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はじめに 

 

大阪府立大学地域保健学域看護学類では、質の高い看護職の育成という保健医療の喫緊

の課題に対応する教育を行っています。 

また、地域貢献としては、大阪府における少子高齢化社会の進展を視野に入れ、大阪府と

連携した在宅医療体制の充実に向けた検討により、キープロジェクト「地域包括ケアシステ

ムを支える人材育成と専門看護師ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築」の 2年

目に取り組んできました。 

平成 29 年度の看護学類・看護学研究科の重点戦略として 4 つの重点目標を掲げました。 

1．地域包括ケアシステムに対応できる看護職の育成 

1）文科省の「モデルコアカリキュラム」に基づく学士教育カリキュラムの検討とカリキュ

ラムの作成 

2）地域包括ケアに向けての大学院 CNSの検討 

3）助産師教育の大学院化 

4）CNS教育に続く博士後期課程での DNPの検討 

2．府立病院機構、地域関係機関との連携・研究の推進 

1）府立病院機構との連携推進会議の推進 

2）府立呼吸器・アレルギー医療センター、府立急性期医療センターとの臨床講師等の活動

推進 

3）医療機関・保健機関等との共同研究の推進 

4）CNSをもつ教員のクロスアポイントメントの検討 

3．看護学研究科におけるグルーバル化推進 

1）タイマヒドン大学との連携の推進 

2）大学院「異文化フィールドワーク」の発展 

3）学士教育における国際看護教育充実の検討 

4．看護学研究科教員の研究力の向上 

1）科研ブラッシュアップセミナーの継続 

2）インテンシブ資金の積極的活用 

 

 これらの事業は、カリキュラム検討部会、病院連携推進部会、グローバル化推進部会、NS-

Coプロジェクトの活動により徐々に進展してきています。 

 年報をまとめるにあたって、労の多い編集作業を担った看護学研究科部局計画・評価委員

会委員をはじめ担当者の皆様に心から感謝申しあげます。 

 

平成 30年 3月 31日 

看護学研究科長 上野 昌江 
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第１章 目的 

 

１. 学士課程 

 

 看護学類の教育目的は、「生命の尊重と個人の尊厳を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、科学的専門

知識・技術を教授し、看護を総合的な視野で捉えられる人材を育成する。」であり、「①人間の痛み、苦しみを分

かち合え、幅広い教養を身につけ、生命の尊厳について深く理解し、行動できる豊かな人間性を養う。②看護に

必要な知識と技術を修得し、科学的根拠に基づく適切な判断と問題解決能力とあわせ、社会の変化や医療技術の

発展に対応できる能力を養う。③保健・医療・福祉・教育・地域においてヒューマンサービスを提供する人々と

連携し、看護の実践と調整的な機能を果たす能力を養う。④変化する社会の中で看護の役割を展望し発展させ、

地域的・国際的な視野で貢献できる能力を養う。⑤看護学への関心を深め、総合的な視野と看護研究の基礎能力

を養う。」ことを、教育目標としている。 

以上の教育目的は、大阪府立大学地域保健学域規程に「教育目的」に示している（規程第 91 号第 4 条

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/x9400236001.html）。更に教育目標は、履修要項

及びホームページと看護学類案内に示し、学内外に広く周知している。 

特に看護学類の新入生を対象としたガイダンスにおいては、教務委員長より教育目的、教育目標について説明

を行うとともに、履修要項や学類案内の冒頭部分に掲載することで、より意識づけがされるよう配慮している。

また、受験希望者には学類案内を送付するとともに、オープンキャンパスや入試ガイダンスの参加者に説明を行

い、広く社会に公表している。 

更に新たに採用した教員には、オリエンテーションの際に本学類の教育目的、教育目標について説明を受ける

機会が設けられている。 

 

 

２. 大学院課程 

 

看護学研究科の教育理念は、「生命と人権の尊重を基盤とし、保健・医療・福祉及び社会の諸変化に対してクオ

リティ・オブ・ライフ（QOL）を志向した創造的・実践的な対応ができる専門的知識と技術をもった人材を育成し、

看護学の発展と人々の健康に寄与する。」である。 

博士前期課程では、「人間の存在と生命の尊厳について深く理解し、広い視野に立って精深なる学識を修め、高

い倫理観をもち専門分野における教育研究能力、あるいは高度に専門的な実践能力を有する人材を育成する。」を

教育目的とし、「①専攻する看護専門領域に関連する理論に精通し、看護活動に適用する。②専攻する専門領域の

看護実践の質の向上を目指して、専門性の高い看護ケアを提供し、改革を推進する。③高い倫理観をもち、複雑

な倫理的問題を判断し調整する。④看護に関する研究業績をクリティカルに検討し、看護ケアに積極的に活用す

る。⑤看護教育並びに看護実践の向上のために、相談・教育・調整機能を高める。⑥専攻する看護専門領域に関

する研究課題に取り組み、看護研究能力を高める。⑦看護実践・研究・教育を通して国際交流に貢献する。」こと

を教育目標にしている。 

博士後期課程では、「豊かな学識を有し、看護学分野において学術研究を推進しその深奥を究め、高い倫理観を

もって自立して研究活動を行うことができる能力を有する人材を育成する。」を教育目的とし、「①看護実践の改

革を目指し、専門性の高い看護ケアを開発する。②理論や看護援助方法の妥当性を科学的に検証する。③優れた
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看護実践、関連領域の知識・研究を用いて、高い倫理観をもって研究活動を行い、看護学の発展に寄与する。④

教育、医療、研究、行政関連機関において、社会の変革に対応できる指導的・管理的リーダーシップを発揮する。

⑤都道府県や国家レベルの政策開発や意思決定に参画する。⑥学際的、国際的な視野に立ち、学術交流、研究活

動、保健医療活動に貢献する。」ことを教育目標にしている。 

看護学研究科の教育目的は、大阪府立大学大学院看護学研究科規程に示している（規程第 61 号第 2 条

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94001001.html）。さらに、「教育理念」及び「博

士前期課程教育目的・教育目標」、「博士後期課程教育目的・教育目標」は履修要項及びホームページと看護学研

究科案内など学内外に広く周知している。 

特に研究科の新入生を対象としたガイダンスにおいては、看護学研究科長より教育目的、教育目標について説

明を行うと共に、履修要項や研究科案内の冒頭部分に掲載することで、より意識づけがされるよう配慮している。 

また、受験希望者には研究科案内を送付すると共に、受験前の指導教授との面談において説明を行うなど、看

護学研究科の目的を、広く社会に公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94001001.html
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第２章 教育研究組織 

 

１. 領域・分野と教員組織 

 

１）学士課程の教員組織 

看護学類の学士課程は学則に則って遂行され（規程第47号第9～12条 http://www.osakafu‐u.ac.jp/info/ 

about/kitei/reiki_honbun/ax94000031.html）、教員は大学設置基準第 12～13条に基づき確保している。平成29

年10月1日現在、専任教員数 50名（教授15名、准教授15名、講師10名、助教10名）で教育課程を遂行して

いる。教員数、教員配置については、ホームページ上で公表している。 

教員組織は看護学類の教育目的に則り、教育課程として共通教育科目（教養科目・基盤科目）、専門基礎科目、

専門科目という3区分からなる。教員組織は、健康科学、基礎看護学、家族支援看護学、生活支援看護学、療養支

援看護学の5領域となっている。教員間の組織的な連携体制は、各領域に主任教授がおかれ、領域内及び領域間の

調整が行われる。教育に係わる授業科目毎の担当者と責任者は、教務委員会、教授会を経て毎年度決定され、シ

ラバスに明示している。 

上記のように教員組織は5領域で構成され、教育研究を推進している。各領域の教育課程上の担当分野は次の通

りである。「健康科学領域」では、人間への支援について学習する。「基礎看護学領域」では、看護・看護学とは

何かについて看護を受ける「人」、その人をめぐる「環境」、看護の目的である「健康」の視点から理解するとと

もに、基礎的な看護技術を身につけ、統合された存在である人に対して、看護独自の機能を発揮するための基本

となる知識と技術を習得する。「家族支援看護学領域」では、親子、家族関係、家族のライフスタイル及び家族発

達に応じた支援と健康問題への援助に必要な基本的な知識と技術を学習する。「生活支援看護学領域」では、保健・

医療・福祉環境の変化に対応し、地域で生活する人々の健康を支援する知識・技術を学習する。「療養支援看護学

領域」では、健康上の問題を有する成人期の人々へのケアについて、看護理論を基盤に、クオリティ・オブ・ラ

イフ(QOL)の向上を目指した健康回復、健康維持、あるいは終末期を安らかに生きるための援助を行う知識と技

術・態度を習得する。 

看護学類の教員は、専門性に基づき各領域に配置されて教育にあたっており、各々が研究から培った能力を発

揮するように構成されている。したがって、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっ

ている。 

 

２）大学院課程の教員組織 

 看護学研究科においては、大学院設置基準第9条及び第13条に基づき、博士前期課程は 40名、博士後期課程

は30名の研究指導教員を確保している。なお大学院担当教員は、ホームページ上で公表している。 

看護学研究科では、多様化、複雑化、高度化する社会環境の中で、生命と人権の尊重を基盤として、看護に求

められる社会的使命を遂行し、看護学を実践的・創造的に発展させ、地域社会及び国際社会のあらゆる健康レベ

ルの人々に貢献できる高度な看護分野の実践者、管理者、研究者、教育者を育成するという大学院設置の趣旨・

目的に基づいて、幅広い看護の領域を学修できるように専攻を構成している。教育課程は基盤教育と専門教育で

構成されている。 

博士前期課程では、「人･環境支援看護学領域」は看護技術学・看護情報学・看護管理学・看護教育学の 4分野、

「家族支援看護学領域」は母性看護学･小児看護学・家族看護学の 3分野、「生活支援看護学領域」は地域看護学･

在宅看護学・老年看護学・精神看護学の 4分野、「療養支援看護学領域」は急性看護学・慢性看護学・がん看護学・

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000031.html
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感染看護学の 4分野の合計15分野から構成されている。15分野は修士論文コースがあり、そのうち母性看護学・

家族看護学・小児看護学・地域看護学・精神看護学・老年看護学・在宅看護学・急性看護学・慢性看護学・がん

看護学・感染看護学の 11分野は専門看護師（CNS）コースを開設している。 

博士後期課程は、「生活支援看護学領域」と「療養支援看護学領域」の 2領域で構成されている。「生活支援看

護学領域」は看護技術･情報学分野、看護管理･教育学分野、地域･精神看護学分野、在宅・老年看護学分野、母子

健康看護学分野、家族健康看護学分野の6分野、「療養支援看護学領域」は急性療養看護学分野、慢性療養看護学

分野、がん療養看護学分野、感染療養看護学分野の4分野の合計10分野から構成されている。 

 

３）教員の採用 

大学の設置目的及び教育理念に基づき、教員の任期制、公募制及び外国人の兼任教員の確保が導入されており、

教員組織の活動をより活性化するために、多様で透明性を確保した教員採用の措置をとっている。 

看護学類教員の性別構成は、資料2-1-3に示す通りである。看護学類では、外国人教員 1名を採用している。

教員の採用に関しては任期制及び公募制を導入している。本学教員の任期に関する規程に基づき、任期制は助教

の採用に適用し、任期は5年としている。 

（規程第14号第2条 http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000411.html）。 

公募制は、本学教員人事規程に基づき、全教員の採用に適用している（規程第 15 号第 3 条 

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000381.html）。公募方法は資格、経験年数等

の条件を明示し、本学ホームページ、研究者・人材データベース JREC-INを活用している。 

教員の採用に関する事項は、本学教授会等規程に基づき、教授会で審議し（規程第 62 号第 3 条 3 項

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000111.html）、本学人事委員会規程に基づき

（規程第 99号第 1条 http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000151.html）人事委

員会で審議する。教育研究上の指導能力について審査を行い、本学教員選考基準により教員を選考している。具

体的には、履歴書、教育研究業績書、主要な著書または論文、及び採用後の専門分野の研究と教育に対する方針

等の書類審査、面接・プレゼンテーションにより評価する。 

平成29年度は、准教授1名、助教3名の新規採用及び、 講師2名、助教2名の内部昇任を決議した。 

 

 

資料2-1-3   平成29年度看護学類 教員 性別構成   

平成 29年 10月 1日現在 

領域 

構成 
健康科学 

人・環境支援 

(基礎)看護学 

家族支援 

看護学 

生活支援 

看護学 

療養支援 

看護学 
合計 

教員（人） 1 10 12 15 12 50 

性別（人） 
女性 0 9 11 14 11 45 

男性 1 1 1 1 1 5 

 

 

 

 

 

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000411.html
http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000381.html
http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000111.html
http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000151.html
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４）教育支援者 

大阪府立大学羽曳野キャンパスでは、看護学部、看護学類、看護学研究科と総合リハビリテーション学類、総

合リハビリテーション学研究科を設置し、専任教員を看護学部、看護学類、看護学研究科に 50名、総合リハビリ

テーション学類、総合リハビリテーション学研究科に39名配置している。これら2学類、2研究科の事務をつか

さどるために、総務・会計・入試・学生・教務・業務等を担当する事務職員 11名、契約職員 19名、非常勤職

員若干名を配置している。 

 ティーチングアシスタント（Teaching Assistant:以下 TA）については教授会の承認を得て、適宜活用を図っ

ている。平成29年度のTA採用人数は延べ 25名、総時間は 338時間であった。 

また、平成21年度より教員支援者として看護学類教員を支援する非常勤事務職員1名が配置している。教材用

資料複写、書類作成等の補助業務を行っている。 

 

 

２．附属組織・センター 

 

 看護学研究科は、療養学習支援センターを有するが、これは療養学習支援に関する研究・教育・実践を推進す

るとともに、その成果を地域に還元し看護の質の向上に寄与するという趣旨に基づき、平成17年から附置された。

療養学習支援センターの設置趣旨及び業務等は、大阪府立大学大学院看護学研究科療養学習支援センター規程（規

程第21号 http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94001711.html）に明示している。

療養学習支援センターは、円滑な運営を図るため、大阪府立大学大学院看護学研究科療養学習支援センター運営

委員会を設置している。運営委員会は大阪府立大学大学院看護学研究科療養学習支援センター運営委員会規程（規

程第 22 号 http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94001721.html）に基づき、平成

29年度は8名の委員で組織された。センターの主な事業は、地域住民及び医療機関の利用者を対象に各種の療養

学習支援活動及び健康相談活動、療養学習支援に関する研究活動、療養学習支援に関する学術交流活動である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94001711.html
http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94001721.html
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第３章 教育研究組織の実施体制 

 

１. 運営組織 

 

 教育活動に係る重要事項を審議するために、教授会を最高意思決定機関と位置づけ、その下に教育活動に係る

重要事項を審議するための委員会を設置している。各委員会は定期的に会議を開催し、それぞれの分掌事項を効

率的に検討し、円滑に審議を進めている。 

教授会は、教育課程の編成に関する事項、学生の入学、卒業又は課程の修了、学位の授与、学生の支援及びそ

の身分に関する事項、教員人事に関する事項、教育又は研究に関する重要事項について審議する。教授会の下に

教務委員会、臨地実習委員会、学生委員会等を設け、教育活動が円滑に行われるための必要な活動を行っている。

資料3-1は看護学類・看護学研究科の運営組織図である。 

教務委員会、臨地実習委員会、学生委員会等は毎月1回の定例の会議を開催している。特に、教務委員会では、

教育課程に関すること、履修に関する規程の制定及び改廃に関すること、教育の実施及び運営に関することなど

について、臨地実習委員会では、教育の中の臨地実習の運営に関する事項を中心に、また学生委員会では、学生

の相談・支援・福利厚生等に関する事項について検討し、その検討結果は教授会で報告し、重要事項については

更に教授会で審議し、決定している。 

資料3-1 看護学類・看護学研究科運営組織図 

総合リハビリテーション学類と合同※は総合リハビリテーション学類と合同だが、委員会としては別組織

教 授 会地域保健学域調整会議

入
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委
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会

教
務
委
員
会
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委
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会
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際
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委
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テ
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ッ
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ン
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委
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情
報
シ
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キ
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・
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委
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ン
タ
ー
運
営
委
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会

大
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究
倫
理
委
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羽
曳
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図
書
セ
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看護学類・看護学研究科 運営組織図

学類運営会議

入
試
広
報
部
会

平成30年3月31日

看護学研究科委員会
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２．委員会活動 

 

委員会名 学類運営会議 

目的 運営会議は、次の各号に掲げる事項を協議・調整するものとする。 

(1) 教員の教育、研究、社会貢献、学類運営における活動に関すること 

(2) 予算の管理に関すること 

(3) 各領域間の調整に関すること 

(4) その他領域の運営に関すること 

構成員 上野学類長(委員長)、志田教授、田中教授、籏持教授、楢木野教授、長畑教授 

 

 

活動概要 １．開催状況 

定例会議： 11回（毎月1回、8月は除く） 

臨時会議： 2回（平成29年7月10日、平成30年2月9日） 

 

２．検討事項 

1)学類運営会議規定に基づき、教授会、研究科委員会の検討事項のうち、事前検討の 

調整が必要なものについて検討した。 

〈担当〉 

・人事：上野教授(委員長)、田中教授、籏持教授 

・予算：志田教授、長畑教授 

 

  2) 平成 29年度は通常の人事管理、予算管理以外に、講師、助教の内部昇任、看護学研究科の臨

床教授等の称号付与、地域保健学域臨床講師の称号付与、実習施設との共同研究補助金申請、

大阪府立大学特別研究奨励金支給事業の審査、教授会審議・報告に必要な内容等を検討した。 

 

 

 

 

 

来年度の課題 

 

１．府立大学全体の方針に基づきながら、看護学類および看護学研究科の教育課程、運用上の問題を

解決する。 
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委員会名 入学試験運営委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

（1）入学試験に関する企画に関すること 

（2）入学試験の適正かつ円滑な実施に関すること 

（3）入学試験のあり方に関すること 

（4）入学試験の出題及び採点に関すること 

構成員 上野研究科長（委員長）、澤井教授（副委員長）、楢木野教授、田嶋教授、杉本教授 

田中教授、佐藤准教授、松下准教授、伊藤講師、古山講師 

荒井事務所長（羽曳野キャンパス事務所） 

 

活動概要 活動概要 

１．委員会の開催 

1） 看護学類入学試験運営委員会（定例 10回、臨時４回） 

2） 全学入学試験運営委員会 4回 

3） 全学入学試験あり方部会 3回 

4） 看護学類入学試験あり方部会 1回 

5） 看護学類出願資格審査委員会 1回 

２．入試の実施状況 

1） 看護学研究科 

(1) 博士前期課程（平成29年8月22日、第2次募集：平成 29年12月10日） 

(2) 博士後期課程（平成29年8月23日、第2次募集：実施せず） 

2） 看護学類 

(1) 特別選抜：2年次編入学試験（平成29年8月23日） 

       推薦入学試験（平成29年11月18日） 

(2) 一般入試：前期日程試験（平成 30年2月25日） 

後期日程試験（平成 30年3月12日） 

3） その他 

(1)大学入試センター試験（平成 30年1月14日、1月15日） 

3. 入試制度の検討 

1）  入試倍率低下の原因を分析し、広報活動を強化するため、7月の入試室の高校訪問に教授

の随行を依頼し、学類の PRと高校・受験生側の志望動向についての情報収集を行った。 

2）  2年次編入学試験の現況を分析した結果、その意義は失われていると結論し、平成31年よ

り募集を停止することを教授会に提案した。募集停止は教授会で正式に決定され、全学入

試運営委員会でも承認された。 

3）  アドミッションポリシーならびに外国語試験科目について現行どおりとすることを決め

た。 

 

入試制度と入学後の成績や看護師国家試験の成績との関係を分析し、現行の募集人数・試験日

程・試験科目・出願資格要件に変更すべき点がないか検討した。 
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来年度の課題 

 

１．学類教職員の業務平準化に向けての努力 

試験の運営作業と採点・集計・入力作業のスケジュールにゆとりを設ける。 

２．入試広報部会、就職委員会、教務委員会との連携を強化し、入試倍率の回復に努める。 

内申書評価法についての検討 
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委員会名 入試広報部会 

目的 入試広報に関する事項 

 

構成員 田嶋教授（部会長）、渡邊教授（副部会長）、大江准教授、髙助教、安本助教、中村助教 

（紙野准教授） 

活動概要 １．広報行事に関すること 

・平成29年 5月： 友好祭のオープンラボへの参加 

・平成29年 5月： 大学院入試説明会開催 

（4月から場所の検討、チラシ作成・配布、プログラム作成、看護学類HPお知らせ掲載、担当者の決

定、各ブース担当教員への協力要請、当日の受付や運営、反省会、看護学類実施報告の掲載） 

・平成29年 6月： 大学院募集要項の送付先検討 

・平成29年 5月～11月： 大学アピールのための高校訪問 

（担当教員の調整） 

・平成29年 7月： ゆめナビライブ平成29年度大阪会場 

・平成29年 7月： 高校生を対象とした体験 Week、（授業担当者の依頼・日程調整） 

・平成29年 8月： 羽曳野オープン・キャンパス開催 

（総リハとの調整を含め企画、チラシ作成・配布、担当領域の担当者把握依頼、ボランティア学生の

確保、謝礼の準備と当日の配布、大学HPへのアップを入試広報委員会に依頼、当日の運営・管理、反

省会、実施報告のホームページへの掲載） 

・平成29年 8月： 大阪急性期・総合医療センターふれあい体験隊協力の問い合わせへの返事 

・平成29年 9月： ふれあい体験隊協力依頼書（学長あて）受領 

（10月～11月：実施企画書の提出、ボランティア学生の確保）  

・平成29年 10月： ふれあい体験隊協力領域への担当依頼 

・平成30年 1月： ふれあい体験隊協力 

 

２．広報ツールの作成・修正に関すること 

・平成29年 4月： 看護学類・看護学研究科パンフレットのリニューアル 

・平成29年 4月： 朝日新聞における看護の日、広告文の掲載に関する検討、掲載文作成 

・平成29年 4月・5月： 広報部会のパンフレット用の写真撮影依頼 

（入試広報委員会 HPの学類紹介用写真として依頼、学類紹介文章の作成、確認） 

・平成29年 6月： AERA MOOKへの看護学類掲載（広告図案作成、確認） 

・平成29年 6月： 日本看護系大学協議会（JANPU）のホームページへのユニフォーム掲載 

・平成29年 8月： 電車ドア横に看護学類のポスターの掲載（予算、広告図案作成、依頼、報告） 

・平成29年 11月： 学類パンフレットの作成準備（修正個所の確認など） 

・平成29年 11月： 研究科パンフレット作成準備（修正個所の確認など） 

・平成29年 12月： キャンパスガイド作成（修正）準備 

・平成30年 1月： 産経新聞の大阪府看護協会 70周年記念記事に広告を掲載 

・平成30年 2月： 大阪府立大学看護系同窓会（白鳥会）会報誌の配布に看護学研究科入試説明 

会のチラシを同封 
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・平成30年 3月：リクルート大学院 .netに看護学研究科の紹介を掲載 

 

３．HP管理 

・ 看護学類・看護学研究科ホームページリニューアル 

・ 各イベント情報の掲載や既存のページ内容の学類 HPの更新 

（更新内容：教員一覧、個人ページ、新任教員個人ページ作成、領域写真、学年暦、CNS名簿など大

学院の専門領域紹介のためのページ作成） 

 

４．その他 

・ 部会長は入試広報委員会会議に出席（4回/年） 

・ 入試広報部会会議開催（10回/年） 

・ 羽曳野キャンパス オープンキャンパスに関して、予算や開催日について、領域長および総合リ

ハビリテーション学類担当者と調整会議を持つ  

・ 大学HPに追加される、FIND OUTサイトの内容の検討、確認 

・ 印刷業者の広告への大学パンフレット使用許可問い合わせへの回答 

 

来年度の課題 １．部会の位置づけの変更やリニューアルにより必要となる予算要求や担当者・役割内容などの検討  

２．看護学類広報部会の担当役割に関する検討 

３．入試広報活動方針の検討（重点課題など） 
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委員会名 教務委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1)教育課程に関すること 

(2)履修に関すること 

(3)教育の実施及び運営に関すること 

構成員 籏持教授（委員長）、長畑教授(副委員長)、中山教授、細田教授、大川准教授、佐保准教授、藪下准

教授、中岡准教授 

活動概要 平成 29年度は 11回の教務委員会および 6回の持ち回り委員会、2回の臨時委員会を開催した。委員

会では下記の内容について重点的に活動した。 

1．新入生履修説明会、個別指導の実施 

平成29年度地域保健学域看護学類新入生に対して、中百舌鳥キャンパス・羽曳野キャンパスにおい

て、全体での履修説明会を開催した後に個別指導を実施した。 

 

2．在校生履修説明会の実施 

 平成 30年度在校生履修説明会を平成 30年 2月 21日・22日に学年毎に実施した。履修についての

全体説明（特に履修申請手続き等）、追再試試験等について説明を行った。 

 

3．３ポリシーの継続的な確認の実施 

  看護学研究科における現状3ポリシー相互の関係性(一貫性・整合性)の確認を行った。 

 

4．履修要項・授業科目概要の作成 

 平成30年度カリキュラムに対応した履修要項・授業科目概要を作成した。看護学類では科目の配当

年次が明確になるような履修課程表を加筆した。また看護学研究科では研究指導教員の役割や決定

方法のWeb上での公表に向けて、履修要項の追加・修正を行った。 

 

5．教職（養護教諭 1種）免許取得に関わる再課程認定に向けての準備及び 

 教職カリキュラム部会と連携し、養護教諭課程の再課程認定に向けて、該当科目と担当教員につい

て検討するとともに免許取得に関わる科目の履修について、個別指導を実施した。 

 

6．時間割作成 

 新たな非常勤講師と科目の一部変更に対応した時間割を作成した。 

 

7．助産師科目および保健師科目選考試験の実施 

 助産学担当教員および公衆衛生看護学担当教員とともに選考試験を実施した。 

 

8．既修得単位認定（1年次生、2年次編入生） 

 平成30年度入学予定の 2年次編入生の既修得単位認定を、合格発表後、後期に行った。2年次編入

生の既修得単位認定について、CAP制の上限緩和措置について教育推進課長に申し入れを行った。 
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9．博士論文、修士論文・課題研究発表会の開催 

 博士論文3名、修士論文・課題研究 18名の発表会を実施した。 

 

10．単位未修得学生への指導（アドバイザー支援） 

 前期・後期の全学生の単位修得状況を確認し、必要な履修指導内容を明示した書類をアドバイザー

教員に配付し、個別指導を依頼した。また必要時は、学生及びその保護者と面談を行い、今後の履

修が円滑に進むよう情報共有した。 

 

11．学域共通科目の開講および大学院共通科目の実施協力 

 平成 29年度入学生への学域共通科目で、平成 29年度開講の人間支援科学論、コラボレーション論

について、総合リハビリテーション学類、教育福祉学類の教員で実施した。大学院共通科目につい

ては、全学教務関係委員会と連動して、研究公正科目を開催した。 

 

12．全学教務関係委員会（教育運営委員会、教育運営会議）への出席 

 大阪府立大学全体の教務内容と学部・学類の教務委員会が連動して運営できるようにした。 

 

13．非常勤講師の選出・任用についての審議 

 非常勤講師の去就に伴い、新たな担当者を決定し、履歴書を基に審議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 

 

1．履修申請や追再試の手続き等、学生が履修等の手続きを円滑に行えるような支援やシステムについ

て継続して検討する。 

2．アドバイザーと協力し、単位未修得者への指導を行う。 

3．養護教諭課程の授業科目、実習に関する円滑な進行に向けた内外の調整。 

4．学域共通科目および大学院共通教育科目における担当者の調整。 
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委員会名 学生委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

 （1）学生の奨学支援に関すること 

（2）学生相談に関すること 

（3）障がい学生の支援に関すること 

（4）学生の課外活動支援に関すること 

（5）学生の福利厚生に関すること 

（6）学生の安全と健康に関すること 

（7）学生の賞罰に関すること 

（8）学生の休学、退学、復学、除籍に関すること 

（9）その他、学生生活に関すること 

構成員 杉本教授（委員長）、籏持教授（副委員長)、岡本准教授、藪下准教授、冨川准教授 

 

活動概要 １．委員会の開催 

1）羽曳野キャンパス学生委員会（羽曳野キャンパス共通・看護学類 9回） 

2）全学学生委員会 6回、外国人留学生支援部会 4回 

２．活動状況 

1）奨学支援 

授業料減免 学類40名 大学院9名、特別研究奨励金 大学院 18名 

2）学生相談 

  委員長への相談 6件  

  各アドバイザーによる学生対応等 822回/年 

大学院生（前期課程）に対する修学相談員制度実施 

外国人留学生アドバイザー 

GPA2.0以下の学生への学修状況の面談実施 

3）課外活動支援 

  サークルの団体結成承認 3団体、解散承認 1団体 

4）福利厚生、安全と健康 

   保健室使用件数 68件、学生相談利用件数 12件（延件数） 

Will全員加入の促進（新入生加入率 100％） 

5）賞罰 

  前期：学長顕彰学類 0名、大学院1名、杏樹賞学類 4名、大学院 0名 

  後期：学長顕彰学類 0名、大学院0名、杏樹賞学類 5名、大学院 2名 

     大阪府看護協会会長賞 学類1名、大学院1名 

     罰なし                    

6）休退学等 

 〈休学〉前期：学類 4名、大学院3名 後期：学類4名、大学院4名 

 〈退学〉前期：学類 2名、大学院3名 後期：学類0名、大学院1名 

〈除籍〉なし                      
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7）その他 学生生活 

  学生配置の決定 

学生研修費にて研修会の実施 3回 

学生生活のガイダンスの実施（履修説明会にて） 

年末年始の院棟使用への配慮 

杏樹祭での安全・衛生などの担当 

学位記配布の運営 

学習環境調査アンケートの実施（平成29年10月） 

交通マナー安全啓発活動の実施(平成29年10月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 １．学生の学生生活充実の支援 

２．アドバイザー制度の充実 
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委員会名 就職委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について、審議する 

(1)就職業務方針に関すること 

(2)就職の相談及び指導に関すること 

(3)求職、求人に関すること 

(4)求職についての調査に関すること 

(5)その他就職に関すること 

構成員 北村教授(委員長)、渡邊教授、北川准教授、長田准教授、山口講師、山内講師 

 

活動概要 

 

１．就職ガイダンスの開催 

第1回 平成 29年8月8日（火）3年生対象 参加人数110名／122名 

・大阪府立病院機構の教育担当者から、学生への実習指導や就職支援も含めて病院の様子、実習指

導体制を説明 

第2回 平成 30年2月21日（水）3年生対象 参加人数 118名／123名  

・卒業生の就職状況と４年生の内定状況について 

・セミナー「履歴書の書き方」と模擬面接の告知（４月開始） 

・就職活動と求人情報の収集方法について・模試担当者の決定 

・府立病院機構による説明会 

第3回 平成 29年4月7日（金）４年生対象 参加人数 129名／131名 

・国家試験の準備と平成 29年度の国家試験実施日等について 

・就職試験における心得、注意事項など 

・模擬面接について（4月・5月告知） 

第4回 平成 29年7月25日（月）4年生対象 参加人数 105名／131名  

・国家試験の対策と傾向 ・進路報告について 

・就職支援行事に関するアンケート実施 アンケート回収数 119枚／131名 

第5回 平成 29年10月27日(金) 4年生対象 参加人数 117名／129名 

・模擬試験結果をふまえた国家試験傾向と対策 

・国家試験後自己採点会 

・合格圏に入りにくい場合の学習方法提示について 

第6回 平成 30年2月9日（金）4年生対象 参加人数 120名／127名 

・就職と国家試験について・国家試験の心構え・国家試験結果発表時の対応 

・社会人としての心得・卒後キャリア開発の準備（「私の記録」の説明） 

 

２．就職支援 

１）模擬面接による就職支援：就職委員とキャリアカウンセラーで実施 

・平成29年 4月25日・26日・27日・28日(参加69名/申込72名) 

・平成29年 5月24日・26日(参加19名/申込19名) 

参加人数合計(参加88名/申込91名) 

２）個別相談 
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  ・就職困難の学生の相談 

３）求人施設への対応 

  ・就職委員と事務職員との同席対応 

４）就職に関する事務 

  ・就職情報・進路資料の管理・就職状況の把握 

３．進学支援 

・助産師学校からの指定校推薦のお知らせと希望学生の対応 

４．国家試験に関すること 

・学校内で国家試験対策の模擬試験担当者を決め、学生主体の模擬試験を実施できるように支援 

・学生主体の模擬試験に加えて学校支援の全国模試も追加実施 

・模試結果を分析し、担当アドバイザーに成績等学習指導の連絡 

・直前国試スタディールームの運営と学習会企画 

・就職ガイダンスの際に、受験準備と合格発表時の指導を実施 

・次年度の国家試験に向けて学生への意識づけ 

５．委員会の開催 （6回／年） 

・委員会活動計画と担当者決定 

・模擬面接の評価と開催方法の検討（時期と内容、面接員の検討） 

  ・就職ガイダンスの企画・運営について・就職内定状況について 

・国家試験対策支援の現況・予算執行状況について 

・国家試験対策の審議と実践計画・状況把握 

・看護師国家試験指導ガイド発行とアドバイザーへの模擬試験連絡 

 

 

 

 

 

来年度の課題 １．就職ガイダンスの継続と内容評価 

２．模擬面接と履歴書確認の支援変更点と面接人員適正の評価 

３．就職試験の受験留意（併願等）と困難ケースの相談 

４．アドバイザー教員との連携 

５．学生主体の国家試験模擬試験の運営の相談 
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委員会名 臨地実習委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1)臨地実習の教育方針及び教育課程に関すること 

(2)臨地実習の運営に関すること 

(3)臨地実習の指導体制の整備に関すること 

(4)臨地実習に関する規定の制定及び改廃に関すること 

(5)その他の臨地実習の実施及び運営に関し必要なこと 

構成員 細田教授（委員長）、北村教授（副委員長）、岡崎講師、根来講師、南村講師、山田講師、 

山口講師、山地講師、浮舟助教、深山助教 

活動概要 １．主な委員会活動の実施状況 

委員会10回、総合実習学生配置（4月）、3年次生への実習オリエンテーション（8月）、府立5医

療センター臨地実習連絡会（3月） 

 

２．所管事項 

1)実習運営関係 

・平成29年度分野別実習オリエンテーションの開催 

・平成30年度後期～平成 31年度前期実習進度表・学生配置表の調整及び作成 

・平成29年度の帰校日使用教室の調整および、平成 30年度の実習帰校日使用教室の調査・予約 

・平成30年度総合実習の学生配置数（案）の検討 

・平成30年度実習衣購入に関わる検討及び関係者との調整 

・インフルエンザワクチン接種報告の集約 

2)府立5医療センター臨地実習連絡会関係 

・府立5医療センターでの平成 30年度及び平成 31年度の実習計画の作成 

・各施設窓口担当教授と連携し、施設との調整 

・府立5医療センター臨地実習連絡会を開催し、施設との情報交換 

・学生による臨地実習評価アンケートの実施及び報告書の作成 

3)実習関連情報関係 

・実習要項の作成：基礎実習、各領域・分野別実習、総合実習 

・実習で使用する感染予防物品の一括購入 

・平成29年度臨地実習における事故報告のとりまとめ 

 加害4件、被害 0件、自傷2件、感染3件、その他14件の合計23件 

・「実習における個人情報取り扱いに関するガイドライン」の説明と学生誓約書の取り交わし 

・実習指導教員の小児期感染症抗体価検査の公費での実施 

・臨地実習公文書に伴う調整 

来年度の課題 １．学生からの臨地実習評価票の回収率の低迷が続いているため、呼びかけを行う。 

２．事故発生に対し、学生への指導を丁寧に行う必要がある。 

３．事務所との連絡・調整を密に行う必要がある。 
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委員会名 紀要委員会 

目的 紀要に関する事項 

 

 

構成員 渡邊教授（委員長）、田嶋教授（副委員長）、紙野准教授、井上助教（後期） 

  

 

活動概要 １．紀要発行に関すること 

・ 投稿募集（学内・学外へは看護学類・看護学研究科ＨＰに掲載） 

・ 論文査読者の決定と査読依頼 

・ 査読結果から著者への修正依頼 

・ 再査読依頼 

・ 論文掲載の採否の決定 

・ 印刷業者の決定（見積もり，業者の決定） 

・ 印刷依頼 

・ 校正3回（内 1回は著者による校正。2回の校正と表紙，裏表紙，欄外の校正は委員担当） 

・ CDで納入後，リポジトリへの公開 

２．紀要募集と査読依頼などに関すること 

・ 投稿要領などに関する修正（投稿要領，チェックリスト，査読者への依頼文など） 

３．リポジトリ等包括登録に関すること 

リポジトリ運用指針に基づき、全文を包括して登録、公開することの申請を行った 

＊投稿申込 19編，辞退3編，不採用1編、投稿受理15編 

 

 

 

 

 

来年度の課題 

 

【紀要の発行手続きに関して】 

１．査読時の匿名性の確保（確認ミス防止のチェック表の評価・修正） 

２．投稿申込み、原稿提出、査読依頼などの作業過程において、メールでの対応について 

３．看護学研究科 HPへの掲載（紀要委員会のバナー作成） 
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委員会名 国際交流委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1)国際交流に関する企画立案及び実施に関すること 

(2)その他、国際交流に関して必要なこと 

 

構成員 志田教授（委員長）、澤井教授（副委員長）、佐保准教授、大川准教授、南村講師 

 

活動概要 １．マヒドン大学への本学大学院生の派遣 

 平成28年度より、本事業は「看護異文化フィールドワーク」として博士前期課程の選択科目 2単位

となった。10月27日のマヒドン大学交流学生の歓迎会の際、報告会を実施した。 

 日程：平成 29年8月31日～9月13日 

 派遣学生：母性看護学分野 1名、家族看護学分野 1名、老年看護学分野 1名、看護教育学分野 1名 

 研修先：シリラート校・ラマティボディ校 

 

２.マヒドン大学大学院生の研修と学生交流の受入 

 今年度はさくらサイエンスプログラムＡコースの採択を受け実施した。昨年同様杏樹祭への参加と

健康フェアへの参加を企画し、さらに 11月に開催された白鷺祭に参加し、国際交流課と学長に表敬訪

問を行った。11月7日にはマヒドン大学学生の研究計画および本学博士前期課程の学生の研究計画に

関して、英語による意見交換会を設けた。 

 日程：平成 29年10月26日～11月8日 

 受入学生数：シリラート校 2名、ラマティボディ校2名 

 研修先：適塾史跡、羽曳が丘小学校、基礎看護技術演習、りんくう国際医療センター、大阪府看護

協会など 

 交流イベント等の参加：（院生・教員含む）25名（歓迎会、運動会） 

 

３．国際看護セミナーの実施 

 羽曳野キャンパスにおいて、第 22回国際看護セミナーを開催した。 

日時：平成 30年1月12日 

講師：Lee Smithbattle セントルイス大学看護学部 

演題：アメリカの健康格差と看護職の役割  

参加者：学類生 129名、本学大学院生 5名、本学教員5名、学外者 4名、計143名 

  

４．マヒドン大学ラマティボディ校教員・シリラート校教員との学術交流打ち合わせ 

平成29年10月21日にラマティボディ校のワンタナ准教授およびシリラート校のスパパック講師お

よびヤジャイ学部長と INRC（International Nursing Research Conference 2017） の会場で今後の

交流活動についての打ち合わせを実施した。ラマティボディ校とは共同研究に関しては、互いの所属

教員の研究テーマに関する情報交換をしていくこと、国際学会へは、学類生、大学院生、教員を派遣

し、ディスカッション、ワークショップを企画していくことが話し合われた。 
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５．グローバルミーティングの開催 

 平成29年 12月18日に学生と教員の英語によるコミュニケーション力を高めるため実施した。 

国際学会で発表したポスターや国際学会参加の報告を行い、ディスカッションの場を設けた。参加

者は院生11名、教員13名であった。 

 

６．学生の海外研修 

 平成29年 10月19日から22日にかけてバンコク（タイ）で開催された INRC＆WANS International 

Nursing Research Conference に博士前期課程学生 8 名、後期課程学生 3 名が参加した。参加者は国

際学会 PLUS を適用し、協定校であるラマティボディ校を訪問し、学生同士の交流を深めた。平成 30

年1月11日～13日にソウル（韓国）で開催された EAFONSには4名の博士前期課程の学生が参加し、

2名が演題発表を実施した。 

 

７．マヒドン大学シリラート校の授業の遠隔中継 

 大学院生を対象に、マヒドン大学シリラート校の授業をスカイプで遠隔中継を実施した。 

・Course Title：Harmony in Diversity of Global Cultures and Health 

・日時と内容：平成30年1月22日 Interviewing and communication techniques 

平成30年1月24日 Outcomes of culturally sensitive nursing care 

・参加者 22日1名、24日2名 

 

８．委員会の開催 8回 

 

来年度の課題 １． マヒドン大学研修参加者の選抜 

２． さくらサイエンスプラン採択に向けての準備 

３． 国際看護セミナーの企画 

４． 外国人招へい教員の募集と招へいプログラムへの協力 
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委員会名 ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会 

目的 次に掲げる事項について審議する。 

(1) 教員の教育内容・授業方法の改善に関すること 

(2) 教員の教育・研究能力の向上に関すること 

(3) 教育・研究活動の評価の実施に関すること 

構成員 田中教授（委員長）、中村教授(副委員長)、中嶋准教授、紙野准教授、根来講師 

 

活動概要 

 

看護学類の委員会の開催は①5/9、②7/26、③9/1、④11/17、⑤1/19、⑥3/13の6回、総合リハビリ

テーション学類との合同委員会は①5/26、②6/6、③9/20の3回、加えて随時のメール会議を行った。 

今年度は、学類独自の FD企画と、総合リハビリテーション学類との合同 FD企画を立ててそれぞれ開

催した。 

１．FDセミナーの開催 

看護学類独自の FDセミナーを3回、総合リハビリテーション学類との合同 FDセミナーを1回、企

画・実施した。 

第１回FDセミナー（平成29年8月4日）は「トランジショナルケア教育」と題してオレゴン保健

科学大学の和泉成子先生の講演を看護学類カリキュラム検討部会および NS-Co大学カリキュラム検討

グループと共同で開催した。参加者は 37名だった。第2回FDセミナー（平成29年8月4日）は「海

外地域ケア研修報告」と題して、地域におけるホスピスケアとハワイ大学のシミュレーション教育に

ついて1名の教員（南村講師）と 5名の大学院生による研修報告を行い、44名の参加者を得た。第 3

回FDセミナ－（平成29年8月30日）は高等教育推進機構の畑野快准教授による心理統計セミナー「ア

ンケートの実施と心理尺度作成の基礎」を、高等教育開発センター主催、看護学類および総合リハビ

リテーション学類FD委員会共催で行った。教員・大学院生からの関心も高く、74名の参加者を得た。

第4回FDセミナー（平成30年3月13日）は看護学類カリキュラム検討部会およびNS-Co大学カリ

キュラム検討グループとの共催で看護学類教員対象に「看護学教育カリキュラムの動向と将来の展望

－教育ビジョンについて語り合おう！」を開催した。参加者は44名だった。 

 

２．経済学セミナーの開催 

 今年度より経済学研究科の協力を得て、看護学類・総合リハビリテーション学類の合同主催による

経済学セミナーを 2回開催した。 

第1回経済学セミナー（平成29年7月25日）では「経済学の見方、考え方－医療と経済学－」と題

して、経済学研究科長の近藤真司教授を講師にお招きして講義が行われた。参加者は 33名だった。第

2回経済学セミナー（平成29年8月30日）は、「メンタルヘルスにおける医療経済分析」と題して、

経済学研究科牛 冰先生を講師にお招きして開催した。参加者は 26名だった。 

 

３．FDカフェの開催 

 地域保健学域 FDカフェを3/22に開催予定した。今年度は「R（フリー統計ソフト）を使った統計処

理」と題して、総合リハビリテーション学類の大西久男准教授からの講義の後に各自の研究について

のフリーディスカッションを行なった。参加者は看護学類 10名、総合リハビリテーション学類 6名の

計16名だった。 
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４．ピア授業参観 

全教員を対象としたピア授業参観を実施した。年 3回の参観提供科目募集と情報提供を行い，メー

ルで各教員への周知を図り，参観科目提供と参観実施を促進した。 

 

５．授業評価アンケート促進 

一昨年度から導入された QRコードを活用した授業アンケート入力について引き続き教員に協力依

頼を行い、入力率の向上を図った。 

 

来年度の課題 １．継続した教員の研究能力向上に向けた取り組み（学類独自の FDの継続と学域協働の若手教員のた

めの「FDカフェ」の継続・活性化） 

２．文部科学省による看護学教育モデル・コア・カリキュラムの公表に伴い、看護系大学協議会の示

すコンピテンシーとの関連を加味した新たなカリキュラム構築にむけた教育内容の検討に資する取

り組み 

３．授業評価の学生回答率向上への取り組み 

４．ピア参観の継続，方法の検討 
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委員会名 情報システム・セキュリティ委員会 

目的 第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 情報システムに関すること 

(2) Webページのコンテンツの管理運用に関すること 

(3) 公立大学法人大阪府立大学情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」とい

う。)の運用に関すること 

(4) 情報セキュリティポリシーに基づく個別対策の把握と必要な措置に関すること 

(5) 前4号に掲げるもののほか、看護学類における情報システムの運営及び情報セキュリティの確保

に関すること 

構成員 堀井教授（委員長）（学術情報情報システム委員会委員）、森本准教授 

岡崎講師、山内講師 

活動概要 1. 情報システム委員会開催後に委員会を開催するか、または必要に応じてメールによる報告を行っ

ている。 

1)メールによる報告 

第1回情報システム委員会（平成29年5月11日開催）報告 

第2回情報システム委員会（平成29年10月6日開催）報告 

第3回情報システム委員会（平成30年1月31日開催）報告 

 

2) 学類委員会の開催 

(1)第1回委員会（平成29年9月5日開催）委員会の職務について 

① 諸規定の確認と役割 

② 第 1回学術情報センター情報システム委員会報告 

    ・情報格付けと取扱い制限について 

    ・情報セキュリティに関する学生啓発チラシについて 

    ・情報セキュリティに関する非常勤教員啓発チラシについて 

    ・マイストレ-ジ機能追加について   

 

来年度の課題 １．情報システム・セキュリティ担当者が情報セキュリティ対策を実施する。また、情報セキュリテ

ィポリシー等に関する啓発行動をするために、部局においては講習計画を策定し講習を実施する。 
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委員会名 部局計画・評価委員会 

目的 委員会は、公立大学法人大阪府立大学計画・評価会議規程第 2条第1項第1号、第3号、第4号、第

5号及び第7号に掲げる職務のうち、学類・研究科において必要な計画及び評価を行うものとする。 

 

 

構成員 上野研究科長、中山教授(委員長)、籏持教授、志田教授、長畑教授、中嶋准教授、林田准教授 

山地講師 

 

活動概要 １．部局における活動： 委員会の開催8回 

1) 平成29度部局計画実施状況の調査及び報告書作成 

   ・前期、後期に分けて実施 

2) 平成28度年報の作成 

   平成29年度に完成し、Webページに公表 

3） 部局における改善を要する事項に対する取り組みに関すること 

4） 平成30年度部局計画作成 

２．大学全体における活動：計画・評価委員会の開催3回 

1) 平成28年度業務実績報告 

2) 平成29事業年度に係る業務実施報告 

3) 平成29年度改善計画 

4) 平成30事業年度計画の作成 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 １．平成29年度年報の作成と公表 

２．平成30年度年報の校正と公表 

３．平成30年度部局計画実施状況の調査及び報告書作成 

４．平成31年度部局別計画の作成 
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委員会名 人権・ハラスメント委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

（1）人権及びハラスメント問題の啓発に関すること 

（2）人権及びハラスメント問題に関する講演会及び研修に関すること 

（3）ハラスメントに関する相談に関すること 

（4）前各号が掲げるもののほか、委員会が必要と認める人権問題及び 

ハラスメント防止に関すること 

構成員 籏持教授（委員長）、江口講師、羽畑助教、荒井事務所長（羽曳野キャンパス事務所） 

 

活動概要 今年度は、人権・ハラスメント問題に関わる会議へ参加した。また、教職員へのハラスメ 

ントへの啓発と感受性を高める内容の講演会へ出席した。今年度、ハラスメントの問題は 

生じなかった。 

1.ハラスメント防止に関するガイドラインの改正、「大阪府立大学教職員のSOGIに関するガイド

ライン策定検討小委員会の設置について審議した. 

2.講演会の開催と参加 

テーマ「SOGI（性的指向・性自認）の多様性と学生支援について 

～なぜ今、大学の取り組みが必要なのか？～」 

1）日時 平成29年7月18 日（火）13:00－15:30 

2）場所 羽曳野キャンパスL305会議室(遠隔中継) 

3）第１部：「大阪府立大学の取組みについて」田間泰子教授 

「大阪府の取組み」 大阪府人権局 金嵜修 課長補佐 

      基調講演「SOGIの視座からキャンパス環境を考える」 

          非特定営利活動法人虹色ダイバーシティ 加藤悠二氏 

  第２部：パネルディスカッション「各大学における取組について」 

  パネリスト 竹田丈教授 本間直樹准教授、田間泰子教授  

       加藤悠二氏（虹色ダイバーシティ）本学学生    

4）対象 大阪府立大学教職員、学生、その他 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 1．人権・ハラスメント問題への啓発に向けて、講演会や研修会のアナウンスを徹底し、多くの

教職員の参加を促していく。 

2．学生委員会、ハラスメント相談員との有機的な連絡・相談体制を構築していく。 
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委員会名 大学院看護学研究科研究倫理委員会 

目的 看護学研究科、地域保健学域看護学類の教員及び学生が行う人間を対象とする研究の倫理審査 

に関する事項を審議する 

構成員 上野研究科長、長畑教授（委員長）、北村教授（副委員長）、細田教授、堀井教授 

岡本准教授、冨川准教授、荒井大作（羽曳野キャンパス事務所） 

外部委員：3名 

活動概要 １．研究倫理審査に関するオリエンテーション（平成29年4月10日）大学院生、教員を対象とした

審査に関する説明会を開催した。 

 新規申請62件中40件の計画書について、迅速審査を行った。 

 

２．委員会開催 

倫理審査に関する委員会を7回開催した。研究計画書の倫理審査は 64件であった。 

博士前期課程：修士論文  16件(うち迅速審査11件、再審査2件) 

課題研究    9件(うち迅速審査 4件) 

博士後期課程：本研究   11件(全て迅速審査) 

予備研究    2件(うち迅速審査 1件) 

教   員 ：      26件(うち迅速審査 13件) 

外部より協力依頼された調査 1 件については、委員長及び副委員長で審査の上、結果を委員会に

て報告し、承認とした。 

 

３．迅速審査の導入 

次の3条件とも満たす計画書については迅速審査の対象とした 

①研究計画の軽微な変更 

②共同研究であって、既に主たる機関で倫理審査委員会の承認を受けた分担研究計画 

③研究対象者に最小限の危険を超える危険を含まない研究計画 

 

 

 

来年度の課題 ・平成29年2月に改訂された「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」に基づいた

「申請の手引き」改訂 

・審査日程の検討（提出から事前審査までの期間が短く、学外委員参加による審査と郵送による書面

審査の二本立てであるゆえの煩雑さがあり、根本的に見直したいが、多くの課題がある） 

・外部委員（人文・社会科学分野の有識者）の選任 

・研究終了・中止報告書提出の徹底 
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委員会名 大学院看護学研究科附置研究所 

療養学習支援センター 

目的 

 

第1条 この規程は、大阪府立大学大学院看護学研究科規程(平成17年公立大学法人大阪府立大学規

程第61号)第 6条第2項の規定に基づき、療養学習支援に関する研究・教育・実践を推進するととも

に、その成果を地域に還元し看護の質の向上に寄与するため、大阪府立大学大学院看護学研究科療養

学習支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

(業務) 

第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 療養学習支援の研究・教育に関すること 

(2) 療養学習支援の実践に関すること 

(3) 療養学習支援に関する情報の提供に関すること 

(4) 療養学習支援に関する学術交流に関すること 

(5) その他センターに関し必要なこと 

構成員 

 

 

上野教授（所長）、中村教授（主任）、杉本教授（副主任） 

大江准教授、長田准教授、林田准教授、古山講師、江口講師 

活動概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．プロジェクト活動研究助成・活動助成 

平成29年度は研究助成では 3件、活動助成では 6件の申請が認められ、総額 2,500,000円の助成を

行った。平成 30年3月9日（金）に報告会を開催し、助成プロジェクトの活動状況を報告した。 

 

２．健康フェア 

療養学習支援センターの地域貢献活動として、平成 29年10月28日（土）に羽曳野キャンパス祭（杏

樹祭）に合わせて、健康フェアを開催した。参加者は周辺地域から 83名あり、身体測定（体組成、骨

密度など）、脳年齢測定、食育 SAT、ストレスチェック、手洗い講習、ゴムバンド体操、健康相談を行

った。 

 

３．第５回看護フォーラム 

NS-Coプロジェクトとの共催で、平成 30年 2月 3日（土）に大阪府立大学 I-siteなんばにて、地

域包括ケアシステムをテーマに基調講演、シンポジウムを開催した。 

 

４．広報活動 

療養学習支援センターの活動を地域に発信するために、ホームページの掲載とプロジェクト活動の

案内を羽曳野市市報に掲載した。また、パンフレットを作成し、関係部署に配布した。 

 

５．闘病記文庫活動 

羽曳野図書センター内に闘病記文庫を開架している。新刊図書の購入を行った。 

 

６. 年報作成 

年報（第14巻）を作成し、HP上に公開した。 
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７.備品の更新 

骨密度測定装置が故障したため、学類予算にて新規購入した。 

 

８．運営委員会活動 

運営委員会を８名で組織し、円滑な運営ができるように年間8回の委員会を開催し、活動の検討や

推進のための調整活動を行った。 

 

来年度の課題 

 

１．プロジェクト活動・研究の活性化を図り、新規取組の増加対策を行う 
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委員会名 動物実験委員会 

目的 本委員会は下記の事項について審議することを目的とする 

(1) 部局が承認した実験計画並びに当該実験計画の実施状況及び結果の適正性に関すること。 

(2) 部局が承認した施設等及び実験動物の飼養保管状況の適正性に関すること。 

(3) 動物実験の実施に係る教育訓練に関すること。 

(4) 動物実験の実施に係る自己点検・評価に関すること。 

(5) その他、動物実験等の適正な実施に関し必要なこと。 

 

構成員 

 

獣医系：3名、物質科学系：2名、生物系：2名、社会科学系：1名、人文科学系：1名 

高等教育推進：1名、総リハ系：1名、看護系：澤井教授 

 

活動概要 

 

１．本年度委員会の委員長・副委員長の選出を行った。 

２．今年度の動物実験計画（207件）の承認、その実施状況および結果の適正を審査した。 

３．動物施設とその動物飼養・保管状況の適正を調査した。 

４．動物実験に従事する教員に対する教育訓練を平成29年5月30日（教員向け）に、また学生・非

常勤職員を対象としたバイオリスク管理・遺伝子組換え実験・動物実験安全教育訓練を平成29年

6月2日に実施した。また、その内容を納めたＤＶＤの貸出を行った。 

５．平成28年度の実験動物の飼養と動物実験の計画および実施状況について自己点検・評価を行い、

その結果を平成29年12月14日本学 WEBサイトに公表した。 

６．次年度の実験申請の審査スケジュールを検討し、決定した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 1.動物施設および実験計画書の適正を審査する。 

2.平成29年度動物実験自己点検・評価報告書を作成し、提出する。 

3.動物実験等の適正な実施をはかるため、施設の運用状況を確認するとともに、動物実験に関わる教

員・学生への教育訓練を行う。 
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委員会名 羽曳野図書センター運営委員会 

目的 委員会は、学術情報センター図書館委員会の諮問を受け、羽曳野図書センターにおける次に掲げる事

項を審議する。 

(1)図書の選定に関すること  

(2)図書の管理に関すること 

(3)図書の利用に関すること  

(4)その他、図書センターの運営に関すること 

 

構成員 楢木野教授(委員長)、森本准教授、松下准教授、德岡助教 

総合リハビリテーション学類教員 4名 

 

活動概要 Ⅰ.4回の委員会、必要に応じて看護学研究科教員による会議を開催した。 

 １. 第1回委員会（平成 29年5月26日） 

1)平成29年度予算について  

2)平成30年度電子ジャーナル・データベース・購入雑誌等について 

3)データベース利用講習会について     

4)選書に関する検討 

5)学生希望図書の購入について  

２. 第2回委員会（平成 29年7月25日） 

1) 平成30年度電子ジャーナル・データベース・購入雑誌等について 

2) 平成30年度総合図書館中百舌鳥購読国内雑誌について   

3) 平成29年度の選書について:基本図書新版購入枠の設定 

*10月開催の第 3回委員会中止、第4回委員会を第 3回委員会とする。 

３. 第3回委員会（平成 29年11月27日） 

1)選書について 

2)大阪市立大学及び関西大学との包括連携相互利用サービスの見直しについて 

４. 第4回委員会（平成 30年2月26日） 

1) 平成30年度羽曳野図書センター予算案について 

2) 選書について 

Ⅱ．その他 

・Web選書に当たり、領域別での選書方法を検討する。 

 ・新入生向けの推薦図書案を提出する。 

 

 

来年度の課題 図書センターの充実に向けて、基本図書の新版購入を進める。 

教員への推薦図書システムのアナウンスを徹底する。 
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委員会名 羽曳野キャンパス感染対策委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 学生及び教職員の感染予防対策に関すること 

(2) 感染予防対策実施の監視と指導に関すること 

(3) 感染症発生後の適切な事後処理に関すること 

(4) 感染症発病者の人権擁護に関すること 

(5) 学外実習施設等との連絡調整に関すること 

(6) 前各号に掲げるもののほか、感染予防に関し必要と認められる事項に関すること 

 

構成員 看護学類：堀井教授（副委員長）、佐藤准教授、羽畑助教 

総合リハビリテーション学類：堀部教授（委員長）をはじめ教員 4名  

東妻看護師（保健室）、学校医、産業医 

 

活動概要 １．感染事案の保健室からの報告受けと指示、学類長への報告 

２．小児期感染症のワクチン接種、インフルエンザワクチン接種について、当委員会と保健室、

臨地実習委員会、学生委員会、授業担当教員の連携による啓発活動 

３．学生の集団食中毒への学生、病院への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 1.臨地実習における感染症の疑い事案発生時の施設との対応について 

2.入学時に従来より実施しているツベルクリン反応の廃止について 
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部会名 グローバル化推進部会 

目的 規定はなし 

国際的学術交流を推進するためのプロジェクトを企画・運営する 

プロジェクト 1.平成30年7月に学類生のマヒドン大学サマープログラムに参加 

 プロジェクト 2.平成31年2月にラマティボディ校主催で開催される国際学会ワークショップに、

学類生、大学院生を参加 

構成員 志田教授（部会長）、上野研究科長、中山教授、堀井教授、森本准教授 

佐保准教授、佐籐准教授、松下准教授 

活動概要 １）国際学会参加への助成 

・WANS 2017@Thailand（大学院生10名へ助成）→実費報告 

・EAFONS 2018@Korea（大学院生4名へ助成）（ただし、1名は職場の出張で参加）→実費報告 

 

◆WANS 2017（平成 29年10月20日～22日） 

 方法 日時 

参加申請書の作成 異文化看護フィールドワーク参加申請書

に準ずることとする 

平成29年6月 

周知・募集 中山先生の講義で周知 

国際学会 PLUS申請や JCSOSへの加入につ

いても周知 

9名希望→結果 8名参加 

平成29年6月 

助成対象の選考 

助成金額の決定 

（7月のグローバル化推進部会） 

書類選考（学会発表する学生を優先） 

1人あたりの助成金額の決定 （8万円） 

平成29年7月 

選考の結果通知 グローバル化推進部会から本人に通知 平成29年7月 

 

オリエンテーション

の実施 

保険、学会参加後の書類作成（学会参加の

領収書、航空券の半券などの提出）、紀要

などについても説明 

平成29年8月 

報告書の確認等 参加者が提出した報告書の確認等を行い、

本学紀要への投稿を指導 

平成29年10月～ 

◆EAFONS（平成 30年1月11日～13日） 

 方法 日時 

参加申請書の作成 異文化看護フィールドワーク参加申請に

準ずることとする 

平成29年6月 

周知・募集 D 学生への発表を奨励し、募集→M学生 2

名が発表エントリーし、採択 

12月に追加募集、結果 4名参加 

平成29年10月、12月 

選考の結果通知 グローバル化推進部会から本人に通知 平成29年10月 
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報告書の確認等 参加者が提出した報告書の確認等を行

い、本学紀要への投稿を指導およびグロ

ーバルカフェ（後述）での発表を奨励 

平成30年1月～ 

 

２）グローバルミーティングの開催 

 方法 日時 

内容の決定 WANS 2017とEAFONS 2018での学会発表内容 

国際交流の報告内容 

平成29年11月 

周知 大学院生：国際交流（マヒドン大学）での大学院

生の研究計画発表会の時に周知 

教員：メールとチラシで周知 

平成29年11月 

 

実施内容 

平成29年12月18日 16時半～18時半 

内容： WANS参加者の示説発表（教員も含む） 

    WANS参加学生の参加報告（口頭） 

    進行、発表をすべて英語で実施 

    カフェスタイルでお茶、菓子の準備 

    参加者  院生11名  教員13名 

 

３）マヒドン大学シリラージ校の授業の遠隔中継 

  大学院生にメール連絡で参加を奨励 院生1名が参加 

・Course Title：Harmony in Diversity of Global Cultures and Health 

・遠隔中継方法：Skype 

・対象：大学院生 

・日時と内容：平成 30年1月22日 Interviewing and communication techniques 

平成30年1月24日 Outcomes of culturally sensitive nursing care 

・場所：I棟 501号室  

参加者 学生は22日1名、24日2名、教員は22日3名、24日1名 

 

４）英語プレゼンテーションセミナーの開催 

・平成30年 3月15日、19日に開催 

ヒューマングローバルコミュニケーションズ  

ロン・リード先生 

 （内 容）英語によるプレゼンテーション（学会での口頭発表等）における留意点についての学習 

（参加者）教員 9名 学生10名   

 

５）委員会活動 計8回開催 
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来年度の課題 1.学内にむけて グローバルカフェの開催 

2.マヒドン大学サマースクールへの学類生参加 

3.国際学会への学類生、大学院生の派遣 
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部会名 カリキュラム検討部会 

目的 部会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 学士課程、大学院課程カリキュラムの評価 

(2) 文科省「モデル・コア・カリキュラム」に対応するカリキュラムの内容の検討 

(3) 地域包括ケア推進に向けた看護職育成カリキュラムの検討 

(4) 助産師教育の大学院化の検討 

構成員 細田教授（部会長）、田中教授、長畑教授、渡邊教授 

紙野准教授、藪下准教授、大川准教授、冨川准教授、山田講師 

 

活動概要 １．主な部会活動の実施状況 

部会10回、看護学類 FDセミナー「看護学教育カリキュラムの動向と将来展望－教育ビジョンについ

て語り合おう！－」共催（平成 30年3月） 

 

２．所管事項 

 1) 学士課程カリキュラムの評価 

 ①看護系大学協議会が文部科学省の委託により作成した「学士課程版看護実践能力と到達目標」の

評価票を用いた調査の実施（学生と教員） 

 (1) 学生の調査：平成 29年7月～8月に実施 

 (2) 教員の調査：平成 29年8月に実施 

 ②文部科学省が策定した看護学教育モデル・コア・カリキュラムのチェックシートを用いた調査の

実施（教員） 平成29年11月～12月に実施 

 

 2) 文科省「モデル・コア・カリキュラム」に対応するカリキュラムの内容の検討 

  ①現行カリキュラムの課題の整理（各領域から提出） 

 ②看護教育学モデル・コア・カリキュラム案のパブリックコメントを文部科学省に提出 

③情報収集 

・日本学術会議看護学文科会主催 公開シンポジウム「分野別質保証のための教育課程編成上の参

照基準」への参加 

・看護学教育研究共同利用拠点主催 講演会「平成29年度 看護学教育ワークショップ」への参加 

・日本看護学教育学会教育制度委員会主催 講演会「どうなる？モデル・コア・カリキュラム」へ

の参加 

・日本看護学教育学会第 27回学術集会の教育講演「看護系大学草創期の設立の理念から看護学教育

を再考する」への参加 

・日本看護系大学協議会主催 研修会「看護学士課程教育の質を高めるカリキュラム開発に関する

研修会」への参加 

・文部科学省主催 説明会「看護学教育モデル・コア・カリキュラム説明会」への参加 

④今後のカリキュラムの方向性の検討 

 

3) 地域包括ケア推進に向けた看護職育成カリキュラムの検討 
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①地域包括ケアシステムを支える理論 

目的：教育及びカリキュラム検討の推進に向け、トランジショナルケアの理論について理解を深

め、学生(学類生・大学院生)、看護職、教員の取り組みに活かす。 

講師：米国 オレゴン健康科学大学 和泉成子 

セミナー：平成 29年8月2日・3日・4日 

(1) トランジショナルケアの理論と展望（地域包括ケア国際セミナー） 

(2) トランジショナルケアの理論と研究（主に大学院生） 

(3) トランジショナルケア教育（主に教員） 

②在宅移行ケアモデルと実践・研究 

目的：在宅移行ケアモデルの実践と研究について、学生(大学生・大学院生)、看護職、教員の理

解を深める。 

セミナー１：平成 29年12月11日 

講 師：世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド） 

戦略・投資・効果局長 國井修 

テーマ：発展途上国におけるトランジショナルケアの 実際－世界で数千万人の命を助ける仕事 

セミナー２：平成 30年2月6日 

講 師：兵庫県立大学看護学部准教授 岡田彩子 

テーマ：トランジショナルケアと循環器看護実践 

 

4) 助産師の大学院化の検討 

 本部会、学類運営会議、教授会で審議を行い、大学院化の方向となったが、大学企画・戦略会議に

おいて継続審議となった。 

 

 

 

 

来年度の課題 １．学士課程、大学院課程カリキュラムの見直し 

２．地域包括ケア推進に向けた看護職育成カリキュラムの検討 
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部会名 病院連携推進部会 

目的 看護学研究科と府立病院機構、地域関係機関との連携・研究の推進を図る 

 

構成員 北村教授（部会長）、籏持教授、杉本教授 

長田准教授、大江准教授、冨川准教授 

 

 

活動概要 １．府立5医療センターとの講義・演習等での交流・協働に向けて授業参加、交流を試行 

・試行として、大阪はびきの医療センターの臨床講師に看護学の授業参加募集を実施した。11

月に基礎看護技術学Ⅲを 4回分、病態看護論を 2回分について、臨床講師・実習指導者を対

象に、授業参観者の募集を大阪はびきの医療センターへ提案し、基礎看護技術学Ⅲ（演習）

に2日間で 6名の授業参加申し込みがあった。 

・平成30年 1月17日（1月12日の打ち合わせ含む）に 2名、平成 30年1月24日（1月19日

の打ち合わせ含む）に 4名の参加があった。参加者からは学生が学習した看護技術を対象に

あわせて工夫していく思考のプロセスを知ることができた、実習に行く前の学生の状況を知

ることができたなど有意義であったとの意見があった。 

２．大阪急性期・総合医療センターCNS活動の活性化 

・本年度は、実習指導等での交流や講義依頼についての活動に留まったため、引き続き役割開

発をしていく。 

３．医療・保健機関等の共同研究推進について 

・精神看護領域（冨川准教授）から、2施設と共同研究を始めている。 

研究過程の中で、わからない点を共に考えるといった方法をとり、本年度は、研究支援とい

う形式で連携し始めている。 

４．共同研究共有の場の充実 

・看護フォーラム等での講演の実施： 事例研究に関する講演を籏持教授が実施した。講演後 

の質疑応答などで関心事を確認、共同研究への課題を見つける機会づくりとした。 

・現在、臨床施設と共同研究をしている教員に、施設内でも研究発表をする機会を設け、大学

－臨床間で研究の活性化に繋げていくことを検討している。 

 

 

 

来年度の課題 次年度も府立 5医療センターとの講義・演習等での交流・協働に向けて授業参加、交流を試行

する。また、共同研究も進め共同研究共有の場の充実を図る。看護部長会や府立機構 5医療セ

ンターでも本部会の趣旨と取り組みを広報して調整、活動していく 
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第４章 学生の受け入れ 

 

１. 学士課程 

 

１）入学者受け入れの方針 

(１)アドミッション・ポリシーとその周知方法 

「看護学部入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）」を平成 16年度に制定したが、学域・学類入試への

変更に伴い、具体的に3項目の選抜方針を追加した「看護学類学生受入の方針（アドミッション・ポリシー）」を

平成23年度に制定した（資料 4-1-1-1）。 

 

資料4-1-1-1 看護学類学生受入の方針（アドミッション・ポリシー） 

 

看護学類学生受入の方針（アドミッション・ポリシー） 

少子化、高齢化、国際化など社会構造の変化と国民のニーズの多様化、医療の高度化、専門化を背景に、

わが国の看護・医療は大きく変わりつつあります。その中で看護職の占める役割はますます重要になってき

ています。看護学類では生命の尊重と個人の尊厳を基盤とし豊かな人間性を形成するとともに、看護の専門

的知識・技術をもって社会ニーズに応えて、幅広い分野で活躍できる看護専門職者を育成し、人々の健康の

維持・増進に寄与するとともに国際社会に貢献できる人材の育成を目指しています。 

したがって、看護学類では次のような学生を求めています。 

①人間の喜び、苦しみ、痛みを分かち合え、生命の尊厳について理解しようとする姿勢をもった人 

②幅広い学問分野に支えられた専門的な看護に必要な知識・技術を主体的、積極的に修得できる高い基礎

学力をもった人 

③保健・医療・福祉などの場において他のヒューマンサービスを提供する人々と連携することのできる柔

軟性を有し、リーダーシップのとれる人 

以上に基づき、看護学類の教育理念・目的にふさわしい学生を受け入れるため、次の１～３の能力や適性 

を持つ学生を選抜します。 

 １ 高等学校における教科・科目を文理ともに広く学習し、高い基礎学力を有していること 

 ２ 他者理解とコミュニケーションの能力を有していること 

 ３ 英文を読んで理解し、英文で表現するための基礎的な能力を有していること 

 

 

看護学類の学生受入の方針（アドミッション・ポリシー）については、下記のとおり、選抜要項や募集要

項に掲載したほか、Webサイトに掲載して公表に努めた。 

① 平成30年度入学者選抜要項 

② 平成30年度学生募集要項（一般入試） 

③ 平成30年度学生募集要項（2年次編入学試験） 

④ 平成30年度（2018年度）推薦入学学生募集要項 

⑤ 平成30年度（2018年度）外国人留学生特別選抜学生募集要項 

⑥ Webサイト（URL: http://www.nursing.osakafu-u.ac.jp/policy/） 
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（２）一般入試 

大学入試センター試験については、前期日程、後期日程ともに、平成17年度より5教科6科目としてセンタ

ー試験の配点を800点とした。アドミッション・ポリシーの「国際社会に貢献できる人材の育成」の観点か

ら、センター試験では外国語（英語）のリスニングテストを課している。 

個別学力検査については、同じくアドミッション・ポリシーの「国際社会に貢献できる人材の育成」の観

点から、平成20年度入学者選抜より前期日程試験において新たに外国語（英語）を加え、試験時間60分、配

点100点とした。前期日程の小論文試験では試験時間を90分、配点200点とし、アドミッション・ポリシーの

「幅広い学問分野に支えられた（中略）高い基礎学力を持った人」の選抜に努めた。後期日程の小論文試験

では試験時間120分、配点300点とし、「人間の喜び、苦しみ、痛みを分かち合え、生命の尊厳について理解

しようとする姿勢をもった人」を選抜するために、人間理解に関する問題を出題した。 

前期日程試験はセンター試験800点、小論文200点、外国語（英語）100点の計1100点で、また後期日程試

験はセンター試験800点、小論文300点の計1100点で判定を行った。 

 

（３）特別選抜入試 

①外国人留学生特別選抜 

選抜方法は日本留学試験の成績、TOEFL又はTOEICの得点、小論文試験、面接試験、成績証明書により、総

合的に判定する。募集人員は若干名である。出願資格に次の3点を付加している。 

1)日本留学試験の｢日本語｣の得点が250点以上 

2)日本留学試験の｢理科｣と｢数学（コース1またはコース2）｣の合計得点が200点以上 

3)TOEFLの得点がPBT：450点、iBT：45点以上であること、又は、TOEICの得点が550点以上であること 

②2年次編入学試験 

看護師・保健師・助産師を志す多様な人材を受け入れるために2年次編入学試験を実施している。出願資

格としては、修業年限4年以上の大学を卒業した者及び平成30年3月に卒業見込みの者等を条件としている。

小論文試験（英文資料の読解を含む）と面接試験については、アドミッション・ポリシーを反映した内容と

している。入学者の選抜は、筆記試験、面接試験の成績及び出願書類を総合的に判定して行っている。 

③推薦入学試験 

出願できるのは、「調査書の全体の評定平均値4.0（5点満点）以上である者」「看護学に関する知識と技

術の修得に熱意をもち、学力、人物ともに優れ、出身学校長が責任をもって推薦する者」等の条件に該当す

る者である。各高等学校等で推薦できる人数は、大阪府内の高等学校等は3名以内、その他の高等学校等は1

名としている。入学者の選抜は、小論文試験（英文資料の読解を含む）、面接試験の成績、調査書及び推薦

書等により総合的に判定して行っている。 

 

 

２）入学者選抜の実施体制 

入学試験に関する企画と適性かつ円滑な実施を図ることを目的として、入学試験運営委員会が設けられている。

平成29年度は研究科長を委員長とし、教授会が選出した教授 5名、教授会が選出した教員 4名、羽曳野キャンパ

ス事務所長、その他委員会が必要と認める者から構成され、11名で運営された。さらに、入学試験に関して、大

学全体の全学入試運営委員会、入学試験あり方部会、出題採点部会、入試広報部会にも学類の入試委員が参加す

ることで、大学全体との調整を図った。 
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試験実施は入試委員を中心とする教員が試験監督、面接試験委員を務め、事務担当者が試験会場の設営、入試

事務に関する業務を行った。試験当日の実施について、担当者に対しては必ず実施に関するオリエンテーション

を行い、担当業務が責任を持って正確に行われるよう確認した。合格者の決定については、試験の種類により決

められた選抜基準に基づき、入学試験運営委員会において合否判定資料案を作成した後、教授会の審議により合

格者を決定した。 

 

３）入学者受け入れの現状 

  平成30年4月入学手続者の現状を次に示す。ほぼ募集人員どおりである。 

    

資料4-1-3  平成29年 看護学類入学手続者 

 選抜方法等 募集人員（名） 入学手続者（名） 

一般入試 
前期日程 50 49 

後期日程 15 16 

特別選抜 
推薦入学 55 55 

外国人留学生特別選抜 若干名 1 

編入学 2年次編入学 10 8 

 

 

２． 大学院課程 

 

１）入学者受け入れの方針 

（１）アドミッション・ポリシーとその周知方法 

「看護学研究科学生受入の方針（アドミッション・ポリシー）」（資料 4-2-1-1）を平成 16年度に制定した。平

成28年度にアドミッション・ポリシーを具現化するために、適切な評価方法としての入学者選抜をアドミッショ

ン・ポリシーに含め、今年度より Webで公開した。 

 

資料4-2-1-1 看護学研究科学生受入の方針（アドミッション・ポリシー） 

 

看護学研究科学生受入の方針（アドミッション・ポリシー） 

看護学研究科は、多様化、複雑化、高度化する社会環境の中で、生命と人権の尊重を基盤として、看護に

求められる社会的使命を遂行し、看護学を実践的・創造的に発展させ、地域社会及び国際社会のあらゆる健

康レベルの人々に貢献できる高度な看護分野の実践者、管理者、教育者、研究者を育成することを目指して

います。 

 

●博士前期課程 

看護学専攻では、人間の存在と生命の尊厳について深く理解し、広い視野に立って精深なる学識を修め、

専門分野における教育研究能力、あるいは高度に専門的な実践能力を有する人材を育成することを目標にし

ています。 
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したがって、看護学専攻では次のような学生を求めています。 

１． 論理的思考力や課題探求力と併せて、専攻する学問分野の専門的基礎及び応用能力と国際的関心 

を有していること 

２．高度専門職業人として、看護実践並びに看護学の発展に貢献する意欲を有していること 

  ３. 豊かな人間性と倫理観を備え、自ら学ぶ姿勢を有していること 

 

   以上に基づき、次の１～４の能力や適性を身につけた学生を選抜します。 

  １．専攻する学問分野の専門基礎と応用能力を有していること 

  ２．研究に対する意欲と具体的な展望を持ち、論理的思考力を有すること 

  ３．高度専門職業人として、看護実践並びに看護学の発展に貢献する意欲を有していること 

  ４．英文で書かれた看護学の論文を読むための語学力を有すること 

 

  ●博士後期課程 

  看護学専攻では、豊かな学識を有し、看護学分野において学術研究を推進しその深奥を究め、自立して 

研究活動を行うことができる能力を有する人材を育成することを目標にしています。 

 

 したがって、看護学専攻では次のような学生を求めています。 

１．探究心旺盛で看護学の視点から自立して研究に取り組む姿勢を有していること 

  ２．専門分野について深い基礎及び応用能力を有し、多様な学問分野への高い関心と国際的な視野を備 

    えていること 

  ３．豊かな人間性と看護学の発展に貢献する熱意を有していること 

 

以上に基づき、次の１～３の能力や適性を身につけた学生を選抜します。 

  １．博士前期課程で身につけた、専門領域の研究内容を高い水準で理解し、かつ分析手法を修得してい 

ること 

  ２．提出された修士論文、研究計画書、および口述試験において、研究テーマの学術的発展性を見抜く 

    洞察力を示すとともに、それを論理的に説明、表現できていること  

  ３．研究成果を海外に発信するための英語力を有すること 

   

 

看護学研究科の学生受入の方針（アドミッション・ポリシー）については、下記のとおり、募集要項に掲載し

たほか、Webサイト上にも掲載して公表に努めた。看護学研究科の学生募集要項は、看護系の大学(74件)や病院・

看護協会等(285件)に対して送付している。 

① 大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程・博士後期課程学生募集要項 

② Webサイト（URL: http://www.osakafu-u.ac.jp/academics/graduate/nursing/policy/） 

 

（２）入学試験 

博士前期課程では外国語（英語）、専攻科目、面接試験を実施し、専攻科目試験はきめ細かく適性を判断するた

めに各領域・分野毎の出題としている。博士後期課程では外国語（英語）、専門科目（全分野共通）、口述試験を
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行っている。いずれもアドミッション・ポリシーに見合う専攻科目・専門科目と面接試験・口述試験を実施して

いる。 

２）入学者選抜の実施体制 

 看護学研究科の入学試験についても、入学試験運営委員会において企画とその実施が適性かつ円滑に行われる

ような体制が整っている。平成 29年度は博士前期課程のみ第2次募集による選抜が行われた。 

 

３）入学者受け入れの現状 

平成30年4月入学手続者の現状を次に示す。 

資料4-2-3  平成30年 看護学研究科入学手続者 

 

看護学研究科 

 募集人員（名） 入学手続者（名） 

博士前期課程 26 27 

博士後期課程 5 6 

 

３．入試広報 

 

１）入試広報活動 
（１）学士課程 

学士課程において、2年次編入生では近畿県内の国公私立大学75校に募集要項を郵送し、推薦入試では府

内の国立・公立・市立・私立高校、過去2年出願があった高校75校に募集要項を郵送した。 

また、平成29年8月5日・6日に、オープンキャンパス（看護学類の来場者数1099名、うち保護者等408名来

場）を開催し、募集要項等の資料配布を通して周知の機会とした。 

 

（２）大学院課程 

大学院受験生対象の説明会を5月13日に羽曳野キャンパスで開催した。（参加者53名） 

大学院入試では、82校の大学、30ヶ所の看護協会、215ヶ所の病院や保健所に募集要項を郵送した。 

 また、平成29年8月5日・6日に開催したオープンキャンパスでは、教員の個別相談ブースを設けた。 

 その他にはポスターを作成し、積極的に広報活動を行った。 

 

４．科目等履修生制度、研究生の受け入れについて 

 

 看護学類では、高等学校を卒業した者またはそれと同等以上の学力があると認められた者が看護学類の授業科

目を履修できる科目等履修生を毎年度、前期・後期の計 2回募集している。平成29年度は受け入れがなかった。 

 看護学研究科では、看護系大学院修士課程又は博士前期課程を修了した者が、看護学研究科の講義科目を履修

できる科目等履修生を毎年度、前期・後期の計 2回募集している。また大学卒業見込み又はこれと同等以上の学

力があると認められた者が研究について指導を受けることのできる大学院研究生を毎年度、前期・後期の計 2回

募集している。平成29年度は科目等履修生1名、研究生1名の受け入れがあった。 
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第５章 教育内容及び方法  

         

１．教育課程の編成・授業科目の内容              

 

１）学士課程 

看護学類では、生命の尊重と個人の尊厳を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、科学的専門知識・技

術を教授し、看護を総合的な視野で捉えられる人材を育成することを教育目的としており、平成27年度より看護

学類の教育課程編成実施方針を検討し、平成28年度に施行した。看護学類の教育目的・教育目標・学位授与方針

（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成実施方針（カリキュラム・ポリシー）を資料 5-1-1-1に示す。 

教育目的を達成するために教育課程が編成されている。その編成は、幅広い教養を身につける「共通教育科目」、

看護学の基盤教育としての「専門基礎科目」、看護学の「専門科目」からなる。共通教育科目は、大阪府立大学全

体の教養教育と基礎教育を担う高等教育推進機構が実施している。看護学の「専門科目」は、「学域共通科目」「基

礎看護学」「療養支援看護学」「生活支援看護学」「家族支援看護学」「看護の統合と実践」から構成している。 

「共通教育科目」「専門基礎科目」「専門科目」は、学習の順序性を考えて体系的に配置している（資料 5-1-1-2）。

「共通教育科目」は、主に１年次に配置し、国際的な視野で貢献できる能力を養う実用英語習得のための英語教

育は１年次、2年次に配置している。共通教育科目は、羽曳野キャンパス開講科目に加え、週 2回中百舌鳥キャ

ンパスにおいて開講されている導入科目（初年次ゼミナール）87科目、教養科目57科目、教育展開科目 18科目

の中から選択することができる。学生は、羽曳野キャンパス及び中百舌鳥キャンパスにおいて、多くの科目から

共通教育科目を選択することができるようになった。なお、中百舌鳥キャンパスとの交通にはキャンパス間のバ

スを授業開始時間にあわせて今年度は経由駅を増やし、利便性を高め運行している。 

「専門基礎科目」は、主に１年次、2 年次に配置し、からだの構造や機能、病態や疾病、薬理や疫学等を理解

するための科目等を開設している。「専門科目」は、1年次から 4年次に配置し、「基礎看護学」「療養支援看護学」

「生活支援看護学」「家族支援看護学」の専門領域別の科目では、看護に必要な知識と技術及び科学的根拠に基づ

く問題解決能力を養う内容が含まれている。さらに、専門領域別の実習を 1年次から4年次に配置し、保健･医療･

福祉などの分野において、看護の実践能力及び調整的能力を養う内容となっている。「看護の統合と実践」では、

看護学への関心を深め、総合的な視野と看護学研究の基礎能力を養うための科目等を開設している。 

平成24年度以降の入学生から養護教諭一種免許状取得のための科目を開設しており、養護教諭一種免許状取得

を希望する学生は、「教職に関する科目」「養護に関する科目」「養護又は教職に関する科目」「教育職員免許法施

行規則第 66条の6に定める科目」を履修することを必修としている。 

また、平成18年度より転学部（学域・学類）制度を導入し、南大阪地域の大学と南大阪コンソーシアムとして

協定を結び、互換可能な開講科目について単位認定を可能にし、学生の学習の機会を拡充している。 
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資料5-1-1-1 看護学類の教育目的・教育目標・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成実施方

針（カリキュラム・ポリシー） 

教育目的 

生命の尊重と個人の尊厳を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、科学的専門知識・技術を教授し、 

看護を総合的な視野で捉えられる人材を育成する。 

教育目標 

教育目的をふまえた教育実践により、卒業時には次のような能力を有し、看護師、保健師、助産師として 

広く社会に貢献できる人材を育成する。 

（1）人間の痛み、苦しみを分かち合え、幅広い教養を身に付け、生命の尊厳について深く理解し、行動で 

きる豊かな人間性を養う。 

（2）看護に必要な知識と技術を習得し、科学的根拠に基づく適切な判断と問題解決能力とあわせ、社会の 

変化や医療技術の発展に対応できる能力を養う。 

（3）保健・医療・福祉、教育、地域においてヒューマンサービスを提供する人々と連携し、看護の実践と 

調整的な機能を果たす能力を養う。 

（4）変化する社会の中で看護の役割を展望し、発展させ、地域的・国際的な視野で貢献できる能力を養う。 

（5）看護学への関心を深め、総合的な視野と看護研究の基礎能力を養う。 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

（1）人間の痛み、苦しみを分かち合え、幅広い教養を身につけ、生命の尊厳について深く理解し、行動で 

きる豊かな人間性が形成されている。 

（2）看護に必要な知識と技術を修得し、科学的根拠に基づく適切な判断と問題解決能力とあわせ、社会の 

変化や医療技術の発展に対応できる能力を修得している。 

（3）保健・医療・福祉・教育・地域においてヒューマンサービスを提供する人々と連携し、看護の実践と 

調整的な機能を果たす能力と看護研究の基礎能力を修得している。 

（4）変化する社会の中で看護の役割を展望し、発展させ、地域的・国際的な視野で貢献できる能力を修得 

している。 
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教育課程編成実施方針（カリキュラム・ポリシー） 

看護職として必要な豊かな人間性と倫理観を育成し、看護学を学ぶために必要な基盤的知識を獲得できるよ

う系統性を重視して、共通教育科目、専門基礎科目を１～２年次に集中配当するとともに、能動的な学修の充

実を図るために実習科目や学域共通科目も含む専門科目、自由選択科目、資格科目で構成された教育課程に基

づき、所要単位を修得することを卒業要件とする。また、すべての学生が看護師の国家試験受験資格を得られ

る教育内容を基本的構成とし、選択により保健師又は助産師の受験資格も得られ、養護教諭免許状や受胎調節

実地指導員の認定資格の取得にも配慮した教育課程を編成する。 

（1）幅広い教養を身につけ、行動できる豊かな人間性を養うため、共通教育科目（導入科目では他学類生と

ともに学ぶ初年次ゼミナール、教養科目では人文社会科学系、自然科学・複合領域系、教養展開の各科

目、基盤科目では健康・スポーツ科学、外国語、情報基礎の各科目）を１～２年次に配当する。 

（2）看護に必要な知識と技術を修得し、適切な判断と問題解決能力や社会の変化や医療技術の発展に対応で

きる能力を育成するため、「解剖生理学」、「疫学」、「保健統計学」をはじめとした専門基礎科目や、

「基礎看護学」、「療養支援看護学」、「生活支援看護学」、「家族支援看護学」、「看護の統合と実

践」の各領域で構成された専門科目を提供する。 

（3）多職種と連携しつつ、多面的に看護の実践と調整的な機能を果たす能力を育成するため、専門基礎にお

ける医療・保健基礎科目では、「医療と社会福祉学」「カウンセリング論」等を提供する。専門科目で

は、学類の枠を越えた科目選択を可能とした学域共通科目を設け、４科目を必須科目として配当すると

ともに、「基礎看護学」、「療養支援看護学」、「生活支援看護学」、「家族支援看護学」の各領域で

構成された専門科目や「総合実習」を提供する。また、看護研究の基礎能力を育成するため、「研究方

法論」、「総合研究」を必修科目として提供する。 

（4）看護の役割を発展させ、地域的・国際的な視野で貢献できる能力を育成するため、共通教育科目（基盤

科目である外国語、情報基礎の各科目）を、専門基礎科目である「疫学」、「保健統計学」等を必修科

目として提供する。専門科目では、「看護管理学」、「看護教育学」、「総合実習」等を必修科目とし

て、「国際保健」、「災害支援看護論」を選択科目として提供する。 

(平成28年10月1日 改正) 
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資料5-1-1-2　看護学類　卒業要件　授業科目一覧

必　修 選　択 　計

18 10 28

21 0 21

73 2 75

4 0 4

116 12 128

      授　　業　　科　　目   単　位        授　　業　　科　　目   単　位 卒 業
必 要
単 位

基盤科目 　羽  解剖生理学Ａ 2 30
・外国語科目(英語） 　曳  解剖生理学Ｂ 2 60
　　Academic English ⅠA 2 30 　野  生化学Ａ 1 15

　　Academic English ⅠB 2 30 キ 専  病理学 1 30
　　Academic English ⅡA 2 30 ャ 医  疾病・治療論Ａ 1 30
　　Academic English ⅡB 2 30 ン 門 療  疾病・治療論Ｂ 1 30
　　Academic English Ⅲ 2 30 パ ・  疾病・治療論Ｃ 1 30
　　Academic English Ⅳ 2 30 ス 基 保  疾病・治療論Ｄ 1 30 21
教養科目 で 健  医療遺伝学 1 15
　　憲法 2 30 　開 礎 基  微生物学概論 1 30

　講 礎  薬理学 1 30
（１年次中百舌鳥開講科目・水曜日、木曜日分） 科 科  公衆衛生学Ａ 1 15
導入科目 目  栄養学総論 1 15
　  初年次ゼミナール　※（注２） 2 30 目  疫学 2 30
基盤科目  保健統計学 2 30

共 ・健康・スポーツ科学科目  医療と社会福祉学 1 15
　　健康・スポーツ科学概論 2 30  カウンセリング論 1 15
　　健康・スポーツ科学演習Ⅰ 2 30 学  生命倫理学 2 30
　　健康・スポーツ科学演習Ⅱ 2 30 域  人間支援科学論 1 15

・外国語科目（初修外国語） 共  コラボレーション論 2 30

　　ドイツ語入門Ⅰ 2 30 通  コミュニケーション論 1 15
　　ドイツ語入門Ⅱ 2 30 科  ケアリング論 2 30

通 　　フランス語入門Ⅰ 2 30 目
　　フランス語入門Ⅱ 2 30  看護学概論 2 30
　　中国語入門Ⅰ 2 30  基礎看護技術学Ⅰ 1 15
　　中国語入門Ⅱ 2 30 基  基礎看護技術学Ⅱ 2 60
　　朝鮮語入門Ⅰ 2 30 礎  基礎看護技術学Ⅲ 2 60
　　朝鮮語入門Ⅱ 2 30 看  看護過程展開論 1 30
・情報基礎科目 護  看護管理学 1 15

教 　　情報基礎（情報社会と情報倫理を含む） 2 30 学  看護教育学 1 15
 基礎看護学実習Ⅰ 1 45

教養科目  基礎看護学実習Ⅱ 2 90
 別冊（授業科目ガイド）参照  療養支援看護学概論 2 30

 病態看護論 2 60
 療養支援論：急性Ⅰ 1 15
 療養支援論：急性Ⅱ 1 30

育  療養支援論：慢性Ⅰ 1 15
専  療養支援論：慢性Ⅱ 1 30

 療養支援論：がん 1 15
 療養支援論：感染 1 30
 療養支援看護学実習：急性 3 135
 療養支援看護学実習：慢性 3 135
 生活支援看護学概論：老年 1 15

科  生活支援看護学概論：在宅 1 15
門  生活支援看護学概論：精神 1 15

 生活支援論：老年Ⅰ 1 15
 生活支援論：老年Ⅱ 1 30
 生活支援論：在宅Ⅰ 1 15
 生活支援論：在宅Ⅱ 1 30
 生活支援論：精神Ⅰ 1 15

目  生活支援論：精神Ⅱ 1 30
科  生活支援看護学実習：老年 3 135

 生活援助実習 1 45
 生活支援看護学実習：在宅 2 90
 生活支援看護学実習：精神 2 90
 公衆衛生看護学概論 2 30
 公衆衛生看護学Ⅰ 2 30

保 公衆衛生看護学Ⅱ 2 60
目 健 公衆衛生看護学Ⅲ 2 60

師 保健医療福祉行政論 2 30

科 公衆衛生看護学実習 5 225

目
 家族支援看護学概論：母性 1 15
 家族支援看護学概論：小児 1 15
 家族看護論 2 30
 家族支援論：母性Ⅰ 1 15
 家族支援論：母性Ⅱ 1 30
 家族支援論：小児Ⅰ 1 15
 家族支援論：小児Ⅱ 1 30
 家族支援看護学実習：母性 2 90
 家族支援看護学実習：小児 2 90

助 基礎助産学 1 15
産 助産診断技術学Ⅰ 1 30
師 助産診断技術学Ⅱ 4 120
科 助産管理 1 15
目 助産学実習 10 450

 研究方法論 1 15
 総合研究 2 90
 国際保健　 1 15
 災害支援看護論 1 15
 セクシュアリティと看護　 1 15
 看護援助論 1 15
 総合実習 2 90

保
健

師
科
目

・
助
産

師
科
目
を

除
く

家
族

支
援
看

護
学

看

護

の

統

合

と

実

践

（注１）※自由選択枠：共通教育科目の所要単位を超えて修得した単位並びに他学類又は他学域が開設する専門科目のうち自由選択枠として別に定める科目。
（注２）※２年次編入生は選択科目とする。

　
単
位

以
上
（

必
修
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目
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＋
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以

上
）

講義 演習 実習

必

修
科
目

単

位

選択

中

百

舌

鳥

キ
ャ

ン

パ

ス

で

水

曜

日

と

木

曜

日

に

開

講

さ

れ

る

科

目

療
養
支

援
看
護

学

実習
区
分

領
域

授 業 科 目 名

　
　
単

位
以
上
（

必
修

科
目
　
単

位
＋
選

択
科
目

　
単
位

以
上
）

生
活

支
援
看

護
学

必修

計

授業時間数 卒 業
必 要
単 位

授業時間数

区
分

授 業 科 目 名 必修 選択 講義 演習

　科　　　　目

共通教育科目

卒業要件単位 専門基礎科目

専門科目

　　　　 自由選択枠　※(注1)

18

10

28

73

2

75
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２）大学院課程 

 看護学研究科では、大阪府立大学大学院看護学研究科規程（規程第61号第3条）に基づき、専攻領域及び分野

を定めている。また、平成27年度より全学的な取り組みとして「公立大学法人大阪府立大学の学術研究に係る行

動規範」が制定された。

（https://www.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/344/1_koudoukihan_20150824_2.pdf） 

それに伴い、看護学研究科では博士前期課程の「教育目的」「教育目標」「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」

「教育課程編成･実施方針（カリキュラム・ポリシー）」に高い倫理観を涵養する内容を追加した。 

看護学研究科の教育理念・目的・目標・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）・教育課程編成実施方針（カリ

キュラム・ポリシー）を資料 5-1-2-1に示す。 

 

資料5-1-2-1 看護学研究科の教育理念・教育目的・教育目標・学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）・教育課

程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー） 

看護学研究科教育理念 

生命と人権の尊重を基盤とし、保健・医療・福祉及び社会の諸変化に対してクオリティ・オブ・ライフ（QOL）

を志向した創造的・実践的な対応ができる専門的知識と技術をもった人材を育成し、看護学の発展と人々の健康に

寄与する。 

博士前期課程教育目的 

 人間の存在と生命の尊厳について深く理解し、広い視

野に立って精深なる学識を修め、高い倫理観をもち専門

分野における教育研究能力、あるいは高度に専門的な実

践能力を有する人材を育成する。 

博士後期課程教育目的 

豊かな学識を有し、看護学分野において学術研究を推

進しその深奥を究め、高い倫理観をもって自立して研究

活動を行うことができる能力を有する人材を育成する。 

博士前期課程教育目標 

⑴ 専攻する看護専門領域に関連する理論に精通し、

看護活動に適用する。 

⑵ 専攻する専門領域の看護実践の質の向上を目指し

て、専門性の高い看護ケアを提供し、改革を推進

する。 

⑶ 高い倫理観をもち、複雑な倫理的問題を判断し調

整する。 

⑷ 看護に関する研究業績をクリティカルに検討し、

看護ケアに積極的に活用する。 

⑸ 看護教育並びに看護実践の向上のために、相談・

教育・調整機能を高める。 

⑹ 専攻する看護専門領域に関する研究課題に取り組

み、看護研究能力を高める。 

⑺ 看護実践・研究・教育を通して国際交流に貢献す

る。 

博士後期課程教育目標 

⑴ 看護実践の改革を目指し、専門性の高い看護ケア

を開発する。 

⑵ 理論や看護援助方法の妥当性を科学的に検証す

る。 

⑶ 優れた看護実践、関連領域の知識・研究を用いて、

高い倫理観をもって研究活動を行い、看護学の発

展に寄与する。 

⑷ 教育、医療、研究、行政関連機関において、社会

の変革に対応できる指導的・管理的リーダーシッ

プを発揮する。 

⑸ 都道府県や国家レベルの政策開発や意思決定に

参画する。 

⑹ 学際的、国際的な視野に立ち、学術交流、研究活

動、保健医療活動に貢献する。 

https://www.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/344/1_koudoukihan_20150824_2.pdf


 

49 

 

博士前期課程学位授与方針 

（ディプロマ・ポリシー） 

⑴ 専攻する看護専門領域に関連する理論に精通し、

看護活動に適用する能力を修得するとともに、看

護に関する研究業績をクリティカルに検討し、看

護ケアに積極的に活用できる能力を修得してい

る。 

⑵ 専攻する専門領域の看護実践の質の向上を目指し

て、専門性の高い看護ケアを提供し、改革を推進

できる能力を修得している。 

⑶ 高い倫理観をもち、複雑な倫理的問題を判断し調

整できる能力を修得している。 

⑷ 看護教育並びに看護実践の向上のために、相談・

教育・調整機能を高めることができる能力を修得

している。 

⑸ 専攻する看護専門領域に関する研究課題に取り組

み、看護研究能力を修得している。 

⑹ 看護実践・研究・教育を通して国際交流に貢献で

きる能力を修得している。 

 

博士後期課程学位授与方針 

（ディプロマ・ポリシー） 

⑴ 看護実践を改革し、専門性の高い看護ケアを開発

できる能力を修得している。 

⑵ 理論や専門援助方法の妥当性を科学的に検証で

きる能力を修得している。 

⑶ 優れた看護実践、関連領域の知識・研究を用いて、

高い倫理観をもって研究活動を行い、看護学の発

展に寄与できる能力を修得している。 

⑷ 教育・医療・研究・行政関連機関において、社会

の変革に対応できる指導的・管理的リーダーシッ

プを発揮できる能力を修得している。 

⑸ 都道府県や国家レベルの政策開発や意思決定に

参画できる能力を修得している。 

⑹ 学際的、国際的視野に立ち、学術交流、研究活動、

保健医療活動に貢献できる能力を修得している。 

博士前期課程教育課程編成・実施方針 

（カリキュラム・ポリシー） 

専門分野における教育研究能力や高度に専門的な実践 

能力を有する人材を育成するため、共通教育、基盤教育、

専門教育で構成された教育課程を編成する。修士論文コ

ースとCNS（専門看護師）コースの選択により、１年次

では共通教育科目及び基盤教育科目及び専攻した分野の

「特論」、「演習」を、２年次の修士論文コースでは「特

別研究」を、CNSコースでは「実習」、「課題研究」を各々

配当し、修士論文（CNSコースは課題研究）の審査を経

て、最終試験の合格を修了要件とする。 

 

⑴ 看護専門領域の理論に精通した看護活動に適用する

能力及び研究の批判的吟味により質の高い看護ケア

が実践できる能力を育成するため、基盤教育におい

て「理論看護学」、「看護学研究法」を、専門教育に

おいて「人・環境支援看護学」、「家族支援看護学」、

「生活支援看護学」、「療養支援看護学」の４領域で

構成された専門科目を提供する。また、修士論文コ

博士後期課程教育課程編成・実施方針 

（カリキュラム・ポリシー） 

専門領域を生活支援看護学・療養支援看護学の２領域

とし、生活支援看護学領域には６分野、療養支援看護学

領域には４分野を設け、共通教育、基盤教育、専門教育

で構成された教育課程を編成する。１年次には「看護学

研究方法論」、専攻分野の「特論」、「演習」を、２年次

から３年次前期には専攻領域の「特別研究」を配当し、

学際的視野を持ち、自立して研究活動が行えることを目

標に、論文指導を行い、博士論文の審査を経て最終試験

の合格を修了要件とする。 

 

⑴ 看護実践を改革し、専門性の高い看護ケアを開発で

きる能力を育成するため、１年次前期は基盤教育に

おいて「看護学研究方法論」を必修科目、専門教育

で専攻分野の「特論」、１年次後期には専門教育で

「演習」を各々配当する。２年次前期から３年次前

期に専門教育で専攻領域の「特別研究」を配当し、

２年次前期での研究計画書の審査を経て、３年次後
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ースでは２年次に「特別研究」、CNSコースでは２年

次に「課題研究」を配当する。 

⑵ 専門性の高い看護ケアを提供し、改革を推進できる

能力を育成するため、専門教育において専攻した分

野の「特別研究」又は「課題研究」を必修科目、「看

護管理学特論」等を選択科目とするとともに、「人・

環境支援看護学」、「家族支援看護学」、「生活支援看

護学」、「療養支援看護学」の４領域で構成された専

門科目を提供する。 

⑶  高い倫理観をもち、複雑な倫理的問題を判断し調整

できる能力を育成するため、１年次前期において、

共通教育において「研究公正」を必修科目として、

基盤教育において「看護倫理学」を選択科目として

配当するとともに、「人・環境支援看護学」、「家族支

援看護学」、「生活支援看護学」、「療養支援看護学」

の４領域で構成された専門科目を提供する。 

⑷ 看護教育・看護実践の向上に資する相談・教育・調

整機能を高める能力を育成するため、基盤教育にお

いて「コンサルテーション論」等を選択科目、専門

教育において、「看護教育学特論」等を選択科目とし

て提供とするとともに、「人・環境支援看護学」、「家

族支援看護学」、「生活支援看護学」、「療養支援看護

学」、の４領域で構成された「特論」「演習」「実習」

科目を提供する。 

⑸ 専攻する看護専門領域に関する研究課題に取り組

み、看護研究能力を育成するため、基盤教育におい

て「理論看護学」、「看護学研究法」を必修科目、「調

査研究処理法」等を選択科目として提供するととも

に、修士論文コースでは、２年次に「特別研究」、CNS

コースでは、２年次に「課題研究」を配当する。 

⑹ 看護実践・研究・教育を通して国際交流に貢献する

能力を育成するため、基盤教育において「理論看護

学」、「看護学研究法」を必修科目とするとともに、

「異文化看護フィールドワーク」を選択科目として

提供する。 

期に博士論文審査委員会による最終審査を行う。 

⑵ 理論や専門援助方法の妥当性を科学的に検証でき

る能力を育成するため、専門教育として、１年次前

期は専攻分野の「特論」、１年次後期には「演習」

を、２年次前期から３年次前期には専攻領域の「特

別研究」を配当する。２年次前期での研究計画書の

審査、論文作成に必要なデータ収集・分析への指導

助言を経て、３年次後期に博士論文審査委員会によ

る最終審査を行う。 

⑶  高い倫理観をもって研究活動を行い看護学の発展

に寄与できる能力を育成するため、１年次前期に、

共通教育として「研究公正」を必修科目とし、基盤

教育において「看護学研究方法論」を必修科目、１

年次後期に「看護学研究方法論演習」を選択科目と

して配当する。２年次前期から３年次前期には専門

教育として専攻領域の「特別研究」を配当し、２年

次前期での研究計画書の審査を経て、３年次後期に

博士論文審査委員会による最終審査を行う。 

⑷ 社会の変革に対応したリーダーシップを発揮でき

る能力を育成するため、１年次前期は基盤教育で

「看護学研究方法論」を必修科目、専門教育で専攻

分野の「特論」、１年次後期には「演習」、２年次前

期から３年次前期には専門教育で専攻領域の「特別

研究」を配当し、指導的・管理的リーダーシップの

資質を養う。 

⑸ 都道府県や国家レベルの政策開発や意思決定に参

画できる能力を育成するため、専門教育では１年次

前期に専攻分野の「特論」、１年次後期には「演習」、

２年次前期から３年次前期には専攻領域の「特別研

究」を配当し、専攻分野における行政課題の理解を

深める。 

⑹ 学際的、国際的視野に立ち、学術交流、研究活動、

保健医療活動に貢献できる能力を育成するため、専

門教育では１年次前期に専攻分野の「特論」、１年

次後期には「演習」、２年次前期から３年次前期に

は専攻領域の「特別研究」を配当し、国内外の研究

に精通する。 

 

(平成28年10月1日改正) 
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博士前期課程は、人間の存在と生命の尊厳について深く理解し、広い視野に立って精深なる学識を修め、専門

分野における教育研究能力、あるいは高度に専門的な実践能力を有する人材を育成することを目的とし、「人・環

境支援看護学」「家族支援看護学」「生活支援看護学」「療養支援看護学」の 4つの専門領域に修士論文コース、「家

族支援看護学」「生活支援看護学」「療養支援看護学」の 3つの専門領域に11分野の専門看護師（CNS）コースを

設置している。CNSコースは、平成 24年度に「感染看護」「がん看護」「クリティカルケア看護」「小児看護」「慢

性看護」が、平成 25年度に「精神看護」が、平成 27年度に「在宅看護」が、平成 28年度に「家族看護」が 38

単位に認定された。さらに、職業を有している等の事情により、標準修学年限（博士前期課程 2年）の大学院の

教育課程の履修が困難な学生を対象に、標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修できる長期履修制度を設

置している。教育課程の編成は、平成28年度より新たに設置された研究に関する倫理観や教養を深めるための「共

通教育科目」と教育研究能力を修める「基盤教育科目」、専門的な実践能力を習得する「専門教育科目」からなる

（資料 5-1-2-2）。「共通教育科目」は｢研究公正 A｣の必修科目、「Academic Writing A」等の選択科目、「基盤教育

科目」は、「理論看護学」「看護学研究法」の必修科目、「調査研究処理法Ⅰ･Ⅱ」「医療社会福祉学」等の選択科目、

「専門教育科目」は専攻分野毎の特論・演習・実習・研究で構成している。なお、平成 28年度からは「基盤教育

科目」として国際交流を推進させる目的で、新たに「異文化看護フィールドワーク」を開講した。 

博士後期課程は、豊かな学識を有し、看護学分野において学術研究を推進しその深奥を究め、自立して研究活

動を行うことができる能力を有する人材を育成することを目的とし、「生活支援看護学」「療養支援看護学」の 2

つの専門領域を設置している。教育課程の編成は、「共通教育科目」と「基盤教育科目」、「専門教育科目」からな

り（資料 5-1-2-3）、「共通教育科目」は「研究公正 B」の必修科目、「イノベーション創出型研究者養成Ⅰ～Ⅳ」

等の選択科目、「基盤教育科目」は「看護学研究方法論」の必修科目、「生体科学研究方法論」「健康科学研究方法

論Ⅰ･Ⅱ」「看護理論開発方法論」等の選択科目、「専門教育科目」は専攻領域毎の特論・演習・研究で構成してい

る。 
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研究公正Ａ(継) 1 1 15 ○
Academic Writing Ａ(な) 2 2 30
国際環境学特論(な) 2 2 30
国際環境活動特別演習(な) 2 2 30
環境コミュニケーション特論(な) 2 2 30
イノベーション創出型研究者養成 (継） 2 2 30
 理論看護学 2 2 30 ○
 看護学研究法 2 2 30 ○
 看護倫理学 2 2 30 ○
 看護政策学 1 1 15 ○
 コンサルテーション論 1 1 15 ○
 病態生理学 2 2 30 ○
 代謝病態生理学 2 2 30 ○
 臨床薬理学 2 2 30 ○
◆臨床疾病治療論 2 2 30 ○
 フィジカルアセスメントⅠ 2 2 30 ○
 フィジカルアセスメントⅡ 2 2 30 ○
 調査研究処理法Ⅰ 2 2 30 ○
 調査研究処理法Ⅱ 2 2 30 ○
 医療社会福祉学 2 2 30 ○
 臨床生理心理学 2 2 30 ○
 生体情報論 2 2 30 ○
 生体感染防御論 2 2 30 ○
 臨床遺伝学 2 2 30 ○
◇異文化看護フィールドワーク 2 2 60 ○
*共通特論Ⅰ(臨床腫瘍学総論) 2 30 ○
*共通特論Ⅱ(臨床腫瘍学各論） 2 30 ○
※経営学特論１Ａ 2 2 30 ○
※経営学特論１Ｂ 2 2 30 ○
※経営学特論２Ｂ 2 2 30 ○
 看護技術学特論Ⅰ 2 30 ○
 看護技術学特論Ⅱ 2 30 ○
 看護技術学演習Ⅰ 2 60 ○
 看護技術学演習Ⅱ 2 60 ○
 看護技術学特別研究 6 180 ○ ○

人 看  看護情報学特論Ⅰ 2 30 ○
・ 護  看護情報学特論Ⅱ 2 30 ○
環 情  看護情報学演習Ⅰ 2 60 ○
境 報  看護情報学演習Ⅱ 2 60 ○
支 学  看護情報学特別研究 6 180 ○ ○
援 看  看護管理学特論Ⅰ 2 2 30 ○
看 護  看護管理学特論Ⅱ 2 30 ○
護 管  看護管理学演習Ⅰ 2 60 ○
学 理  看護管理学演習Ⅱ 2 60 ○

学  看護管理学特別研究 6 180 ○ ○
看  看護教育学特論Ⅰ 2 30 ○
護  看護教育学特論Ⅱ 2 2 30 ○
教  看護教育学演習Ⅰ 2 60 ○
育  看護教育学演習Ⅱ 2 60 ○
学  看護教育学特別研究 6 180 ○ ○

資料5-1-2-2　看護学研究科　博士前期課程　標準履修課程表

区
　
分

領
　
域

分
　
野

授　業　科　目

修論ｺｰｽ  CNSｺｰｽ
授業時間数

学年進行

単位数 単位数 １年次 ２年次

必修 選択 必修 選択 講義 演習 実習 前期 後期 前期 後期

共
通
教
育

開講時期は
時間割を参照

基
　
　
盤
　
　
教
　
　
育

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育

看
護
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術
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 母性看護学特論 2 2 30 ○
 母性看護学援助特論 2 2 30 ○
 周産期看護演習ⅠＡ 2 60 ○
 周産期看護演習ⅠＢ 2 60 ○
 周産期看護演習ⅡＡ 2 60 ○
 周産期看護演習ⅡＢ 2 60 ○
 周産期看護実習 6 270 ○ ○
 母性看護学課題研究 2 60 ○ ○
 母性看護学特別研究 6 180 ○ ○
 家族看護学 2 2 30 ○
 家族看護学特論 2 2 30 ○
 家族看護学援助特論Ⅰ 2 2 30 ○
 家族看護学援助特論Ⅱ 2 2 30 ○
 家族看護学援助特論Ⅲ 2 30 ○
 家族看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 家族看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 家族看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 家族看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 家族看護学実習Ⅰ 2 90 ○
 家族看護学実習Ⅱ 6 270 ○ ○
 家族看護学実習Ⅲ 2 90 ○ ○
 家族看護学課題研究 2 60 ○ ○
 家族看護学特別研究 6 180 ○ ○
 小児看護学特論 2 2 30 ○
 小児看護学援助特論Ⅰ 2 2 30 ○
 小児看護学援助特論Ⅱ 2 30 ○
 小児看護学援助特論Ⅲ 2 2 30 ○
 小児看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 小児看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 小児看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 小児看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 小児看護学実習Ⅰ 2 90 ○ ○
 小児看護学実習Ⅱ 8 360 ○ ○
 小児看護学課題研究 2 60 ○ ○
 小児看護学特別研究 6 180 ○ ○
 地域看護学特論 2 2 30 ○
 地域看護学援助特論 2 2 30 ○
 地域看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 地域看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 地域看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 地域看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 地域看護学実習 6 270 ○ ○
 地域看護学課題研究 2 60 ○ ○
 地域看護学特別研究 6 180 ○ ○
 精神看護学特論Ⅰ 2 2 30 ○
 精神看護学特論Ⅱ 2 30 ○
 精神看護学援助特論Ⅰ 2 2 30 ○
 精神看護学援助特論Ⅱ 2 2 30 ○
 精神看護学援助特論Ⅲ 2 30 ○
 精神看護学援助特論Ⅳ 2 30 ○
 精神看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 精神看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 精神看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 精神看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 精神看護学実習Ⅰ 6 270 ○ ○
 精神看護学実習Ⅱ 4 180 ○ ○
 精神看護学課題研究 2 60 ○ ○
 精神看護学特別研究 6 180 ○ ○
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 老年看護学援助特論 2 2 30 ○
 老年看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 老年看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 老年看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 老年看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 老年看護学実習 6 405 ○ ○
 老年看護学課題研究 2 60 ○ ○
 老年看護学特別研究 6 180 ○ ○
 在宅看護学特論 2 2 30 ○
 在宅看護学援助特論Ⅰ 2 2 30 ○
 在宅看護学援助特論Ⅱ 2 2 30 ○
 在宅看護学援助特論Ⅲ 2 2 30 ○
 在宅看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 在宅看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 在宅看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 在宅看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 在宅看護学実習Ⅰ 6 270 ○ ○
 在宅看護学実習Ⅱ 4 180 ○ ○
 在宅看護学課題研究 2 60 ○ ○
 在宅看護学特別研究 6 180 ○ ○
 急性看護学特論 2 2 30 ○
 急性看護学援助特論Ⅰ 2 30 ○
 急性看護学援助特論Ⅱ 2 2 30 ○
 急性看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 急性看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 急性看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 急性看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 急性看護学実習Ⅰ 6 270 ○ ○
 急性看護学実習Ⅱ 4 180 ○ ○
 急性護学課題研究 2 60 ○ ○
 急性看護学特別研究 6 180 ○ ○
 慢性看護学特論 2 2 30 ○

 慢性看護学援助特論Ⅰ 2 2 30 ○
 慢性看護学援助特論Ⅱ 2 30 ○
 慢性看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 慢性看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 慢性看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 慢性看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 慢性看護学実習Ⅰ 6 270 ○ ○
 慢性看護学実習Ⅱ 2 90 ○ ○
 慢性看護学実習Ⅲ 2 90 ○ ○
 慢性看護学課題研究 2 60 ○ ○
 慢性看護学特別研究 6 180 ○ ○

前期 後期 前期 後期

領
　
域 選択 必修 選択 講義 演習 実習
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 がん看護学特論 2 2 30 ○
 がん看護学援助特論 2 2 30 ○
 がん緩和ケア論 2 30 ○
 がん薬物療法看護論 2 30 ○
 がん看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 がん看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 がん看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 がん看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
*職種横断的ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ演習 1 15 ○
*SPを用いた職種横断的臨床課題
演習

1 15 ○

 がん看護学実習Ⅰ 6 270 ○ ○
 がん看護学実習Ⅱ 2 90 ○ ○
 がん看護学実習Ⅲ 2 90 ○ ○
 がん看護学課題研究 2 60 ○ ○
 がん看護学特別研究 6 180 ○ ○
 感染看護学特論 2 2 30 ○
 感染看護学援助特論 2 2 30 ○
 感染看護疫学論 2 2 30 ○
 臨床感染看護論 2 30 ○
 感染看護学演習ⅠＡ 2 60 ○
 感染看護学演習ⅠＢ 2 60 ○
 感染看護学演習ⅡＡ 2 60 ○
 感染看護学演習ⅡＢ 2 60 ○
 感染看護学実習Ⅰ 6 270 ○ ○
 感染看護学実習Ⅱ 4 180 ○ ○
 感染看護学課題研究 2 60 ○ ○
 感染看護学特別研究 6 180 ○ ○

後期 前期 後期必修 選択 講義 演習 実習 前期

療
　
養
　
支
　
援
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授　業　科　目
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「◇｣付き科目については、原則隔年開講科目で定員は４名を限度とする。

　　ただし、開講できない場合や、後期開講の場合もある。

「*｣付き科目については、がん看護学分野ＣＮＳｺｰｽ以外の者は受講を申請することができない。
　　

※　本学大学院経済学研究科の科目は、2単位まで修了要件に必要な単位として履修することができる。

「◆｣付き科目については、在宅看護学分野ＣＮＳｺｰｽでは必修科目となる。

 (な) は、中百舌鳥キャンパスで開講を表す。

 (継) は、中百舌鳥キャンパス開講授業で中継講義を表す。

　　  ただし、グループワーク等授業の内容により中百舌鳥キャンパスで受講となる場合がある。
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資料5-1-2-3 看護学研究科 博士後期課程 標準履修課程表 

 
(な) は、中百舌鳥キャンパスで開講を表す。 
(継) は、中百舌鳥キャンパス開講授業で中継講義を表す。 

ただし、グループワーク等授業の内容により中百舌鳥キャンパスで受講となる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区
分 

領
域 

授 業 科 目 
単位数 授業時間数 １年次 ２年次 ３年次 

必修 選択 講義 演習 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

共通 

教育 
 

研究公正Ｂ (継) 
イノベーション創出型研究者養成Ⅰ(な) 

イノベーション創出型研究者養成ⅡA～ⅡH 

イノベーション創出型研究者養成Ⅲ(な) 

イノベーション創出型研究者養成Ⅳ(な) 

１ 
 
 
 
 

 

２ 
各１ 
２ 
２ 

 
３０ 

各１５
３０ 
３０ 

１５ ○      
 

 
開講時期、中継講義は時間割を参照 

基 

盤 

教 

育 

 

看護学研究方法論  

看護学研究方法論演習 

生体科学研究方法論 

健康科学研究方法論Ⅰ 

健康科学研究方法論Ⅱ 

看護理論開発方法論 

２ 

 

 

 

 

 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

３０ 

 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

 ３０ 

 

 

 

 ○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

    

専 
 

 

門 
 

 

教 
 

 

育 

生 

活 

支 

援 

看 

護 

学 

看護技術・情報学特論 

看護技術・情報学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

看護管理・教育学特論 

看護管理・教育学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

母子健康看護学特論 

母子健康看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

家族健康看護学特論 

家族健康看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

地域・精神看護学特論 

地域・精神看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

在宅・老年看護学特論 

在宅・老年看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

生活支援看護学特別研究  ６  ２７０   ○ ○ ○  

療 

養 
支 
援 

看 

護 

学 

急性療養看護学特論 

急性療養看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

慢性療養看護学特論 

慢性療養看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

がん療養看護学特論 

がん療養看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

感染療養看護学特論 

感染療養看護学演習 
 

２ 

２ 

３０ 

 

 

６０ 

○ 

 

 

○ 
    

療養支援看護学特別研究  ６  ２７０   ○ ○ ○  
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２．教育方法 

 

１）学士課程 

授業形態は、学習効果を上げるために、「共通教育科目」「専門基礎科目」は講義・演習、「専門科目」は講義・

演習・実習で構成している。具体的な授業形態及び指導形態の例として、「情報基礎」ではコンピュータを使用し

て情報処理の演習を行い、「解剖生理学 A･B」では、「キーパッド」を用いた小テストや、三次元人体解剖ソフト

「Visible Body」を用いた演習を取り入れて授業を行っている。 

各領域の「支援論」などにおいては、少人数による対話・討論型授業を行っている。臨地実習では、病院、老

人保健施設、保健所、市町村保健センターなどの様々なフィールド型実習を行っている。さらに、平成17年度に

採択された文部科学省による現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム「看護実践能力の獲得を支援する e-ラー

ニング」の教材を授業や実習に活用し、学習指導法を工夫している。 

教育の目的に応じた成績評価基準は、大阪府立大学履修規程に示されており (規程第 78 号第 14 条

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94001481.html）、各科目の成績評価基準は、学

生必携の授業科目概要に記載している。授業科目及び臨地実習の成績評価及び単位認定は、各科目の単位認定者

が基準に従って実施している。成績評価に関する学生からの異議申し立ては、学生個人から学生グループ学類教

務担当または当該科目担当教員に、口頭もしくは書面で行われている。卒業要件基準は、大阪府立大学地域保健

学域規程に則り（規程第91号第 8条）、平成24年度以降の入学生は卒業要件128単位、必修単位 116単位として

いる。これは、平成23年度に入学した学士課程の卒業者に、看護師及び保健師の国家試験受験資格を与えるため

である。平成24年度以降の入学生に対しては助産師に加え保健師も選択制となり、助産師国家試験受験資格の取

得を希望する学生に対しては、17単位（平成23年度入学生は14単位）の助産師科目を、保健師国家試験受験資

格の取得を希望する学生に対しては、11単位の保健師科目を開設している。また、平成 24年度以降の入学生か

ら、養護教諭一種免許状取得のための「資格科目」を開設した。さらに、助産師科目の一部を含む科目選択によ

り、国家資格である受胎調整実地指導員認定資格を取得できるようにした。入学前の既修得単位の認定は、大阪

府立大学学則（規程第47号第 36条）に則り、新入学者に対しては、本学入学前に他大学等で修得した科目は個別

に審査し、卒業要件単位に認定している。2年次編入の教養科目は生命倫理学以外の教養科目 28単位を上限とし

て個別に審査し、卒業要件単位に認定している。卒業認定は、卒業要件に照らし合わせて教授会で行っている。 

 

２）大学院課程 

 博士前期課程の授業形態及び指導形態は、修士論文コースでは講義･演習、専門看護師（CNS）コースでは講義・

演習・実習で構成され、少人数教育を基本としている。講義では質疑応答を含めた対話・討論型授業、演習では

情報機器の活用や実験、演習及び実習ではフィールド型授業などを行っている。さらに、学類の授業におけるTA

としての活動を通して、教育能力を高められるようにしている。 

研究指導は、博士前期課程、博士後期課程ともに複数指導教員体制のもとで行い、主指導教員はテーマの選定

及び研究方法の検討から論文作成までのすべてのプロセスを直接指導している。副指導教員は主指導教員と緊密

な連携を取りつつ、指導に当たっている。論文審査のプロセスとして、博士前期課程では、研究テーマ及び研究

計画書を研究科委員会で審査し、研究倫理委員会の審査を経て、再度、研究科委員会で最終承認する。修士論文・

課題研究の審査は、研究科委員会で選出された主査1名と副査 2名以上で行い、研究科委員会で最終承認を行う。

博士後期課程では、研究テーマ及び研究計画書を研究科委員会で審査し、研究倫理委員会の審査を経て、再度、

研究科委員会で最終承認する。2年次には中間報告を行い、教員及び他の大学院生の意見を広く求め、研究能力
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を育成する場としている。博士論文の審査は、研究科委員会の全教員で行う予備審査、研究科委員会で選出され

た主査 1名と副査2名以上で行う本審査を経て、研究科委員会で最終承認を行う。適切な評価基準の下に研究の

審査が行われるために平成27年度には博士論文・修士論文・課題研究の審査基準を作成した。平成29年度は審

査基準に基づいて審査した。(資料5-2-2) 

  修了要件及び成績評価基準は、大阪府立大学大学院看護学研究科規程（規程第61号第 10条、第15条）に則り、

成績評価及び単位認定は、各科目の単位認定者が基準に従って実施し、修了認定は、研究科委員会の議を経て学 

長が行っている。成績評価に関する学生からの異議申し立ては、学生個人から当該科目担当教員または学生グル

ープ大学院教務担当に、口頭もしくは書面で行われている。 

 

資料5－2－2 博士論文・修士論文・課題研究 審査基準 

看護学研究科（博士後期課程）
学位論文審査基準

看護学研究科（博士前期課程）
学位論文審査基準

看護学研究科（博士前期課程）
課題研究審査基準

予備審査基準および博士論文審査基準の項目は、以下の
とおりとする。

修士論文審査基準の項目は、以下のとおりとする。 課題研究審査基準の項目は、以下のとおりとする。

１．学術的重要性・妥当性 １．学術的重要性・妥当性 １．専門看護分野における重要性・妥当性

〇学術的に重要な研究テーマである ○学術的に重要な研究テーマである
○専門看護分野の課題についての重要な研究テーマであ
  る

〇先行研究・文献との関連は十分である ○先行研究・文献との関連は十分である ○先行研究・文献との関連は十分である

○看護学の発展に貢献し、波及効果が期待できる ○看護学の発展に貢献し、波及効果が期待できる ○専門看護分野の発展に貢献する研究である

〇研究目的が明確である ○研究目的が明確である ○研究目的が明確である

２．研究計画・方法の妥当性 ２．研究計画・方法の妥当性 ２．研究計画・方法の妥当性　

〇研究目的を達成するために適切な研究方法が用いられ
  ている

〇研究目的を達成するために適切な研究方法が用いられ
  ている

〇研究目的を達成するために適切な研究方法が用いられ
  ている

○科学的根拠に基づいた研究方法が用いられている ○科学的根拠に基づいた研究方法が用いられている ○科学的根拠に基づいた研究方法が用いられている

○研究方法が具体的に論述されている ○研究方法が具体的に論述されている ○研究方法が具体的に論述されている

３．倫理的配慮 ３．倫理的配慮 ３．倫理的配慮

○研究方法、対象の選定、記述に倫理的配慮が十分払わ
  れている

○研究方法、対象の選定、記述に倫理的配慮が十分払わ
  れている

○研究方法、対象の選定、記述に倫理的配慮が十分払わ
  れている

〇研究公正の観点から問題がない ○研究公正の観点から問題がない ○研究公正の観点から問題がない

４．研究の独創性あるいは新規性 ４．研究成果 ４．研究成果

○研究に独創性や新規性が認められる ○研究に新規性が認められる ○研究に新規性が認められる

５．論旨の明確性、一貫性 ５．論旨の明確性、一貫性 ５．課題研究の構成

〇論旨は明確で、一貫性がある ○論旨は明確で、一貫性がある ○論理的に構成されている

○結果と考察の整合性がある ○結果と考察の整合性がある ○結果の説明は妥当で、わかりやすい

○考察に矛盾や飛躍がない  

 

３．その他 

 

１）7大学連携個別化がん医療実践者養成プラン 

7大学連携個別化がん医療実践者養成プランは、平成29年度に文部科学省「多様な新ニーズに対応する『がん 

専門医療人材（がんプロフェッショナル）』養成プラン」に採択され、5年間継続される事業である。本事業は、 

近畿大学、大阪市立大学、神戸大学、兵庫医科大学、神戸市看護大学、関西医科大学の看護学・医学・薬学・理 

工学系大学院研究科が相互連携し、多様化するニーズに対応した個別化医療を実践できるがん専門医療人を養成 

することを目的としている。 

本学研究科では、ライフステージにおける様々な課題に対して高度な看護実践を提供し、かつ指導的役割を果 

たすことで、がん医療やがん看護の質向上に貢献できる人材養成を目指している。そのため、AYA（Adolescent and 

Young Adult）世代や壮年期、老年期といった様々なライフステージにおける、就学・就労、妊孕性、遺伝性がん、
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認知症患者の意思決定や治療継続などに関する課題を講義・演習中に取り上げ、実践知や研究論文など多様な学

習教材を活用して効果的に問題解決できる方法を習得できるよう促している。 

 

 

 

２）実習病院との連携 

 実習病院との連携については、臨地実習委員会の5医療センター連絡会議及び就職委員会の病院説明会以外に、

本年度は病院連携推進部会を立ち上げ、府立はびきの医療センター臨地実習指導者への公開授業を行った。 

基礎看護技術学Ⅲ、「危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを取り入れた演習」及び、「看護師への報告、複合技術の演習」において 6

名の参加があった。医療・保健機関等の共同研究推進では、精神看護領域で臨床研究を支援し始めている。 

 

 

３）新カリキュラムに向けての検討 

 平成29年度より、 (1) 学士課程、大学院課程カリキュラムの評価、(2) 文部科学省「モデル・コア・カリキ

ュラム」に対応するカリキュラムの内容の検討、(3) 地域包括ケア推進に向けた看護職育成カリキュラムの検討

を行うため、カリキュラム検討部会を設置した。 

 平成29年度は、学士課程カリキュラムの評価として、現行カリキュラムの課題を各領域から収集し、課題の整

理を行った。また、看護系大学協議会が文科省の委託により作成した「学士課程版看護実践能力と到達目標」の

評価票を用いて、教員と看護学類 4年次生を対象に調査を実施した。この評価票は、「学士課程版看護実践能力と

到達目標」に示された 5つの能力群における 20の看護実践能力の「学習成果」について、教員の各到達目標への

期待度と、学生の自己評価による到達状況を評価するものである。教員(有効回答25名、51.0%)が「必ずできて

ほしい」と回答している割合が 70%以上の項目は、＜看護の対象となる人々の尊厳と権利を擁護する能力＞の【多

様な価値観や人生観を有している人々を尊重する行動をとることができる】【基本的人権の尊重、患者の権利及び

権利擁護について説明できる】【患者の権利、プライバシーや情報の保護に配慮した看護の在り方を説明できる】

【看護行為によって看護の対象となる人々の生命を脅かす危険性があることを説明できる】【守秘義務について理

解し、遵守できる】、＜看護援助技術を適切に実施する能力＞の【日常生活援助の基本技術（食事、睡眠、排泄、

活動、清潔）を理解し実施できる】【呼吸・循環を整える基本技術を理解し、指導のもとで実施できる】であった。

これらの項目について、学生（有効回答 31名、24.4%）が「よくできる」と回答している割合は、【守秘義務につ

いて理解し、遵守できる】が 87.1%、【日常生活援助の基本技術（食事、睡眠、排泄、活動、清潔）を理解し実施

できる】が64.5％であったが、その他の項目に関しては「よくできる」と回答した学生は 29.0～51.6％で、教員

の期待とはやや乖離していた。 

 文科省「モデル・コア・カリキュラム」に対応するカリキュラムの内容の検討については、8 月に看護学教育

モデル・コア・カリキュラム（案）に対するパブリックコメントに向け、教員の意見を取りまとめ、文科省に提

出した。また、10月に策定された看護学教育モデル・コア・カリキュラムのチェックシートを用いて、現行カリ

キュラムの各科目との対応を検討している。情報収集として、日本学術会議看護学文科会主催の公開シンポジウ

ム「分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準」、看護学教育研究共同利用拠点主催の講演会「平成 29

年度看護学教育ワークショップ」、日本看護学教育学会教育制度委員会主催の講演会「どうなる？モデル・コア・

カリキュラム」、日本看護学教育学会第 27回学術集会の教育講演「看護系大学草創期の設立の理念から看護学教

育を再考する」、日本看護系大学協議会主催の研修会「看護学士課程教育の質を高めるカリキュラム開発に関す
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る研修会」、文部科学省主催の説明会「看護学教育モデル・コア・カリキュラム説明会」に参加し、看護学

士課程におけるカリキュラムに関する動向を把握し、共有している。 

地域包括ケア推進に向けた看護職育成カリキュラムの検討については、大阪府立大学 NS-Coプロジェクトと看

護学類カリキュラム検討部会が共催し、トランジショナルケアの理論と実践について理解を深め、学生(学類生・

大学院生)、看護職、教員の取り組みに活かすことを目的に次の 5つのセミナーを実施した。米国オレゴン健康科

学大学の和泉成子氏を講師として、平成29年8月2日に大学院生と教員を対象に「トランジショナルケアの理論

と研究」、8 月 3日に学生、看護職、教員を対象に地域包括ケア国際セミナー「トランジショナルケアの理論と

展望」、8月4日に教員を対象に「トランジショナルケア教育」の FD委員会と共催でセミナーを行った。世界エ

イズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）戦略・投資・効果局長の國井修氏を講師として、平成 29

年12月11日に学生、看護職、教員を対象に地域包括ケア国際セミナー「発展途上国におけるトランジショナル

ケアの実際ー世界で数千万人の命を助ける仕事」を行った。兵庫県立大学看護学部の岡田彩子氏を講師として、

平成30年2月6日に学生、看護職、教員を対象に地域包括ケアセミナー「トランジショナルケアと循環器看護実

践」を行った。 

平成30年3月13日に開催された看護学類 FDセミナー：看護学教育カリキュラムの動向と将来展望－教育ビジ

ョンについて語り合おう！－において、平成 29年度のカリキュラム検討部会の活動成果をもとに、「看護学士課

程におけるカリキュラムに関する動向について」、「学士課程版看護実践能力と到達目標に関する教員・学生の

調査結果について」、「本学におけるモデル・コア・カリキュラム・チェックシートの分析結果について」の講

演を行なった。 
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第６章 学生支援 

 

１．学習支援 

 

１）学士課程 

看護学類では、「共通教育科目」、「専門基礎科目」、「専門科目」に属する科目群を有機的に連携させて学習効果

を上げることを目指した授業科目概要を作成している。授業科目概要の構成は、担当者や配当年次、開講時期な

どの基本的な情報と、授業目標、授業の概要、準備学習・試験・成績評価等の項目からなり、これらの定型化さ

れた書式に従って各教員が作成している。学習支援として、入学時及び前年度末には履修ガイダンスを行い、成

績評価基準、卒業認定基準、授業科目概要等を記載した学生必携を学生全員に配布し、履修指導を行っている。

また、選考に基づき助産科目・助産師科目又は保健師科目（平成 24年度入学生から）を履修することができ、そ

の説明を入学時と 3年次に実施している。さらに、学生が学習相談のために来室あるいはメールによる質問・相

談ができるよう、授業科目概要には、授業科目毎に、教員のオフィスアワー及びメールアドレスを記載している。

国家試験対策としては、看護師国家試験の模擬試験を就職委員会教員とアドバイザー教員の指導の下で実施して

いる。保健師国家試験、助産師国家試験は、各々を専攻した学生の代表が中心となって、国家試験の模擬試験を

実施している。平成 29年度からは国家試験対策として学内、I-site なんば等に学習室を設置し、学内教員によ

る補講も行なっている。 

学生の自主的学習を支援する環境は、羽曳野図書センター、情報科学演習室・視聴覚室、自習室（ラーニング

コモンズ）等の施設整備に加え、携帯型のマルチメディア端末を用いたデジタル教材などを整備している。羽曳

野図書センターの開館時間は、平日 8時 30分～21時（授業のない日は 9時～19時）、土曜日 10時 30分～19時

で、AVブース・AV機器を備えたグループ学習室等を使用することができる。さらに、看護に関する蔵書は日本で

もトップクラスであり、他大学図書館との相互利用サービス、データベース・サービス等も充実している。羽曳

野図書センターのガイダンスは、新入生及び新採用教員へ年度当初に行うとともに、利用についても案内・周知

している。情報科学演習室・視聴覚室は、基本的には授業時間を除く平日 9時～21時に開放し、パソコンは情報

科学演習室 50台、視聴覚室22台を整備している。看護技術習得のために、学内での各専門分野に応じた実習室

を整備している。 

学生相談を含む学生生活全般への支援は、1～3年次生15～17名に2名の教員（総グループ数 22）、4年次生に

は総合研究を担当する教員が、アドバイザーとして履修上・生活上の問題について継続的に支援を行うアドバイ

ザー制度がある。アドバイザーは、学生の進路、履修指導、課外活動・個人の悩みなど各種相談や支援を行って

いる（資料 6-1-1）。 
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資料6-1-1 平成29年度アドバイザー対応記録 集計          

相談内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

１．学籍異動 3 6 2 1 11 4 0 1 0 3 6 5 42

２．奨学金・経済支援 2 5 3 1 0 2 0 0 1 0 0 2 16

３．事故・事件・疾病等 3 9 11 18 7 1 2 3 2 3 1 2 62

４．課外活動・個人の悩み 1 8 14 6 10 3 0 1 4 1 0 2 50

５．進路（就職・進学） 55 50 22 17 14 4 5 1 6 4 13 8 199

６．履修指導等 29 18 29 35 11 7 7 21 13 9 25 16 220

７．その他 36 26 21 31 15 6 9 17 30 17 16 5 229

不明 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

合計 129 122 105 109 68 27 24 44 56 37 61 40 822
 

 

羽曳野キャンパス学内団体・サークルとしては、体育系13団体、文化系10団体、その他学生団体 3団体の計

26団体が活動している。学内団体・サークルは、自治会が交付する活動資金により活動し、教員が必ず顧問とし

て関わるほか、教授会がサークルの新規申請を承認する前に、学生委員会で活動内容の妥当性について検討して

いる。サークル室は、図書厚生棟 3階に整備しており、学内で施設を利用する場合は所定の書式で申請すること

により、ほぼ全面的な施設利用が認められている。自治会活動に対する支援としては、集会室を図書厚生棟3階

に整備し、活動資金は入学時に徴収される自治会費に加えて、後援会からの交付金に基づいている。 

また、学習支援に関する学生のニーズをより詳細に把握するために、「学生提案箱・BOX21」を学生の目につき

やすい事務所入口に設置し、投函された意見は、月 1回学生グループ長が集約している。さらに、WEB 学生サー

ビスセンター（WEBSC）では、WEBSCサイトに「Web提案箱」を設置し、提案した学生に当日中に返信するととも

に、寄せられた意見・提案及び対応内容をWEBSCサイトで紹介している。平成29年度の提案箱への意見は3件で

あったが、websc で羽曳野への提案は 2 件あった。その他、随時アドバイザーから、学生委員長、教務委員長、

学類長、研究科長等へ、学生のニーズに関する情報を報告している。 

 

２）大学院課程 

看護学研究科では「共通教育科目」と「基盤教育科目」、「専門教育科目」に属する科目群を有機的に連携させ

て学習効果をあげることを目指した授業科目概要を作成している。授業科目概要の構成は、担当者や配当年次、

開講時期などの基本的な情報と、授業目標、授業の概要、試験・成績評価等の項目からなり、これらの定型化さ

れた書式に従って各教員が作成している。学習支援として、入学時及び年度当初には履修ガイダンスを行い、成

績評価基準、修了認定基準、授業科目概要等を記載した学生必携を学生全員に配布し、履修指導を行っている。

さらに、学生が学習相談のために来室あるいはメールによる質問・相談ができるよう、授業科目概要には、授業

科目毎に、教員のオフィスアワー及びメールアドレスを記載している。 

学生の自主的学習を支援する環境は、羽曳野図書センター、情報科学演習室・視聴覚室のほか、看護学研究科

大学院自習室、17台のパソコンを設置した大学院棟内情報処理室を整備している。 

博士前期課程の学生に対しては、平成 29年度から、学生が順調に修学に取り組めるように「修学相談体制」を

導入し、学生の修学上の不安や悩みについて相談できる主指導教員以外の修学相談教員（研究科長、副研究科長、

学生委員長は除く教授）を各学年に 3名ずつ配置している。修学相談教員は学生の修学上の不安や悩みを早期に
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把握し、主指導教員、研究科長、学生委員長などと連携しながら学生が修学に専念できるように支援している。 

なお、学習支援に関する学生のニーズをより詳細に把握するための方法は、学士課程と同様である。 

 

 

２．生活支援 

 

看護学類及び看護学研究科では、学生の生活や就職、経済面での援助に関する支援のほか、特別な配慮が必要

な学生への支援やハラスメントに関する支援を行っている。 

学生の健康相談は、保健室に配置された看護師1名が常勤で対応している。さらに、学校医 1名（内科）との

契約を結び、学生の健康管理と受診対応の体制をとっている。心理的問題に対応できる体制として羽曳野キャン

パスカウンセリングルームでは、専門のカウンセラーによる対面相談のほか、WEB学生サービスセンター（WEBSC）

所属の専門カウンセラーによるテレビ電話を用いた電話相談で対応している。平成29年度の年間相談件数（実数）

は、21件であった。 

奨学金制度及び授業料減免は、学生ガイダンス、学生生活の手引、掲示板やパンフレットにおいて周知し、よ

り詳細な情報を必要とする学生からの問い合わせや相談は、羽曳野キャンパス事務所学生グループにおいて対応

している。 

外国人留学生には、奨学金制度や授業料減免制度が外国人留学生枠で設けられている。アドバイザー制度によ

り、外国人留学生寮の紹介・調整、アルバイトや書類手続き時のアドバイスなど、生活の支援体制を整備してい

る。さらに、教員、先輩学生各 1名で構成するチューター制度では、外国人留学生に対する学習支援体制も整備

している。担当する先輩学生（チューター）は、学生委員会により選出され、一定の費用が支払われる。平成29

年度の外国人留学生数は1名である。その他、特別な支援を行うことが必要と考えられる者は、現在のところ在

学していない。 

各種ハラスメントに関する支援は、公立大学法人大阪府立大学ハラスメントの防止等に関する規程（規程第29

号 http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000601.html）に則り、相談・助言体制

を整備し、機能している。 

なお、生活支援に関する学生のニーズをより詳細に把握するための方法は、学習支援と同様であり、学生の実

情とニーズを把握したうえで、対処方法を回答している。 

 

３．就職支援 

 

 看護学類では、模擬面接による就職支援を就職委員とキャリアカウンセラーで実施している。6 日間で参加

人数は、合計88名（申込91名)であった。履歴書確認と模擬面接については、集団面接のため、個別相談の学生

支援も行なった。このほか、キャリアサポート室のテレビ電話も活用して就職支援を行なった 

 また、求人施設への対応を就職委員と事務職員との同席対応をしており、キャリア支援については、就職情報・

進路資料室の管理・就職状況の把握を行っている。 

 

 

 

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000601.html
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第７章 教育の成果と教育の質の向上及び改善のためのシステム 

 

１．評価 

 

１）学生による評価 

（１）授業評価アンケートによる学生の評価 

学生による授業評価及び学習環境や履修指導についての意見聴取及び同データの公開は、学生ポータルを用い

て年2回定期的に実施している。授業評価や意見聴取した内容は、今後の授業方法の検討に活用されることを意

図して担当科目の教員にフィードバックしている。平成 21年度に看護学部の授業評価アンケート実施科目のリス

トを作成し、以降毎年更新している。なお、平成 24年度入学生から地域保健学域看護学類の所属となり、学生に

よる目標設定と自己評価を中心とした学習・教育支援サイト（ポートフォリオ）が導入された。半期毎の目標設

定と授業科目単位での学習自己評価（授業振り返り）を入力する本システムを通じて、授業評価アンケートも実

施した。 

授業評価アンケートの学生への周知として、啓発ポスターの掲示、ポータル上での通知の他、学年毎に期末の

最終講義において入力への呼びかけを行ったが、看護学類前期アンケート回答率は 1 年次生 86.2％、2 年次生

35.8％、3年次生25.0％、4年次生 5.2％（全体平均38.0％）と、昨年に比べ各学年の回答率は上昇したものの、

学年が進むにつれて回答率が低下する結果となった。 

学習・教育支援サイトにおける「授業振り返り」として授業アンケートを実施しており、今年度も昨年度に引

き続き QRコードを活用した授業アンケート入力方法を取り入れた。今後も学生がポータル入力しやすい環境整備

が必要である。さらに、アクティブラーニング、学習成果の可視化等、ラーニングポートフォリオ（学習成果の

集積）の意義についても継続して啓発していくことが求められる。また、授業評価アンケート結果に対する教員

コメントの入力についても強化することにより、WEB ｻｲﾄでの公開を通して教育改善を更に推進していく必要があ

る。 

 

（２）臨地実習評価アンケートによる学生の評価 

臨地実習については、実習科目毎に学生による評価を実施しており、その結果を担当教員はもとより、府立 5

医療センター臨地実習連絡会などの機会に実習指導者にもフィードバックすることで、実習内容や実習環境の改

善に役立てている。 

 平成28年度後期から平成29年度前期における実習評価アンケート（看護学実習評価票）の回答率は、基礎看

護学実習Ⅰ（1年次）93.2％、基礎看護学実習Ⅱ（2年次）86.5％、各論実習（3年次、4年次）57.3％、総合実

習（4年次）56.6％であり、学年が進むにつれて回答率が減少している。 

学生の評価について、全実習における「大いにそう思う」「そう思う」の割合を評価項目毎にみると、「授業で

学んだ内容が実習を通してより深く理解できた」と回答した者は 98.8％、「対象者への理解を深め、その対象者

に合う看護が展開できた」と回答した者は 92.6％であった。臨地実習の総合目的である「さまざまな健康レベル・

健康障害にある人々に対して、既習の知識・技術・態度を実際の場面に適用し、理論と実践を統合して看護活動

が展開できる能力を養う」が概ね達成できていると考えられる。また、「教員は学生の必要に応じたアドバイス、

指導、説明を行った」と回答した者は 92.8％、「指導者から適切な助言が得られた」と回答した者は 94.2％で、

学生の学習ニーズに応えられる実習指導体制であったと考える。 
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２）教員相互による評価 

平成17年度より実施してきたピア授業評価と並行し、平成22年度よりピア授業参観を試行的に行ってきたが、

平成24年度から教員相互による評価をピア授業参観に一本化させた。ピア授業参観実施要項、ピア授業参観実施

手順に基づいて、参観科目提供の呼びかけを年 3回（3月末、4月末、8月末）行い、平成29年度は93件、うち

大学院は 4件（平成 28年度は 88件、うち大学院は 8件）の参観科目が提供され、参観の実施は 9件（平成 28

年度は 14件）であった。 

平成 22 年度より、教員相互による評価活動をピア授業評価からピア授業参観へとシフトし、8年が経過した。

平成28年度と比較して今年度は提供科目数は増加したが、参観実施数は減少した。 

アクティブラーニング等も取り入れられる中、個々の教員の授業改善だけに留まらず、看護系教員の教育力を

向上させ、ユニークな教育の学域につながるような効果的なピア授業参観の継続が必要である。 

 

３）教員業績評価   

大阪府立大学評価基本方針の目的として、「教員の教育・研究・社会貢献・大学運営の諸活動について現状を把

握し、適正な評価を行うことによって、教育研究活動の活性化および質の向上を図り、併せて大学運営の改善を

図るとともに、大学としての社会的説明責任を果たす。」とあるように、教員活動評価を平成 18年度から施行し

ている。 

看護学類としては、看護独自で実施してきた自己点検評価を平成 26年度で終了し、平成 27年度からは全学統

一の教員活動業績評価で評価を実施している。 

教員活動業績評価は、教員活動情報データベースシステムを活用し、全学の教員活動業績評価実施委員会で策

定した自己点検・評価実施要領に基づき、教員の教育、研究、社会貢献及び大学運営の4分野における活動情報を

収集・蓄積し、教員活動評価への活用を図っている。  

各教員は、前年度の活動について所属学類等の実施基準に基づき自己点検・評価を行い、「教員活動自己点検・

評価報告書」として、所属部局長へ提出する。所属部局長はそれを取りまとめ各年度12月頃に各教員に評価結果

報告をしている。評価は職階別にSからC評価にランク付けしている。 

 平成 28年度の看護学類教員の評価は S評価 45.0％、A評価 45.0％、B評価 10.0％であった。他学類と比較し

ても概ね同様の結果であり、看護学類の教員活動の評価は良好であると判断できる。平成 26年度より自己アピー

ルの欄を設け試行し、その基準を平成 28年度評価に組み込んで実施した。本取り組みは、全学での取り組みであ

り、より良い評価を目指し各年度ごとに改善を行っている。平成 29年度は教員業績評価制度検討タスクフォース

の報告書をもとに教員業績評価制度の見直しを行い、評価項目・配点基準および評価者加点の実施方針、評価基

準の策定に向けて検討を行なっている。 

 

 

２．卒業・修了後の進路状況 

 

学部・学類卒業生は例年就職希望者の 90～100％が就職しており、平成29年度就職希望者 125名中124名

（99.2％）の就職が内定している。就職希望者の 89.6％は看護師・助産師として病院に就職し、8％が保健師と

して保健所・市町村・健診センターに就職している。また近年は 83.9％以上が大阪府内に就職しており、平成29

年度卒業生の約80.6％の学生が大阪府内に就職し、約7.8％が府外に就職している。進学は例年 2名であり、平
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成29年度は3名で、それぞれ大学院や大学の助産学専攻科に進学している。近年における学部・学類卒業生の年

度別就職状況を資料 7-2-1及び資料7-2-2に示した。 

資料7-2-1 学部生･学類生 卒業年度別府内外就職状況              平成30年3月現在（人） 

卒業年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

卒業生 123 128 129 

  就職希望者 118 124 125 

  進学者 2 2 3 

  その他 3 2 1 

就職者 114 114 124 

就職者率 96.6％ 91.9％ 99.2 

府内就職者 84 73.7% 93 81.6％ 104 83.9％ 

  うち府内出身者 70 83.3% 69 74.2％ 84 80.8％ 

府外就職者 13 11.4% 21   18.4％ 10   8.1％ 

 

 

卒業年度 

就

職

者 

府内 府外 

国公立 民間 国公立 民間 

保 助 看 
養

教 
他 計 保 助 看 他 計 保 助 看 他 計 保 助 看 他 計 

平成27年度 114 4 3 63 1 0 71 0 4 9 0 13 4 3 15 0 22 0 1 6 1 8 

平成28年度 114 3 2 64 2 1 72 1 2 17 1 21 3 3 6 1 13 0 1 7 0 8 

平成29年度 124 7 1 76 0 0 84 0 5 14 1 20 2 1 9 0 12 1 2 4 1 8 

資料7-2-2 学部生･学類生 卒業年度別府内外国公立・民間の就職状況        平成30年3月現在（人） 

                                        ※「他」は看護職以外 

 

博士前期課程修了者は、例年 1～2名の進学者を除いて医療・保健施設に就職している。博士後期課程の修了生

のほとんどが教育機関に就職している。近年における博士前期課程修了生の就職状況を資料 7-2-3に、博士後期

課程修了生の就職状況を資料 7-2-4に示した。 

 

資料7-2-3 博士前期課程 修了年度別府内外就職状況         平成30年3月現在（人） 
   

修了年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

修了者 22 25 18 

就職者 22 21 15 

進学者 0 2 2 

その他・未定 0 2 1 

府内就職者（医療・保健／教育） 14（12/2） 12（12/0） 9（7/2） 

府外就職者（医療・保健／教育） 8（8/0） 9（9/0） 6（6/0） 
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資料7-2-4 博士後期課程 修了年度別府内外就職状況         平成30年3月現在（人） 

修了年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

修了者 7 5 3 

就職者 7 4 3 

その他・未定 0 1 0 

府内就職者（医療・保健／教育） 2（0/2） 2（0/2） 3（1/2） 

府外就職者数（医療・保健／教育） 5（0/5） 2（0/2） 0 

 

３．教育の質の向上及び改善のためのシステム 

 

看護学類におけるファカルティ・ディベロップメント（FD）は、FD委員会を設置し取り組んでいる。FD委員会

の主な活動としては、学生や教員のニーズや、社会の変化に対応した内容を取り上げ、セミナー等を企画・実施

することである。 

平成29年度のFDに関するセミナーは、看護学類独自のものは 4回、地域保健学域セミナーとしての「FDカフ

ェ」を 1回、新たな企画として、医療経済への理解を深めるために「経済学セミナー」を 2回、企画・実施した

（資料7-3）。 
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資料7-3  平成29年度 FDに関するセミナー等 

看 

護 

学 

類 

  

１．第1回看護学類FDセミナー  

主催：NS-Co大学カリキュラム検討グループ・看護学類カリキュラム検討部会 

看護学類ＦＤ委員会 

 テーマ：「トランジショナルケア教育」 

日時：平成29年8月 4日 

講師：オレゴン保健科学大学 和泉 成子 先生 

 参加人数：37名 

 

２．第2回看護学類FDセミナー（報告会） 

主催：看護学類ＦＤ委員会・NS-Coプロジェクト 

 テーマ：「海外地域ケア研修報告」 

日時：平成29年8月 4日 

報告者：南村 二美代 講師 

大学院生 小林 久希、築谷 眞一、長野 弥生、中島 寛子、新阜 尚美（敬称略）  

参加人数：44名 

 

３．第3回FDセミナー 心理統計セミナー 

主催：高等教育開発センター 

共催：看護学類ＦＤ委員会・総合リハビリテーション学類ＦＤ委員会 

 テーマ：「アンケートの実施と心理尺度作成の基礎」」 

日時：平成29年8月 30日 

講師：高等教育推進機構 畑野 快  准教授 

参加人数：74名 
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看 

護 

学 

類 

 

４. 第4回看護学類FDセミナー 

主催：看護学類ＦＤ委員会 

共催：看護学類カリキュラム検討部会・NS-Co大学カリキュラム検討グループ 

テーマ：「看護学教育カリキュラムの動向と将来展望」 

    -教育ビジョンについて語り合おう！- 

日時：平成30年3月 13日 

講演１．細田 泰子 教授 

    看護学士課程におけるカリキュラムに関する動向について 

講演２．長畑 多代 教授 

    学士課程版看護実践能力と到達目標に関する教員・学生の調査結果について 

講演３．渡邊 香織 教授 

    本学におけるモデル・コア・カリキュラム・チェックシートの分析結果について 

グループワーク１.田中 京子 教授 

府大看護学類でどのような学生を育てたいか？ 

 講演４．北村 愛子 教授 

     コーディネーション力が高い看護師の養成に向けたトランジショナルケア教育 

 グループワーク２.中村 裕美子 教授 

     コアコンピテンシーをもとにしたトランジショナルケアを考える  

参加人数：44名 

地 

域 

保 

健 

学 

域 

１．第1回地域保健学域セミナー「FDカフェ」 

主催：看護学類FD委員会・総合リハビリテーション学類FD委員会 

 テーマ：「R（フリー統計ソフト）を使った統計処理について」 

 日時：平成30年3月 22日 

 講師：総合リハビリテーション学類 大西 久男  准教授 

 参加人数：16名 

看 
護 

学 

類
・
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
類 

 

１．第1回経済学セミナー 

主催：看護学類FD委員会・総合リハビリテーション学類FD委員会 

テーマ：「経済学の見方、考え方－医療と経済学－」      

日時：平成29年7月 25日 

講師：経済学研究科長 近藤 真司 教授 

参加人数：33名 

 

２．第2回経済学セミナー 

主催：看護学類FD委員会・総合リハビリテーション学類FD委員会 

テーマ：「メンタルヘルスにおける医療経済分析」 

日時：平成29年8月 30日 

講師：経済学研究科 牛 冰  准教授 

参加人数：26名 
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第８章 研究活動 

 

１．研究体制及び支援 

 

研究の実施体制は、健康科学と看護学 4領域の計5領域から構成されている。同組織への研究支援組織として

は、羽曳野キャンパスの場合、総務グループを中心とした事務職員及び文献等の検索や収集のために羽曳野図書

センターの司書などから、総合的・機能的に支援を受けている。 

 研究推進については、産学官連携機構から研究助成の広報・申請手続き・予算執行等、療養学習支援センター

による地域社会との連携等が、組織的に行われている。コーディネーターが定期的に羽曳野キャンパスに来学し、

研究助成に関する情報提供など支援を行っている。外部研究資金獲得に関して、文部科学省の科学研究費補助金

の場合には経営企画課経理グループによる申請方法の説明会を行っているとともに、外部資金獲得に関するセミ

ナーの開催なども実施している。このように研究が推進できるような施策が図られている。 

研究資金の配分は、学類運営会議において原案を作成し、教授会及び看護学研究科委員会で決定する施策が実

施されている。その他の支援としては、療養学習支援センターによる研究プロジェクトに対する研究・活動助成、

実習施設等との共同研究助成などがある。 

看護学類及び看護学研究科における独自の研究成果の発信や刊行のための組織として、入試広報部会及び紀要

委員会があり、各教員の研究成果の概略をホームページなどで公開している。研究活動の状況を把握する取組と

して、各教員は毎年度末に教員活動情報データベースに自己の研究活動の申告を実施している。教員活動情報デ

ータベースは教員の個人情報に関する部分を除いて公開を原則としている。 

看護学類及び看護学研究科における研究活動の質の向上に関する取組みとしては、大学院看護学研究科研究倫

理委員会及び動物実験委員会がある。大学院看護学研究科研究倫理委員会では、教員及び学生が行なう、人を対

象とする研究では、学外の有識者を含む大学院看護学研究科研究倫理委員会において、倫理審査を実施している。

実験動物を用いた研究については、動物実験ガイドラインが定められ、研究計画書を動物実験委員会に提出し、

審査を受けることにより実施可能となる。このように倫理的に配慮した研究を支援するための研究倫理委員会、

動物実験に関する委員会等が整備され機能している。 

本学の研究活動の一層の活性化を図ることを目的として、学域・学類、研究科の枠を超えた学際的あるいは分

野横断型研究を進める「21世紀科学研究所」群で構成する研究組織「21世紀科学研究機構」が設立されている。

この機構は、柔軟性と組織性を併せ持つ 3群の設置形態の研究所で構成されており、地域に貢献する拠点大学と

しての役割と府民・府政のシンクタンク機能も担える組織として、本学の研究スタイルに新たな息吹を吹き込む

存在として位置づけられている。看護教育・研究に関して同機構内に「看護経営システム研究所」「看護教育教材

開発研究センター」などがある。 

 

 ２．研究実績 

 

看護学類及び看護学研究科の研究活動の実施状況と研究成果は、「資料 大阪府立大学看護学類教員業績一覧」

に示した。学術論文の発表はのべ39件、学会発表件数はのべ123件であった。 

競争的研究資金の申請・採択状況を資料 8-2-1に示した。日本学術振興会科学研究費助成事業への新規申請は

19件であった。競争的資金等の採択件数は新規・継続を合わせ 49件（39,984,140円）であり、その実績を、日

本学術振興会科学研究費助成事業（資料8-2-2）、厚生労働科学研究費補助金（資料 8-2-3）、財団等による研究助
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成（資料8-2-4）、企業等による受託研究・共同研究、研究助成（資料8-2-5）、その他省庁・自治体による補助金

（資料 8-2-6）の各一覧表に示した。 

 

資料8-2-1 平成29年度 競争的研究資金等の申請・採択状況  

研究活動 新規申請件数 新規採択件数 継続件数 合計金額(円) 

日
本
学
術
振
興
会 

科
学
研
究
費
助
成
事
業 

基盤研究（Ａ） 

代表 0 0 0 0 

分担 ― 0 0 0 

基盤研究（Ｂ） 

代表 5 0 3 7,800,000 

分担 ― 1(海外) 0 150,990 

基盤研究（Ｃ） 

代表 8 4 10 14,868,235 

分担 ― 5 7 1,404,000 

萌芽的研究 

代表 4 1 2 5,070,000 

分担 ― 0 1 325,000 

若手研究（Ｂ） 

代表 2 2 1 2,604,918 

分担 ― 0 0 0 

研究活動スタート支援 代表 0 1 0 1,429,997 

厚生労働科学研究費補助金 ― 0 3 1,500,000 

財団等による研究助成 ― 1 3 300,000 

企業等による受託研究・共同研究，研究助成 ― 1 1 500,000 

その他省庁・自治体による補助金 ― 2 0 4,031,000 

                             総 合 計 39,984,140 
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資料8-2-2 平成29年度日本学術振興会科学研究費助成事業一覧  

(研究代表者)

研究種目審査区分 氏　　名 獲得金額（円） 研　究　課　題　名

基盤研究(B) 中山　美由紀 2,470,000 NICU看護師に対する小児在宅療育移行支援推進プログラムの構築

基盤研究(B) X 中村　裕美子 2,990,000 Grobal人材育成のための英語版看護事例学習用eラーニングシステムの開発と評価

基盤研究(B) 上野　昌江 2,340,000 子ども虐待の世代間連鎖断ち切りに向けた妊娠期からの予防的支援の実践モデル構築

基盤研究（C) 古山　美穂 520,000 子ども虐待予防支援のための教育・医療・保健・福祉連携協働システムの開発

基盤研究（C) 南村　二美代 1,300,000 糖尿病の開示・非開示に関する意思決定支援ツール・ガイドの開発

基盤研究（C) 籏持　知恵子 650,000 慢性心不全患者のエンドオブライフに向けた意思決定支援モデルの開発

基盤研究（C) 紙野　雪香 1,430,000 ナラティヴ・アプローチによる看護師のキャリア形成支援実践者育成プログラムの開発

基盤研究（C) 佐保　美奈子 1,430,000 排泄・性機能障がいのある思春期女性の課題克服支援

基盤研究（C) 大川　聡子 827,571 若年母親の"親育ち"を支援する妊娠期からの継続家庭訪問プログラムの開発

基盤研究（C) 細田　泰子 910,000 教育指導者育成に向けたバウンダリーレスな臨床学習環境デザイン支援プログラムの開発

基盤研究（C) 山地　佳代 1,820,000 中等度認知症をもつ高齢者の日常生活支援におけるアドボカシー実践ガイドラインの開発

基盤研究（C) 松下　由美子 651,040 独居高齢者の認知症状に「気づき」支援に「つなぐ」民生委員のコンピテンシー

基盤研究（C) 渡邊　香織 649,624 歩行動作分析に基づく妊婦のための腰痛予防プログラムの構築と効果検証

基盤研究（C) 志田　京子 1,040,000 看護職を対象とした倫理的成熟に向けた教育プログラムの開発

基盤研究（C) 中岡　亜希子 1,040,000 看護チーム力を向上させる看護師・看護補助者の協働モデルの考案

基盤研究（C) 岡本　双美子 1,170,000 終末期がん患者とその家族への意思決定支援に関する看護師の教育プログラムの開発

基盤研究（C) 深山　華織 1,430,000 就労している家族介護者へのサポート状況によるワーク・ライフ・バランスへの影響

挑戦的萌芽研究 楢木野　裕美 1,040,000 慢性疾患を抱える乳幼児の親の「気になる養育」の解明とペアレンティングへの支援

挑戦的萌芽研究 上野　昌江 910,000 子ども虐待死を予防する虐待保健を基盤とした専門保健師の教育プログラム構築

挑戦的研究（萌芽） 中村　裕美子 3,120,000 高齢者の認知機能維持を図るための人型ロボットのプログラム開発

若手研究(B) 安本　理抄 780,000 対応困難な結核患者の生活実態と治療継続支援体制の検討

若手研究(B) 山田　加奈子 650,000 産後耐糖能が正常化した妊娠糖尿病既往女性への病診連携を活用した産後支援体制の確立

若手研究(B) 森本　明子 1,174,918 インスリン分泌不全者の糖尿病細小血管障害発症リスク及び予防因子の解明：前向き研究

研究活動スタート支援 冨川　順子 1,429,997 統合失調症で慢性閉塞性肺疾患のある人の地域生活の特性と訪問看護ケア

31,773,150

(研究分担者)

研究種目審査区分 氏　　名 獲得金額（円） 研　究　課　題　名

基盤研究（B)海外 中山　美由紀 150,990 生殖科患者・医療者、医療経済面で良い心理社会的ｹｱ、心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞと医療連携

基盤研究（C) 細田　泰子 39,000 臨床判断を導く患者理解と看護師による患者像の口述に関する研究

基盤研究（C) 志田　京子 130,000 中小規模病院の中堅看護師への職務満足を促すＡＩに基づく教育プログラムの開発

基盤研究（C) 上野　昌江 130,000 低所得未受療国保健診未受診者の家庭訪問での実態把握とKDBシステムによる訪問評価

基盤研究（C) 佐藤　淑子 65,000 特別養護老人ホームにおける感染リスクマネジメント教育プログラムの開発

基盤研究（C) 山地　佳代 65,000 特別養護老人ホームにおける感染リスクマネジメント教育プログラムの開発

基盤研究（C) 長畑　多代 130,000 特別養護老人ホームにおける感染リスクマネジメント教育プログラムの開発

基盤研究（C) 細田　泰子 65,000 新人看護師の自尊心を向上させるための教育指導担当者の指導能力育成プログラム開発

基盤研究（C) 細田　泰子 65,000 看護系大学に所属する若手教員の能力形成・向上に資する教育支援の検討

基盤研究（C) 長畑　多代 390,000 特別養護老人ホームにおける看護実践能力尺度の開発と検証

基盤研究（C) 松下　由美子 130,000 認知症高齢者のEoLに関する複合的ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づいたｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

基盤研究（C) 中山　美由紀 130,000 卵巣予備能に影響する胎内環境要因の解明

基盤研究（C) 上野　昌江 65,000 児童虐待予防を目的としたポピュレーションレベルの子育て支援プログラム

挑戦的萌芽研究 紙野　雪香 325,000 看護師のキャリア形成のためのナラティヴ・アプローチ実践評価方法の開発

1,879,990

合　　計

合　　計  
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資料8-2-3 平成29年度厚生労働科学研究費補助金一覧   

事業名 研究分担者 研究課題名 補助金額（円） 

エイズ対策政策研究事業 
佐保 美奈子 HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究 800,000 

医薬品・医療機器等レギュラ

ートリーサイエンス政策研究

事業 

大川 聡子 
効果的な献血推進および献血教育方策に関する

研究 
400,000 

成育疾患克服等次世代育成基

盤研究事業 上野 昌江 

妊婦健康診査および妊娠届を活用したハイリス

ク妊産婦の把握と効果的な保健指導のあり方に

関する研究 

300,000 

 

資料8-2-4 平成29年度財団等による研究助成一覧   

事業名 研究代表者 研究課題名 
補助金額

(円) 

公益財団法人ひと・健康・未

来研究財団 
岡本 双美子 

在宅における終末期がん患者と家族への訪問看

護師の意思決定支援－日英比較－ 0  

公益財団法人ファイザーヘ

ルスリサーチ振興財団 
岡本 双美子 

訪問看護ステーションの持続可能な健全性モデ

ルの確立と社会実装 0  

一般社団法人日本看護学校

協議会共済会 
松下 由美子 

在宅看護学実習における実習指導者の「やりが

い」を創出する支援ニーズ 0  

公益財団法人在宅医療助成

勇美記念財団 
安本 理抄 

｢在宅医療」知ってますか？家で最後まで療養し

たい人に。 300,000  

 

資料8-2-5 平成29年企業等による受託研究・共同研究 研究助成一覧   

事業名 研究代表者 研究課題名 補助金額(円) 

住友ゴム工業株式会社 杉本 吉恵 

「看護師・介護士の腰痛予防・腰部負担軽減製品

の開発」に関する看護・介護現場での仕事内容の

観察調査 

0  

住友ゴム工業株式会社 杉本 吉恵 
福祉用具の開発に対する技術指導 

500,000  

 

資料8-2-6 平成29年度その他省庁・自治体による補助金一覧   

事業名 研究代表者 研究課題名 補助金額(円) 

大阪府 中村 裕美子 平成29年度大阪府訪問看護専門研修事業費 999,000  

大阪府 中村 裕美子 平成29年度大阪府訪問看護ネットワーク事業費 3,032,000  

 

 



 

74 

 

看護学類が独自に実施している研究助成として，療養学習支援センター研究・活動助成（資料 8-2-7）および，

看護学研究科推進研究奨励研究（資料8-2-8），看護学研究科共同研究（資料 8-2-9）がある。 

特に療養学習支援センターでの研究活動状況は，療養学習支援センター年報第 14巻に掲載し，公表している。 

 

資料8-2-7  療養学習支援センター研究・活動助成一覧  

研究代表者 共同研究者 研究課題名 助成金額（円） 

岡本 双美子 中山 美由紀 
家族看護に関するニーズに基づいた教育プログラムの検討と

その効果（※2年計画の 2年目） 
300,000 

中村 裕美子 
松下 由美子 

深山 華織 

在宅高齢者のための認知機能低下予防教室の経年参加による 

効果 （※4年計画の4年目） 
580,000 

杉本 吉恵 
山地 佳代 

山口 舞子 
平成29年度 保健医療従事者の腰痛予防研修会の効果 350,000 

活動代表者 共同活動者 活動課題名 助成金額（円） 

山田 加奈子 

古山 美穂 

佐保 美奈子 

髙 知恵 

中嶋 有加里 

渡邊 香織  

学校などにおけるセクシュアリティ教育プログラム 320,000 

中山 美由紀  家族への看護を考える会 190,000 

山内 加絵 

長畑 多代 

江口 恭子 

山地 佳代 

高齢者施設ケア（LTC：Long-Term Care）研究会 30,000 

岡﨑 裕子 
楢木野 裕美 

長田 暁子 
子どもの虐待予防にむけた研修会の開催 280,000 

藪下 八重 

籏持 知恵子 

南村 二美代 

中村 雅美 

健康的に日常を生きることを応援する「ホッと＆ハートの会」 180,000 

岡﨑 裕子 楢木野 裕美 

ペアレンティングプログラムの実践 

(前向き子育てプログラム(トリプルＰ)と「安心感の輪」子育

てプログラム) 

0 

根来 佐由美 

安本 理抄 

大川 聡子 

北川 末幾子 

上野 昌江 

地域における出前健康測定会  

 （※3年計画の3年目） 
270,000 
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資料8-2-8 看護学研究科奨励研究費一覧  

研究代表者 研究課題名 助成金額（円） 

根来 佐由美 
都市部で高度経済成長期に開発された住宅地に住む高齢者の生活と身体機能

の実態 
300,000 

浮舟 裕介 精神科看護師の学習ニードに関する実態調査と支援への課題 300,000 

 

資料8-2-9 看護学研究科共同研究費一覧  

研究代表者 研究課題名 助成金額（円） 

志田 京子 アウトリーチ型看護管理支援事業（大阪モデル）の実施と評価 200,000 

岡本 双美子 
多職種連携によるグリーフケアシステムの構築に向けた時期別グリーフケア

パンフレットの開発 
200,000 

古山 美穂 家族による継続的情緒支援方策の検討 200,000 

山内 加絵 
ユニット型特別養護老人ホームの看取りにおける看護・介護職との連携のため

の教育プログラムの検討 
200,000 

 

 

全学の研究水準の向上を図るための取り組みとして，イノベーションにつながる先端的分野で本学のＰＲにな

る研究の推進を目的とした「キープロジェクト」（資料 8-2-10）の学内インセンティブ事業を実施している。ま

た，女性研究者支援センター事業研究支援（資料 8-2-11），科研費特定支援事業（資料 8-2-12）があり、看護学

研究科の教員も以下の事業に採択され，取り組んでいる。 

 

資料8-2-10  キープロジェクト研究費一覧 

研究代表者 研究課題名 助成金額（円） 

中村 裕美子 
「～地域包括ケアシステムを支える人材育成とネットワーク形成によるシナ

ジーモデルの構築～」 
4，000，000 

 

 

資料8-2-11 大阪府立大学女性研究者支援事業研究支援費一覧  

研究者 研究課題名 助成金額（円） 

松下 由美子 
「独居高齢者の認知症状に早期に「気づき」医療に「つなぐ」訪問介護員のコ

ンピテンシー」 
289,250 

大川 聡子 「10代で出産した母親の育児に影響を及ぼす社会的特徴を可視化する」 1,234,400 

 

 

資料8-2-12  科研費特定支援事業 

研究者 研究課題名 助成金額（円） 

大川 聡子 若年母親の“親育ち”を支援する妊娠期からの継続家庭訪問プログラムの開発 1,050,000 
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第９章 社会貢献と国際交流 

 

１．地域社会への貢献             

 

 １）7大学連携個別化がん医療実践者養成プラン（がんプロ） 

平成29年度文部科学省に採択された本プランでは，平成30年2月に，がん医療に携わる看護師 45名を対象と

して，「がん患者のライフステージにおける課題対応を志向した看護師養成コース（インテンシブ）」を開講した。

本コースの目的は，様々なライフステージにあるがん患者の抱える課題について理解し，がん患者が課題を克服

できるような支援を考案し，実践できる看護師を養成することである。がん患者の就業・就労や遺伝性がん，認

知症を持つ高齢がん患者の支援に焦点を当て，専門的立場でかかわっている医療者が講義を行い，受講者間の討

議やレポート作成を通して臨床現場での実践につなげられるようにした。参加者の73～98％が講義内容は「よく

わかった」と回答しており，討議については59～84％が「役に立つ」と回答していた。 

また，平成28年度まで実施していたインテンシブコース（がん看護）は，平成29年度より「がん看護実践者

養成セミナー」として改変し，平成30年2月に開講した。対象者はがん看護経験5年以上の看護師であり，専門

的知識に基づいたアセスメントと看護の提供と評価を行え，患者がセルフマネジメントできるように患者・家族

の相談者として適切に対応することができることを目的とした。放射線療法看護40名（51名申込），がん薬物療

法看護 40名（51名申込），トータルペインと緩和ケア38名（49名申込）の受講があり，90％以上が講義内容に

ついて「よくわかった」と回答し，84～92％が「ディスカッションが役に立つ」と回答していた。 

  

 

 ２）NS-Coプロジェクト 

大学のキープロジェクトの指定を受け，「地域の知カラをつなぐ NS-Co（ナスコ）プロジェクト」に取り組んだ。

プロジェクトの目標は，在宅医療を担う訪問看護師や医療機関の退院調整看護師の人材育成と，専門看護師をは

じめとした在宅医療関係職種の活動や情報のネットワーク形成を行い，それらに基づいて効果的なシナジーモデ

ルの構築を行うことである。 

平成29年度の取り組みは，大阪府における中規模病院の退院調整看護師に対する連続３回の研修会を開催し，

25名の参加があった。大阪府内の 300床未満の医療機関の看護管理者を対象に面接調査をまとめた。大学カリキ

ュラム検討では，トランジショナルケアについての研修会を開催した。カリキュラム検討のためのリーフレット

を作成し，FDセミナーを共催した。また，CNS ネットワークシステムの開発を行い，2月に登録説明会を開催し

た。モデル地区活動では，羽曳野地域で関係者に対するはびきの CNSフォーラムを3月に開催した。 

学術活動として，EFONS，日本看護科学学会で研究発表を行ない，紀要に論文投稿した。さらに日本看護科学学

会学術集会にて交流集会を開催し，多くの参加があった。 

地域包括ケア国際セミナーを２回開催した。「トランジショナルケアの理論と展望」講師は，和泉成子（米国オ

レゴン保健科学大学），「発展途上国におけるトランジショナルケア」國井修（世界エイズ・結核・マラリア対策

基金）であった。地域包括ケアセミナーを３回開催した。テーマは「地域包括ケアを支える看護職の退院支援・

退院調整」「トランジショナルケアと循環器看護実践」「CNS とともに地域包括ケアに生かす連携を探る」であっ

た。 
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３）療養学習支援センター活動 

療養学習支援センターは，大学院看護学研究科の附置研究所として位置付けられ，療養学習支援に関する研究・

教育，実践，情報提供，学術交流を図ることを目的としている。地域貢献活動として，プロジェクト研究・活動，

闘病記文庫の充実，健康フェアの開催を行った。 

プロジェクト研究・活動では，「脳いきいき教室」，「セクシャリティ教育プログラム」，「ホッと＆ハートの会」，

「腰痛予防研修会」，「地域における出前健康測定会」，「家族への看護を考える会」等の 10のプログラムを実施し

た。年間通じて延べ 500名程度の参加者があり，地域での活動が定着し，拡大してきている。3月に報告会を開

催した。 

闘病記文庫は，羽曳野図書センター内に開架し，学生や市民に利用されている。新刊図書の購入，書架の増設

を行い，活動の充実に努めている。健康フェアは，杏樹祭（羽曳野キャンパス祭）時に，健康に関する身体測定，

健康体操，食育SAT，健康相談等を内容として開催したところ，83名の市民参加があり，地域の健康づくりに貢

献することができている。第 5回看護フォーラムを開催した。 

療養学習支援センターの活動に関する報告は年報として刊行し，WEBサイトに公開している。以上のことから，

療養学習支援センターにおける地域への教育サービス活動の成果は上がっている。 

 

 

４）高大連携・教育展開 

 青少年の学習意欲に応えた教育サービスの提供については，大阪府立大学高大連携推進委員会によって実施さ

れている。平成 29年度は，高校生が受講できる科目として看護学類で開講している授業科目「セクシュアリティ

と看護」（1単位15時間）を提供した。講義日程等は資料 9-1-4に示した。受講者は19名であり，受講終了後に

修了証が交付された。 

 

 

資料9-1-4 「セクシュアリティと看護」の講義日程 

1．開講日時   平成29年 11月10日 ～ 平成30年1月26日（5限目 全8回）  

          羽曳野キャンパス L402講義室 

2．対象     高校2年生 (看護学類1年次生，2年次編入生と一緒に講義を受ける） 

3．講義内容    ヒューマンセクシュアリティについて理解を深め，人間の性，生き方を洞察しながら自己

のセクシュアリティ観を育むことを目指しています。 

          ・ヒューマン･セクシュアリティの概念を学ぶ 

          ・自己のセクシュアリティについて考える 

          ・現代社会におけるセクシュアリティの問題･課題を認識できる 

 

５）教員の社会貢献 

看護学類に所属する教員は，保健，医療，福祉などの分野と関連を保ち，専門看護や専門基盤についての研究・

教育に携わりながら，審議会等に積極的に参画している。参画する審議会等の公的団体としては，厚生労働省，

独立行政法人国立病院機構，地方独立行政法人大阪府立病院機構，大阪府または府下市町村，看護協会，各教員

が所属する学会等である。具体的な社会貢献活動は「資料 大阪府立大学地域保健学域看護学類 大学院看護学研

究科 教員業績一覧」に示す通りである。 



 

78 

 

２．国際交流 

 

１）マヒドン大学との学術交流 

 平成20年4月に結ばれたタイ王国マヒドン大学看護学部並びに同大学医学部看護学科との学術交流協定を平成

26年 4月に更新した。平成 28年度より，本事業は「看護異文化フィールドワーク」として博士前期課程の選択

科目2単位となった。平成29年10月21日のマヒドン大学交流学生の歓迎会の際，報告会を実施した。 

 日程：平成29年8月31日～9月13日 

 派遣学生：母性看護学分野 1名，家族看護学分野1名，老年看護学分野1名，看護教育学分野 1名 

研修先：シリラート校・ラマティボディ校 

今年度はさくらサイエンスプログラムＡコースの採択を受け実施した。昨年同様杏樹祭への参加と健康フェア

への参加を企画し，さらに平成 29年11月に開催された白鷺祭に参加し，国際交流課と学長に表敬訪問を行った。

平成29年11月7日にはマヒドン大学学生の研究計画および本学博士前期課程の学生の研究計画に関して英語に

よる意見交換会を設けた。 

 日程：平成29年10月26日～11月8日 

 受入学生数：シリラート校 2名，ラマティボディ校2名 

 研修先：適塾史跡，羽曳が丘小学校，基礎看護技術演習，りんくう国際医療センター，大阪府看護協会など 

 交流イベント等の参加：（院生・教員含む）25名（歓迎会，運動会） 

 

 

２）外国人招へい教員授業の公開 

平成 30年 1月 4日より平成 30年 1月 16日まで，セントルイス大学看護学部のスミスバトル教授を招へ

いし，以下のスケジュールで院生および学類生に対し授業を実施した。 

平成 30年 1月 10日  “Qualitative Research” for graduate students 

平成 30年 1月 11日  “Activities of Public Health Nurses in the U.S.”for undergraduate students 

平成 30年 1月 12日  -International Seminar, “Health Disparities and Nursing in the U.S.” 

“Nursing plactice and education in the U.S.”for graduate students 

 

 

３）国際看護セミナー開催 

平成30年1月12日に第 23回国際看護セミナーを開催した。（資料9－2－2） 

資料9-2-2 平成29年度国際看護セミナー  

第23回 

平成30年1月12日 

於：大阪府立大学 

  羽曳野キャンパス 

講 師：Lee Smithbattle  

 Saint Louis University, School of Nursing 

演 題： アメリカの健康格差と看護職の役割  

参加者：学類生 129名，本学大学院生 5名，本学教員 5名，学外者4名，計143名 
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４）グローバル化の推進 

 今年度よりグローバル推進部会が発足し，看護教員，大学院生，学類生に対するグローバリゼーションを推

進する取り組みを検討することとなった。マヒドン大学看護学部との協定交流プログラムはもとより，EAFONS

等への国際学会への参加助成を実施し，計14名の大学院生が参加した。 

平成29年12月18日にはキャンパス内でグローバルミーティングを実施し，教員，院生と国際学会で発表した内

容を共有しあい，平成30年3月15日，19日には英語プレゼンテーションセミナーを実施した。 

また，平成29年6月12日には，看護管理学特論Ⅰで，ホスピスハワイのKenneth Zeri氏より，“Changing 

End-of Life Care; Creating a Cultural Shift”，平成 30年 1月 22日，24日にはタイのマヒドン大学シリ

ラージ校のSupapak氏よりHarmony in Diversity of Global Cultures and Healthの授業を2コマ，シリラー

ジ校のInternational course の学生とともにスカイプを通じて受講する機会をもった。 

 

５）研究者の派遣   

延べ26名の研究者が海外に派遣された（資料 9-2-3）。 

 

資料9-2-3 平成29年度研究者の海外派遣  

氏 名 旅行日(発） 旅行日(着） 派遣先（国） 用 務 

中村 裕美子 平成29年5月27日 平成29年6月1日 スペイン 学会出席 

中山 美由紀 平成29年6月13日 平成29年6月19日 スペイン 学会出席 

岡本 双美子 平成29年6月13日 平成29年6月19日 スペイン 学会出席 

山地 佳代 平成29年7月23日 平成29年7月28日 アメリカ合衆国 学会出席 

長畑 多代 平成29年7月23日 平成29年7月28日 アメリカ合衆国 学会出席 

志田 京子 平成29年7月26日 平成29年7月31日 アイルランド 学会出席 

中村 裕美子 平成29年9月4日 平成29年9月10日 オランダ 施設視察 

岡本 双美子 平成29年9月4日 平成29年9月17日 オランダ 施設視察・研修 

松下 由美子 平成29年10月19日 平成29年10月22日 タイ王国 学会出席 

南村 二美代 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

中山 美由紀 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

安本 理抄 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

上野 昌江 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

浮舟 裕介 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

大川 聡子 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

志田 京子 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

根来 佐由美 平成29年10月19日 平成29年10月23日 タイ王国 学会出席 

志田 京子 平成29年10月20日 平成29年10月20日 タイ王国 マヒドン大学との交流 

中山 美由紀 平成29年10月25日 平成29年10月30日 アメリカ合衆国 学会出席 

細田 泰子 平成29年10月27日 平成29年10月31日 アメリカ合衆国 学会出席 

髙 知恵 平成30年1月10日 平成30年1月12日 大韓民国 学会出席 

松下 由美子 平成30年1月10日 平成30年1月12日 大韓民国 学会出席 
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氏 名 旅行日(発） 旅行日(着） 派遣先（国） 用 務 

長畑 多代 平成30年1月11日 平成30年1月12日 大韓民国 学会出席 

大川 聡子 平成30年1月22日 平成 30年 7月 1日 アメリカ合衆国 

現地大学にて調査・研究 

（平成29年度科研費特定

支援事業(Step Up 事業）

による海外出張） 

岡本 双美子 平成30年2月10日 平成30年2月15日 アメリカ合衆国 研究打ち合わせ・研修 

中山 美由紀 平成30年3月23日 平成 30年 4月 1日 アメリカ合衆国 
施設視察とディスカッシ

ョン 

志田 京子 平成30年3月23日 平成30年3月31日 アメリカ合衆国 資料収集 
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氏名 出版年月 分　担　題　名 著　者　名 書　名

中山　美由紀 201803 全編
中山美由紀、藤野崇編著、阿川勇太、浅井桃
子、井上敦子、清水なつ美、永野晶子、藤原真
弓、米田愛、山口望

はじめてみよう！家族看護
大阪公立大学共同出
版会

籏持　知恵子 201704 生活習慣病患者の家族看護
櫻井しのぶ編
籏持知恵子著

改訂版 家族看護 Family Health
Care Nursing

PILAR PRESS

志田　京子 201802 働きやすい職場環境づくり 手島恵、藤本幸三（編著）
看護管理学　自律し協働する専門
職の看護マネジメントスキル

南江堂

201801
看護の仕事とその管理、看護管理と倫理、医療・看護の
質と評価

吉田千文、志田京子、手島恵、武村雪絵（編著）
ナーシンググラフィカ　看護の統合
と実践　看護管理　第４版

メディカ出版

201704 看護師のキャリア, 経営課題
久保真人、米本倉基、勝山貴美子、志田京子（編
著）

よくわかる看護組織論 ミネルヴァ書房

佐藤　淑子 201803 感染予防

香春知永，林智子，松谷美和子，南川雅子，佐
藤淑子，大久保暢子，菊池和子，木村美恵子，
野崎真奈美，真砂涼子，水戸優子，塚越みどり，
角濱春美，縄秀志、大河原知嘉子，齋藤やよい，
石田陽子，安ヶ平伸枝，安島幹子，只浦寛子，徳
永惠子，野村美香，射場典子

看護学テキストNICE－基礎看護
技術：看護過程の展開の中で技
術を理解する（改訂第3版）

南江堂

古山　美穂 201801 MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉８　子どもの保健
鎌田佳奈美，辻佐恵子，池田友美，森瞳子，亀
田直子，古山美穂

子ども保健 ミネルヴァ書房

細田　泰子 201709
看護学臨地実習ハンドブックー基本的考え方とすすめ
方ー　第5版

宮地緑、中田智子、藤原千惠子、田中恵子、細
田泰子、牧野裕子、河上智香、神戸美輪子、角
野加恵子、西田好江

看護学臨地実習ハンドブックー基
本的考え方とすすめ方ー　第5版

金芳堂

長畑　多代 201801 系統看護学講座「老年看護学」第9版 北川公子,井出訓,長畑多代　他 老年看護学 医学書院

冨川　順子 201705 薬物療法の効果が得られず、治療抵抗性を示す患者

遠藤淑美、徳山明広、南方英夫編
石杜淳、遠藤淑美、大谷須美子、小原広羽、柿
澤美奈子、梶原友美、鬼頭和子、熊谷照美、黒
川めぐみ、児島一行、坂井美絵、佐々木香月、杉
原正美、鈴木敦子、田野中恭子、徳山明広、戸
田理沙、冨川順子、伏田善祐、松村麻衣子、的
場圭、三井督子、南方英夫、山﨑瑞恵

統合失調症の看護ケア 中央法規

中岡　亜希子 201803
第Ⅰ部看護診断　２栄養‐代謝パターン
第Ⅱ部ヘルスプロモーション型看護診断　２栄養-代謝パ
ターン

リンダ J カルペニート著、黒江ゆり子監訳 看護診断ハンドブック 医学書院

201801 第Ⅳ章看護学教育の基盤　2．クリティカルシンキング
グレッグ美鈴、池西悦子（編集）、奥井幸子、高橋
みや子、中岡亜希子、他

NiCE看護教育学改訂版 南江堂

201712 第4章慢性期にある人・家族への看護　Ⅶパーキンソン病
黒江ゆり子編集、藤澤まこと、奥村美奈子、中岡
亜希子、他

経過別成人看護学③慢性看護学 メヂカルフレンド社

氏　名 出版年月 発　表　論　文　の　標　題 著　者　名 掲　載　誌　名 主催団体名・出版社名 巻 号 掲載頁

澤井　元 201710
Comparative Study of Sevoflurane and Isoflurane
Anesthesia for the Long-Term Safety Evaluation of
Visual Prosthesis with Rabbits

H.Sawai、M.kuwaba、H.Tashiro、Y.Nakano、
Y.Terasawa、J.Ohota

Sensor and Materials  MYU K.K.  SS-1715

201710
A Sinusoidal Electrical Pulse Is More Efficient to Evoke
Retinal Excitation than a Rectangular One for Retinal
Prostheses.

H.Sawai、Y.Nakano、Y.Terasawa、H.Kanda、
H.Tashiro、K.Osawa、T.Miyoshi、T.Fujikado

Sensor and Materials  MYU K.K.  SS-1716

201706
脈絡膜上-経網膜刺激方式人工視覚における三角波と
鋸波電流パルスの有効性

澤井元、中野由香梨、寺澤靖雄、神田寛行、大
澤孝治、三好智満、不二門尚

視覚の科学
日本眼光学学会学会
誌

38 4 20

中山　美由紀 201709 妊娠期における夫婦関係と親になる意識の関連 小泉智恵、中山美由紀、福丸由佳、無藤隆 日本生殖心理会誌 日本生殖心理学会 3 1 18-25

201803
NICUから在宅に移行する家族に対する看護に必要な知
識と技術

中山美由紀、井上敦子、清水なつ美、 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 57-65

201803
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査

籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、田中京
子、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 91-98

楢木野　裕美 201712
ターミナル期の子どもの主体性を支えるケア
－小児看護専門看護師の悟りより－

宮下佳代子、楢木野裕美 日本小児看護学会誌 日本小児看護学会 26 58 31-37

上野　昌江 201803
市町村保健師の経験のプロセスからみた職業的アイデン
ティティ形成の影響要因－熟練保健師の経験の語りから
－

小路浩子, 上野昌江, 大川聡子 神戸女子大学看護学部紀要 神戸女子大学 3 1 55-64

201803
若年層母親の子育て実態と支援ニーズの特徴－24歳以
下で第1子を出産した母親に焦点を当てて

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 竹
田諒太, 伊計真季, 西本夕紀, 池田和功

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 77-84

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

 平成29年度厚生労働科学研究費
補助金　医薬品・医療機器等レ
ギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

48-56

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

平成27～29年度厚生労働科学研
究費補助金　医薬品・医療機器等
レギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

58-67

201705
対応困難な結核患者へ保健師が行った支援の内容と特
徴

安本理抄, 上野昌江, 大川聡子
別冊BIO　Clinica　慢性炎症と疾
患感染症・ワクチンと慢性疾患

北隆館 6 2 138-141

田嶋　長子 201803
患者の希望を引き出す精神科看護師の援助実践の構造
と影響

川田陽子，田嶋長子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

23 1 39-48

201803
大阪府下の中小規模病院における退院調整看護師の困
難と教育ニーズ

長畑多代，志田京子，北村愛子，田嶋長子，堀
井理司，，澤井元

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

23 1 85-90

201803
大阪府内の中小規模病院における退院調整の現状と看
護師の教育ニーズ

志田京子，長畑多代，田嶋長子，堀井聡，北村
愛子，澤井元

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

23 1 67-76

1) 著書

出　版　社　名 掲載頁

(全）

200-208

195-204

64-73,110-137

68-93,202-215

89-103

189－214

38-69

134-141

87-93,128-141

27‐105.107-212.713-715

107-116

200-219

2) 学会誌・雑誌等の発表論文
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長畑　多代 201803
特別養護老人ホームでの看護職が実践する感染管理指
標の検討

松田千登勢,山地佳代,佐藤淑子,江口恭子,長畑
多代

摂南大学看護学研究 摂南大学 6 1 12-20

201803
学士課程における看護実践能力に対する学生の到達状
況の認識

細田泰子，長畑多代，田中京子，渡邊香織，紙
野雪香，藪下八重，大川聡子，北村愛子，岡本
双美子，中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 99-109

201803
大阪府下の中小規模病院における退院調整機能の現状
と教育ニーズ

志田京子,長畑多代,田嶋長子,堀井理司,澤井元 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 85-90

201803
大阪府下の中小規模病院における退院調整看護師の困
難と教育ニーズ

長畑多代,志田京子,北村愛子,田嶋長子,堀井理
司,澤井元,中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 85-90

201707
高齢者施設での日常生活において認知症高齢者がアド
ボカシーを必要とする状況と看護師の支援内容

山地　佳代、長畑　多代 老年看護学 日本老年看護学会 22 1 71-80

中村　裕美子 201803
在宅看護学実習における学生のルーブリック評価表を用
いた学習活動の効果

深山華織、岡本双美子、中村裕美子、松下由美
子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 49-56

201803
大阪府科の中小規模病院における退院調整看護師の困
難と教育ニーズ

長畑多代、志田京子、北村愛子、田嶋長子、堀
井理司、澤井元、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 85-90

201803
看護大学生における看護実践能力の到達目標に対する
到達状況の認識

細田泰子、長畑多代、田中京子、渡邊香織、紙
野八重、大川聡子、北村愛子、岡本双美子、中
村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 99-110

201803
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査

籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、田中京
子、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 91-98

北村　愛子 201801
循環器看護の専門性とプロフェッションフッドに基づくキャ
リア形成

北村愛子 循環器ナーシング 医学出版 8 1 6‐11

201803
学士課程における看護実践能力に対する学生の到達状
況の認識

細田泰子，長畑多代，田中京子,渡邊香織，紙野
雪香，藪下八重，大川聡子，北村愛子，岡本双
美子，中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 99-109

201803
大阪府下の中小規模病院における退院調整機能の現状
と教育ニーズ

長畑多代．志田京子，北村愛子，田島長子，堀
井理司，澤井元，中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 85-90

田中　京子 201705 化学放射線療法を受けているがん患者のレジリエンス 中村由美・田中京子・林田裕美 日本がん看護学会誌 日本がん看護学会 31 1 38-44

201803
学士課程における看護実践能力に対する学生の到達状
況の認識

細田泰子、長畑多代、田中京子、渡邊香織、紙
野雪香、藪下八重、大川聡子、北村愛子、岡本
双美子、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
類

24 1 99-109

201803
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査

籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、田中京
子、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 91-98

籏持　知恵子 201803
大学院教育におけるセルフヘルプ・グループ支援とその
評価

藪下八重、南村二美代、籏持知恵子、中村雅美 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 127-133

201803
心不全患者のエンド・オブ・ライフにおける意思決定支援
－米国Hospice Hawaiiの視察研修を通して考える－

南村二美代　籏持知恵子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 111-117

201803
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査

籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、田中京
子、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 91-98

201709 心不全の緩和ケアの特徴と看護師の役割 籏持知恵子 看護技術 メジカルフレンド社 63 10 33-39

2017
慢性閉塞性肺疾患患者における嚥下障害のリスクと影響
要因の検討

西依見子、籏持知恵子、藪下八重
日本摂食嚥下リハビリテーション
学会誌

日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会

21 3 156-164

志田　京子 201803
大阪府内の中小規模病院における退院調整の現状と看
護師の教育ニーズ

志田京子、長畑多代、田嶋長子、堀井理司、北
村愛子、澤井元

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 67-76

201803
大阪府下の中小規模病院における退院調整看護師の困
難と教育ニーズ

長畑多代、志田京子、田嶋長子、北村愛子、堀
井理司、澤井元、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 85-90

201803
承認行為につながる看護師長の目配り・気配りの行動特
性の明確化

橋口智子、志田京子、撫養真紀子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 11-20

杉本　吉恵 201803
回復期にある人工膝関節全置換術術後患者の疼痛の実
態

山口舞子、杉本吉恵、中岡亜希子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 119-126

細田　泰子 201803 In search of the ideal clinical learning environment Yasuko Hosoda Reflections on Nursing Leadership
Sigma Theta Tau
International Honor
Society of Nursing

201803
学士課程における看護実践能力に対する学生の到達状
況の認識

細田泰子、長畑多代、田中京子、渡邊香織、紙
野雪香、藪下八重、大川聡子、北村愛子、岡本
双美子、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
類

24 1 99-109

201801 ラサター臨床判断ルーブリック日本語版の作成 細田泰子、根岸まゆみ、キャシー・ラサター 看護教育 医学書院 59 1 40-47

201709 新人看護師の社会人基礎力と関連要因の検討 北島洋子、細田泰子 奈良学園大学紀要 奈良学園大学 7 35-44

201708 新人期看護師の主体性を育む支援 勝山愛、紙野雪香、細田泰子 看護実践の科学 看護の科学社 42 9 54-61

201705 臨床判断モデルにもとづく学習方略と評価のデザイン 細田泰子 看護教育 医学書院 58 5 360-366

201704 メタ認知の支援を目的とした学習方略 細田泰子 看護人材育成 日総研出版 14 1 48-53

岡本　双美子 201803
終末期がん患者とその家族が在宅療養時に訪問看護師
から受けた支援内容の評価

岡本双美子・河野政子・宮﨑さゆり・石川奈名・上
原美智代・大坪よし子・梅田信一郎

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 31-37

201803
在宅看護学実習における学生のルーブリック自己評価表
を用いた学習活動の効果

深山華織・岡本双美子・中村裕美子・松下由美子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 49-56

201803
学士課程における看護実践能力に対する学生の到達状
況の認識

細田泰子・長畑多代・田中京子・渡邊香織・紙野
雪香・藪下八重・大川聡子・北村愛子・岡本双美
子・中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 99-109
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佐保　美奈子 201712 からだとこころの多様性を知り、健康的な生き方を支える 佐保美奈子 日本看護協会機関誌　看護 日本看護協会出版会 52 1 50-51

201706 災害と女性　―災害時の心身のケア
黒田裕子、白井千香、上原優子、工藤里香、佐
保美奈子

Women's Health and Sexuality
（社）性と健康を考える
女性専門家の会

66 2-3

201704
NICU看護師のハイリスク妊婦への産前訪問における看
護実践

佐保美奈子 日本新生児看護学会誌 日本新生児看護学会 23 1 32-39

大川　聡子 201803
市町村保健師の経験のプロセスからみた職業的アイデン
ティティ形成の影響要因－熟練保健師の経験の語りから
－

小路浩子, 上野昌江, 大川聡子 神戸女子大学看護学部紀要 神戸女子大学 3 1 55-64

201803
若年層母親の子育て実態と支援ニーズの特徴－24歳以
下で第1子を出産した母親に焦点を当てて

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 竹
田諒太, 伊計真季, 西本夕紀, 池田和功

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 77-84

201803
学士課程における看護大学生における看護実践能力の
到達目標に対する到達状況の認識

細田泰子・長畑多代・田中京子・渡邊香織・紙野
雪香・藪下八重・大川聡子・北村愛子・岡本双美
子・中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 99-110

201803 保健師のコーディネーションの概念分析 岡野明美, 上野昌江, 大川聡子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 21-30

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

 平成29年度厚生労働科学研究費
補助金　医薬品・医療機器等レ
ギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

48-56

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

平成27～29年度厚生労働科学研
究費補助金　医薬品・医療機器等
レギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

58-67

201705
対応困難な結核患者へ保健師が行った支援の内容と特
徴

安本理抄、 上野昌江,、大川聡子
別冊BIO　Clinica　慢性炎症と疾
患感染症・ワクチンと慢性疾患

北隆館 6 2 138-141

201704
文献紹介　産み育てと助産の歴史－近代化の200年をふ
り返る

大川聡子 家族社会学研究 家族社会学会 29 1 101

冨川　順子 201709 COPD多職種での連携を進め利用者の受診を支援 冨川順子、柱谷久美子 コミュニティケア 日本看護協会出版会 19 10 19-22

佐藤　淑子 201803
病院前救急診療に携わる看護師の感染対策に関する認
識と行動

喜田雅彦、佐藤淑子、高見沢恵美子、堀井理司 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 1-10

201803
特別養護老人ホームでの看護職が実践する感染管理指
標の検討

松田千登勢，山地佳代，佐藤淑子，江口恭子，長畑多代摂南大学看護学研究 摂南大学 6 1 12-20

201704
院内感染の社会問題化に関する一考察-新聞記事の分
析を通して

佐藤淑子 医療の質・安全学会誌 医療の質・安全学会 12 2 175-183

林田　裕美 201706 化学放射線療法を受けているがん患者のレジリエンス 中村由美・田中京子・林田裕美 日本がん看護学会誌 日本がん看護学会 31 1 38-44

紙野　雪香 201803
学士課程における看護実践能力に対する学生の到達状
況の認識

細田泰子、長畑多代、田中京子、渡邊香織、紙
野雪香、藪下八重、大川聡子、北村愛子、岡本
双美子、中村裕美子

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学大学院
看護学研究科

24 1 99-109

201708 新人期看護師の主体性を育む支援 勝山愛、紙野雪香、細田泰子 看護実践の科学 看護の科学社 42 9 60-67

201705
看護学実習現場における患者・学生・教員の関係性の構
造とプロセス　ナラティヴアプローチによる記述（後編）

紙野雪香 看護実践の科学 看護の科学社 42 6 65-76

201704
看護学実習現場における患者・学生・教員の関係性の構
造とプロセス　ナラティヴアプローチによる記述　(前編）

紙野雪香 看護実践の科学 看護の科学社 42 5 58-69

森本　明子 201803
糖尿病者と非糖尿病者の肺機能の比較: 大規模集団に
おける性・年代別検討

園田奈央, 森本明子, 辰巳友佳子, 大野ゆう子 大阪大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

23 1 1-10

201801
Association between alcohol consumption and incidence
of impaired insulin secretion and insulin resistance in
Japanese: The Saku study

Tatsumi Y, Morimoto A, Asayama K, Sonoda N,
Miyamatsu N, Ohno Y, Miyamoto Y, Izawa S,
Ohkubo T

Diabetes Research and Clinical
Practice

Elsevier 135 11-17

201712
A prospective study of the impact of diabetes mellitus
on restrictive and obstructive lung function impairment:
the Saku study

Sonoda N, Morimoto A, Tatsumi Y, Asayama K,
Ohkubo T, Izawa S, Ohno Y

Metabolism Elsevier 82 58-64

山田　加奈子 201803
妊娠糖尿病に対する産後フォローアップ体制
－妊娠糖尿病の治療を行なっている周産期医療施設に
対する聞き取り調査から－

川口弥恵子、山田加奈子、工藤里香、笹野京
子、松井弘美、小嶋由美、立木歌織、大平光子、
松原まなみ、成田伸

日本母性看護学雑誌 日本母性看護学会 18 1 47-54

根来　佐由美 201803
若年層母親の子育て実態と支援ニーズの特徴－24歳以
下で第1子を出産した母親に焦点を当てて－

大川聡子、安本理抄、根来佐由美、上野昌江、
竹田諒太、伊計真季、西本夕紀、池田和功

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 77-84

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

 平成29年度厚生労働科学研究費
補助金　医薬品・医療機器等レ
ギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

48-56

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

平成27～29年度厚生労働科学研
究費補助金　医薬品・医療機器等
レギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

58-67

山地　佳代 201803
特別養護老人ホームでの看護職が実践する感染管理指
標の検討

松田千登勢、山地佳代、佐籐淑子、江口恭子、
長畑多代

摂南大学看護学研究 摂南大学 6 1 12-20

201707
高齢者施設での日常生活において認知症高齢者がアド
ボカシーを必要とする状況と看護師の支援内容

山地佳代、長畑多代 老年看護学 日本老年看護学会 22 1 71-80

南村　二美代 201803
大学院教育におけるセルフヘルプ グループ支援とその
評価

藪下八重，南村二美代，籏持知恵子，中村雅美 大阪府立大学看護学雑
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 127-133

201803
エンド・オブ・ライフおける心不全患者の意思決定支援－
米国Hospice  Hawaiiの視察研修を通して考える－

南村二美代　籏持知恵子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 111-117

中岡　亜希子 201803
回復期にある人工膝関節全置換術術後患者の疼痛の実
態

山口舞子、杉本吉恵、中岡亜希子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 119-126

髙　知恵 201712
Feelings about sexuality of South Korean international
student couples in Japan

Chie Koh、Kyoungwha Na, Ruriko Miyashita
International research journal of
public health

eScience Publisher 1 7 1-8

深山　華織 201803
在宅看護学実習における学生のルーブリック自己評価表
を用いた学習活動の効果

深山華織，岡本双美子，中村裕美子，松下由美子 大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 49-56

84



安本　理抄 201803
若年層母親の子育て実態と支援ニーズの特徴
－24歳以下で第1子を出産した母親に焦点を当てて－

大川聡子、安本理抄、根来佐由美、上野昌江、
竹田諒太、伊計真季、西本夕紀、池田和功

大阪府立大学看護学雑誌
大阪府立大学看護学
研究科

24 1 77-84

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

 平成29年度厚生労働科学研究費
補助金　医薬品・医療機器等レ
ギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

48-56

201800
若者の献血行動を促進する効果的な教育プログラムに
関する研究

大川聡子, 安本理抄, 根来佐由美, 上野昌江, 眞
壁美香, 川口広志, 藤原弘明, 林雅人, 森とも子,
松田岳彦, 山内祥子, 酒井典子

平成27～29年度厚生労働科学研
究費補助金　医薬品・医療機器等
レギュラトリーサイエンス政策研究
事業「効果的な献血推進および献
血教育方策に関する研究」班
報告書

58-67

201705 対応困難な結核患者へ保健師が行った支援の内容と特徴
徳岡良恵、林田裕美、田中京子、香川由美子、
古谷緑

別冊BIO　Clinica　慢性炎症と疾
患感染症・ワクチンと慢性疾患

北隆館 6 2 138-141

氏　名 発表年月 発　表　課　題　名 会　議　・ 学　会　名

澤井　元 201712
A 自治体にある中小規模病院における退院調整機能の
現状

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
A 自治体下の中小規模病院における退院調整看護師の
活動の実際と課題

第37回日本看護科学学会学術集会

201709
Effectiveness of sinusoidal and triangular electrical
pulses in a retinal prosthesis with suprachoroidal-
transretinal stimulation (STS)

 The Eye and The Chip 2017

201709
Update of suprachoroidal-transretinal stimulation (STS)
retinal prosthesis: Efforts for the practical use and the
development of next generation technology

 The Eye and The Chip 2017

201709
脈絡膜上-経網膜方式人工視覚システムにおける正弦
波、三角波刺激の有効性

視覚科学フォーラム2017

201709
家兎の視覚誘発電位計測におけるセボフルラン麻酔の
検討

視覚科学フォーラム2017

201705
The effect of an asymmetric pulse in retinal prosthesis
based on suprachoroidal-transretinal stimulation (STS)

ARVO2017

中山　美由紀 201801 A concept analysis of father’s role 21st East Asian Forum of Nursing Scholars

201712
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査　専門看護師の活動状況

第37回看護科学学会学術集会

201710
Learning needs for nurse managers in NICU to support
patients’ family to transit from NICUs to their home

23rd International Caritas Consortium

201710
Approach to transitional care by nurse managers in a
neonatal intensive care unit

TNMC & WANS　International Nursing Research
Conference

Nakayama, M., Okada,A

201709 心臓外科手術を受けた高齢患者の家族のストレス 日本家族看護学会第24回学術集会

201709
臨床看護師の家族看護教育のニーズと家族看護アセス
メントに関する困難

日本家族看護学会第24回学術集会 岡本双美子、中山美由紀

201706
Issues pertaining to transitional care in the NICU
recognized by certified nurses in neonatal intensive care

13th International Family Nursing Conference Nakayama, M.

201706
Effect of a Family Nursing Seminar for Nurses; A 3-year
Before-After Comparison study

13th International Family Nursing Conference Okamoto,F., Nakayama, M

201706
A survey of family nursing practice in Japan: comparing
educational experiences

13th International Family Nursing Conference

楢木野　裕美 201712
子どもの生活、親の生活から考える医療機関の看護師が
担う虐待予防の子育て支援

日本子ども虐待防止学会第23回学術集会ちば大
会

201712
慢性疾患を抱える乳幼児の親の「気になる養育」の実態
と支援

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回日本看護科学学会学術集会

201708 特別な配慮を有する子どものプレパレーション 日本小児看護学会第27回学術集会

201708
NICUに入院中の子を母親がわが子と実感していると看
護師が捉える親子の様相

日本小児看護学会第27回学術集会

201708
学童前期の小児がん患者の母親に対する病名告知から
初回治療終了までに看護師が認識しているケア

日本小児看護学会第27回学術集会 狗巻見和、楢木野裕美

渡邊　香織 201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回　日本看護科学学会学術集会交流集会

201712
教育・医療現場における性的少数者・性の多様性への理
解増進に向けて

第37回　日本看護科学学会学術集会交流集会

201710
妊娠中期と末期における身体活動量と歩容指標の関連
性

第8回　日本健康運動看護学会学術集会

201710
妊娠中期と末期における歩行指標、身体活動量および腰
痛との関連性．

第58回　日本母性衛生学会学術集会

201710
成人先天性心疾患褥婦の第1子妊娠に至るまでの家族
計画に関する経験

第58回　日本母性衛生学会学術集会

201706
成人先天性心疾患女性のリプロダクティブヘルスに関す
る文献検討

第19回　日本母性看護学会学術集会

3) 学術講演・学会発表

発　表　者　名

澤井元、志田京子、長畑多代、田嶋長子、堀井理司、北
村愛子

澤井元、志田京子、長畑多代、田嶋長子、堀井理司、北
村愛子

H.Sawai、Y.Nakano、Y.Terasawa、H.Kanda、K.Osawa、
M.Ozawa、T.Miyoshi、T.Fujikado、J.Ohota

H.Sawai、Y.Terasawa、Y.Nakano、K.Shodo、K.Osawa、
M.Ozawa、T.Noda、T.Tokuda、J.Ohota

澤井元、中野由香梨、寺澤靖雄、神田寛行、大澤孝治、
三好智満、不二門尚

澤井元、桑原真理子、田代洋行、中野由香梨、寺澤靖
雄、太田淳

H.Sawai、Y.Nakano、Y.Terasawa、H.Kanda、K.Osawa、
T.Miyoshi

Agawa, Y., Nakayama, M., Okamoto, F.

田中京子、籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、中村裕
美子、毛利貴子

Nakayama,M., Okada,A.

永野晶子、中山美由紀、岡本双美子

Yamauchi,A., Nakayama, M., Okamoto, F.

川口めぐみ、楢木野裕美、竹田佳子、岡部英子

小代仁美、楢木野裕美、岡﨑裕子、川勝和子、武田善美

中村裕美子、岡本双美子、楢木野裕美、長畑多代、志田
京子、細田泰子、北村愛子、渡邊香織、松下由美子、深
山華織、籏持知恵子、田中京子

小野 智美、楢木野裕美、今野 美紀、田畑 久江、浅利 剛
史、 井坂久美子、長谷川由香、 熊谷 祐美、岡崎 裕子、
轡 亜貴

佐々木由佳、楢木野裕美

中村裕美子、籏持智恵子、渡邊香織他17名、10番目

渡邊香織、古山美穂、山田加奈子、髙知惠、中嶋有加
里、佐保美奈子

渡邊香織

渡邊香織、本岡夏子、渡邊友美子

本末 舞、渡邊 香織、佐保 美奈子、中嶋 有加里

本末 舞、渡邊香織、中嶋有加里、町浦美智子

85



上野　昌江 201801 妊娠届を活用した支援方法の検討 第6回日本公衆衛生看護学会

201801
結核診断時の思いと治療の認識－回復者へのインタ
ビューを通して

第6回日本公衆衛生看護学会

201801
乳児早期家庭訪問における母親の心理的特徴ー第2
報ー

第6回日本公衆衛生看護学会

201801 乳児早期家庭訪問事例の実態と支援方略－第1報－ 第6回日本公衆衛生看護学会

201712
Ａ市の老人クラブに所属する高齢者のボランティア活動
への参加状況と身体的および心理社会的健康との関連

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
若年母親の特徴と保健師の支援の実態－出産時18歳未
満の母親に着目して

第37回日本看護科学学会学術集会

201710
Early Childhood Parenting Experience Recognition for
mothers nurturing pre-school children

TNMC&WANS
International Nursing Research Conference 2017

201710
Supporting Teenage Pregnancy and Parenting by Public
Health Nurses in Japan

TNMC&WANS
International Nursing Research Conference 2017

201710

Characteristics of Falling Risk of Elderly Living in New
Residential Areas Developed in Japan in the 1960s:
Focusing on The Elderly Participants in a Salon Hosted
by Residents

TNMC&WANS
International Nursing Research Conference 2017

201708
フードモデルを用いて本人が選ぶ食事メニューの内容と
予防行動との関連

第20回日本地域看護学会

201708
大学生の献血に関する実態および意識―看護学生と他
学部学生の比較―

第20回日本地域看護学会

201708
母親の被養育体験認識尺度の開発と信頼性・妥当性の
検討

第20回日本地域看護学会

201708
地域包括支援センター保健師の認知症高齢者に対する
コーディネーションの内容と特徴

第20回日本地域看護学会

201708
１歳６か月児健診、３歳児健診を受診した幼児の生活習
慣と家族の育児機能

第20回日本地域看護学会

201708
幼児初期の子どもを育てる母親の子どもの発達を促すか
かわりの実態とその関連要因

第20回日本地域看護学会

201708
地域で生活する未治療・治療中断の統合失調症を持つ
人への保健師の生活能力の把握と支援

第20回日本地域看護学会

201708
地域で生活する統合失調症を有する人の睡眠と生活リズ
ムの健康に有効な保健行動

第20回日本地域看護学会

201708
新興住宅地域にあるA自治会高齢者の健康関連QOLの
特徴からみた健康課題

第20回日本地域看護学会

田嶋　長子 201712
A自治体下の中小規模病院における退院調整看護師の
活動の実際と課題

日本看護科学学会第37回学術集会

201712
A自治体にある中小規模病院における退院調整機能の
現状

日本看護科学学会第37回学術集会

201712
患者に否定的感情を抱いた精神科看護師の前向きな関
わりに切り替える方略―『状況を捉え直す方略』に焦点を
当てて－

日本看護科学学会第37回学術集会 浮舟裕介，田嶋長子

201710
The constitutive factors of nursing experiences of
psychiatric nurses who had negative emotions while
interacting with patients

International Nursing Research Conference
2017

201706 統合失調症患者における 抗精神病薬の服薬体験 日本精神保健看護学会第27回学術集会 田邉友也，田嶋長子

長畑　多代 201801
Development of Infection Control Indicators for Nurses
at Intensive Care Home for the elderly

21st EAFONS and 11th INC

201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
急性期病院において危険行動により薬物療法を受ける
認知症高齢者とそのケアに対する看護師の認識

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
A自治体下の中小規模病院における退院調整看護師の
活動の実際と課題

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
A自治体にある中小規模病院における退院調整機能の
現状

第37回日本看護科学学会学術集会

201707
Development of Collaboration Index between Nurses and
Care Workers in End-of-Life-Care

The 21st IAGG World Congress of Gerontology
and Geriatrics

201707
Decision-Making Support to Elderly People with
Dementia in Daily Lives

The 21st IAGG World Congress of  Gelontology
and Geriatrics

201706 特別養護老人ホームにおける看護実践の明確化 日本老年看護学会第22回学術集会

中村　裕美子 201712
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査　専門看護師活動状況

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
退院調整看護師が捉える大学病院入院患者の在宅療養
移行の困難にかかわる要因

第37回日本看護科学学会学術集会 吉田麻美、中村裕美子

201712
Interprofessinal　Work　の視点に基づいた独居高齢者の
看取りにおける訪問看護師の役割の検討

第37回日本看護科学学会学術集会 田中美樹、中村裕美子

201712
Shared　Decision　Makingの観点からみた在宅高齢者の
終末期栄養療法に関わるチームの合意形成における訪
問看護師の支援

第37回日本看護科学学会学術集会 清水穂奈美、中村裕美子

201712
在宅高齢者のための認知機能低下予防教室の参加者の
認知機能と自宅課題の実施状況の関連

第37回日本看護科学学会学術集会

201710
Networking System of Certified Nurse Specialists within
Community-based Integrated Care Systems

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

岡本かおり，堀田邦子，上野昌江

安本理抄，上野昌江，大川聡子

眞壁美香 、上野昌江 、大川聡子、根来佐由美 、安本理
抄、佐久間安規子、辻西睦美

佐久間安規子、辻西睦美、眞壁美香 、上野昌江  、大川
聡子、根来佐由美 、安本理抄

竹田諒太、上野昌江、大川聡子

大川聡子、谷村美緒、眞壁美香、吉田有沙, 竹田諒太、安
本理抄、根来佐由美、上野昌江

石橋千夏、藪下八重、籏持知恵子

Satoko Okawa, Mika Makabe, Mio Tanimura, Arisa Yoshida,
Masae Ueno, Risa Yasumoto and Sayumi Negoro

Sayumi Negoro, Risa Yasumoto,Satoko Okawa , and
Masae Ueno

安本理抄，根来佐由美，谷村美緒，大川聡子，上野昌江

眞壁美香，大川聡子，安本理抄，根来佐由美，上野昌江

田中陽子，上野昌江，大川聡子

岡野明美，上野昌江，大川聡子

志村香織，上野昌江，大川聡子

谷村美緒，上野昌江，大川聡子

松本恵子，上野昌江，大川聡子

三橋美和，上野昌江，大川聡子，小松光代，橋本秀美，
桝本妙子

根来佐由美，安本理抄，大川聡子，上野昌江，眞壁美香

長畑多代，志田京子，北村愛子，田嶋長子，中村由美
子，堀井理司，澤井元

志田京子，長畑多代，北村愛子，田嶋長子，堀井理司，
澤井元

浮舟裕介，田嶋長子，冨川順子，柱谷久美子

Chitose matsuda, Kayo Yamaji, Yoshiko Sato, Kyoko
Eguchi, Tayo Nagahata

中村裕美子、岡本双美子、楢木野裕美、長畑多代、志田
京子、細田泰子、北村愛子、渡邉香織、松下由美子、深
山華織、籏持知恵子、田中京子

藤井裕子、長畑多代

長畑多代、志田京子、北村愛子、田島長子、中村裕美
子、堀井理司、澤井元

志田京子、長畑多代、田嶋長子、堀井理司、北村愛子、
澤井元

Tayo Nagahata, Kyoko Eguchi, Kayo Yamaji, Chitose
Matsuda, Mayumi Sasatani, Kae Yamauchi

Kayo Yamaji, Tayo Nagahata

笹谷　真由美、長畑　多代

田中京子、籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、中村裕
美子、毛利貴子

中村裕美子、深山華織、松下由美子

Chieko Hatamochi、Yae Yabushita、Miyuki Nakayama、
Kyoko Tanaka、Yumiko Nakamura、Takako Mouri
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北村　愛子 201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回日本看護科学学会学術集会

201709
看護の力を創り・考え・実践する―看護における希望の
概念とチーム医療

2017年度看護実践研究会（兵庫県看護協会） 北村愛子

201707
急性期医療における「治療を受けること」への意思決定
支援

第23回日本看護診断学会学術大会 北村愛子

田中　京子 201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回日本看護科学学会学術集会集会

201712
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査－専門看護師活動状況

第37回日本看護科学学会学術集会集会

201712
舌切除術を受けたがん患者が食を再構築する上での困
難

第37回日本看護科学学会学術集会集会

201712
造血幹細胞移植患者が退院後に慢性GVHDに対するセ
ルフケアを行う上での困難

日本造血細胞移植学会

201802
舌切除術を受けたがん患者の食を再構築する上での困
難への取り組み

第32回日本がん看護学会学術集会講演集

201802
乳がん術後患者が乳房切除術後疼痛症候群（PMPS)を
抱える上での思い

第32回日本がん看護学会学術集会講演集

201802 がん薬物療法を受ける2型糖尿病患者の困難 第32回日本がん看護学会学術集会講演集

201802
緊急入院で初回化学療法を受けた造血器腫瘍患者の配
偶者が経験する苦痛

第32回日本がん看護学会学術集会講演集

201802
造血幹細胞移植患者が退院後に慢性GVHDに対するセ
ルフケアを行う上での困難に対応する際に看護師に求め
る援助

第32回日本がん看護学会学術集会講演集

籏持　知恵子 201712
地域包括ケアに向けた専門看護師ネットワークシステム
構築のための基礎的調査－専門看護師の活動状況－

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回日本看護科学学会学術集会

201712 クローン病患者がとらえるセルフマネジメント 第37回日本看護科学学会学術集会
石橋千夏、藪下八重、籏持知恵
子

201710
Intervention and Evaluation of Education Program for
Dietary Behavior

The 5th International Nursing Research
Conference

201710
Nurses’Education and Decision Aiding on Self-
Disclosure of Diabetes for Patients

The 5th International Nursing Research
Conference

204710
Networking System of Certified Nurse Specialists within
Community-based Integrated Care Systems A Basic
Survey

The 5th International Nursing Research
Conference

201709
循環器看護を考える；循環器看護って何？循環器看護の
専門性とは？

第14回日本循環器看護学会 学術集会

201709
臨床現場からの研究成果の発信－学会発表から論文投
稿、査読・学会誌掲載までの実例教えます－

第14回日本循環器看護学会 学術集会

201708
維持透析患者への認知行動的アプローチと塩分析を活
用した減塩指導の試み

第43回日本看護研究学会 学術集会

志田　京子 201801
Validation of Reliability and Validity of "Rahim
Organizational Conflict Inventory-ll" for Applying to
Japanese Nurses

21th EAFONS(East Asian Forum of Nrusing
Scholars)

201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
A自治体にある中小規模病院における退院調整機能の
現状

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
A自治体下の中小規模病院における退院調整看護師の
活動の実際と課題

第37回日本看護科学学会学術集会

201712 中小規模病院看護管理向上支援に向けた研究 第37回日本看護科学学会学術集会

201710
Opinions of Nurse and Business Administrators Working
in Japanese Small-sized Hospitals on the Necesssity of
Nursing Managerial Abilities

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference

201708
看護管理業務上の問題解決に関して看護師師長の成長
につながる副看護部長が行う支援の内容とその方法

第21回日本看護管理学会学術集会

201708 大阪での中小規模病院看護管理支援支援事業の試み 第21回日本看護管理学会学術集会

201708
中小規模病院のネットワーク構築の実態と教育体制整備
との関連

第21回日本看護管理学会学術集会

201707
Different Perception of Necessity of Management Skills
between Presidents and Nurse Administrators

28th Sigma Theta Tau International Research
Congress

201707
Career Maturity Characteristics of Mid-Career Japanese
Nurses Working in Small and Mid-Sized Hospitals

28th Sigma Theta Tau International Research
Congress

201705
Evaluation of an Outreach Support Program for
Directors of Nursing of Small- to Mid-Sized Hospitals in
Japan

The ICN 2017

杉本　吉恵 201710 オーバーレイ型マットレスの体圧分散効果と寝心地評価 日本看護技術学会第16回学術集会

201710
ベッドメーキング作業における腰部負担の少ないベッドの
高さに関する検討

第8回日本健康運動看護学会学術集会

細田　泰子 201803
新人期看護師におけるメンタリング機能尺度の内容妥当
性の検討

第28回日本医学看護学教育学会学術集会 古川亜衣美、細田泰子

201803
臨地実習における看護学生のレジリエンスについての質
的研究

第28回日本医学看護学教育学会学術集会 隅田千絵、細田泰子

201803 多職種チームにおける看護師の臨床判断の特徴
日本看護研究学会第31回近畿北陸地方会学術
集会

201803
看護系大学の学生における看護プロフェッショナリズムの
認知

日本看護研究学会第31回近畿北陸地方会学術
集会

西川美樹、細田泰子、紙野雪香

中村裕美子，岡本双美子，楢木野裕美，長畑多代，志田
京子，細田泰子，北村愛子

中村裕美子、岡本双美子、楢木野裕美、長畑多代、志田
京子、細田泰子、北村愛子、渡邉香織、松下由美子、深
山華織、籏持知恵子、田中京子

田中京子、籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、中村裕
美子、毛利貴子

菱谷徳子、林田裕美、田中京子

小西知子、田中京子、香川由美子、林田裕美、志方優子

菱谷徳子、林田裕美、田中京子

西美紀、田中京子、林田裕美、城山敏江、赤尾幸恵、菰
池佳史

服部悦子、林田裕美、田中京子、神﨑美和

山下有沙、田中京子、香川由美子、林田裕美

小西知子、田中京子、香川由美子、林田裕美、志方優子

田中京子、籏持知恵子、藪下八重、中山美由紀、中村裕
美子、毛利貴子

中村裕美子、岡本双美子、楢木野裕美、長畑多代、志田
京子、細田泰子、北村愛子、渡邉香織、松下由美子、深
山華織、籏持知恵子、田中京子

Takako Mouri and Chieko Hatamochi

Fumiyo Minamimura, Chieko Hatamochi, Kayo Yokota and
Naomi Kanayama

Chieko Hatamochi、Yae Yabushita、Miyuki Nakayama、
Kyoko Tanaka、Yumiko Nakamura and Takako Mouri

岡田彩子、阿部隼斗、瀬戸初江、竹原歩、仲村直子、籏
持知恵子、深水愛子、三浦稚郁子、三浦英恵、南川貴
子、若林留美

高谷真由美、山崎優介、白水眞理子、稲垣美紀、宮脇郁
子、宮松直美、落合亮太、北村愛子、瀬戸奈津子、籏持
知恵子

村上知紀、籏持知恵子、藪下八重

Tanaka S., Shida K.

中村裕美子、岡本双美子、楢木野裕美、長畑多代、志田
京子、細田泰子、北村愛子、渡辺香織、松下由美子、深
山華織、籏持知恵子、田中京子

志田京子、長畑多代、田嶋長子、堀井理司、北村愛子、
澤井元

長畑多代、長畑多代、田嶋長子、堀井理司、北村愛子、
澤井元、中村裕美子

吉田千文、志田京子、勝山貴美子、飯田貴映子、手島恵

Shida K., Yoshida C., Katsuyama K., Iida K., Teshima M

酒井美恵、志田京子、撫養真紀子

志田京子、青山ヒフミ、撫養真紀子、大塚寿子、永久教
子、手島恵、吉田千文、勝山貴美子、飯田貴映子

勝山貴美子、吉田千文、志田京子、飯田貴映子、手島恵

Shida K., Muya M.,Takahashi H.

Shida K., Muya M.

Iida K., Teshima M., Yoshida C., Shida K., Katsuyama K.

赤井悠、廣地彩香、北野梨夏、山本明香、山口舞子
杉本吉恵、中岡亜希子

酒井美希、栗岡美弥、杉本吉恵、山口舞子、中岡亜希子

片山由加里、宇野真由美、下岡ちえ、園田悦代、細田泰
子
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201712
新人期看護師の主体性に影響を与えた職場における経
験

第37回日本看護科学学会学術集会 勝山愛、細田泰子、紙野雪香

201712
看護学生の看護実践における倫理的行動についての質
的研究－看護学生のインタビューより－

第37回日本看護科学学会学術集会 相原ひろみ、細田泰子

201712
救急領域における教育指導担当者の教育プログラムの
効果の検討－指導を受けた新人看護師を対象として－

第37回日本看護科学学会学術集会 中山由美、細田泰子

201712
地域包括ケアシステムを支える人材育成と専門看護師
ネットワークシステムとのシナジーモデルの構築

第37回日本看護科学学会学術集会

201711
Situated Cognition of Faculty Regarding Clinical Learning
Environments of Practicums in the U.S. and Japan

Sigma Theta Tau International Honor Society of
Nursing 44th Biennial Convention

201710
A Study on Ethical Behavior in The practice of Nursing
Students’ Clinical Practicum

International Nursing Research Conference 2017 Hiromi Aibara, Yasuko Hosoda

201708 看護師がチームで共有する情報伝達と患者像の特徴 日本看護研究学会第43回学術集会
片山由加里、園田悦代、細田泰
子

201708
初期キャリア形成期看護師におけるピア・コーチングの様
相：フォーカスグループインタビューによる分析

日本看護研究学会第43回学術集会 冨田亮三、細田泰子

201708
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチングにおける効
果

日本看護学教育会第27回学術集会 冨田亮三、細田泰子

201708
新人看護師の組織社会化におけるプロアクティブ行動の
内容妥協性の検討

日本看護研究学会第43回学術集会 卯川久美、細田泰子

201708
看護大学教員のクリティカルシンキングと学生のメタ認知
を促進する支援の関連性の検討

日本看護研究学会第43回学術集会
土肥美子、細田泰子、片山由加
里

201708
潜在看護師が復職後に感じる看護実践上の困難感の変
化

第48回日本看護学会－看護教育－ 神戸美輪子、細田泰子

岡本　双美子 201802
在宅における終末期がん患者と家族への看取りに関す
る訪問看護師の意思決定支援

第32回　日本がん看護学会学術集会 平松瑞子・岡本双美子

201801 A concept analysis of father’s role 21st East Asian Forum of Nursing Scholars

201709
臨床看護師の家族看護教育のニーズと家族看護アセス
メントに関する困難

第24回　 日本家族看護学会　学術集会 岡本双美子・中山美由紀

201709 心臓外科手術を受けた高齢患者の家族のストレス 日本家族看護学会第24回学術集会

201706
A survey of family nursing practice in Japan: comparing
educational experiences

13th International Family Nursing Conference

201706
Effects of Family Nursing seminar for Nurses： A 3-Year
Before-After Comparison Study

13th International Family Nursing Conference

佐保　美奈子 201712
教育・医療現場における性的少数者・性の多様性への理
解増進に向けて

第37回日本看護科学学会

201711
介護保険施設における感染症予防研修：全職員への出
前講座企画

第31回日本エイズ学会学術集会

201711 大阪市Ａ地区における介護職のHIV研修の検討 第31回日本エイズ学会

201710
成人先天性心疾患じょく婦の第1子妊娠に至るまでの家
族計画に関する経験

第58回日本母性衛生学会学術集会

201710
妊娠中期と末期における歩容指標、身体活動量および腰
痛との関連性

第58回日本母性衛生学会学術集会

201708
【実践報告】教育困難校と地域の看護職の連携による若
年妊娠予防プロジェクト

第18回日本人権教育研究学会 佐保美奈子

201707 排泄・性機能障がいをもつ女性の就労支援 第26回　日本小児泌尿器科学会 佐保美奈子

中嶋　有加里 201712
教育・医療現場における性的少数者・性の多様性への理
解増進に向けて

第37回日本看護科学学会

201710
成人先天性心疾患褥婦の第１子妊娠に至るまでの家族
計画に関する経験

第58回日本母性衛生学会学術集会

201710
妊娠中期と末期における歩容指標、身体活動量および腰
痛との関連性

第58回日本母性衛生学会学術集会

201706
成人先天性心疾患女性のリプロダクティブヘルスに関す
る文献検討

第19回日本母性看護学会学術集会

大川　聡子 201801
地域で支える10代の母親～市町村におけるグループ支
援の取り組みから～

第6回日本公衆衛生看護学会

201801
結核診断時の思いと治療の認識－回復者へのインタ
ビューを通して

第6回日本公衆衛生看護学会 安本理抄, 上野昌江, 大川聡子

201801
乳児早期家庭訪問における母親の心理的特徴ー第2
報ー

第6回日本公衆衛生看護学会

201801 乳児早期家庭訪問事例の実態と支援方略－第1報－ 第6回日本公衆衛生看護学会

201712
Ａ市の老人クラブに所属する高齢者のボランティア活動
への参加状況と身体的および心理社会的健康との関連

第37回日本看護科学学会学術集会 竹田諒太、上野昌江、大川聡子

201712
若年母親の特徴と保健師の支援の実態－出産時18歳未
満の母親に着目して

第37回日本看護科学学会学術集会

中村裕美子、楢木野裕美、岡本双美子、長畑多代、志田
京子、細田泰子、北村愛子、渡邊香織、松下由美子、深
山華織、籏持知恵子、田中京子

Yasuko Hosoda, Mayumi Negishi, Paula Gubrud-Howe

Agawa, Y., Nakayama, M., Okamoto, F.

永野晶子、中山美由紀、岡本双美子

Aya Yamauchi, Miyuki　Nakayama,  Fumiko Okamoto

Fumiko Okamoto, Miyuki　Nakayama

佐保美奈子、渡邊香織、中嶋有加里、古山美穂、山田加
奈子、髙知恵、工藤里香、黒田裕子、小笠幸子、稲井裕
見子、上原明子、越智奈緒美

泉柚岐、佐保美奈子、西口初江、豊島裕子、井田真由
美、井内公仁子、熊谷祐子、岡本友子、白阪琢磨

佐保美奈子　古山美穂　山田加奈子　髙知恵　安井典子
三澤朋洋　泉柚岐　西口初江　堀有優美　田中彩水　岸
本晶愛　白阪琢磨

本末舞、渡邊 香織, 佐保 美奈子, 中嶋 有加里

渡邊香織、古山美穂、山田加奈子、高知恵、中嶋有加
里、佐保美奈子

佐保美奈子、渡邊香織、中嶋有加里、古山美穂、山田加
奈子、髙知恵、工藤里香、黒田裕子、小笠幸子、稲井裕
見子、上原明子、越智奈緒美

本末舞、渡邊香織、佐保美奈子、中嶋有加里

渡邊香織、古山美穂、山田加奈子、髙知恵、中嶋有加
里、佐保美奈子

本末舞、渡邊香織、中嶋有加里、町浦美智子

千代みどり, 坂田順子, 足立結花梨, 大川聡子, Lee
Smithbattle

眞壁美香、上野昌江 、大川聡子、根来佐由美 、安本理
抄、佐久間安規子、辻西睦美

佐久間安規子、辻西睦美、眞壁美香 、上野昌江 、大川聡
子、根来佐由美、安本理抄

大川聡子、谷村美緒、眞壁美香、吉田有沙, 竹田諒太、安
本理抄、根来佐由美、上野昌江
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201710
Early Childhood Parenting Experience Recognition for
mothers nurturing pre-school children

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

201710
Supporting Teenage Pregnancy and Parenting by Public
Health Nurses in Japan

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

201710

Characteristics of Falling Risk of Elderly Living in New
Residential Areas Developed in Japan in the 1960s:
Focusing on The Elderly Participants in a Salon Hosted
by Residents

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

201709
ライフスタイルとしての10代の母
－出産を選択した社会的経験に着目して考える－

日本社会病理学会第33回大会 大川聡子

201708
看護学にTEM/TEA（複線径路等至性モデリング/アプ
ローチ） はどう貢献できるか？

日本看護学教育学会第27回学術集会

201708
フードモデルを用いて本人が選ぶ食事メニューの内容と
予防行動との関連

第20回日本地域看護学会

201708
大学生の献血に関する実態および意識―看護学生と他
学部学生の比較―

第20回日本地域看護学会

201708
母親の被養育体験認識尺度の開発と信頼性・妥当性の
検討

第20回日本地域看護学会 田中陽子、上野昌江、大川聡子

201708
地域包括支援センター保健師の認知症高齢者に対する
コーディネーションの内容と特徴

第20回日本地域看護学会 岡野明美、上野昌江、大川聡子

201708
１歳６か月児健診、３歳児健診を受診した幼児の生活習
慣と家族の育児機能

第20回日本地域看護学会 志村香織，上野昌江，大川聡子

201708
幼児初期の子どもを育てる母親の子どもの発達を促すか
かわりの実態とその関連要因

第20回日本地域看護学会 谷村美緒、上野昌江、大川聡子

201708
地域で生活する未治療・治療中断の統合失調症を持つ
人への保健師の生活能力の把握と支援

第20回日本地域看護学会 松本恵子、上野昌江、大川聡子

201708
地域で生活する統合失調症を有する人の睡眠と生活リズ
ムの健康に有効な保健行動

第20回日本地域看護学会

201708
新興住宅地域にあるA自治会高齢者の健康関連QOLの
特徴からみた健康課題

第20回日本地域看護学会

佐籐　淑子 201712
特別養護老人ホームにおける感染管理教育プログラム
の評価

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
多剤耐性菌の保菌および感染症発症のリスク要因につ
いてのICU看護師の認識と予防のための実践

第37回日本看護科学学会学術集会

林田　裕美 201802
舌切除術を受けたがん患者が食を再構築する上での困
難への取り組み

第32回日本がん看護学会学術集会 菱谷徳子・林田裕美・田中京子

201802
乳がん術後患者が乳房切除後疼痛症候群（PMPS)を抱
える上での思い

第32回日本がん看護学会学術集会

201802 がん薬物療法を受ける2型糖尿病患者の困難 第32回日本がん看護学会学術集会

201802
緊急入院で初回化学療法を受けた造血器腫瘍患者の配
偶者が経験する苦痛

第32回日本がん看護学会学術集会

201802
造血幹細胞移植患者が退院後に慢性GVHDに対するセ
ルフケアを行う上での困難尉対応する際に看護師に求め
る援助

第32回日本がん看護学会学術集会

201712
舌切除術を受けたがん患者が食を再構築する上での困
難

第37回日本看護科学学会学術集会 菱谷徳子・林田裕美・田中京子

紙野　雪香 201708 “私”の看護実践を「語り-きく」時空間の創造 日本産業カウンセリング学会第22回大会 紙野雪香

201803
看護系大学の学生における看護プロフェッショナリズムの
認知

第31回日本看護研究学会近畿・北陸地方会学術
集会

西川美樹、細田泰子、紙野雪香

201712
新人期看護師の主体性に影響を与えた職場における経
験

第37回日本看護科学学会学術集会 勝山愛、細田泰子、紙野雪香

201712
ナラティヴアプローチによるキャリア形成のためのプログ
ラムを受けた看護管理者に立ち現れた成果（その１）

第37回日本看護科学学会学術集会 高橋清子、福田敦子、紙野雪香

201712
ナラティヴアプローチによるキャリア形成のためのプログ
ラムを受けた看護管理者に立ち現れた成果（その２）

第37回日本看護科学学会学術集会 福田敦子、高橋清子、紙野雪香

中岡　亜希子 201712
看護師と看護補助者の協働の課題（第２報）－看護師長
が認識する協働の課題

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
看護師と看護補助者の協働課題（第１報）－看護師長と
看護師の看護補助者との協働に対する認識の比較

第37回日本看護科学学会学術集会

201710
人工膝関節全置換術術後患者が経験している疼痛の実
態

第8回日本健康運動看護学会学術集会
山口舞子、杉本吉恵、中岡亜希
子

201710
ベッドメーキング作業における腰部負担の少ないベッドの
高さに関する研究

第8回日本健康運動看護学会学術集会

201710 オーバーレイ型マットレスの体圧分散効果と寝心地評価 日本看護技術学会第16回学術集会

201708
看護師と看護補助者の業務分担と看護業務満足度の現
状

第21回日本看護管理学会学術集会

201708
看護師と看護補助者の協働における職位・職種別のチー
ムワークに対する認識ー急性期補助者体制加算別の比
較

第21回日本看護管理学会学術集会

森本　明子 201711
糖尿病と拘束性及び閉塞性肺機能障害に関する縦断的
検討：佐久研究

第54回日本糖尿病学会近畿地方会

201709
飲酒量とインスリン分泌障害・インスリン抵抗性発症との
関連　佐久研究

第52回日本アルコール・アディクション医学会学
術総会

201706
正常高値血圧および高血圧の糖尿病発症リスク　佐久研
究

第53回日本循環器病予防学会学術集会

Yoko Tanaka , Ueno Masae, Satoko Okawa

Satoko Okawa, Mika Makabe, Mio Tanimura, Arisa Yoshida,
Masae Ueno, Risa Yasumoto and Sayumi Negoro

Sayumi Negoro, Risa Yasumoto,Satoko Okawa, and Masae
Ueno

伊東美智子, 安田裕子、大川聡子、大野志保、中本明世、
林田一子

安本理抄，根来佐由美，谷村美緒，大川聡子，上野昌江

眞壁美香，大川聡子，安本理抄，根来佐由美，上野昌江

三橋美和、上野昌江、大川聡子、小松光代、橋本秀実、
桝本妙子

根来佐由美、安本理抄、大川聡子、上野昌江、眞壁美香

松田千登勢，山地佳代，佐藤淑子，金原京子，小川宣
子，田中真佐恵，吉井輝子

瓜田裕子，佐藤淑子，堀井理司

西美紀・田中京子・林田裕美・城山敏江・赤尾幸恵・菰池佳史

服部悦子・林田裕美・田中京子・神﨑美和

山下有沙・田中京子・香川由美子・林田裕美

小西知子・田中京子・香川京子・林田裕美・志方優子

澁谷幸、中岡亜希子、三谷理恵、冨澤理恵

三谷理恵、中岡亜希子、澁谷幸、冨澤理恵

酒井美希、栗岡美弥、杉本吉恵、山口舞子、中岡亜希子

赤井悠、廣地彩香、北野梨夏、山本明香、山口舞子、杉
本吉恵、中岡亜希子、岩崎幸恵

冨澤理恵、中岡亜希子、澁谷幸、三谷理恵

中岡亜希子、冨澤理恵、三谷理恵、澁谷幸

園田奈央、森本明子、辰巳友佳子、浅山敬、大久保孝
義、伊澤敏、大野ゆう子

辰巳友佳子, 森本明子, 浅山敬, 園田奈央, 宮松直美, 大
野ゆう子, 宮本恵宏, 伊澤敏, 大久保孝義

辰巳友佳子, 森本明子, 浅山敬, 園田奈央, 宮松直美, 大
野ゆう子, 宮本恵宏, 伊澤敏, 大久保孝義
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岡崎　裕子 201712
慢性疾患を抱える乳幼児の親の「気になる養育」の実態
と支援

第37回日本看護科学学会学術集会

201708 特別な配慮を有する子どものプレパレーション 日本小児看護学会第27回学術集会

古山　美穂 201712
教育・医療現場における性的少数者・性の多様性への理
解増進に向けて

第37回日本看護科学学会学術集会

201712
要支援児童等の把握に資する出張セクシュアリティ教育
の評価

日本子ども虐待防止学会第23回学術集会ちば大
会

古山美穂

201711 大阪市A地区における介護職のHIV研究の検討 第31回日本エイズ学会学術集会

201710
妊娠中期を末期における歩容指標、身体活動量および
腰痛との関連性

第58回日本母性衛生学会学術集会

201710 出張性教育授業を活用した教育と福祉をつなぐ取り組み 日本性科学学会第37回学術集会 古山美穂

201708
自他への思いやりを涵養するセクシュアリティ教育の評
価

第36回日本思春期学会学術集会

201708 セクシュアリティ教育実践による経済波及効果 第36回日本思春期学会学術集会

山田　加奈子 201712
教育・医療現場における性的少数者・性の多様性への理
解増進に向けて

第37回日本看護科学学会

201711 大阪市A地区における介護職のHIV研究の検討 第31回日本エイズ学会学術集会

201710
妊娠中期を末期における歩容指標、身体活動量および
腰痛との関連性

第58回日本母性衛生学会学術集会

201710
大阪府における妊娠糖尿病妊婦の管理と病診連携の現
状

第58回日本母性衛生学会学術集会 山田加奈子、大橋一友

201708
自他への思いやりを涵養するセクシュアリティ教育の評
価

第36回日本思春期学会学術集会

201708 セクシュアリティ教育実践による経済波及効果 第36回日本思春期学会学術集会

根来　佐由美 201801 乳児早期家庭訪問における母親の心理的特徴-2報- 第6回日本公衆衛生看護学会学術集会

201801 乳児早期家庭訪問事例の実態と支援方略-第1報- 第6回日本公衆衛生看護学会学術集会

201801
A地区の高齢者サロンに参加する男性高齢者の特徴と参
加を促進する要因

第6回日本公衆衛生看護学会学術集会
山口祥穂、上野 詩織、根来佐由
美

201801
独居男性高齢者の地域生活への思いから考える見守り
活動

第6回日本公衆衛生看護学会学術集会
上野詩織、山口祥穂、根来佐由
美

201712
若年母親の特徴と保健師の支援の実態−出産時18歳未
満の母親に着目して

第37回日本看護科学学会

201710
Supporting Teenage Pregnancy and Parenting by Public
Health Nurses in Japan

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

201710

Characteristics of Falling Risk of Elderly Living in New
Residential Areas Developed in Japan in the 1960s:
Focusing on The Elderly Participants in a Salon Hosted
by Residents

 TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

201708
大学生の献血に関する実態および意識ー看護学生と他
学部学生の比較ー

日本地域看護学会第20回学術集会

201708
新興住宅地にあるＡ自治会高齢者の健康関連ＱＯＬの特
徴からみた健康課題

日本地域看護学会第20回学術集会

201708
フードモデルを用いて本人が選ぶ食事メニューの内容と
予防行動との関連

日本地域看護学会第20回学術集会

山内　加絵 201707
Development of Collaboration Index between Nurses and
Care Workers in End of Life Care

the 21th IAGG
World Congress of Gerontology and Geriatrics

山地　佳代 201801
Development of Infection Control Indicators for Nurses
at  Nursing Homes

21th East Asian Forum of Nursing
Scholars(EAFONS) & 11th International Nursing
Conferences (INC)

201707
Decision-making support to elderly people with dementia
in daily lives by certified nurses

The 21th International Association of
Gerontology and Geriatrics(IAGG) World
Congress of Gerontology and Geriatrics

Kayo Yamaji, Tayo Nagahata

201707
Development of Collaboration Index between Nurses and
Care Workers in End of Life Care

Development of Collaboration Index between
Nurses and Care Workers in End of Life Care

201707
特別養護老人ホームにおける感染管理教育プログラム
の評価

第37回日本看護科学学会学術集会

南村　二美代 201710
Nurses’education and decision aiding on self-disclosure
of diabetes for the patients

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

髙　知恵 201801
The current status of sexual health among Korean
mothers resident in Japan

21st　East Asian Forum Of Nursing Scholars

201712
教育・医療現場における性的少数者・性の多様性への理
解増進に向けて

第37回日本看護科学学会

201711 大阪市A地区における介護職のHIV研修の検討 第31回日本エイズ学会学術集会

小代仁美、楢木野裕美、岡﨑裕子、川勝和子、武田善美

小野 智美,楢木野裕美,今野 美紀,田畑 久江,浅利 剛史,
井坂久美子,岡崎 裕子,長谷川由香, 熊谷 祐美,栗林 佑季,
轡 亜貴

佐保美奈子、渡邊香織、中嶋有加里、古山美穂、山田加
奈子、高知恵、工藤里香、黒田裕子、小笠幸子、稲井裕
見子、上原明子、越智奈穂美

佐保美奈子、安井典子、三澤明洋、泉柚岐、西口初江、
堀有優美、田中彩水、岸本晶愛、白阪琢磨、古山美穂、
山田加奈子、髙知恵

渡邊香織、古山美穂、山田加奈子、髙知恵、中嶋有加
里、佐保美奈子

古山美穂、佐保美奈子、山田加奈子、高知恵、工藤里香

古山美穂、佐保美奈子、山田加奈子、高知恵、工藤里香

佐保美奈子、渡邊香織、中嶋有加里、古山美穂、山田加
奈子、髙知恵、工藤里香、黒田裕子、小笠幸子、稲井裕
見子、上原明子、越智奈穂美

佐保美奈子、安井典子、三澤明洋、泉柚岐、西口初江、
堀有優美、田中彩水、岸本晶愛、白阪琢磨、古山美穂、
山田加奈子、髙知恵

渡邊香織、古山美穂、山田加奈子、髙知恵、中嶋有加
里、佐保美奈子

古山美穂、佐保美奈子、山田加奈子、髙知恵、工藤里香

古山美穂、佐保美奈子、山田加奈子、髙知恵、工藤里香

眞壁美香、上野昌江、大川聡子、根来佐由美、安本理
抄、佐久間安規子、辻西睦美

佐久間安規子、辻西睦美、眞壁美香 、上野昌江 、大川聡
子、根来佐由美、安本理抄

大川聡子,谷村美緒,眞壁美香,吉田有沙,竹田諒太,安本理
抄,根来佐由美,上野昌江

Satoko Okawa, Mika Makabe, Mio Tanimura, Arisa Yoshida,
Masae Ueno, Risa Yasumoto and Sayumi Negoro

 Sayumi Negoro,Risa Yasumoto,Satoko Okawa,Masae
Ueno,

眞壁美香、大川聡子、安本理抄、根来佐由美、上野昌江

根来佐由美、安本理抄、大川聡子、上野昌江、眞壁美香

安本理抄、根来 佐由美、谷村美緒、大川聡子、上野昌江

Tayo Nagahata, Kyoko Eguchi, Kayo Yamaji,Chitose
Matsuda, Mayumi Sasatani,Kae Yamauchi

Chitose Matsuda, Kayo Yamaji, Yoshiko Sato, Kyoko
Eguchi, Tayo Nagahata

Tayo Nagahata, Kyoko Eguchi, Kayo Yamaji, Chitose
Matsuda, Mayumi Sasatani, Kae Yamauchi

松田千登勢、山地佳代、佐藤淑子、金原京子、小川宣
子、 田中真佐恵、吉井輝子

Fumiyo Minamimura, Chieko Hatamochi, Kayo Yokota,
Naomi Kanayama

Chie Koh, Hiroya matsuo, Ruriko Miyashita

佐保美奈子、渡邊香織、中嶋有加里、古山美穂、山田加
奈子、高知恵、工藤里香、黒田裕子、小笠幸子、稲井裕
見子、越智奈穂美

佐保美奈子、安井典子、三澤明洋、泉柚岐、西口初江、
堀有優美、田中彩水、岸本晶愛、白阪琢磨、古山美穂、
山田加奈子、高知恵
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201710
妊娠中期と末期における歩容指標、身体活動量および腰
痛との関連性

第58回日本母性衛生学会学術集会

201708 セクシュアリティ教育実践による経済波及効果 第36回日本思春期学会学術集会

201708
自他への思いやりを涵養するセクシュアリティ教育の評
価

第36回日本思春期学会学術集会

201706
日本在住外国人梁学生カップルのセクシュアリティ～
ワークライフバランスと日・韓の社会現象に関する思い～

第19回日本母性看護学会学術集会

浮舟　裕介 201712
患者に否定的感情を抱いた精神科看護師の前向きな関
わりに切り替える方略―『状況を捉え直す方略』に焦点を
当てて－

日本看護科学学会第37回学術集会 浮舟裕介、田嶋長子

201710
The constitutive factors of nursing experiences of
psychiatric nurses who had negative emotions while
interacting with patients

TNMC&WANS
International Nursing Research Conference
2017

深山　華織 201712
在宅高齢者のための認知機能低下予防教室の参加者の
認知機能と自宅課題の実施

第37回　日本看護科学学会学術集会

201712
就労しながら介護する男性介護者の仕事と介護の両立
のためのセルフマネジメントの実際

第37回　日本看護科学学会学術集会 深山華織、中村裕美子

安本　理抄 201801
結核診断時の思いと治療の認識－回復者へのインタ
ビューを通して

第6回　日本公衆衛生看護学会学術集会 安本理抄,上野昌江,大川聡子

201801
女性のアルコール依存症予防に関する課題と看護職に
よる支援の検討

第6回　日本公衆衛生看護学会学術集会 松下文,安本理抄

201801
乳児早期家庭訪問における母親の心理的特徴－第2報
－

第6回　日本公衆衛生看護学会学術集会

201801 乳児早期家庭訪問事例の実態と支援方略－第1報－ 第6回　日本公衆衛生看護学会学術集会

201712
若年母親の特徴と保健師の支援の実態−出産時18歳未
満の母親に着目して

第37回日本看護科学学会学術集会

201710
Supporting Teenage Pregnancy and Parenting by Public
Health Nurses in Japan

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

201710

Characteristics of falling risk of elderly living in new
residential areas developed in Japan in the 1960s:
Focusing on the elderly participants in a salon hosted by
residents

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2017

201708
新興住宅地域にあるA自治会高齢者の健康関連QOLの
特徴からみた健康課題

日本地域看護学会　第20回学術集会

201708
大学生の献血に関する実態および意識－看護学生と他
学部学生の比較－

日本地域看護学会　第20回学術集会

201708
フードモデルを用いて本人が選ぶ食事メニューの内容と
予防行動との関連

日本地域看護学会　第20回学術集会

徳岡　良恵 201710
当センターで化学療法を受ける肺がん患者の外見変化
に関するニーズの実態調査

第58回日本肺癌学会学術集会

冨田　亮三 201708
初期キャリア形成期看護師におけるピア・コーチングの様
相：フォーカスグループインタビューによる分析

日本看護研究学会第43回学術集会 冨田亮三、細田泰子

201708
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチングにおける効
果

日本看護学教育学会 第27回学術集会 冨田亮三、細田泰子

氏　名 題　　名 会　場　等 講　演　年　月　日
参加者
数(人)

中山　美由紀 家族の力を支える看護 福岡県看護協会 2017年11月28日 100

上野　昌江 平成29年度鳥取県児童虐待未然防止研修会 親・家族の理解： ジェノグラム危機経路図の活用 鳥取県倉吉市 2018年3月17日 50

平成29年度大阪府内保健師児童虐待予防研修
親と家族の理解： ジェノグラム危機経路図の活
用 愛着

I-siteなんば 2018年3月2日 60

平成29年度養育支援ネット推進検討会 虐待予防研修会 虐待する親の理解と 虐待予防のための支援 兵庫県洲本保健所 2018年2月7日 40

平成29年度政令市・中核市ブロック合同保健師新人研修会 保健師活動の特徴としての公衆衛生的視点 大阪府国保連合 2018年2月16日 30

山口県看護協会看護実践能力養成研修会 
児童虐待予防 ～看護職に求められる役割とは
～

山口県看護協会 2018年1月17日 60

第6回日本公衆衛生看護学会学術集会 会長講演
公衆衛生看護の原点から未来につなぐ-健康格
差解消にむけ地域の人々と協働する新たな保健
師の力

大阪国際会議場 2018年1月6日 500

第23回日本子ども虐待防止学会ちば大会応募シンポジウム
大阪府における子ども虐待予防保健師研修等の
取り組み

幕張メッセ 2017年12月3日 60

茨木市保健医療課保健師研修会 児童虐待予防における母子保健の役割 茨木保健医療センター 2017年10月24日 20

子育て世代包括支援センターに係る 市町村従事者研修会
子育て世代包括支援センターにおける これから
の母子保健のあり方

京都府山城南保健所 2017年10月18日 30

神戸市要保護児童対策調整機関調整担当者研修 母子保健の役割と 保健機関との連携 神戸市役所 2017年10月17日 20

第40回近畿地区市町村保健師研修会
妊娠期からのハイリスクケースの発見と支援へ
のつながり

奈良市 2017年9月15日（午前） 100

堺市健康・医療まちづくり推進　産学公民共創シンポジウム 健康まちづくりに向けた 大学と地域の連携 堺市 2017年9月15日（午後） 200

平成29年度堺市専門職員研修「中堅研修」 ～地域診断～ 地域見える化にむけて 堺市役所 2017年8月31日 15

平成29度児童虐待対応母子保健関係職員 指導者研修 虐待予防における母子保健の役割 子どもの虹情報研修センター 2017年7月29日 60

稲美町子育て世代包括支援センター公開講演会
これからの子育て世代包括支援 センターにもと
められる機能と 支援者の役割 ～妊娠期から寄
り添いつながる関係性と虐待保健～

稲美町 2018年7月7日 50

奈良県公衆衛生看護学実習担当者研修 公衆衛生看護学実習で学ぶ 学生に伝えたいこと 奈良県 2018年6月1日 40

渡邊香織、古山美穂、山田加奈子、高知恵、中嶋有加
里、佐保美奈子

古山美穂、佐保美奈子、山田加奈子、高知恵、工藤里香

古山美穂、佐保美奈子、山田加奈子、高知恵、工藤里香

髙知恵、羅卿化

Yusuke Ukifune,Nagako Tajima,Junko Tomikawa,Kumiko
Hashiratani

中村裕美子、深山華織、松下由美子

眞壁美香,上野昌江,大川聡子,根来佐由美,安本理抄,佐久
間安規子,辻西睦美

佐久間 安規子, 辻西 睦美, 眞壁 美香, 上野 昌江, 大川
聡子, 根来 佐由美, 安本 理抄

大川聡子,谷村美緒,眞壁美香,吉田有沙,竹田諒太,安本理
抄,根来佐由美,上野昌江

Satoko Okawa,Mika Makabe, Mio Tanimura, Arisa Yoshida,
Risa Yasumoto,Sayumi Negoro, and Masae Ueno

Sayumi Negoro, Risa Yasumoto, Satoko Okawa and Masae
Ueno

根来佐由美,安本理抄,大川聡子,上野昌江,眞壁美香

眞壁美香,大川聡子,安本理抄,根来佐由美,上野昌江,

安本理抄,根来佐由美,谷村美緒,大川聡子,上野昌江,

良田紀子、德岡良恵、岩田香、岡田由佳理、森下直子、
平島智徳

4） 講演会・シンポジュウム・研修会等の講演

講演会・シンポジュウム・研修会等の講演

福岡県看護協会
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北村　愛子 第15回大阪府立大学同窓会
看護の魅力とプロフェッションフットに基づくキャリ
ア形成

ホテルグランヴィア大阪 2017年9月9日 50

ELNEC-Jクリティカルケアカリキュラム看護師教育プログラム 悲嘆ケア
りんくう総合医療センター研修セン
ター

2017年11月3日 36

大阪国際がんセンター看護部研修会 臨床看護における看護実践の倫理的側面 大阪国際がんセンター 2018年2月23日 60

ELNEC-Jクリティカルケアカリキュラム指導者養成プログラム 悲嘆ケア 京都大学 2018年2月9日

多職種で考える阪神集中治療セミナー 重症患者の回復意欲を引き出すケア ヒューイット甲子園 2018年3月9日 80

籏持　知恵子 看護の実践知を見える化する事例研究とは I-site なんば 2018年2月3日 50

看護研究概論 はびきの医療センター会議室 2017年6月8日 40

志田　京子 大阪府看護協会府南支部 看護研究発表会講評 PL病院 2018年2月 100

大阪府看護協会　サードレベル研修 「保健医療福祉政策論演習」 大阪府看護協会 2017年9月・10月 30

訪問看護新任職員教育担当者研修会 教育プログラムと教育評価 羽曳野キャンパス 2017年9月・10月 40

日本看護協会神戸研修センター　サードレベル研修 「ヘルスケアサービスの創造」 神戸研修センター 2017年8月 60

日本看護協会神戸研修センター　サードレベル研修 ヘルスケアサービス論演習 神戸研修センター 2017年8月 60

看護経営システム研究所研究発表会
中小規模病院のネットワーク構築の実態と教育
体制整備との関連

I-site なんば 2017年6月 18

日本看護協会神戸研修センター　サードレベル研修 統合演習 神戸研修センター 2017年12月1日 60

大阪府看護協会 中小規模病院看護管理者研修 大阪府看護協会 2017年11月 120

呼吸器アレルギー医療センター研究Ⅱ研修
個別指導研究方法・計画書の作成、研究テーマ
の絞り込み

羽曳野医療センター 2017年10月・12月 6

府立病院機構　看護管理者研修 看護管理概論 大阪国際がんセンター 2017年10月 80

細田　泰子
臨地実習と卒後研修を担う病院看護師の教育的
視点

静岡県立大学小鹿キャンパス 2017年10月10日 140

実習評価の意義 奈良県看護研修センター 2017年9月25日 79

実践能力向上コース 淀川キリスト教病院
2017年9月4日
2017年10月3日

20

新人教育につながる実習指導 市立福知山市民病院附属看護学校2017年7月8日 65

看護教育論、看護教育評価論
ナーシングアート大阪
(大阪府看護協会）

2017年5月17日
2017年7月3日、26日

50

岡本　双美子 在宅で死を迎える非がん療養者と家族のケア I-site なんば 2018年1月27日 35

在宅における緩和ケア～がんと非がん～ 京都グリーフケア協会
2017年8月31日
2017年10月20日

4
4

看護研究の基礎 兵庫中央病院
2017年7月5日
2018年3月1日

23
23

看取りに不可欠な多職種連携 インテックス大阪 2018年2月23日 30

看取りに不可欠な多職種連携 ビズアップ総研 2018年2月5日 60

在宅看護の現状 大阪府中小企業団体中央会 2017年10月30日 8

大切な人を亡くす悲嘆に向き合う 市立長浜病院 2017年8月8日 20

グリーフケア（講演） 岡山コンベンションセンター 2017年4月16日 60

大川　聡子 大阪府富田林保健所 子ども虐待発生予防事業研修会 母子保健における記録の書き方 大阪府富田林保健所 2017年12月8日 40

長岡京市子育てコンシェルジュ研修 若年母親への支援のポイント 長岡京市役所 2017年12月27日 30

大阪市子ども家庭支援事業 認定研修 家庭訪問支援の基礎・家庭訪問支援の実際 大阪市立天王寺区民センター 2017年10月12日 6

全国保健師長会兵庫県支部研修会 保健師活動に有効な記録の書き方 兵庫県中央労働センター 2017年10月29日 80

日本社会病理学会大会シンポジウム
ライフスタイルとしての10代の母－出産を選択し
た社会的経験に着目して考える

國學院大学 2017年9月2日 100

長岡京市養育支援訪問事業研修会
若年母親への支援～ライフプラン構築に向けて
～

長岡京市役所 2017年9月8日 30

政令市・中核市ブロック合同保健師新人研修会
①個別の課題から地域の課題へ
②事例のまとめ、記録の書き方
③相手を理解し信頼関係を築く

大阪府国保連合会
①2017年5月22日
②2017年7月4日
③2017年11月6日

25

大阪府・市町村保健師現任研修「1年目研修」 家庭訪問記録の書き方 マッセOSAKA 2017年6月13日 50

東大阪市保健師研修 妊婦面接におけるアセスメント 東大阪市中保健センター 2017年4月28日 50

対人援助学会第21回研究会　
10代で出産した母親と家族の実態に合わせた支
援のあり方

京都キャンパスプラザ 2017年5月26日 30

第1回大阪府母子保健コーディネーター育成研修プログラム 支援台帳・支援計画と評価について 大阪赤十字会館 2017年7月3日 70

療養学習支援センター 第5回看護フォーラム

はびきの医療センター看護研究Ⅱ研修 公開講座

静岡県立大学大学院看護学研究科特別講義

公益財団法人 奈良県看護協会 奈良県実習指導者講習会

淀川キリスト教病院看護部研修

市立福知山市民病院附属看護学校講演会

2017年度大阪府専任教員養成講習会

中堅訪問看護師研修

看護師・助産師コース　基礎級

看護職員能力開発プログラム

第4回介護＆看護EXPO大阪介護・看護セミナー

eラーニング

テクノタイヨーグループ検討会

2017滋賀県がん患者遺族のためのグリーフケア講座①

日本在宅医学会　第2回地域フォーラムin 岡山
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冨川　順子 精神障がい者の在宅看護セミナー平成29年度日本訪問看護財団研修精神科訪問看護の実際

ベルサール新宿グランドコンファレ
ンスセンター（8/27）,CIVI研修セン
ター新大阪東（12/10）,浅草橋
ヒューリックホール(2/18)

2017年8月27日
2017年12月10日
2018年2月18日

230～
260

平成29年度大阪府訪問看護推進事業 第1回精神科訪問看護研修会双極性障害のある人の訪問看護 大阪府社会福祉会館 2017年10月21日 60

中堅訪問看護師研修会 パーソナリティ障害の特徴のある人の訪問看護 I-site なんば 2018年1月20日 50

林田　裕美 学生が成長できるかかわり方 大阪国際がんセンター中会議室 2017年9月14日 20

看護基礎教育における現状 大阪国際がんセンター講堂 2018年2月9日 100

紙野　雪香 成人学習理論　ベイトソンの学習理論を中心に 大阪府立大学羽曳野キャンパス 2017年7月29日 40

古山　美穂 河内長野市教育研究会養護教諭部会講演会
性・人権教育を充実させる具体的な計画と内容
の検討

河内長野市立東中学校 2018年1月29日 30

河内長野市PTA連絡協議会小学校部会研修会
子どもの性とどう向き合うか―肩ひじ張らないお
ウチでの伝え方―

河内長野市立千代田小学校 2018年2月24日 50

山田　加奈子
周産期・育児期の糖代謝異常に強い看護職育成
セミナー

東京医科歯科大学 2017年11月11日、12日 50

氏　名 題　　名 会　場　等 開　講　年　月　日

中村　裕美子 脳いきいき教室　いつまでも若々しく！！頭の体操大阪府立大学Uホール 2017年7月20日

田中　京子 平成29年度 大阪府立大学公開講座（府大講座）
中百舌鳥キャンパス学術交流会
館

2017年10月30日

籏持　知恵子
心臓病を持ちながら、自分らしく生き抜くために、
支えるために

大阪医療センター 2018年3月19日

志田　京子 看護に関する法律と倫理 羽曳野キャンパス 2017年7月7日

古山　美穂 ママカフェ
羽曳野市立子育て支援センター
ふるいち

2017年5月22日、
5月29日、6月5日

LGBTから学ぶ多様な生き方
大阪府立北かわち皐が丘高等学
校

2017年12月13日

性差にとらわれすぎない子育て―夫・子ども・自
分をみつめて―

羽曳野市立子育て支援センター
むかいの

2017年12月12日

ママカフェ
羽曳野市立子育て支援センター
ふるいち

2017年11月20日、
11月27日、12月4日

大阪府校種別実践交流会発表会に向けて計画と
内容の検討

東大阪市立玉川中学校 2017年12月25日

LGBTから学ぶ多様な生き方 大阪母子医療センター 2018年2月9日

ふぁみさぽ交流会 羽曳野市役所 2018年3月1日

井上　奈々 心と身体のストレスチェック
大阪急性期・総合医療センター講
堂

2018年1月7日

德岡　良恵 心と身体のストレスチェック
大阪急性期・総合医療センター講
堂

2018年1月7日

中村　雅美 心と身体のストレスチェック
大阪急性期・総合医療センター講
堂

2018年1月7日

伊藤　良子 エッチのまわりにあるもの 東百舌高等学校（2年生） 2017年9月6日

LGBT、デートDV、性暴力 東百舌高等学校（3年生） 2017年9月6日

6） 出張講義・出前講義

氏　名 出　張　・　出　前　先 開　講　年　月　日 受 講 者 数（人）

杉本　吉恵 奈良平城高等学校 2017年9月28日 22

中嶋　有加里 看護と助産のしごと 大阪府立夕陽丘高等学校 2017年6月7日 17

性感染症予防講演会―HIV/AIDS予防について― 大阪府立緑風冠高等学校 2017年10月19日 283

人の命、心の命を生み育むこと 大阪府立四条畷高等学校 2017年6月1日 360

あなたがいるということ 大阪府立交野高等学校 2017年11月2日 640

自分と自分以外の人 富田林市立明治池中学校 2018年1月30日 80

大阪大学医学部保健学科３年生 2017年6月13日 60

フチュール和泉・あじさい会（和泉市精神障がい者家族会） 2018年2月12日 20

大阪府立農芸高等学校 2017年5月 250

大阪府立大手前高等学校 2018年2月1日 50

大阪府立堺東高等学校 2018年1月25日 250

男女のおつきあいのマナーとデートバイオレンスの予防 大阪府立今宮高等学校 2018年1月25日 520

これからの自分探し 大阪府立阪南高等学校 2017年6月29日 315

大阪国際がんセンター臨床実習指導会

府立5センター新人看護職員実地指導者研修

大阪府立大学大学院看護学研究科主催　訪問看護新任職員教
育担当者研修会

第12回日本母性看護学会セミナー

5) 公開講座

公　開　講　座　名 受講者数(人)

木っと府大DAY 200

がん予防について考えよう 約100

大阪ハートクラブ 第327回市民健康講座 50

看護学概論 20

羽曳野市立子育て支援センターふるいち親子教室(5～6月） 8

大阪府立北かわち皐が丘高等学校職員研修（人権教育推進プロ
ジェクト）

50

羽曳野市立子育て支援センターむかいの子育て教室 20

羽曳野市立子育て支援センターふるいち親子教室（11～12月） 8

東大阪市学校園保健会・養護教諭部会 30

大阪母子医療センター臨床研究セミナー 30

羽曳野市ファミリーサポートセンター会員交流会 8

ふれあい病院探検隊 115

ふれあい病院探検隊 115

ふれあい病院探検隊 115

エッチのまわりにあるもの 30

LGBT、デートDV、性暴力 30

講　義　名

看護の魅力

古山　美穂

冨川　順子

薬物療法と看護師の役割

最近の精神保健医療・福祉について

山田　加奈子

自分を大切にするおつきあいのマナーについて

おつきあいのマナーとデートバイオレンスの予防

おつきあいのマナーとデートバイオレンスの予防

髙　知恵
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氏　名 役　職　名

中山　美由紀 編集委員 委員

専門看護師教育課程認定委員会 委員

楢木野　裕美 一般社団法人 日本看護研究学会 評議員、専任査読委員 委員

一般社団法人 日本小児看護学会 理事、評議員、専任査読委員、学術研究推進委員会、第27回学術集会企画委員 理事、委員

公益社団法人 日本看護科学学会 査読委員、専任査読委員 委員

一般社団法人 日本子ども虐待防止学会 制度検討委員会、ニューズレター編集委員、選挙管理委員 委員

渡邊　香織 大阪母性衛生学会 理事 理事

日本母性看護学会 日本母性看護学会雑誌 査読委員 委員

上野　昌江 一般社団法人 日本公衆衛生看護学会 評議員 委員

一般社団法人 日本子ども虐待防止学会 監事、査読委員 監事、委員

一般社団法人 日本地域看護学会 理事、編集委員長、編集委員 理事、委員長

公益社団法人 日本看護科学学会 日本看護科学学会誌査読委員 委員

日本在宅ケア学会誌 日本在宅ケア学会誌査読委員 委員

日本公衆衛生学会 査読委員 委員

日本家族看護学会 日本家族看護学会誌査読委員 委員

泉大津市 健康泉大津21計画推進委員会 委員長

羽曳野市 羽曳野市健康づくり推進協議会 委員

奈良県 奈良県母子保健運営協議会 委員

奈良県 奈良県立病院機構評価委員会 委員

八尾市 切れ目のない支援のあり方検討会議 委員

大阪府 医療審議会 委員

京都府家庭支援総合センター 児童虐待防止アドバイザー アドバイザー

一般社団法人日本公衆衛生看護学会 第6回日本公衆衛生看護学会学術集会 会長

田嶋　長子 高知女子大学看護学会 高知女子大看護学会誌査 査読委員 委員

羽曳野市 羽曳野市人権審議会 会長

長畑　多代 日本老年看護学会 評議員、査読委員 委員

公益社団法人 日本看護科学学会 査読委員 委員

一般社団法人 日本地域看護学会 査読委員 委員

千葉看護学会 査読委員 委員

藤井寺市
藤井寺市地域密着型サービス運営委員会及び
藤井寺市地域包括支援センター運営協議会

委員

藤井寺市 藤井寺市介護認定審査会委員 委員

藤井寺市 藤井寺市保健福祉計画推進協議会委員 委員

羽曳野市 羽曳野市介護保険等推進協議会会長 会長

大阪府 大阪府介護保険審議会委員 委員

堺市 堺市介護認定審査会委員 委員

中村　裕美子 一般社団法人 教育システム情報学会 人材開発委員、査読委員 委員

訪問看護研修委員会 外部委員 委員

北村　愛子 一般社団法人 日本看護研究学会 評議員、査読委員 委員

公益社団法人 日本看護科学学会 代議員 委員

日本看護倫理学会 理事、評議員 理事、委員

7) 公的な委員会など

委　嘱　先 参 画 委 員 会 名 ・ 職 務 内 容

日本家族看護学研究

一般社団法人 日本看護系大学協議会
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一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会 理事、専任査読委員、評議員 理事、委員

日本看護協会 学会委員会 論文選考 急性看護担当委員長

田中　京子 一般社団法人 日本看護学教育学会 選挙管理委員、学術集会査読委員 委員

日本看護倫理学会 評議員 委員

日本がん看護学会 理事、学会誌査読委員、教育・研究活動委員会委員長 理事、委員

大阪府看護学会 教育・学会担当理事 理事

公益社団法人 日本看護科学学会 代議員 委員

堺市地方独立行政法人　堺市病院機構 評価委員会 評価委員会 委員

籏持　知恵子 一般社団法人 日本循環器看護学会 理事、委員長、委員

日本慢性看護学会 編集委員会専任査読委員 委員

公益社団法人 日本看護科学学会 代議委員 委員

一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会 学会誌専任査読委員 委員

一般社団法人 日本看護研究学会 学会誌専任査読委員 委員

編集委員会 専任査読委員 委員

医学研究倫理委員会委員 委員

堀井　理司 日本感染看護学会 査読委員 委員

日本環境感染学会 評議員 委員

日本健康運動看護学会 評議員 委員

志田　京子 日本看護管理学会 学術誌編集委員. 論文および学術集会投稿論文査読委員 委員

大阪府看護協会 認定看護管理者研修運営委員 委員

NPO法人医療制度研究会 理事 理事

大阪府急性期総合医療センター 医療安全委員 委員

看護経済政策研究学会 評議員 評議員

日本看護協会神戸研修センター 認定看護管理者研修運営委員 委員

杉本　吉恵 評議員 委員

細田　泰子 一般社団法人 日本看護研究学会 評議員、学会誌査読委員 委員

一般社団法人 日本看護学教育学会 評議員、学会誌編集委員、査読委員 委員

静岡県立大学　 資格審査委員会委員 委員

公益社団法人 日本看護科学学会 査読委員 委員

公益社団法人　大阪府看護協会 大阪府専任教員養成講習会運営委員 委員

岡本　双美子 日本死の臨床研究会 編集委員 委員

人間福祉学研究 査読者 委員

羽曳野市介護保険認定審査会 委員 委員

佐保　美奈子 人間福祉学研究（関西学院大学人間福祉学部研究会 査読委員 委員

日本死の臨床研究会 編集委員 委員

日本母性衛生学会 代議員、査読委員 委員

日本小児泌尿器科学会 評議員 評議員

日本思春期学会 評議員、編集委員 評議員、委員

中嶋　有加里 大阪母性衛生学会 幹事 幹事

公益社団法人　大阪府看護協会 学会委員　府南支部助産師職能委員 委員

一般社団法人 日本母性看護学会誌 査読委員 委員

大川　聡子 日本公衆衛生看護学会 第6回学術集会事務局長、査読委員 委員

対人援助学会 理事、査読委員 理事

八尾市衛生問題対策審議会専門部会委員 委員 委員

大阪府看護協会 保健師職能委員 委員 委員

大阪府看護協会府南支部 保健師職能委員 委員

理事、代議員、学会誌編集委員会委員長、学術委員会委員、第14回学術集会企画
委員

一般社団法人 日本腎不全看護学会

大阪府立病院機構 羽曳野医療センター 

日本健康運動看護学会
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羽曳野市介護認定審査会 委員 委員

藤井寺市健康づくり推進協議会 委員 委員

一般社団法人 日本地域看護学会 査読委員 委員

松下　由美子 一般社団法人 日本看護研究学会 評議員、査読委員 委員

佐藤　淑子 大阪支部 施設代表委員 委員

大江　理英 編集委員 委員

委員 委員

林田　裕美 日本がん看護学会 教育・研究活動委員会委員 委員

准看護師試験委員 委員

藪下　八重 日本慢性看護学会 評議員 委員

日本専門看護師協議会 学会専任査読委員 委員

中岡　亜紀子 日本看護管理学会 査読委員 委員

森本　明子 糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ研究会 評議員 委員

日本循環器病予防学会 評議員、査読委員 委員

大阪府看護協会　教育委員会 委員 委員

岡﨑　裕子 一般財団法人　日本小児看護学会 学術・研究推進委員、第27回学術集会実行委員 委員

根来　佐由美 羽曳野市 羽曳野市介護認定審査会 委員

一般社団法人日本公衆衛生看護学会 第6回学術集会事務局 査読委員 委員

深山　華織 一般社団法人日本老年看護学会 査読委員 委員

山田　加奈子 第19回学術集会 実行委員 委員

安本　理抄 第6回　日本公衆衛生看護学会学術集会 査読委員 委員

羽曳野市 羽曳野市介護保険認定審査会 委員

山地　佳代 藤井寺市 藤井寺市介護保険認定審査会 委員

髙　知恵 大阪市生野区社会福祉協議会 大阪市生野区社会福祉協議会　生野区地域福祉アクションプラン女性部会 委員

日本母性看護学会 第19回学術集会 実行委員 委員

德岡　良恵 日本肺癌学会 メディカルスタッフ部会委員 委員

日本看護学会慢性期看護 日本看護学会慢性期看護　査読委員 委員

社団法人　大阪府看護協会 ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修講師 講師

氏　名 相　手　国

志田　京子 タイ王国

細田　泰子 アメリカ合衆国

スイス

大川　聡子 アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

9) その他の社会貢献

氏　名

佐保　美奈子 性と健康を考える女性専門家の会

岡本　双美子 理事

理事

座長

NPO法人　日本医療マネジメント学会

日本集中治療医学会

日本医療安全調査機構

関西広域連合

日本母性看護学会

8) 国際交流活動

関　係　機　関　名 活　動　の　概　要

マヒドン大学 さくらサイエンスプランAコースによる学生4名の招へい

Oregon Health ＆ Science University

Oregon Health ＆ Science University教員の和泉成子氏を
招へいし、地域包括ケア国際セミナー(2017年8月3日）、大
学院講義（2017年8月2日）、FDセミナー(2017年8月4日）を
実施した。

世界エイズ・結核・マラリア対策基金（The Global Fund)
戦略・投資効果局長の國井修氏を招へいし、地域包括ケ
ア国際セミナー（2017年12月11日）を実施した。

セントルイス大学看護学部
海外教員招へい事業においてLee Smithbattle教授を招へ
いし、学部生・院生向けの講義を開催(2018/1/4～1/16)

NPO 愛逢

医療法人 ハートフリー やすらぎ

大阪市葬祭施設指定管理者選定委員会

セントルイス大学看護学部 科研費特定支援事業による海外出張(2018/1/22～6/30)

社会活動先 職　務　内　容

近畿支部長
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編集後記 

 

 大阪府立大学地域保健学域看護学類年報第 13巻を、看護学類各委員会、羽曳野キャンパス事務

所の皆様のご協力により、作成することができましたことを厚く御礼申し上げます。 

本報の掲載内容は、平成 29年 4月から平成 30年 3月までの 1年間の教育・研究等の内容に関

するものです。 

 編集作業を通して、より一層、本大学看護学類、看護学研究科の充実のために教職員、学生ら

とともに改善に向け一歩ずつ積み上げる努力が必要であることを痛感いたしました。さらに大阪

の社会風土に根ざす開かれた公立大学としての役割を担う、社会に貢献する意義ある教育・学術

研究の府としての実績を評価されるよう今後も益々活動していきたいと考えております。 

 

 

 

平成 29年度 部局計画・評価委員会 

委員長 中山 美由紀   研究科長 上野 昌江      

委員 志田 京子      委員 籏持 知恵子  

委員 長畑 多代      委員 中嶋 有加里 

委員 林田 裕美      委員 山地 佳代 

 

 

平成 30年度 部局計画・評価委員会 

委員長 田中 京子    研究科長 上野 昌江      

委員 志田 京子      委員 長畑 多代  

委員 中嶋 有加里     委員 林田 裕美 

委員 根来 佐由美       
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