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助産学領域

大学院研究科長 メッセージ
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建学の理念と目的


グレードアップした高度専門職業人を目指して

)RXQGLQJ3ULQFLSOHV




湘南医療大学は、年月に保健医療学研究科修士課程を開設しました。

建学の理念

本研究科は、医療施設の現場で勤務している看護師、助産師、理学療法士、

湘南医療大学大学院は「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念のもと、

作業療法士、あるいは看護師、助産師、理学療法士、作業療法士を目指し



ている学生で、ご自分の専門職としてのさらなるキャリアアップを考えて
いる方々を対象に、高度専門職業人として、日本の看護学ならびにリハビ

研究科長 喜多村 健

リテーション学の発展に寄与することを目標としています。


研究科長プロフィール

本研究科の特色は、「看護学」と「リハビリテーション学」を包括する、

東京大学医学部を卒業後、東京医科歯科

より広い学問概念である「保健医療学」を学修し、修士（保健医療学）を

大学医学部附属病院 副院長、東京医科歯

取得し、今後、日本が直面する保健医療における問題に対処出来る能力を

科大学 副学長、日本耳科学会 理事長な

身につける人材を育成する点です。

どを経て、現在、湘南医療大学 副学長お
よび湘南医療大学大学院研究科長。



また、医療法人社団康心会 茅ヶ崎中央病

また、修士（保健医療学）取得に加えて、高度実践看護師（がん看護）の

院 耳鼻咽喉科にて臨床の最前線にも携

受験資格を得られるように科目を設定しています。さらに、本研究科では、

わっています。

助産学領域を設置し、修士（保健医療学）の取得に加えて助産師国家試験
受験資格の取得が可能です。
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人とのふれあいを通して、他者を思いやり、生あるもの全てに感謝し、
その人らしさを大切にする教育を実践し、すべての人々の幸せに役立つ人材の育成を目指します。



湘南医療大学大学院の目的
湘南医療大学大学院は、本学の理念に基づき、保健医療学の学理及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められ

過去問の閲覧・お問い合わせなど

る職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、健康と福祉社会の進展に寄与することを目的とします。

,QTXLU\


過去問の販売、ホームページ上での公開はしておりません。
閲覧をご希望の場合は、湘南医療大学の大学院事務担当まで
お問い合わせください。
その他、学生生活等についてもお気軽にお問い合わせください。
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本大学院の講義は、平日の夜間（時開始）と土曜の日中の時間を併用して行いますので、仕事との両立を図るこ

とが可能です。なお、健康増進・予防領域内の一部の講義、助産学領域の講義は平日の日中にも実施します。
本研究科を修了した後の就職先についてご紹介します。



① 専門領域にとどまらず、幅広い領域の知識取得が可能
専門科目は「健康増進・予防領域」「心身機能回復領域」「助産学領域」における固有の専門的な科目を配置して

時限

時間

います。当該領域の専門科目は相互の関連を常に意識した横断的な科目群になっているため、個々の院生が選択し

時限

時分 ～時分

時限

時分～時分

時限

時分～時分

時限

時分～時分

時限

時分～時分

時限

時分～時分

■平日

時限

時分～時分

全領域

た研究主領域の単位取得の他に領域を超えて、関連した科目の単位を取得することも可能となっています。理論面
の構築と高度の専門知識・技術を修得して、専門分野における優れた実践能力を身につけ、地域社会に貢献する為
に必要な科目を開講します。

備考
■平日
助産学領域、健康増進・予防領域の一部の講義
■土曜日
全領域

④ 腰を据えて研究に取り組める「
長期履修制度」
（年度～年度修了生

計名実績）

標準修業年限の年間での就学・研究が困難な場合でも、申請により履修期間を年間延長出来る「長期履修制度」

■ 医療・福祉
■ 教育・学習支援業
があります。本制度の詳細は「年度 大学院入学者選抜 学生募集要項」をご参照ください。
医療法人社団康心会 湘南東部総合病院

学校法人湘南ふれあい学園 湘南医療大学

医療法人社団祐昇会 座間整形外科 

神奈川県立座間養護学校

⑤ 高度実践看護師の受験資格取得が可能

東京都立府中療育センター
学校法人了徳寺大学 
湘南医療大学大学院では、年月より健康増進・予防領域内に高度実践看護師教育課程を新たに新設しました。
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
公益財団法人東京都助産師会館 
この課程では、修了要件を満たしたうえで、さらに特定の科目を履修・単位を修得することで、高度実践看護師

② 豊富な関連病院が大学院生をサポート

…など
（がん看護）の受験資格取得することをができます。がん看護に関する実務経験豊富な教員と、がん看護の最先端
   母子保健研修センター助産師学校

本大学院は神奈川県茅ヶ崎市を拠点とする「湘南東部総合病院」や「茅ヶ崎中央病院」を含め、神奈川・東京・静

をゆく医療機関での実習経験を通して、ふれあいグループの理念『人を尊び、命を尊び、個を敬愛す』を体現する
…など
専門看護師を養成します。

岡に 病院、以上の医療・福祉施設をもつ「ふれあいグループ」の支援を受けており、これらの施設は本研究
科生の助産学実習及び実践的な研究等の場として協力を受けています。グループの強力なバックアップにより、院
生の実践的な研究や実習をサポートします。
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  渡邉 眞理 教授



湘南医療大学保健医療学部看護学科教授および湘南

湘南医療大学大学院のホームページでは、本誌の3')データや本誌未掲載の教員の業績等の情報が入手可能で
  医療大学大学院保健医療学研究科教授。

す。今後適宜更新をしてまいります。ぜひともご利用ください。

  北里大学大学院看護学研究科を修了後、神奈川県立
がんセンター看護局長、横浜市立大学医学部看護学科
教授などを経て、年月より現職。一般社団法人
  日本がん看護学会 理事長。

詳細は「湘南医療大学大学院」と検索するか、

（左から岡多恵講師、渡邉眞理教授、清水奈緒美准教授）

下記の45コードをご利用ください。

⑥ 働きながら研究する方を支援する「一般教育訓練給付金」

奨学金

年月、本学大学院の健康増進・予防領域（高度実践看護師教育課程 がん看護を除く）、心身機能回復領域、

6FKRODUVKLS

助産学領域は厚生労働大臣から一般教育訓練給付制度の対象として指定されました。



なお、給付を受けるには一定の条件がありますので、受給資格の有無については、事前にご自身でハローワークに

 本学大学院では学修・研究活動に集中できるよう、充実の奨学金制度を準備しています。詳細については、

お問い合わせください。

 巻末の問い合わせ先までお問い合わせください。
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大
助学
産内
学施
領設
域 担当教員一覧

催事・イベント
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※下記の教員名・担当科目名は年度の情報です。年度以降は変更の場合がありますのでご注意


ください。



※★のついた教員は年度研究指導教員です。研究テーマ等は次頁以降をご参照ください。

大学院講義室（大）


 

教員名

約名が収容できる大講義室です。共通科目や専門科目の

担当科目名
 座学講義に使用します。大人数を収容できるため、修士論

 文の発表会や大学院入学時のオリエンテーションにも使用
  加藤 尚美 教授 女性保健学特論Ⅰ／女性保健学特論Ⅱ／助産管理・経営学
 します。机と椅子が窓に面しているため、晴れた日には、

 島田 啓子 教授

 陽の光が降り注ぐ明るい雰囲気で授業を受けることができ
保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／助産学概論／助産学特論Ⅰ／
 ます。
助産学特論Ⅱ／地域・国際助産学特論／助産管理・経営学／母乳育児支援論／

比較文化助産論／助産学教育・研究・実践論／助産学演習Ⅰ／助産学演習Ⅱ／

助産学実習Ⅰ／助産学実習Ⅱ／助産学実習Ⅲ
大学院講義室（小）

 ロの字型やスクール型などに対応できます。ホワイトボー
 ドも常設されているため、プレゼンテーションをしながら
  日下 桃子 助教 助産学特論Ⅰ／助産学特論Ⅱ／助産学演習Ⅰ

 ホワイトボードに書き留める、という作業も簡単です。



助産師／アドバンス助産師
入学式実施後、日を改めて大学の大講義室を使用して実施

 横浜山手キャンパス
します。大学院での学生生活を有意義なものにするための

 注意事項や履修登録に関する説明、学内施設の見学ツアー
■指導方針
■ 専門分野
 などを行います。新入生は、翌日からは授業が始まること


リサーチ・クエスチョンが明確になるまでディスカッション

ウィメンズヘルスと助産。日本は、不妊治療で妊娠する
 が多いため、真剣に説明に耳を傾けます。





カップルが年々増加しています。不妊症と診断された女性

を重ね、研究目的を設定していきます。倫理審査の受審や調

のなかには、“出産しても私は不妊…”という思いが消え

査を介して、アカデミックマナーについても学んでもらえる

ない方もおり、リプロダクティブヘルスに関する課題が山

ようサポートします。大学院生と教員は、研究のパートナー

積しています。ジェンダーや心理社会的な要因も含めた学

です。皆さんが主体的に研究に取り組めるよう、伴走者とし

際的な研究が求められています。
研
究倫理審査



こちらは演習系の科目や小規模のゼミ等で使用される、定
★ 山﨑 圭子 教授 女性保健学特論Ⅰ／女性保健学特論Ⅱ／女性保健学演習
 員名ほどの小講義室です。机・椅子は可動式ですので、

 鶴見 薫 助教

ᴾ山
山﨑 圭 子

教授
(YHQWV
 .HLNR<DPD]DNL


■ 取得学位・資格・所属キャンパス

新入生ガイダンス
 博士（看護学） 

て支援していきます。



■ 研究テーマ
大学院で修士論文を作成するにあたり、インタビューやア


 ンケートを取る必要がある場合、学内での倫理審査を通過
「産後の疲労感」のセルフモニタリングによるセルフコントロールと抑うつの評価
 する必要があります。院生は事前に研究倫理に関するH
産後か月までの母親の疲労感を測定できる「産後の疲労感尺度」を開発し、“疲れたな･･･”と思った時にいつでもこの

 ラーニングを受講しつつ、指導担当教員とともに概要をま

尺度を使えるにように、45コードからアクセスできるようにしました。産褥早期のすべての母親がこの尺度を使って疲労

 とめ、緊張の面持ちで審査に臨みます。
感をセルフモニタリングし、疲労を蓄積させないように生活をコントロールできれば、産後うつ病の早期発見から予防


助産学概論／助産学特論Ⅰ／助産学特論Ⅱ／地域・国際助産学特論／



（ポピュレーションアプローチ）にパラダイムを転換できる可能性があります！


助産学演習Ⅰ／助産学演習Ⅱ／助産学実習Ⅰ／助産学実習Ⅱ／助産学実習Ⅲ







図書館

マインドフルネスとファミリースキルトレーニングによる産後うつ病の予防効果の検討
産後うつ病に陥るのは、育児不安と疲労により気分が落ち込みやすくなることに加え、パートナーらのサポート不足や心

修
士論文発表会
身のストレス状態が重なり、ネガティブな思考パターンが自動的に繰り返されることが原因のつです。本研究は、スト




蔵書数万冊、北欧の図書館をイメージしてデザインされ

レスの低減に優れたマインドフルネスと、育児支援行動を高めるためのソーシャルトレーニングの組み合わせが、妊産婦
修了を迎える予定の院生による修士論文の発表会です。

 た本大学の図書館です。医療系の大学の図書館として、

 入学以降、時間をかけて地道なデータ収集を行い、とき

 専門的な書籍を豊富に蔵書しています。平日は時、土
 曜日は時まで開館しているため、調べ物や国家試験の

 には指導教員からの厳しい指導を受けながら生まれる研
沖縄の産後慣習から捉える多文化共生社会に貢献する助産の探求
 究成果の集大成を発表する場です。緊張しながらも皆さ

 勉強に励む学生が多く活用しています。

本研究は、産後に特徴的な慣習が実践されていた沖縄をフィールドとし、慣習の歴史文化的変遷を踏まえ、産後慣習やそ
 ん自信をもってプレゼンを行います。



 象に対する助産のあり方を沖縄の事例を元にとらえることを介して、現代の多文化共生社会に貢献する助産や助産師に求
 められる文化的対応能力を探求する研究です。

のストレスをどのくらい軽減できるかを明らかにすることです。



の他の産育習俗に関する人々や助産師の経験やかかわりを調査し明らかにすることです。そして、出産に関する文化的事









院生研究室



学位記授与式





■ 担当科目一覧

女性保健学特論Ⅰ／女性保健学特論Ⅱ／女性保健学演習／
健康増進・予防特別研究／助産学特別研究

本大学院生のみが利用可能な研究室です。個別の机とノ

毎年月に茅ヶ崎市市民文化会館にて挙行されます。

 －トパソコン、プリンターがあり、キャンパスの開館中
 は自由に利用が可能です。時近くまで院生が利用して

 多くの論文の読み込み、地道なデータ収集の積み重ねた
■ 受験生へのメッセージ
 苦労が結実する日です。院生が笑顔で学位記を受け取り、


 いることもあります。多くの院生が残した研究成果は、

 新たな一歩を踏み出す日です。

 この部屋から生まれていると言えるでしょう。
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出産はその国の文化です！人生の大切なライフイベントであ
る妊娠・出産・子育てが満足で素晴らしい体験になるよう、
女性と家族の健康支援について一緒に考え、研究してみませ
んか。
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科目名

授業概要

助産学概論

助産学のkey概念と助産業務の専門性及びそのコアコンピテンシーおよび助産の倫理・
使命・役割に関する法規、制度、活動等について考究する。さらに助産実践の主要・指
示理論や助産モデルを発表・討論して深化する助産師養成について歴史的、社会的背
景をレビューする。ICM動向から助産政策や助産師活動の専門性を通して助産師の
Identity形成を教授する。

助産学特論Ⅰ

妊娠の確定診断から分娩、産褥の各期（以下、マタニティステージ）において母体と胎児
（新生児）のフィジカルイグザミネーションができる知識理解を目標とする。基本的にミニ
マムリクワイアメンツ（全助協資料98項目）を基にして、周産期ガイドライン等の文献資料
の精読と発表･討論を統合して学びを深化する。助産師が行う診察法とアセスメント、助
産診断までの効果的な臨床推論を系統的に理解する。主にローリスク事例の生理・心理
社会的な視点から助産診断の展開を解説する。最後に推論した結果から助産診断記録
が的確にできるように解説･教授する。

助産学特論Ⅱ

助産業務ガイドライン及び産婦人科診療ガイドラインにもとづく判断基準とローリスク
ケースからハイリスクになるメカニズム及び基本的対応についてケーススタディを行う。
ハイリスク妊産婦、母児の救急処置等における知識を深め、産科危機的大出血時等の
対応の基本を解説する。産科MEを助産実践で用いる基本的スキルや産科薬理の理解
を深めて救急・災害時に必要な基本を教授する。

授業概要

助産学の基盤を発展するため、助産学の基礎履修を統合的に掌握して理解できるよ
うに解説する。学生個々の学習課題が深化できるために、助産師に求められる資質・
本大学院研究科における、修了要件および取得学位は下記のとおりです。

能力を育む教育と研究と実践が円環的に協調して発展･向上する連関性を解説す
る。助産学カリキュラムの理解と卒業後のキャリアパスを積んだ熟達助産師（ロール
助産学教育・研究・実践論
□ 取得学位
モデル）の実践力、それを助産ケア現象を探究できる助産研究で探索・検証して、教
育･実践･研究の成果を残すことを考究する。熟達実践モデル者も参加して建設的に
修
修士（保健医療学 
クリティークしながらロールプレイ学習を行い、エビデンス研究から助産師が行うwellbeing careの質向上を目指して教授する。
英語名称：0DVWHURI+HDOWK6FLHQFHV


ローリスク妊産婦と胎児、分娩経過および産後1ヶ月までの母児の、フィジカルイグザ
ミネーションの手法と臨床推論をシミュレーション方法で教授する。 助産診断を導く問
本研究科に年以上在学し、共通科目から単位以上（必修科目単位、選択科目単位以上）、専門
診からアセスメントを通して診断スキルと助産診断に基づくエビデンスのある妊産婦
へ保健指導と経膣分娩介助の基本スキルをロールプレイを通して教授する。ハイリス
科目から単位以上（選択した特別研究に係る研究領域の特論科目単位以上・演習科目単位以上）、
ク妊産婦および異常妊産婦や家族に対する助産師の役割を理解しながら、観察、検
助産学演習Ⅰ
特別研究科目から単位を履修し、合計単位以上を取得するとともに、必要な研究指導を受けた上
査、処置などの対応スキルを教授する。ハイリスク分娩、異常への移行にともなう緊
急分娩への対応スキルを主体的に実習で経験できるための模擬演習を行う。異常産
で、本研究科が実施する修士論文審査及び最終試験に合格したものに、上記の学位を授与します。

褥および異常新生児の初期観察と基本的なケア対応をペーパーシミュレーションで教
授する。
「卒業時の助産師教育の技術項目の卒業時の到達度（Ｈ２０年厚労省医政局看護課

受験資格取得要長通知）」を網羅する技術演習の概要を解説する。また親になる対象とその家族の多
件
様なニーズに対応できる出産準備教育支援の企画･運営･評価ができる実践力とコ
4XDOLILFDWLRQVIRU([DPLQDWLRQ

妊産婦、母児が生活する地区特性に応じた母児の健康支援を考えて、助産師の役割、
活動のしかたを文献レビューから考究できることを教授する。また外国人の妊産婦の出
地域・国際助産学特論 産文化や支援課題について文献レビューを行い、政策的課題を考える。さらにＩＣＭの動
向と諸外国の助産政策を参考にコミュニテイにおける妊婦や出産後の母子訪問につい
て保健師との協働支援のあり方を解説する。

助産管理・経営学

母乳育児支援論

１）助産業務管理と助産師の責務について、保助看法や医療法など関連法規や倫理規
定、助産業務にかかわる法律について解説する。
２）また、施設と地域連携を考えた、クリニック、病院施設などにおける助産師の役割と多
職種機能について考える。
３）助産所の開設から経営管理の基本を解説する。
４）各種の関係機関と連携・協働しながら地域母子保健を推進する周産期医療システム
や地域包括支援、日本医療機能評価機構における産科医療とリスクマネジメントについ
て事例と状況対応を解説する。
母乳育児を望む／望めない／望まない母親と家族のために、妊娠中から出産を通して
ケアし支援するために助産師が修得すべき専門的知識と技術・心構えを解説する。さら
に産前・産後を通して母親が母乳授乳をセルフ・ケアできるように、母親自身が意志決定
をできる支援方略を解説する。同時に合併症などで母乳育児ができない母児および家
族への支援も探究する。病院、診療所、地域、開業助産所などのさまざまな場所や立場
で母乳育児支援のあり方を考究できるように教授する。

わが国の伝統的助産文化について科学的エビデンス視点からその限界と検証点を探究
する。一方で国内外の補完代替支援スキルおよび多様な支援スキルの中から東洋的治
療、ケアについて文献学習および視学研修を行う。その成果の討論発表を通してグロー
比較文化助産論
バル社会における学際的な助産力を深め、助産の専門性とわが国の助産文化を土台に
※上記の開講科目一覧は、年度の情報に基づき作成しています。年度以降、変更される場合があります
助産師の働きかたを考察する。

のでご注意ください。
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ミュニケーション能力を教授する。次いで関連文献の抄読から模擬クラスの計画を立
助産学演習Ⅱ
案して討論、評価を行い、「助産実習」につなげられる方向性を教授する。加えて、助
□ 助産師国家試験受験資格
産師が実施する家族計画と実践を学ぶ。さらに「母乳育児支援」の科目に連結して、
妊産婦や家族のニーズに沿った母乳育児に必要な授乳スキルとコンサルテーション
上記の修了要件に加え、助産学領域の選択科目科目単位の内、「助産学教育・研究・実践論」
技能を文献学習およびエビデンスのあるケアについて解説する。
科目を除く科目単位を取得した者には、助産師国家試験の受験資格が得られます。

臨床で助産学実習に入る最初の段階で母性看護学での実習経験に基づく事前確認
を行う。また「助産学実習Ⅰ」で表出された不足技術や実践経験について、「助産学
実習Ⅱ」に連結発展できる基本的実践力の修得のためのプレ実習の位置づけであ
る。先ず助産師が行う妊婦健診および安全な分娩介助･家族支援と産後の支援につ
助産学実習Ⅰ
いて、見学や一部実践を通して基本的な判断・技能・行動力を修得できるために、何
□ 高度実践看護師（がん
看護）受験資格
が不足・不十分であるかを自己認識し、指導教員と協議して課題を明確に理解し補足
技術や実践見学を課題にして取り組む指導を行う。
上記の修了要件に加え、共通科目の「保健医療学特論」、「医療倫理学特論」、「研究特論」、「医
療管理学特論」、「看護教育特論」、「看護理論」、「コンサルテーション論」の中から単位を履
妊娠期の診断から妊娠経過にそった妊婦健診および指定規則に相応する事例（母児
1組）の分娩入院から産後2時間までの分娩介助と助産ケアをほぼ自立して基本的な
修し、かつ、「形態機能・病態学特論」、「フィジカルアセスメント」、「臨床薬理学」の単位を
実践力を修得する。母児をそれぞれ10例以上を継続担当して、出産準備教育や産後
助産学実習Ⅱ
の母児の1ヶ月健診まで自立して助産実践ができることを目標とする。担当する事例
履修し、専門科目からは「がん看護学特論Ⅰ～Ⅴ」、「がん看護学演習Ⅰ～Ⅱ」、「がん看護学実習
は原則的に母児1組を妊娠後期から産後1ヶ月まで少なくとも2事例以上継続的なケア
Ⅰ～Ⅲ」の単位を取得した者には、高度実践看護師（がん看護）受験資格が得られます。

を通して助産実践力を修得できる実習を行う。

・学生の分娩介助実践力（実習Ⅰ、Ⅱ）の到達度評価から学生個々の実践力につい
て省察記録とポートフォリオから課題探索を行う。
・学生個々の自立レベルに到達していない課題に必要な実習（妊婦健診および分娩
助産学実習Ⅲ
介助、母乳育児支援・ケア等）を行うことを目標とする。
・妊産婦や家族支援について助産熟達者との発表討論を通して助産実践力を総括す
※上記の修了要件および受験資格取得要件は、年度の情報に基づき作成しています。年度以降、変更さ
る。

れる場合がありますのでご注意ください。
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開講科目一覧 ≪共通科目≫

助産学領域

科目名
□ 開講授業ピックアップ



※ 下記は共通科目の一覧です。専門科目については各領域のページをご覧ください。

科目名
□ 領域紹介

授業概要

授業概要



本研究科は、保健医療に関わる高度専門職として、医療施設、保健施設、行政、地域
 周産期医療の高度化および多様なニーズに対して、研究的
で、チーム医療の中心として臨床を行う人材育成が目的である。この目的達成の基
 な課題解決能力と高度専門的な状況判断と助産ケアを修得
本的要件として、保健医療学特論を設けている。我が国は、世界的にも例をみない急
 できること、同時に出産施設と地域を連結して継続支援で
保健医療学特論 （必修） 速な年齢構成と疾病構造の変化に直面し、国は各地域における地域医療構想（地域
 きる高度専門職業人（助産師）の基礎を修得する能力を培
医療ビジョン）の策定を求め、各地域においては、それぞれ保健医療提供ならびに、
 います。 
連携体制の構築が進められている。本科目では、この変革の時期にあたり、新しい保

健医療体制の中で要として機能するに必要な項目を学ぶ。

現在の日本は複雑で多様化した社会で、人々の価値観も生活も様々である。最近は
 □ 本領域に関するキーワード
医療の専門職者に強く医療の倫理が求められている。特に医療においては、強者と

弱者の関係になり易いので、その医療社会の中で他者と共に「より善く生きる」道を模
 母乳育児支援、妊産婦ケア、出産準備教育 など
医療倫理学特論 （必修） 索することが医療倫理の目的のひとつになっている。患者中心の医療社会において

は患者を念頭に入れて、倫理的な事柄（自己決定権の尊重、インフォームドコンセント
など）を説明する。医療倫理は記憶する科目ではないので、行為し、考えることを通し
□ 本領域の概要について
て医療者側と患者側との信頼関係を構築する倫理的方法を示したい。

看護領域やリハビリテーション領域の専門領域にとらわれず幅広い視点で、人体構
造の基礎である解剖学や生理学を臨床症状に関連付けて形態機能を講義をする。さ
らに、CTやMRI画像を用いて頭頚部・胸部・腹部・骨盤部などの正常な局所構造と機
 
形態機能・病態学特論
能の理解を深める講義をする。基礎的な講義を踏まえて、各系統別疾患の病因、症
 助産学に関する導入講義として、主要概念と国内外の諸
状、診断、検査、治療、予防についての病態を理解し、臨床の場で迅速に活用できる
 諸理論の理解、コア・コンピテンシーと助産師を取り巻 
講義を行う。
 助産学概論

 く法制度、性感染症やジェンダーに関する最新の動向等
 をも織り交ぜながらわかりやすく講義します。論文のク

家族を対象としたケアの歴史的変遷、家族アセスメントとケアのための諸理論につい

 リティークやプレゼンテーションなど、受け身ではなく
て学修し、家族介入の方法について理解を深める。また居宅や高齢者ケア施設等で

家族ケア特論

暮らす療養者の家族を対象とした研究動向を概観し、家族ケアの研究の特徴と課題
 積極的な参加姿勢が求められます。

について考察する。



 地域・国際助産学特論
1）保健医療政策として推進される地域包括ケアサービスの実践に必要な多職種連
 
携・協働の概念やチームアプローチ等の関連概念について歴史的変遷と動向ととも
 助産学に関する諸理論、とりわけ母子保健の現状と課題
に理解する。
2）保健・医療・福祉・教育現場の問題解決方法を探究し、臨床実践者として多職種連
 や、地域における助産師の役割、災害時の母子支援等の
携・協働能力を習得する。
 諸問題について課題ワーク、ディスカッションを通して
多職種協働・地域連携特論
3）保健・医療・福祉・教育領域における多職種連携上の問題点に対して、事例の展開
（必修）
 理解を深めていきます。国内外における多種多様な資料
から現場等で応用できる実践力を習得する。


の理解、対話による自己と他者の考えの対比を通して、
4）健康増進・予防領域、心身機能回復領域及び助産学領域に関わる臨床実践者に
医療の専門家の判断や行動は、基本的には医学的な正しさに基づいてなされます。
                               必要なチームアプローチの考え方を学び、高度専門職業人が地域包括ケアに果たす
                       
少人数 × 対話型を重視
し
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
教
育
体
制

 助産実践力のさらなる向上を目指します。
しかし、医療の受け手にとってそれらは必ずしも当然ではないことがあります。医療社
役割を多職種連携の観点から理解する。
会学では、今まで当たり前と思っていた医療について、不自由さはないのかと見直す
本学助産学領域は助産師国家試験受験資格を取得し、将来の助産師として活躍できる素地を涵養するために、
医療社会学特論
5）３専門領域の研究につながる応用・発展的な思考を習得する。
ことを意識します。授業では、医療社会学で扱われている主要な概念を簡単に解説し
 定員名という他の教育機関と比較して少人数の教育体制を敷いています。そのため、自ら考え行動し、積極
た後、近年の医療におけるトピックスを取り上げ、批判的に検討・議論をして理解を深
 的に教員と意見を交換する対話型の講義・演習がメインとなります。また、実習と研究指導を両立させるため
□ 在学生 インタビュー
めます。
看護ケアの質を高めるために必要な看護職者への教育的働きかけ、教育環境づくり
 に座学講義の多くは日中に開講します。
等、看護の継続教育に関する知識と技術を修得する。現任教育の実践事例について
現代社会に生きる市民は、生涯にわたり自らの学習活動をデザインするとともに、他
看護教育特論

多角的に分析し、現状と課題を明らかにする。高度な看護実践を可能にする教育方
者との学び合いを通して、地域コミュニティづくりに主体的に参画することが期待され
助産師としての能力・措置を最大限に高める実践的なカリキュラム
                     
法を探究する。
ている。また、国や自治体には、市民の生涯学習支援等を通して、「誰一人とり残さな
 

 

 本学助産学領域では妊娠・分娩・産褥各期の診断、助産実践等の基礎的な素地を学ぶ科目はもちろん、多職種
い」地域社会を形成することが求められている。

本特論では、生涯教育と関連行政（文化政策・福祉政策等）の基礎的理解の上で、第
生涯教育特論
 連携や地域における専門職の役割、在日外国人とその家族への支援、助産院の開業と運営のノウハウ、諸外国










卓越した看護実践の基盤となる看護における諸理論や看護に関する諸理論と看護現
一に、人々の学習・文化活動を、医療・保健・福祉施策と関連づけながら、いかにして
象との関係について理解を深める。 また、既存の看護理論の概要ならびに卓越した
看護理論
の文化・慣習別の支援方法など、助産師を取り巻く幅広い状況に対応することが出来る実践的なカリキュラム
地域コミュニティの社会的包摂性を高めるか、第二に、生涯学習時代の専門職とし
看護の基盤となる、実践・教育・研究への看護理論の適用の実際について議論する。
を設けています。
て、専門外の分野に視野を広げるキャリア形成のあり方について、実践例やディス

カッション等をふまえて考えていく。
看護職を含むケア提供者が抱える実践的な問題を解決するために必要なコンサル
ふれあいグループの医療施設を十二分に活用する助産学実習
                                           
専門性をもって社会で活躍する人材にはコミュニケーションツールとして英語力が求
コンサルテーション論 テーションの知識と技術を学修する。その上で、文献検討や事例検討を通じてコンサ
座学での講義・演習の集大成たる助産学実習は、本大学院が属する「ふれあいグループ」の医療施設を中心に
められる。研究においては、必要な英語の文献をいかに早くポイントをおさえて読める
ルテーションの過程と実際を学び、高度実践看護師として必要な能力を養う。
実施しています。その多くが地域に根差した医療機関として評価を受けており、トータルで時間にも及ぶ
かが肝要となってくる。本授業は長く英語から離れていた人、苦手意識を持つ人のた

英語講読
実習を受ける場所としては最適な場所といえるでしょう。指導にあたっては、本学の教員と各病院の医療従事
めに、4回の授業でさまざまなジャンルの作品を通して英語に親しむことから始め、楽
 元々助産師に憧れを持っていましたが、子育てと仕
複雑な健康問題を持った対象の身体状況について系統的に全身を診査し、臨床看護
私が学部生時代からお世話になっていた先生が大学
しくスピーディーに読む力を養う。さらに、文献レビューの際に必須の英文アブストラク
者と看護部教育担当が強力に連携して実習指導にあたります。
事の両立は大変で助産師の夢を半分諦めていました。
判断を養うために必要な知識と技術について学修する。全身を診査でき包括的に臨
院にいて、その先生のもとで助産学について深く学
フィジカルアセスメント
ト（抄録）の検索において、先行研究を選別する読解力の向上を目指す。
床病態および健康問題を把握できる能力を養うことを目的とする（
e-learningを含む
そのような中、大学で開催された看護師実習指導者
 び、研究してみたいと思い入学しました。少人数で

科学的思考、研究者としての態度、全般的な研究方法と潮流、クリティカルシンキン
 
 □ 過去に提出された修士論文のテーマ
グ、研究の意義と独自性、研究デザインの歴史的考察、研究デザインの選択(情報活
研究特論
（必修）

用の倫理面、図書検索等の情報活用も含む)、統計解析等について学修する。

「助産師の直観的洞察力尺度の開発と信頼性および妥当性」

医療現場において制度改革が進んでいる中で医療に従事するために必要な経営戦

「母親の育児エネルギーと専門家のケアおよび家族の支援の関連探索研究&ODXVHQ-3の育児エネルギーの
略・マーケティング、組織管理、リーダーシップ論、患者サービス、医療チームにおけ

医療管理学特論
 概念図から」


る協働、調整、医療職としての役割について学び、演習を通して医療マネジメントの技
法を習得する。また、看護及びリハビリ管理の視点から考え、能動的に関与する力を
養う。
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科目である）。
講習会に来られていた大学院の助産学領域の先生が
 先生との距離が近いため、分からないことがあれば
背中を押してくださったことがきっかけで、大学院
 すぐに相談出来るのが学部との違いです。新型コロ
 への入学を決めました。今後は自分の育児経験を通
 ナウイルスで陽性になった妊産婦に関する助産師の
救急応急処置、症状調節、慢性疾患管理に必要な薬剤を中心に、薬剤使用の判断、
 して、人目以降を出産するお母さんに対してのサ
 支援の在り方について興味を持っており、研究を進
投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促進、患者の服薬管理能力の向上
臨床薬理学
 ポートを充実させるには何が必要かを考えていきた
 めています。
を図るための知識と看護技術を学ぶ（e-learningを含む科目である）。
 いです。 



そうま わかな

すずき えりか

（鈴木 英莉香さん／年月入学）

  （相馬 若奈さん／年月入学）
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健康増進・予防領域
ᴾ森
森尾 裕 志

□ Daytime
開講授業ピックアップ


教授

<XML0RULR

ᴾ ■ 取得学位・資格・所属キャンパス





 生活支援医療学特論Ⅰ・Ⅲ
 

□
領域紹介
博士（リハビリテーション科学）


 老年看護学の見地から生活支援の場の選択と移行に関



 連する諸課題について、,&)モデルやストレングスモ

理学療法士／専門理学療法士（内部障害）／心臓リハビリテーション指導士 

 保健医療福祉の制度に精通し、地域において多職種と連
  東戸塚キャンパス
携協働しながら健康社会を支え、障害の予防や改善、生

 デルなど複数のモデルを活用してレビューし、検討を

活の再構築、そして地域社会における自立生活の安定化、
■ 専門分野
■ 指導方針
42/（生活の質）の維持・向上を目指した実践の有効性を


探求する研究を行うとともに、高度な専門性が求められ
呼吸循環系障害者の身体運動機能に関する研究。特に高齢 私は年間、大学病院で理学療法士として働いてきました。
る職業を担うために必要な能力を培います。
者を対象とした筋力、バランス能力と歩行能力、$'/との関 培った臨床経験をもとに、呼吸循環分野や、高齢者に関する



係について。

分野を研究しています。皆さんが臨床で感じる疑問や閃きを

□ 本領域に関するキーワード

 究活動を俯瞰・横断できるようにします。




と思っています。新しい事にチャレンジしたい、という方を

 がん看護学特論Ⅰ～Ⅴ
 

 臨床看護学、がん看護学、生涯発達看護学、精神看護学、

 日本人の死因の多くを占める「がん」について、医療

母性看護学など



 サービス別の過去の研究内容を比較検討し、今後の研

第一に考え、研究への興味を具体化するお手伝いができれば
募っています。



 行います。これまでの医療・福祉制度の変遷、施設や

 や看護のこれまで歴史的背景、最新のがん治療の説明、

■ 研究テーマ

 緩和ケアや薬理学の知識等を実例に即して学んでいき

□ 本領域の概要について

 ます。総授業回数は回以上、本学教員と現役の医師

高齢心疾患患者の下肢筋力、およびバランス能力 と歩行能力に関する研究
多職種・他職種的な視点が獲得できる科目群
                               による講義で理解を深め、年次後期以降に行われる
                       
下肢筋力は歩行能力を決定づける重要な因子ですが、下肢筋力だけでは歩行自立度の判別が困難な症例がいます。そんな
本領域で開講されている科目群の多くは看護師を対象としていますが、理学療法士の視点からの内容を含む科
症例を経験したことをきっかけに私は研究を始めました。私も最初は研究方法が分からなかったので、大学院に入学し、

 学外実習にスムーズに対応できるようにしています。

目もあります。チーム医療の有用性が普遍的になった昨今において、「多」職種および「他」職種の視点は重
研究法を学ぶことから始めました。研究をすることにより、患者さんに対する運動プログラム立案にも活用できることを

Nighttime

□ 在学生・修了生 インタビュー

知りました。臨床に役立つ研究を意識するようにしています。
要です。そこで、他職種の視点は共通科目外においても開講され、チーム医療で活躍できるマインドを涵養し

ます。


日常生活に必要な筋力水準について





実握力は、高齢者における重要な体力指標の一つです。私は、日常生活にある身近な物品を用いて握力低下者を抽出するこ
習やフィールドワーク、ディスカッションを含めたライブ感あふれる講義
                                 
とを試みました。それが「ペットボトルキャップが開栓できるか否か」でした。分析の結果、ペットボトルキャップを開

専門科目では専門書や学術論文の精読や要約レベルで終わることが無いように、フィールドワークやディスカ
栓するためには、NJI以上の握力が必要であることがわかりました。握力が弱い方を見つける事が出来れば、早期に

ッションという教育方法を通して恒常的に実施しています。また、がん看護学では実習も行われ、先端的な知
体力低下予防を促すことが出来るかもしれません。



識技術の習得や専門看護師として必要な能力の育成も可能です。フィールドワークや実習は受講者の勤務状況
も考慮して行われます。

高齢入院患者における歩行速度と歩幅の関係


「歩幅が小さい」とは、一体どれくらいでしょうか？分析の結果、身長に対して以上の歩幅が必要であることが明ら

高度実践看護師（がん看護学）に関する受験資格が取得可能

                   
かになりました。本研究結果のように具体的な目標が明らかになると、患者さんにも具体的な指導がしやすくなります。

年月より、本領域に高度実践看護師（がん看護学）に関する課程を創設しました。がん看護学の臨床・
患者さんの励みになるような目標値を明らかにしていくことも、私たちが研究をする目的の一つだと思っています。
年月日、学位記授与式会場にてお世話になった
先生たちと（本人中央）

教育・研究分野でトップランナーを務めてこられた本学教員を中心として、教育研究指導をします。年次後
期以降に開講される学外実習は、県内の専門医療施設にて行います。課程修了後も専門看護師受験資格取得に

■ 担当科目一覧

向けた各種サポートを行い、万全の体制で専門看護師資格の取得を応援します。





□ 過去に提出された修士論文のテーマ

呼吸循環機能学特論／呼吸循環機能学演習／心身機能回復特
別研究



「インクルーシブ教育の展開における特別支援学校に配置された理学療法士の有用性について」
■ 受験生へのメッセージ

「精神科看護経験がない精神科訪問看護師の困難」

研究を一から学びたい、という方も歓迎です。一度、相談し

「就学前の子どもを持つ看護師のワーク・ファミリー・コンフリクト（:)&）に関する研究」
てください。
「都市部の有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に暮らす高齢者の自己効力感とフレイルの変化との関連」
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教育機関で認知症看護に関する認定看護師教育
課程の教員をしています。普段は自分が学生を
教えていますが、もう一度学生として研究し学
ぶことで何か気づきが得られるかもしれない、
と考えて進学を決めました。私が普段専門にし
ている認知症看護、とりわけ若年性認知症の人
が住み慣れた地域でより良く、安心して生活で
きるための居場所を獲得していく過程について
研究を進めていきたいと考えています。




友人の紹介で指導教員になる先生とお話したこ
とをきっかけに入学を決めました。途中研究
テーマが定まらず、新型コロナウイルスの影響
でデータ収集が上手くいかなかったりして、悩
んだこともありましたが、指導教員の先生が親
身になって指導してくださり、同期の励ましの
おかげで無事修了出来ました。今は精神科の病
院で勤務していますが、視野の広がりや考え方
の変化を感じていて、院生の時の経験が活きて
いると思います。
ふじわら えつこ

こはら よしゆき

（小原 良之 さん／年月入学／高等教育機関勤務）
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（藤原 悦子 さん／年月修了／医療機関勤務）

開講科目一覧 ≪専門科目－健康増進・予防領域≫

ᴾ柴
柴田 昌 和

教授

0DVDND]X6KLEDWD
科目名
授業概要
■ 取得学位・資格・所属キャンパス

多様な健康レベルの人々の地域生活に関連する保健医療福祉の諸制度や歴史を
博士（医学） 
概観し、行政単位から中学校区の規模まで様々な枠組みにおける、関係機関・職種
死体解剖資格／臨床検査技師

の役割と関係性、住民や住民組織との連携・協働を学ぶ。幅広い地域保健医療活動
在宅・公衆衛生学特論Ⅰ
  東戸塚キャンパス の展望を見据え、地域における活動の現状を分析し、あるべき制度や体制、地域に
おける保健医療専門職の役割や可能性について広く深く学習する。
■ 専門分野
■ 指導方針


地域で暮らす個人・家族、集団への看護を考える基盤となる最新の知識及び研究の
年次は専門科目の履修を受け、前期に論文検索ツールを
人体の構造と機能に関する研究。骨や骨格筋および神経
動向を理解する。また豊かな発想力を養い、在宅・公衆衛生分野における支援・協働
（中枢・末梢）について幅広く研究を行っています。骨格
利用し、国内外の様々な文献に多く触れ先行研究にどの様
対象となる人々の現状に対し、支援・協働の内容や方法を考察する。また健康と生
在宅・公衆衛生学特論Ⅱ
筋に関しては特に下肢の筋、例えば中殿筋や下腿三頭筋の な論文があるかを調査し論文の書き方を教授します。また
活環境のアセスメント、実践やキャリアを可視化する諸理論・モデルを学ぶ。以上を
加齢的変化に関する研究や神経系では中枢および末梢神経 同時に研究倫理審査書類作成の指導も行います。秋以降に
通し、在宅・公衆衛生分野における管理や施策化を含む実践・研究及び教育能力を
に関する解析研究を行っているなど、解剖生理学分野の研 人体または解剖遺体からのデータを収集し、年次にデー
高める。

ᴾ

究。

在宅・公衆衛生学演習
■ 研究テーマ


タの分析、論文週櫃を行います。

在宅・公衆衛生看護学の各フィールドにおける実践、既存の研究やフィールドワーク
を踏まえ、自らの課題を明確化する。それに対する研究方法を検討しながら専門職と
しての探究能力を養う。また、他者とのコミュニケーションを通して自らの課題を深め
ると同時に、自分の意見を正確に他者に伝えたり表現したりする能力の向上を図る。

人体における体幹筋や四肢筋の加齢変化や性差についての研究
女性およびその家族の健康支援にむけて、性と生殖に関する歴史を踏まえ、ウィメン
ズヘルスに関する理論や概念への理解を深め、女性とその家族がより健康な生活を
人体または解剖遺体を用いて体幹筋（僧帽筋、広背筋など）や下腿にある前脛骨筋や下腿三頭筋（腓腹筋、ヒラメ筋）な
していくための支援のあり方について探究する。具体的には、女性のライフサイクル
女性保健学特論Ⅰ
どや大殿筋および中殿筋などの最大幅、最大週径、筋厚、湿重量などの計測や筋線維の解析を行い、得られたデータで個
体差や加齢変化および性差を比較します。これによりどの年代でどのような変化があるかを解明することができます。
各期（思春期・成熟期・更年期・老年期）の特徴や健康問題、それに影響を及ぼす社

会の動向、女性の意識の変化、保健施策などを分析・検討する。


ᴾ鈴
鈴科目名
木 雄介

授業概要

教授

<XVXNH6X]XNL 生活の場の選択と移行を中心課題に取り上げ、人々が暮らす社会と健康、医療専門
職のあり方について検討することを通して、医療保健福祉の現場における臨床問題
■ 取得学位・資格・所属キャン
パス
解決力と情報発信力を高める。関連する概念、理論・モデルに関する学修を土台に、
生活支援医療学特論Ⅰ
博士（保健学）  自らが培ってきた臨床での経験知を明確にし、対象理解の方法を拡大する。さらに研
作業療法士／認定作業療法士
究の動向を概観し、背景となっている保健医療福祉施策、保健衛生統計、保健医療
東戸塚キャンパス 福祉に関する人々の意識の変化などの理解を深める。

ᴾ


■ 専門分野

■ 指導方針
医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障害児・者の生活行

動や社会的参加などの現状と課題をリハビリテーション医療の視点で分析し、同時に
研究の動機は人それぞれですので、私から特定の研究テー
作業療法士免許取得後、医学部附属病院等で急性期の作業
地域の社会資源が地域生活支援に果たす機能や高齢者、障害児・者に対する在宅
療法士として勤務しました。専門分野は身体障害領域の作 マを提示することは致しませんが、下記のテーマに関連す
生活支援あるいは高次脳機能障害者の復職支援の実践を多角的に学修する。本科
る研究を歓迎します。ただ、中には「まずは研究の基礎を
業療法です。中でも脳血管疾患や外傷性脳損傷等による高
生活支援医療学特論Ⅱ
目では、地域包括ケアシステムや介護保険下の施設、通所リハビリテーション等にお
次脳機能障害、整形外科疾患や変性疾患を専門領域として 習得したい」「研究テーマはこれから考えたい」という方
ける地域生活支援を理論的・実践的に探究することを目的に、高齢者、障害児・者が
います。学士課程では身体障害領域全般と高次脳機能障害
もいらっしゃると思います。そのような方には興味や立場
地域社会において自立的生活を推進できるための身体機能と生活環境調整等の関
関連、クリニカルリーズニングなどの講義、大学院修士課 をお聴きし、私からご提案致します。
連性を理論的に学ぶ。
程では脳機能回復学と生活支援医療学に関連する講義を担


当しています。

認知症当事者とその家族の体験と、専門職によるチームアプローチについて取り上げ
る。医療機関および高齢者施設に勤務する看護師、訪問看護師、作業療法士、医師

生活支援医療学特論Ⅲ
が、それぞれの専門の視点から認知症ケアをどのように考え、どう介入していくのか
高次脳機能障害に対す
る効果的なリハビリテーション方法の開発
について理解し、自らの専門性をどのように発揮するのかについて検討する。
■ 研究テーマ

高次脳機能障害の症状はとても多様で、援助に難渋することが多いと思います。しかし、症状を正しく評価し、困りごと

を把握し、先行研究を詳細にレビューし、様々な援助者と協力することで効果的な援助に結びつけることができます。そ
病院、施設、居宅など多様な生活の場で展開される医療の実践、さまざまな健康レベ
の一つ一つの丁寧な取り組みを通して、効果的なリハビリテーション方法の開発につなげたいと考えています。現在はふ
ルの健康(安寧な死)を支援する医療の実践に関して、文献のクリティークとフィールド



れあいグループ関連病院で週回のペースで事例供覧・検討を行っています。
ワークを行い、倫理的課題、研究デザインの特徴、施策化の提言を含む研究の発展

生活支援医療学演習Ⅰ


女性保健学特論Ⅱ

性などを検討し、倫理的判断能力、研究計画力を高める。
さらに生活支援医療の実践の場や状況で動的に展開する現象を質的に分析し、全体
高次脳機能障害を持つ
当事者とご家族への支援
論的な捉え方を体験する。

女性の意思決定に関わる看護や支援のあり方について探究する。
研究の説がある。本研究は解剖遺体を用いて中殿筋の筋線維解析と神経の走行を解析します。これにより中殿筋の作用

の根拠が蓄積されていますが、対応方法もまだまだ手探りの状態です。当事者やご家族が少しでも生活しやすくなるよう

中殿筋前部線維・後部女性の健康に影響を及ぼすリプロダクテイブヘルスに関する様々な健康問題を理解
線維の形態的特徴の考察について
し、意思決定の場における女性の健康、女性が自ら妊娠・出産を意思決定するため
腰部には股関節の伸展に関わる大殿筋、股関節の外転に作用する中殿筋、小殿筋がある。特に扇形を呈する中殿筋には複
の支援について考える。また、生命倫理や、意思決定モデルについて理解を深め、
数の線維束があり、先行研究では前部線維、中部線維、後部線維のつに分かれる報告と前部線維と後部線維に分かれる
がこれまでの成書に書かれた以外の作用があるかどうかの考察を行います。



ウエルネスの視点から、女性の生涯において必要な健康教育を学ぶ。思春期・成熟
期・更年期にある女性に対して、ライフサイクル各期の特徴を踏まえた健康教育の指
ヒ女性保健学演習
ト孤束核の形態学的評価
導案を立案し、実際に指導を行う。これらを通して、ヘルスプロモーションを促進させ
味覚が年齢に伴って変化するという報告があります。しかし、味覚の伝導路のひとつである孤束核の加齢に伴う変化や性
るための基本的な能力を養う。自らの研究課題についても明確化する。





高次脳機能障害による当事者の神経行動学的変化によって、ご家族の多くが抑うつなどの心理学的苦痛を抱えていること

本演習科目では、医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障
な方法や環境を、当事者はもとより関係機関やご家族と一緒に作っていきたいと考えています。現在、全国規模の高次脳
害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課題を文献や報告書等で抽出する。
機能障害当事者家族会にご協力いただき、ご家族の対応方法を検討しています。



それを基盤にしながら同時に地域の社会資源を調査分析を加え高齢者、高次脳機能
生活支援医療学演習Ⅱ 障害者、障害児・者に対する在宅生活支援を復職支援なども含め多角的に議論し、
リハビリテーション対
象患者の予後等に対する関連因子の検討
地域包括ケアシステムや介護保険下の施設や通所リハビリテーション等における具



差に関する報告は少ないです。本研究は某大学の解剖学実習遺体を用いて孤束核の横断面積を計測し、加齢変化や性差と

体的な地域生活支援を自ら考え討論し、効果的な地域生活支援を論理的かつ実践的
対象患者さまのリハビリテーションを実施する上で、いつも「もっと効果的な関わり方はないのだろうか」と考えていま

の関係について検討する研究です。これまでの研究データから孤束核はある年代において加齢に伴い孤束核断面積の変化
精神看護学の基盤となる理論や概念を理解した上で、地域で生活する対象特性に

に演習科目として学修する。
した。そこで、患者属性やリハビリテーション開始時の状態、認知機能や運動機能の程度などを詳細に調査し分析した結

に性差が関連することが分かってきました。
合わせた包括的な看護援助について教授する。また国内外の精神保健福祉活動の

果、予後等に対する関連因子が明らかとなり、関わり方の方針が見えた経験があります。現在、ふれあいグループ関連病

精神保健医療学特論Ⅰ

変遷と精神保健医療福祉制度の法制度を理解し、我が国の精神保健医療福祉活動
の課題と今後の発展可能性について探究する。
■ 担当科目一覧

院で整形外科疾患患者の予後等に関する関連因子分析の研究を進めています。

がん患者および家族に必要な看護を実践するために、がん看護の基盤となる諸概念

がん看護学特論Ⅰ


形態機能・病態学特論／運動・動作制御学特論／運動・動作
地域で生活する精神看護の対象理解にあたり、精神の健康と関わる諸理論、精神的
制御学演習
健康生活状態の評価について概観し、地域移行支援や地域定着支援について、事
精神保健医療学特論Ⅱ 例をもとにその対象特性に合わせた包括的な看護援助について学修する。さらに、
家族支援に関する基礎理論や触法精神障害者等の法制度を踏まえ、患者を支援す
■ 受験生へのメッセージ
る医療・看護における連携協働の方略について探究する。


研究内容はリハビリテーションの領域に限らず幅広い形態・

精神看護学の視点から介入技法や看護実践のあり方を先行研究やフィールドワーク
機能の研究を行っています。骨や骨格筋および中枢神経・末
を踏まえ検討し、自らの研究課題の明確化をはかる。また精神保健医療学特論Ⅰ・
梢神経などに興味や研究希望のある受験生はぜひ相談してく
精神保健医療医学演習
Ⅱを基盤に精神医療保健福祉に関する現状と課題を踏まえ、研究課題の解決に向
ださい。
けて研究方法を探求する。
14

や理論、関連する研究結果について理解し、活用できる。
■ 担当科目一覧

生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学特論Ⅲ／生活支援医
がんの分子生物学、遺伝学を含む病態生理学全般を学び、がん看護に関連した専門

がん看護学特論Ⅱ

がん看護学特論Ⅲ

療学演習Ⅱ／脳機能回復学特論／脳機能回復学演習／心身機
的な知識を深め、エビデンスに基づく的確な臨床判断ができる能力を理解し、活用で
能回復特別研究
きる。

■ 受験生へのメッセージ
がん看護の対象となる患者および家族について、がんサバイバーシップの概念に基

忙しい業務の傍ら大学院に通い、修士論文を書き上げること
づき理解する。また、がん患者のライフサイクルに応じた複雑な健康問題に対して包
はとても大変です。大学院を修了してその経験を真に活かす
括的な支援が提供できるよう看護援助の方法について理解する。がん看護専門看護
ことはさらに大変です。しかし、その努力はこれからの皆さ
師として必要な、組織変革者としての役割について説明できる。
まの輝かしい未来への礎になると思います。微力ながら皆さ
まにお力添えができるよう私も尽力したいと思っています。

15

科目名

ᴾ田
田邉 浩 文

副研究科長・教授

授業概要

+LURIXPL7DQDEHがんがもたらすあらゆる苦痛症状および苦悩を包括的に理解し、エビデンスに基づい
たキュアとケアを統合した看護を実践できる。薬物療法だけでなく理学療法的介入、心
■ 取得学位・資格・所属キャンパス
理的な支援など包括的な介入について、リソースを活用して展開する方法を学び、高
がん看護学特論Ⅳ
度実践看護を提供する能力や、病院や地域での緩和ケアチームの中のがん看護専
博士（保健学）  門看護師の役割、End of Life Care、家族のグリーフワークについて説明することがで
きる。
作業療法士
 東戸塚キャンパス

がん薬物療法の実際と有害事象の予防・早期発見・早期対処を行い、治療の継続お
よび療養生活の質の維持と向上のために、必要な看護について理解できる。がん看
■ 指導方針
■
専門分野
がん看護学特論Ⅴ
護専門看護師に必要な患者および家族のセルフケア能力向上のための方略につい
て説明することができる。
年次は専門科目を履修する期間ですが、研究領域の国内外
中枢神経疾患の機能回復方法論。特に脳血管疾患に対する

健康増進・予防領域 担当教員一覧

ᴾ大
大森 圭 貢

ᴾ

※★のついた教員は年度研究指導教員です。研究テーマ等は次頁以降をご参照ください。
■ 取得学位・資格・所属キャンパス

 
教員名
担当科目名
博士（リハビリテーション科学）
川本 利恵子 副研究
★
保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／看護教育特論／看護理論
理学療法士／専門理学療法士（基礎理学療法）
科長・教授
東戸塚キャンパス
家族ケア特論／多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学特論Ⅰ／生活支援
★牛田 貴子 教授
医療学特論Ⅲ／生活支援医療学演習Ⅰ
■ 専門分野
■ 指導方針






の文献を多く読んでいただき、研究領域の明らかにされてい
る部分と未開の部分を理解していただきます。 年後期から
緩和ケアの場面で患者および家族が直面する苦痛や問題状況について臨床判断に
再生医療リハビリテーションの方法論について。
がん看護学演習Ⅰ
私の指導の下、研究テーマを絞り込んでいきます。 年次か
基づいた適切な緩和ケアを提供するための高度な看護実践について説明できる。
ら臨床研究または実験研究を行いつつデータを収集し、 年
次後期から論文の執筆にとりかかります。

がん薬物療法を受ける患者および家族の療養生活の質を維持、向上するための高度
な看護実践を学修する。セルフケア能力向上のための方略について説明できる。


研究を開始するにあたっては、その研究分野の既知と未知

多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／フィジカルアセスメント／

日常生活活動の再獲得。日常生活活動の再獲得を果たすに
★片山
典子 教授

精神保健医療学特論Ⅰ／精神保健医療学特論Ⅱ／精神保健医療学演習
を明らかにすることが重要になります。そのため先行研究
は、①身体機能の回復、②身体機能に適した動作方法の学
を十分に検索し、精読、そしてその文献をエビデンスとし
習、③環境整備のつを、対象者の状態に合わせて選択し

脳の可塑性を誘発する課題指向型トレーニングの方法論や

がん看護学演習Ⅱ
■ 研究テーマ

教授

※下記の教員名・担当科目名は年度の情報です。年度以降は変更の場合がありますのでご注意
<RVKLWVXJX2PRUL
ください。

保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／在宅・公衆衛生学特論Ⅰ／在宅・
て、まとめ記録することが必要です。文献抄読会をこまめ
て実施することが必要です。これらつを進めていく方法
★小林
紀明 教授
公衆衛生学特論Ⅱ／在宅・公衆衛生学演習／生活支援医療学特論Ⅲ
に行い、その研究分野について理解を深めていきます。
について、理学療法学と応用行動分析学の視点から検討し
ています。
★坂上
昇 教授

脳機能回復学特論／脳機能回復学演習

■ 研究テーマ
★田島
明子 教授

生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学演習Ⅱ





中枢神経疾患患者に対がん看護についての先駆的な看護実践の体験を通して、がん看護専門看護師の役割
する行動心理学的介入の効果について 
がん看護学実習Ⅰ
と機能（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究）について学び、実施につなげること
脳卒中後に麻痺を呈する身体部位を積極的に活動させると、脳は損傷部位とは別の部位に機能を補うゾーンを形成し、新
ができる。
たな神経伝達経路を形成します。研究では、この脳の代償的戦略の促進に必須となる効果的な麻痺肢の運動誘発リハビリ
テーションの方法と麻痺肢機能回復を生活動作へと汎化させるための行動倫理学的介入方法について臨床的研究を行って

複雑で解決困難な状況にあるがん患者および家族に対して、対象を全人的に捉え、
その解決に向けてがん看護専門看護師として必要な実践、相談、調整、倫理調整、教
がん看護学実習Ⅱ
運動機能障害を伴う中育について実施できる。
枢神経疾患患者に対する間葉系幹細胞投与後のリハビリテーション介入
います。

効果の検証

★鶴見
多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学演習Ⅱ
運動機隆正
能と教授
動作能力の
関連 
★羽生
貞親 教授
多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／生活支援医療学演習Ⅰ
私たちが行う動作は、関節可動域や筋力、呼吸循環能など運動機能と密接な関連があり、大きくは運動機能が高くなるに
従い動作能力は向上し、一方運動機能が低くなると動作能力は低下します。しかし、両者は非線形関係にあり、動作能力

★本田 芳香 教授

看護教育特論／看護理論

が著しく低下する運動機能水準と運動機能の増加が動作能力の向上に影響しない運動機能水準があります。この閾値とな

 る運動機能水準について下肢筋力を中心に検討しています。
望
 月 聡一郎 教授 保健医療学特論


多職種協働・地域連携特論／看護教育特論／看護理論／コンサルテーション論／
非定型善江
発達教授
児の運動発達支援
★山勢
フィジカルアセスメント
自閉スペクトラム症の多くには粗大運動や微細運動の遅れが見られることが知られており、適切な時期に効果的な介入を

がん患者および家族の療養生活の質の維持・向上を目指した看護実践を提供するた
再生医療など細胞治療が盛んに行われていますが、外肺葉由来の脳神経細胞は、細胞が置換しても四肢の麻痺は回復しま
めに、医師の診断過程を学び、高度な臨床判断能力と卓越したがん看護実践能力を
せん。まっさらな脳はプログラミングされていないため、運動を学習させるリハビリテーションが必要です。私は置換し
がん看護学実習Ⅲ
養う。また長期的療養支援の観点から地域医療連携におけるがん看護専門看護師の
た脳神経細胞に新たな運動ネットワークを構築させるリハビリテーション方法について研究しています。
役割と資源の活用、多職種連携ができる。


音楽家のフォーカルジストニアのリハビリテーション研究 
高速弦楽器奏者の筋緊張異常を来す因子分析や、ジストニア症状を緩和するリハビリテーション方法論について研究して

看護教育特論／看護理論／コンサルテーション論／臨床薬理学／がん看護学特
通じて運動障害に対処することが重要だとされています。しかしながら、彼らの運動機能や運動支援の方法は十分に検討
がなされているとはいえません。このため、運動支援の効果判定に用いることのできる指標と、運動の特徴について検討
論Ⅰ／がん看護学特論Ⅱ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学

★渡邉
眞理 教授
を行っています。

特論Ⅴ／がん看護学演習Ⅰ／がん看護学演習Ⅱ／がん看護学実習Ⅰ／がん看護



動作獲得の生涯発達学実習Ⅱ／がん看護学実習Ⅲ
医学的リハビリテーションの多くの対象者が高齢者です。このような方が新たな動作を獲得することはどの程度可能で
★渡部
節子 教授
 
しょうか。例えば、利き手に麻痺が生じた場合には、それによって障害された動作の再獲得のために、非利き手を用いた

多職種協働・地域連携特論／在宅・公衆衛生学特論Ⅰ／在宅・公衆衛生学特論
 動作、すなわち新たな動作を学習する必要があります。この新たな動作を非利き手での箸操作練習として、その効果と練
澤
 井 美奈子 准教授
Ⅱ／在宅・公衆衛生学演習
習のアドヒアランスを検証しています。

います。

■ 担当科目一覧

運動機能回復学特論／運動機能回復学演習／心身機能回復特
別研究

■ 受験生へのメッセージ

日頃、臨床において中枢神経疾患のリハビリテーションに携

★清水 奈緒美 准教授

がん看護学特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学演習Ⅰ／
■ 担当科目一覧
がん看護学演習Ⅱ

保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／運動機能回復

★土師 しのぶ 准教授多職種協働・地域連携特論／がん看護学特論Ⅲ
学特論／運動機能回復学演習／心身機能回復特別研究

 岡
 多恵 講師

多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／臨床薬理学／がん看護学
■ 受験生へのメッセージ
特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学演習Ⅰ／がん看護


大学院の受験を年後に先延ばしにしたらよい研究ができる
学演習Ⅱ／がん看護学実習Ⅰ／がん看護学実習Ⅱ／がん看護学実習Ⅲ
わけではありません。もしこのメッセージを読まれました

わられている人であれば具体的な研究テーマを持たなくても
心配ありません。毎日の臨床が楽しくなる研究を私とともに

 櫻
 井 友子 講師

フィジカルアセスメント ら、ぜひ受験し、皆さんの抱く疑問や悩みを研究という手法

みつけ、私の助言や指導の下で研究を進めましょう。

 石
 橋 史子 助教

がん看護学特論Ⅲ

 倉
 橋 悠子 助教

がん看護学特論Ⅲ

16

を用いて解決しましょう。十分な支援のもと、修士論文を
作成しましょう。善は急げです。

17

開講科目一覧 ≪専門科目－心身機能回復領域≫

ᴾ川
川本 利 恵子

副研究科長・教授

5LHNR.DZDPRWR
科目名
授業概要

■ 取得学位・資格・所属キャンパス

運動器障害の病態と発生メカニズムの解明や、各種の日常生活動作の分析を多角的に
行う上で基礎となる運動制御機構とその解析方法について、解剖学、運動学、運動力学
博士（医学）
的観点から講義を行う。具体的には、基本的な筋・骨格の構造と神経系の解析、筋・神経
看護師
運動・動作制御学特論
の障害発生についての考察、各種基本動作の運動学特徴と運動力学的要求、三次元動
東戸塚キャンパス／横浜山手キャンパス
作解析装置を用いた運動力学的評価の実践方法、身体運動の力学的な解釈の方法に
ついて論じる。
■ 専門分野
■ 指導方針


運動・動作制御学特論で修得した理論を軸として、基本的な筋・骨格の構造と神経系の
主な専門分野は臨床看護分野です。
臨床看護等に関する研究課題を取り上げ、看護実践ケア
研究テーマに示したような疾病や治療に伴う健康問題
解析、筋・神経の障害発生に関して、具体的症例を取り上げ、実践的な考察を深める。ま
のエビデンスが蓄積できるよう、研究プロセスを通して

運動・動作制御学演習

に健康支援が必要な看護実践ケアの課題など、臨床看
た、基本動作の運動学特徴と運動力学的要求、三次元動作解析装置を用いた具体的な
共に研究課題を探求します。質の高い実践者・研究者と

心身機能回復領域 担当教員一覧

ᴾ牛
牛
田
貴
子
教授
※下記の教員名・担当科目名は年度の情報です。年度以降は変更の場合がありますのでご注意
7DNDNR8VKLGD
ください。

■ 取得学位・資格・所属キャンパス
※★のついた教員は年度研究指導教員です。研究テーマ等は次頁以降をご参照ください。

 博士（医科学）
 看護師／保健師／助産師／養護教諭
 
教員名
東戸塚キャンパス

田邉 浩文 副研究
★■ 専門分野
運動機能回復学特論／運動機能回復学演習
■ 指導方針
科長・教授


老年看護学

体的には、研究課題の解決に向けて、課題に適した研究

42/への影響要因などの調査を行い分析し、支援とし

方法を探索します。最終ゴールとして、研究論文を完成

呼吸と循環の機能は、循環器疾患患者や呼吸器疾患患者のみならず、神経筋疾患患者
し発表を行う方針です。
や高齢者などでも低下が生じ、これら機能の低下が活動や社会参加の制限をもたらす原
連の研究プロセスと成果を通して、臨床看護学の発展
因となることがある。本特論では、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関す
を目指します。この他、看護管理や看護教育、心理分
呼吸循環機能学特論
る最近の学説とエビデンスを整理・統合する。また、呼吸循環機能低下者に対する介入

野も重要な専門分野として研究を行っています。
の原則と理論の再検を行う。これらを踏まえ、呼吸循環機能の低下した者の活動回復と
■ 研究テーマ 社会参加の機会向上に対する包括的支援の体系化を考え論じる。

看護師の看護の専呼吸循環機能学特論で修得した理論を軸として、呼吸循環機能低下者に対する介入の
門性とケア実践能力の検討
具体例を検証し、実践的な考察を深め、問題点の具体化と改善方法の探求を展開する。
近年、ナーシングワークの変容に伴い、看護の専門性を基盤にした働き方が重要です。看護基礎教育で確立されたの
呼吸循環機能学演習
また、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関する最近の学説を具体例を通
実践能力と行動指標として看護の専門性を測定するために開発された%,31（%HKDYLRUDO,QYHQWRU\IRU3URIHVVLRQDO
じて検証していく。
LVPLQ1XUVLQJ を活用し、看護の専門性に基づく看護ケア実践能力を検討します。




を用いて整理し、自分の言葉で表現することから始めます。
家族看護学
興味、関心に応じて柔軟に授業の方法や内容を変更します。
保健医療学特論／在宅・公衆衛生学特論Ⅰ／生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援
また量的研究、質的研究の両方を取り上げ、卒後どちらの研
高齢者に限らずさまざまな対象への家族システム看護に
小林 和彦 教授
究にも対応できるように実践的に研究方法を学びます。
ついて、特にカルガリー家族看護モデルを用いた予防的

医療学演習Ⅱ

ての看護実践ケアの有効性を検討します。これらの一



保健師、助産師、看護師の経験があり多様なテーマに対応し
ます。これまでの臨床経験や自身の生活経験を理論やモデル

保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／運動機能回復学特論／運動機能

高齢者ケア施設における看護、老年看護学の授業のしか
★大森
圭貢 教授
けについて
回復学演習

護学の意義ある研究課題に焦点をあてます。具体的に
しての基本的能力の修得を目指した指導を行います。具
測定の実践、それらの解釈を具体的演習を通じて探求していく。
は、疾病や治療に伴う健康問題を抱える人々の生活や

担当科目名

家族看護介入の実践と評価

★柴田 昌和 教授
■ 研究テーマ

形態機能・病態学特論／運動・動作制御学特論／運動・動作制御学演習





高齢者雄介
ケア施
設に勤生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学特論Ⅲ／生活支援医療学演習Ⅱ／脳機
務する（した）看護師の看護実践力について
★鈴木
教授
能回復学特論／脳機能回復学演習


病院、施設、在宅系など看護活動の場を変えつつキャリアを重ねていく看護師は数多くいます。どこでも通用する看護の
力をエンプロイアビリティと位置づけ、全国調査によって看護師自身が自己評価できるエンプロイアビリティ尺度を開発
保健医療学特論／精神保健医療学特論Ⅱ／脳機能回復学特論／脳機能回復学演
鶴見 隆彦 教授
しました。現在は看護基礎教育を出発点としたキャリアのどこでどのような教育が必要か、また病院－施設－在宅系と違
習
う職場の経験が組織的にどう影響するのかについて、発展的に研究しています。


★森尾
教授
予防的裕志
家族看
護介入呼吸循環機能学特論／呼吸循環機能学演習
について



下部直腸癌で肛門身体の運動機能回復の視点から、高齢者や骨関節疾患患者における運動機能障害を広
温存手術を受けた患者の自尊感情と42/の関連性の検討
くとらえ、それらを科学的に評価し、回復のためのメカニズムを考慮した治療へ繋げる方
運動機能回復学特論
生活の質向上を目的に直腸がんで括約温存筋手術を受けた患者を対象に、術後に調査を行い、自尊心と生活の質の関連
法論に関して論じる。また、中枢神経系障害患者に対する運動機能回復も同様に、評価・
を検討していきます。疾患及び治療の特性に伴う健康問題や生活の障害などは、人の尊厳にも関わる障害にもなるの
治療原理・実践的な方法論に関して論じる。
で、42/にも大きく影響します。その影響を分析的に把握します。




運動機能回復学特論で修得した理論を軸として、高齢者や骨関節疾患患者、脳卒中や
「一般病棟における
がん患者の家族ケア実践評価スケール」の活用
パーキンソン病を中心とした中枢神経系患者等、具体的な事象や事例を通じて、実践的
運動機能回復学演習
な考察を深め、運動機能回復に関する問題点の具体化と改善方法に関して探求してい
因子構造の再現性と安定性による信頼性を明らかにし、「一般病棟におけるがん患者の家族ケア実践評価スケール」を
く。
開発しました。このスケールを活用して、がん患者及び家族の42/向上の研究を行い、看護実践の質向上を目指します。






 中尾 陽光 准教授 運動機能回復学特論／運動機能回復学演習
老年看護学の授業のしかけについて
 教師学を基盤において「しかけ」を考え、講義、演習、臨地実習での独自の企画－実施－成果を専門誌に発表してきまし
三川 年正 准教授 脳機能回復学特論／脳機能回復学演習



脳機能回復学特論

脳機能の障害を理解し、対象者の多様な障害像に応じた実践的アプローチについて、最
■ 担当科目一覧
新の実践技術を探究することを目的とする。脳の機能不全によって引き起こされるところ

の、脳・神経による運動制御の機能障害、高次脳機能障害、発達障害、精神機能障害等
保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／看護教育
の多様な障害像、ならびに地域社会で生きる上での生活障害について論じる。本科目の
特論 ／ 看護理論 ／ 健康増進・予防特別研究
特色は、脳機能と障害の関係、具体的には運動制御機能、認知機能、高次脳機能、精神
機能等への効果的な運動、動作、行動、ならびに社会参加含む、具体的アプローチにつ
■ 受験生へのメッセージ
いての理論と実践技術の科学的磨き方について論じる。

現在、あなたが行っている看護実践に責任を持つため

脳機能回復学演習

脳機能回復学特論で修得した理論を軸として、脳機能と障害の関係、具体的には身体制
に、研究をしてエビデンスを追求したい方、看護の専門
御機能、高次脳機能、精神機能等への効果的な運動、動作、行動、作業方法ならびに社
職としてのキャリアを追求したい方の受験をお待ちして
会参加を含む、具体的アプローチを演習として実践する。そして実践技術を創造する院生
います。
の能力の向上を図る。
18

カルガリー家族看護モデルを基盤として家族の問題が表面化する前に、予防的に家族に関わり問題解決する看護実践を考
案し、その成果を発表しています。臨床経験や職場によらず、短時間で一定の成果をあげる「つの質問」は介入例の代
櫻井 好美 准教授 女性保健学演習／運動・動作制御学特論／運動・動作制御学演習
表であり、病院や施設等で研修会を実施することもあります。家族ケア特論でも取り上げます。



た。また「高齢者ケアの教師塾」を毎月開催し、高齢者ケアを教えることに関心のある医療福祉系教員、医療職、福祉職
等と話題提供や意見交換を行い、多様な考え方や実践から、新たな授業のしかけを探っています。看護系学会では交流集
会を毎年開催しています。

増田 雄亮 講師 脳機能回復学特論／脳機能回復学演習

 光金 正官 講師

■ 担当科目一覧
運動機能回復学特論／運動機能回復学演習

家族ケア特論／多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学
特論Ⅰ／生活支援医療学特論Ⅲ／生活支援医療学演習Ⅰ／健

康増進・予防特別研究

■ 受験生へのメッセージ

納得がいく看護実践を一緒に考えましょう。

19

心身機能回復領域





 

片山 典子

教授

1RULNR.DWD\DPD

ᴾ ■ 取得学位・資格・所属キャンパス

ᴾ小
小林 紀 明

□ 開講授業ピックアップ

教授



1RULDNL.RED\DVKL

 運
動機能回復学特論

ᴾ■ 取得学位・資格・所属キャンパス

□ 領域紹介
博士（看護学）／ 修士（看護学）

 中枢神経疾患および運動器疾患における障害の治療につ


看護師
精神・身体機能を総合的に評価し、これらの障害の課題を

看護師
 解を深めるとともに、最新の治療法に関する知見を修得



社会学修士
 いて国内外の文献の抄読とディスカッションを通じて理

東戸塚キャンパス
解決可能とする研究能力を獲得し、障害克服の実践的な支

東戸塚キャンパス
 します。下肢筋力における能力障害、中枢神経疾患や上

 援を修め、高度専門性が求められる職業を担うための卓越
 した能力を培います。運動・動作制御学や呼吸循環機能学、
■ 専門分野
■ 指導方針

 肢整形外科疾患の運動機能回復など扱う項目は多岐に渡
■ 専門分野

 運動機能回復学、脳機能回復学等分野の先行研究やフィー


 り、幅広く学ぶことが出来ます。

 ルドワークで課題を探求し、科学的・論理的思考かつ実践

■指導方針


在宅看護学を専門とし、特に、多職種連携・協働における 研究を進める上で、質と量の混合研究（トライアンギュレ
基礎教育及び実践教育について研究を進めています。
ーション）に挑戦することをお勧めします。修士課程の中





精神看護学全般を専門としておりますが、特に地域をベー

0では精神保健医療学特論Ⅰ、Ⅱ、精神保健医療学演習を

スに若者のメンタルヘルスの研究に取り組んできました。

通し、特別研究の基盤となる理論や国内外の様々な文献を

その上で必要な早期精神病の早期介入、看護カウンセリン

クリティークしていきます。また研究テーマに沿っフィー




 グ技術、精神科訪問看護、アディクション看護へと研究分
野が広まっていきました。
 □
本領域に関するキーワード

ルドワークや学会参加を取り入れています。0では、研究

 呼吸循環機能学特論

や解析手法の多元化によって研究の精度を上げられるよう

 

にサポートしたいと思っています。 

 力を培います。


計画に基づいてデータを収集・分析をしながら論文の完成
を目指していきます。



 呼吸器疾患と循環器疾患に関する支援課題について検討

■ 研究テーマ
 人体の構造・機能、脳機能回復学、呼吸循環機能学、運動機能回復学
など
 
早期精神病の早期介入に関する研究
 □ 本領域の概要について

■ 研究テーマ

 し、理論と実践の両面からアプローチが出来ることを目


 指します。理学療法士のほか、薬剤師・医師による講義

介護支援専門員のケアマネジメントにおける「協働的能力」に関する研究



早期精神病は前精神病期（SUHSV\FKRWLFSHULRG）、初回精神病エピソード(ILUVWHSLVRGHRISV\FKRVLV 、回復/臨界期



で混合研究を行うことは難しいかもしれませんが、データ

UHFRYHU\DQGWKHFULWLFDOSHULRG の期から構成されています。回復/臨界期は若者の人生にとって心理社会的にも重

 も行われるため、多面的な視点による解決策を見出すこ

春田ら（）の『協働的能力としての多職種連携コンピテンシーモデル』を参考に、新たな概念の抽出とその枠組みを

 とも可能になるでしょう。後期に開講される同演習科目
創出することを研究の位置づけとし、介護支援専門員のケアマネジメントにおける多職種連携に必要な「協働的能力」と



医学 × リハビリテーション学 双方の見地から検討する講義
要な時期であり、この時期に起こる生物・心理社会的悪化を防ぐための早期介入の研究に取り組んでおります。
                    ではより実例に即した検討を行います。
 その構造について明らかにすることを目的とした研究。






 人間の生活や行動をつかさどる運動機能や呼吸器・循環器、脳機能などの分野について医学的見地・リハビ



介護支援専門員の協働的能力と(1'&25(Vおよび &,&6との関連

 リテーション学的見地双方から検討を試みます。解剖学やロボット工学、スポーツ医学や神経科学の知見も
精神科訪問看護に関する研究

□ 在学生・修了生 インタビュー

 取り入れるなど、幅広い視野で研究・分析を行っていくため、多面的なアプローチにもとづいた研究や分析
精神科訪問看護の研究は、早期精神病の早期介入に関して研究を進める上で臨界期の青年期統合失調症者に対するケアモ

外的基準尺度としてすでに信頼性・妥当性が検証されているつの既存尺度（(1'&25(V、&,&6）を用いて、因子分析か

 が行えるようになります。
デルが日本にはなく、実践現場の看護師が不安を感じながら訪問看護をしている現状でした。また早期精神病の当事者や

ら抽出した介護支援専門員の「協働的能力」との関連を分析するとともに、「協働的能力」信頼性・妥当性を検証するこ


家族も支援の不足を感じ、困っている実態がありました。そのことがきっかけとなり、臨界期の青年期統合失調症者に提

グ
ループとしてのスケールメリットを利用する充実した指導陣
供するケアモデルや教育プログラムの開発の研究に取り組んでおります。

とを目的とした研究。

                      
                       

 本領域の専門科目の講義を担当する教員は本学の専任教員はもちろん、東京・神奈川を中心に病院や福祉施


介護支援専門員の協働的能力とワークエンゲージメントに関する実証的研究



アディクション看護に関する研究
 設を展開するふれあいグループの現役医療従事者が教員として授業を担当します。最新の医療技術や実践的

介護支援専門員の「やりがい」・「困難さ」と、「協働的能力」・「8:(6（ワークエンゲージメント）」との関連を明

依存症関連の問題は専門的な支援に対する社会的要請は増す一方です。'60ではギャンブル依存症がアディクションに
 なアプローチによる充実した講義が受けられます。また、よりライブ感あふれる講義とするために学内やグ

らかにする研究。

包含され行為嗜癖という概念に変更されたり、:+2は「ゲーム障害」を国際疾病として正式に,&'にゲーム障害を追加
 ループ内施設に設けられた専門的な設備や機器を利用しての授業も行われます。

したり、アディクションの概念はこれまで以上により広い概念へとシフトし、重要な研究分野です。私は物質依存、行為

依存、依存症の予防教育的介入に関する研究に取り組んでおります。
領
域を越えた科目履修により、多面的な視点を得ることが出来る

                    

 本大学院研究科は、保健医療学としてリハビリテーション学にとどまらず看護学的な視点も得られることが
■ 担当科目一覧

 特徴です。健康増進・予防領域で開講される科目の受講を加えることにより、通所リハビリテーションや地
多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／フィジ
 域生活支援に関する諸問題についても視野が得られます。将来、技士として希望する分野で活躍できる能力

■ 担当科目一覧



カルアセスメント／精神保健医療学特論Ⅰ／精神保健医療学

 を伸ばすことが可能です。


特論Ⅱ／精神保健医療学演習／健康増進・予防特別研究



 
 □ 過去に提出された修士論文のテーマ

■ 受験生へのメッセージ








「変形性膝関節症患者における階段昇降速度と身体的・心理的因子との関係についての研究」
世紀は、心のケアの時代と言われています。加速度的に変
化する現代社会は、そこに生きる人々に多くのストレスをも
「在宅療養患者における身体運動機能の改善率に関わる因子の特徴」
たらす結果となっています。このような時代背景のもと、心
「自宅退院した脳卒中患者の身体活動量の低下に影響を及ぼす因子の検討」
のケアに対する人々のニーズは増加の一途を辿っています。
「プロフェッショナルミュージシャンの筋緊張異常と演奏練習との関連性の検証～フォーカルジストニア
研究においても時代的ニーズに即応した研究に熱心に取り組

 予防策を探る」
「脳卒中患者における栄養状態と$'/予後の関連性」

んでいます。
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リハビリテーション科での臨床経験から、整形
疾患の中で特に脊椎圧迫骨折について強い関心
があり、時間をかけて深く究めてみたいと考え
ていたところ、専門学校時代の先生から大学院

への進学を勧められました。

入学してみると、指導担当の先生を中心に研究
の仕方や悩みなど、お互いが抱えがちな問題を
共有しアドバイスをしあえる環境があるので、
仕事と家庭を両立させながら研究に取り組んで
います。



保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／在宅・公衆衛
元々研究自体に興味があり、学会発表などもし

  

生学特論Ⅰ／在宅・公衆衛生学特論Ⅱ／在宅・公衆衛生学演
ていましたが、自分の経験から予測を立てる部



習／生活支援医療学特論Ⅲ／健康増進・予防特別研究
分が多かったため、正しい方法を学ぶために進
 学しました。
■ 受験生へのメッセージ
研究計画を立て、患者さんから症例を集め統計


をとる流れは想像以上に大変でしたが、データ
研究論文を書く上でその表現力と構成力がとても重要だ

の解釈の仕方や、論文からの統計を統合し経験
と実感すると思います。日ごろからつでも多くの質の良
だけでない「自分の経験＋大学院で学んだこ
い論文を読むことを心がけてください。
と」を、リハビリ提供に反映させることが出来
るようになったと思います。

くりさわ こうき

ほし ともき

（栗澤 高輝 さん／年月入学／医療機関勤務）

（星 知輝さん／年月修了／医療機関勤務）
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■
■ 取得学位・資格・所属キャンパス
取得学位・資格・所属キャンパス


博士（学術）
修士（看護学）
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ᴾᴾ■■ 取得学位・資格・所属キャンパス
取得学位・資格・所属キャンパス

 看護師／がん看護専門看護師
理学療法士
東戸塚キャンパス
東戸塚キャンパス

看護師
作業療法士／社会福祉士／認知症ケア専門士／認知症ｹｱﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ上級ﾏｯﾊﾟｰ
東戸塚キャンパス
東戸塚キャンパス

ᴾ

■ 専門分野
■ 専門分野



博士（学術）
博士（保健学）／修士（看護学）



■ 指導方針

■ 指導方針
院生の自主性や主体性を尊重した指導を心掛けたいと思っ



小児理学療法と理学療法評価。小児理学療法では、脳性麻
ています。また、院生と共に研究を進めることで、自分自
これまでのご自身の経験の中に、研究課題につながる体験
がん看護学。
痺を中心にその病因と異常運動発達について。理学療法評
身も成長させてもらうつもりで接していきたいと思ってい
があると考えています。ご自身の体験を言語化しながら、
特にがん相談支援やがん患者の医療連携について。
価では、臨床場面にて用いられている各種検査・測定の信
ます。研究の進め方は、研究テーマによって異なってくと
論文検索ツールを利用して多くの文献に触れていただき、
頼性・妥当性・再現性や簡易的検査・測定手段について。
思いますが、年間の年間計画を立案し、それに準じて進
研究課題を明確にしていきます。
めていきます。

■ 指導方針

■ 専門分野


■ 指導方針
社会学や障害学など、学際的な観点から研究テーマについ

当事者学の視点からの批判的検討。「障害受容」の臨床で て見識を深め、問題となる背景要因について多角的な視野
小児看護学、特に慢性期疾患を持つ子どもとその家族への 年次は専門科目を履修しながら、国内外の専門分野に関
から検討できる力を身につけます。質的研究法について学
の使用法について検討してまいりました。
支援を専門とし、育児ストレス、家族機能、子どもの自己 する優れた研究を探し出し、研究論文の文献レビューを行
び、量的研究では明らかにすることが難しい、人の主観的
統制力に焦点を当て、医療職が子どもの健康を家族と共に うと同時に、自身の研究テーマを導き出します。年次後
側面から見出される原理・法則から、より倫理的な視点に
どのように支えていけるかを研究しています。 
期は、研究計画を立て、実施へと進めます。年次には、
基づいた実践理論の創造を目指します。

研究データを収集・分析しながら論文を執筆します。


■ 専門分野
作業療法学・リハビリテーション学について障害学という


■ 研究テーマ
脳性麻痺児の脳病変について

■ 研究テーマ

■ 研究テーマ
「障害の社会モデル」を重視したリハビリテーションのための内省型研修プログラム開発

終末期がん患者の医療連携について
脳性麻痺の三大原因は、「新生児仮死」「早産未熟児」「核黄疸」とされているが、定義には「脳の非進行性病変」であ

療法士の障害理解が対象者個人の問題を発見し変容を求める「障害の個人モデル」に偏重しているため、改善困難な場合
喘息の子どもと養育者の疾患管理

ると明記されている。近年、画像診断が発達し、その脳病変が明らかとなってきた。その脳病変について文献研究を行
終末期がん患者はトータルペインとしてさまざまな苦痛を体験します。このような時期に療養の場を移す患者は特にシー
い、明らかとなっている脳病変や最新の知見をレビューする。
ムレスな療養支援を必要としており、研究に取り組んでいます。

その原因を個人の能力に帰結し、対象者に心理的負担を強いる等の問題が指摘されています。 療法士が障害理解の基本
喘息をもつ子どもの養育者が認識する心理的側面に着目し、情報機器を活用した長期喘息管理におけるその変化について
概念となる「障害の社会モデル」を実践に活かせれば、対象者が意味を感じる社会参加のための社会変容がリハビリテー
研究しています。
ション支援できると考え、そのための研修プログラム開発を目的としています。

■ 研究テーマ










理学療法評価の検証
がん専門相談員の教育について



理学療法の臨床場面には、古い時代から現在まで継承されてきた検査・測定や新しく開発された検査・測定など多くの検
がん対策推進基本計画の見直しにより、がん専門相談員はより専門的な情報を必要とする相談へ対応することが求められ
査・測定があり、実施されている。(%37と言われはじめて久しいが、検査・測定において信頼性・妥当性・再現性は重要



興
1,味
&8の
入再
院生
す成
るに
子関
どわ
もる
の要
父因
親に
 ついての研究

ています。がん専門相談員の相談支援のスキルを養うことに関する研究に取り組んでいます。
な要素であり、その点の検証を進める。また、臨床場面に適用できる新しい視点での簡易的検査・測定手段の開発にも取

「興味」は時間を占有する作業を決める重要な要素です。生きる過程のなかで興味を抱き習慣化や役割が生じた後に障害
日本社会の変化と共に父親も役割変化を求められ、多くの困難を抱えています。1,&8に子どもが入院し、心理的衝撃を受
や病のために獲得した作業を喪失した後に新たな興味を再生成する過程があります。本研究では重要な作業を障害により
ける父親の子どもへの愛着と夫婦の関係性に着目し、家族への支援について検討しています。

り組みたいと考えている。

喪失した人が新たな作業に興味を持ち、作業の再獲得への志向性を持つまでの過程に着目し、興味の再生成に関わる要因





を明らかにすることを目的としています。

緩和ケアに携わる看護職の実践について 
発達障害児の脳病変について




がん患者は診断早期から、身体的な苦痛のほかに心理社会的な苦痛を抱えます。がん患者の42/の維持・向上には、看護
新しい研究テーマとして取り組みはじめている。近年、発達障害児に関する研究が様々な面から進められ、多くの知見が
師の緩和ケアの実践力が必要です。緩和ケアに携わる看護職の実践力の向上が研究テーマです。
報告されている。脳性麻痺と同様に、画像診断の発達に伴い、発達障害児の脳病変についても明らかとなってきている。
その点について文献研究を行い、明らかとなっている脳病変や最新の知見をレビューする。

医療的ケア児の養育者が抱える育児ストレス

特
別養護老人ホームにおける高齢者と動物の共生のための支援技術とケア文化についての研究 
医療的ケア児の養育者が認識する育児ストレスについて、利用する医療的ケアや社会資源による違いがあるかなどを研究
しています。
高齢者の暮らしは、選択肢が限られ、画一化せざるを得ないケースも少なくありません。現状、ペットと暮らせる高齢者

施設はほとんどなく、愛するペットと別れが必要なこともあります。施設に入ってもペットと幸せな時間を過ごせれば、
高齢者にとって暮らしの選択肢が増え、幸せな時間も増えるでしょう。そこで本研究では、数少ないペットと暮らせる施

■ 担当科目一覧

設の介護職員にインタビュー調査を行い、必要な支援技術とケア文化を探ります。

■ 担当科目一覧


■ 担当科目一覧
がん看護学特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／

がん看護学演習Ⅰ／がん看護学演習Ⅱ
脳機能回復学特論／脳機能回復学演習／健康増進・予防特


■ 担当科目一覧
多職種協働・地域連携特論／がん看護学特論Ⅲ／健康増進・

予防特別研究
生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学演習Ⅱ／健康増進・


別研究


予防特別研究

■ 受験生へのメッセージ

■ 受験生へのメッセージ
■ 受験生へのメッセージ

 ■ 受験生へのメッセージ


がん看護専門看護師としての活動は、困難な状況にある患者
年間（もしくは年間）、研究を中心とした生活になりま
さんやご家族を支援するとともに、スタッフのやりがいを支
す。決して、平坦な道のりではないでしょう。進学に際し
え、看護の質の向上に貢献することができます。がん看護専
ては、理学療法士として研究を行うという目的や意味をしっ
門看護師の受験資格を得ることができる本コースでは、がん
かりと考えてもらいたいと思います。その根幹がしっかりと
看護専門看護師である教員がみなさんの学びをサポートしま
していれば、きっと有意義な年間になるはずです。

す。ともに学びを深めていきましょう。





子どもたちの健康支援につながる研究を共に考えていきまし
修士課程では、自ら主体的に調べ、考え、書く過程の連続で
ょう。お待ちしています。
す。辛く、苦しい気持ちもするかも知れないですが、経験し
リサーチマップの85/
KWWSVUHVHDUFKPDSMSVKZ
た多くの方が、それ以上に満ち足りた有意義な経験だっと振
り返ります。大学院での経験は、確実に貴方にとって人生の
財産になります。ぜひ日頃感じる違和感や解決したい問題を
携えて門戸を叩いてください。

22

23

ᴾ渡
渡見
邉 隆
眞正
理
ᴾ鶴
鶴

ᴾ渡
ᴾ羽
渡
羽部
生 節
貞子
親

教授

0DUL:DWDQDEH 属
7DNDPDVD7VXUXPL

教授

6HWVXNR:DWDEH
<RVKLFKLND+DEXス所属

取得学位・資格・所属キャンパス
ᴾᴾ■■ 取得学位・資格・所属キャンパス
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取得学位・資格・所属キャンパス


博士（医学）
修士（看護学）





博士（医学）／修士（看護学）
博士（医学）

看護師／がん看護専門看護師
理学療法士
東戸塚キャンパス
 東戸塚キャンパス

看護師
看護師／保健師
東戸塚キャンパス
 横浜山手キャンパス

■ 専門分野
 専門分野
■

■ 指導方針
 指導方針
■

がん看護全般に関するテーマ



■ 専門分野
■ 専門分野

＊医療関連施設における感染予防及び感染制御

＊+,9$,'6患者の看護
臨床場面には研究テーマを見つけるための手がかりがたく
臨床看護場面における看護ケアの質向上の影響要因となる ィークし、文献レビューをします。秋以降は研究計画書の
作成、倫理審査受審、データ収集に入ります。
年次には
さまざまな課題、特に看護を実践する看護職自身の課題も さんあります。まずは関心のある研究テーマを決めて、多

本課程はがん看護専門看護師の受験資格を得るためのコー

スです。担当教員である渡邉は年にがん看護専門看護
高齢者の下肢装具・義足開発と歩容改善に関する研究。
特に高齢がん患者の特徴を踏まえた意思決定支援について 年次は研究テーマに関連する文献抄読と研究手法につ
師の資格を取得した経験豊富ながん看護専門看護師です。
障害児の就学前・就学支援に関する研究。特別支援学校
いて吟味し、予備実験や調査をもとに実践的な研究活動
またがん専門病院の看護部長の経験もあり、看護管理に強
に入り、年次では調査結果、反応等を多面的に検討し
く組織で活躍できる専門看護師を育成します。専門看護師
ながら論文作成に取り組むよう指導していきます。


におけるリハビリテーション専門職の自立活動教諭に関
する研究。地域における住民主体による健康増進活動の

■ 指導方針

■ 指導方針
年次は専門科目を受けつつ、国内外の文献検索とクリテ


データ分析と論文執筆します。修士論文は国際学会におけ
くの文献をしっかり読み込み、レビューを作成する必要が
る発表を目指します。

あります。指導教員とのディスカッションを行いながら、

含めた分野について研究を行っています。

の役割に必要な実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究

構築と支援に関するフィールド研究。

研究方法論を定め、調査、分析を実施していきます。

が実施できる力を育成します。専門看護師を目指して一緒
に学びましょう。

■ 研究テーマ
 研究テーマ
■

脳卒中片麻痺者に対する早期長下肢装具療法に関する研究
がん患者を対象とした看護師による医療連携の調整に関する研究

■ 研究テーマ
 研究テーマ
■
看護職の精神健康度と労働時間の関連性について
病院内における感染対策について



くためには、看護職の背景に応じた支援が必要です。労働時間の長さが精神健康に影響を与える可能性のある看護職に対
病院は、056$やインフルエンザ等医療関連感染が起きやすい環境です。患者から医療従事者、医療従事者から患者へ伝播
して時間短縮を図るための職場環境の整備と仕事以外の生活との調和を図る支援についても検討している。
しないようにその原因や対策に関して研究をしています。人間行動科学や細菌学検査などを駆使してエビデンスを基に感



発症早期の臨床所見と随意運動出現を的確に評価したうえで、発症早期に長下肢装具を適応した効果的なプログラム開発
がんは日本の死因の位であり、治療方法がかなり進歩しましたが、やはり一度は死を意識する疾患です。がん患者の心
とその効果判定指標としての電気生理学的評価、$)2移行の下肢機能判定基準の明確化などに取り組んでいます。
身の特徴を踏まえた治療の選択と、療養の場の選択に関する看護支援の特徴の共通点についてがん診療連携拠点病院のが
ん相談を担当しているがん看護専門看護師を対象に研究をしています。高度看護実践にいかせる内容を主に研究のテーマ

障害児の就学前・就学に係るリハビリテーション支援
としています。


障害児の就園や就学に関するインテグレーション教育を踏まえた支援体制と地域生活環境の構築を追究し、同時に特別支

高
齢がん患者の意思決定支援の困難感と課題
援学校におけるリハビリテーション専門職の効果的な関わりについて調査研究しています。また現任のリハビリテーショ
ン専門職の自立活動教諭と特別支援学校内での児主体の協業的な関係性を追究しています。
高齢がん患者が治療方法を決める際に、家族に迷惑をかけるから治療しない、家族が強く望むので治療する、そもそも医



師が本人抜きで病状や治療の説明をしている等の高齢者特有の意思決定の場面があります。その特徴を踏まえて高齢がん
患者の意思決定支援はどうあるべきかについて研究をしています。
地域における健康増進活動


長期的支援を軸に住民主体となる健康づくりの体制を如何に構築するかを検討し、心理社会学的な調査と身体機能、生活
高
齢がん患者の意思決定を支援する看護師に対する教育プログラム作成
環境を踏まえた継続性のある住民主体型の健康づくりを追究し、地域の生活リズムの変容や身体機能の変化、健康観など
高齢がん患者の意思決定支援について、看護師を対象とした教育プログラムを作成し、その教育プログラムの効果を測定
を調査し、地域行政に反映できるフィールド研究に取り組んでいます。
し、より効果的な高齢がん患者の意思決定支援の教育プログラムを作成する研究をしています。



ストレスを多く抱えている傾向のある看護職が精神健康を良好に保ち、生活の42/を維持しながらキャリアを継続してい

染対策ができることを重視しております。


看護師の職務満足感に影響する要因について
地
域における中小病院及び介護保険施設に対する感染対策支援体制
看護師の職務満足度には、看護師個人の要因、職場環境の要因、職場内でのサポート状況など、多くの要因が影響してい


ます。具体的にどのような要因が職務満足度に強く影響しているか検討します。職務満足度が高ければ、職業継続意思が
本邦における病院の％は中小病院で占められておりますが、中小病院には感染看護を専門に携わる看護師がほとんど不
高いことが知られていますので、職務満足度を高めることは離職防止にも繋がります。職務満足度を高めるために、どの
在です。又、介護保険施設は介護が必要な高齢者が集団で生活しているにも関わらず、看護師は少数しかいません。その
ような取り組みが求められるのかについて検討しています。
ため、地域における中小病院や介護保険施設に対する感染対策支援体制の研究を行っています。
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 師が困ったと感じる状況について
+,9$,'6は死の病と恐れられていましたが、現在は多剤併用療法によって生存率が飛躍的に延長し、慢性疾患へ移行して
看護師にとっての困った状況は、看護師としての役割意識や責任感が脅かされる時、あるいは看護師が持つ対応力を超え
います。+,9と共に生きていくための支援内容、支援時期、支援方法など患者支援に関して研究をしています。
るような時に起きてきます。患者に対して抱く看護師の陰性感情を把握し、看護師に対する具体的な支援について検討し
ています。

■ 担当科目一覧

看護教育特論／看護理論／コンサルテーション論／臨床薬理
■ 担当科目一覧
学／がん看護学特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅱ／がん看護学特論

多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学特論Ⅱ／生活支
Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学特論Ⅴ／がん看護学演習

■ 担当科目一覧

健康増進・予防特別研究
■ 担当科目一覧 


多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／

援医療学演習Ⅱ／健康増進・予防特別研究
Ⅰ／がん看護学演習Ⅱ／がん看護学実習Ⅰ／がん看護学実習

生活支援医療学演習Ⅰ／健康増進・予防特別研究


Ⅱ／がん看護学実習Ⅲ／健康増進・予防特別研究

■
■ 受験生へのメッセージ
受験生へのメッセージ



がん専門病院や大学院でがん看護専門看護師の育成に長年携
日々の臨床活動を論理的に追究され、自身の来し方に注力し
わっています。日本がん看護学会理事長としても活動してい
ませんか。
ます。

■ 受験生へのメッセージ
■ 受験生へのメッセージ



&29,'がパンデミックとなっている現在、これまで以上
臨床看護場面での課題について関心のある学生を歓迎しま
に感染看護は重要視されております。本大学院においても
す。建設的なディスカッションを通して研究指導できること
年月感染症看護専門看護師教育課程の設置構想中で
を楽しみにしております。
す。感染看護を追求してみませんか？
KWWSVUHVHDUFKPDSMSVHWVXNR
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ᴾ ■ 取得学位・資格・所属キャンパス

ᴾ ■ 取得学位・資格・所属キャンパス

博士（社会福祉学） 

博士（保健学）

看護師／養護教諭／高校教諭

看護師／保健師／養護教諭／高校教諭

横浜山手キャンパス

横浜山手キャンパス

■ 指導方針

■ 専門分野

■ 専門分野

■ 指導方針


シミュレーション教育学とリフレクション。模擬患者導


看護実践に根差す豊富な知識やスキルがその中に包含され


救急・クリティカルケア領域看護。急性疾患の発症や


年次は専門科目の履修をうけつつ、論文検索ツールを

入によるシミュレーション教育とポートフォリオによる

る実践的思考の形式としてのナラティブ・アプローチを指

事故等により、生命の危機に瀕した患者と家族を対象と

利用して、国内外の様々な文献を読みリサーチクエスチ

リフレクションにより自己評価力を高めるためのプログ

導方針とする、個々人の臨床状況を重視し深層の現実と関

した看護。災害看護。

ョンを明らかにしていく。秋以降は修士論文計画書作成

ラム開発。 

わり、その中で隠された意味を相互行為のうちに読み取る

ののち、データ収集・分析しながら研究および論文作成

働きを促進するため、国内外の様々な論文検索を行いエビ

の指導を行う。

デンスを明確にする。

■ 研究テーマ

■ 研究テーマ





在宅移行期にあるがん患者の看取りケアに関わる多職種チームの複雑さとコーディネート機能

救急・クリティカルケアにおける終末期看護

在宅移行期にあるがん患者の看取りケアに係る複雑さは、時間的移行、役割移行等の因子が明らかになった。

救急看護やクリティカルケア分野で発生する予期せぬ死の場面では患者本人の意思決定がかなわないこともあります。残

された家族は、患者との別れの時間の短さばかりでなく、患者の意思を尊重できなかった心残り、やり場のない怒りや悲



しみから複雑性悲嘆に陥ることが研究によって明らかになってきました。これらの問題を解決するための看護について研

がん患者実践能力を育成するためのリフレクションプロセス

究しています。

がん看護実践能力を育成するためのリフレクションプロセスは、思考と感情の振り返り内容及び時系列の変化内容を分析



した結果、６つの気づきの段階を経ていることが明らかになった。

救急・クリティカルケアにおける患者と家族へのケア



臨床面接教育における模擬患者を活用したシミュレーションプログラム
ロールプレイングと模擬患者を活用したシミュレーションプログラムを実施した結果、学生自身の自己体験の意味の再評
価を繰り返しながら、専門職としてのコミュニケーション技法の視点を獲得することができた。

クリティカルな状況の患者を救うためには多職種が効果的に連携・協働することが必修です。その中で看護は、わずかな
バイタルサインの変化を見逃さず、患者のさらなる重篤化を予防あるいは早期対処できる臨床判断能力が求められます。
同時に患者と家族の精神的危機状況への看護について研究しています。


災害急性期看護
年にインドネシアバンダアチェで起こった巨大津波災害後に、現地の看護教員と「災害看護教育」に関するワーク
ショップを開催し、インドネシア語の災害看護の教科書を作成しました。また、年東日本大震災では看護大学チーム
として看護ニーズ調査への参加、年西日本豪雨災害では救護班として出動した経験を踏まえ、災害急性期看護につい
て研究しています。 

■ 担当科目一覧

看護教育特論 ／看護理論


■ 担当科目一覧

多職種協働・地域連携特論／看護教育特論／看護理論／コン
サルテーション論／フィジカルアセスメント／健康増進・予

防特別研究

■ 受験生へのメッセージ

■ 受験生へのメッセージ





臨床経験が豊富な方々が、実践の中で培われた臨床の知を

看護は実践の科学です。臨床の強みを生かせる研究をやって

さらに高めるため、看護学としての基盤をつくっていきま

いきましょう。

しょう。
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取得学位・資格・所属キャンパス
ᴾᴾ■■ 取得学位・資格・所属キャンパス

ᴾ ■■ 取得学位・資格・所属キャンパス
取得学位・資格・所属キャンパス


博士（医学）
修士（看護学）



博士（医学）
博士（医学）／修士（看護学） 


看護師／がん看護専門看護師
理学療法士
東戸塚キャンパス
 東戸塚キャンパス

看護師
看護師／保健師

東戸塚キャンパス
横浜山手キャンパス

■ 専門分野
 専門分野
■

■ 指導方針
 指導方針
■

がん看護全般に関するテーマ



■ 専門分野
 専門分野
■

＊医療関連施設における感染予防及び感染制御
＊+,9$,'6患者の看護
ィークし、文献レビューをします。秋以降は研究計画書の
臨床場面には研究テーマを見つけるための手がかりがたく
臨床看護場面における看護ケアの質向上の影響要因となる
作成、倫理審査受審、データ収集に入ります。 年次には
さまざまな課題、特に看護を実践する看護職自身の課題も さんあります。まずは関心のある研究テーマを決めて、多

本課程はがん看護専門看護師の受験資格を得るためのコー

スです。担当教員である渡邉は年にがん看護専門看護
高齢者の下肢装具・義足開発と歩容改善に関する研究。
特に高齢がん患者の特徴を踏まえた意思決定支援について 年次は研究テーマに関連する文献抄読と研究手法につ
師の資格を取得した経験豊富ながん看護専門看護師です。
障害児の就学前・就学支援に関する研究。特別支援学校
いて吟味し、予備実験や調査をもとに実践的な研究活動
またがん専門病院の看護部長の経験もあり、看護管理に強
に入り、年次では調査結果、反応等を多面的に検討し
く組織で活躍できる専門看護師を育成します。専門看護師
ながら論文作成に取り組むよう指導していきます。


におけるリハビリテーション専門職の自立活動教諭に関
する研究。地域における住民主体による健康増進活動の

■ 指導方針

■ 指導方針
年次は専門科目を受けつつ、国内外の文献検索とクリテ

データ分析と論文執筆します。修士論文は国際学会におけ
くの文献をしっかり読み込み、レビューを作成する必要が
る発表を目指します。
あります。指導教員とのディスカッションを行いながら、

含めた分野について研究を行っています。

の役割に必要な実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究

構築と支援に関するフィールド研究。

研究方法論を定め、調査、分析を実施していきます。

が実施できる力を育成します。専門看護師を目指して一緒
に学びましょう。


■ 研究テーマ
 研究テーマ
■

脳卒中片麻痺者に対する早期長下肢装具療法に関する研究
がん患者を対象とした看護師による医療連携の調整に関する研究


■ 研究テーマ
■ 研究テーマ
看護職の精神健康度と労働時間の関連性について
病院内における感染対策について



くためには、看護職の背景に応じた支援が必要です。労働時間の長さが精神健康に影響を与える可能性のある看護職に対
病院は、056$やインフルエンザ等医療関連感染が起きやすい環境です。患者から医療従事者、医療従事者から患者へ伝播
して時間短縮を図るための職場環境の整備と仕事以外の生活との調和を図る支援についても検討している。
しないようにその原因や対策に関して研究をしています。人間行動科学や細菌学検査などを駆使してエビデンスを基に感



発症早期の臨床所見と随意運動出現を的確に評価したうえで、発症早期に長下肢装具を適応した効果的なプログラム開発
がんは日本の死因の位であり、治療方法がかなり進歩しましたが、やはり一度は死を意識する疾患です。がん患者の心
とその効果判定指標としての電気生理学的評価、$)2移行の下肢機能判定基準の明確化などに取り組んでいます。
身の特徴を踏まえた治療の選択と、療養の場の選択に関する看護支援の特徴の共通点についてがん診療連携拠点病院のが
ん相談を担当しているがん看護専門看護師を対象に研究をしています。高度看護実践にいかせる内容を主に研究のテーマ

障害児の就学前・就学に係るリハビリテーション支援
としています。


障害児の就園や就学に関するインテグレーション教育を踏まえた支援体制と地域生活環境の構築を追究し、同時に特別支

高
齢がん患者の意思決定支援の困難感と課題
援学校におけるリハビリテーション専門職の効果的な関わりについて調査研究しています。また現任のリハビリテーショ
ン専門職の自立活動教諭と特別支援学校内での児主体の協業的な関係性を追究しています。
高齢がん患者が治療方法を決める際に、家族に迷惑をかけるから治療しない、家族が強く望むので治療する、そもそも医



師が本人抜きで病状や治療の説明をしている等の高齢者特有の意思決定の場面があります。その特徴を踏まえて高齢がん
患者の意思決定支援はどうあるべきかについて研究をしています。
地域における健康増進活動


長期的支援を軸に住民主体となる健康づくりの体制を如何に構築するかを検討し、心理社会学的な調査と身体機能、生活
高
齢がん患者の意思決定を支援する看護師に対する教育プログラム作成
環境を踏まえた継続性のある住民主体型の健康づくりを追究し、地域の生活リズムの変容や身体機能の変化、健康観など
高齢がん患者の意思決定支援について、看護師を対象とした教育プログラムを作成し、その教育プログラムの効果を測定
を調査し、地域行政に反映できるフィールド研究に取り組んでいます。
し、より効果的な高齢がん患者の意思決定支援の教育プログラムを作成する研究をしています。



ストレスを多く抱えている傾向のある看護職が精神健康を良好に保ち、生活の42/を維持しながらキャリアを継続してい

染対策ができることを重視しております。



看護師の職務満足感に影響する要因について
地域における中小病院及び介護保険施設に対する感染対策支援体制
看護師の職務満足度には、看護師個人の要因、職場環境の要因、職場内でのサポート状況など、多くの要因が影響してい


ます。具体的にどのような要因が職務満足度に強く影響しているか検討します。職務満足度が高ければ、職業継続意思が
本邦における病院の％は中小病院で占められておりますが、中小病院には感染看護を専門に携わる看護師がほとんど不
高いことが知られていますので、職務満足度を高めることは離職防止にも繋がります。職務満足度を高めるために、どの
在です。又、介護保険施設は介護が必要な高齢者が集団で生活しているにも関わらず、看護師は少数しかいません。その
ような取り組みが求められるのかについて検討しています。
ため、地域における中小病院や介護保険施設に対する感染対策支援体制の研究を行っています。
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 師が困ったと感じる状況について
患
+,9$,'6は死の病と恐れられていましたが、現在は多剤併用療法によって生存率が飛躍的に延長し、慢性疾患へ移行して
看護師にとっての困った状況は、看護師としての役割意識や責任感が脅かされる時、あるいは看護師が持つ対応力を超え
います。+,9と共に生きていくための支援内容、支援時期、支援方法など患者支援に関して研究をしています。
るような時に起きてきます。患者に対して抱く看護師の陰性感情を把握し、看護師に対する具体的な支援について検討し
ています。

■ 担当科目一覧

看護教育特論／看護理論／コンサルテーション論／臨床薬理
■ 担当科目一覧
学／がん看護学特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅱ／がん看護学特論

多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学特論Ⅱ／生活支
Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学特論Ⅴ／がん看護学演習

■ 担当科目一覧

健康増進・予防特別研究
■ 担当科目一覧 

多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／

援医療学演習Ⅱ／健康増進・予防特別研究
Ⅰ／がん看護学演習Ⅱ／がん看護学実習Ⅰ／がん看護学実習

生活支援医療学演習Ⅰ／健康増進・予防特別研究

Ⅱ／がん看護学実習Ⅲ／健康増進・予防特別研究

■
■ 受験生へのメッセージ
受験生へのメッセージ



がん専門病院や大学院でがん看護専門看護師の育成に長年携
日々の臨床活動を論理的に追究され、自身の来し方に注力し
わっています。日本がん看護学会理事長としても活動してい
ませんか。
ます。

■ 受験生へのメッセージ
■ 受験生へのメッセージ



&29,'がパンデミックとなっている現在、これまで以上
臨床看護場面での課題について関心のある学生を歓迎しま
に感染看護は重要視されております。本大学院においても
す。建設的なディスカッションを通して研究指導できること
年月感染症看護専門看護師教育課程の設置構想中で
を楽しみにしております。
す。感染看護を追求してみませんか？
KWWSVUHVHDUFKPDSMSVHWVXNR
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■
■ 取得学位・資格・所属キャンパス
取得学位・資格・所属キャンパス


修士（看護学）
博士（学術）
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ᴾᴾ■■ 取得学位・資格・所属キャンパス
取得学位・資格・所属キャンパス

 看護師／がん看護専門看護師
理学療法士
東戸塚キャンパス
東戸塚キャンパス

看護師
作業療法士／社会福祉士／認知症ケア専門士／認知症ｹｱﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ上級ﾏｯﾊﾟｰ
東戸塚キャンパス
東戸塚キャンパス

ᴾ

■ 専門分野
■ 専門分野



博士（学術）
博士（保健学）／修士（看護学）



■ 指導方針

■ 指導方針
院生の自主性や主体性を尊重した指導を心掛けたいと思っ



小児理学療法と理学療法評価。小児理学療法では、脳性麻
ています。また、院生と共に研究を進めることで、自分自
これまでのご自身の経験の中に、研究課題につながる体験
がん看護学。
痺を中心にその病因と異常運動発達について。理学療法評
身も成長させてもらうつもりで接していきたいと思ってい
があると考えています。ご自身の体験を言語化しながら、
特にがん相談支援やがん患者の医療連携について。
価では、臨床場面にて用いられている各種検査・測定の信
ます。研究の進め方は、研究テーマによって異なってくと
論文検索ツールを利用して多くの文献に触れていただき、
頼性・妥当性・再現性や簡易的検査・測定手段について。
思いますが、年間の年間計画を立案し、それに準じて進
研究課題を明確にしていきます。
めていきます。

■ 指導方針

■ 専門分野


■ 指導方針
社会学や障害学など、学際的な観点から研究テーマについ

当事者学の視点からの批判的検討。「障害受容」の臨床で て見識を深め、問題となる背景要因について多角的な視野
小児看護学、特に慢性期疾患を持つ子どもとその家族への 年次は専門科目を履修しながら、国内外の専門分野に関
から検討できる力を身につけます。質的研究法について学
の使用法について検討してまいりました。
支援を専門とし、育児ストレス、家族機能、子どもの自己 する優れた研究を探し出し、研究論文の文献レビューを行
び、量的研究では明らかにすることが難しい、人の主観的
統制力に焦点を当て、医療職が子どもの健康を家族と共に うと同時に、自身の研究テーマを導き出します。年次後
側面から見出される原理・法則から、より倫理的な視点に
どのように支えていけるかを研究しています。 
期は、研究計画を立て、実施へと進めます。年次には、
基づいた実践理論の創造を目指します。

研究データを収集・分析しながら論文を執筆します。


■ 専門分野
作業療法学・リハビリテーション学について障害学という


■ 研究テーマ
脳性麻痺児の脳病変について

■ 研究テーマ

■ 研究テーマ
「障害の社会モデル」を重視したリハビリテーションのための内省型研修プログラム開発

終末期がん患者の医療連携について
脳性麻痺の三大原因は、「新生児仮死」「早産未熟児」「核黄疸」とされているが、定義には「脳の非進行性病変」であ

療法士の障害理解が対象者個人の問題を発見し変容を求める「障害の個人モデル」に偏重しているため、改善困難な場合
喘息の子どもと養育者の疾患管理

ると明記されている。近年、画像診断が発達し、その脳病変が明らかとなってきた。その脳病変について文献研究を行
終末期がん患者はトータルペインとしてさまざまな苦痛を体験します。このような時期に療養の場を移す患者は特にシー
い、明らかとなっている脳病変や最新の知見をレビューする。
ムレスな療養支援を必要としており、研究に取り組んでいます。

その原因を個人の能力に帰結し、対象者に心理的負担を強いる等の問題が指摘されています。 療法士が障害理解の基本
喘息をもつ子どもの養育者が認識する心理的側面に着目し、情報機器を活用した長期喘息管理におけるその変化について
概念となる「障害の社会モデル」を実践に活かせれば、対象者が意味を感じる社会参加のための社会変容がリハビリテー
研究しています。
ション支援できると考え、そのための研修プログラム開発を目的としています。

■ 研究テーマ










理学療法評価の検証
がん専門相談員の教育について



理学療法の臨床場面には、古い時代から現在まで継承されてきた検査・測定や新しく開発された検査・測定など多くの検
がん対策推進基本計画の見直しにより、がん専門相談員はより専門的な情報を必要とする相談へ対応することが求められ
査・測定があり、実施されている。(%37と言われはじめて久しいが、検査・測定において信頼性・妥当性・再現性は重要
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ています。がん専門相談員の相談支援のスキルを養うことに関する研究に取り組んでいます。
な要素であり、その点の検証を進める。また、臨床場面に適用できる新しい視点での簡易的検査・測定手段の開発にも取

「興味」は時間を占有する作業を決める重要な要素です。生きる過程のなかで興味を抱き習慣化や役割が生じた後に障害
日本社会の変化と共に父親も役割変化を求められ、多くの困難を抱えています。1,&8に子どもが入院し、心理的衝撃を受
や病のために獲得した作業を喪失した後に新たな興味を再生成する過程があります。本研究では重要な作業を障害により
ける父親の子どもへの愛着と夫婦の関係性に着目し、家族への支援について検討しています。

り組みたいと考えている。

喪失した人が新たな作業に興味を持ち、作業の再獲得への志向性を持つまでの過程に着目し、興味の再生成に関わる要因





を明らかにすることを目的としています。

緩和ケアに携わる看護職の実践について 
発達障害児の脳病変について




がん患者は診断早期から、身体的な苦痛のほかに心理社会的な苦痛を抱えます。がん患者の42/の維持・向上には、看護
新しい研究テーマとして取り組みはじめている。近年、発達障害児に関する研究が様々な面から進められ、多くの知見が
師の緩和ケアの実践力が必要です。緩和ケアに携わる看護職の実践力の向上が研究テーマです。
報告されている。脳性麻痺と同様に、画像診断の発達に伴い、発達障害児の脳病変についても明らかとなってきている。
その点について文献研究を行い、明らかとなっている脳病変や最新の知見をレビューする。

医療的ケア児の養育者が抱える育児ストレス

特
別養護老人ホームにおける高齢者と動物の共生のための支援技術とケア文化についての研究 
医療的ケア児の養育者が認識する育児ストレスについて、利用する医療的ケアや社会資源による違いがあるかなどを研究
しています。
高齢者の暮らしは、選択肢が限られ、画一化せざるを得ないケースも少なくありません。現状、ペットと暮らせる高齢者

施設はほとんどなく、愛するペットと別れが必要なこともあります。施設に入ってもペットと幸せな時間を過ごせれば、
高齢者にとって暮らしの選択肢が増え、幸せな時間も増えるでしょう。そこで本研究では、数少ないペットと暮らせる施

■ 担当科目一覧

設の介護職員にインタビュー調査を行い、必要な支援技術とケア文化を探ります。

■ 担当科目一覧


■ 担当科目一覧
がん看護学特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／

がん看護学演習Ⅰ／がん看護学演習Ⅱ
脳機能回復学特論／脳機能回復学演習／健康増進・予防特


■ 担当科目一覧
多職種協働・地域連携特論／がん看護学特論Ⅲ／健康増進・

予防特別研究
生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学演習Ⅱ／健康増進・

別研究

予防特別研究

■ 受験生へのメッセージ

■ 受験生へのメッセージ
■ 受験生へのメッセージ

 ■ 受験生へのメッセージ


がん看護専門看護師としての活動は、困難な状況にある患者
年間（もしくは年間）、研究を中心とした生活になりま
さんやご家族を支援するとともに、スタッフのやりがいを支
す。決して、平坦な道のりではないでしょう。進学に際し
え、看護の質の向上に貢献することができます。がん看護専
ては、理学療法士として研究を行うという目的や意味をしっ
門看護師の受験資格を得ることができる本コースでは、がん
かりと考えてもらいたいと思います。その根幹がしっかりと
看護専門看護師である教員がみなさんの学びをサポートしま
していれば、きっと有意義な年間になるはずです。

す。ともに学びを深めていきましょう。





子どもたちの健康支援につながる研究を共に考えていきまし
修士課程では、自ら主体的に調べ、考え、書く過程の連続で
ょう。お待ちしています。
す。辛く、苦しい気持ちもするかも知れないですが、経験し
リサーチマップの85/
KWWSVUHVHDUFKPDSMSVKZ
た多くの方が、それ以上に満ち足りた有意義な経験だっと振
り返ります。大学院での経験は、確実に貴方にとって人生の
財産になります。ぜひ日頃感じる違和感や解決したい問題を
携えて門戸を叩いてください。
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心身機能回復領域





 

片山 典子

教授

1RULNR.DWD\DPD

ᴾ ■ 取得学位・資格・所属キャンパス



社会学修士
 いて国内外の文献の抄読とディスカッションを通じて理







 肢整形外科疾患の運動機能回復など扱う項目は多岐に渡
■ 専門分野

■指導方針


 り、幅広く学ぶことが出来ます。


在宅看護学を専門とし、特に、多職種連携・協働における 研究を進める上で、質と量の混合研究（トライアンギュレ
基礎教育及び実践教育について研究を進めています。
ーション）に挑戦することをお勧めします。修士課程の中

ルドワークや学会参加を取り入れています。0では、研究

 呼吸循環機能学特論

や解析手法の多元化によって研究の精度を上げられるよう

 

にサポートしたいと思っています。 

で混合研究を行うことは難しいかもしれませんが、データ

 呼吸器疾患と循環器疾患に関する支援課題について検討

■ 研究テーマ

 し、理論と実践の両面からアプローチが出来ることを目





 指します。理学療法士のほか、薬剤師・医師による講義

早期精神病の早期介入に関する研究



東戸塚キャンパス
 します。下肢筋力における能力障害、中枢神経疾患や上

クリティークしていきます。また研究テーマに沿っフィー

を目指していきます。

 人体の構造・機能、脳機能回復学、呼吸循環機能学、
■ 研究テーマなど
 運動機能回復学

看護師
 解を深めるとともに、最新の治療法に関する知見を修得




計画に基づいてデータを収集・分析をしながら論文の完成

野が広まっていきました。

1RULDNL.RED\DVKL

 運
動機能回復学特論

 中枢神経疾患および運動器疾患における障害の治療につ

東戸塚キャンパス
解決可能とする研究能力を獲得し、障害克服の実践的な支
 援を修め、高度専門性が求められる職業を担うための卓越
 した能力を培います。運動・動作制御学や呼吸循環機能学、
■ 専門分野
■ 指導方針
 運動機能回復学、脳機能回復学等分野の先行研究やフィー
 ルドワークで課題を探求し、科学的・論理的思考かつ実践
精神看護学全般を専門としておりますが、特に地域をベー 0では精神保健医療学特論Ⅰ、Ⅱ、精神保健医療学演習を
通し、特別研究の基盤となる理論や国内外の様々な文献を

 力を培います。
スに若者のメンタルヘルスの研究に取り組んできました。

 その上で必要な早期精神病の早期介入、看護カウンセリン
グ技術、精神科訪問看護、アディクション看護へと研究分
 □
本領域に関するキーワード

教授



ᴾ■ 取得学位・資格・所属キャンパス

□ 領域紹介
博士（看護学）／ 修士（看護学）
看護師
精神・身体機能を総合的に評価し、これらの障害の課題を



ᴾ小
小林 紀 明

□ 開講授業ピックアップ

介護支援専門員のケアマネジメントにおける「協働的能力」に関する研究

 □ 本領域の概要について

 も行われるため、多面的な視点による解決策を見出すこ



 とも可能になるでしょう。後期に開講される同演習科目
創出することを研究の位置づけとし、介護支援専門員のケアマネジメントにおける多職種連携に必要な「協働的能力」と

早期精神病は前精神病期（SUHSV\FKRWLFSHULRG）、初回精神病エピソード(ILUVWHSLVRGHRISV\FKRVLV 、回復/臨界期
UHFRYHU\DQGWKHFULWLFDOSHULRG の期から構成されています。回復/臨界期は若者の人生にとって心理社会的にも重


春田ら（）の『協働的能力としての多職種連携コンピテンシーモデル』を参考に、新たな概念の抽出とその枠組みを

医学 × リハビリテーション学 双方の見地から検討する講義
要な時期であり、この時期に起こる生物・心理社会的悪化を防ぐための早期介入の研究に取り組んでおります。
                    ではより実例に即した検討を行います。
 その構造について明らかにすることを目的とした研究。






 人間の生活や行動をつかさどる運動機能や呼吸器・循環器、脳機能などの分野について医学的見地・リハビ



 リテーション学的見地双方から検討を試みます。解剖学やロボット工学、スポーツ医学や神経科学の知見も
精神科訪問看護に関する研究

介護支援専門員の協働的能力と(1'&25(Vおよび &,&6との関連

□ 在学生・修了生 インタビュー

 取り入れるなど、幅広い視野で研究・分析を行っていくため、多面的なアプローチにもとづいた研究や分析
精神科訪問看護の研究は、早期精神病の早期介入に関して研究を進める上で臨界期の青年期統合失調症者に対するケアモ

外的基準尺度としてすでに信頼性・妥当性が検証されているつの既存尺度（(1'&25(V、&,&6）を用いて、因子分析か

 が行えるようになります。
デルが日本にはなく、実践現場の看護師が不安を感じながら訪問看護をしている現状でした。また早期精神病の当事者や

ら抽出した介護支援専門員の「協働的能力」との関連を分析するとともに、「協働的能力」信頼性・妥当性を検証するこ

 家族も支援の不足を感じ、困っている実態がありました。そのことがきっかけとなり、臨界期の青年期統合失調症者に提
とを目的とした研究。
グ
ループとしてのスケールメリットを利用する充実した指導陣
供するケアモデルや教育プログラムの開発の研究に取り組んでおります。
                      
                       

 本領域の専門科目の講義を担当する教員は本学の専任教員はもちろん、東京・神奈川を中心に病院や福祉施

介護支援専門員の協働的能力とワークエンゲージメントに関する実証的研究



アディクション看護に関する研究
 設を展開するふれあいグループの現役医療従事者が教員として授業を担当します。最新の医療技術や実践的

介護支援専門員の「やりがい」・「困難さ」と、「協働的能力」・「8:(6（ワークエンゲージメント）」との関連を明

 なアプローチによる充実した講義が受けられます。また、よりライブ感あふれる講義とするために学内やグ
依存症関連の問題は専門的な支援に対する社会的要請は増す一方です。'60ではギャンブル依存症がアディクションに

らかにする研究。

包含され行為嗜癖という概念に変更されたり、:+2は「ゲーム障害」を国際疾病として正式に,&'にゲーム障害を追加
 ループ内施設に設けられた専門的な設備や機器を利用しての授業も行われます。

 したり、アディクションの概念はこれまで以上により広い概念へとシフトし、重要な研究分野です。私は物質依存、行為
依存、依存症の予防教育的介入に関する研究に取り組んでおります。
領
域を越えた科目履修により、多面的な視点を得ることが出来る

                    

 本大学院研究科は、保健医療学としてリハビリテーション学にとどまらず看護学的な視点も得られることが
■ 担当科目一覧

 特徴です。健康増進・予防領域で開講される科目の受講を加えることにより、通所リハビリテーションや地
多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／フィジ
 域生活支援に関する諸問題についても視野が得られます。将来、技士として希望する分野で活躍できる能力

■ 担当科目一覧



カルアセスメント／精神保健医療学特論Ⅰ／精神保健医療学

 を伸ばすことが可能です。

特論Ⅱ／精神保健医療学演習／健康増進・予防特別研究



 
 □ 過去に提出された修士論文のテーマ

■ 受験生へのメッセージ








「変形性膝関節症患者における階段昇降速度と身体的・心理的因子との関係についての研究」
世紀は、心のケアの時代と言われています。加速度的に変
「在宅療養患者における身体運動機能の改善率に関わる因子の特徴」
化する現代社会は、そこに生きる人々に多くのストレスをも
たらす結果となっています。このような時代背景のもと、心
「自宅退院した脳卒中患者の身体活動量の低下に影響を及ぼす因子の検討」
のケアに対する人々のニーズは増加の一途を辿っています。
「プロフェッショナルミュージシャンの筋緊張異常と演奏練習との関連性の検証～フォーカルジストニア
研究においても時代的ニーズに即応した研究に熱心に取り組

 予防策を探る」
「脳卒中患者における栄養状態と$'/予後の関連性」

んでいます。
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リハビリテーション科での臨床経験から、整形
疾患の中で特に脊椎圧迫骨折について強い関心
があり、時間をかけて深く究めてみたいと考え
ていたところ、専門学校時代の先生から大学院

への進学を勧められました。

入学してみると、指導担当の先生を中心に研究
の仕方や悩みなど、お互いが抱えがちな問題を
共有しアドバイスをしあえる環境があるので、
仕事と家庭を両立させながら研究に取り組んで
います。



保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／在宅・公衆衛
元々研究自体に興味があり、学会発表などもし

  

生学特論Ⅰ／在宅・公衆衛生学特論Ⅱ／在宅・公衆衛生学演
ていましたが、自分の経験から予測を立てる部


習／生活支援医療学特論Ⅲ／健康増進・予防特別研究

分が多かったため、正しい方法を学ぶために進
 学しました。
■ 受験生へのメッセージ

研究計画を立て、患者さんから症例を集め統計
をとる流れは想像以上に大変でしたが、データ
研究論文を書く上でその表現力と構成力がとても重要だ
の解釈の仕方や、論文からの統計を統合し経験
と実感すると思います。日ごろからつでも多くの質の良
だけでない「自分の経験＋大学院で学んだこ
い論文を読むことを心がけてください。
と」を、リハビリ提供に反映させることが出来
るようになったと思います。


くりさわ こうき

ほし ともき

（栗澤 高輝 さん／年月入学／医療機関勤務）

（星 知輝さん／年月修了／医療機関勤務）
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開講科目一覧 ≪専門科目－心身機能回復領域≫

ᴾ川
川本 利 恵子

副研究科長・教授

5LHNR.DZDPRWR
科目名
授業概要

■ 取得学位・資格・所属キャンパス

運動器障害の病態と発生メカニズムの解明や、各種の日常生活動作の分析を多角的に
行う上で基礎となる運動制御機構とその解析方法について、解剖学、運動学、運動力学
博士（医学）
的観点から講義を行う。具体的には、基本的な筋・骨格の構造と神経系の解析、筋・神経
看護師
運動・動作制御学特論
の障害発生についての考察、各種基本動作の運動学特徴と運動力学的要求、三次元動
東戸塚キャンパス／横浜山手キャンパス
作解析装置を用いた運動力学的評価の実践方法、身体運動の力学的な解釈の方法に
ついて論じる。
■ 専門分野
■ 指導方針


運動・動作制御学特論で修得した理論を軸として、基本的な筋・骨格の構造と神経系の
主な専門分野は臨床看護分野です。
臨床看護等に関する研究課題を取り上げ、看護実践ケア
研究テーマに示したような疾病や治療に伴う健康問題
解析、筋・神経の障害発生に関して、具体的症例を取り上げ、実践的な考察を深める。ま
のエビデンスが蓄積できるよう、研究プロセスを通して

運動・動作制御学演習

に健康支援が必要な看護実践ケアの課題など、臨床看
た、基本動作の運動学特徴と運動力学的要求、三次元動作解析装置を用いた具体的な
共に研究課題を探求します。質の高い実践者・研究者と

心身機能回復領域 担当教員一覧

ᴾ牛
牛
田
貴
子
教授
※下記の教員名・担当科目名は年度の情報です。年度以降は変更の場合がありますのでご注意
7DNDNR8VKLGD
ください。

■ 取得学位・資格・所属キャンパス
※★のついた教員は年度研究指導教員です。研究テーマ等は次頁以降をご参照ください。

 博士（医科学）
 看護師／保健師／助産師／養護教諭
 
教員名
東戸塚キャンパス

田邉 浩文 副研究
★■ 専門分野
運動機能回復学特論／運動機能回復学演習
■ 指導方針
科長・教授


老年看護学

体的には、研究課題の解決に向けて、課題に適した研究

42/への影響要因などの調査を行い分析し、支援とし

方法を探索します。最終ゴールとして、研究論文を完成

呼吸と循環の機能は、循環器疾患患者や呼吸器疾患患者のみならず、神経筋疾患患者
し発表を行う方針です。
や高齢者などでも低下が生じ、これら機能の低下が活動や社会参加の制限をもたらす原
連の研究プロセスと成果を通して、臨床看護学の発展
因となることがある。本特論では、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関す
を目指します。この他、看護管理や看護教育、心理分
呼吸循環機能学特論
る最近の学説とエビデンスを整理・統合する。また、呼吸循環機能低下者に対する介入
野も重要な専門分野として研究を行っています。

の原則と理論の再検を行う。これらを踏まえ、呼吸循環機能の低下した者の活動回復と
■ 研究テーマ 社会参加の機会向上に対する包括的支援の体系化を考え論じる。

看護師の看護の専呼吸循環機能学特論で修得した理論を軸として、呼吸循環機能低下者に対する介入の
門性とケア実践能力の検討
具体例を検証し、実践的な考察を深め、問題点の具体化と改善方法の探求を展開する。
近年、ナーシングワークの変容に伴い、看護の専門性を基盤にした働き方が重要です。看護基礎教育で確立されたの
呼吸循環機能学演習
また、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関する最近の学説を具体例を通
実践能力と行動指標として看護の専門性を測定するために開発された%,31（%HKDYLRUDO,QYHQWRU\IRU3URIHVVLRQDO
じて検証していく。
LVPLQ1XUVLQJ を活用し、看護の専門性に基づく看護ケア実践能力を検討します。




を用いて整理し、自分の言葉で表現することから始めます。
家族看護学
興味、関心に応じて柔軟に授業の方法や内容を変更します。
保健医療学特論／在宅・公衆衛生学特論Ⅰ／生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援
また量的研究、質的研究の両方を取り上げ、卒後どちらの研
高齢者に限らずさまざまな対象への家族システム看護に
小林 和彦 教授
究にも対応できるように実践的に研究方法を学びます。
ついて、特にカルガリー家族看護モデルを用いた予防的

医療学演習Ⅱ

ての看護実践ケアの有効性を検討します。これらの一



保健師、助産師、看護師の経験があり多様なテーマに対応し
ます。これまでの臨床経験や自身の生活経験を理論やモデル

保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／運動機能回復学特論／運動機能

高齢者ケア施設における看護、老年看護学の授業のしか
★大森
圭貢 教授
けについて
回復学演習

護学の意義ある研究課題に焦点をあてます。具体的に
しての基本的能力の修得を目指した指導を行います。具
測定の実践、それらの解釈を具体的演習を通じて探求していく。
は、疾病や治療に伴う健康問題を抱える人々の生活や

担当科目名

家族看護介入の実践と評価

★柴田 昌和 教授
■ 研究テーマ

形態機能・病態学特論／運動・動作制御学特論／運動・動作制御学演習





高齢者雄介
ケア施
設に勤生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学特論Ⅲ／生活支援医療学演習Ⅱ／脳機
務する（した）看護師の看護実践力について
★鈴木
教授
能回復学特論／脳機能回復学演習


病院、施設、在宅系など看護活動の場を変えつつキャリアを重ねていく看護師は数多くいます。どこでも通用する看護の
力をエンプロイアビリティと位置づけ、全国調査によって看護師自身が自己評価できるエンプロイアビリティ尺度を開発
保健医療学特論／精神保健医療学特論Ⅱ／脳機能回復学特論／脳機能回復学演
鶴見 隆彦 教授
しました。現在は看護基礎教育を出発点としたキャリアのどこでどのような教育が必要か、また病院－施設－在宅系と違
習
う職場の経験が組織的にどう影響するのかについて、発展的に研究しています。


★森尾
教授
予防的裕志
家族看
護介入呼吸循環機能学特論／呼吸循環機能学演習
について



下部直腸癌で肛門身体の運動機能回復の視点から、高齢者や骨関節疾患患者における運動機能障害を広
温存手術を受けた患者の自尊感情と42/の関連性の検討
くとらえ、それらを科学的に評価し、回復のためのメカニズムを考慮した治療へ繋げる方
運動機能回復学特論
生活の質向上を目的に直腸がんで括約温存筋手術を受けた患者を対象に、術後に調査を行い、自尊心と生活の質の関連
法論に関して論じる。また、中枢神経系障害患者に対する運動機能回復も同様に、評価・
を検討していきます。疾患及び治療の特性に伴う健康問題や生活の障害などは、人の尊厳にも関わる障害にもなるの
治療原理・実践的な方法論に関して論じる。
で、42/にも大きく影響します。その影響を分析的に把握します。




運動機能回復学特論で修得した理論を軸として、高齢者や骨関節疾患患者、脳卒中や
「一般病棟における
がん患者の家族ケア実践評価スケール」の活用
パーキンソン病を中心とした中枢神経系患者等、具体的な事象や事例を通じて、実践的
運動機能回復学演習
な考察を深め、運動機能回復に関する問題点の具体化と改善方法に関して探求してい
因子構造の再現性と安定性による信頼性を明らかにし、「一般病棟におけるがん患者の家族ケア実践評価スケール」を
く。
開発しました。このスケールを活用して、がん患者及び家族の42/向上の研究を行い、看護実践の質向上を目指します。






 中尾 陽光 准教授 運動機能回復学特論／運動機能回復学演習
老年看護学の授業のしかけについて
 教師学を基盤において「しかけ」を考え、講義、演習、臨地実習での独自の企画－実施－成果を専門誌に発表してきまし
三川 年正 准教授 脳機能回復学特論／脳機能回復学演習



脳機能回復学特論

脳機能の障害を理解し、対象者の多様な障害像に応じた実践的アプローチについて、最
■ 担当科目一覧
新の実践技術を探究することを目的とする。脳の機能不全によって引き起こされるところ

の、脳・神経による運動制御の機能障害、高次脳機能障害、発達障害、精神機能障害等
保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／看護教育
の多様な障害像、ならびに地域社会で生きる上での生活障害について論じる。本科目の
特論 ／ 看護理論 ／ 健康増進・予防特別研究
特色は、脳機能と障害の関係、具体的には運動制御機能、認知機能、高次脳機能、精神
機能等への効果的な運動、動作、行動、ならびに社会参加含む、具体的アプローチにつ
■ 受験生へのメッセージ
いての理論と実践技術の科学的磨き方について論じる。

現在、あなたが行っている看護実践に責任を持つため

脳機能回復学演習

脳機能回復学特論で修得した理論を軸として、脳機能と障害の関係、具体的には身体制
に、研究をしてエビデンスを追求したい方、看護の専門
御機能、高次脳機能、精神機能等への効果的な運動、動作、行動、作業方法ならびに社
職としてのキャリアを追求したい方の受験をお待ちして
会参加を含む、具体的アプローチを演習として実践する。そして実践技術を創造する院生
います。
の能力の向上を図る。
34

カルガリー家族看護モデルを基盤として家族の問題が表面化する前に、予防的に家族に関わり問題解決する看護実践を考
案し、その成果を発表しています。臨床経験や職場によらず、短時間で一定の成果をあげる「つの質問」は介入例の代
櫻井 好美 准教授 女性保健学演習／運動・動作制御学特論／運動・動作制御学演習
表であり、病院や施設等で研修会を実施することもあります。家族ケア特論でも取り上げます。



た。また「高齢者ケアの教師塾」を毎月開催し、高齢者ケアを教えることに関心のある医療福祉系教員、医療職、福祉職
等と話題提供や意見交換を行い、多様な考え方や実践から、新たな授業のしかけを探っています。看護系学会では交流集
会を毎年開催しています。

増田 雄亮 講師 脳機能回復学特論／脳機能回復学演習

 光金 正官 講師

■ 担当科目一覧
運動機能回復学特論／運動機能回復学演習

家族ケア特論／多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学
特論Ⅰ／生活支援医療学特論Ⅲ／生活支援医療学演習Ⅰ／健
康増進・予防特別研究

■ 受験生へのメッセージ

納得がいく看護実践を一緒に考えましょう。

35

科目名

ᴾ田
田邉 浩 文

副研究科長・教授

授業概要

+LURIXPL7DQDEHがんがもたらすあらゆる苦痛症状および苦悩を包括的に理解し、エビデンスに基づい
たキュアとケアを統合した看護を実践できる。薬物療法だけでなく理学療法的介入、心
■ 取得学位・資格・所属キャンパス
理的な支援など包括的な介入について、リソースを活用して展開する方法を学び、高
がん看護学特論Ⅳ
度実践看護を提供する能力や、病院や地域での緩和ケアチームの中のがん看護専
博士（保健学）  門看護師の役割、End of Life Care、家族のグリーフワークについて説明することがで
きる。
作業療法士
 東戸塚キャンパス

がん薬物療法の実際と有害事象の予防・早期発見・早期対処を行い、治療の継続お
よび療養生活の質の維持と向上のために、必要な看護について理解できる。がん看
■ 指導方針
■
専門分野
がん看護学特論Ⅴ
護専門看護師に必要な患者および家族のセルフケア能力向上のための方略につい
て説明することができる。
年次は専門科目を履修する期間ですが、研究領域の国内外
中枢神経疾患の機能回復方法論。特に脳血管疾患に対する

健康増進・予防領域 担当教員一覧

ᴾ大
大森 圭 貢

ᴾ

※★のついた教員は年度研究指導教員です。研究テーマ等は次頁以降をご参照ください。
■ 取得学位・資格・所属キャンパス

 
教員名
担当科目名
博士（リハビリテーション科学）
川本 利恵子 副研究
★
保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／看護教育特論／看護理論
理学療法士／専門理学療法士（基礎理学療法）
科長・教授
東戸塚キャンパス
家族ケア特論／多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学特論Ⅰ／生活支援
★牛田 貴子 教授
医療学特論Ⅲ／生活支援医療学演習Ⅰ
■ 専門分野
■ 指導方針






の文献を多く読んでいただき、研究領域の明らかにされてい
る部分と未開の部分を理解していただきます。 年後期から
緩和ケアの場面で患者および家族が直面する苦痛や問題状況について臨床判断に
再生医療リハビリテーションの方法論について。
がん看護学演習Ⅰ
私の指導の下、研究テーマを絞り込んでいきます。 年次か
基づいた適切な緩和ケアを提供するための高度な看護実践について説明できる。
ら臨床研究または実験研究を行いつつデータを収集し、 年
次後期から論文の執筆にとりかかります。

がん薬物療法を受ける患者および家族の療養生活の質を維持、向上するための高度
な看護実践を学修する。セルフケア能力向上のための方略について説明できる。


研究を開始するにあたっては、その研究分野の既知と未知

多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／フィジカルアセスメント／

日常生活活動の再獲得。日常生活活動の再獲得を果たすに
★片山
典子 教授

精神保健医療学特論Ⅰ／精神保健医療学特論Ⅱ／精神保健医療学演習
を明らかにすることが重要になります。そのため先行研究
は、①身体機能の回復、②身体機能に適した動作方法の学
を十分に検索し、精読、そしてその文献をエビデンスとし
習、③環境整備のつを、対象者の状態に合わせて選択し

脳の可塑性を誘発する課題指向型トレーニングの方法論や

がん看護学演習Ⅱ
■ 研究テーマ

教授

※下記の教員名・担当科目名は年度の情報です。年度以降は変更の場合がありますのでご注意
<RVKLWVXJX2PRUL
ください。

保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／在宅・公衆衛生学特論Ⅰ／在宅・
て、まとめ記録することが必要です。文献抄読会をこまめ
て実施することが必要です。これらつを進めていく方法
★小林
紀明 教授
公衆衛生学特論Ⅱ／在宅・公衆衛生学演習／生活支援医療学特論Ⅲ
に行い、その研究分野について理解を深めていきます。
について、理学療法学と応用行動分析学の視点から検討し
ています。
★坂上
昇 教授

脳機能回復学特論／脳機能回復学演習

■ 研究テーマ
★田島
明子 教授

生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学演習Ⅱ





中枢神経疾患患者に対がん看護についての先駆的な看護実践の体験を通して、がん看護専門看護師の役割
する行動心理学的介入の効果について 
がん看護学実習Ⅰ
と機能（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究）について学び、実施につなげること
脳卒中後に麻痺を呈する身体部位を積極的に活動させると、脳は損傷部位とは別の部位に機能を補うゾーンを形成し、新
ができる。
たな神経伝達経路を形成します。研究では、この脳の代償的戦略の促進に必須となる効果的な麻痺肢の運動誘発リハビリ
テーションの方法と麻痺肢機能回復を生活動作へと汎化させるための行動倫理学的介入方法について臨床的研究を行って

複雑で解決困難な状況にあるがん患者および家族に対して、対象を全人的に捉え、
がん看護学実習Ⅱ
その解決に向けてがん看護専門看護師として必要な実践、相談、調整、倫理調整、教
運動機能障害を伴う中育について実施できる。
枢神経疾患患者に対する間葉系幹細胞投与後のリハビリテーション介入
います。

効果の検証

★鶴見
多職種協働・地域連携特論／生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学演習Ⅱ
運動機隆正
能と教授
動作能力の
関連
★羽生
貞親 教授
多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／生活支援医療学演習Ⅰ
私たちが行う動作は、関節可動域や筋力、呼吸循環能など運動機能と密接な関連があり、大きくは運動機能が高くなるに
従い動作能力は向上し、一方運動機能が低くなると動作能力は低下します。しかし、両者は非線形関係にあり、動作能力

★本田 芳香 教授

看護教育特論／看護理論

が著しく低下する運動機能水準と運動機能の増加が動作能力の向上に影響しない運動機能水準があります。この閾値とな

 る運動機能水準について下肢筋力を中心に検討しています。
望
 月 聡一郎 教授 保健医療学特論


多職種協働・地域連携特論／看護教育特論／看護理論／コンサルテーション論／
非定型善江
発達教授
児の運動発達支援
★山勢
フィジカルアセスメント
自閉スペクトラム症の多くには粗大運動や微細運動の遅れが見られることが知られており、適切な時期に効果的な介入を

がん患者および家族の療養生活の質の維持・向上を目指した看護実践を提供するた
再生医療など細胞治療が盛んに行われていますが、外肺葉由来の脳神経細胞は、細胞が置換しても四肢の麻痺は回復しま
めに、医師の診断過程を学び、高度な臨床判断能力と卓越したがん看護実践能力を
せん。まっさらな脳はプログラミングされていないため、運動を学習させるリハビリテーションが必要です。私は置換し
がん看護学実習Ⅲ
養う。また長期的療養支援の観点から地域医療連携におけるがん看護専門看護師の
た脳神経細胞に新たな運動ネットワークを構築させるリハビリテーション方法について研究しています。
役割と資源の活用、多職種連携ができる。


音楽家のフォーカルジストニアのリハビリテーション研究 
高速弦楽器奏者の筋緊張異常を来す因子分析や、ジストニア症状を緩和するリハビリテーション方法論について研究して

看護教育特論／看護理論／コンサルテーション論／臨床薬理学／がん看護学特
通じて運動障害に対処することが重要だとされています。しかしながら、彼らの運動機能や運動支援の方法は十分に検討
がなされているとはいえません。このため、運動支援の効果判定に用いることのできる指標と、運動の特徴について検討
論Ⅰ／がん看護学特論Ⅱ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学

★渡邉
眞理 教授
を行っています。

特論Ⅴ／がん看護学演習Ⅰ／がん看護学演習Ⅱ／がん看護学実習Ⅰ／がん看護



動作獲得の生涯発達学実習Ⅱ／がん看護学実習Ⅲ
医学的リハビリテーションの多くの対象者が高齢者です。このような方が新たな動作を獲得することはどの程度可能で
★渡部
節子 教授
 
しょうか。例えば、利き手に麻痺が生じた場合には、それによって障害された動作の再獲得のために、非利き手を用いた

多職種協働・地域連携特論／在宅・公衆衛生学特論Ⅰ／在宅・公衆衛生学特論
 動作、すなわち新たな動作を学習する必要があります。この新たな動作を非利き手での箸操作練習として、その効果と練
澤
 井 美奈子 准教授
Ⅱ／在宅・公衆衛生学演習
習のアドヒアランスを検証しています。

います。

■ 担当科目一覧

運動機能回復学特論／運動機能回復学演習／心身機能回復特

別研究

■ 受験生へのメッセージ

日頃、臨床において中枢神経疾患のリハビリテーションに携

★清水 奈緒美 准教授

がん看護学特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学演習Ⅰ／
■ 担当科目一覧
がん看護学演習Ⅱ

保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／運動機能回復

★土師 しのぶ 准教授多職種協働・地域連携特論／がん看護学特論Ⅲ


学特論／運動機能回復学演習／心身機能回復特別研究

 岡
 多恵 講師

多職種協働・地域連携特論／コンサルテーション論／臨床薬理学／がん看護学
■ 受験生へのメッセージ
特論Ⅰ／がん看護学特論Ⅲ／がん看護学特論Ⅳ／がん看護学演習Ⅰ／がん看護


大学院の受験を年後に先延ばしにしたらよい研究ができる
学演習Ⅱ／がん看護学実習Ⅰ／がん看護学実習Ⅱ／がん看護学実習Ⅲ
わけではありません。もしこのメッセージを読まれました

わられている人であれば具体的な研究テーマを持たなくても
心配ありません。毎日の臨床が楽しくなる研究を私とともに

 櫻
 井 友子 講師

フィジカルアセスメント ら、ぜひ受験し、皆さんの抱く疑問や悩みを研究という手法

みつけ、私の助言や指導の下で研究を進めましょう。


 石
 橋 史子 助教

がん看護学特論Ⅲ

 倉
 橋 悠子 助教

がん看護学特論Ⅲ
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を用いて解決しましょう。十分な支援のもと、修士論文を
作成しましょう。善は急げです。
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開講科目一覧 ≪専門科目－健康増進・予防領域≫

ᴾ柴
柴田 昌 和

教授

0DVDND]X6KLEDWD
科目名
授業概要
■ 取得学位・資格・所属キャンパス

多様な健康レベルの人々の地域生活に関連する保健医療福祉の諸制度や歴史を
博士（医学） 
概観し、行政単位から中学校区の規模まで様々な枠組みにおける、関係機関・職種
死体解剖資格／臨床検査技師

の役割と関係性、住民や住民組織との連携・協働を学ぶ。幅広い地域保健医療活動
在宅・公衆衛生学特論Ⅰ
  東戸塚キャンパス の展望を見据え、地域における活動の現状を分析し、あるべき制度や体制、地域に
おける保健医療専門職の役割や可能性について広く深く学習する。
■ 専門分野
■ 指導方針


地域で暮らす個人・家族、集団への看護を考える基盤となる最新の知識及び研究の
年次は専門科目の履修を受け、前期に論文検索ツールを
人体の構造と機能に関する研究。骨や骨格筋および神経
動向を理解する。また豊かな発想力を養い、在宅・公衆衛生分野における支援・協働
（中枢・末梢）について幅広く研究を行っています。骨格
利用し、国内外の様々な文献に多く触れ先行研究にどの様
対象となる人々の現状に対し、支援・協働の内容や方法を考察する。また健康と生
在宅・公衆衛生学特論Ⅱ
筋に関しては特に下肢の筋、例えば中殿筋や下腿三頭筋の な論文があるかを調査し論文の書き方を教授します。また
活環境のアセスメント、実践やキャリアを可視化する諸理論・モデルを学ぶ。以上を
加齢的変化に関する研究や神経系では中枢および末梢神経 同時に研究倫理審査書類作成の指導も行います。秋以降に
通し、在宅・公衆衛生分野における管理や施策化を含む実践・研究及び教育能力を
に関する解析研究を行っているなど、解剖生理学分野の研 人体または解剖遺体からのデータを収集し、年次にデー
高める。

ᴾ

究。

在宅・公衆衛生学演習
■ 研究テーマ


タの分析、論文週櫃を行います。

在宅・公衆衛生看護学の各フィールドにおける実践、既存の研究やフィールドワーク
を踏まえ、自らの課題を明確化する。それに対する研究方法を検討しながら専門職と
しての探究能力を養う。また、他者とのコミュニケーションを通して自らの課題を深め
ると同時に、自分の意見を正確に他者に伝えたり表現したりする能力の向上を図る。

人体における体幹筋や四肢筋の加齢変化や性差についての研究
女性およびその家族の健康支援にむけて、性と生殖に関する歴史を踏まえ、ウィメン
ズヘルスに関する理論や概念への理解を深め、女性とその家族がより健康な生活を
人体または解剖遺体を用いて体幹筋（僧帽筋、広背筋など）や下腿にある前脛骨筋や下腿三頭筋（腓腹筋、ヒラメ筋）な
していくための支援のあり方について探究する。具体的には、女性のライフサイクル
女性保健学特論Ⅰ
どや大殿筋および中殿筋などの最大幅、最大週径、筋厚、湿重量などの計測や筋線維の解析を行い、得られたデータで個
体差や加齢変化および性差を比較します。これによりどの年代でどのような変化があるかを解明することができます。
各期（思春期・成熟期・更年期・老年期）の特徴や健康問題、それに影響を及ぼす社

会の動向、女性の意識の変化、保健施策などを分析・検討する。


ᴾ鈴
鈴科目名
木 雄介

授業概要

教授

<XVXNH6X]XNL 生活の場の選択と移行を中心課題に取り上げ、人々が暮らす社会と健康、医療専門
職のあり方について検討することを通して、医療保健福祉の現場における臨床問題
■ 取得学位・資格・所属キャン
パス
解決力と情報発信力を高める。関連する概念、理論・モデルに関する学修を土台に、
生活支援医療学特論Ⅰ
博士（保健学）  自らが培ってきた臨床での経験知を明確にし、対象理解の方法を拡大する。さらに研
作業療法士／認定作業療法士
究の動向を概観し、背景となっている保健医療福祉施策、保健衛生統計、保健医療
東戸塚キャンパス 福祉に関する人々の意識の変化などの理解を深める。

ᴾ


■ 専門分野

■ 指導方針
医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障害児・者の生活行

動や社会的参加などの現状と課題をリハビリテーション医療の視点で分析し、同時に
研究の動機は人それぞれですので、私から特定の研究テー
作業療法士免許取得後、医学部附属病院等で急性期の作業
地域の社会資源が地域生活支援に果たす機能や高齢者、障害児・者に対する在宅
療法士として勤務しました。専門分野は身体障害領域の作 マを提示することは致しませんが、下記のテーマに関連す
生活支援あるいは高次脳機能障害者の復職支援の実践を多角的に学修する。本科
る研究を歓迎します。ただ、中には「まずは研究の基礎を
業療法です。中でも脳血管疾患や外傷性脳損傷等による高
生活支援医療学特論Ⅱ
目では、地域包括ケアシステムや介護保険下の施設、通所リハビリテーション等にお
次脳機能障害、整形外科疾患や変性疾患を専門領域として 習得したい」「研究テーマはこれから考えたい」という方
ける地域生活支援を理論的・実践的に探究することを目的に、高齢者、障害児・者が
もいらっしゃると思います。そのような方には興味や立場
います。学士課程では身体障害領域全般と高次脳機能障害
地域社会において自立的生活を推進できるための身体機能と生活環境調整等の関
関連、クリニカルリーズニングなどの講義、大学院修士課 をお聴きし、私からご提案致します。

連性を理論的に学ぶ。
程では脳機能回復学と生活支援医療学に関連する講義を担


当しています。

認知症当事者とその家族の体験と、専門職によるチームアプローチについて取り上げ
る。医療機関および高齢者施設に勤務する看護師、訪問看護師、作業療法士、医師

生活支援医療学特論Ⅲ
が、それぞれの専門の視点から認知症ケアをどのように考え、どう介入していくのか
高次脳機能障害に対す
る効果的なリハビリテーション方法の開発
について理解し、自らの専門性をどのように発揮するのかについて検討する。
■ 研究テーマ

高次脳機能障害の症状はとても多様で、援助に難渋することが多いと思います。しかし、症状を正しく評価し、困りごと

を把握し、先行研究を詳細にレビューし、様々な援助者と協力することで効果的な援助に結びつけることができます。そ
病院、施設、居宅など多様な生活の場で展開される医療の実践、さまざまな健康レベ
の一つ一つの丁寧な取り組みを通して、効果的なリハビリテーション方法の開発につなげたいと考えています。現在はふ
ルの健康(安寧な死)を支援する医療の実践に関して、文献のクリティークとフィールド



れあいグループ関連病院で週回のペースで事例供覧・検討を行っています。
ワークを行い、倫理的課題、研究デザインの特徴、施策化の提言を含む研究の発展

生活支援医療学演習Ⅰ


女性保健学特論Ⅱ

性などを検討し、倫理的判断能力、研究計画力を高める。
さらに生活支援医療の実践の場や状況で動的に展開する現象を質的に分析し、全体
高次脳機能障害を持つ
当事者とご家族への支援
論的な捉え方を体験する。

女性の意思決定に関わる看護や支援のあり方について探究する。
研究の説がある。本研究は解剖遺体を用いて中殿筋の筋線維解析と神経の走行を解析します。これにより中殿筋の作用

の根拠が蓄積されていますが、対応方法もまだまだ手探りの状態です。当事者やご家族が少しでも生活しやすくなるよう

中殿筋前部線維・後部女性の健康に影響を及ぼすリプロダクテイブヘルスに関する様々な健康問題を理解
線維の形態的特徴の考察について
し、意思決定の場における女性の健康、女性が自ら妊娠・出産を意思決定するため
腰部には股関節の伸展に関わる大殿筋、股関節の外転に作用する中殿筋、小殿筋がある。特に扇形を呈する中殿筋には複
の支援について考える。また、生命倫理や、意思決定モデルについて理解を深め、
数の線維束があり、先行研究では前部線維、中部線維、後部線維のつに分かれる報告と前部線維と後部線維に分かれる
がこれまでの成書に書かれた以外の作用があるかどうかの考察を行います。



ウエルネスの視点から、女性の生涯において必要な健康教育を学ぶ。思春期・成熟
期・更年期にある女性に対して、ライフサイクル各期の特徴を踏まえた健康教育の指
ヒ女性保健学演習
ト孤束核の形態学的評価
導案を立案し、実際に指導を行う。これらを通して、ヘルスプロモーションを促進させ
味覚が年齢に伴って変化するという報告があります。しかし、味覚の伝導路のひとつである孤束核の加齢に伴う変化や性
るための基本的な能力を養う。自らの研究課題についても明確化する。





高次脳機能障害による当事者の神経行動学的変化によって、ご家族の多くが抑うつなどの心理学的苦痛を抱えていること

本演習科目では、医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障
な方法や環境を、当事者はもとより関係機関やご家族と一緒に作っていきたいと考えています。現在、全国規模の高次脳
害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課題を文献や報告書等で抽出する。
機能障害当事者家族会にご協力いただき、ご家族の対応方法を検討しています。



それを基盤にしながら同時に地域の社会資源を調査分析を加え高齢者、高次脳機能
生活支援医療学演習Ⅱ 障害者、障害児・者に対する在宅生活支援を復職支援なども含め多角的に議論し、
リハビリテーション対
象患者の予後等に対する関連因子の検討
地域包括ケアシステムや介護保険下の施設や通所リハビリテーション等における具



差に関する報告は少ないです。本研究は某大学の解剖学実習遺体を用いて孤束核の横断面積を計測し、加齢変化や性差と

体的な地域生活支援を自ら考え討論し、効果的な地域生活支援を論理的かつ実践的
対象患者さまのリハビリテーションを実施する上で、いつも「もっと効果的な関わり方はないのだろうか」と考えていま

の関係について検討する研究です。これまでの研究データから孤束核はある年代において加齢に伴い孤束核断面積の変化
精神看護学の基盤となる理論や概念を理解した上で、地域で生活する対象特性に

に演習科目として学修する。
した。そこで、患者属性やリハビリテーション開始時の状態、認知機能や運動機能の程度などを詳細に調査し分析した結

に性差が関連することが分かってきました。
合わせた包括的な看護援助について教授する。また国内外の精神保健福祉活動の

果、予後等に対する関連因子が明らかとなり、関わり方の方針が見えた経験があります。現在、ふれあいグループ関連病

精神保健医療学特論Ⅰ

変遷と精神保健医療福祉制度の法制度を理解し、我が国の精神保健医療福祉活動
の課題と今後の発展可能性について探究する。
■ 担当科目一覧


院で整形外科疾患患者の予後等に関する関連因子分析の研究を進めています。
がん患者および家族に必要な看護を実践するために、がん看護の基盤となる諸概念

がん看護学特論Ⅰ


形態機能・病態学特論／運動・動作制御学特論／運動・動作
地域で生活する精神看護の対象理解にあたり、精神の健康と関わる諸理論、精神的


生活支援医療学特論Ⅱ／生活支援医療学特論Ⅲ／生活支援医
がんの分子生物学、遺伝学を含む病態生理学全般を学び、がん看護に関連した専門


制御学演習
健康生活状態の評価について概観し、地域移行支援や地域定着支援について、事
精神保健医療学特論Ⅱ 例をもとにその対象特性に合わせた包括的な看護援助について学修する。さらに、
家族支援に関する基礎理論や触法精神障害者等の法制度を踏まえ、患者を支援す
■ 受験生へのメッセージ
る医療・看護における連携協働の方略について探究する。



がん看護学特論Ⅱ

精神看護学の視点から介入技法や看護実践のあり方を先行研究やフィールドワーク
機能の研究を行っています。骨や骨格筋および中枢神経・末
を踏まえ検討し、自らの研究課題の明確化をはかる。また精神保健医療学特論Ⅰ・
梢神経などに興味や研究希望のある受験生はぜひ相談してく
精神保健医療医学演習
Ⅱを基盤に精神医療保健福祉に関する現状と課題を踏まえ、研究課題の解決に向
ださい。

けて研究方法を探求する。

がん看護学特論Ⅲ

研究内容はリハビリテーションの領域に限らず幅広い形態・
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や理論、関連する研究結果について理解し、活用できる。
■ 担当科目一覧

療学演習Ⅱ／脳機能回復学特論／脳機能回復学演習／心身機
的な知識を深め、エビデンスに基づく的確な臨床判断ができる能力を理解し、活用で

能回復特別研究
きる。

■ 受験生へのメッセージ
がん看護の対象となる患者および家族について、がんサバイバーシップの概念に基

忙しい業務の傍ら大学院に通い、修士論文を書き上げること
づき理解する。また、がん患者のライフサイクルに応じた複雑な健康問題に対して包
はとても大変です。大学院を修了してその経験を真に活かす
括的な支援が提供できるよう看護援助の方法について理解する。がん看護専門看護
ことはさらに大変です。しかし、その努力はこれからの皆さ
師として必要な、組織変革者としての役割について説明できる。
まの輝かしい未来への礎になると思います。微力ながら皆さ

まにお力添えができるよう私も尽力したいと思っています。
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健康増進・予防領域
ᴾ森
森尾 裕 志

□ Daytime
開講授業ピックアップ


教授

<XML0RULR

ᴾ ■ 取得学位・資格・所属キャンパス





 生活支援医療学特論Ⅰ・Ⅲ
 

□
領域紹介
博士（リハビリテーション科学）


 老年看護学の見地から生活支援の場の選択と移行に関



 連する諸課題について、,&)モデルやストレングスモ

理学療法士／専門理学療法士（内部障害）／心臓リハビリテーション指導士 

 保健医療福祉の制度に精通し、地域において多職種と連
  東戸塚キャンパス
携協働しながら健康社会を支え、障害の予防や改善、生

 デルなど複数のモデルを活用してレビューし、検討を

活の再構築、そして地域社会における自立生活の安定化、
■ 専門分野
■ 指導方針
42/（生活の質）の維持・向上を目指した実践の有効性を


探求する研究を行うとともに、高度な専門性が求められ
呼吸循環系障害者の身体運動機能に関する研究。特に高齢 私は年間、大学病院で理学療法士として働いてきました。
る職業を担うために必要な能力を培います。
者を対象とした筋力、バランス能力と歩行能力、$'/との関 培った臨床経験をもとに、呼吸循環分野や、高齢者に関する



係について。

分野を研究しています。皆さんが臨床で感じる疑問や閃きを

□ 本領域に関するキーワード

 究活動を俯瞰・横断できるようにします。




と思っています。新しい事にチャレンジしたい、という方を

 がん看護学特論Ⅰ～Ⅴ
 

 臨床看護学、がん看護学、生涯発達看護学、精神看護学、

 日本人の死因の多くを占める「がん」について、医療

母性看護学など



 サービス別の過去の研究内容を比較検討し、今後の研

第一に考え、研究への興味を具体化するお手伝いができれば
募っています。



 行います。これまでの医療・福祉制度の変遷、施設や

 や看護のこれまで歴史的背景、最新のがん治療の説明、

■ 研究テーマ

 緩和ケアや薬理学の知識等を実例に即して学んでいき

□ 本領域の概要について

 ます。総授業回数は回以上、本学教員と現役の医師

高齢心疾患患者の下肢筋力、およびバランス能力 と歩行能力に関する研究
多職種・他職種的な視点が獲得できる科目群
                               による講義で理解を深め、年次後期以降に行われる
                       
下肢筋力は歩行能力を決定づける重要な因子ですが、下肢筋力だけでは歩行自立度の判別が困難な症例がいます。そんな
本領域で開講されている科目群の多くは看護師を対象としていますが、理学療法士の視点からの内容を含む科
症例を経験したことをきっかけに私は研究を始めました。私も最初は研究方法が分からなかったので、大学院に入学し、

 学外実習にスムーズに対応できるようにしています。

目もあります。チーム医療の有用性が普遍的になった昨今において、「多」職種および「他」職種の視点は重
研究法を学ぶことから始めました。研究をすることにより、患者さんに対する運動プログラム立案にも活用できることを

Nighttime

□ 在学生・修了生 インタビュー

知りました。臨床に役立つ研究を意識するようにしています。
要です。そこで、他職種の視点は共通科目外においても開講され、チーム医療で活躍できるマインドを涵養し

ます。


日常生活に必要な筋力水準について





実握力は、高齢者における重要な体力指標の一つです。私は、日常生活にある身近な物品を用いて握力低下者を抽出するこ
習やフィールドワーク、ディスカッションを含めたライブ感あふれる講義
                                 
とを試みました。それが「ペットボトルキャップが開栓できるか否か」でした。分析の結果、ペットボトルキャップを開

専門科目では専門書や学術論文の精読や要約レベルで終わることが無いように、フィールドワークやディスカ
栓するためには、NJI以上の握力が必要であることがわかりました。握力が弱い方を見つける事が出来れば、早期に

ッションという教育方法を通して恒常的に実施しています。また、がん看護学では実習も行われ、先端的な知
体力低下予防を促すことが出来るかもしれません。



識技術の習得や専門看護師として必要な能力の育成も可能です。フィールドワークや実習は受講者の勤務状況
も考慮して行われます。

高齢入院患者における歩行速度と歩幅の関係


「歩幅が小さい」とは、一体どれくらいでしょうか？分析の結果、身長に対して以上の歩幅が必要であることが明ら

高度実践看護師（がん看護学）に関する受験資格が取得可能

                   
かになりました。本研究結果のように具体的な目標が明らかになると、患者さんにも具体的な指導がしやすくなります。

年月より、本領域に高度実践看護師（がん看護学）に関する課程を創設しました。がん看護学の臨床・
患者さんの励みになるような目標値を明らかにしていくことも、私たちが研究をする目的の一つだと思っています。
年月日、学位記授与式会場にてお世話になった
先生たちと（本人中央）

教育・研究分野でトップランナーを務めてこられた本学教員を中心として、教育研究指導をします。年次後
期以降に開講される学外実習は、県内の専門医療施設にて行います。課程修了後も専門看護師受験資格取得に

■ 担当科目一覧

向けた各種サポートを行い、万全の体制で専門看護師資格の取得を応援します。





□ 過去に提出された修士論文のテーマ

呼吸循環機能学特論／呼吸循環機能学演習／心身機能回復特

別研究



「インクルーシブ教育の展開における特別支援学校に配置された理学療法士の有用性について」
■ 受験生へのメッセージ

「精神科看護経験がない精神科訪問看護師の困難」

研究を一から学びたい、という方も歓迎です。一度、相談し

「就学前の子どもを持つ看護師のワーク・ファミリー・コンフリクト（:)&）に関する研究」
てください。
「都市部の有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に暮らす高齢者の自己効力感とフレイルの変化との関連」
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教育機関で認知症看護に関する認定看護師教育
課程の教員をしています。普段は自分が学生を
教えていますが、もう一度学生として研究し学
ぶことで何か気づきが得られるかもしれない、
と考えて進学を決めました。私が普段専門にし
ている認知症看護、とりわけ若年性認知症の人
が住み慣れた地域でより良く、安心して生活で
きるための居場所を獲得していく過程について
研究を進めていきたいと考えています。




友人の紹介で指導教員になる先生とお話したこ
とをきっかけに入学を決めました。途中研究
テーマが定まらず、新型コロナウイルスの影響
でデータ収集が上手くいかなかったりして、悩
んだこともありましたが、指導教員の先生が親
身になって指導してくださり、同期の励ましの
おかげで無事修了出来ました。今は精神科の病
院で勤務していますが、視野の広がりや考え方
の変化を感じていて、院生の時の経験が活きて
いると思います。
ふじわら えつこ

こはら よしゆき

（小原 良之 さん／年月入学／高等教育機関勤務）
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（藤原 悦子 さん／年月修了／医療機関勤務）

開講科目一覧 ≪共通科目≫

助産学領域

科目名
□ 開講授業ピックアップ



※ 下記は共通科目の一覧です。専門科目については各領域のページをご覧ください。

科目名
□ 領域紹介

授業概要

授業概要



本研究科は、保健医療に関わる高度専門職として、医療施設、保健施設、行政、地域
 周産期医療の高度化および多様なニーズに対して、研究的
で、チーム医療の中心として臨床を行う人材育成が目的である。この目的達成の基
 な課題解決能力と高度専門的な状況判断と助産ケアを修得
本的要件として、保健医療学特論を設けている。我が国は、世界的にも例をみない急
 できること、同時に出産施設と地域を連結して継続支援で
保健医療学特論 （必修） 速な年齢構成と疾病構造の変化に直面し、国は各地域における地域医療構想（地域
 きる高度専門職業人（助産師）の基礎を修得する能力を培
医療ビジョン）の策定を求め、各地域においては、それぞれ保健医療提供ならびに、
 います。 
連携体制の構築が進められている。本科目では、この変革の時期にあたり、新しい保

健医療体制の中で要として機能するに必要な項目を学ぶ。

現在の日本は複雑で多様化した社会で、人々の価値観も生活も様々である。最近は
 □ 本領域に関するキーワード
医療の専門職者に強く医療の倫理が求められている。特に医療においては、強者と

弱者の関係になり易いので、その医療社会の中で他者と共に「より善く生きる」道を模
 母乳育児支援、妊産婦ケア、出産準備教育 など
医療倫理学特論 （必修） 索することが医療倫理の目的のひとつになっている。患者中心の医療社会において

は患者を念頭に入れて、倫理的な事柄（自己決定権の尊重、インフォームドコンセント
など）を説明する。医療倫理は記憶する科目ではないので、行為し、考えることを通し
□ 本領域の概要について
て医療者側と患者側との信頼関係を構築する倫理的方法を示したい。

看護領域やリハビリテーション領域の専門領域にとらわれず幅広い視点で、人体構
造の基礎である解剖学や生理学を臨床症状に関連付けて形態機能を講義をする。さ
らに、CTやMRI画像を用いて頭頚部・胸部・腹部・骨盤部などの正常な局所構造と機
 
形態機能・病態学特論
能の理解を深める講義をする。基礎的な講義を踏まえて、各系統別疾患の病因、症
 助産学に関する導入講義として、主要概念と国内外の諸
状、診断、検査、治療、予防についての病態を理解し、臨床の場で迅速に活用できる
 諸理論の理解、コア・コンピテンシーと助産師を取り巻 
講義を行う。

 助産学概論

 く法制度、性感染症やジェンダーに関する最新の動向等
 をも織り交ぜながらわかりやすく講義します。論文のク

家族を対象としたケアの歴史的変遷、家族アセスメントとケアのための諸理論につい

 リティークやプレゼンテーションなど、受け身ではなく
て学修し、家族介入の方法について理解を深める。また居宅や高齢者ケア施設等で

家族ケア特論

暮らす療養者の家族を対象とした研究動向を概観し、家族ケアの研究の特徴と課題
 積極的な参加姿勢が求められます。

について考察する。



 地域・国際助産学特論
1）保健医療政策として推進される地域包括ケアサービスの実践に必要な多職種連
 
携・協働の概念やチームアプローチ等の関連概念について歴史的変遷と動向ととも
 助産学に関する諸理論、とりわけ母子保健の現状と課題
に理解する。
2）保健・医療・福祉・教育現場の問題解決方法を探究し、臨床実践者として多職種連
 や、地域における助産師の役割、災害時の母子支援等の
携・協働能力を習得する。
 諸問題について課題ワーク、ディスカッションを通して
多職種協働・地域連携特論
3）保健・医療・福祉・教育領域における多職種連携上の問題点に対して、事例の展開
（必修）
 理解を深めていきます。国内外における多種多様な資料
から現場等で応用できる実践力を習得する。


の理解、対話による自己と他者の考えの対比を通して、
4）健康増進・予防領域、心身機能回復領域及び助産学領域に関わる臨床実践者に
医療の専門家の判断や行動は、基本的には医学的な正しさに基づいてなされます。
                               必要なチームアプローチの考え方を学び、高度専門職業人が地域包括ケアに果たす
                       
少人数 × 対話型を重視
し
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
教
育
体
制

 助産実践力のさらなる向上を目指します。
しかし、医療の受け手にとってそれらは必ずしも当然ではないことがあります。医療社
役割を多職種連携の観点から理解する。
会学では、今まで当たり前と思っていた医療について、不自由さはないのかと見直す
本学助産学領域は助産師国家試験受験資格を取得し、将来の助産師として活躍できる素地を涵養するために、
医療社会学特論
5）３専門領域の研究につながる応用・発展的な思考を習得する。
ことを意識します。授業では、医療社会学で扱われている主要な概念を簡単に解説し
 定員名という他の教育機関と比較して少人数の教育体制を敷いています。そのため、自ら考え行動し、積極
た後、近年の医療におけるトピックスを取り上げ、批判的に検討・議論をして理解を深
 的に教員と意見を交換する対話型の講義・演習がメインとなります。また、実習と研究指導を両立させるため
□ 在学生 インタビュー
めます。
看護ケアの質を高めるために必要な看護職者への教育的働きかけ、教育環境づくり
 に座学講義の多くは日中に開講します。
等、看護の継続教育に関する知識と技術を修得する。現任教育の実践事例について
現代社会に生きる市民は、生涯にわたり自らの学習活動をデザインするとともに、他
看護教育特論

多角的に分析し、現状と課題を明らかにする。高度な看護実践を可能にする教育方
者との学び合いを通して、地域コミュニティづくりに主体的に参画することが期待され
助産師としての能力・措置を最大限に高める実践的なカリキュラム
                     
法を探究する。
ている。また、国や自治体には、市民の生涯学習支援等を通して、「誰一人とり残さな
 

 

 本学助産学領域では妊娠・分娩・産褥各期の診断、助産実践等の基礎的な素地を学ぶ科目はもちろん、多職種
い」地域社会を形成することが求められている。

本特論では、生涯教育と関連行政（文化政策・福祉政策等）の基礎的理解の上で、第
生涯教育特論
 連携や地域における専門職の役割、在日外国人とその家族への支援、助産院の開業と運営のノウハウ、諸外国










卓越した看護実践の基盤となる看護における諸理論や看護に関する諸理論と看護現
一に、人々の学習・文化活動を、医療・保健・福祉施策と関連づけながら、いかにして
象との関係について理解を深める。 また、既存の看護理論の概要ならびに卓越した
看護理論
の文化・慣習別の支援方法など、助産師を取り巻く幅広い状況に対応することが出来る実践的なカリキュラム
地域コミュニティの社会的包摂性を高めるか、第二に、生涯学習時代の専門職とし
看護の基盤となる、実践・教育・研究への看護理論の適用の実際について議論する。
を設けています。
て、専門外の分野に視野を広げるキャリア形成のあり方について、実践例やディス

カッション等をふまえて考えていく。
看護職を含むケア提供者が抱える実践的な問題を解決するために必要なコンサル
ふれあいグループの医療施設を十二分に活用する助産学実習
                                           
専門性をもって社会で活躍する人材にはコミュニケーションツールとして英語力が求
コンサルテーション論 テーションの知識と技術を学修する。その上で、文献検討や事例検討を通じてコンサ
座学での講義・演習の集大成たる助産学実習は、本大学院が属する「ふれあいグループ」の医療施設を中心に
められる。研究においては、必要な英語の文献をいかに早くポイントをおさえて読める
ルテーションの過程と実際を学び、高度実践看護師として必要な能力を養う。
実施しています。その多くが地域に根差した医療機関として評価を受けており、トータルで時間にも及ぶ
かが肝要となってくる。本授業は長く英語から離れていた人、苦手意識を持つ人のた

英語講読
実習を受ける場所としては最適な場所といえるでしょう。指導にあたっては、本学の教員と各病院の医療従事
めに、4回の授業でさまざまなジャンルの作品を通して英語に親しむことから始め、楽
 元々助産師に憧れを持っていましたが、子育てと仕
複雑な健康問題を持った対象の身体状況について系統的に全身を診査し、臨床看護
私が学部生時代からお世話になっていた先生が大学
しくスピーディーに読む力を養う。さらに、文献レビューの際に必須の英文アブストラク
者と看護部教育担当が強力に連携して実習指導にあたります。
事の両立は大変で助産師の夢を半分諦めていました。
判断を養うために必要な知識と技術について学修する。全身を診査でき包括的に臨
院にいて、その先生のもとで助産学について深く学
フィジカルアセスメント
ト（抄録）の検索において、先行研究を選別する読解力の向上を目指す。
床病態および健康問題を把握できる能力を養うことを目的とする（
e-learningを含む
そのような中、大学で開催された看護師実習指導者
 び、研究してみたいと思い入学しました。少人数で

科学的思考、研究者としての態度、全般的な研究方法と潮流、クリティカルシンキン
 
 □ 過去に提出された修士論文のテーマ
グ、研究の意義と独自性、研究デザインの歴史的考察、研究デザインの選択(情報活
研究特論
（必修）

用の倫理面、図書検索等の情報活用も含む)、統計解析等について学修する。

「助産師の直観的洞察力尺度の開発と信頼性および妥当性」

医療現場において制度改革が進んでいる中で医療に従事するために必要な経営戦

「母親の育児エネルギーと専門家のケアおよび家族の支援の関連探索研究&ODXVHQ-3の育児エネルギーの
略・マーケティング、組織管理、リーダーシップ論、患者サービス、医療チームにおけ

医療管理学特論

 概念図から」

る協働、調整、医療職としての役割について学び、演習を通して医療マネジメントの技
法を習得する。また、看護及びリハビリ管理の視点から考え、能動的に関与する力を
養う。
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科目である）。
講習会に来られていた大学院の助産学領域の先生が
 先生との距離が近いため、分からないことがあれば
背中を押してくださったことがきっかけで、大学院
 すぐに相談出来るのが学部との違いです。新型コロ
 への入学を決めました。今後は自分の育児経験を通
 ナウイルスで陽性になった妊産婦に関する助産師の
救急応急処置、症状調節、慢性疾患管理に必要な薬剤を中心に、薬剤使用の判断、
 して、人目以降を出産するお母さんに対してのサ
 支援の在り方について興味を持っており、研究を進
投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促進、患者の服薬管理能力の向上
臨床薬理学
 ポートを充実させるには何が必要かを考えていきた
 めています。
を図るための知識と看護技術を学ぶ（e-learningを含む科目である）。
 いです。 



そうま わかな

すずき えりか

（鈴木 英莉香さん／年月入学）

  （相馬 若奈さん／年月入学）
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開
開講
講科
科目
目一
一覧
覧≪専門科目－助産学領域≫

科目名
修了要
件

&XUULFXOXP&KDUW

&RPSOHWLRQ5HTXLUHPHQWV

科目名

授業概要

助産学概論

助産学のkey概念と助産業務の専門性及びそのコアコンピテンシーおよび助産の倫理・
使命・役割に関する法規、制度、活動等について考究する。さらに助産実践の主要・指
示理論や助産モデルを発表・討論して深化する助産師養成について歴史的、社会的背
景をレビューする。ICM動向から助産政策や助産師活動の専門性を通して助産師の
Identity形成を教授する。

助産学特論Ⅰ

妊娠の確定診断から分娩、産褥の各期（以下、マタニティステージ）において母体と胎児
（新生児）のフィジカルイグザミネーションができる知識理解を目標とする。基本的にミニ
マムリクワイアメンツ（全助協資料98項目）を基にして、周産期ガイドライン等の文献資料
の精読と発表･討論を統合して学びを深化する。助産師が行う診察法とアセスメント、助
産診断までの効果的な臨床推論を系統的に理解する。主にローリスク事例の生理・心理
社会的な視点から助産診断の展開を解説する。最後に推論した結果から助産診断記録
が的確にできるように解説･教授する。

助産学特論Ⅱ

助産業務ガイドライン及び産婦人科診療ガイドラインにもとづく判断基準とローリスク
ケースからハイリスクになるメカニズム及び基本的対応についてケーススタディを行う。
ハイリスク妊産婦、母児の救急処置等における知識を深め、産科危機的大出血時等の
対応の基本を解説する。産科MEを助産実践で用いる基本的スキルや産科薬理の理解
を深めて救急・災害時に必要な基本を教授する。

授業概要

助産学の基盤を発展するため、助産学の基礎履修を統合的に掌握して理解できるよ
うに解説する。学生個々の学習課題が深化できるために、助産師に求められる資質・
本大学院研究科における、修了要件および取得学位は下記のとおりです。

能力を育む教育と研究と実践が円環的に協調して発展･向上する連関性を解説す
る。助産学カリキュラムの理解と卒業後のキャリアパスを積んだ熟達助産師（ロール
助産学教育・研究・実践論
□ 取得学位
モデル）の実践力、それを助産ケア現象を探究できる助産研究で探索・検証して、教
育･実践･研究の成果を残すことを考究する。熟達実践モデル者も参加して建設的に
修
修士（保健医療学 
クリティークしながらロールプレイ学習を行い、エビデンス研究から助産師が行うwellbeing careの質向上を目指して教授する。
英語名称：0DVWHURI+HDOWK6FLHQFHV


ローリスク妊産婦と胎児、分娩経過および産後1ヶ月までの母児の、フィジカルイグザ
ミネーションの手法と臨床推論をシミュレーション方法で教授する。 助産診断を導く問
本研究科に年以上在学し、共通科目から単位以上（必修科目単位、選択科目単位以上）、専門
診からアセスメントを通して診断スキルと助産診断に基づくエビデンスのある妊産婦
へ保健指導と経膣分娩介助の基本スキルをロールプレイを通して教授する。ハイリス
科目から単位以上（選択した特別研究に係る研究領域の特論科目単位以上・演習科目単位以上）、
ク妊産婦および異常妊産婦や家族に対する助産師の役割を理解しながら、観察、検
助産学演習Ⅰ
特別研究科目から単位を履修し、合計単位以上を取得するとともに、必要な研究指導を受けた上
査、処置などの対応スキルを教授する。ハイリスク分娩、異常への移行にともなう緊
急分娩への対応スキルを主体的に実習で経験できるための模擬演習を行う。異常産
で、本研究科が実施する修士論文審査及び最終試験に合格したものに、上記の学位を授与します。

褥および異常新生児の初期観察と基本的なケア対応をペーパーシミュレーションで教
授する。
「卒業時の助産師教育の技術項目の卒業時の到達度（Ｈ２０年厚労省医政局看護課

受験資格取得要長通知）」を網羅する技術演習の概要を解説する。また親になる対象とその家族の多
件
様なニーズに対応できる出産準備教育支援の企画･運営･評価ができる実践力とコ
4XDOLILFDWLRQVIRU([DPLQDWLRQ

妊産婦、母児が生活する地区特性に応じた母児の健康支援を考えて、助産師の役割、
活動のしかたを文献レビューから考究できることを教授する。また外国人の妊産婦の出
地域・国際助産学特論 産文化や支援課題について文献レビューを行い、政策的課題を考える。さらにＩＣＭの動
向と諸外国の助産政策を参考にコミュニテイにおける妊婦や出産後の母子訪問につい
て保健師との協働支援のあり方を解説する。

助産管理・経営学

母乳育児支援論

１）助産業務管理と助産師の責務について、保助看法や医療法など関連法規や倫理規
定、助産業務にかかわる法律について解説する。
２）また、施設と地域連携を考えた、クリニック、病院施設などにおける助産師の役割と多
職種機能について考える。
３）助産所の開設から経営管理の基本を解説する。
４）各種の関係機関と連携・協働しながら地域母子保健を推進する周産期医療システム
や地域包括支援、日本医療機能評価機構における産科医療とリスクマネジメントについ
て事例と状況対応を解説する。
母乳育児を望む／望めない／望まない母親と家族のために、妊娠中から出産を通して
ケアし支援するために助産師が修得すべき専門的知識と技術・心構えを解説する。さら
に産前・産後を通して母親が母乳授乳をセルフ・ケアできるように、母親自身が意志決定
をできる支援方略を解説する。同時に合併症などで母乳育児ができない母児および家
族への支援も探究する。病院、診療所、地域、開業助産所などのさまざまな場所や立場
で母乳育児支援のあり方を考究できるように教授する。

わが国の伝統的助産文化について科学的エビデンス視点からその限界と検証点を探究
する。一方で国内外の補完代替支援スキルおよび多様な支援スキルの中から東洋的治
療、ケアについて文献学習および視学研修を行う。その成果の討論発表を通してグロー
比較文化助産論
バル社会における学際的な助産力を深め、助産の専門性とわが国の助産文化を土台に
※上記の開講科目一覧は、年度の情報に基づき作成しています。年度以降、変更される場合があります
助産師の働きかたを考察する。
のでご注意ください。
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ミュニケーション能力を教授する。次いで関連文献の抄読から模擬クラスの計画を立
助産学演習Ⅱ
案して討論、評価を行い、「助産実習」につなげられる方向性を教授する。加えて、助
□ 助産師国家試験受験資格
産師が実施する家族計画と実践を学ぶ。さらに「母乳育児支援」の科目に連結して、
妊産婦や家族のニーズに沿った母乳育児に必要な授乳スキルとコンサルテーション
上記の修了要件に加え、助産学領域の選択科目科目単位の内、「助産学教育・研究・実践論」
技能を文献学習およびエビデンスのあるケアについて解説する。
科目を除く科目単位を取得した者には、助産師国家試験の受験資格が得られます。
臨床で助産学実習に入る最初の段階で母性看護学での実習経験に基づく事前確認
を行う。また「助産学実習Ⅰ」で表出された不足技術や実践経験について、「助産学
実習Ⅱ」に連結発展できる基本的実践力の修得のためのプレ実習の位置づけであ
る。先ず助産師が行う妊婦健診および安全な分娩介助･家族支援と産後の支援につ
助産学実習Ⅰ
いて、見学や一部実践を通して基本的な判断・技能・行動力を修得できるために、何
□ 高度実践看護師（がん
看護）受験資格
が不足・不十分であるかを自己認識し、指導教員と協議して課題を明確に理解し補足
技術や実践見学を課題にして取り組む指導を行う。
上記の修了要件に加え、共通科目の「保健医療学特論」、「医療倫理学特論」、「研究特論」、「医
療管理学特論」、「看護教育特論」、「看護理論」、「コンサルテーション論」の中から単位を履
妊娠期の診断から妊娠経過にそった妊婦健診および指定規則に相応する事例（母児
1組）の分娩入院から産後2時間までの分娩介助と助産ケアをほぼ自立して基本的な
修し、かつ、「形態機能・病態学特論」、「フィジカルアセスメント」、「臨床薬理学」の単位を
実践力を修得する。母児をそれぞれ10例以上を継続担当して、出産準備教育や産後
助産学実習Ⅱ
の母児の1ヶ月健診まで自立して助産実践ができることを目標とする。担当する事例
履修し、専門科目からは「がん看護学特論Ⅰ～Ⅴ」、「がん看護学演習Ⅰ～Ⅱ」、「がん看護学実習
は原則的に母児1組を妊娠後期から産後1ヶ月まで少なくとも2事例以上継続的なケア
Ⅰ～Ⅲ」の単位を取得した者には、高度実践看護師（がん看護）受験資格が得られます。
を通して助産実践力を修得できる実習を行う。

・学生の分娩介助実践力（実習Ⅰ、Ⅱ）の到達度評価から学生個々の実践力につい
て省察記録とポートフォリオから課題探索を行う。
・学生個々の自立レベルに到達していない課題に必要な実習（妊婦健診および分娩
助産学実習Ⅲ
介助、母乳育児支援・ケア等）を行うことを目標とする。
・妊産婦や家族支援について助産熟達者との発表討論を通して助産実践力を総括す
※上記の修了要件および受験資格取得要件は、年度の情報に基づき作成しています。年度以降、変更さ
る。
れる場合がありますのでご注意ください。
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助
大産
学学
内領
施域
設 担当教員一覧

催事・イベント

)DFLOLW\DQG%XLOGLQJ
※下記の教員名・担当科目名は年度の情報です。年度以降は変更の場合がありますのでご注意


ください。



※★のついた教員は年度研究指導教員です。研究テーマ等は次頁以降をご参照ください。

大学院講義室（大）


 

教員名

約名が収容できる大講義室です。共通科目や専門科目の

担当科目名
 座学講義に使用します。大人数を収容できるため、修士論

 文の発表会や大学院入学時のオリエンテーションにも使用
  加藤 尚美 教授 女性保健学特論Ⅰ／女性保健学特論Ⅱ／助産管理・経営学
 します。机と椅子が窓に面しているため、晴れた日には、

 島田 啓子 教授

 陽の光が降り注ぐ明るい雰囲気で授業を受けることができ
保健医療学特論／多職種協働・地域連携特論／助産学概論／助産学特論Ⅰ／
 ます。
助産学特論Ⅱ／地域・国際助産学特論／助産管理・経営学／母乳育児支援論／

比較文化助産論／助産学教育・研究・実践論／助産学演習Ⅰ／助産学演習Ⅱ／

助産学実習Ⅰ／助産学実習Ⅱ／助産学実習Ⅲ
大学院講義室（小）

 ロの字型やスクール型などに対応できます。ホワイトボー
 ドも常設されているため、プレゼンテーションをしながら
  日下 桃子 助教 助産学特論Ⅰ／助産学特論Ⅱ／助産学演習Ⅰ

 ホワイトボードに書き留める、という作業も簡単です。



助産師／アドバンス助産師
入学式実施後、日を改めて大学の大講義室を使用して実施

 横浜山手キャンパス
します。大学院での学生生活を有意義なものにするための

 注意事項や履修登録に関する説明、学内施設の見学ツアー
■指導方針
■ 専門分野
 などを行います。新入生は、翌日からは授業が始まること


リサーチ・クエスチョンが明確になるまでディスカッション

ウィメンズヘルスと助産。日本は、不妊治療で妊娠する
 が多いため、真剣に説明に耳を傾けます。





カップルが年々増加しています。不妊症と診断された女性

を重ね、研究目的を設定していきます。倫理審査の受審や調

のなかには、“出産しても私は不妊…”という思いが消え

査を介して、アカデミックマナーについても学んでもらえる

ない方もおり、リプロダクティブヘルスに関する課題が山

ようサポートします。大学院生と教員は、研究のパートナー

積しています。ジェンダーや心理社会的な要因も含めた学

です。皆さんが主体的に研究に取り組めるよう、伴走者とし

際的な研究が求められています。
研
究倫理審査



こちらは演習系の科目や小規模のゼミ等で使用される、定
★ 山﨑 圭子 教授 女性保健学特論Ⅰ／女性保健学特論Ⅱ／女性保健学演習
 員名ほどの小講義室です。机・椅子は可動式ですので、

 鶴見 薫 助教

ᴾ山
山﨑 圭 子

教授
(YHQWV
 .HLNR<DPD]DNL


■ 取得学位・資格・所属キャンパス

新入生ガイダンス
 博士（看護学） 

て支援していきます。



■ 研究テーマ
大学院で修士論文を作成するにあたり、インタビューやア


 ンケートを取る必要がある場合、学内での倫理審査を通過
「産後の疲労感」のセルフモニタリングによるセルフコントロールと抑うつの評価
 する必要があります。院生は事前に研究倫理に関するH
産後か月までの母親の疲労感を測定できる「産後の疲労感尺度」を開発し、“疲れたな･･･”と思った時にいつでもこの

 ラーニングを受講しつつ、指導担当教員とともに概要をま

尺度を使えるにように、45コードからアクセスできるようにしました。産褥早期のすべての母親がこの尺度を使って疲労

 とめ、緊張の面持ちで審査に臨みます。
感をセルフモニタリングし、疲労を蓄積させないように生活をコントロールできれば、産後うつ病の早期発見から予防


助産学概論／助産学特論Ⅰ／助産学特論Ⅱ／地域・国際助産学特論／



（ポピュレーションアプローチ）にパラダイムを転換できる可能性があります！


助産学演習Ⅰ／助産学演習Ⅱ／助産学実習Ⅰ／助産学実習Ⅱ／助産学実習Ⅲ







図書館

マインドフルネスとファミリースキルトレーニングによる産後うつ病の予防効果の検討
産後うつ病に陥るのは、育児不安と疲労により気分が落ち込みやすくなることに加え、パートナーらのサポート不足や心

修
士論文発表会
身のストレス状態が重なり、ネガティブな思考パターンが自動的に繰り返されることが原因のつです。本研究は、スト




蔵書数万冊、北欧の図書館をイメージしてデザインされ

レスの低減に優れたマインドフルネスと、育児支援行動を高めるためのソーシャルトレーニングの組み合わせが、妊産婦
修了を迎える予定の院生による修士論文の発表会です。

 た本大学の図書館です。医療系の大学の図書館として、

 入学以降、時間をかけて地道なデータ収集を行い、とき

 専門的な書籍を豊富に蔵書しています。平日は時、土
 曜日は時まで開館しているため、調べ物や国家試験の

 には指導教員からの厳しい指導を受けながら生まれる研
沖縄の産後慣習から捉える多文化共生社会に貢献する助産の探求
 究成果の集大成を発表する場です。緊張しながらも皆さ

 勉強に励む学生が多く活用しています。

本研究は、産後に特徴的な慣習が実践されていた沖縄をフィールドとし、慣習の歴史文化的変遷を踏まえ、産後慣習やそ
 ん自信をもってプレゼンを行います。



 象に対する助産のあり方を沖縄の事例を元にとらえることを介して、現代の多文化共生社会に貢献する助産や助産師に求
 められる文化的対応能力を探求する研究です。

のストレスをどのくらい軽減できるかを明らかにすることです。



の他の産育習俗に関する人々や助産師の経験やかかわりを調査し明らかにすることです。そして、出産に関する文化的事









院生研究室



学位記授与式



 

■ 担当科目一覧

女性保健学特論Ⅰ／女性保健学特論Ⅱ／女性保健学演習／

健康増進・予防特別研究／助産学特別研究

本大学院生のみが利用可能な研究室です。個別の机とノ

毎年月に茅ヶ崎市市民文化会館にて挙行されます。

 －トパソコン、プリンターがあり、キャンパスの開館中
 は自由に利用が可能です。時近くまで院生が利用して

 多くの論文の読み込み、地道なデータ収集の積み重ねた
■ 受験生へのメッセージ
 苦労が結実する日です。院生が笑顔で学位記を受け取り、


 いることもあります。多くの院生が残した研究成果は、

 新たな一歩を踏み出す日です。

 この部屋から生まれていると言えるでしょう。
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出産はその国の文化です！人生の大切なライフイベントであ
る妊娠・出産・子育てが満足で素晴らしい体験になるよう、
女性と家族の健康支援について一緒に考え、研究してみませ
んか。
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学び
費の特色 ～ 本学のメリット
7XLWLRQIHH
)HDWXUHV 

③
働き
がキ
らャ
でも
べに
る、
様て
な
学びの環境
修了
後なの
リ学ア
つ多い

① 専門領域にとどまらず、幅広い領域の知識取得が可能

本大学院の講義は、平日の夜間（時開始）と土曜の日中の時間を併用して行いますので、仕事との両立を図るこ
&DUHHUV

とが可能です。なお、健康増進・予防領域内の一部の講義、助産学領域の講義は平日の日中にも実施します。



本研究科を修了した後の就職先についてご紹介します。
専門科目は「健康増進・予防領域」「心身機能回復領域」「助産学領域」における固有の専門的な科目を配置して

■ 医療・福祉

います。当該領域の専門科目は相互の関連を常に意識した横断的な科目群になっているため、個々の院生が選択し
た研究主領域の単位取得の他に領域を超えて、関連した科目の単位を取得することも可能となっています。理論面

時限

時間

の構築と高度の専門知識・技術を修得して、専門分野における優れた実践能力を身につけ、地域社会に貢献する為

時限

時分 ～時分

に必要な科目を開講します。

時限

時分～時分

備考
■平日

医療法人社団康心会 湘南東部総合病院
医療法人社団祐昇会 座間整形外科 
東京都立府中療育センター

助産学領域、健康増進・予防領域の一部の講義

時限

時分～時分

時限

時分～時分

時限

時分～時分

時限

時分～時分

■平日

時限

時分～時分

全領域

■土曜日
全領域

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

■ 教育・学習支援業
学校法人湘南ふれあい学園 湘南医療大学
神奈川県立座間養護学校
学校法人了徳寺大学 

（年度～年度修了生 計名実績）

公益財団法人東京都助産師会館 
   母子保健研修センター助産師学校

④ 腰を据えて研究に取り組める「長期履修制度」

                …など

標準修業年限の年間での就学・研究が困難な場合でも、申請により履修期間を年間延長出来る「長期履修制度」

があります。本制度の詳細は「年度
大学院入学者選抜
大
学院ホームページにつ
いて 学生募集要項」をご参照ください。

,QIRUPDWLRQ



② 豊富な関連病院が大学院生をサポート

湘南医療大学大学院のホームページでは、本誌の3')データや本誌未掲載の教員の業績等の情報が入手可能で

本大学院は神奈川県茅ヶ崎市を拠点とする「湘南東部総合病院」や「茅ヶ崎中央病院」を含め、神奈川・東京・静

す。詳細は「湘南医療大学大学院」と検索するか、下記の45コードをご利用ください。

岡に 病院、以上の医療・福祉施設をもつ「ふれあいグループ」の支援を受けており、これらの施設は本研究
科生の助産学実習及び実践的な研究等の場として協力を受けています。グループの強力なバックアップにより、院
生の実践的な研究や実習をサポートします。

⑤ 高度実践看護師の受験資格取得が可能

なお、過去問の販売、ホームページ上での公開はしておりません。閲覧をご希望の場合は、湘南医療大
湘南医療大学大学院では、年月より健康増進・予防領域内に高度実践看護師養成課程を新たに新設しました。
学の大学院事務担当までお問い合わせください。
この課程では、修了要件を満たしたうえで、さらに特定の科目を履修・単位を修得することで、高度実践看護師

大学院ホームページ

（がん看護）の受験資格取得することをができます。がん看護に関する実務経験豊富な教員と、がん看護の最先端

をゆく医療機関での実習経験を通して、ふれあいグループの理念『人を尊び、命を尊び、個を敬愛す』を体現する
専門看護師を養成します。

■ 主担当教員                      
 

渡邉 眞理 教授

湘南医療大学保健医療学部看護学科教授および湘南
  医療大学大学院保健医療学研究科教授。
   北里大学大学院看護学研究科を修了後、神奈川県立

奨学金

がんセンター看護局長、横浜市立大学医学部看護学科

教授などを経て、年月より現職。一般社団法人

6FKRODUVKLS

  日本がん看護学会 理事長。



 本学大学院では学修・研究活動に集中できるよう、充実の奨学金制度を準備しています。詳細については、

（左から岡多恵講師、渡邉眞理教授、清水奈緒美准教授）

 巻末の問い合わせ先までお問い合わせください。
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大学院研究科長 メッセージ
&KDLUSHUVRQ V*UHHWLQJ



建学の理念と目的


グレードアップした高度専門職業人を目指して

)RXQGLQJ3ULQFLSOHV




湘南医療大学は、年月に保健医療学研究科修士課程を開設しました。

建学の理念

本研究科は、医療施設の現場で勤務している看護師、助産師、理学療法士、

湘南医療大学大学院は「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念のもと、

作業療法士、あるいは看護師、助産師、理学療法士、作業療法士を目指し



ている学生で、ご自分の専門職としてのさらなるキャリアアップを考えて
いる方々を対象に、高度専門職業人として、日本の看護学ならびにリハビ

研究科長 喜多村 健

リテーション学の発展に寄与することを目標としています。


研究科長プロフィール

本研究科の特色は、「看護学」と「リハビリテーション学」を包括する、

東京大学医学部を卒業後、東京医科歯科

より広い学問概念である「保健医療学」を学修し、修士（保健医療学）を

大学医学部附属病院 副院長、東京医科歯

取得し、今後、日本が直面する保健医療における問題に対処出来る能力を

科大学 副学長、日本耳科学会 理事長な

身につける人材を育成する点です。

人とのふれあいを通して、他者を思いやり、生あるもの全てに感謝し、
その人らしさを大切にする教育を実践し、すべての人々の幸せに役立つ人材の育成を目指します。



湘南医療大学大学院の目的
湘南医療大学大学院は、本学の理念に基づき、保健医療学の学理及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められ
る職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、健康と福祉社会の進展に寄与することを目的とします。

どを経て、現在、湘南医療大学 副学長お
よび湘南医療大学大学院研究科長。



また、医療法人社団康心会 茅ヶ崎中央病

また、修士（保健医療学）取得に加えて、高度実践看護師（がん看護）の

院 耳鼻咽喉科にて臨床の最前線にも携

受験資格を得られるように科目を設定しています。さらに、本研究科では、

わっています。

助産学領域を設置し、修士（保健医療学）の取得に加えて助産師国家試験
受験資格の取得が可能です。
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横浜エリアは交通が便利。
県内はもちろんの事、東京・静岡等、
近隣県からの通学も可能です。

薬学部校舎

発展する東戸塚地域、
自然と融合した落ち着いた空間です。

東戸塚駅西口より徒歩 15 分

交通アクセスマップ

川
上
IC

上大岡
京浜急行本線

29

関内

17

東急ストア● 西口 ●
レアレア
至戸塚

金沢文庫

品濃町

32

相鉄線

港南台

東戸塚駅入口

22

大船

大和

平戸立体

横須賀

35

至横浜

9

至上永谷

65

藤沢
小田急線

17

久里浜

46

三崎口

66

小田原

至横

●
郵便局

浜

東戸塚駅

品濃口

根岸線

横浜線

東戸塚

37

湘南医療大学
保健医療学部棟
兼 大学院棟

18

横須賀線
東海道本線
湘南新宿ライン

二俣川

橋本

道

8

30

湘南医療大学
薬学部棟

上品濃公園

横浜

新横浜

51

新

東戸塚駅
西口入口

東横線

町田

ふれあい東戸塚
● ホスピタル

浜

36

横

国道１号

渋谷

介護老人保健施設
● ヒルズ東戸塚

沢

32

藤

品川

フォートンヒルズ

至

至戸塚

※数字は東戸塚駅からの所要時間
（分）です。
（朝通学時間帯のおよ
そ目安です）
路線図 は一部を表示しています。

東口
西武
オーロラモール

至
JR横須
横
賀
浜
線・
湘
南
東
海
新
道
宿
本
ラ
線
イ

JR

イオン

ン

ミニストップ

環状 2 号線

至新横浜
環２境木

湘南医療大学 大学院

大学院ホームページ

〒 244-0806 神奈川県横浜市戸塚区上品濃 16-48

TEL：045-821-0188

HP： https://sums.ac.jp/html/graduate_school/

50

ふれあいグループがスペシャリストへの道をバックアップします
グループの将来を担う看護師、保健師、理学療法士、作業療法士を育成する本学への期待は益々高まっており、関連病院、施設との間で様々
な形で、優秀な医療スタッフを育成するための連携が行われています。
教

育

学校法人 湘南ふれあい学園
●湘南医療大学
●茅ヶ崎看護専門学校
●湘南医療大学附属 下田看護専門学校
●茅ヶ崎リハビリテーション専門学校
●医療ビジネス観光福祉専門学校
●幼保連携型こども園 みどり幼稚園
●ふれあい医療福祉研修センター

保

健

医療法人社団 康心会
●湘南健康管理クリニック
医療法人 回生会
●ふれあい横浜ホスピタル 健康管理センター
2022.8.2,000

医

療

医療法人社団 康心会
●湘南東部総合病院
●茅ヶ崎中央病院
●茅ヶ崎新北陵病院
●ふれあい町田ホスピタル
●ふれあい鶴見ホスピタル
●湘南さくら病院
●康心会伊豆東部病院
●康心会汐見台病院
●湘南東部クリニック
●ティーエイチピーメディカルクリニック
●訪問看護茅ヶ崎ふれあいステーション
●居宅介護支援センターふれあい北口ケアセンター
●茅ヶ崎市地域包括支援センターすみれ

●鶴嶺東地域包括支援センターさくら
医療法人社団 健齢会
●ふれあい平塚ホスピタル
●ふれあい東戸塚ホスピタル
●ふれあいクリニック泉
医療法人 大樹会
●ふれあい鎌倉ホスピタル
●介護老人保健施設 ふれあいの桜
医療法人 回生会
●ふれあい横浜ホスピタル
医療法人社団 公仁会
●大和成和病院
●成和クリニック
●成和訪問看護ステーション
医療法人社団 さがみ野中央病院

医療法人社団 柏綾会
●綾瀬厚生病院
●あやせ訪問看護ステーション
医療法人社団 静岡康心会
●ふれあい沼津ホスピタル
●ふれあい沼津クリニック
●援護寮千本レジデンス、
グループホーム
千本、
グループホーム千本コーポ
医療法人社団 辰五会
●ふれあい南伊豆ホスピタル
●介護老人保健施設 ふれあいの下田
●南伊豆地域生活支援センターふれあい
●ふれあい上野山訪問看護ステーション

