archives of Nursing and Health Care, Vol 1 (3), ISSN:2469-5823, 

2015. 

野呂幾久子, 川野雅資, 伊藤桂子, 片山典子, 佐々木郁子 (2015). 精神看護面接における

看護師の発話機能、技法、意図の関係－統合失調症患者の面接を対象としたパイロット研

究－. 精神看護におけるディスコース分析研究会誌 第 3 巻, 13-25. 

 

http://clinmedjournals.org/International-Archives-of-Nursing-and-Health-Care.php
http://clinmedjournals.org/International-Archives-of-Nursing-and-Health-Care.php
http://clinmedjournals.org/International-Archives-of-Nursing-and-Health-Care.php
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3．学会における発表 

石﨑実, 大久保千夏, 平野真美, 長嶋実佐, 乗田朋英. 精神科救急病棟における統合失調

症患者に対する心理教育プログラムの効果の検討. 第 69 回国立病院機構総合医学会, 

2015 年 10 月 3 日, 札幌. 

伊藤桂子, 片山典子, 川野雅資, 野呂幾久子, 上野栄一. 精神看護学における会話分析の

手法と活用. 第 25 回日本精神保健看護学会学術集会, 2015 年 6 月 27 日, つくば. 

伊藤桂子, 川野雅資. 自殺に傾いたクライアントへの支援－クライアントとセラピストの相互関

係の中で行われる自殺予防の関わり－. 第 4 回精神看護におけるディスコース分析研究会, 

2015 年 12 月 26 日, 東京. 

伊藤桂子, 田中留伊, 中村裕美, 大迫哲也. 首都圏看護系大学に通う学生の携帯電話依存

傾向に関する研究. 第 14回日本アディクション看護学会学術集会, 2015年 9月 6日, 東京. 

石崎直美, 梶桃子, 加藤綾佳, 小関和華子, 白石麗奈, 津田唯, 長谷川あずさ, 吉田愛恵, 

渡辺綾, 田中留伊, 伊藤桂子, 中村裕美. 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～精神看護学における学びの経験から～. 第 69 回国立病院総合医学会, 

2015 年 10 月 2 日, 札幌. 

金子眞理子, 柳修平, 小山美樹. がん看護における心理面の対応および看護師自身のストレ

スマネジメントに関する認識と課題. 第 34 回日本看護科学学会学術集会, 2015 年 12 月 6

日, 広島. 

金子眞理子. コミュニケーション技術はスタッフ間に応用できるか. 第 56 回日本肺癌学会シン

ポジウム・シンポジスト, 2015 年 11 月 27 日, 横浜. 

金子眞理子, 小川朝生, 小山美樹, 佐々木千幸. がん患者の精神心理面のアセスメントとコミ

ュニケーションに関する看護師の認識. 日本サイコオンコロジー学会 2015 年 9 月 18 日, 広

島. 

中村裕美, 田中留伊, 伊藤桂子, 大迫哲也. 看護系大学に通う未成年者の携帯電話依存傾

向と日常生活への影響. 第 25 回日本精神保健看護学会学術集会, 2015 年 6 月 27 日, つ

くば. 

小田晶子, 小村三千代, 伊藤桂子. 初産婦が分娩第 1 期の辛さを乗り越えるためのケア. 第

56 回日本母性衛生学会総会・学術集会, 2015 年 10 月 17 日, 盛岡. 

岡田佳詠, 金子眞理子. ストレスを吹きとばそう, ナースのための認知療法活用術. 第34回日

本看護科学学会学術集会交流集会, 2015 年 12 月 5 日, 広島. 

山元恵子, 伊藤桂子, 村上茂, 川野雅資. 模擬患者への看護系学生の対応場面に関する

研究－統合失調症模擬患者との看護コミュニケーション分析より‐ (第１報). 第 4 回精神

看護におけるディスコース分析研究会, 2015 年 12 月 26 日, 東京. 

山崎千草, 栗田直央子, 小泉雅子, 金子眞理子. A 大学病院における専門看護師の活用お

よびニーズに関する実態調査～教育の役割に着目して. 東京女子医科大学看護学会, 

2015 年 10 月 3 日, 東京． 

 

4．研究助成および研究成果報告書 

伊藤桂子, 安田美彌子. アルコール依存症の回復支援－１次嗜癖の諸相の解明と効果的な

看護支援の構築. 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

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=38q8at9V3ijZy4CvERUujRiCX1p8P3s4wBTIkUx9btDjgKtUQhYBRIXe6hSNZHmTWuGqTP.zzJepe8rmLTTWpXRmIRfKESu5aINzf7zNA8RcmSSXixh9BSI7tRUePht5ffxTHMqUefpbpqcl0aFsCjGDjgvQqGyIUZwjcUllA55vZQAkUyfzzvVABI7_vhTlynZ.B4JR2ZuIuxHJ1rg-/_ylt=A2RA0mLC.KZW4kAAyDeDTwx.;_ylu=X3oDMTEydmIzYzAzBHBvcwMzBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMDE-/SIG=11b4t1618/EXP=1453884034/**http%3A/bosei56.umin.jp/
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=38q8at9V3ijZy4CvERUujRiCX1p8P3s4wBTIkUx9btDjgKtUQhYBRIXe6hSNZHmTWuGqTP.zzJepe8rmLTTWpXRmIRfKESu5aINzf7zNA8RcmSSXixh9BSI7tRUePht5ffxTHMqUefpbpqcl0aFsCjGDjgvQqGyIUZwjcUllA55vZQAkUyfzzvVABI7_vhTlynZ.B4JR2ZuIuxHJ1rg-/_ylt=A2RA0mLC.KZW4kAAyDeDTwx.;_ylu=X3oDMTEydmIzYzAzBHBvcwMzBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMDE-/SIG=11b4t1618/EXP=1453884034/**http%3A/bosei56.umin.jp/
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金助成金, 基盤研究(C). 2012 年-2015 年度 

金子眞理子, 小川朝生. がん医療におけるストレスマネジメント教育プログラムの開発と評価，

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). 2015 年度報告書, 2016. 

金子眞理子, 小川朝生, 菅野雄介, 河野佐代子, 木野美和子, 田中久美, 佐々木千幸, 岩

田愛雄, 野畑宏之, 田中弘子, 西村知子, 柿沼里奈, 急性期病院における認知症ケアの

質の向上に関する研究, 厚生労働省科学研究費補助金分担研究報告書, 2015 年度研究

報告書. 

金子眞理子, 小川朝生. 急性期病院における認知症ケアの質の向上に関する研究, 厚生労

働省科学研究費補助金分担研究報告書, 2013 年-2015 年度報告書. 

 

５．社会貢献 

金子眞理子 

1) 第 28 回日本サイコオンコロジー学会総会一般演題査読 

2) 第 28 回日本サイコオンコロジー学会学術集会 プログラム委員 

3) 日本緩和医療学会 査読 

4) 日本サイコオンコロジー学会主催研修セミナー・難しい状況での対話を重視した研修会，

企画・運営 2015 年 11 月 14 日 

5) 日総研 がん患者の「不安」、「抑うつ」、「怒り」のアセスメントと対応法 講師 2015 年 7 月

11 日 

6) 国立研究開発法人放射線医学総合研究所、放射線診療患者のメンタルケア 講師 2015 

年 10 月 2 日 

7) 国立がん研究開発センター 「平成 27 年度緩和ケアチームにかかわる看護師(指導者)を

対象とした精神腫瘍教育研究」 講師 2015 年 11 月 14 日 

8) 筑波大学大学院人間総合科学研究科 コンサルテーション論 非常勤講師 2015 年 5 月

28 日 

9) 順天堂大学大学院医療看護学研究科 看護コンサルテーション論 非常勤講師 2015 年

12 月 7 日 

10) 順天堂大学大学院医療看護学研究科 精神看護学特論 非常勤講師 2015 年 12 月 10

日 

11) 日本専門看護師協議会専門看護師活用促進委員会委員 

12) 日本サイコオンコロジー学会代議員 

<座長＞ 

金子眞理子，第 11 群，家族支援，2015 年 6 月 28 日，日本精神保健学会第 25 回学術集会・

総会， 

金子眞理子, 事例検討 2、医療者間のコミュニケーションと連携のあり方を考える，2015 年 9 月

19 日，第 28 回日本サイコオンコロジー学会総会． 

 

伊藤桂子 

1）第 46 回日本看護協会論文集精神看護 査読委員 

2）アルコール関連問題学会 査読委員 
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3）日本サイコセラピー学会 査読委員 

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 25 回学術集会・総会 企画委員 

7）日本精神保健看護学会第 25 回学術集会・総会 実行委員 

8）国立病院機構 久里浜医療センター 看護研究指導講師 2015 年 4 月‐2016 年 3 月 

9）日本アディクション看護学会 理事 

 

石﨑実 

1）日本精神保健看護学会第 25 回学術集会・総会 実行委員 

 

6．上記以外その他 

ベストポスター賞 

1）金子眞理子, 小川朝生, 小山美樹, 佐々木千幸. がん患者の精神心理面のアセスメントと

コミュニケーションに関する看護師の認識. 日本サイコオンコロジー学会, 2015年 9月 18日, 

広島 

2) 石﨑実, 大久保千夏, 平野真美, 長嶋実佐, 乗田朋英. 精神科救急病棟における統合失

調症患者に対する心理教育プログラムの効果の検討. 第 69 回国立病院機構総合医学会，

2015 年 10 月 3 日, 札幌. 

 

【在宅看護学領域】 

1．著書（翻訳書を含む）  なし  

 

2．論文等 (原著、総説、短報、研究報告、実践報告、資料) 

桜井 礼子,草間 朋子 （2015）. 放射線の医療利用と看護職のかかわり． INNERVISION, 30 

(7), 20-21. 

 

3．学会における発表    なし   

 

4．研究助成および研究成果報告書    なし  

  

5．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、非常勤講師等) 

桜井 礼子 

１） 日本放射線看護学会理事． 日本放射線看護学会広報・渉外委員会委員．2015年4月～ 

  2） 第 5 回日本放射線看護学会学術集会企画委員. 日本放射線看護学会. 2015 年 5 月～

2016 年 10 月 

 ３） 査読委員. インターネットジャーナル「看護科学研究」． 2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月

31 日 

  4） 非常勤講師 

   (1) 健康論. 大分県立看護科学大学看護学部． 2015 年 4 月 25 日、6 月 2 日、6 月 16 日、

6 月 23 日 
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  (2) 看護管理学特論. 大分県立看護科学大学研究科． 2015 年 11 月 13 日 

5) 第 4 回日本公衆衛生看護学会学術集会 運営ボランティア. 日本公衆衛生看護学会．

2016 年 1 月 24 日 

中川 陽子 

１） 中野区における子育て支援講座の講師． 2016 年 2 月 6 日， 13 日， 20 日， 3 月 5 日， 

3 月 12 日 

２） 第 4 回日本公衆衛生看護学会学術集会運営ボランティア 日本公衆衛生看護学会． 

2016 年 1 月 23 日 

小山 珠美 

1) 第 5 回日本放射線看護学会学術集会企画委員.  日本放射線看護学会． 2015 年 5 月～

2016 年 10 月  

  ２） 平成 27 年度赤十字看護管理者研修Ⅱ「特殊災害とその影響－放射線災害－」演習.  

日本赤十字社幹部看護師研修センター. 2015 年 1 月 9 日  

3) 第 4 回日本公衆衛生看護学会学術集会 運営ボランティア. 日本公衆衛生看護学会． 

2016 年 1 月 22 日～24 日 

 

 

 


