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はじめに

大阪府立大学地域保健学域看護学類・看護学研究科では、質の高い看護職の育成という教

育活動、保健医療分野における看護ケアの質の向上に向けた研究活動、大阪府の少子高齢化

社会の進展に対応できる在宅ケアの充実とトランジショナルケアの推進にむけた地域貢献

活動を行っています。

2019 年度の看護学類・看護学研究科の重点戦略として、昨年に引き続き「地域包括ケア

システムに対応できる看護職の育成」、「府立病院機構、地域関係機関との連携・研究の推

進」、「グルーバル化推進」、「教員の研究力の向上」を掲げ、活動を展開してきました。また、

大阪府立大学キープロジェクトとして 2016 年度より取り組んできた、NS-Co 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ネットワーク形成によるシナジーモデルの

構築）の最終年度として、学類及び研究科の看護教育の充実や在宅医療に関わる看護職の現

任教育の充実、情報共有システムの開発等の活動を進めてきました。具体的な重点課題・取

り組みは以下の通りです。

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作成

2） 地域包括ケアを推進する人材育成に向けた大学院教育の検討

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） 医療機関・保健機関等との共同研究の推進

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） 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）インテンシブ資金の積極的活用

大学組織が大阪市立大学との統合に向けて変化していくなかで、看護学研究科の教育・研

究・地域貢献をますます発展させていくためには自己点検・評価活動は不可欠です。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。

2020年 3月 31日

看護学研究科長 田中 京子
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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。」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の「教育目的」に示している（規程第 268 号第 2 条

https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200081.html#e000000015）さらに教育目標は、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、教育運営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。 

さら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

革をめざし、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 276 号第 2 条

https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200089.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

明を行うとともに、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ともに、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、広く社会に公表し十分に理解して進学の意思決定ができるよう支援している。 
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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、教員は大学設置基準第10～11条に基づき確保している。 

（規程第228号第10∼11条 https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200041.html#e000000224） 

2019年10月1日現在、専任教員数49名（教授15名、准教授14名、講師13名、助教7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、教育運営委員会、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習得する。「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・技術を習得する。「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、各々が研究と実践から培った能

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43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、教育者、研究者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・
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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10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202号 第2条 https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200464.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。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 235 号第 3 条 3 項

https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200048.html）、本学人事委員会規程に基づき人事委員

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。 

2019年度は、教授1名、准教授2名の採用及び、助教1名の内部昇任を決議した。 

 

 

資料2-1-3   2019年度看護学類 教員 性別構成   

2019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 11 16 11 49 

性別（人） 
女性 0 9 11 15 10 45 

男性 1 1 0 1 1 4 
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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、専任教員を看護学類、看護学研究科に49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34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10名、契約職員 21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。2019年度のTA採用人数は延べ30名、総時間は519時間であった。 

また、2009年度より教員支援者として看護学類教員を支援するパート契約事務職員1名を配置している。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、2005 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

程第第335号 https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200148.html?id=j3_k2）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 262 号 https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200075.html）に基づき、2019

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。 
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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

教育運営委員会、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。 

教育運営委員会、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、教育運営委

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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看護学類・看護学研究科 運営組織図

学類運営会議

入
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報
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会

2020 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 田中学類長(委員長)、籏持教授、杉本教授、細田教授、渡邊教授、中山教授、長畑教授、都筑教授 

 

 

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： 0回  

 

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： 田中教授(委員長)、籏持教授、杉本教授 

・予算： 細田教授、長畑教授、渡邊教授 

・施設： 設備関係：中山教授、都筑教授 

    ＊田中教授(委員長)、籏持教授により全般的に確認 

 

  2) 2019年度は通常の人事管理、予算管理以外に、准教授1名および助教1名の内部昇任、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 田中研究科長（委員長）、澤井教授（副委員長）、渡邊教授、田嶋教授、志田教授、籏持教授 

益准教授、大江准教授、大川准教授、山田講師 

村上事務所長（羽曳野キャンパス事務所） 

 

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6回、臨時3回） 

2） 全学入学試験運営部会 4回 

3） 看護学研究科出願資格審査委員会2回 

 

2．入試の実施状況 

1） 看護学研究科 

① 博士前期課程（2019年8月27日、第1次募集、18名合格） 

② 博士前期課程（2019年12月15日、第2次募集、2名合格） 

③ 博士後期課程（2019年8月28日、5名合格） 

2） 看護学類 

① 特別選抜：推薦入学試験（2019年11月23日、55名合格） 

② 一般入試前期日程試験（2020年2月25日） 

③ 外国人留学生特別選抜（2020年2月25日） 

④ 一般入試後期日程試験（2020年3月12日） 

3） その他 

① 大学入試センター試験（2020年1月18日/19日） 

 

3． 入試制度の検討 

1） 学類入試倍率の維持を目指し、広報部会と連携しながら広報活動を強化した。模擬授業、出

張講義、オープンキャンパス、企業主催の入試相談会を実施し、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） 全学入試運営部会の要請にもとづき、学類のアドミッションポリシーを確認し、一般入試前

期日程における外国語試験科目について現行どおり外国語は英語とする本学の方針を確認

した。 

3） 研究科博士前期課程入試の出願資格の透明性と公平性をはかるため、一部改訂を実施した。 

4） 2021年度の学類一般前期日程入試募集を理系型と文系型に分けて募集することを受けて、そ

れぞれの募集人数を検討した。その結果、35名と15名とした上でどちらか一方の受験型

が定員割れした場合に、もう一方の受験型でその欠員分をカバーする案を作成し、教授会
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の承認を得て、入試運営部会に報告した。 

5） 博士前期課程（1次募集）入試の出願者数が募集人数の26名を下回る21名に留まったこと

により、第2次募集に向けて広報活動を強化することになり、入試広報委員会による大学

院入試説明会の開催（2019年10月26日）を依頼した。 

6） 博士後期課程入試の実施中に面接試験待機者がタブレット端末で文書を読むという行為が

あったため、再発を防止するために待機中の不正行為を再定義し実施要領を改訂した。 

7） 2021年度入試制度改革に沿って、アドミッションポリシーの検討を行うと共に、英語の外部

試験利用や数学・国語の記述式試験の導入についての全学の方針を検討し、入試運営部会

に回答した。 

 

4． その他の活動 

1） 学類教職員の入試業務分担の公平化に努めた。また、負担軽減のため、大学院2次募集での

試験監督は入試運営委員のみで実施した。 

2） 大阪市立大学との大学統合によって発足する新大学で、どのような入試を行うかについて、

研究科ワーキンググループに助言を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 

 

1. 2021年度学類入学試験・研究科入学試験を適正に実施する。 

2. 2021年度学類一般前期・後期日程入試の募集人数や学校推薦選抜の募集要項案（推薦基準や入試

科目、内申書などの調書の評価法）を検討、学類教授会および全学入試運営委員会の承認を得た

のち、速やかに公表する。 

3. 入試広報委員会、就職委員会、教育運営委員会との連携を強化し、入試倍率の回復に努める。 

4. 学類教職員の業務平準化と負担軽減に向けて引き続き努力する。 

5. 2020年度看護学研究科の入試状況を分析し、特に大幅な定員割れをおこした前期課程入試につい

て、そのあり方を検討する。 
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委員会名 入試広報委員会 

目的 入試広報に関する事項 

 

 

 

構成員 渡邊教授（委員長）、田嶋教授（副委員長）、岡本准教授（9月末日）、髙講師、冨田助教、中村助教 

 

 

 

活動概要 １．広報行事に関すること 

・5月： 大学院入試説明会開催 

（前年度1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）

参加者数 50名 昨年度の74名より少なかったが、会場は落ち着いた状況で開催できた。 

・6月：大学院募集要項の送付先検討 

・5月～12月：高校内ガイダンス 11校、進学相談会 ５件 （担当教員の調整） 

・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） 

    受講生 46名であった。 

・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） 

参加者数 8/9（金）524名 8/10（土）1006名  

・大学院入試説明会開催 

（第２回目の開催についての意見聴取、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）参

加者数 32名 春期よりも少ない人数であり、受験希望時期は次年度が多く、二次募集への効果は少

ないと考えられる 

・11月：白鷺祭オープンラボ出典（担当分野依頼、経費負担） 

 

２．広報ツールの作成・修正に関すること 

・4月：看護学類・看護学研究科パンフレット校正、納入確認、配布 

・5月：スタディサプリへの広告掲載（デザイン検討、校正） 

・７月～８月：ターゲティングによる広報活動 

・11月：同窓会会報誌への大学院入試説明会の案内掲載依頼 

・12月：次年度大学院入試説明会企画（ちらし作成、配布方法検討） 

・12月：キャンパスガイド作成準備、（中百舌鳥広報と打ち合わせ、修正、校正） 

・12月：看護学類・研究科パンフレット作成準備（修正個所の確認など） 
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３．HP管理 

・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、学年歴、CNS 名簿などの

更新、学類・研究科、行事等のお知らせアップ） 

 

４．その他 

・部会長は入試広報委員会会議に出席（4回/年＋臨時2回） 

・入試広報部会会議開催（10/年） 

・オープンキャンパスの予算や開催日について、学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  

・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 ・看護学類広報部会の担当役割に関する検討 

・入試広報活動方針の検討（重点課題など） 

・新大学に関する広報活動の検討 
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委員会名 教育運営委員会 

目的 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1)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 中山教授(委員長)、長畑教授、細田教授、北村教授、相原准教授、古山准教授、林田准教授、 

根来講師 

活動概要 2019年度は12回の教育運営委員会および1回の臨時委員会、2回の持ち回り委員会を開催した。 

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 

2019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 

 2019年度在校生履修説明会を2020年2月21日に学年毎に実施し、履修についての全体説明（特に

履修申請手続き等）、追再試験等について説明を行った。 

 

3．履修要項・シラバスの作成 

・学類、看護学研究科共通として、科目ナンバリングコードを作成し、履修要項に反映 

・再試願の提出についての検討→2020年前期より廃止とし、学生必携を修正 

・助産師養成コースを廃止することに伴う教育目標・カリキュラムポリシー・履修要項の修正 

・母性看護学専門看護師コース廃止のため履修要項の修正 

・修士論文・課題研究・博士論文の提出に関する方法を1部の修正 

 

4．教職（養護教諭1種）免許取得に関わる実習に関する準備と事前・事後指導、実習指導 

 カリキュラム部会の教員により、以下のことを行った。 

・教職カリキュラム部会において、養護実習にかかわる事前指導および実習時の指導、事後指導を行

った。 

 

5．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。 

 

6．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。 

 

7．既修得単位認定（1年次生） 

・2020年度入学予定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、昨年度と同様に 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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8．博士論文、修士論文・課題研究発表会の開催への支援 

 大学院生による修士論文・課題研究28名の発表会を準備支援したが、大学の方針に基づき新型コロ

ナウイルス感染症への感染防止のため中止とした。 

 

9．単位未修得学生への指導（アドバイザー支援） 

・2017年度から継続して、学生個人に単位取得状況に関するチェック表を配布し、学生自身による履

修科目の管理やアドバイザーによる履修指導に役立てるようにした。 

・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。 

・必要時は、学生及びその保護者と面談を行い、履修が円滑に進むよう指導を行った。 

 

10．学域共通科目の開講および大学院共通科目の実施協力 

 2019年度入学生への学域共通科目の人間支援科学論、コラボレーション論について、研究公正科目

担当教員の領域を調整、決定し、実施への協力を行った。 

 

11．全学教務関係委員会（教育企画運営会議）への出席 

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

 

12．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。 

 

13.各種要項や既定の改正案の作成 

 研究生等の出願要項等の検討を行った。 

 

14.TA時間配分の調整 

・領域ごとの効果的な、効率のよいTAの運営に向け、時間配分等の調整を行った。 

・TAヒアリングを受け、必要な時間数等の確保に努めた。 

 

 

 

 

来年度の課題 1．受講申請や手続き等、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の検討アドバイ

ザーと協力した単位未修得者への指導等 

2．学類共通科目および大学院共通教育科目におけるコーディネーターの調整 
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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） 学生の休学、退学、復学、除籍に関すること 

（2） 学生の表彰及び処分に関すること 

（3） 学生の生活指導に関すること 

（4） 学生の福利厚生に関すること 

（5） 学生相談に関すること 

（6） その他学生生活に関すること 

 

構成員 籏持教授（委員長）、都筑教授、九津見准教授、山口講師、髙講師、德岡講師 

 

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、臨時委員会1回開催） 

2）全学学生委員会 6回、教育企画運営委員会と同時開催3回、外国人留学生支援部会3回 

 

２．活動状況 

1）奨学支援 

授業料減免 学類28名 大学院7名、特別研究奨励金17名 

2）学生相談 

  委員長への相談2件  

大学院生（前期課程）に対する修学相談員制度実施 

外国人留学生への相談支援（GPA2.0以下の学生への外国人留学者アドバイザーによる学修状況の

面談） 

3）課外活動支援 

  羽曳野クラブサークル登録数  17団体 

クラブの団体結成承認 １団体、解散承認4団体  サークル結成承認 2団体 

4）福利厚生、安全と健康 

   保健室使用件数111件、学生相談利用件数114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0名、杏樹賞：学類4名、大学院0名 

     感謝状：学類0名 

  後期（予定）：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 

     注意等なし                        

6）休退学等 

 〈休学〉前期：学類3名、大学院4名 後期：学類8名、大学院3名  

 〈退学〉前期：学類0名、大学院0名 後期：学類3名、大学院5名 

〈除籍〉なし  
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7）その他 学生生活 

  アドバイザーグループ編成と学生配置の決定 

学生生活のガイダンスの実施（2/21在学生履修説明会） 

年末年始の大学院研究室使用への配慮 

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（2019年10月） 

大学院生室のプリンター等の管理について管理体制を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 １．学生の学生生活充実に向けた支援、学習環境の調整 

２．アドバイザー制度の充実 

３．学生相談（心理相談）体制の検討 
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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 杉本教授(委員長)、長畑教授、相原准教授、長田准教授、佐保准教授、德岡講師、安本助教 

 

活動概要 

 

１．就職ガイダンス等の開催 

【3年生対象】  

第1回 2019年8月7日（水） 

・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：参加人数118名 

第2回 2019年12月24日（火） 参加人数 93名 

・就職活動準備講座（講師：マイナビ） 

・キャリアサポート室利用の勧め、新4年生のための就職活動・国家試験スケジュール説明等 

第3回 2020年21日（金）参加人数116名 

・新4年生のための就職タイムスケジュール 

・就職活動を始めるにあたって ・模擬面接について ・大阪府立病院機構説明会 

【4年生対象】 

第1回 2019年4月3日（水） 参加人数123名 

・就職試験における心得、注意事項 ・模擬面接日程・就職支援について  

・国家試験の準備と国家試験実施日等について 

第2回 2019年7月29日（水） 参加人数106名 

・看護師国家試験の傾向と対策 ・進路報告登録について 

第3回 2020年2月7日（金） 参加人数126名 

・国家試験の心得 ・国家試験自己採点会について ・国家試験受験表配布・説明 

第4回 2020年2月17日（月） 参加人数125名 

・看護師国家試験の自己採点会（マークシート活用による学生の得点傾向確認） 

・合格発表時の指導を実施 

・就職に際して社会人として気を付けること 

・就職支援、国家試験対策に関するアンケートの実施 

・後輩へのメッセージ ・合格発表時の就職施設に対する対応 

 

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 

・2019年4月11日・16日・18日(参加人数48名) 

２）就職に関する事務 
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  ・就職情報・進路資料の管理・就職状況の把握 

 

３．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 

・国家試験までのカウントダウンカレンダーの掲示 

・学習会（解剖生理学、成人看護学等）企画 

・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 

・必修模試対策勉強会（2020年1月8日参加者75名、1月20日参加者 60名）の実施  

 【3年生対象研修会等の実施】 

◆国家試験スタートアップ模試 2019年6月5日（水）参加者数120名 

・さわ研究所「専門基礎模試」解剖生理学60問 ＋解説講義DVD   

◆国家試験対策セミナー 2019年8月7日（水） 参加人数107名 

・実習中から国家試験を学習する意識付け（さわ研究所の無料ガイダンス活用）  

 【4年生対象研修会の実施】 

◆解剖生理学特別講座 2019年7月29日（月）参加人数106名 

・さわ研究者による解剖生理学特別講義    

◆国家試験直前講座① 2019年12月2日（月） 参加人数89名 

・さわ研究所による国家試験によく出る疾患の解説   

◆国家試験直前講座② 2020年2月7日（金） 参加人数126名 

・さわ研究所による国家試験直前総まとめ    

４．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、キャリアサポート活用検討） 

  ・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 

・国家試験対策の評価と実践計画・状況把握 

・看護師国家試験模擬試験結果について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．キャリアサポートとの履歴書添削、面接練習における連携評価  

３．アドバイザー教員との連携 

４．学生主体の国家試験模擬試験の運営の相談 

５．国家試験対策として学類主体で行う研修会とその対策費用の確保（つばさ基金の活用） 

６．国家試験対策への学生参加者割合を増やす方策 
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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）、南村准教授、伊藤講師、岡﨑講師、 

山田講師、根来講師、山地講師、浮舟助教、小泉助教 

 

活動概要 １．主な委員会活動の実施状況 

委員会8回、総合実習学生配置（4月）、臨地実習に関する講習会（8月）、3年次生への実習オリエ

ンテーション（8月）、文部科学省申請書類作成 

 

２．所管事項 

1)実習運営関係 

・2019年度分野別実習オリエンテーションの開催 

・2020年度後期～2021年度前期実習進度表・学生配置表の調整及び作成 

・2019年度の帰校日使用教室の調整および、2020年度の実習帰校日使用教室の調査・予約 

・2020年度総合実習の学生配置数（案）の検討 

・2020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2020年度及び2021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 

・臨地実習に関する講習会（教員対象）の企画・運営 

・実習要項の作成：看護学臨地実習要項、各領域・分野別実習要項、総合実習要項 

・実習で使用する感染予防物品の一括購入 

・2019年度臨地実習における事故報告のとりまとめ 

 加害3件、被害1件、自傷0件、感染0件、その他9件の合計13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・教員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 
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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．臨地実習に関する教員研修を行う必要がある。 

４．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 委員会は、紀要に関する事項について審議する 

 

 

構成員 田嶋教授（委員長）、渡邊教授（副委員長）、南村准教授、山口講師、深山講師 

  

 

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11編、投稿受理10編 

４．紀要委員会のHP作成 

５．投稿申込み、原稿提出、査読依頼などの作業過程を、メールによる対応に変更 

 

 

 

 

 

 

来年度の課題 

 

【紀要の発行手続きに関して】 

１．投稿申込み、原稿提出、査読依頼などの作業過程のメール対応による効率化の推進 

２.メール対応に合わせたチェックリストの修正 

３.メール対応による、個人情報保護に関する必要な確認作業手順の作成（確実な保護を行うために） 
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委員会名 国際交流委員会 

目的 (委員会規程の目的を転記する。) 

(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）、中山教授、佐藤教授、森本准教授、佐保准教授、大川

准教授、 

井上奈講師、山内講師 

活動概要 １． 学類生のマヒドン大学サマースクール参加 

2019年7月30日から8月12日まで、本学学類生4年次生が4名、ラマティボディ校で開催され

たサマースクールに参加した。参加での学びを9月のグローバルカフェおよび10月の1年次生の

授業である基礎看護技術学Ⅰにおいて報告会を実施した。サマースクールへの引率および日本の

医療保健の制度に関するプレゼンテーションのための支援を実施した。 

 

２． マヒドン大学教員およびマヒドン大学病院手術室師長の視察 

2019年5月21日にマヒドン大学シリラート校の教員3名と手術室師長16名が来日し、本学I-site

にて大学紹介と急性期総合医療センターでの手術室見学に同行した。 

 

３． 大学院生の異文化看護フィールドワークA受講 

2019年9月1日から9月14日まで、本学大学院生3名（急性期看護学、看護教育学、母性看護

学）がそれぞれシリラート校2名、ラマティボディ校1名で異文化看護フィールドワークを受講

した。異文化看護フィールドワークBの受講者は0名であった。 

 

４． マヒドン大学教員および学生の研修受け入れ 

さくらサイエンスプログラムの採択を受け、二週間のプログラムを実施した。 

日程：2019年10月27日から11月9日 

受け入れ教員数：ラマティボディ校1名 

受け入れ学生数：ラマティボディ校2名、シリラート校2名 

研修先：適塾史跡、羽曳が丘小学校、りんくう国際医療センター、大阪母子医療センター、助産院、

緑涼高校、ベルピアノ病院、大阪府看護協会、文楽劇場での観劇など 

 交流イベント等の参加：（院生・教員含む）25名（歓迎会、お好み焼きパーティ） 

 

５． 国際看護セミナーの実施 

今年度は2回実施した。 

2019年8月21日 第25回国際看護セミナー「グリーフケアを現場に活かす」＠I-siteなんば 講

演者：森田亜紀（元ホスピスハワイ グリーフケアコーディネーター）参加者20名 

2019年12月20日 第26回国際看護セミナー「セルフマネジメントのための瞑想法」＠羽曳野

キャンパス 講演者：ジョアンナ・シュナイダー（セントルイス大学看護学部 教授）参加者170

名 
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６． ゲストプロフェッサー招へい事業への支援 

大川准教授が招へいしたセントルイス大学教授ジョアンナ・シュナイダー氏への対応を実施した。 

日時 2019年 12月15日から12月29日 

プログラム内容： 

12月17日 公衆衛生看護学Ⅰ（学類2年119名、教員6名）、歓迎会 

12月18日 文献レビューを実践に活かす（院生7名、教員4名） 

12月20日 セルフマネジメントのための瞑想法 （学類4年対象） 

12月21日 看護研究における倫理（院生9名、教員4名） 

12月24日 ロールモデルカフェ（院生7名、女性研究者支援センター3名、教員2名） 

12月25日 メタアナリシス入門（院生5名、教員11名） 

 

７． グローバルカフェの実施 ３回実施した（かっこ内は参加）。 

第一回 6月13日 （院生1名、教員5名） 

第二回 7月24日 （院生2名、教員5名） 

第三回 9月26日 （学類生4名、院生2名、教員8名） 

 

８． プレゼンテーションセミナーの実施 

12月26日にロン・リード氏よりポスタープレゼンテーションに関するデモンストレーション、

英語ポスターの作成方法等について教授を受けた。 

出席者15名（教員12名、博士後期課程学生1名、ゲスト2名） 

 

９． マヒドン大学シリラート校が主催する国際学会（eN-ergizing Nursing Profession for NCD 

Challenges）にco-host 校として参加 

2020年1月8日から10日まで、バンコックのプリンスパレススホテルにて、上記学会が開催さ

れ、本学教員4名がCo-host校のdelegatesとして参加した。演題を4題提出したほか、マーケ

ットプレイスでNS-Co プロジェクトの紹介を実施した。 

 

 

 

 

来年度の課題 １． SSP採択に向けての準備 

２． 国際看護セミナーの企画 

３． ゲストプロフェッサー招へいへの支援 

４． 異文化看護フィールドワーク受講者への支援 

５． 学類生サマースクールの企画（学生助成をどうするかを含め） 

６． 英語プレゼンセミナーのニーズアンケート調査 
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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 楢木野教授（委員長）、杉本教授、三輪教授、中嶋准教授、井上奈講師、山地講師、柱谷助教 

 

活動概要 

 

看護学類の委員会の開催は第1回4月19日、第2回5月24日、第3回6月24日、 

第4回9月11日、第5回11月22日、第6回3月11日、 

総合リハビリテーション学類との合同委員会は3回開催(メール会議)し、合同のセミナー等の開催に

ついて、総リハ及び看護の委員間で話し合いをもった。加えて随時のメール等での調整を行った。 

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 

第1回FDセミナー（8月10日）：「看護研究における実践的質的研究法 M-GTAとは？」 

講師：看護学研究科 教授 都筑千景先生 参加者77名 

第2回FDセミナー（3月11日）： 「学生指導とハラスメント」 

講師：広島大学 教授 横山美栄子先生 新型コロナウイルス感染症感染拡大のため中止とする。 

２．経済学セミナーの開催 

 第1回経済学セミナー（7月19日）： 看護学類・総合リハビリテーション学類合同主催による 

FDセミナーを企画した。「経済学研究科招へい教員との懇談会」 

招へい教育は、Lingling Zhang、ScD、Ms、MPA先生で、Community-Based Health Care、Tecnology- 

Based Intervention and Self-Management of Chronic Heart Disease Parentについての討議を

行った。 参加者21名 

３．看護学類・総合リハビリテーション学類合同セミナー 

 合同セミナー（11月15日）：「メディアサイトのデモ＆説明会」本学が導入しているMediasite 

    の多彩な機能について、第1部は機能についての説明、第2部は実際の操作について、 

参加者14名 

４．FDカフェの開催 

 第１回地域保健学域FDカフェ（10月30日）：「どう使うの？meaQs」 

   講師：獣医学類 田島朋子先生、環境システム学類 岡本真彦先生 参加者10名 

 第２回地域保健学域FDカフェ（3月24日） 新型コロナウイルス感染症感染拡大のため中止

とする。 

５．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。 

６．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。 
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来年度の課題 １．ピア参観の継続 

２．FDセミナーへの参加呼びかけ 
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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 都筑教授（委員長）、森本准教授、林田准教授、井上敦講師 

 

活動概要 1. 全学の情報システム・セキュリティ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・周知を行っている。 

1)委員会開催 

・ 第1回委員会開催（5/17）                                

第1回全学委員会（5/8）報告及びセキュリティ対策基準、インシデントへの確認、大学院生のPC

の保守、およびセキュリティ対策について確認し、管理体制を検討した。 

・ 第2回委員会開催（2/4） 

第2回全学委員会（1/28）報告及び次年度の看護学類のセキュリティ対策の強化について検討し、

年度末の履修ガイダンスから新年度のオリエンテーション、教員会議などで順次周知を図ってい

くこととした。 

 2）メールによる報告 

・ 全学委員会開催後、必要なセキュリティ対策について各委員より領域内へ伝達を指示した。 

  第2回情報システム委員会（2019/7/3開催）の報告 

第3回情報システム委員会（2019/10/16開催）の報告 

2. 講習会への参加 

1) 10月29日開催「「情報セキュリティ講習会（一般利用者向け）」3名参加 

2） 11月27日開催「「情報セキュリティ講習会情報セキュリティ講習会（情報セキュリティ役職

者向け）に1名参加 

3. 学類におけるインシデントの対応と予防策の推進 

・ USB紛失によるインシデントが2件あり、CSIRTへの報告と予防策について協議した。 

・ 情報セキュリティ担当者に対し、インシデントの報告、全学委員会報告を行い、励行事項および

必要な対策を確認した。 

・ 情報格付け取扱手順が施行されたことを受け、USB使用を避け、機密性2以上のデータのやり取り

の際にはマイストレージを活用するよう、部局の構成員に指示した。 

・ 情報セキュリティ講習会（一般利用者向け）への参加勧奨および研修資料を部局の構成員に配布

した。 
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4. 大学院生自習室のPC/プリンター管理 

・学類管理の大学院生自習室のPCについて、保守に業者を導入し、学生委員会と共同で管理を行うこ

ととなった。 

・プリンタートラブルの受付体制を検討し、学生に周知した。 

来年度の課題 1.教員および学生に向けて、情報キュリティポリシー等に関する啓発行動を促進し、情報セキュリテ

ィ対策を強化する。 

1）学生に対して、情報セキュリティポリシー理解や啓発を促すためのチラシを作成し貼付するとと

もに、履修ガイダンスなどで情報の取り扱いについての説明を行う。 

2）教員、非常勤助手に対し、情報セキュリティポリシー理解や啓発を促すための研修会を計画する

（FD委員会と合同） 

3）4月の教員会議において、非常勤助手を含めて情報セキュリティポリシー、格付け、情報の取り

扱いについて説明を行う。 

2.大学院生のPC保守については、次年度プリンターはリースとなり学類管理は終了する。PCについ

ては引き続きセキュリティ対策を実施ししてく。 
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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 田中研究科長、長畑教授(委員長)、志田教授、籏持教授、古山准教授、伊藤講師、大野講師 

 

活動概要 部局における活動： 委員会の開催6回 

1) 2018年度部局計画実施状況の調査及び報告書作成 

   4月教授会審議後に企画総務課に提出 

2) 2019年度部局計画実施状況の調査及び報告書作成 

  12月に上半期実績を企画総務課に提出、1月に確認依頼あり対応 

  3月教育企画運営会議後に年度計画実施状況報告作成依頼予定(4月提出締切) 

3） 2018度年報の作成 

   2019年度に完成し、Webページに公表 

4） 2018年度部局改善実施状況報告調査票の作成 

  5月教授会審議後に企画総務課に提出 

5） 大阪府立大学自己点検・評価(2018年度実施・2019年度公表)部局自己点検・評価報告書作成 

  評価対象期間：2016～2018年度 

領域 6（教育課程と学習成果に関する基準）について、地域保健学域(看護学類)、看護学研究

科の自己点検・評価を実施し、部局評価書を作成 

  選択評価事項 A（研究活動の状況）、選択評価事項 B（地域貢献活動の状況）について、前回報

告書をベースに部局自己評価書を作成 

  領域1～5、選択評価事項Cについては、全学版を確認して対応 

6） 2020年度部局計画作成 

   3月教育企画運営会議後に2020年度年度計画の依頼予定(4月締切) 

 

 

 

来年度の課題 

 

１． 2019年度部局計画実施状況調査(年間)及び報告書作成 （企画総務課提出4月締切） 

２． 2020度部局計画作成(企画総務課提出4月締切) 

３． 2019年度年報の作成・校正と公表 

４． 2020年度部局計画実施状況の調査及び報告書作成 

５． 2021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）、三輪教授、紙野准教授、伊藤講師、岡﨑講師、根来講師、 

村上事務所長（羽曳野キャンパス事務所） 

 
活動概要 教職員へのハラスメントへの啓発と感受性を高めるために講習会を企画、運営した。 

今年度、構成員が直接協議し、対応しなければならないハラスメントの問題は生じなかった。 

 

1. 講習会の企画・運営 

「学生指導とハラスメント相談室」の講習会をFD委員会共催で企画したが、新型コロナウイルス

感染症感染防止対策のため中止になった。 

（広島大学ハラスメント相談室 教授 横山 美栄子による） 

   

2.ハラスメントにかかわる相談 

ハラスメント相談員が相談を受け対応した。ハラスメント相談員を委員会名簿に明示した。 

委員長、事務所長と協議し、外部からの要望書に対応した。 

 

 

 

 

 

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に協力し、多くの教職員

の参加を促していく。 

2．ハラスメント相談員との有機的な連絡・相談体制を構築について継続して検討する。 

3. ハラスメント相談員が教員・アドバイザーにわかるようなアナウンスの実施 
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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 本研究科等の教職員（非常勤を含む）及び学生、客員研究員が行う人間を対象とする研究の倫理審査

に関すること 

 

構成員 田中研究科長、北村教授（委員長）、細田教授、佐藤教授、佐保准教授、冨川准教授、九津見准教授 

村上事務所長（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（2019年4月15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55件中31件の計画書について、迅速審査を行った。（2020年1月22日現在） 

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 70件(現6回)であった。 

博士前期課程：修士論文  11件(うち迅速審査7件) 

課題研究   23件(うち迅速審査14件) 

博士後期課程：本研究   17件(うち迅速審査16件) 

予備研究    5件(うち迅速審査3件) 

教   員 ：      27件(うち迅速審査15件) 

３．迅速審査の定着 

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 

 申請の段階において通常審査に該当したものが2件あり、委員長・副委員長確認後に変更した。 

４．「申請の手引き」に記述内容等の要点を加筆してガイドできるように改訂した。 

 

 

 

 

来年度の課題 ・「申請の手引き」に記述内容等の要点を加筆してガイドできるように改訂したが、情報管理の課題

が残っている。 

・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、見直したいが多くの課題があるため検討しながら進行） 

・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 

・迅速審査の対象については、オリエンテーションで周知する 
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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療養学習支援センター規程第３条第２項の規

定に基づき、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（以下「委員会」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 事業計画に関すること 

(2) 予算に関すること 

(3) その他、療養学習支援センターの管理運営に関すること 

 

構成員 

 

田中研究科長（所長）、三輪教授（主任）、杉本教授（副主任） 

大江准教授、中嶋准教授、岡本准教授（9月末日まで）、井上敦講師、山内講師 

 

活動概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．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6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。 

２．プロジェクト活動研究助成・活動助成 

2019 年度は活動助成では 8件の申請が認められ、総額1,450,338 円の助成を行った。2020 年 3 月

11日（水）に報告会を開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染感染拡大防止のため中止

した。 

３．第7回看護フォーラム 

NS-Coプロジェクトとの共催で、2020年2月1日（土）に大阪府立大学I-siteなんばにて、CNSの

活用促進をテーマにCNSによるセミナー・グループディスカッションを行った。 

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。つばさ基金より支援を受けて新刊図書の購入

を行った。 

６. 年報作成 

年報（第16巻）を作成し、ホームページ上に公開した。 

 

 

来年度の課題 

 

１．プロジェクト活動・研究の活性化を図り、新規研究の取組の増加対策を行う。 

２．闘病記文庫の運営方法について検討する。 

３．看護フォーラムのテーマ・対象について検討する。 

４．Ns-Coプロジェクトの活動を定着・発展させるための具体的計画を検討し、実施する。 

 



 

31 

 

委員会名 動物実験委員会（全学・羽曳野キャンパス） 

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自己点検・評価に関すること 

（4）入学試験の出題及び採点に関すること 

（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 岡田利也（委員長）、笹井和美・児玉靖司（副委員長）、原田敦史、近藤友宏、総田純次、、田中良晴、

澤井元、宮井和政、近藤真司 （以上、全学委員会） 

宮井和政（委員長）、澤井元、叶内宏明（以上、羽曳野キャンパス） 

事務局：青木、橋本（研究推進課） 

 

活動概要 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（206件、 1/15現在）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. 動物実験の従事者に対する教育訓練を2019年5月24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2018年5月31日

と2019年10月25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. 昨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30年度動物実験に関する自己点検・評価報告書」にまとめて本学WEBサイトに公表

した。https://www.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/428/h30_doubutsu.pdf 

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. 国立大学法人動物実験施設協議会・公私立大学動物実験施設協議会による『動物実験関する外部

検証事業の検証結果報告書』に従い、本学における実験動物の飼養と施設管理と動物実験の実施

の適正化を図る。 

3. 2019年度動物実験自己点検・評価報告書を作成し、提出する。 

4. 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 

5. 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)、紙野准教授、九津見准教授、喜田助教 

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（2019年5月30日） 

1)2019年度予算について  

2)2020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)2019年度選書に関する検討 

5)学生希望図書の購入について  

 

２. 第2回委員会（2019年7月22日） 

1) 2020年度電子ジャーナル・データベース・購入雑誌等について 

 現行の見直しと追加データベースの決定 

2) 2020年度総合図書館中百舌鳥購読国内雑誌について   

3) 2020年度総合図書館中百舌鳥購読外国雑誌について  

4）大阪府立大学羽曳野図書センター運営委員会内規等改正 

*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（2019年12月3日） 

1)2019選書について、図書購入の方針を決定する 

2)2020年度国内発行雑誌の購読 

3)羽曳野図書センターギャラリー利用要項廃止及び利用要項の改正 

4)その他 新入生向けの推薦図書案について 

 

４. 第4回委員会（2020年2月17日） 

1) 2020年度データベース利用講習会 

2) 日本バイオメカニクス学会退会について 

 

Ⅱ．その他 

 メール審議は、学生からの図書購入希望があった場合、選書の最終検討の際に実施した。 

 新入生向け推薦図書の推薦を行った。 

 

 

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 

データベース利用講習会を充実させるため、時期・内容を検討する 

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感染対策に関わる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 佐藤教授（委員長）、長田准教授、深山講師、東妻看護師（保健室）、学校医、産業医 

学生グループ、総務グループ、総合リハビリテーション学類：堀部教授（副委員長）、平岡教授、

大西准教授 

活動概要 1．羽曳野キャンパス感染対策委員会の開催 

7月4日（木）に第1回委員会を開催して委員長・副委員長を選出した。また、昨年度の学生・

教職員の感染症発生状況について報告された（インフルエンザ37件、感染性胃腸炎4件、その他

5件）。 

2020 年 3月5日（木）第2回委員会を開催し、羽曳野キャンパスにおける新型コロナウイルス

感染症対策については現状の通りで問題ないことを確認した。また、臨地実習に向けたワクチン接

種推奨のための取り組みについて検討し、3月の教授会に提案することとした。 

2．学生および教職員の感染事案の把握と対応 

保健室の東妻看護師のもとで感染症事案を集約し、委員長と副委員長が随時メールで報告を受

け、インフルエンザなどによる登校停止期間の確認や学生への対応に関する指示を行った。 

3．小児期感染症の抗体検査結果の把握とワクチン接種の推奨 

新入生（1年生と2年次編入生）の小児期感染症の抗体検査の結果、ワクチン接種の追加接種が

必要な学生は、麻疹95人、風疹77人、水痘12人、流行性耳下腺炎57人であった。 

4月26日（金）3コマ「看護学概論」の中で1年生に小児期感染症の抗体検査結果の見方と臨地

実習で求められているワクチン接種の必要性について説明し、抗体価が「陰性」あるいは「基準を

満たさない」学生へのワクチン追加接種を推奨した。2年生に対しては、前年度に抗体検査結果の

見方とワクチン接種についての説明がなされているが、ワクチン追加接種の回数についてのアナウ

ンスが不足していたため、6月4日（火）4コマ「療養支援論：感染」の中で説明し、ワクチン接

種を推奨した（3年生については昨年度中に実施済み）。 

4．学生募集要項に掲載されている感染症対策に関する文言修正の提案 

学生募集要項（2019年度版34頁）の感染症対策に関する文言が看護学類入学生も対象であると

わかるよう修正案を作成し、募集要項を作成する学生委員会へ提案した。 

5．新型コロナウイルス感染症対策  

羽曳野キャンパス内の手指消毒薬の設置状況を確認するとともに、2020 年 1 月下旬からポスタ

ーを掲示し、学生・教職員に対して手洗い・咳エチケットの啓発を行った。 

来年度の課題 1．臨地実習に向けたワクチン接種の推奨とその後のフォロー体制の整備 
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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医療センター指導者との講義・演習等での交流 

・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。 

基礎看護技術学Ⅱ4回、療養支援学概論2回、家族支援論：小児Ⅱ2回、助産診断技術学Ⅱ2回、

基礎看護技術学Ⅲ13回、病態看護論を1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5医療センターに提案した。結果、合計32名の授業参加があった。 

・参加者からは具体的に伝えることを取り入れたいと思う、考える力はこうして育っていること

を知ることができた。実習に来ている学生は緊張が強い感じがあるので、活発に発言している

様子が見られたのが良かった。本人たちに自信が持てるような、次につながるような言葉かけ

も必要だと感じたなど、学生の授業に参加して学生理解につながり良かったという意見が聞か

れた。 

２．5医療センター臨床講師との協働やCNS活動の共同推進にむけての意見交換 

・本年度は、実習指導等での教員交流についての活動に留まったため、引き続き連携できる内容

を検討していく旨を報告した。（2019年10月30日15：00～5医療センター看護部長会出席） 

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）において、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。研究計画までが時間がかかったが、倫理審査が通り研究進行中であ

る。 

４．共同研究、研究共有の場の充実 

・療養学習支援センター企画や NS-Co 企画のイベントに参加して地区の看護師や参加された指導

者の方々と交流を図っている。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する。 

５．ふれあい病院探検等、行事企画参加 2020年1月12日（日） 10時00分～15時30分 

古山美穂准教授、深山華織講師協力で、赤ちゃん人形を抱っこしてみよう！～パパママ気分で

写真を撮れるよ～を企画、参加者 62人 

６．クロスアポイントメント制度についての検討 

   制度の理解と教員活動の実績から実現可能性や課題を検討した。 

 

来年度の課題 次年度も府立 5 医療センターとの講義・演習等での交流を継続する。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、活動を継継続する。具体的には、①指導者交流会、②研究、③授業参観、④療養学

習支援センター企画とNS-Coとの協働等の活動を検討していく予定。 
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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) 文科省「モデル・コア・カリキュラム」、JANPU「看護学士課程におけるコアコンピテンシー」に

対応するカリキュラムの作成 

(2) JANPU「看護系大学における養護教諭養成のためのコアカリキュラム」の検討と養護教諭養成教育

の充実 

(3) 大学院課程カリキュラムの評価（CNSコースを含めて） 
(4) 大学院博士前期課程カリキュラム評価に基づく検討 
(5) 助産師教育の大学院化の検討 

構成員 細田教授（部会長）、長畑教授、渡邊教授、古山准教授、林田准教授、南村准教授、紙野准教授、 

大川准教授、冨川准教授 

活動概要 １．主な部会活動の実施状況 

部会11回、文部科学省申請（助産師教育・2年次編入廃止）書類作成、医学教育課からの意見に基づ

く修正・確認（7月、10月）、新大学カリキュラムの科目および担当者検討、シラバス・科目概要の

依頼（9～10月）、地域包括ケア国際セミナー（5回）開催（6月、12月）、看護基礎教育検討会の情

報収集 

 

２．所管事項 

 1) カリキュラムの検討 

 (1) 教育目的・教育目標・ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー案の検討 

 (2) 新大学および指定規則の変更を見据えたカリキュラムの検討 

 (3) 新大学カリキュラムの科目および担当者検討（大学院・学部） 

 (4) 新大学カリキュラムの科目担当者へのシラバス・科目概要の依頼 

 

 2) 文部科学省申請書類作成   

(1) 助産師教育の廃止に関する理由および必要データの集約 

(2) 2年次編入の廃止に関する理由および必要データの集約 

(3) 本学看護学類の設置趣旨等の追加・修正 

(4) 臨地実習委員会と調整し、実習計画、実習指導体制の作成 

(5) 医学教育課からの意見に基づく修正・確認 

 
3) 看護基礎教育検討会の情報収集 

(1) 看護学教育制度委員会企画講演会「どうなる？指定規則―10年後の社会を見据えた看護学教育

の方向性―」参加 

(2) 日本看護系大学協議会主催「文部科学省・厚生労働省からの情報提供」参加 

(3) 日本看護学教育学会第29回学術集会 文部科学省・厚生労働省合同特別企画「これからの看護

教育行政」参加 

(4) 学研ナーシングセミナー 「ヒューマンケアリングの実践と教育」参加 

(5) 全国助産師教育協議会 将来構想委員会主催「望ましい助産師教育コアカリキュラム進歩状況報
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告会・研修会」参加 

(6) 看護基礎教育検討会の議事録、資料、報告書や、雑誌等における新カリキュラムの解説を読み、

保健師助産師看護師学校養成所指定規則及び看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン

の改正案の概要を把握した。 

 

4) カリキュラム検討に向けたセミナーの開催 
目的：地域保健学域看護学類および大学院看護学研究科の今後のカリキュラム検討に向け、地域包

括ケアに係る人材育成に焦点をあて、トランジショナルケアの実践について理解を深め、教員、大学

院生、学類生、看護職員の教育的取り組みに活かす。  

講師：Oregon Health & Sciences University医学部 古屋麻奈美（ナースプラクティショナー） 
(1) 米国における高度実践看護師のトランジショナルケア 

 日程：2019年6月26日（水）10:00～12:00、場所：羽曳野キャンパスK401教室 

 参加者数：28名・・・院生15名 教員13名 

(2) トランジショナルケアにおける高度実践看護師の役割 

日程：2019年6月26日（水）13:00～14:30、場所：羽曳野キャンパスL401教室 

参加者数：65名・・・学類生4名 院生16名 教員17名、その他（学外）28名 

  講師：Boston College看護学部 准学部長・教授 Dr. Christopher Lee 
解説：静岡県立大学 根岸まゆみ 

(3) トランジションにおける複数の慢性疾患管理 

日程：2019年12月5日（木）10:30～12:00、場所：羽曳野キャンパスJ402教室 

参加者数：22名・・・院生12名 教員8名、その他（学外）2名 

(4) トランジションにおける慢性疾患のSymptom Theory とセルフケアの役割 

日程：2019年12月5日（木）15:00～16:30、場所：羽曳野キャンパスJ402教室 

参加者数：21名・・・院生15名 教員4名、その他（学外）2名 

(5) 病院から在宅へのトランジションにおける慢性疾患のセルフケア 

日程：2019年12月6日（金）12:50～14:20、場所：羽曳野キャンパスL204教室 

参加者数：148名・・・学類生123名、院生2名 教員12名、その他（学外）11名 

 

 

来年度の課題  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

37 

 

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2004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

2011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 対人支援のコミュニケーションのための基礎となる国語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  2020年度入学者選抜要項 

②  2020年度学生募集要項（一般入試） 

③  2020年度推薦入学学生募集要項 

④  2020年度外国人留学生特別選抜学生募集要項 

⑤  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、2005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、2008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｢化学・生物｣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 

②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。

2019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。 

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実施要員説明会を行

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。 
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３）入学者受け入れの現状 

  2019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  2019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 50 

後期日程 15 15 

特別選抜 
推薦入学 55 55 

外国人留学生特別選抜 若干名 0 

編入学 2年次編入学 10 9 

 

 

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2004年度に制定した。2016

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、

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． 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 
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   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

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正かつ円滑に行われる

ような体制が整っている。2018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。 



 

41 

 

３）入学者受け入れの現状 

2019年4月入学手続者の現状を次に示す。 

資料4-2-3  2019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 20 

博士後期課程 5 9 

 

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年次編入入試では過去3年間の出願が見られた関西圏内の27大学、関西圏外の4大学、

計31大学に募集要項を送付し、推薦入試では府内の公立高等学校162校、2年連続で出願が見られた府内私立

高等学校23校、府外の高等学校3校、計188校に募集要項を送付した。 

また、2018年8月4日・5日に、オープンキャンパス（看護学類の来場者数1740名、保護者を含む）を開催

し、募集要項などの資料配布を通して周知の機会とした。 

入試広報活動の高校生のための授業体験Week（7月12日）には羽曳野キャンパスで模擬授業（高校生27名

参加）を開催した。 

AERAMOOK や、大学選びを始める高校生や保護者のための本に看護学類の広告を掲載、さらに大阪シティ

バスの側面や阪神電車連結部へも看護学類の広告を掲載し、府大の看護学類の存在をアピールした。 

 

（２）大学院課程 

大学院受験生対象の説明会を5月19日に羽曳野キャンパスで開催した（参加者74名）。 

大学院入試では、74校の大学、30ヶ所の看護協会、219ヶ所の病院や保健所に募集要項を郵送した。 

 また、8月4日・5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。 

大阪府看護協会主催の研究発表会会場に、府大看護学研究科のブースを設置、研究科入学生募集の広報活

動を行った。 

その他には府大看護学類同窓会誌送付に、大学院入試説明会のちらしを同封し広報活動を行った。 

 

 

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。2019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。2019年度は科目等履修生1名を受け入れた。また、研究生の受け入れはなかった。 
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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、2015年度より看護学

類の教育課程編成実施方針を検討し、2016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日間中百舌鳥キ

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）97科目、教養科目88科目、教育展開科目30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。 

2012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、「教育の基礎的理解に関する科目等」「養護に関する科目」「大学が独自に設定する科目」「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、2006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。 

(2016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。
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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276号第3条）に基づき、専攻領域及び分

野を定めている。また、2015年度より全学的な取り組みとして「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/428/1_koudoukihan_20190301.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。 
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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。 

 

(2016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、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10分野の専門看

護師（CNS）コースを設置している。CNSコースは、2012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、2013年度に「精神看護」が、2015年度に「在宅看護」が、2016年度に「家族看護」

が、2018 年度に「老年看護」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、2016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、

2016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、経済学研究科の科目である「経済学特論ⅠA」「経済学特論ⅠB」「経済学特論ⅡB」のうち2単位を履修

することができるように配置した。 

さらに2018年度からは「異文化看護フィールドワークA」「異文化看護フィールドワークB」と国際交流に関す

る科目を増やし充実を図った。 

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」は専攻領域ごとの特論・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 ○
 がん病態学 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A 2 2 30 ○ ○
◇異文化看護フィールドワークB 1 1 15 ○ ○
*新「共通特論Ⅰ」：臨床腫瘍学総論 2 30 ○
*新「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
学年進行

単位数 単位数 １年次 ２年次
選択 講義 演習 前期 後期

共
通
教
育

開講時期は
時間割を参照

必修 選択 必修

基
　
　
盤
　
　
教
　
　
育

実習 前期 後期

修論ｺｰｽ  CNSｺｰｽ
授業時間数

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育

看
護
技
術
学
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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) 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 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 ○
 地域看護学演習Ⅲ 1 30 ○
 地域看護学実習 ※(6) 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 ○ ○

生
　
活
　
支
　
援
　
看
　
護
　
学

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育

前期 後期前期講義 演習

授業時間数
学年進行

選択

区
　
分

領
　
域

分
　
野

授　業　科　目
 CNSｺｰｽ

単位数 単位数 １年次 ２年次

家
　
族
　
支
　
援
　
看
　
護
　
学

母
性
看
護
学

家
族
看
護
学

小
児
看
護
学

必修 後期

修論ｺｰｽ

必修 実習

地
域
看
護
学

精
神
看
護
学

選択

※(6)

※(6)

※(6)
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 老年看護学特論 2 2 30 ○
 老年看護学援助特論Ⅰ 2 30 ○
 老年看護学援助特論Ⅱ 2 2 30 ○
 老年看護学援助特論Ⅲ 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Ⅰ 2 90 ○
 老年看護学実習Ⅱ 4 180 ○ ○
 老年看護学実習Ⅲ 4 180 ○ ○
 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 ○ ○
 急性看護学課題研究 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 ※(6) 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 ○ ○

老
年
看
護
学

※(6)生
活
支
援
看
護
学

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育

療
　
養
　
支
　
援
　
看
　
護
　
学

※(6)

必修

※(6)

選択

区
　
分

領
　
域

分
　
野 講義 演習

授　業　科　目
修論ｺｰｽ  CNSｺｰｽ

授業時間数

後期

学年進行

単位数 単位数 １年次 ２年次
後期選択 実習必修

在
宅
看
護
学

急
性
看
護
学

慢
性
看
護
学

前期 前期
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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 ○
□多職種参加型症例検討演習 1 15 ○
*模擬患者による多職種参加型個別化医療
課題演習 1 15 ○

 がん看護学実習Ⅰ 6 270 ○ ○
 がん看護学実習Ⅱ ※(6) 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 ○ ○

「◇｣付き科目の詳細は別途通知する。また、異文化看護フィールドワークAの定員は4名とする。

「□｣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。
 ※(6)は当該分野CNSコースの実習科目のうち、本学の修了要件の必修単位数が6単位以上であることを表す。

 ◆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。

療
　
養
　
支
　
援
　
看
　
護
　
学

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育

実習 前期 後期 前期 後期

領
　
域

分
　
野 必修 選択 必修 選択 講義 演習

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

※(6)

　　  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

が
ん
看
護
学

感
染
看
護
学

 (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。

「*｣付き科目については、『がん医療に強い専門看護師養成コース』の学生は受講できる。

授　業　科　目
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必修 選択 講義 演習 前期 後期 前期 後期 前期 後期

研究公正Ｂ (継) 1 15 ○

イノベーション創出型研究者養成Ⅰ(な) 2 30

イノベーション創出型研究者養成ⅡA～ⅡH 各１ 各15

イノベーション創出型研究者養成Ⅲ(な) 2 30

イノベーション創出型研究者養成Ⅳ(な) 2 30

看護学研究方法論 30 　○

看護学研究方法論演習 1 ○

生体科学研究方法論 1 15 ○

健康科学研究方法論Ⅰ 1 15 ○

健康科学研究方法論Ⅱ 1 15 ○

看護理論開発方法論 1 15 ○

看護技術・情報学特論 2

看護技術・情報学演習 2 60 ○

看護管理・教育学特論 2

看護管理・教育学演習 2 60 ○

母子健康看護学特論 2

母子健康看護学演習 2 60 ○

家族健康看護学特論 2

家族健康看護学演習 2 60 ○

地域・精神看護学特論 2

地域・精神看護学演習 2 60 ○

在宅・老年看護学特論 2

在宅・老年看護学演習 2 60 ○

生活支援看護学特別研究 6 270 ○ ○ ○

急性療養看護学特論 2

急性療養看護学演習 2 60 ○

慢性療養看護学特論 2

慢性療養看護学演習 2 60 ○

がん療養看護学特論 2

がん療養看護学演習 2 60 ○

感染療養看護学特論 2

感染療養看護学演習 2 60 ○

療養支援看護学特別研究 6 270 ○ ○ ○

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

授業時間数 １年次 ２年次 ３年次区
分

領
域

授　業　科　目
単位数

共
通
教
育

基
盤
教
育

30 ○

       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。

生
活
支
援
看
護
学

療
養
支
援
看
護
学

30 ○

（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。

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育

30 ○

30 ○

30 ○

30 ○

30 ○

30 ○

2

30 ○

     開講時期、中継講義は時間割を参照

30

30 ○
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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、2005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 280 号第 10 条

https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200093.html#e000000125）、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268第10条）、2012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。 

2012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、2012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228号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。 

 また、入学前の既修得単位の認定は、大阪府立大学大学院学則（規程第229号第14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、10単位を上限とし修了要件単位に認定すること

とした。 

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・
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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

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2015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。2017年度は審査基

準に基づいて審査している。(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276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、2017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。 
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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、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、5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Ⅱ４回、療養支援学概論2回、家族支援論：小児Ⅱ2回、助産診断技術学Ⅱ2回、基礎看護技術学

Ⅲ13回、病態看護論を１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5医療センターに

提案した。結果、合計32名の授業参加があった。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

究を支援している。 

また、ふれあい病院探検隊など行事に参加し連携した。 

 

 

３）新カリキュラムに向けての検討 

 2017年度より看護学類カリキュラム検討部会が設置され、2019年度は1)カリキュラムの検討、2)文部科学省

申請書類の作成、3)看護基礎教育検討会の情報収集、4)カリキュラム検討に向けたセミナーの開催を行ってきた。 
 カリキュラムの検討では、教育目的・教育目標・ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー案、新大学およ

び指定規則の変更を見据えたカリキュラムを検討した。新大学カリキュラム（大学院・学部）の科目および担当

者を検討し、科目担当者へのシラバス・科目概要の作成を依頼した。 
 文部科学省申請書類の作成では、助産師教育および 2 年次編入の廃止に関する理由および必要データの集約、

本学看護学類の設置趣旨等の追加・修正、臨地実習委員会と調整し、実習計画、実習指導体制の作成を行った。

また、申請書類に対する文部科学省医学教育課からの意見に基づく修正、確認を行った。 
 看護基礎教育検討会の情報収集では、看護学教育制度委員会企画講演会「どうなる？指定規則―10年後の社会

を見据えた看護学教育の方向性―」、日本看護系大学協議会主催「文部科学省・厚生労働省からの情報提供」、日

本看護学教育学会第 29 回学術集会 文部科学省・厚生労働省合同特別企画「これからの看護教育行政」、学研ナ

ーシングセミナー 「ヒューマンケアリングの実践と教育」、全国助産師教育協議会 将来構想委員会主催「望まし

い助産師教育コアカリキュラム進歩状況報告会・研修会」にカリキュラム検討部会委員が参加した。また、看護

基礎教育検討会の議事録、資料、報告書や、看護系の雑誌等における新カリキュラムの解説を読み、保健師助産

師看護師学校養成所指定規則及び看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインの改正案の概要を把握した。 
カリキュラム検討に向けたセミナーの開催では、大阪府立大学NS-Coプロジェクトと共催し、地域保健学域

看護学類および大学院看護学研究科の今後のカリキュラム検討に向け、トランジショナルケアについて理解を深

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つのセミナーを企画・運営

した。前期はオレゴン健康科学大学（Oregon Health & Sciences University）医学部の古屋麻奈美（ナースプ

ラクティショナー）を講師として、2019年6月26日10:00～12:00に参加者28名（大学院生15名、教員13
名）を対象に「米国における高度実践看護師のトランジショナルケア」、同日13:00～14:30に参加者65名（学
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類生4名、大学院生16名、教員17名、学外参加28名）を対象に「トランジショナルケアにおける高度実践看

護師の役割」をテーマとするセミナーを開催した。セミナーのアンケート結果より、「内容の理解」および「今

後の自分に役立つか」の評価が高く、トランジショナルケアにおけるナースプラクティショナーの実践が理解で

きたことが意見や感想に記載されていた。後期はボストン大学（Boston College）看護学部の准学部長・教授の

Dr. Christopher Leeを講師として、2019年12月5日10:30～12:00に参加者22名（大学院生12名、教員8
名、学外参加2名）を対象に「トランジションにおける複数の慢性疾患管理」、同日15:00～16:30に参加者21
名（大学院生15名、教員4名、学外参加2名）を対象に「トランジションにおける慢性疾患のSymptom Theory 
とセルフケアの役割」、12月6日12:50～14:20に参加者148名（学類生123名、大学院生2名、教員12名、

学外参加11名）を対象に「病院から在宅へのトランジションにおける慢性疾患のセルフケア」をテーマとする

セミナーを開催した。米国のトランジションにおける慢性疾患の理論や研究が主な内容であったが、セミナーの

アンケート結果より、「内容の理解」および「今後の自分に役立つか」にいずれも70%以上の参加者が肯定的に

評価し、理論の活用や研究成果を理解できたことが意見や感想に記載されていた。 
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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。2017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、学内教員や学外講師による補講も行ってい

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、要望に応じ、図書館ツアー等を行い、利用について案内・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～22時に開放し、パソコンは情報科学演習

室50台、視聴覚室34台、ラーニングコモンズ5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15～18名に1～3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。 

羽曳野キャンパス学内団体・サークルとしては、体育系9団体、文化系9団体、その他学生団体3団体の計21

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、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。2019年度の提案箱への意見は6件であったが、webscで羽曳野への提
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案は1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、4台のパソコンを設置し整備している。 

博士前期課程の学生に対しては、2017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

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。2019年度の年間相談件数（実数）

は、114（13）件と前年度よりも増加したため、学生相談室の開放時間を延長し対応した。 

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。2019年

度の外国人留学生数は2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、アクセスセンター

と連携し、就学上の支援を行っている。 

各種ハラスメントに関する支援は、公立大学法人大阪ハラスメントの防止に関する規程（規程第 192 号
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https://www1.g-reiki.net/upc-osaka/reiki_honbun/u325RG00200454.html）に則り、相談・助言体制を整備し、

機能している。大学生活を送る中で何らかの不自由さを感じる学生本人、周囲の学生や教員からの相談に専任の

コーディネーターが応じるアクセスセンターが中百舌鳥キャンパスに開設され、2018 年 11 月より羽曳野キャン

パスにも分室が設けられた。障がい者手帳の有無、障がいの種類や程度、「障がい」という名称の有無にかかわら

ず、履修、試験、学生生活において心配事や悩みに対する相談に応じている。 

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。3 日間で参加人

数は、合計48名（申込53名)であった。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、求人施設への対応は原則、事務職員で対応しており、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。 
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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。2009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、2012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 89.1％、2 年次生

44.7％、3年次生37.8％、4年次生16.9％（全体平均56.6％）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

医療センターの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。 

 2018 年度後期から 2019 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）91.5％、基礎看護学実習Ⅱ（2年次）93.4％、各論実習（3年次、4年次）46.7％、総合実習（4

年次）64.3％であり、3.4年次の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89.6％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91.2％、「指導者から適切な助言が得られた」と回答した者は97.6％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 

2005年度より実施してきたピア授業評価と並行し、2010年度よりピア授業参観を試行的に行ってきたが、2012

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、2019年度は120件、うち大学院は

19件（2018年度は143件、うち大学院は23件）の参観科目が提供され、参観の実施は14名で、のべ46件、う

ち大学院は31件（2018年度は13人）であった。 

2010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、10年が経過した。2018

年度と比較して今年度は提供科目数はやや減少したが、参観実施数は多くなっている。 

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2006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2014年度で終了し、2015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、教育、研究、社会貢 

献及び大学運営の4分野における、自らの活動の見直しに活用している。 

 

 

２．卒業・修了後の進路状況 

 

学類卒業生は例年就職希望者の90～100％が就職しており、2019年度就職希望者124名中123名（99.2％）の

就職が内定している。就職希望者の93.5％は看護師・保健師・助産師として病院に就職し、大阪府・大阪市に2.4％

が保健師として就職している。また近年は83.1％以上が大阪府内に就職しており、2019年度卒業生の80.5％の

学生が大阪府内に就職し、15.6％が府外に就職している。 

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。 
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資料7-2-1 学類生 卒業年度別府内外就職状況                  2020年3月現在（人） 

卒業年度 2017年度 2018年度 2019年度 

卒業生 129 120 128 

就職希望者 125 117 124 

進学者 3 0 0 

その他 1 3 4 

就職者 124 117 123 

就職者率 99.2％ 100.0％ 99.2％ 

府内就職者 104 83.9％ 105 89.7％ 103 83.7％ 

うち府内出身者 84 80.8％ 73 69.5％ 72 69.9％ 

府外就職者 20 16.1％ 12  10.3％ 20   16.3％ 

 

 

資料7-2-2 学類生 卒業年度別府内外国公立・民間の就職状況            2020年3月現在（人） 

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 

2017年度 124 7 1 76 0 0 84 0 5 14 1 20 2 1 9 0 12 1 2 4 1 8 

2018年度 117 7 4 54 3 0 68 1 5 30 1 37 3 0 5 1 9 0 0 3 0 3 

2019年度 124 3 6 63 0 1 73 0 3 27 0 30 0 1 15 2 18 0 0 2 0 2 

                                        ※「他」は看護職以外 

 

博士前期課程修了者は、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         2020年3月現在（人） 
 

修了年度 2017年度 2018年度 2019度 

修了者 18 25 28 

就職者 15 19 22 

進学者 2 4 4 

その他・未定 1 2 2 

府内就職者（医療・保健／教育） 9（7/2） 12（11/1） 13(11/2)  

府外就職者（医療・保健／教育） 6（6/0） 7（7/0） 9(9/0)  
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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          2020年3月現在（人） 

修了年度 2017年度 2018年度 2019年度 

修了者 3 5 0 

就職者 3 5 0 

その他・未定 0 0 0 

府内就職者（医療・保健／教育） 3（1/2） 3（0/3） 0 

府外就職者数（医療・保健／教育） 0 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。 

2019年度のFDに関するセミナーは、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（資料7-3）。 

 

資料7-3  2019年度 FDに関するセミナー等 

看 

護 

学 

類 

 

1．第1回FDセミナー 

主催：看護学類FD委員会 

テーマ：「看護研究における実践的質的研究法 M-GTAとは？」 

日時：2019年8月10日 

講師：地域看護学分野  都筑 千景 教授  

参加人数：77名 

 

2．第2回FDセミナー  

（新型コロナウイルス感染症 感染拡大のため中止） 

 主催：看護学類FD委員会 

 テーマ：「学生指導とハラスメント」 

  日時：2020年3月11日 

講師：広島大学  横山 美栄子 教授  
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経
済
学
セ
ミ
ナ
ー 

 

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：「経済学研究科招へい教員との懇談会」 

日時：2019年7月19日 

参加人数：21名 

講師：Lingling Zhang、ScD、Ms、MPA 

  

学
類
合
同
セ
ミ
ナ
ー 

 

1．看護学類・総合リハビリテーション学類合同セミナー 

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：「メディアサイトのデモ＆説明会」本学が導入しているMediasiteの多彩な機能について 

第1部：機能についての説明・第2部：実際の操作について 

 日時：2019年11月15日 

参加人数：14名 

 

地 

域 

保 

健 

学 

域 

 

1．第１回地域保健学域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：「どう使うの？meaQs」 

日時：2019年10月30日 

参加人数：10名 

講師：獣医学類 田島 朋子 准教授、環境システム学類 岡本 真彦 教授 

 

2．第２回地域保健学域FDカフェ  

（新型コロナウイルス感染症 感染拡大のため中止） 

日時：2020年3月24日 
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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り組

みとして、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り組みとしては、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」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74件、学会発表件数はのべ162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29件であった。競争的資金等の採択

件数は新規・継続を合わせて 37 件（32,201,388 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）を各一覧表に示した。 
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資料8-2-1 2019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 1 0 0 0 

分担 ― 0 0 0 

基盤研究（Ｂ） 

代表 9 2 2 13,483,657 

分担 ― 3 1(海外） 650,000 

基盤研究（Ｃ） 

代表 16 8 8 14,557,731 

分担 ― 2 7 1,300,000 

  挑戦的研究（開拓・萌芽） 

代表 3 0 0 0 

分担 ― 0 0 0 

  若手研究 

代表 0 0 4 2,210,000 

分担 ― 0 0 0 

研究活動スタート支援 代表 0 0 0 0 

厚生労働科学研究費補助金 ― 1 0 1,000,000 

財団等による研究助成 ― 1 0 755,000 

企業等による受託研究、研究助成 ― 2 0 1,604,712 

企業等による共同研究、研究助成 ― 0 1 0 

                             総 合 計 35,561,100 
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資料8-2-2 2019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) 細田　泰子 4,030,000 看護学習者の臨床判断を拓くルーブリックと臨床学習環境づくり支援プログラムの開発

基盤研究(B) 大川　聡子 2,313,657 10代母親の逆境的小児期体験(ACE)を踏まえた妊娠期からの訪問プログラム開発

基盤研究(B) 中山　美由紀 200,000 （繰越課題）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) 森本　明子 6,940,000 糖尿病重症化予防のための労働因子の解明と新戦略の構築：大規模職域コホート研究

基盤研究(C) 佐藤　淑子 1,040,000 診療所における効果的・効率的な感染管理活動のための指標の作成

基盤研究(C) 大江　理英 1,170,000 看護基礎教育から臨床へ救急看護師の自律性を育む救急看護教育プログラムの構築

基盤研究(C) 北村　愛子 1,430,000 急性心不全による活動耐性低下患者の回復を促進するための看護プログラムの開発

基盤研究(C) 渡邊　香織 1,040,000 プレコンセプションケアに基づく就労女性の栄養状態改善プログラムの開発

基盤研究(C) 古山　美穂 1,040,000 「チーム思春期」の組織化と支援者への影響

基盤研究(C) 長畑　多代 780,000 認知症ケアに携わる専門職のバーンアウト予防に焦点をあてたサポートプログラムの構築

基盤研究(C) 山内　加絵 780,000 ユニット型特養の看護職に向けた看取りにおける介護職との連携の教育プログラムの構築

基盤研究(C) 山地　佳代 780,000 認知症高齢者の日常生活支援におけるアドボカシー実践向上プログラムの実施と評価

基盤研究(C) 九津見　雅美 530,934 血友病医療における病院と在宅をつなぐ看護ケアの検証

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) 岡本双美子 360,243 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 910,000 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

基盤研究(C) 德岡　良恵 1,430,000 EGFRTKI投与を受ける肺がん患者が自己評価を行う皮膚障害予防プログラムの開発

基盤研究(C) 根来　佐由美 650,000 地域特性別にみたフレイル高齢者の実態と予防行動促進に向けた支援モデルの構築

基盤研究(C) 相原　ひろみ 622,983 リフレクティブサイクルを活用した看護倫理教育プログラムの開発

基盤研究(C) 都筑　千景 953,571 月経周期に着目した育児期女性の経年的QOL評価と支援ツールの開発

若手研究 冨田　亮三 260,000 初期キャリア形成期看護師におけるピア・コーチングの関連要因の探索

若手研究 髙　知恵 520,000 我が国の少子化対策に貢献する在日コリアンコミュニティの家族形成の実態解明

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

30,251,388

(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) 安本　理抄 260,000 子ども虐待予防における『生きづらさ』を抱えた人への妊娠期からの支援手法の変革

基盤研究（B) 大川　聡子 130,000 子ども虐待予防における『生きづらさ』を抱えた人への妊娠期からの支援手法の変革

基盤研究（B) 森本　明子 130,000 子ども虐待予防における『生きづらさ』を抱えた人への妊娠期からの支援手法の変革

基盤研究（B)海外 中山　美由紀 130,000 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) 紙野　雪香 195,000 ナラティヴアプローチを活用した看護管理者のキャリア形成支援能力向上プログラム開発

基盤研究（C) 志田　京子 65,000 認知症高齢者に関わる看護師とともにつくるリフレクションを促す教育プログラムの開発

基盤研究（C) 田嶋　長子 195,000 ICTを活用したうつ病者家族支援システムの構築と評価

基盤研究（C) 長畑　多代 130,000 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) 中山　美由紀 390,000 卵巣予備能に影響する胎内環境要因の解明

基盤研究（C) 籏持　知恵子 130,000 クローン病患者のセルフマネジメントの実態と関連する要因

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) 北村　愛子 65,000 救急・集中治療領域の非がん患者を対象とした看護師の穏和ケア教育活動推進モデル開発

1,950,000

合　　計

合　　計  
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資料8-2-3 2019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 
1,000,000 

 

 

資料8-2-4 2019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） 

公益財団法人在宅医療助成

勇美記念財団 
小泉 亜紀子 

専門看護師の資格を有する訪問看護師による筋

萎縮性側索硬化症・家族の病気に沿った意思決定

支援の内容 

755,000 

 

 

資料8-2-5 2019年度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) 

さくらサイエンスプラン 志田 京子 

グローバルな視点をもつ看護人材の育成を目指

して―タイ王国マヒドン大学看護学部との共同

研究推進プログラム 

1,604,712 

産学連携によるデータヘル

スプロジェクト 
森本 明子 

運輸業における働く人の身体面、行動面、 

心理面に関連する因子の研究 
0 

 

 

看護学類が独自に実施している助成として、療養学習支援センター活動助成（資料 8-2-6）および、看護学研

究科研究支援員助成（資料8-2-7）、看護学研究科共同研究（資料8-2-8）がある。 

特に療養学習支援センターでの活動状況は、療養学習支援センター年報第16巻に掲載し、公表している。 

 

 

資料8-2-6  療養学習支援センター活動助成一覧  

活動代表者 共同活動者 活動課題名 助成金額（円） 

髙 知恵 

佐保 美奈子 

古山 美穂 

山田 加奈子 

渡邊 香織 

中嶋 有加里 

学校などにおけるセクシュアリティ教育プログラム 289,560 

中山 美由紀 井上 敦子 家族への看護を考える会 198,800 
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活動代表者 共同活動者 活動課題名 助成金額（円） 

山内 加絵 

長畑 多代 

九津見 雅美 

山地 佳代 

高齢者施設のケアの質向上を目指す研究会：高齢者施設ケア

（LTC：Long-Term Care）研究会 
50,080 

根来 佐由美 

安本 理抄 

大川 聡子 

大野 志保 

都筑 千景 

地域における出前健康測定会 212,464 

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 103,600 

南村 二美代 

籏持 知恵子 

中村 雅美 

木ノ本 加奈

手島 梨奈 

田中 つぐみ 

岩井 宏史 

浅井 克仁 

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」 75,034 

杉本 吉恵 

相原 ひろみ 

山地 佳代 

山口 舞子 

看護職・介護職のための腰痛予防推進リーダー研修会 213,800 

大江 理英 
北村 愛子 

井上 奈  々
クリティカルケア看護実践講座 307,000 

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 

 

 

資料8-2-7 看護学研究科研究支援員派遣助成一覧  

研究代表者 研究課題名 助成金額（円） 

中山 美由紀 NICUにおける在宅移行支援教育プログラムの開発 166,000 

楢木野 裕美 
医療的ケアが必要な乳幼児に関わる専門職が捉えている親の養育力 

 
166,000 

籏持 知恵子 
慢性心不全患者の療養移行を支える包括的評価指標の確立 

 
166,000 

田中 京子 
・がんゲノム医療に携わる医療者の実態調査 

・AYA世代患者の就労支援に関する研究 
166,000 

杉本 吉恵 
スライディングシート・スライディングボードの使用における転落事故の可能

性がある介助場面についてその実際を知る 
166,000 
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研究代表者 研究課題名 助成金額（円） 

佐保 美奈子 
・地域HIV看護の質の向上に関する研究 

・セクシュアルヘルスの支援に関する研究 
166,000 

中嶋 有加里 
妊婦と乳幼児の自動車利用安全教育と看護支援 

 
166,000 

林田 裕美 

・ホルモン療法を受ける乳がん患者の看護に関する研究 

・がん患者の生き方支援に関する研究 

・看護学生の臨床看護実践能力の向上に関する研究 

166,000 

岡﨑 裕子 入院児の親と看護師との協働に向けた「親との協働アセスメントツールの開発」 166,000 

井上 奈  々

・胃がん術後の補助化学療法を受ける患者に対する支援 

・胃切除術を受けた患者の食生活に対する支援 

・病態関連図の作成に必要な指導とその方法 

・病態関連図の作成に向けたアプリ開発 

・実習経験がもたらす患者理解の変化 

166,000 

小泉 亜紀子 
訪問看護師による筋萎縮性側策硬化症療養者・家族の病期に沿った意思決定支

援の内容 
166,000 

安本 理抄 
保健所保健師による対応困難な結核患者への支援内容と多職種連携の実態把握 

 
166,000 

 

 

資料8-2-8 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 

 
298,000 

冨川 順子 
統合失調症で精神科救急入院科病棟に入院する人への看護師の退院調整 

 
160,000 

井上 敦子 
家族看護コンサルテーション内容の分析による家族支援専門看護師への 

ニーズ 
205,000 

 

全学の研究水準の向上を図るための取り組みとして、科研費特定支援事業（資料 8-2-9）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8-2-9 科研費特定支援事業  

研究者 研究課題名 助成金額（円） 

中山 美由紀 地域を基盤とした家族支援コンサルテーションネットワークシステムの構築 672,000 
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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  

 地域社会への貢献として、外部資金による社会貢献活動（資料 9-1-1）および大阪府立大学キープロジェク

トによるNS-Coプロジェクト（資料9-1-2）を実施した。            

 

１）外部資金による社会貢献活動 

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） 

本プランは 2017 年度文部科学省に採択された。2017 年度より開講している「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）」を継続し、2019年8月～9月に開催した。本コース

は、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など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て実践できる看護師の養成を目

的としている。専門的な看護実践や研究を行う医療者による講義、受講者間の討議などを行い、2019 年度は 47

名が受講した。受講者の70％以上が講義内容は「よくわかった」と回答し、ディスカッションについては90％以

上が「役に立つ」と回答した。 

また、2017年度より、従来実施していたインテンシブコース（がん看護）を改変し「がん看護実践者養成セミ

ナー」を開講しており、2019年度は8～9月に開催した。がん看護経験5年以上の看護師に対し、がんの治療や

緩和ケアについて専門的知識を持ちアセスメントし、看護実践と評価を行え、患者がセルフマネジメントするた

めの相談者として適切に対応できるよう、講義および討議を行った。トータルペインと緩和ケアは53名、放射線

療法看護は47名、がん薬物療法看護は56名が受講し、80％以上が講義内容について「よくわかった」、90％以上

が「演習が役に立つ」と回答していた。 

 さらに、2018年度より「がん看護講演会」を開催しており、2019年度は10月に『どう支える？小児・AYA 世

代がん患者とその家族』をテーマに開催し、地域の医療職者（大学院生含む）82名の参加があった。その他、2017

年度より学内で実施していた「がん看護に関する研究会」について、2019年度は臨床実践を行うがん看護専門看

護師と協働し、ゲノム医療やライフステージに応じたがんの課題に関するがん看護研究を遂行し周知するための

基盤を構築すること、またその基盤をもとにがん看護の質の向上に資する研究を遂行することを目的に開催した。

今年度は活動基盤の構築として、今後の研究課題についての意見交換などを行い、のべ46名が参加した。また、

看護研究の遂行として、地域の医療機関に所属するメンバーと共同して研究計画を立案し、調査に着手した。  

 

 ② 大阪府訪問看護専門研修事業 

2016年度よりスタートしたNS-Coプロジェクトの一環として、大阪府の委託を受けた訪問看護師階層別研修事

業を開始した。2019年度は大阪府訪問看護専門研修事業の一部を受託し、訪問看護師等に必要な専門分野の実践

能力向上を図る訪問看護実務指導者研修会、教育理論を基盤として新人訪問看護職員への指導力向上を図る訪問

看護教育指導者研修会を実施した。訪問看護実務指導者研修会は、2019年7月～2020年2月にかけて16回実施

し、延べ455名が参加した。訪問看護実務指導者研修会は2019年7月～2020年1月にかけて1クール（3回）実

施し、延べ83名が参加した。毎回の受講者アンケートでは、訪問看護実務指導者研修会の難易度は「ちょうど良

い」が最も多く、実践への役立ち度も高く、参加者の満足度なども高い結果が得られた。また訪問看護師教育指

導者研修については、参加者のほぼ全員が3日間の研修内容について満足していた。 
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③ 大阪府訪問看護ネットワーク事業費補助金（機能強化支援事業） 

 2017年度より大阪府訪問看護ネットワーク事業費補助金を受け、訪問看護推進事業における訪問看護ネットワ

ーク事業の一つである機能強化支援事業を実施している。本事業は訪問看護ステーション事業所等の機能強化を

支援することを目的とし、2019年度は2日間にわたるセミナーを実施した。 

 第1回の研修内容は、本学の経営・経済の専門家からバランスト・スコアカードを活用したサービス価値向上

のマネジメントや人的資源のマネジメントについての講義であった。第2回目の研修内容は、バランスト・スコ

アカードを用いた戦略目標を設定しサービスの戦略計画、経営・管理の課題の抽出であり、第1回目の講義を基

にワークショップ（個人ワーク）を行った。 

 セミナー終了後には参加者の中から個別指導受講希望者を募り、今年度は8名が希望した。希望者には各5回

ずつ、経営・経済の専門家と訪問看護の相談員による個別指導を実施した。 

 

 資料9－1－1外部資金による社会貢献活動   

外部資金名 代表者 事業名 補助金額(円) 

文部科学省・研究拠点形成費

等補助金『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』 

田中 京子 
7大学連携個別化がん医療実践者養成プラン 

（がんプロ） 
5,000,000 

大阪府訪問看護専門研修事

業費補助金 
杉本 吉恵 【指導者向け】訪問看護専門研修 1,468,000 

大阪府訪問看護ネットワー

ク事業費補助金 
小泉 亜紀子 訪問看護機能強化支援事業 3,332,000 

 

 

 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。 

2019年度の取り組みとして、大学カリキュラム検討では、大学院生に向けたトランジショナルケア教育プログ

ラムの評価を行った。また、地域包括ケア国際セミナーを2回開催した。講師は、古屋麻奈美（米国ナースプラ

クティショナー）、Christopher Lee（米国ボストン大学 教授）であった。 

CNS ネットワーク活動では、CNS コース修了生の相互交流等を目的とするサイトを立ちあげ、11 月に交流会を

開催した。モデル地区活動では、療養学習支援センター運営委員会との共催により大阪府全域の関係者に向けた

看護フォーラムを2月に開催した。 
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資料9-1-2 地域包括ケア国際セミナー 

 

 

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、

闘病記文庫の充実および看護フォーラムの開催を行った。 

プロジェクト研究・活動では、「セクシュア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8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。 

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。NS-Coプロジェクトとの共催で第7回看護フォーラムを2月に開催した。 

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。2019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（資料9－1－3）。 

 

資料9-1-3 「セクシュアリティと看護」の講義日程等 

1．開講日時 ： 2019年11月8日 ～ 2019年12月20日（5限目 全7回）  

2．場 所  ：  羽曳野キャンパス L402講義室 

3．担当者  ：  佐保美奈子准教授、古山美穂准教授、髙知恵講師、繁内幸治（外部講師） 

4．受講者  ： 21名 

5．高校数  ： 3校 

 

 

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、

日程 セミナー 講師 参加人数 

2019年6月26日 

トランジショナルケアにおける

高度実践看護師の役割 

古屋 麻奈美 

（Oregon Health & Sciences University 
医学部） 

65名 

2019年12月6日 

病院から在宅へのトランジショ

ンにおける慢性疾患のセルフケ

ア 

Christpher Lee 

（Boston College看護学部） 
148名 



 

76 

 

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。 

 

２．国際交流 

 

１）マヒドン大学との学術交流 

 2008 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 2014

年4月に更新した。2016年度より、本事業は「異文化看護フィールドワーク」として博士前期課程の選択科目（2

単位）となり、2018 年には国外用プログラムがフィールドワーク A(2 単位)、国内用プログラムがフィールドワ

ークB(1単位)となった。 

<派遣プログラム> 

大学院生3名がそれぞれシリラート校2名、ラマティボディ校1名で異文化看護フィールドワークを受講した。 

   日程：2019年9月1日～9月14日 

   派遣学生：急性看護学分野1名、看護教育学分野1名、母性看護学分野1名 

研修先：シリラート校・ラマティボディ校 

<受け入れプログラム> 

マヒドン大学教員および学生の研修受け入れ 

さくらサイエンスプログラムの採択を受け、2週間のプログラムを実施した。 

日程：2019年10月27日～11月9日 

受け入れ教員数：ラマティボディ校1名 

受け入れ学生数：ラマティボディ校2名、シリラート校2名 

研修先：適塾史跡、羽曳が丘小学校、りんくう国際医療センター、大阪母子医療センター、助産院、緑涼

高校、ベルピアノ病院、大阪府看護協会、千早赤阪村社会福祉協議会、羽曳が丘住民の百歳体操、

羽曳野市立保健センター、文楽劇場での観劇など 

  交流イベント等の参加：（院生・教員含む）25名（歓迎会、お好み焼きパーティ） 

 

マヒドン大学ラマティボディ校に学類4年生4名が2週間のサマースクールに参加した。台湾、インドネ、シ

アの学生らと交流する機会をもった。 

日程：2019年7月30日～8月12日 

 研修先：ラマティボディ病院、アユタヤプロモーションホスピタル、盲学校見学等 

 

マヒドン大学シリラート校が主催する国際学会（eN-ergizing Nursing Profession for NCD Challenges）に

co-host 校として参加 

バンコクのプリンスパレススホテルにて、上記学会が開催され、本学教員4名がCo-host校のdelegatesとし

て参加した。演題を4題提出したほか、マーケットプレイスでNS-Co プロジェクトの紹介を実施した。  

日程：2020年1月8日～1月10日 
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２）国際看護セミナー開催 
国際看護セミナーを開催した。（資料9－2－1） 

 

資料9-2-1 2019年度国際看護セミナー  

第25回 

2019年8月21日 

於： I-siteなんば 

 

講 師：森田 亜紀  ホスピスハワイ 

演 題： グリーフケアを現場に活かす 

参加者：20名  

第26回 

2019年12月20日 

於：大阪府立大学 

  羽曳野キャンパス 

講 師：Joanne Kraenzle Schneider（セントルイス大学看護学部教授） 

演 題： Managing the Stress of Life Transitions 

    人生の節目に生じるストレスを乗り越えよう 

参加者：170名 

 

 

３）英語プレゼンテーションセミナー開催 

 看護学研究科グローバル化推進部会主催、FD委員会共催で英語プレゼンテーションセミナーを開催し、効果

的なポスタープレゼンテーション、英語ポスターの作成方法についての講義を受けた。(資料9－2－2) 

 

資料9－2－2 2019年度英語プレゼンテーションセミナー 

2019年12月26日 

於：大阪府立大学 

  羽曳野キャンパス 

 J402 教室 

The Human Face of Your Research Presentation and Poster Session Skills 

Osaka Prefecture University School of Nursing 

講 師：ロン・リード氏 

対象者：大学院生および教員 

参加者：15名（教員12名、博士後期課程学生1名、ゲスト2名） 

 

 

４）研究者の派遣   

延べ17名の研究者が海外に派遣された（資料9-2-3）。 

 

資料9-2-3 2019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 

中山 美由紀 2019/6/26 2019/7/2 シンガポール 学会参加 

（ICN Congress 2019) 

志田 京子 2019/6/26 2019/7/2 シンガポール 学会参加 

（ICN Congress 2019) 

九津見 雅美 2019/6/27 2019/7/1 シンガポール 学会参加 

（ICN Congress 2019) 

細田 泰子 

 

2019/11/16 2019/11/20 アメリカ合衆国 学会参加 
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氏 名 旅行日(発） 旅行日(着） 派遣先（国） 用 務 

細田 泰子 2019/8/12 2019/8/17 アメリカ合衆国 米国におけるシミュレーショ

ン教育の視察 

志田 京子 

 

2019/7/30 2019/8/5 タイ王国 マヒドン大学視察 

中山 美由紀 

 

2019/8/12 2019/8/21 アメリカ合衆国 学会参加 

井上 敦子 2019/8/12 2019/8/21 アメリカ合衆国 IFNA国際家族看護学会2019演

題発表および病院視察 

岡本 双美子 2019/9/2 2019/9/16 イギリス 海外研修や研究のため

（Lancaster University 等)  

小泉 亜紀子 

 

2019/9/2 2019/9/9 イギリス 研修のため 

都筑 千景 2019/9/22 2019/9/29 フィンランド、 

イギリス 

視察と研修 

髙 知恵 2019/10/24 2019/10/26 韓国 学会参加、研究打ち合わせ 

小泉 亜紀子 2020/1/8 2020/1/13 タイ王国 学会参加 

（N3 Nursing Conference) 

井上 奈  々 2020/1/9 2020/1/11 タイ王国 学会参加 

（N3 Nursing Conference) 

田中 京子 2020/1/9 2020/1/11 タイ王国 学会参加 

（N3 Nursing Conference) 

森本 明子 2020/1/7 2020/1/11 タイ王国 マヒドン大学が主催する学会

にdelegatorとして参加 

山内 加絵 

 

2020/1/8 2020/1/11 タイ王国 学会発表 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名　前 出版年月 分　担　題　名 著　者　名 書　名

長畑　多代 202001 健康の概念
井出訓，小野幸子，谷本真理子，正木治恵，長
畑多代　他

老年看護学概論「老いを生き
る」を支えることとは

北村　愛子 201907
クリティカルケア看護　第6章　意思決定支援・ターミナル
ケア

深谷智恵子、古賀雄二他
日常性の再構築をはかるクリ
ティカルケア看護
基礎から臨床応用まで

志田　京子 201907 看護管理者に求められる能力と教育支援　

手島恵, 吉田千文, 志田京子, 勝山貴美子, 飯田貴
映子, 川畑いづみ, 原陽子, 高橋素子, 田家好美, 亀
井とく子, 高須久美子, 永久教子, 福田広美, 島田永
和.

地域密着型病院の看護管理能
力向上―指針と実践

佐保　美奈子 201909
第4章：一般の子どもの心理的成熟，性教育
2．わが国の性教育の現状と課題

位田忍、川井正信、松井太、島田憲次、佐保美奈
子　他

みんなで考える性分化疾患　―
本人と養育者と医療者のために
―

中嶋　有加里 202002

第3章１．分娩開始の診断、２．分娩の4要素の関連性、
３．娩出力の状態、4．産道および胎児の下降度の状態
第4章２．入院時の診断・アセスメントとケア
第6章２．緊急事態への対応準備

町浦美智子 責任編集、大橋一友、中嶋有加里、
佐々木くみ子、村上明美、田村天徳、中野美佳

助産師基礎教育テキスト2020
年度版、第5巻分娩期の診断と
ケア

益　加代子 202001 第4章　看護の提供者　
茂野香おる、吉岡京子、林千冬、益加代子、玉田雅
美、岩本里織、柳澤理子、大野かおり

系統看護学講座専門分野Ⅰ基
礎看護学(1)看護学概論第17版

山田　加奈子 201908 妊娠糖尿病と診断された妊産婦の援助 村本淳子，町浦美智子，山田加奈子　他
直前　母性看護実習プレブック
‐看護過程の思考プロセス‐第2
版

名　前 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

中山　美由紀 202003 事例研究のすすめ～家族看護実践を描く事例研究 泊祐子、中山美由紀、上別府圭子 家族看護学研究 日本家族看護学会 25 2 213－234

202003 「父親の役割」の概念分析 阿川勇太、中山美由紀 大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学 26 1 9－17

202003 出産家族における家族の発達課題に対する取り組み 阿川勇太、中山美由紀 家族看護学研究 日本家族看護学会 25 2 189－200

楢木野　裕美 202001
子どものセルフケア獲得に向けた気管支喘息をもつ幼
児の親のケア

林奈津子、楢木野裕美 小児看護学会誌 日本小児看護学会 29 61 9-16

田嶋　長子 201906
精神科看護師が行う長期入院患者に対する退院支援の
内容－メタ統合による看護実践知の集約ー

川田陽子，田嶋長子 日本精神保健看護学会誌 日本精神保健看護学会 28 1 29-35

202003
精神科救急入院料病棟において看護師が行う退院調整
についての文献検討

冨川順子、柱谷久美子、浮舟裕介、田嶋長子、島
津聖子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 47－55

長畑　多代 202003 高齢者施設ケア（LTC)研究会の取り組みと今後の課題
山内加絵、長畑多代、九津見雅美、山地佳代、
松田千登勢、八尾英人、島宗充、櫻井明子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 57-62

202001
特別養護老人ホームに転職した看護師のリアリティ
ショックの様相

澄川幸恵　長畑多代 老年看護学 日本老年看護学会 24 2 87－95

201907 特別養護老人ホームにおける看護実践能力尺度の開発 笹谷真由美、長畑多代 老年看護学 日本老年看護学会 24 1 41－49

三輪　恭子 201910

Effects of an advance care planning educational
programme intervention on the end-of-life care attitudes
of multidisciplinary practitioners at an acute hospital: A
pre- and post-study

M Hamayoshi, S Goto, C Matsuoka, A Kono, K Miwa,
K Tanizawa, C Evans and M Ikenaga

Palliative Medicine SAGE Publications Ltd 33 9 1158-1165 

201906
【暮らしの保健室のはじめかた】コミュニティでの新しい看
護活動を見える化させた「よどまち保健室」

橋本千佳、三輪恭子 コミュニティケア 日本看護協会出版会 21 7 74-78

北村　愛子 201909
二次救急医療機関で救急隊とのホットライン対応におい
て看護師が感じる困難および対処

國松敬介、石田宣子、高見沢恵美子、北村愛子 日本救急看護学会雑誌 日本救急看護学会 21 59

佐藤　淑子 202003
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
検討

松田千登勢、山地佳代、佐藤淑子、小川宣子、田
中真佐恵

摂南大学看護学研究 摂南大学看護学部 8 1 1－9

202003
多剤耐性菌感染のリスク要因に関するICU看護師の認識
と予防のための実践

瓜田裕子、佐藤淑子、田中京子、堀井理司 大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 19-28 

田中　京子 202003
多剤耐性菌感染のリスク要因に関するICU看護師の認識
と予防のための実践

瓜田裕子、佐藤淑子、田中京子、堀井理司 大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 19-28 

籏持　知恵子 201905 循環器チーム医療における看護師の役割 籏持　知恵子 ハートナーシング メディカ出版 - 5 1

201910

Associations among work-related stress and mental
fatigue, and regular exercise in Japanese employees with
or without diabetes

共著者：Akiko Morimoto, Yuko Ohno, Kayo Godai,
Chieko Hatamochi, Yoshie Sugimoto, Satoko
Okawa, Maiko Shikama,Soichiro Watanabe, Nao
Sonoda

Diabetology International
DOI: 10.1007/s13340-019-
00410-z

日本糖尿病学会 11 2 105‐113

201912
Work-related, personal, and diabetes-related factors
relevant to dropout from outpatient diabetes treatment
visits among Japanese male employees with diabetes

共著者：Nao Sonoda, Soichiro Watanabe, Yuko
Ohno, Kayo Godai, Chieko Hatamochi, Yoshie
Sugimoto, Satoko Okawa, Maiko Shikama, Akiko
Morimoto

Diabetology International
DOI: 10.1007/s13340-019-
00420-x

日本糖尿病学会 11 3 261‐268

202003 血液透析患者の食事療法の認知状況と自己管理行動 中村雅美,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類 26 1 71-77

202003
熟練看護師が捉える慢性腎不全患者のエンド・オブ・ライ
フに向けた意思決定支援における問題状況

浅井克仁,籏持知恵子,上村里沙中村雅美,南村二美
代

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 29-38

志田　京子 202003
病院に再就職した看護師の組織社会化に向けた学習内
容の質的検討

小西由起子, 撫養真紀子, 志田京子 甲南女子大学研究紀要Ⅱ 甲南女子大学 - 14 1－9

202002
これからの「認定さん」を考える　認定看護師を活かす！
病院と地域のつなぎ方　市立病院における認定看護師の
活用

西野万寿子, 志田京子 ナーシングビジネス メディカ出版 3 2 144-148

202003
これからの「認定さん」を考える　認定看護師を活かす！
病院と地域のつなぎ方　認定看護師チームとして取り組
んだ災害リーフレットの活用

仲上静香, 亀友美, 志田京子 ナーシングビジネス メディカ出版 3 3 250-254

1) 著書

出　版　社　名 掲載頁

南江堂 124-127

中央法規 506-521

日本看護協会出版会　 30-39 

診断と治療社 41-43

日本看護協会出版会
50－81

116－121
214－221

医学書院 138-167

医歯薬出版 160-170

2) 学会誌・雑誌等の発表論文

80



杉本　吉恵 201910
Associations among work-related stress and mental
fatigue, and regular exercise in Japanese employees with
or without diabetes

Morimoto A, Watanabe S, Ohno Y, Godai K,
Hatamochi C, Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M,
Sonoda N

Diabetology International Springer 11 - 105–113

201912
Work-related, personal, and diabetes-related factors
relevant to dropout from outpatient diabetes treatment
visits among Japanese male employees with diabetes

Sonoda N, Watanabe S, Ohno Y, Godai K,
Hatamochi C, Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M,
Morimoto A

Diabetology International Springer 11 - 261–268

202003
保健医療従事者を対象とした腰痛予防推進リーダー研修
会の活動と評価

山口舞子、山地佳代、杉本吉恵 大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 79－85　

細田　泰子 202003
看護大学生の看護実践における倫理的行動に関する質
的検討

相原ひろみ, 細田泰子 日本看護倫理学会誌 日本看護倫理学会 12 1 11－19　

202003 米国におけるシミュレーション教育に関する視察報告
赤崎 芙美, 細田 泰子, 根岸 まゆみ, 片山 由加里 ,
土肥 美子, 北島 洋子, 米田 真央

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 63-69

201910 臨床学習環境デザイナー育成プログラムの実施と評価 細田泰子, 中岡亜希子, 中橋苗代, 池内香織 日本医学看護学教育学会誌 日本医学看護学教育学会 28 2 17-28

201910
Evaluating the content validity of the Scale of Proactive
Behaviors in Organizational Socialization of New
Graduate Nurses

Hisami Ukawa, Yasuko Hosoda
インターナショナル Nursing
Care Research

インターナショナル Nursing
Care Research研究会

18 3 73-80

202003 臨床判断能力を培う、コンセプトを基盤にした学習活動 細田泰子 看護展望 メヂカルフレンド社 45 4 29-33

201904
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチングの様相とそ
の効果:─ フォーカスグループインタビューによる分析 ─

冨田亮三,細田泰子 日本看護研究学会雑誌 日本看護研究学会 42 1 99－109

201906 新人期看護師の主体性にかかわる職場における経験 勝山愛、細田泰子、紙野雪香 日本看護研究学会雑誌 日本看護研究学会 42 2 175-183

201909
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチング測定尺度
の開発

冨田亮三, 細田泰子 日本看護科学会誌 日本看護科学学会 39 - 82-90

長田　暁子 201906 特集：再考！小児看護専門看護師の実践と役割 長田暁子 小児看護 へるす出版 42 6 651

佐保　美奈子 201907
妊娠糖尿病の妊婦の支援に難しさを感じている助産師の
妊婦の捉え方

山田加奈子、佐保美奈子、古山美穂、町浦美智子 母性衛生 日本母性衛生学会 60 2 370-327

201905 地域におけるHIV看護・介護・予防 佐保美奈子 FMC　福山医療センターだより 国立福山医療センター 12 5 10

201906 男子への性教育の実践報告 佐保美奈子 人権教育研究 日本人権教育研究研究学会 19 1 7－10

古山　美穂 201911
地域子育て支援センターにおける`ママカフェ'から母親が
得た効果

古山美穂 子どもの虐待とネグレクト 日本子ども虐待防止学会 21 3 369

201907
妊娠糖尿病の妊婦の支援に難しさを感じている助産師の
妊婦の捉え方

山田加奈子、佐保美奈子、古山美穂、町浦美智子 母性衛生 日本母性衛生学会 60 2 370

大川　聡子 201904
認知症が疑われる高齢者に対する地域包括支援セン
ター保健師のコーディネーションの実態

岡野 明美 , 上野 昌江 , 大川 聡子 日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 22 1 51-58

201904
大学生の献血意識を踏まえた啓発方法の検討 : 献血経
験の有無に着目して

眞壁 美香 , 大川 聡子 , 安本 理抄 , 根来 佐由美 ,
上野 昌江

日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 22 1 43-50

201907
Fathering on Tenuous Ground: A Qualitative Meta-
Synthesis on Teen Fathering

Lee Smithbattle, Wisitsri Phengnum, Anne
Shagavah, Satoko Okawa

The American Journal of
Maternal/Child Nursing

Wolters Kluwer Health 44 4 186-194

201908
1歳6か月児の家庭内における事故および母親による事故
予防対策の実態と関連要因

眞壁美香, 上野昌江, 大川聡子 日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 22 2 59-68

201910
Associations among work-related stress and mental
fatigue, and regular exercise in Japanese employees with
or without diabetes

Morimoto A, Watanabe S, Ohno Y, Godai K,
Hatamochi C, Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M,
Sonoda N

Diabetology International Springer 11 2 105–113

201912
Work-related, personal, and diabetes-related factors
relevant to dropout from outpatient diabetes treatment
visits among Japanese male employees with diabetes

Nao Sonoda, Soichiro Watanabe, Yuko Ohno, Kayo
Godai, Chieko Hatamochi, Yoshie Sugimoto, Satoko
Okawa, Maiko Shikama, Akiko Morimoto

Diabetology International Springer 11 3 261‐268

九津見　雅美 202003 高齢者施設ケア（LTC)研究会の取り組みと今後の課題
山内加絵、長畑多代、九津見雅美、山地佳代、松
田千登勢、八尾英人、島宗充、櫻井明子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 57-62

202003 血友病患者とその家族への支援に関する文献検討
九津見雅美、川﨑緑、大村佳代子、西村佳子、牛
尾里美、中島由記子、中塚朋子、松原千恵、蘭由
岐子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 39－46

冨川　順子 202003
精神科救急入院料病棟において看護師が行う退院調整
についての文献検討

冨川順子、柱谷久美子、浮舟裕介、田嶋長子、島
津聖子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 47－55

南村　二美代 2020.03
熟練看護師が捉える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における問題状況

浅井 克仁, 籏持 知恵子, 上村 里沙, 中村 雅美, 南
村 二美代

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 29-38

相原　ひろみ 202003
看護大学生の看護実践における倫理的行動に関する質
的検討

相原ひろみ, 細田泰子 日本看護倫理学会誌 日本看護倫理学会 12 1 11－19　

紙野　雪香 201905
個人の進化と組織の活性化をもたらすナラティヴプラク
ティス　第１回看護実践を語り合う時空間の創造

紙野雪香、福田敦子、高橋清子、森岡正芳 看護管理 医学書院 29 5 458－462

201906
個人の進化と組織の活性化をもたらすナラティヴプラク
ティス　第２回看護実践について語り合った“成果”を捉え
る　看護職者に立ち現れた成果

福田敦子、紙野雪香、高橋清子、森岡正芳 看護管理 医学書院 29 6 558－561

201907
個人の進化と組織の活性化をもたらすナラティヴプラク
ティス　第３回未来を一緒に描く看護実践

紙野雪香、福田敦子、高橋清子、森岡正芳 看護管理 医学書院 29 7 672－675

201908
個人の進化と組織の活性化をもたらすナラティヴプラク
ティス　第４回“私”と“部署”の看護実践が広がる

福田敦子、紙野雪香、高橋清子、森岡正芳 看護管理 医学書院 29 8 798－791

201909
個人の進化と組織の活性化をもたらすナラティヴプラク
ティス　第５回ナラティヴ風土をつくる

高橋清子、福田敦子、紙野雪香、森岡正芳 看護管理 医学書院 29 9 862－865

201910
個人の進化と組織の活性化をもたらすナラティヴプラク
ティス　第６回ナラティヴを愉しみ、ナラティヴアプローチで
看護師の成果を捉える

森岡正芳、福田敦子、紙野雪香、高橋清子 看護管理 医学書院 29 10 960－963

森本　明子 201908
Fasting blood glucose predicts incidence of hypertension
independent of HbA1c levels and insulin resistance in
middle-aged Japanese: The Saku study

Tatsumi Y, Morimoto A, Asayama K, Sonoda N,
Miyamatsu N, Ohno Y,  Miyamoto Y, Izawa S,
Ohkubo T

American Journal of
Hypertension

オックスフォード大学出版局 32 12 1178-1185

201907
The association between glycemic control and lung
function impairment in individuals with diabetes: the Saku
study

Sonoda N, Morimoto A, Tatsumi Y, Asayama K,
Ohkubo T, Izawa S, Ohno Y.

Diabetology International Ｓｐｒｉｎｇｅｒ 10 3 213－218
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201910
Associations among work-related stress and mental
fatigue, and regular exercise in Japanese employees with
or without diabetes

Morimoto A, Watanabe S, Ohno Y, Godai K,
Hatamochi C, Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M,
Sonoda N

Diabetology International Springer 11 - 105–113

201911
Hyperuricemia predicts the risk for developing
hypertension independent of alcohol drinking status in
men and women: the Saku study

Tatsumi Y, Asayama K, Morimoto A, Satoh M,
Sonoda N, Miyamatsu N, Ohno Y, Miyamoto Y,
Izawa S, Ohkubo T

Hypertension Research Springer Nature 43 - 442–449

201912
Work-related, personal, and diabetes-related factors
relevant to dropout from outpatient diabetes treatment
visits among Japanese male employees with diabetes

Sonoda N, Watanabe S, Ohno Y, Godai K,
Hatamochi C, Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M,
Morimoto A

Diabetology International Springer 11 - 261–268

山田　加奈子 201907
妊娠糖尿病の妊婦の支援に難しさを感じている助産師の
妊婦の捉え方

山田加奈子、古山美穂、佐保美奈子、町浦美智子 母性衛生 日本母子衛生学会 60 2 370

根来　佐由美 201904
大学生の献血意識を踏まえた啓発方法の検討－献血経
験の有無に着目して－

眞壁美香、大川聡子、安本理抄、根来佐由美、上
野昌江

日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 22 1 43-50

山内　加絵 202003 高齢者施設ケア（LTC)研究会の取り組みと今後の課題
山内加絵、長畑多代、九津見雅美、山地佳代、松
田千登勢、八尾英人、島宗充、櫻井明子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 57-62

山地　佳代 202003
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
検討

松田千登勢、山地佳代、佐藤淑子、小川宣子、田
中真佐恵

摂南大学看護学研究 摂南大学看護学部 8 1 1－9

202003
保健医療従事者を対象とした腰痛予防推進リーダー研修
会の活動と評価

山口舞子、山地佳代、杉本吉恵
大阪府立大学看護学雑誌

大阪府立大学看護学類 26 1 79-85

202003 高齢者施設ケア（LTC)研究会の取り組みと今後の課題
山内加絵、長畑多代、九津見雅美、山地佳代、松
田千登勢、八尾英人、島宗充、櫻井明子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 57-62

山口　舞子 202003
保健医療従事者を対象とした腰痛予防推進リーダー研修
会の活動と評価

山口舞子、山地佳代、杉本吉恵
大阪府立大学看護学雑誌

大阪府立大学看護学類 26 1 79-85

柱谷　久美子 202003
精神科救急入院料病棟において看護師が行う退院調整
についての文献検討

冨川順子、柱谷久美子、浮舟裕介、田嶋長子、島
津聖子

大阪府立大学看護学雑誌 大阪府立大学看護学類 26 1 47－55

安本　理抄 201904
大学生の献血意識を踏まえた啓発方法の検討－献血経
験の有無に着目して－

眞壁美香,大川聡子,安本理抄,根来佐由美,上野昌
江

日本地域看護学会誌 日本地域看護学会 22 1 43-50

中村　雅美 202003 血液透析患者の食事療法の認知状況と自己管理行動 中村雅美、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類 26 1 71－77

冨田　亮三 201909
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチング測定尺度
の開発

冨田亮三　細田泰子 日本看護科学学会誌 日本看護科学学会 39 - 82-90

201904
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチングの様相とそ
の効果－フォーカスグループインタビューによる分析－

冨田亮三，細田泰子 日本看護研究学会誌 日本看護研究学会 42 1 99－109

名　前 発表年月 発　表　課　題　名 会　議　・ 学　会　名

中山　美由紀 202002
Effects of an Educational Program for NICU Nurses on
Transitioning Infants from NICUs to Their Homes:A Focus
on Nurses' Efforts

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science(Osaka)

202002
Evaluation of Nursing Interventions for Behavioral and
Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) in a
Simulated Training Scenario

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science(Osaka)

201911 卵巣予備能に関連する胎内環境要因の解明 日本生殖医学会第64回学術集会

201909
日本における「家族内葛藤」の概念分析-家族の関係性に
焦点をあてる-

日本家族看護学会第26回学術集会

201909 慢性心不全患者とともに生きる家族の体験 日本家族看護学会第26回学術集会 山口望、中山美由紀

201909
出産家族における家族の発達課題に対する父親の取り
組み

日本家族看護学会第26回学術集会 阿川勇太、中山美由紀

201908
The Effect of an Education Program for NICU Nurses
managers to support patients families for facilitating early
transition from NICU to their home

14th International Family Nursing Conference Miyuki NAKAYAMA

201906
Effectiveness of a simulated training program for nurses
to improving dementia care skills

INTERNATIONAL  COUNCIL OF NURSES
CONGRESS 2019

楢木野　裕美 201908
子どものセルフケア獲得に向けた気管支喘息をもつ幼児
の親のケア

第29回日本小児看護学学術集会

201908 「気になる子ども」の育児支援 第29回日本小児看護学会学術集会

201912 子ども虐待における看護師の教育Ⅱ
日本子ども虐待防止学会第25回学術集会ひょうご
大会

渡邊　香織 201910 つわりの程度に影響する諸要因に関する文献検討 第60回　日本母性衛生学会学術集会

201910
妊婦のビタミンD 状態と食生活の実態および母児への影
響に関する文献検討

第60回　日本母性衛生学会学術集会

都筑　千景 202001
育児期女性におけるQuality of Life(QOL)の経年変化と関
連要員－0歳・1.6歳・3歳時点での比較－

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会

202001
育児期に女性におけるSense of Coherence(SOC)の経年
変化と関連要員－0歳・1.6歳・3歳時点での比較－

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会

202001
乳幼児を育てる母親の育児上のネガティブな感情に関す
るグループインタビュー

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会（松山）

3) 学術講演・学会発表

発　表　者　名

Miyuki NAKAYAMA, Atsuko Inoue

Yumiko KAGAWA,Kyoko EGUCHI,Kyoko SHIDA,Midori
FURUGAI,Yoko ITOJIMA,Yumiko MATSUSHITA,Miyuki
NAKAYAMA,Sayoko UEMURA

上澤悦子、折坂誠、中山美由紀、立木都、村上貴美子、塩沢
直美、藤島由美子、長木美幸、枝元直子、小松原千昌

蓮見歩、中山美由紀

Kyoko EGUCHI, Kyoko SHIDA, Midori FURUGAI, Yoko
ITOJIMA, Yumiko KAGAWA, Yumiko MATSUSHITA, Miyuki
NAKAYAMA, Sayoko UEMURA

林奈津子、楢木野裕美

川口めぐみ、栗田奈央子、竹田佳子、橋倉尚美、藤本緑、吉
田まち子、友田尋子、楢木野裕美

川口めぐみ、竹田佳子、橋倉尚美、友田尋子、楢木野裕美

菊川 佳世、渡邊香織、古山美穂、中嶋有加里

宇佐美 景子、渡邊香織、古山美穂

都筑千景、桝本妙子、加藤憲司

桝本妙子、都筑千景、加藤憲司

後藤廣恵、岩本里織、都筑千景
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201910
高齢者介護予防プログラム参加者の実態とフレイルとの
関連

第78回日本公衆衛生学会総会（高知） 宮川淳子、都筑千景

202001
Knowledge  and skills that mothers recognize as
necessary for grandmothers to have when raising
grandchildren during infancy and early childhood in Japan

‟23nd EAFONS 2020

202002
Differences in the knowledge and skills recognized as
necessary by grandparents for raising grandchildren in
infancy and early childhood in Japan

‟The 6th International Nursing Research
Conference

202001 書いてみよう！活動報告
第8回日本公衆衛生看護学会学術集会
ワークショップ（松山）

201912
学校における課題発見のスクリーニング・発見から支援ま
でのシステム構築

日本子ども虐待防止学会第25回学術集会兵庫大
会

長畑　多代 202002
Career Change Motivation for Nurses Changing Places of
Work to Intensive Care Home for the Elderly

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Sciene

202001
Action Research to Strengthen Interdisciplinary
Collaboration in Best Practice End of Life Care at
Nursing Home with Small Scale Units

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges
(N3 Nursing Conference)

201911
大学院生へのトランジショナルケア教育プログラム実施前
後の認識と教育ニーズの変化

第39回日本看護科学学会学術集会

201911
大学院生へのトランジショナルケア教育におけるプログラ
ムの評価

第39回日本看護科学学会学術集会

201906 特別養護老人ホームにおけるオンコール時の看護実践 日本老年看護学会第24回学術集会

201906
特別養護老人ホームに転職した看護師のリアリティショッ
クの要因

日本老年看護学会第24回学術集会 澄川幸恵、長畑多代

201906
インスリン注射をしている2型糖尿病を有する高齢者のセ
ルフマネジメントの様相

日本老年看護学会第24回学術集会

三輪　恭子 201907 レジリエンスケアを創造する 第13回日本慢性看護学会学術集会 三輪恭子

201910
シンポジウム「地域包括ケアをマネジメントする～『その人
らしくを生きる』を支えるまちづくり」

第50回日本看護学会（看護管理）学術集会 三輪恭子

201908
シンポジウム「社会にひろげる看護の成果・知恵・経験」ま
ちの人びとと創る新しい看護のカタチ

日本看護研究学会第45回学術集会 三輪恭子

北村　愛子 201906
海外渡航中に救急医療を受けた外国人患者のエンドオブ
ライフケアにおける意思決定支援

日本看護倫理学会

佐藤　淑子 201904
感染防止対策加算の取得状況と感染症専門医・感染管
理認定看護師の登録状況－2014年と2018年の病院規模
別比較研究

第93回日本感染症学会総会・学術講演会 平尾百合子・佐藤淑子

田中　京子　 202002
外来化学療法を受ける切除不能膵臓がん患者が自分ら
しく生活するための取り組み

第34回日本がん看護学会学術集会

202002
若年成人期に女性生殖器を摘出した子宮がん患者の自
己受容につながる体験

第34回日本がん看護学会学術集会

籏持　知恵子 202001
Work-related, Personal, and Diabetes-related Factors
Relevant to Dropout from Outpatient Diabetes Treatment
Visits among Japanese Employees with Diabetes

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenge
2020
（Bangkok）

202002
Associations among work-related stress and mental
fatigue, and regular exercise in Japanese employees with
or without diabetes

The 6th Iternational Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science; the 6th
WANS（Osaka)

201908 慢性腎不全患者における病気認知の関連因子 日本看護研究学会　第45回学術集会　（大阪）

201908 「クローン病患者のセルフマネジメント」の概念分析 第24回日本難病看護学会学術集会（山形）

201911 臨床現場からの研究成果の発信 第16回日本循環器看護学学術集会　　（東京）

201911
慢性心不全患者が捉える病気の原因とその病気認知の
特徴

第16回日本循環器看護学学術集会　　（東京）

201911 慢性心不全患者が認識する医療チームメンバーの役割 第16回日本循環器看護学学術集会　　（東京）

201911
高齢慢性心不全患者に対する看護師の食への援助とそ
の関連要因

第16回日本循環器看護学学術集会　　（東京）

志田　京子 201907
Effectiveness of a simulated training program for nurses
to improving dementia care skills

ICN Congress 2019 （Singapore)

201908
ポジティブ感情をもつ看護師長の部署内の対話の場にお
けるコンピテンシー

第23回日本看護管理学会学術集会 里正士, 志田京子, 益加代子.

201908
地域包括ケアを推進する認定看護師を活かす―地域密
着病院としての試み(交流集会）

第23回日本看護管理学会学術集会

201912
臨床看護師の統合的実践直を高めるための模擬患者を
用いたSimulation Training の企画と実施（交流集会）

第39回日本看護科学学会学術集会

202002
Evaluation of Nursing Interventions for Behavioral and
Psychological of Dementia(BPSD) in a Simulated Training
Scenario.（示説）（査読付）

The 6th International Nursing Rewearch
Conference of World Academy of Nursing Science
（Osaka)

202002
Evaluation of Nursing Interventions for Behavioral and
Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) in a
Simulated Training Scenario

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science(Osaka)

Fujimoto Y,Nagata K,Tsuzuki C,Sakagami Y,Kohira Y,Konishi K

Fujimoto Y,Nagata K,Tsuzuki C,Nakakita S,Konishi K

平野美千代、和泉京子、表志津子、和泉比佐子、大森純子
安斎由紀子、蔭山正子、北岡英子、鈴木良美、都筑千景

山野則子、石田まり、都筑千景、水野達郎

Sachie Sumigawa, Tayo Nagahata

Kae Yamauchi，Tayo Nagahata，Hideto Yao，Munemitsu
Shima， Kazuhiro Kitaura

北村愛子、長畑多代、細田泰子、岡本双美子、中村裕美子

岡本双美子、細田泰子、長畑多代、北村愛子、中村裕美子

淡路深雪、長畑多代、九津見雅美

三好あや、九津見雅美、長畑多代

北村愛子　井出由起子　鈴木千晶　藤野正子　大江理英　井
上奈々

森早苗・田中京子・林田裕美・徳岡良恵・二宮由紀恵・神﨑美
和

杉下薫・田中京子・林田裕美・徳岡良恵

Sonoda N, Watanabe S, Ohno Y, Godai K, Hatamochi C,
Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M, Morimoto A

Asai A, Hatamochi C, Minamimura FKastuhito A

浅井克仁、籏持知恵子、南村二美代

石橋千夏、籏持知恵子、薮下八重

高谷真由美、白水眞理子、稲垣美紀、落合亮太、加賀谷聡
子、北村愛子、宮松直美、宮脇郁子、籏持知恵子、田嶋ひろ
み

浅井克仁、籏持知恵子、南村二美代

佐々木悠、籏持知恵子、南村二美代

上村りさ、籏持知恵子、南村二美代

Eguchi K., Shida K.,  Furugai M., Itojima Y., Kagawa Y.,
Matsushita Y., Nakayama M.& Uemura S.

西野万寿子, 仲上静香, 高浦聖乃,志田京子.

志田京子,江口恭子, 香川由美, 松下由美子, 糸島陽子, 中山
美由紀, 植村小夜子, 古谷緑.

Eguchi K., Shida K.,  Furugai M., Itojima Y., Kagawa Y.,
Matsushita Y., Nakayama M.& Uemura S.

Yumiko KAGAWA,Kyoko EGUCHI,Kyoko SHIDA,Midori
FURUGAI,Yoko ITOJIMA,Yumiko MATSUSHITA,Miyuki
NAKAYAMA,Sayoko UEMURA
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杉本　吉恵 202001
Associations among work-related stress and mental
fatigue, and regular exercise in Japanese employees with
or without diabetes

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges
2020

202001
Work-related, personal, and diabetes-related factors
relevant to dropout from outpatient diabetes treatment
visits among Japanese employees with diabetes

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges
2020

201909
2人介助による車椅子・ベッド間移乗介助時の介助者の腰
部負担

日本看護技術学会第18回学術集会

201909 高齢者に対する沐浴剤清拭の皮膚保湿効果の検討 日本看護技術学会第18回学術集会

201907
救命救急センターに勤務する看護師の自律性尺度の開
発：I-CVIによる検討

日本看護研究学会第45回学術集会

201907
専門家会議による「救命救急センターに勤務する看護師
の自律性尺度」の表面妥当性および内容妥当性の検討

日本看護研究学会第45回学術集会

細田　泰子 202003
新人看護師の学習活動における エンゲージメント測定尺
度の専門家による 内容妥当性指数（Item-content
validity index：I-CVI）の検討

第33回日本看護研究学会近畿・北陸地方会 勝山愛, 細田泰子

202002
Effects of a clinical learning environment design support
program for educational instructors

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science

202002
Relationship between learning methods and personal
background of educational  instructors’ design of a
clinical learning environment

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science

201912
臨床学習環境デザイン支援プログラムの運用に関する評
価

第39回日本看護科学学会学術集会

201912
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

第39回日本看護科学学会学術集会 土肥美子, 細田泰子

201911
大学院生へのトランジショナルケア教育プログラム実施前
後の認識と教育ニーズの変化

第39回日本看護科学学会学術集会

201911
大学院生へのトランジショナルケア教育におけるプログラ
ムの評価

第39回日本看護科学学会学術集会

201911
専門家会議による「新人看護師の学習活動におけるエン
ゲージメント測定尺度」の表面妥当性および内容妥当性
の検討

第39回日本看護科学学会学術集会 勝山愛, 細田泰子

201911
新人期看護師におけるメンタリング機能が職業的アイデン
ティティと職務満足に及ぼす影響

第39回日本看護科学学会学術集会 古川亜衣美, 細田泰子

201911
Relationship between education instructors' learning
needs in the learning environment design and learning
support

Sigma Theta Tau International Honor Society of
Nursing 45th Biennial Convention

201911
Effects of educational instructors’ support from others
and experiential learning on the clinical learning
environment

Sigma Theta Tau International Honor Society of
Nursing 45th Biennial Convention

201911
Aspects of engagement in learning activities of newly
graduated nurses

Sigma Theta Tau International Honor Society of
Nursing 45th Biennial Convention

Ai Katsuyama, Yasuko Hosoda

201908
学生や新人看護師の教育指導に携わる看護師の指導経
験年数と経験学習の関連

日本看護研究学会第45回学術集会

201908
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチングと専門職的
自律性、職業的アイデンティティの関係性の探索

日本看護研究学会第45回学術集会 冨田亮三, 細田泰子

201908
母親として子育て期にある看護師のワーク・ファミリーエン
リッチメントにおける資源

日本看護研究学会第45回学術集会 川北敬美, 細田泰子

201908
看護系大学院修士課程を修了した中堅看護師の根拠に
基づく実践を促進するナレッジブローカリングの過程

日本看護研究学会第45回学術集会 赤崎芙美, 細田泰子, 紙野雪香

201908
新人期看護師におけるメンタリング機能尺度の信頼性・妥
当性の検討

日本看護研究学会第45回学術集会 古川亜衣美, 細田泰子

201908
臨床学習環境における実習指導者のアーティファクトの活
用

日本看護研究学会第45回学術集会 松本赳史, 細田泰子, 紙野雪香

201908
教育指導者の臨床学習環境デザインに関わる能力開発
への取り組み

日本看護学教育学会第29回学術集会

201906
看護大学生の看護実践における倫理的行動と関連要因
の検討

日本看護倫理学会第12回年次大会 相原ひろみ, 細田泰子

201906
Hiring and reinstatement training of inactive registered
nurses from the nursing managers' viewpoint

International Council of Nurses Congress 2019 Miwako Kanbe, Yasuko Hosoda

長田　暁子 201906 大会長講演「育もう、拡げよう、高度実践看護の力」 第6回日本CNS看護学会 長田暁子

佐保　美奈子 201911
臨床看護職による大阪府立A高校におけるクラス単位HIV
予防教育の実践

第33回日本エイズ学会学術集会

中嶋　有加里 201910 つわりの程度に影響する諸要因に関する文献検討 第60回日本母性衛生学会学術集会

古山　美穂 201911
臨床看護職による大阪府立A高校におけるクラス単位エ
イズ予防教育の実践

第33回日本エイズ学会

201910 つわりの程度に影響する諸要因に関する文献検討 第60回日本母性衛生学会学術集会

201910
妊婦のビタミンD状態と食生活の実態および母児への影
響に関する文献検討

第60回日本母性衛生学会学術集会

201908
SNSを利用する「今どき」の高校生に合わせた「おつきあ
いのマナーかるた」改訂版の作成と実践

第38回日本思春期学会学術集会

大川　聡子 201908
認知症高齢者の生活支援に向けた地域包括支援セン
ター保健師のコーディネーション尺度の開発

日本地域看護学会　第22回学術集会

201908
独居高齢者の低栄養状態の実態と身体的、心理社会的
要因との関連－会食会参加者に焦点を当てて

日本地域看護学会　第22回学術集会

201908
住民組織リーダーの成長過程における保健師の支援の
特徴

日本地域看護学会　第22回学術集会

202001
認知症高齢者の生活支援に向けた地域包括支援セン
ター保健師のコーディネーションの実態

第8回 日本公衆衛生看護学会

Morimoto A, Watanabe S, Ohno Y, Godai K, Hatamochi C,
Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M, Sonoda N

Sonoda N, Watanabe S, Ohno Y, Godai K, Hatamochi C,
Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M, Morimoto A

赤井悠、杉本吉恵、中岡亜希子、山口舞子、伊藤良子

大泉綾亮、杉本吉恵、中岡亜希子、伊藤良子、山口舞子

大江理英　北村愛子　杉本吉恵

大江理英　杉本吉恵　北村愛子

Yasuko Hosoda, Mayumi Negishi, Yoshiko Doi, Yukari
Katayama,Yoko Kitajima, Yayoi Nagano

Yoshiko Doi, Yasuko Hosoda, Yayoi Nagano, Yukari Katayama,
Yoko Kitajima, Mayumi Negishi

細田泰子, 根岸まゆみ, 長野弥生, 北島洋子, 片山由加里, 土
肥美子

北村愛子, 長畑多代, 細田泰子, 岡本双美子, 中村裕美子

岡本双美子, 細田泰子, 長畑多代, 北村愛子, 中村裕美子

Yoshiko Doi, Yasuko Hosoda, Yayoi Nagano, Yukari Katayama,
Mayumi Negishi

Yasuko Hosoda, Mayumi Negishi, Yoshiko Doi, Yayoi Nagano,
Yukari Katayama, Yoko Kitajima

片山由加里, 細田泰子 長野弥生, 土肥美子, 北島洋子

北島洋子, 細田泰子, 長野弥生, 片山由加里, 土肥美子, 根岸
まゆみ

佐保美奈子、古山美穂、山田加奈子、髙知恵、二木貞夫、土
井章裕、岡本友子、立花久裕、辻岡舞衣子、北畠朋子、白阪
琢磨

菊川佳世、渡邊香織、古山美穂、中嶋有加里

佐保美奈子、古山美穂、山田加奈子、髙知恵、仁木貞夫、土
井章裕、岡本友子、立花久裕、辻岡舞衣子、北畠朋子、白阪
琢磨

菊川佳世、古山美穂、中嶋有加里、渡邊香織

宇佐美景子、古山美穂、渡邊香織

髙知恵、佐保美奈子、古山美穂、山田加奈子

岡野明美、上野昌江、大川聡子

廣地彩香、上野昌江、大川聡子

東口三容子、上野昌江、大川聡子

岡野明美、上野昌江、大川聡子
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202001
児童虐待予防においてかかわりが難しい親との援助関係
づくりに用いた熟練保健師の支援技術

第8回 日本公衆衛生看護学会

202001
保健師の受けるリスクのある暴言・暴力～階層研修での
内容抽出から

第8回 日本公衆衛生看護学会

202001
地域DOTSにおいて保健師が行う結核患者の生活実態を
踏まえた支援行動尺度の開発

第8回 日本公衆衛生看護学会

202002
Relationship between the contents of the meal menu
self-chosen by using the　food model and physical fatigue
in Japanese adults

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science

九津見　雅美 201906
Experiences encountering‘hemophilia'among mothers of
peple with hemophilia

International Congress Nurse Masami Kutsumi

201912 出血性疾患を有する患者が自身の病いを知ること 第39回日本看護科学学会 九津見雅美、大村佳代子

202002
Prevalence and characteristics of frailty among
community-dwelling elderly adults with social activity

The 6th International Nursing Research Confernce
of world Academy of Nursing sciences

冨川　順子 201912
統合失調症で慢性閉塞性肺疾患のある人への訪問看護
ケア

第9回日本在宅看護学会学術集会 冨川順子

大江　理英 201910 集中治療室で死にゆく患者の家族の悲嘆への看護実践 第21回救急看護学会学術集会

201910
救命救急センターに勤務する看護師の自律性尺度開発
–構成概念妥当性・信頼性・基準関連妥当性・安定性の検
証–

第21回日本救急看護学会学術集会

201909
周術期チームによる高度侵襲手術を受ける患者への倫
理調整の一例

第41回日本手術医学会総会

201906
海外渡航中に救急医療を受けた外国人患者のエンドオブ
ライフケアにおける意思決定支援（事例報告）

第12回日本看護倫理学会学術集会

201908
専門家会議による「救命救急センターに勤務する看護師
の自律性尺度」の表面妥当性および内容妥当性の検討

日本看護研究学会第45回学術集会

201908
救命救急センターに勤務する看護師の自律性尺度の開
発：I-CVIによる検討

日本看護研究学会第45回学術集会

林田　裕美 202002
外来化学療法を受ける切除不能膵臓がん患者が自分ら
しく生活するための取り組み

第34回日本がん看護学会学術集会

202002
若年成人期に女性生殖器を摘出した子宮がん患者の自
己受容につながる体験

第34回日本がん看護学会学術集会

南村　二美代 2019.08 慢性心不全患者の病気認知の実態とその関連要因 第45回日本看護研究学会学術集会

2019.11 慢性心不全患者が認識する医療チームメンバーの役割 第16回日本循環器看護学会学術集会

2019.11
慢性心不全患者が捉える病気の原因とその病気認知の
特徴

第16回日本循環器看護学会学術集会

2019.11
高齢慢性心不全患者に対する看護師の食への援助とそ
の関連要因

第16回日本循環器看護学会学術集会

2020.01
Changes in self-management behavior between before
and after cancer treatment in patients with concomitant
diabetes and cancer

the 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars
(EAFONS) conference

2020.2
糖尿病とがんを併せ持つ患者のがん治療中のセルフマネ
ジメント行動の実際

第34回日本がん看護学会学術集会

2020.02
The association between illness perception and care-
seeking behavior in patients with chronic heart failure

the 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science

2020.02
State of self-management behavior in patients with
concomitant diabetes and cancer

the 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science

相原　ひろみ 201906
看護大学生の看護実践における倫理的行動と関連要因
の検討

第12回日本看護倫理学会年次大会 相原ひろみ、細田泰子

201906
看護倫理教育コーチングライブ：惹きつけられる看護倫理
教育を考えよう

第12回日本看護倫理学会年次大会 ワークショップ

201908
時間外における看護技術学習の支援を目的とした自己調
整学習支援システムの評価

第29回日本看護学教育学会学術集会

201908 看護教育分野における自己調整学習研究の現状と展望
第29回日本看護学教育学会学術集会 交流セッショ
ン

益　加代子 201911
看護師2年課程通信制を卒業した看護師が感じる働き方
の変化

第39回日本看護科学学会学術集会

201910
看護師と准看護師の協働を考えるーJNA「准看護師の業
務のあり方ガイドライン（略）」をどう活用するか

第4回神戸看護学会学術集会 益加代子、林千冬

201908
ポジティブ感情をもつ看護師長の部署内の対話の場にお
けるコンピテンシー

第23回日本看護管理学会学術集会 里正士、志田京子、益加代子

紙野　雪香 201908
現任教育におけるナラティヴアプローチの実践とその成果
―私が大切にしている看護実践の探究―

日本看護学教育学会第29回学術集会 交流セッショ
ン

201910
豊かな経験に基づく看護師の進化をめざすナラティヴアプ
ローチの検討－キャリア形成支援のための新たな方法を
拓く－

第50回日本看護学会学術集会（看護管理）交流集
会

202002
Consideration of the results of a NarrativeApproach
Aimng ｆｏｒ nursing practicevisualization

The 6th International Nursing Rewearch
Conference of World Academy of Nursing Science

森本　明子 201906
Association between hyperuricemia and hypertension
among non-drinkers: Japanese prospective cohort study

29th Scientific Meeting of the European Society of
Hypertension

201908
取り組んだ研究の成果を国際誌上で公表するための取り
組み ～和文誌への投稿から英文誌へ～

日本看護研究会第45回学術集会

202001
Associations among work-related stress and mental
fatigue, and regular exercise in Japanese employees with
or without diabetes

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges
2020

佐藤睦子、上野昌江、大川聡子

山本佳美、大川聡子、金坂広美、東口三容子、平原洋子、久
保弘美

安本理抄,上野昌江,大川聡子

Risa Yasumoto、Sayumi Negoro、Satoko Okawa、Masae Ueno

Masami Kutsumi、Masashi shibata、Misa Shiomi,
Yuki Tanigaki、Masahiko Komori

米村亮、北村愛子、大江理英

大江理英　杉本吉恵　北村愛子

高宮勝子　大江理英　北貴志　藪田初美

北村愛子　井出由起子　鈴木千晶　藤野正子  大江理英　井
上奈々

大江理英　杉本吉恵　北村愛子

大江理英　北村愛子　杉本吉恵

森早苗・田中京子・林田裕美・徳岡良恵・二宮由紀恵・神﨑美
和

杉下薫・田中京子・林田裕美・徳岡良恵

浅井 克仁, 籏持 知恵子, 南村 二美代

佐々木悠, 籏持 知恵子, 南村 二美代

浅井 克仁, 籏持 知恵子, 南村 二美代

上村理沙, 籏持 知恵子, 南村 二美代

Sachiko Mitsuki,  Kayo Yokota, Tomi Tanaka,
Fumiyo Minamimura, Yuko Yamamoto,  Naoko Higo,
Mikage Hattori, Noriko Kadota,  Kaori Fujita

光木 幸子, 田中 登美, 肥後 直子, 服部 美景, 横田 香世,
南村 二美代, 山本 裕子, 藤田 かおり, 門田 典子

Katsuhito Asai, Chieko Hatamochi, Fumiyo Minamimura

Sachiko Mitsuki, Kayo Yokota, Tomi Tanaka,
 Fumiyo Minamimura, Yuko Yamamoto, Naoko Higo,
 Mikage Hattori, Noriko Kadota, Kaori Fujita

小野美喜、足立智孝、ウィリアムソン顕子、竹ノ内沙弥香、小
笹由香、相原ひろみ

徳永なみじ、相原ひろみ、野本百合子、金澤知典、佐川輝孝

徳永なみじ、前田ひとみ、伊山聡子、相原ひろみ、金澤知典、
佐川輝孝、野本百合子

林千冬、益加代子、グレッグ美鈴

福田敦子、紙野雪香、高橋清子

福田敦子、紙野雪香、高橋清子、松月みどり

Atsuko Fukuda,Yukika Kamino

Tatsumi Y, Asayama K, Morimoto A, Sonoda N, Miyamatsu N,
Ohno Y, Miyamoto Y, Izawa S, Ohkubo T

森本明子

Morimoto A, Watanabe S, Ohno Y, Godai K, Hatamochi C,
Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M, Sonoda N
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202001
Work-related, personal, and diabetes-related factors
relevant to dropout from outpatient diabetes treatment
visits among Japanese employees with diabetes

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges
2020

202001
Association between work-related factors and metabolic
syndrome among healthy Japanese employees

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges
2020

202002
糖尿病を持つ就労者における仕事の日の服薬忘れに関
連する労働関連・個人・糖尿病関連要因

第30回日本疫学会学術総会

202002
就労者における勤務日の生活習慣を含む労働関連因子
とメタボリック症候群との関連

第30回日本疫学会学術総会

髙　知恵 202003
Current state of maternal and child health indexes,and
system utilization for Korean mothers residing in Japan

The38
th
Western Regional Conference of Japan

Association for International Health

201911
臨床看護職による大阪府立A高校におけるクラス単位HIV
予防教育の実践

第33回日本エイズ学会学術集会

201910
Knowledge, behavior, and physical determinants of
lifestyle-related disease prevention among working
women in Hiroshima prefecture

The 12th International Nursing Conference

201910
Experiences of domestic and dating violence among
Korean women residing in Japan

The 12th International Nursing Conference

201908
SNSを利用する「今どき」の高校生に合わせた「おつきあ
いのマナーかるた」改訂版の作成と実践

第38回日本思春期学会学術集会

201906
在日コリアン母親が複数役割を遂行する際に生じる困難
性～質問紙の自由記述の分析～

第21回日本母性看護学会学術集会 髙知恵

山田　加奈子 201911
自己血糖測定をせずに血糖管理を行うインスリン不使用
妊娠糖尿病妊婦への助産師の支援

第35日本糖尿病妊娠学会学術集会

201908
ＳＮＳを利用する「今どき」の高校生に合わせた「おつきあ
いのマナーかるた」改訂版の作成と実践

第38回日本思春期学会

201911
臨床看護職による大阪府立A高校におけるクラス単位HIV
予防教育の実践

第33回日本エイズ学会

大野　志保 201912
チーム学校の視点から組織としての心理的支援を考え
るー学校を中心とした心理危機事例を通して－

日本学校心理学会第21回千葉大会

根来　佐由美 201908 A市における自主サークル所属高齢者のフレイルの実態 日本地域看護学会第22回学術集会

202001 A市における「あしゆびプロジェクト」の取り組み（第1報） 第8回日本公衆衛生看護学会学術集会

202001
A市における「あしゆび」プロジェクトの取り組み（第2報）‐
自主サークル所属高齢者のフレイル対策の効果‐

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会

202001 A地区地域高齢者の楽しみのある外出と閉じこもりの関係 第8回日本公衆衛生看護学会学術集会 横山紗依、根来佐由美

202002
Relationship between the frailty of female elderly
engaged in voluntary circle activities and their physical
psychosocial characteristics

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science

202002
Relationship between the contents of the meal menu
self-chosen by using the　food model and physical fatigue
in Japanese adults

The 6th International Nursing Research Conference
of World Academy of Nursing Science

深山　華織 201907
介護支援専門員による家族介護者の就労継続のための
支援

第24回 日本在宅ケア学会学術集会

201912
認知機能低下予防教室における人型コミュニケーションロ
ボットを用いたプログラムの開発と評価

第39回 日本看護科学学会学術集会

山内　加絵 202001
Action Research to Strengthen Interdisciplinary
Collaboration in Best Practice End of Life Care at
Nursing Home with Small Scale Units

N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges
(N3 Nursing Conference)

井上　奈々 201906
海外渡航中に救急医療を受けた外国人患者のエンドオブ
ライフケアにおける意思決定支援（事例報告）

第12回日本看護倫理学会学術集会

201906
海外渡航中に救急医療を受けた外国人患者のエンドオブ
ライフケアにおける意思決定支援

日本看護倫理学会

徳岡良恵 202002
外来化学療法を受ける切除不能膵臓がん患者が自分ら
しく生活するための取り組み

第34回日本がん看護学会学術集会

202002
若年成人期に女性生殖器を摘出した子宮がん患者の自
己受容につながる体験

第34回日本がん看護学会学術集会

202002
がん看護専門看護師が実践している倫理調整における状
況判断と行動

第34回日本がん看護学会学術集会

201912
当センターにおけるLorlatinib投与患者に対する支援の実
際

第60回日本肺癌学会学術集会

山口舞子 201909 高齢者に対する沐浴剤清拭の皮膚保湿効果の検討 日本看護技術学会第18回学術集会

201909
2人介助による車椅子・ベッド間移乗介助時の介助者の腰
部負担

日本看護技術学会第18回学術集会

小泉　亜紀子 201912
在宅高齢者の認知機能低下予防教室への継続参加と認
知機能の関連

第38回日本看護科学学会学術集会 中村裕美子

安本　理抄 202001
地域DOTSにおいて保健師が行う結核患者の生活実態を
踏まえた支援行動尺度の開発

第8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

201908
地域で生活する高齢者の身支度への意識と生活習慣の
実態

日本地域看護学会　第22回学術集会 小野凪沙,真田結衣,安本理抄

202002
Relationship between the contents of the meal menu
self-chosen by using the food model and physical fatigue
in Japanese adults

TNMC & WANS International Nursing Research
Conference 2019

Sonoda N, Watanabe S, Ohno Y, Godai K, Hatamochi C,
Sugimoto Y, Okawa S, Shikama M, Morimoto A

Shikama M, Sonoda N, Morimoto A, Watanabe S, Godai K,
Ohno Y

園田奈央, 渡辺宗一郎, 大野ゆう子, 呉代華容, 色摩茉衣子,
森本明子

色摩茉衣子, 園田奈央, 森本明子, 渡辺宗一郎, 呉代華容, 大
野ゆう子

Chie Koh,Hiroya Matsuo

佐保美奈子、古山美穂、山田加奈子、髙知恵、二木貞夫、土
井章裕、岡本友子、立花久裕、辻岡舞衣子、北畠朋子、白阪
琢磨

Ruriko Miyashita、Chie Koh、Akira Miyata、Hiroya Matsuo

Chie Koh、Wolsoon Lee、Wooja Yang、Koonae Park

髙知恵、佐保美奈子、古山美穂、山田加奈子

森重圭子、松井千佳、山田加奈子、成田伸

髙知恵、佐保美奈子、古山美穂、山田加奈子

佐保美奈子、古山美穂　山田加奈子、髙知恵、二木貞夫、土
井章裕、岡本友子、立花久裕、辻岡舞衣子、北畠朋子、白坂
琢磨

大野志保、柴田一匡、大山卓、水野泰樹、窪田由紀

根来佐由美、上野昌江、山村典弘

山村典弘、根来佐由美、上野昌江

根来佐由美、上野昌江、山村典弘

Sayumi Negoro、Masae Ueno、Ayumi Koma、Yui Motoya、
Norihiro Yamamura

Risa Yasumoto、Sayumi Negoro、Satoko Okawa、Masae Ueno

深山華織， 河野あゆみ， 白澤政和，髙砂裕子，白木裕子，畑
亮輔

中村裕美子、小泉亜紀子、真嶋由貴恵、深山華織

Kae Yamauchi，Tayo Nagahata，Hideto Yao，Munemitsu
Shima， Kazuhiro Kitaura

北村愛子　井出由起子　鈴木千晶　藤野正子  大江理英　井
上奈々

北村愛子　井出由起子　鈴木千晶　藤野正子　大江理英　井
上奈々

森 沙苗, 田中 京子, 林田 裕美, 徳岡 良恵, 二宮 由紀恵, 神崎
美和

杉下 薫, 田中 京子, 林田 裕美, 徳岡 良恵

岩崎 多津代, 田中 結美, 吉田 智美, 笠谷 美保, 二宮 由紀恵,
高山 良子, 田代 真理, 徳岡 良恵, 中 滉子, 根岸 恵, 細田 志
衣, 吉田 こずえ, 渡壁 晃子, 吉田 みつ子

岩田香,良田紀子,岡田由佳理,徳岡良恵,那須信吾,田中彩子,
野田　成美,金井友宏,鮫島有美子,森下　直子,鈴木秀和,岡本
紀雄,平島　智徳

大泉綾亮、杉本吉恵、中岡亜希子、伊藤良子、山口舞子

赤井悠、杉本吉恵、中岡亜希子、山口舞子、伊藤良子

Risa Yasumoto,Sayumi Negoro,Satoko Okawa and Masae Ueno
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喜田　雅彦 202002
当センターの人工呼吸器関連状態(VAC)・感染に関連し
た人工呼吸器関連合併症(IVAC)における関連要因の検
討

第35回日本環境感染学会

中村　雅美 201909
Development of Chronic kidney disease practice guide for
clinical nurses

第9回国際腹膜透析学会アジア太平洋大会

冨田　亮三 201908
初期キャリア形成期看護師のピア・コーチングと専門職的
自律性、職業的アイデンティティの関係性の探索

日本看護研究学会第45回学術集会 冨田亮三，細田泰子

名　前 題　　名 会　場　等 講　演　年　月　日
参加人数
(人）

楢木野　裕美 京都家庭裁判所調査官等研修 虐待を受けた乳幼児の特徴と観察の視点 京都家庭裁判所 2019年11月18日 30

滋賀県立小児保健医療センター研修会 看護研究 滋賀県立小児保健医療センター 2020年1月25日 50

渡邊　香織 「母性技術者のための健康経営とは？」 大阪府立大学I-siteなんば 2019年6月 30

都筑　千景 教育課程を確認しよう 日本航空協会 航空会館     2019年8月20日、21日 45

事業化・施策化のための活動
～円滑な組織活動を行うために～

三重県総合文化センター 2019年11月15日 32

長畑　多代 認知症高齢者の理解と看護実践
ナーシングアート大阪
レモンホール

2019年8月7日 250

高齢者の真のニーズを見極める
大阪府立大学
羽曳野キャンパス

2019年9月3日 30

・地域包括ケアと退院支援
・認知症ケアとチームアプローチ

CIVI北梅田研修センター 2019年9月16日 120

三輪　恭子
暮らしにつなぐ看護～病棟看護師がおこなう入退院
支援

宮崎県看護研修センター 2019年10月18日 100

国立病院機構近畿グループ 退院支援看護師養成研修 地域で活かす！これからの看護 大阪医療センター 2020年2月26日 50

志田　京子 大阪府看護協会　ファーストレベル研修 「看護管理総論」 大阪府看護協会 2019年5月、8月, 10月 240

大阪府看護協会　ファーストレベル研修 「レポートの書き方」 大阪府看護協会 2019年5月、8月, 10月 240

大阪府看護協会　サードレベル研修 「企画書の書き方」 大阪府看護協会 2019年9月 30

大阪府看護協会　サードレベル研修 「統合演習」 大阪府看護協会 2019年10月 30

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 2019年8月 30

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 2019年8月 30

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 2019年9月 80

大分県中小規模病院等看護管理者支援協議会支援事業
「地域包括ケアを推進する中小規模病院看護管理
者支援事業の取り組み」

大分県看護協会 2019年10月 130

大阪府看護協会　中小規模病院看護管理者研修 「中小規模病院における看護管理」 大阪府看護協会 2019年11月 70

北海道看護協会　サードレベル研修 「看護管理者の倫理的意思決定」 北海道看護協会 2019年11月 30

広島県看護協会　セカンドレベル研修 「質評価Ⅱ」 広島県看護協会 2019年9月 60

細田　泰子 看護教育評価論 大阪府看護協会 2019年7月10日、24日 50

看護基礎教育における実習で教授する臨床判断能
力とは

畿央大学 2019年12月14日 70

中嶋　有加里 大阪府看護協会　大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会
母性看護学実習
「効果的な母性看護学実習を目指して」

大阪府看護協会
　　　　2019年6月11日
　　　　2019年9月10日
　　　　2020年2月4日

78
82
80

古山　美穂 羽曳野市立子育て支援センターふるいち子育て講座羽曳野市立子育て支援センターふるいち講演会
ママの安心は子どもの安心―命輝く毎日を送るに
は―

羽曳野市立子育て支援セン
ターふるいち

2019年11月7日 30

みんなちがって、みんないい 富田林市立金剛中学校 2019年11月13日 150

一人ひとりの子どもの人権ー誕生に携わる助産師
の立場からー

河内長野市立三日市小学校 2019年8月26日 40

助産師を育成する支援者の役割 大阪母子医療センター 2019年6月8日 40

助産師を育成する支援者の役割 大阪府助産師会 2019年8月3日 27

大川　聡子 家庭訪問支援の基礎・家庭訪問支援の実際 クレオ大阪中央 2019年9月27日 10

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
④個別から集団化し、地域の課題解決に向けた取
り組みの報告

①八尾市保健所
②③④大阪府国保連合会

　　①2019年5月22日
　　②2019年9月30日
　　③2019年11月22日
　　④2020年2月19日

44

①地域診断の方法と課題の説明
②健康課題の抽出と保健活動計画の立案
③保健活動計画の振り返りと実践報告
④事業評価と次年度に向けた計画立案

①枚方市市民会館
②東大阪市保健所
③高槻市保健所
④豊中市保健所

　　①2019年6月4日
　　②2019年7月30日
　　③2019年11月12日
　　④2020年2月18日

20

①相手を理解し信頼関係を築くために
②保健師活動における個別支援の考え方
③地域の課題解決に向けた取り組み

①門真市保健センター
②守口市保健センター
③大東市保健センター

　　①2019年7月31日
　　②2019年11月29日
　　③2020年2月3日

22

支援が必要な母親をどうアセスメントし、支援するか 京都府南丹保健所 2019年7月29日 30

保健師の相談記録－記録の基本－ 大阪市役所 2019年11月11日 21

地域診断について 大阪府四條畷保健所 2019年11月5日 35

10代の妊娠・出産の現状と支援のポイント 吉田山会館 2019年12月6日 50

冨川　順子 精神科訪問看護の実際 大阪コロナホテル 2019年9月29日 150

神山 剛論, 塩野 茂, 島津 和久, 喜田 雅彦

Takai Nami，Uchida Akiko，Hirano Michie，Nakamura Masami，
Kosaka Shiho

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

第89回超塑性加工ものづくり研究会

平成31～32年度全国保健師教育機関協議会公衆衛生看護学を享受す
る教員＜レベル1＞研修

大阪府看護協会研修

科学工学イノベーション研究会

日本老年看護学会認知症看護対応力向上研修

宮崎県看護協会研修会

大阪府専任教育養成講習会

平成31年度三重県市町保健師協議会研修会

畿央大学臨床実習指導者研修会

富田林市立金剛中学校教育講演

河内長野市立三日市小学校教職員研修

助産実践能力クリニカルラダー研修

助産実践能力クリニカルラダー研修

大阪市子ども家庭支援事業認定研修

政令市・中核市ブロック保健師新人保健師研修会

中核市保健師中期研修

守口市・門真市・大東市合同保健師研修会

京都府南丹保健所  産前・産後担当者会議

大阪市１年目保健師研修会

大阪府四條畷保健所 地域職域連携推進事業 地域人材育成研修

三重県母子保健コーディネーター養成研修会

日本訪問看護財団研修　精神障がい者の在宅セミナー
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相原ひろみ 大阪国際がんセンター　実習指導者研修会
現在の看護学生教育カリキュラムと、臨地実習指導
の役割と意義～スタッフに伝えたい！ポジティブ
フィードバック～

大阪国際がんセンター 2019年11月14日 約20

紙野　雪香 成人学習理論－主体性を育むとは－ 大阪府立大学I-siteなんば 2019年7月28日

森本　明子 大阪府立大学･大阪市立大学 ニューテクフェア2019
健康経営推進に向けた産学連携によるデータヘル
ス

大阪産業創造館 2019年12月10日 170

イノベーションストリーム KANSAI
健康経営推進に向けた産学連携によるデータヘル
ス

グランフロント大阪 2019年12月17日 約1000

大阪府「データを活用した保健事業の支援セミナー」 地域差見える化支援ツールを活用した分析事例 大阪府咲州庁舎 2020年1月24日 約80

根来　佐由美 笑いと足は元気のつぼ テクスピア大阪 2019年7月28日 200

小泉　亜紀子 多職種で支えるACP 大阪府立大学I-siteなんば 2019年9月21日 20

柱谷　久美子 精神科訪問看護の実際 大阪コロナホテル 2019年9月29日 150

喜田　雅彦 四天王寺大学キャリア委員会開催講演会 「あなたのなりたい看護職はなに？」 四天王寺大学 2019年10月5日 約20

中村　雅美
治療選択に関わる多職種協働・専門職連携のあり
方

三宮コンベンションセンター 2019年12月14日 60

透析の導入・継続を迷っている患者への支援 大阪府立大学I-siteなんば 2020年2月1日 20

名　前 題　　名 会　場　等 開　講　年　月　日
受講者数
(人)

澤井　元 心電図 羽曳野キャンパスL204講義室 2019年8月10日 173

涙の意味
なかもずキャンパスB1棟2F東
大講義室

2019年9月19日 268

冨川　順子 コンサルテーション事例検討会 大阪府立大学 I-siteなんば 2019年11月10日 22

森本　明子 健康とデータヘルス 大阪府立大学 I-siteなんば 2019年11月1日 約50

伊藤　良子 よりよい眠りで脳も身体もすっきりと！ 伊丹市女性・児童センター 2019年9月19日 30

伊丹市女性・児童センター 2019年9月26日 30

柱谷　久美子 コンサルテーション事例検討会 大阪府立大学 I-siteなんば 2019年11月10日 22

6） 出張講義・出前講義

名　前 出　張　・　出　前　先 開　講　年　月　日 受 講 者 数（人）

長畑　多代 三原台地域会館（堺市） 2019年6月30日 80

杉本　吉恵 奈良県平城高等学校 2019年9月26日 20

大阪府立夕陽丘高等学校 2019年6月6日 37

古山　美穂 大阪府教育センター附属高等学校 2019年7月16日 240

大阪府立交野高等学校 2019年11月14日 280

冨川　順子 大阪大学 医学部保健学科 2019年6月4日 70

岸和田市医師会看護専門学校 2019年11月21日 34

髙　知恵 大阪府立みどり清朋高等学校 2019年6月13日 240

大阪府立阪南高等学校 2019年6月26日 280

大阪府立今宮高等学校 2020年1月23日 240

山田　加奈子 堺立堺高等学校 2020年1月30日 283

山内　加絵 大阪府立池田高等学校 2019年4月23日 30

伊藤　良子 東百舌鳥高等学校 2020年10月3日 30

東百舌鳥高等学校 2019年9月25日 35

柱谷　久美子 岸和田市医師会看護専門学校 2019年11月21日 34

名　前 役　職　名

中山　美由紀 編集委員 委員

委員、編集委員 委員

企画委員会 委員

楢木野　裕美 査読委員 委員

理事 理事

大阪府訪問看護教育指導者研修会

泉大津市主催 介護予防フォーラム

大阪府立大学中堅訪問看護師研修会

日本訪問看護財団研修　精神障がい者の在宅セミナー

慢性腎臓病に携わる看護師のための治療選択特別研修

第7回看護フォーラム「CNSを活用して看護実践力を上げよう」

5) 公開講座

公　開　講　座　名

模擬授業

府大講座

大阪府立大学大学院　第3回ＣＮＳネットワーク交流会

大阪府立大学公開講座 21世紀科学セミナー

知っておきたい眠りの話

知っていますか？性的マイノリティ（LGBTs）のこと

大阪府立大学大学院　第3回ＣＮＳネットワーク交流会

講　義　名

認知症を地域で支えるには

看護の魅力

看護の仕事

これからの自分探し

あなたがいるということ

精神科薬物療法を支える看護ケア

リエゾン精神看護の実際

性についてちゃんと知ろう

性についてちゃんと知ろう

おつきあいのマナーとデートDVについて

大切なからだと気持ち～デートバイオレンスをとおして～

学問分野説明

エッチのまわりにあるもの

しない、させない性（セクシュアリティ）に対する暴力

リエゾン精神看護の実際

7) 公的な委員会など

委　嘱　先 参 画 委 員 会 名 ・ 職 務 内 容

小児保健研究

日本家族看護学会

世界看護科学学会

日本看護科学学会

日本小児看護学会

88



専任査読委員 委員

専任査読委員 委員

制度検討委員会、選挙管理委員会 委員

倫理審査会 委員

高度実践看護師教育課程認定委員会 副委員長

渡邊　香織 専任査読委員 会長

査読委員 委員

理事 理事

田嶋　長子 一般社団法人　日本精神科看護協会 評価委員

人権審議会 委員長

都筑　千景 羽曳野市健康づくり推進協議会 委員

大阪府藤井寺保健所運営協議会 委員

代議員 委員

代議員 委員

代議員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

編集委員会 委員

編集委員会 委員

教員研修委員会 委員

国際交流推進委員会 委員

保健師幹事委員 委員

医道審議会 専門委員

査読委員 委員

一般演題座長 座長

科学研究費委員会 専門委員

第23回学術集会拡大企画委員会 委員

長畑　多代 査読委員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

評議員 委員

科学研究費委員会 専門委員

堺市介護認定審査会 委員

大阪府介護保険審議会 委員

羽曳野市介護保険等推進協議会 会長

藤井寺市 藤井寺市介護認定審査会 委員

藤井寺市 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 藤井寺市地域密着型サービス運営委員会 委員

藤井寺市 藤井寺市保健福祉計画推進協議会 委員

三輪　恭子 厚生労働省 委員

日本専門看護師協議会　政策提言委員会 委員

第23回学術集会拡大企画委員 委員

日本小児看護学会

日本看護研究学会

日本こども虐待防止学会

公益社団法人 大阪府看護協会

日本看護系大学協議会

日本看護科学会

日本母性看護学会

大阪母性衛生学会

公的団体等委員会

羽曳野市

他地方公共団体委員会

大阪府委員会

日本看護科学学会

日本地域看護学会

日本公衆衛生看護学会

日本看護科学学会

日本小児保健研究

日本公衆衛生学会

日本地域看護学会

日本公衆衛生看護学会

全国保健師教育機関協議会

日本地域看護学会

保健師助産師看護師試験

厚生労働省

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会

第8回日本公衆衛生看護学会学術集会

日本学術振興会

日本地域看護学会

日本看護科学学会

千葉看護学会

日本地域看護学会

日本看護福祉学会

日本老年看護学会

日本老年看護学会

独立行政法人 日本学術振興会

堺市

大阪府委員会

羽曳野市

厚生労働省老人保健健康増進等事業「専門職による健康相談・保健指導の提供を
行う地域に根付いた窓口に関する調査研究事業」検討委員会

日本専門看護師協議会

日本地域看護学会
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北村　愛子 理事・評議員 理事・委員

代議員（広報委員会委員） 委員

理事 理事

編集委員 委員

評議員 委員

代議員 委員

評議員 委員

専任査読委員 委員

佐藤　淑子 評議員 委員

田中　京子 病院機構評価委員会 委員

令和元年度評議員 委員

特定行為研修管理委員会 委員

教育・学会担当理事 理事

高度実践看護師教育課程認定委員会　がん看護専門分科会副委員長 委員長

大阪府医療審議会委員 委員

日本看護協会 第51回日本看護学会－看護管理－学術集会 　準備委員会・抄録選考委員会 委員

外部評価委員 委員

大学設置・大学法人審議会(大学設置分科会）専門委員 委員

籏持　知恵子 日本慢性看護学会 評議委員 委員

日本看護科学学会 代議委員 委員

日本循環器看護学会 理事 理事

日本循環器看護学会 学会誌編集委員会委員長 委員長

聖路加看護学会 学術交流委員 委員

日本看護研究学会 査読員 委員

日本糖尿病教育看護学会 編集委員会専任査読者 委員

日本循環器看護学会 学会誌専任査読員 委員

日本腎不全看護学会 編集委員会専任査読者 委員

日本慢性看護学会 編集委員会専任査読委員 委員

日本看護科学学会 学会誌和文誌専任査読委員 委員

日本看護系大学協議会　 高度実践看護師教育課程認定委員会　慢性看護専門分科会委員長 委員長

厚生労働省　 循環器疾患・糖尿病等生活習慣対策総合研究事業　中間・事後評価委員会 委員

志田　京子 委員

委員

理事

委員

委員

委員

委員

杉本　吉恵 第10回学術集会企画委員、理事、学術誌検討委員長 委員

細田　泰子 学会誌専任査読委員 委員

学会誌編集委員 委員

学会誌査読委員 委員

評議員 委員

和文誌編集委員 委員

和文誌専任査読委員 委員

運営委員会 委員

日本クリティカルケア看護学会

日本看護科学学会

日本看護倫理学会

日本循環器看護学会

日本看護研究学会

日本看護科学学会

日本看護倫理学会

クリティカルケア看護学会

日本環境感染学会

堺市

公益財団法人　大阪対がん協会

公益社団法人 大阪府看護協会

公益社団法人 大阪府看護協会

一般社団法人 日本看護系大学協議会

大阪府医療審議会

文部科学省　がんプロ養成プラン

文部科学省　高等教育局長

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、学会評議員

大阪府看護協会 認定看護管理者教育課程運営委員

NPO法人医療制度研究会 理事

大阪急性期・総合医療センター 医療安全委員会外部委員

看護経済政策研究学会 評議員

日本看護協会神戸研修センター 認定看護管理者教育課程運営委員

大阪はびきの医療センター 臨床研究倫理審査外部委員

日本健康運動看護学会

日本看護研究学会

日本看護学教育学会

日本看護学教育学会

日本看護学教育学会

日本看護科学学会

日本看護科学学会

大阪府専任教育養成講習会
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第12回年次大会企画委員 委員

カリキュラム評価委員会 委員

第51回日本看護学会－看護管理－学術集会 抄録選考委員会 委員

科学研究費委員会専門委員 委員

長田　暁子 代表理事

委員

委員

部会員

佐保　美奈子 近畿支部長 支部長

編集委員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

中嶋　有加里 公益社団法人　大阪府看護協会　学会委員 委員

評議員・専任査読委員 委員

代議員・査読委員 委員

幹事・第58回学術集会（2019.12．15)座長 委員

古山　美穂 専任査読委員 委員

評議員 委員

苦情処理委員会第三者委員 委員

大川　聡子 藤井寺市健康づくり推進協議会 委員

理事・編集委員・査読委員 理事・委員

査読委員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

科学研究費委員会 専門委員

九津見　雅美 摂津市看護認定審査会 委員

冨川　順子 査読委員 委員

査読委員 委員

査読委員 委員

大江　理英 査読委員 委員

抄録選考委員 委員

専任査読委員 委員

学術委員 委員

代議員 委員

機関誌編集・用語委員会 編集委員

査読委員 査読委員

編集委員会 編集委員

林田　裕美 教育委員会委員長 委員長 

准看護師試験委員会委員 委員

相原　ひろみ 学術活動推進委員会 委員

実行委員 委員

紙野　雪香 第12回年次大会実行委員 委員

抄録選考委員 委員

森本　明子 評議員 委員

査読委員 委員

評議員 委員

日本看護倫理学会

大阪医科大学

日本看護協会

独立行政法人 日本学術振興会

日本専門看護師協議会 代表理事

日本看護協会 専門看護師制度委員会

大阪府移行期医療支援センター 大阪府移行期医療推進会議

日本医療安全調査機構 日本医療安全調査機構　個別調査部会

性と健康を考える女性専門家の会

日本思春期学会

母性衛生

大阪府立大学

公益社団法人　大阪府看護協会

日本母性看護学会

母性衛生

大阪母性衛生学会

日本母性看護学会

社会福祉法人泉カナン会　聖愛保育園

社会福祉法人泉カナン会　聖愛保育園

藤井寺市

対人援助学会

日本質的心理学会

日本地域看護学会

日本公衆衛生看護学会

独立行政法人 日本学術振興会

摂津市

大阪府立大学

高知女子大学

日本精神保健看護学会

日本CNS看護学会

大阪府看護協会学会

日本クリティカルケア看護学会

日本循環器看護学会

日本循環器看護学会

日本集中治療医学会

第47回日本集中治療医学会学術集会

日本救急看護学会

大阪府看護協会

関西広域連合

日本看護倫理学会

日本運動器看護学会

日本看護倫理学会

日本看護学会学術集会

糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会

日本循環器病予防学会

日本循環器病予防学会

91



ゲノム・データ基盤事業 科学技術調査員

大阪府ヘルスアップ支援推進会議 委員

大阪府ヘルスアップ支援事業（市町村保健事業介入支援事業） 委員

井上　敦子 理事 理事

教育促進委員会実践促進班 委員

髙　知恵 助産師職能委員 委員

「生きるチカラ学びサポート事業」運営アドバイザー 委員

山田　加奈子 委員（看護政策検討委員会委員） 委員

査読委員 委員

大野　志保 評議員 委員

査読委員 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

委員

深山　華織 査読委員 委員

山内　加絵 藤井寺市 藤井寺市介護認定審査会 委員

山地　佳代 羽曳野市 羽曳野市介護保険認定審査会 委員

徳岡　良恵 査読委員 委員

代議員 代議員

山口　舞子 査読委員 委員

小泉　亜紀子 羽曳野市 羽曳野市介護認定審査会 委員

柱谷　久美子 抄録選考委員会委員 委員

安本　理抄 委員

委員

大阪府 委員

羽曳野市 羽曳野市介護認定審査会 委員

委員

喜田雅彦 日本看護学会 抄録選考委員 委員

抄録選考委員 委員

中村　雅美 委員

認定委員会 委員

腎臓病療養指導士 教育研修小委員会 委員

名　前 相　手　国

田中　京子 タイ王国

志田　京子 タイ王国

タイ王国

タイ王国

細田　泰子 アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

大川　聡子 アメリカ合衆国

AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）

大阪府健康医療部

大阪府健康医療部

日本専門看護師協議会

日本家族看護学会

大阪府看護協会府南支部

大阪市生野区

日本母性看護学会

日本母性看護学会

日本養護実践学会

対人援助学会

日本看護協会
第51回日本看護学会－看護管理－学術集会 看護管理・急性期看護・慢性期看護
抄録選考委員会

日本看護協会
第51回日本看護学会－看護管理－学術集会 看護管理・急性期看護・慢性期看護
抄録選考委員会

一般社団法人日本老年看護学会

日本がん看護学会

日本がん看護学会

日本運動器看護学会

日本看護協会

大阪府看護協会 大阪府看護協会大阪南支部

大阪府 大阪府ヘルスアップ支援推進会議

大阪府ヘルスアップ支援事業（市町村保健事業介入支援事業）

日本看護協会
第51回日本看護学会－看護管理－学術集会 看護管理・急性期看護・慢性期看護
抄録選考委員会

大阪府看護協会学会

日本看護協会
第51回日本看護学会－看護管理－学術集会 看護管理・急性期看護・慢性期看護
抄録選考委員会

日本腎不全看護学会

日本腎臓病協会

8) 国際交流活動

関　係　機　関　名 活　動　の　概　要

　マヒドン大学　シリラート校 国際学会主催協定校として出席

　マヒドン大学　ラマティボディ校 学類生2名をサマースクールに引率

　マヒドン大学
さくらサイエンスプランBコースによる学生4名、教員1名の招へ
い

　マヒドン大学　シリラート校 国際学会主催協定校として研究科長をはじめ4名を派遣

Oregon Health & Science University ,School of Medicine
2019年6月26日
Manami Furuya,MSN,RN,FNP-BC,GNP-BC　招へい

Boston College, Connell School of Nursing
2019年12月5日～6日
Associate Dean for Reseach,Professor,Dr,
Christopher S Lee,PhD,RN,FAHA,FAAN,FHFSA 招へい

University　of Portland,Oregon Health & Science
University,Hopewell House Hospice

2019年8月12日～16日 シミュレーション教育とホスピスの
視察及び、Oregon Health & Scienc University Vice
President & Dean とSenior Associate Deanと学術協定に
関する会議

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 Joanne Schneider教授を招
へいし、学部生、院生向けの講義を開催
（2019年12月15日～2019年12月29日）
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森本　明子 タイ王国

山内　加絵 タイ王国

井上　奈々 タイ王国

9) その他の社会貢献

名　前

澤井　元

楢木野　裕美 理事（大阪府・大阪市委託事業、研修担当理事）

大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会

九津見　雅美

冨川　順子

大江　理英

山地　佳代

　マヒドン大学　シリラート校 国際学会主催協定校として出席

　マヒドン大学　シリラート校 国際学会主催協定校として出席

　マヒドン大学　シリラート校 国際学会主催協定校として出席

社会活動先 職　務　内　容

大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 治験審査委員会・利益相反審査委員会の外部委員として、治験計画書および利益相反の審査

児童虐待防止協会

大阪府看護協会ナーシングアート大阪

レビー小体型認知症サポートネットワーク兵庫交流会 交流会の企画、広報、運営

日本精神科看護協会 福島県県外避難者心のケア訪問事業における訪問看護と交流会活動支援

大阪府看護学会 2019年12月14日 第7回大阪府看護学会一般演題第12群座長

大阪精神医療センター 2019年副師長会倫理カンファレンス研修支援

京都大学 医学研究科(人間健康科学系専攻) 修士課程看護科学コース クリティカルケア看護学高度実践演習I講師

日本認知症ケア学会 関西2地域部会 事例検討会、ファシリテーター
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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 15 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、2019 年 4 月から 2020 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。 
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委員 細田 泰子      委員 籏持 知恵子  
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