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　少子化・超高齢社会という人口構造
の変化や社会構造の変化、経済の低成
長、国際化の進展などを背景に、人々
の保健医療福祉ニーズは多様化してい
ます。そして、21世紀に入って以降の我
が国の保健医療福祉制度も目まぐるし
く変化しています。このような変化から、
看護職には、高度な看護ケアを実践す
ることや、ヘルスケアマネジメントによ
り多機関・多職種と協働しながら「チー
ム・ケアのキーパーソン」として活躍す
ること、地域のケアニーズに応じて看護
を含むヘルスケア資源をシステム化する
こと等が求められ、役割を発展・拡大し
ていくことが期待されています。ヘルス
ケア資源は様々な組織によって提供さ
れており、また、その質・量は、離島や
過疎地域、都市部などの地理や文化・
歴史などの特性によって様々です。この
ことを踏まえて看護実践の課題を捉え

ることによって、より高度な看護実践の
開発につながると考えます。
　自治医科大学大学院看護学研究科は、
へき地にも都市部にもどこにでも存在
するヘルスケア資源の乏しい施設・地域
における看護実践あるいは看護サービ
ス提供システムの改善・改革、ならびに、
高度専門医療と地域医療あるいは保健
福祉介護システムとの連動による人々へ
の安全・安心なヘルスケアの提供に貢
献できる人材を育成することを目的とし
て開設されました。
　本看護学研究科博士前期課程には、
5つの看護専門領域の専門看護師に求
められる高度な看護実践能力の育成を
目指す実践看護学分野と、効果・効率
的な看護ケアの提供を具現化するシス
テムを構築・改善できる人材の育成を
目指す地域看護管理学分野があります。
地域包括ケアリーダーとなり得る臨床
能力の高い高度実践看護職育成のため
の教育に力を入れており、2014年度か

らは38単位の高度実践看護師教育課程
を開始しました。また、本学では2015
年8月に看護師特定行為研修センター
を設置し、厚生労働省の指定研修機関
に指定されていますが、研究科では看
護職の役割拡大に伴う技術開発や活動
体制の改善・構築も視野に入れた教育・
研究を行っています。修了生は専門看護
師や認定看護管理者等の高度実践看護
職として活躍しています。一方、博士後
期課程は、博士前期課程の2分野をそれ
ぞれ発展させる分野として、広域実践看
護学分野の1分野を置き、ヘルスケアシ
ステムを視野に入れ、複数の看護専門
領域にわたる広域的な視座から、看護
実践の開発を追究することのできる教育
研究者の育成を目指しています。
　高度専門医療と地域医療が直面する
課題に対し、高度看護実践や教育研究
を通して挑んでいく意志と意欲のある方々
が入学されることを期待しております。

Ｉ研究科長挨拶Ｉ

自治医科大学大学院看護学研究科の沿革

看護学研究科長	 春山	早苗

1972年  4月 学校法人自治医科大学設立
2002年  4月 自治医科大学看護学部開設
2006年  4月 自治医科大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程開設
2008年  2月 専門看護師教育課程認可（日本看護系大学協議会）

（母性看護、小児看護、クリティカルケア看護、精神看護）
3月 自治医科大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程第1回修了式
4月 修士課程実践看護学分野にがん看護学領域を追加設置

2010年  2月 がん看護専門看護師教育課程認可（日本看護系大学協議会）
2011年12月 自治医科大学大学院看護学研究科看護学専攻課程変更認可
2012年  4月 自治医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程開設

修士課程は博士前期課程に名称変更
2014年  2月 5専門分野の高度実践看護師教育課程（38単位）認可（日本看護系大学協議会）
2016年  3月 自治医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程第1回修了式
2019年  4月 博士前期課程地域看護管理学分野の看護技術開発学領域を診療看護技術管理学領域に変更

広域実践看護学分野
ヘルスケアシステムや看護提供システムを視野に

入れつつ複数の看護専門領域の視座を理解した上で､
看護に関する問題の全体像と本質を捉え探究し、

看護学を発展させることのできる教育研究者を育成する

高度な看護実践能力を有し、組織機能を向上拡大
させながら高度医療と地域医療をつなぐチーム形成と

機能向上を図る高度実践看護職を育成する
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自治医科大学大学院看護学研究科 看護学専攻
Jichi Medical University Graduate School of Nursing

医療の谷間がへき地を意味した自治医科大学の創設期から40年以上が経ち、現在の日本の医療は、都会にあっても医療難民がいると

いう状況にあります。2010年に、自治医科大学は我が国の地域の医療状況を改善するために、新たなミッションを策定しました。

自治医科大学大学院は、医学研究科（修士課程・博士課程）と看護学研究科の2つの研究科から構成されています。このミッション

に基づいて、本看護学研究科の博士課程（前期および後期）は次の教育目的をもっています。

自治医科大学の新たなミッション
1．地域医療、および地域の医療／保健／福祉ネットワークの構築とその維持に貢献する医療人を育成する。

2．医療難民を作らない地域医療提供体制への研究／提言／支援を行う。

3．医療／健康に貢献する研究を推進する。

看護学研究科の教育目的
豊かな学識と高度の研究能力を身につけ、地域の保健医療および福祉の向上や看護学の発展に指導的な役割

を果たす人材を養成する。

看護学研究科の組織
本看護学研究科の博士前期課程は、実践看護学分野（小児看護学、母性看護学、クリティカルケア看護学、精神看護学、がん看護学

の5領域）と地域看護管理学分野（老年看護管理学、地域看護管理学、診療看護技術管理学の3領域）の2分野で構成されています。

博士後期課程は、これらの2つの分野をそれぞれ発展させ、看護に関する問題の全体像と本質をとらえる看護学の教育研究を行う、

広域実践看護学分野の1分野となっています。

　＊1： 実践看護学分野では、小児看護専門看護師、母性看護専門看護師、急性・重症患者看護専門看護師、精神看護専門看護師、

がん看護専門看護師の受審資格が得られる5領域を開設しています。

　＊2：地域看護管理学分野では、認定看護管理者の受審資格が得られる3領域を開設しています。

《専攻分野》
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博士前期課程

地域看護管理学分野

老年看護管理学

地域看護管理学

診療看護技術管理学

広域実践看護学分野

実践看護学分野
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看護学研究科　博士前期課程 入学定員 8名　　収容定員 16名

教育目標 高度な看護実践能力を有し、組織機能を向上拡大させながら高度医療と地域医療をつなぐ
チーム形成と機能向上を図る高度実践看護職を育成する。

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）

1.  高度看護専門職業人として、保健医療福祉の多様なニーズに対し高い倫理観と実践的な専門性を身につけ、社会に貢献したい人

2.  看護管理的活動を通して、保健医療福祉の組織機能の改善や向上に寄与する新たな提言をしたい人

３.  知的好奇心に富み、実践に適した様々な解決方法を自ら考え、リーダーシップを発揮できる行動力のある人

４.  将来に対するビジョンと信念を有し、未来を切り拓いていこうとする情熱のある人

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

１.  高度看護実践力の育成強化を中心に編成し、そのために必要不可欠な共通科目と専門科目を置く。

2.  共通科目は、高度実践看護職として機能するために、看護学領域を越えて共通に必要となる実践、教育、相談、調整、研究、倫理、管理、

ならびに地域医療に関する学識を修得するための科目を置く。看護管理・政策論は必修科目とする。

3.  実践看護学分野では、個人およびその家族を対象とする高度な看護実践力を修得するための科目を配置する。地域看護管理学分野では、

地域社会において看護サービスを提供し、組織化することに求められる看護実践力の修得のための科目を配置する。

4.  実践看護学分野では、5つの看護学領域毎に専門科目である講義、演習、特別演習、専門看護実習、課題研究を置き、必修科目と選択科

目で構成する。また、選択科目である全領域共通の実践看護学特別研究を置く。

5.  地域看護管理学分野では、3つの看護学領域毎に専門科目である講義、演習、特別演習を置き、また、全領域共通の地域看護管理学特別

研究を置く。すべて必修科目で構成する。

6.  課題研究、特別研究のいずれかを履修させ、研究活動および修士論文の作成を指導する。研究課題の設定および研究方法等を幅広い観点

から検討する機会を大学院生に提供するために、博士前期課程・博士後期課程合同研究セミナーを開催する。

7.  実践看護学分野には、母性看護、小児看護、クリティカルケア看護、精神看護、がん看護の5つの専門看護師教育課程を設ける。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

所定の単位を修得し、学位論文審査に合格した者で、高度な看護実践力を有し、組織機能を向上拡大させながら高度医療と地域医療をつ

なぐチーム形成と機能向上を図ることができる人材に、修士（看護学）の学位を授与する。

高度な看護実践力とは、以下の通りである。

1.  実践看護学分野では、高度な判断力・臨床実践力および組織調整力

2.  地域看護管理学分野では、看護ケアの効果的・効率的な提供を具現化する看護活動や看護サービス提供システムを構築・改善できる力

修了要件

修了するためには、次の条件を満たし、共通科目から4科目（8単位）以上を履修し、入学試験で選択した領域の科目を22単位以上修得

しなければならない。

1. 博士前期課程に2年以上在籍すること

2. 30単位以上を修得して必要な研究指導を受けて修士論文の審査と最終試験に合格すること

標準修業年限…2年（在籍可能年限 最長4年）　　　取得学位…修士（看護学） Master of Nursing
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履修方法とモデル
博士前期課程では、入学試験で選択した専攻分野の領域を中心に履修し、共通科目「看護管理・政策論」を必ず履修しなければなりません。

入学時に決定した研究指導教員から研究指導を受けます。研究題目の設定および研究方法等について、研究倫理審査を受ける前に「合

同研究セミナー」で研究構想を発表して幅広い観点から検討します。原則として修了予定年度の12月第3月曜日までに修士論文を提出し、

審査および最終試験を受けます。

専門看護師*を目指す場合には、高度実践看護師教育課程で認定された共通科目を選択し、実践看護学分野の各領域の専門看護実習を履

修しなければなりません（下図参照）。また、地域看護管理学分野を選択した場合、一定の要件を満たせば認定看護管理者**の受審資格

を得ることができます。

＊専門看護師（Certified	Nurse	Specialist）
専門看護師とは、保健・医療・福祉現場において、複雑な健康問題を有する患者にケアとキュアを統合し、卓越した直接ケアを提供するとともに、
相談、調整、倫理的調整を行い、ケアシステム全体を改善することで、看護実践を向上させる高度実践看護師（Advanced Practice 
Nurse）をいう。専門看護師の教育は、日本看護系大学協議会で認定された大学院において行われ、その資格の認定審査等は日本看護協
会が担っている。
＊＊認定看護管理者（Certified	Nurse	Administrator）
認定看護管理者とは、日本看護協会認定看護管理者認定審査に合格し、管理者として優れた資質を持ち、創造的に組織を発展させることが
できる能力を有すると認められた者をいう。

［履修モデル］

標準
［履修モデル］

専門看護師
を目指す場合

合計30単位以上 修士論文の提出 合計42単位以上

共通科目として8単位以上 共通科目として14単位以上

各領域（地域看護管理学分野もしくは、実践看護学分野）
の講義・演習科目より12単位以上選択

専門科目として22単位以上

各領域の特別演習（4単位）
各領域の特別研究（6単位）

各領域（実践看護学分野）の講義・演習科目より
14単位以上選択

各領域の専門看護実習（10単位）
各領域の課題研究（4単位）

専門科目として28単位以上

「看護管理・政策論」(2単位）は必修科目共通科目

「病態生理学特論」（2単位）
「フィジカルアセスメント特論」（2単位）
「臨床薬理学特論」（2単位）
「看護実践研究論」（2単位）
「コンサルテーション論」（2単位）
「看護倫理」（2単位）
「看護継続教育論」（2単位）
「地域医療論」（2単位）
「地域調査法」（2単位）
「Academic Writing ＆ Oral Presentation」（1単位）

「病態生理学特論」（2単位）
「フィジカルアセスメント特論」（2単位）
「臨床薬理学特論」（2単位）

「看護実践研究論」*（2単位）
「コンサルテーション論」*（2単位）
「看護倫理」*（2単位）
「看護継続教育論」*（2単位）

「地域医療論」（2単位）
「地域調査法」（2単位）
「Academic Writing ＆ Oral Presentation」（1単位）

*印の4科目
から3科目
選択

必修

本研究科博士前期課程の専門看護師の教育課程は、文部科学省「職業実践力育成プログラム（BP）」として認定されました。（2018

年4月以降の入学生が対象）

「職業実践力育成プログラム（BP）」制度とは、大学等におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図

る機会の拡大を目的とした文部科学大臣が認定する制度です。
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修了生の研究テーマ

領 域 修了年度 修了生氏名 研究テーマ

小児看護学

2019
川上 直子 出生直後より2回以上転科・転棟を余儀なくされる先天性心疾患の子どもの母親への看護実践の

検討

谷㟢 知里 医療的ケアが必要な子どもの初めての退院に向けた家族内役割調整のための看護実践

2018 飯島 早絵 生体肝移植をうけた子どもの療養行動に対する母親の関わりのプロセス

2017 小西 克恵 救急外来看護師が軽症乳幼児の養育者に行う支援の現状　～子育て支援に焦点をあてて～

2016 辻本 健 小児がん患児・家族への告知における看護実践の現状と影響要因

2015
佐々木 綾香 小児血液腫瘍をもつ思春期の子どもの療養行動の継続に影響を与える要因と看護支援

宗像 修 小児看護におけるやりがいの関連要因

母性看護学

2019
井野 さおり 不育症を経験し出産に至った女性の妊娠期の体験

小田 郁代 周産期メンタルヘルスの悪化を予防するための看護実践

2016 鈴木 仁子
切迫早産で入院した母親の母乳育児の意向を支える看護の検討
－出産前から出産後1か月までの継続的な母乳育児支援を通して－

2015
小林 由美 助産外来から産科混合病棟への継続看護システムの検討

佐藤 ひさ代 初めて妊娠糖尿病と診断された妊婦の自己管理上の課題と助産師の支援の検討

クリティカル
ケア看護学

2018
坂西 佐久子 ICUにおける人工呼吸器装着患者の鎮静・鎮痛・せん妄予防を包括する臨床判断に関する研究

路川 恵利加 心臓血管外科の開胸術を受ける患者とその家族に対する効果的なせん妄予防のための看護実践

2016
阿久津 美代 急性重症患者の精神的回復力を支える看護実践の検討

佐藤 博昭 術後期にある食道がん患者に対する非薬理学的ケアによる痛み緩和の検討

精神看護学

2016 酒井 克子 退院および地域生活支援に関連する社会資源についての精神科看護職の経験

2010 谷田部 佳代弥 慢性統合失調症事例の地域生活の困難に関する精神科看護職の認知

2007 関 澄子 地域で生活している統合失調症をもつ人たちの金銭管理に関する認識

がん看護学

2018 大根田 梨華
Interventional Radiology(IVR)を繰り返す再発肝細胞がん患者の全人的苦痛に対する
看護師の関わり

2017 福田 彩子 婦人科がん関連リンパ浮腫患者のセルフケアを促進する看護実践

2016
岩永 麻衣子 緩和ケア病棟看護師の終末期がん患者とその家族との関わりの中で生じた無力感に対する対処

皆川 麗沙 終末期がん患者とその家族の在宅移行過程における大学病院病棟看護師の役割

2015 大串 未来 終末期にある造血器腫瘍患者のその人らしさを支える看護

老年看護
管理学

2017 上野 千鶴子 原発避難高齢者の悲哀とレジリエンス

2011
鈴木 洋子 「物忘れ外来」における外来看護師の看護実践内容の分析

山田 恵子 特定機能病院における急性心筋梗塞DPCコード別の高齢者看護ケアの特徴

2010 髙山 詩穂
高齢者の口腔吸引・鼻腔吸引に伴うリスク要因の検討
～FMEA（Failure Mode and Eff ects Analysis)を用いて～

地域看護
管理学

2019 太田 あゆ美 統括保健師が配置されていない小規模町村における部署横断的な保健活動に関する研究

2018 大海 佳子 病院から初めて在宅に移行した医療的ケア児の家族の在宅移行後1か月間の体験

2017 山縣 千開 生活困窮者世帯への児童虐待予防に関わる市町村保健師の活動方法

2016 冨山 純子 二次予防対象高齢者の介護予防に果たす高齢者自主グループの機能

看護技術
開発学※

2019 埇田 真彰 特定行為研修修了看護師が役割獲得するまでのプロセス

2017 古内 三基子 訪問看護における胃瘻造設患者の経口摂取開始に関する支援ニーズと看護実践

※2019年度より診療看護技術管理学領域に変更（近年の研究テーマから抜粋）
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領域と教員組織

2019年度から看護技術開発学領域を診療看護技術管理学領域に変更しました

教員組織（専任教員）
実践看護学分野 地域看護管理学分野
小児看護学領域 老年看護管理学領域
横山 由美 教授★ 上野 まり 教授★★ 浜端 賢次 教授★★

田村 敦子 准教授 川上 勝 准教授

母性看護学領域 地域看護管理学領域
成田 伸 教授★ 春山 早苗 教授★★ 塚本 友栄 教授★★

角川 志穂 准教授 診療看護技術管理学領域
クリティカルケア看護学領域 村上 礼子 教授★★ 里光 やよい 教授★★

佐藤 幹代 准教授 長谷川 直人 准教授 福田 順子 准教授

精神看護学領域 八木 街子 講師

永井 優子 教授★ 半澤 節子 教授★ ★★地域看護管理学特別研究指導教員

がん看護学領域

本田 芳香 教授★ 小原 泉 教授★ 共通科目
★実践看護学特別研究指導教員 大塚 公一郎 教授

※受験希望者は希望する領域の研究指導教員(★/★★印)の事前面接を
　受けなければならない。

倉科 智行 准教授

鹿野 浩子 講師 関山 友子 講師
●各教員の業績等はホームページをご参照ください。

本領域の診療看護技術とは、特定行為を含む診療の補助として提供される看護の技術全般のことです。診療看護技術を必要とするそれぞ

れの場の特徴を踏まえ、看護職の役割拡大に伴う安全・安心な看護技術の開発・改善・医療提供システムづくりに寄与できる研究課題を

探究します。
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谷㟢	知里さん
博士前期課程
実践看護学分野　小児看護学領域

（専門看護師を目指した場合）
（2019年度修了生）

井野	さおりさん
博士前期課程
実践看護学分野　母性看護学領域

（標準モデルでの履修）
（2019年度修了生）

　私は大学院進学まで８年間新生児集中治療部で勤務していました。様々な疾患をもつ
子どもとその家族へ看護支援を行う中で、子どもと家族がよりよい状態で過ごすためには
どうすればよいのか、関係する医療職者はどのように連携を図り関わっていくことが必要
なのかを考えるようになり、看護師としての視野の狭さや知識の少なさを感じ、進学を決
めました。

１．進学の動機

２．学修の実際

　進学後、 講義や演習科目では学習課題についてのプレゼンテーションを通して、自分
の思考を言語化し、 他者に伝えることの大切さと難しさを学びました。共通科目では、
小児看護学以外の様々な領域の院生と意見交換を行う機会が多くあり、新たな視点を得
ることもできました。また、小児看護学領域の講義や演習科目では、小児看護の基盤と
なる概念や理論の学修や、小児看護専門看護師の方々から講義を受ける機会を通して、
小児看護専門看護師に求められる知識、看護実践上の視点や思考を学ぶことができました。
小児看護専門看護実習では、担当させていただいた子どもとその家族に対する看護実践
を通して高度看護実践とは何かを探究しました。多面的に物事を捉え、課題を明確化し、
専門看護師の役割・機能を用いて課題解決のために看護実践を行うことの重要性を学び
ました。

３．大学院で学ぶことの意味

　２年間での専門看護師課程の修了は、取得単位数も多く大変でしたが、学びの多い日々
を過ごすことができました。臨床現場にいただけでは味わえない充実した日々を送ること
ができたと感じます。子どもとその家族が疾患をもちながらもよりよい状態で療養生活を
送る看護実践を提供できるよう、大学院での学びを活かしていきたいと思います。

　私は、周産期母子医療センター等において、助産師として働いてまいりました。その後、
へき地医療に携わる夫とともに、へき地に赴き、自分自身も出産・育児を経験しました。
そのような中で、身体的・精神的・社会的なハイリスク化が急速に進んでいる周産期の
現状を実感し、どのような地域においても安全で適切な看護を提供することの重要性と難
しさについて実感いたしました。
　変化する周産期の現状を改めて学び直し、理論的根拠のもと起こりうる危険性を予測し、
安全で適切な看護を提供するためにさらなる知識や技術が必要と感じ、大学院への進学
を考えました。

１．進学の動機

２．学修の実際

　大学院では、 授業、 演習、 研究などが同時に進みます。時間に限りのある中で、 時
間の調整に苦労しながらも、日々スケジュールを立て、自己学修を進めていくことが重要
であると感じていました。
　大学院の授業やゼミで使用する資料は、学生自らが、様々な文献や書籍を調べて、構
想を練り、試行錯誤しながら作成し、プレゼンテーションを行います。各領域の院生が少
人数であることからも、院生同士が交流する機会も多く、新たな視点からのコメントに、
常に、視野の広がりや刺激を感じ、多くの気づきを得ることができました。

３．大学院で学ぶことの意味

　大学院へ進学し、 臨床などこれまでの経験の中で、 視野が狭く見えていなかったこと
が多くあったと気がつきました。自身の看護実践の目的や意味などを振り返り、論理的に
思考することを学ぶことが大学院で学修することの意味であると考えます。また、プレゼ
ンテーションなどの機会を多く得ることができ、自分の考えを言語化し、 伝える力を磨く
ことができたと考えます。大学院での2年間は、 常に仲間からよい刺激を受け、 視野の
広がりを感じ、日々、成長を感じることができる貴重な時間となりました。

学修生活の実際
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★全ての共通科目および専門科目の一部は科目等履修の対象科目となっており、入学前に履修して単位を修得しておくことができます（詳細はP.13～15を参照）。

授業科目履修の実際
小児看護学領域の履修の実際（標準年限、専門看護師を目指す場合）case1

1年次 ２年次

前期

（共通科目）		看護管理・政策論／病態生理学特論／フィジカルアセスメント特論
臨床薬理学特論／看護実践研究論／コンサルテーション論

（専門科目）小児看護学講義Ⅰ・Ⅱ／小児看護学演習Ⅰ・Ⅱ
前期

（専門科目）小児看護学演習Ⅳ／小児看護専門看護実習Ⅰ

専門看護師教育課程の共通科目として認定されている科目と、医学的知識、
小児看護に求められる基盤となる概念や理論をゼミ形式で学びます。

小児看護高度実践を提供するために求められる臨床推論を演習で学び、
実習では専門看護師の役割（実践・相談・調整・倫理調整・研究）を理
解し、求められる実践能力を修得します。

後期

（共通科目）看護倫理
（専門科目）小児看護学講義Ⅲ／小児看護学演習Ⅲ

後期

（専門科目）小児看護専門看護実習Ⅱ
（課題研究）小児看護学課題研究

専門看護師教育課程の共通科目として認定されている科目と、小児看護
高度実践の提供に必要な専門的看護支援について、ゼミ形式で学びます。

実習では、子ども特有の疾病の診断・治療のプロセスについて実践を通して
学び、高度専門看護に必要な実践能力を修得します。課題研究では、実習
等で見出された課題をもとに研究を行い、論文を作成していきます。

▶　▶

母性看護学領域の履修の実際（標準年限、標準モデルでの履修の場合）case2

1年次 ２年次

前期

（共通科目）		看護管理・政策論／コンサルテーション論
（専門科目）母性看護学講義Ⅰ／母性看護学演習Ⅰ・Ⅱ

前期

（専門科目）母性看護学特別演習

共通科目として履修が必要な科目と、母性看護学に求められる医学的知識、
基盤となる概念や理論を学びます。

母性看護における自らの関心領域の文献クリティークを行い、研究課題を
明確にし、研究計画書を作成します。

後期

（共通科目）看護倫理／看護継続教育論
（専門科目）母性看護学講義Ⅱ・Ⅲ／母性看護学演習Ⅲ・Ⅳ

後期

（専門科目）実践看護学特別研究

共通科目として履修が必要な科目と、母性看護領域の最新知識を学ぶと
ともに、個々の研究テーマをゼミ形式で探究していきます。

特別研究では、母性看護学の講義・演習・特別演習から見出された実践
的課題の中から研究課題を設定して研究活動を展開し、修士論文を作成
していきます。

▶　▶

1年次 ２年次

前期

（共通科目）看護管理・政策論／地域医療論
（専門科目）診療看護技術管理学講義Ⅰ／診療看護技術管理方法Ⅰ

前期

（専門科目）診療看護技術管理学特別演習

専門科目講義及び方法Ⅰは、金、土曜日に開講されるゼミ形式の授業です。
特定行為研修における共通科目または区分別科目の講義科目や実習の受
講を含み展開されます。

特定行為研修の科目の追加受講を必要に応じて展開しつつ、研究計画書
を作成します。本学の倫理審査の受審、承認を経て、研究活動を行います。
この準備とまとめのためにゼミ形式の授業を金曜日に行います。

後期

（共通科目）地域調査法／看護倫理
（専門科目）		診療看護技術管理学講義Ⅱ／診療看護技術管理方法Ⅱ　　

診療看護技術管理学演習

後期

（専門科目）地域看護管理学特別研究

専門科目は、金、土曜日に開講されるゼミ形式の授業です。方法Ⅱでは、
特定行為研修における科目の実技試験や教育計画の立案を含み展開され
ます。演習では、特定行為研修の科目の受講をフィールド演習として展開し、
方法Ⅱで立案した教育計画の実施、研究活動の事前調査や研究目的の焦
点化を図ります。

修士論文を作成し、12月中旬に提出します。1月下旬の学位論文審査（口
頭試問）、2月中旬に最終試験（論文発表会）を経て合格すると学位が
授与されます。

診療看護技術管理学領域の履修の実際（標準年限、特定行為研修と併せて学修する場合）case4
▶　▶

母性看護学領域の履修の実際（長期履修、標準モデルでの履修の場合）case3
1年次 ２年次 3年次

前期

（共通科目）看護管理・政策論
（専門科目）		母性看護学講義Ⅰ　　　　　　

母性看護学演習Ⅰ・Ⅱ

前期

（共通科目）コンサルテーション論
（専門科目）母性看護学特別演習

前期

○研究活動

共通科目として履修が必要な科目と、母性看
護学に求められる医学的知識、基盤となる
概念や理論を学びます。

必要な共通科目を履修します。母性看護にお
ける自らの関心領域の文献クリティークをゼミ
形式で進めます。

研究計画書に基づき、研究活動を開始します。

後期

（専門科目）		母性看護学講義Ⅱ・Ⅲ　　　　
母性看護学演習Ⅲ・Ⅳ

後期

（共通科目）看護倫理／看護継続教育論

後期

（専門科目）実践看護学特別研究

母性看護領域の実践課題を演習形式で学ぶ
とともに、個々の研究テーマをゼミ形式で
探究していきます。

必要な共通科目を履修します。自らの研究課
題を明確にし、研究計画書を作成します。

特別研究として、研究活動を展開し、修士論
文を作成していきます。

▶　▶ ▶　▶
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看護学研究科　博士後期課程

教育目標
ヘルスケアシステムや看護提供システムを視野に入れつつ複数の看護専門領域の視座を理
解した上で、看護に関する問題の全体像と本質をとらえ探究し、看護学を発展させること
のできる教育研究者を育成する。

修了要件
次の3条件を満たすことが必要であるが、優れた研究業績をあげた者については、研究科において特に認めた場合に限り、在学期間を

短縮できる。（学則第12条第4項）

1. 博士後期課程に3年以上在学すること

2. 専門科目のうち必修科目から10単位以上及び選択科目から2単位以上、専門関連科目の選択科目から2単位以上の合計14単位以上を

　修得すること

3. 必要な研究指導を受け、博士論文の審査および最終試験に合格すること

標準修業年限…3年（在籍可能年限最長6年）　　　取得学位…博士（看護学） Doctor of Science in Nursing ：DSN

入学定員 2名　　収容定員 6名

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）
1.  人々の生命・健康・福祉を守り、生活の基盤となる保健・医療・福祉サービスを提供する組織化された仕組みの整備状況、機能性、課

題を踏まえ、看護学の教育研究活動の未来を切り拓く熱意のある人
2.  地域社会の変容を背景とした地域医療及び高度専門医療が直面する課題に対し、ヘルスケアシステムや看護提供システムを視野に入れ、

複数の看護専門領域の視座から理解し、看護実践を開発できる優れた研究能力を身につけ、看護学の教育研究活動に貢献したい人
3.  科学的な根拠に基づく看護ケアの開発や看護ケアを効果的・効率的に提供するためのケアシステム、施策・政策化に寄与し、看護学の

発展に貢献できる新たな提言をしたい人

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
１.  広域実践看護学分野は、ヘルスケアシステムや看護提供システムを視野に入れつつ複数の看護専門領域の視座を理解した上で、科学的な根拠に基づく看護

ケアの開発やその看護ケアを効果的・効率的に提供するためのケアシステムならびに、施策・政策化に寄与する看護学の教育研究を行う分野である。このよう

な分野の考え方から、博士前期課程の実践看護学分野と地域看護管理学分野を相補的に深化させた教育内容の専門科目と専門関連科目により、カリキュラム

を編成する。

2.  専門科目は、講義、演習、特別研究で構成する。

3.  専門科目の講義科目では、看護に関する問題の全体像と本質を捉えた上で、研究課題と研究方法を探究できるようにするための必修科目と選択科目を置く。

必修科目は、ヘルスケアシステムや看護提供システムに関わる課題に対する研究的アプローチを学修する科目とする。選択科目は、複数の看護専門領域の研

究的アプローチを学修する科目とする。

４.  専門科目の演習科目は必修科目とする。4つのテーマを設け、システムと看護ケアの各面からテーマを1つずつ選択させ、看護の対象を取り巻くヘルスケアシ

ステムを視野に入れつつ、ヘルスケアシステムや看護提供システムと看護ケアの課題を結び付けて、研究課題を焦点化し、研究計画に反映できる学修内容と

する。

５.  専門科目の特別研究は、1年次から3年次をとおした必修科目とする。研究活動および博士論文の作成を、主研究指導教員と2名の副研究指導教員の体制で

指導する。

６.  専門関連科目は、広い視野、深い洞察力、総合的な判断能力、および看護の新たな概念・知識体系を構築するための基盤を養い、研究方法を探索できるよ

うに看護学分野以外の分野の知見や研究方法を学修する選択科目で構成する。

７. 専門領域外の看護職者や研究者ともコミュニケーションを図りながら研究を推進していく力を身につけるために、演習・特別研究の一環として、博士前期課程・

博士後期課程合同研究セミナーを定期的に開催する。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
所定の単位を修得し、学位論文審査に合格した者で、ヘルスケアシステムや看護提供システムを視野に入れつつ複数の看護専門領域の視座

を理解した上で、看護に関する問題の全体像と本質を捉えて探究し、看護学を発展させることができる教育研究力を備えた人材に、博士（看

護学）の学位を授与する。備えるべき教育研究力とは、以下のとおりである。

１.  複数の看護専門領域の視座から従来の知見を踏まえ、看護実践を基盤とした新たな知見を創出できる力

２.  学際的な分野への対応能力を含めて、看護実践に即した研究を自立して企画・推進できる力

３.  研究的手法を用いてヘルスケアシステムや看護提供システムを評価できる力

４.  看護実践力や研究能力を付与できる力
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博  士  論  文

広 域 実 践 看 護 学 特 別 研 究 Ⅱ ( 3 単 位 )

広
域
実
践
看
護
学
特
別
研
究
Ⅰ(

３
単
位)

地
域
保
健
医
療
研
究
論(

２
単
位)

異
文
化
精
神
医
療
論(

２
単
位)

言
語
学
研
究
論(

１
単
位)

広域実践看護学特論Ⅰ(ヘルスケアシステム・看護管理研究法)
必 修 科 目 ( 2 単 位 )

広 域 実 践 看 護 学 演 習 ( 2 単 位 )
＜ヘルスケアシステム･看護管理＞ ＜看護教育＞ ← いずれか1つを選択

← いずれか1つを選択＜クリニカルケア＞　＜メンタルヘルスケア＞

広域実践看護学特論Ⅱ
(クリニカルケア研究法）
選択科目(2単位)

広域実践看護学特論Ⅲ
(メンタルヘルスケア研究法）
選択科目(2単位)

広域実践看護学特論Ⅳ
(看護教育研究法）
選択科目(2単位)

1 科 目 以 上 を 選 択

専門関連科目
2単位以上専門科目　必修10単位以上　選択2単位以上

教育課程の構造図

教員組織（専任教員）

広域実践看護学特別研究の主研究指導教員とその研究テーマ

研究指導教員 研究指導補助教員

春山 早苗 教授 小原 泉 教授 永井 優子 教授 角川 志穂 准教授

成田 伸 教授 半澤 節子 教授 本田 芳香 教授 長谷川 直人 准教授

村上 礼子 教授 横山 由美 教授
※受験希望者は、研究指導教員のうち、指導を希望する教員の事前面接を受けなければならない。 専門関連科目

副研究指導教員 鹿野 浩子 講師

上野 まり 教授 大塚 公一郎 教授 里光 やよい 教授

塚本 友栄 教授

永井	優子	教授
精神的な問題をもつ人および精神障害者とその家族セ
ルフケアを促進し、地域生活を継続するとともに、よ
り質の高い生活となるような看護実践を探究する。

半澤	節子	教授

国内外の科学的知見を踏まえながら我が国の精神保健
に関連するテーマを探究し、精神障害の予防、治療、
リハビリテーションに役立つ基礎的研究を行う。ステ
ィグマ、精神障がい者家族介護、社会復帰など社会
文化的環境要因について探究する。

横山	由美	教授
我が国のヘルスケアシステムや対象の居住する地域
資源の状況も視野に入れ、健康を障害された子ども
とその家族に対する看護実践の開発を探究する。

小原	泉	教授

がん診断期から終末期ケアに至るまで特にがん患者
の抗がん剤治療における臨床試験に関する意思決定
モデルを中心に、がん患者とその家族に対する看護
実践の開発を探究する。

システム系 ケア系

春山	早苗	教授

ヘルスケアシステムや健康危機管理体制など地域を
基盤としたヘルスケアシステムの構築・機能化に関わ
る看護実践、特に行政分野に所属する看護職の看護
実践やへき地と都市部など地域特性に応じた看護実践
を探究する。

成田	伸	教授

ヘルスケアシステムを見すえながら、リプロダクティ
ブヘルス/ライツの概念を反映させ、さらにジェンダ
ーの視点を取り入れ、母性看護学・助産学の特性と
役割に関する看護実践の開発を探究する。

本田	芳香	教授

慢性的に経過する健康課題を抱える人々とその家族
に対する看護実践を有効に機能させるための看護提
供システムやヘルスケアシステムの構築・機能化に
関わる看護実践を、高度看護専門職業人の育成方
法の観点も含めて探究する。

村上	礼子	教授

慢性疾患の急性増悪も含めた重篤な状態や急性期な
どの看護実践から、在宅、回復期にある患者・家族
への看護実践で必要な看護師の特定行為を含む診
療看護技術提供システムの開発ならびに、診療看護
技術教育の開発を探究する。

選 　 択
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授業科目の概要

必修/選択単位数授業科目 概 要

広域実践看護学特論Ⅰ
（ヘルスケアシステム・

看護管理研究法）
2

2

2

2

必修

選択

選択

選択

看護ケアやヘルスケアを効率・効果的に提供するためのヘルスケアシステムおよび
看護提供システムの構築・マネジメント、施策・政策化に関する看護実践の開発に
関する研究方法を探究する。

広域実践看護学特論Ⅱ
（クリニカルケア研究法）

看護現象の客観的な分析と分析結果を探究する研究方法論および方法についての
批判的吟味を通し、クリニカルケアにおける新たな看護実践を創出するための研究
方法を探究する。

広域実践看護学特論Ⅲ
（メンタルヘルスケア研究法）

精神保健上の健康に関わる課題について理解し、国内外における精神保健医療福
祉の歴史や現状を踏まえて、メンタルヘルスケアに関わる看護実践の開発につなが
る研究方法を探究する。

広域実践看護学特論Ⅳ
（看護教育研究法）

看護教育・管理の現状と課題について理解し、看護行政・政策の動向を踏まえて、
人材育成システムの開発と改善に関わる研究方法を探究する。

2 必修広域実践看護学演習

ケア系（クリニカルケア、メンタルヘルスケア）ならびにシステム系（ヘルスケア
システム・看護管理、看護教育）の看護実践の課題について、関連する先行研究
をレビューし批判的に吟味する（クリティーク）ことにより、研究課題を焦点化し研
究計画に反映するための方策を修得する。

3 必修広域実践看護学特別研究Ⅰ

ヘルスケアシステムや看護提供システムを視野に入れつつ複数の看護専門領域の
視座を理解した上で、科学的な根拠に基づく看護ケアの開発やその看護ケアを効果・
効率的に提供するためのケアシステム、ならびに施策・施策化に寄与する研究課題
を設定し、研究計画を立案する。

3 必修広域実践看護学特別研究Ⅱ

「看護学研究計画審査委員会」で承認された研究計画に基づき、ヘルスケアシス
テムや看護提供システムを視野に入れつつ複数の看護専門領域の視座を理解した
上で、科学的な根拠に基づく看護ケアの開発やその看護ケアを効果・効率的に提
供するためのケアシステム、ならびに施策・施策化に寄与する研究活動を展開、
博士論文を作成する。

専
門
科
目

2 選択

2 選択異文化精神医療論
地域における健康問題や健康ニーズを把握するための方法を教授する。また、調
査で収集した資料やデータの分析方法、結果の読み方を教授する。

1 選択言語学研究論
言語学的研究の最新の知見から、英語母語話者がどの様に物事を捉え、文章で表
現しているのかについて学ぶ。また、意味論、日英語対照研究、比較文化研究に
ついて学修する。

地域保健医療研究論
地域に根ざした医療や保健を展開する方法を教授する。具体的に、地域のニーズ
のとらえ方、ニーズに即した医療の提供の方法、地域の保健医療福祉施設の有機
的な連携、医療資源のアウトソーシングを検討する。専

門
関
連
科
目

進学の動機と博士課程で学ぶことの意味

　入学前は自然災害に備えた保健師活動の研究に取り組んでいました。その後、2011年3月の福島第一原子力発電所の
事故によって避難を余儀なくされた方々への支援に携わりました。このことを機に、住み慣れた愛着のある地域を離れ、
帰還の見通しが難しい状況におかれた被災者の方々が、どのように避難先で生活を再構築していくのかについて強い関心
を持つようになり、そのプロセスや影響要因を探究したいと思ったことが進学の動機です。
　大学院のゼミでの研究テーマに関連する文献抄読や、合同研究セミナーにおける研究計画のプレゼンテーションに対し
て先生方からご意見を頂くことで、より視野が広がりました。また、主指導と
副指導の先生方のご指導により、自身の研究が明確になっていくことを実感し、
研究の意義を改めて確認することにも繋がりました。仕事をしながらの研究生
活で思うように研究が進まず、壁に突き当たった時もありましたが、同じ博士
課程の仲間との支え合いは、前を向いて進み続けるための原動力となりました。
　研究活動を通じて研究に協力してくださった方々との繋がり、被災者支援団
体・他分野の研究者との繋がりも生まれ、研究活動に取り組むことの意義を改
めて実感しながら、日々研究に取り組んでいます。

島田	裕子さん（2019年度修了生）
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博士後期課程における学修

研究指導の方法と流れ
学年 学期 院生の研究活動

（院生により進度は異なる） 教員による指導 備考

１
年
次

前期 ・3年間のコースワークの設定
・研究課題の焦点化と研究方法の検討

・主指導教員、副指導教員の決定
・ 主指導教員、副指導教員によるコースワークの設定

指導
・ 主指導教員、副指導教員による研究課題の焦点化と

研究方法の指導

・ 博士前期課程・後期課程
合同研究セミナーに
おける研究科教員による
指導

後期

・研究計画書の作成
・研究計画審査会への審査申請
・ 本学の臨床研究等倫理審査委員会への

審査申請

・ 主指導教員、副指導教員による研究課題の焦点化と
研究方法の指導

・ 主指導教員、副指導教員による研究計画審査会、
倫理審査委員会審査に向けての指導

・主指導教員、副指導教員による審査結果への指導

２
年
次

前期 ・研究計画書に基づく研究活動
・ 審査会承認後、主指導教員、副指導教員による研究

計画書に基づいた研究活動の指導

後期 ・副論文の作成
・ 主指導教員、副指導教員による研究計画書に

基づいた研究活動の指導
・主指導教員、副指導教員による副論文作成の指導

３
年
次

前期 ・博士論文の作成
・ 主指導教員、副指導教員による博士論文作成と博士

論文審査受審のための指導

後期
・学位論文審査委員会への審査申請
・博士論文の審査及び最終試験
・博士論文の提出

・ 主指導教員、副指導教員による博士論文完成に
向けての指導、博士論文審査受審のための指導

・ 主指導教員、副指導教員による博士論文審査および
最終試験受審、博士論文提出に向けての指導

・ 学位論文審査委員会に
よる学位論文審査（口頭
試問）および最終試験

（論文発表会）

これまでの修了生の研究テーマ
修了年度 修了生氏名 研究テーマ

2019

大竹 眞裕美 中規模精神科病院における教育システムの構築方法に関する研究　～中堅看護師の育成を中核においたアクションリサーチ～

島田 裕子 原子力災害により余儀なく移住した被災者の生活の再構築　－成人男性に焦点を当てて－

西岡 啓子 生殖補助医療を受療する場における女性の体験

2018 山本 伊都子 クリティカルケア看護における看護実践に対する困難　－尺度開発と関連要因－

2017 上澤 弘美 生命の危機的状態で初療に救急搬送された患者の家族が辿る代理意思決定のプロセスと看護実践の検討

2015
北川 良子 助産師の職業生活の変化の様相と職業生活の変化に影響する要因

青木 さぎ里 離島町村で働く新任期保健師の看護実践能力の向上につながる経験

博士前期課程・博士後期課程合同研究セミナー 広域実践看護学演習



13 Jichi Medical University Graduate School of Nursing 2021

科目等履修制度

[開講科目]
（博士前期課程）
すべての共通科目と一部の専門科目です。開講科目と開講時期については、p.14「授業科目一覧表」を確認してください。共通科目

の開講時期は原則毎年同じです。

（博士後期課程）
広域実践看護学特論Ⅰ（ヘルスケアシステム・看護管理研究法）

[履修の条件]
原則として博士前期課程では学士（取得見込を含む）、博士後期課程では修士（取得見込を含む）の学位を有することが必要です。または、

本看護学研究科の出願資格認定試験（博士前期課程は8月及び翌年1月、博士後期課程は8月）に合格しなければなりません。

詳細は募集要項をご覧ください。

また授業科目によっては、受講の条件がありますので、募集要項で必ず確認してください。

専門科目の履修を希望する場合、または博士前期課程・博士後期課程への入学を含めて検討している場合は、希望する科目の科目責

任者に事前に必ずご相談ください。

[入学選抜試験（書類選考）]
毎年7月に次年度の募集要項を発行します。

博士前期課程では次年度の前期と後期に開講される科目について毎年1月に募集します。また、当該年度の後期科目について追加募集

が9月にあります。博士後期課程では毎年2月に募集します。なお、試験はいずれも出願した科目ごとに、出願書類での選考審査を行

います。

詳細は募集要項を必ずご確認ください。

授業料 14,800円
（1単位につき）28,200円入学金

開講されている授業科目のうち希望する科目を履修して、所定の試験等を受けて合格すれば、単位を修得することができます。科目に

よっては、事前に学修課題が出ることもあります。

なお、修得した単位は、本看護学研究科に入学した際に、10単位まで既修得単位として認められます。興味や関心のある科目を学ぶ

だけではなく、大学院で学ぶ体験を踏まえて進学後の学修について検討することもできます。

履修期間は、各学期の初めから当該年度の終わりまでで、年度を越えることはできません。履修期間内には、本看護学研究科の学生と

して図書館等の学修施設を利用することができます。

2019年度までに延べ61名が学んでおり、科目等履修をしたのちに、本看護学研究科に進学した人も16名います。

学びたい1科目から単位修得が可能 

費　用
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2021年度科目等履修生（博士前期課程）

科目区分 授業科目 単位
数 開講予定 最大受

入人数 時間割※ 履修条件等

共
通
科
目

看護管理・政策論 2 前期
（6月～7月） 3 土 3･4

1．保健師、看護師、助産師としての看護実践経験が3年以上の者
2．非常勤講師の都合により、多少変則的になる可能性あり
　  （曜日の変更はない。）

病態生理学特論 2 前期
前半 5 火 1･2 1．看護師の資格を有する者

2．病態生理学に関心のある者

フィジカルアセスメント特論 2 前期
後半 5

火 1･2 1．看護師の資格を有する者
2．臨地においてフィジカルアセスメントを実施した経験のある
　  者

臨床薬理学特論 2 前期 5 火 5 1．看護師の資格を有する者
2．2年以上の臨床経験を有する者

看護実践研究論 2 前期 5 火 3 1．実践経験が3年以上の者
2．看護研究に関心のある者

コンサルテーション論 2 前期 2～3 水 3
1．保健師､看護師､助産師としての看護実践経験が合計3年以上

の者
2．コンサルテーションに関心のある者
3．2日間の集中講義（9～15回）すべてに出席可能な者

看護倫理 2 後期 2
火 4

保健師、看護師、助産師としての看護実践経験が3年以上の者

看護継続教育論 2 後期 2 水 1･2
1．看護師の資格を有する者
2．看護実践教育の経験のある者
3．卒後教育に興味関心のある者

地域医療論 2 前期
後半 5 水 4･5 1．看護師の資格を有する者

2．地域医療に関心のある者

地域調査法 2 後期 5 土 1･2･3 1．看護師の資格を有する者
2．地域調査に関心のある者

科目
区分 分野 領域 授業科目名 単位

数 開講予定 最大受
入人数 時間割※ 履修条件等

専
門
科
目

実
践
看
護
学

小
児
看
護
学

小児看護学講義Ⅰ＊ 2 前期 2 月 6
1．看護師の資格を有する者
2．小児看護の臨床経験が4年以上の者
3．小児看護学への関心が高い者

母
性
看
護
学

母性看護学講義Ⅰ＊ 2 前期 2 金 1
助産師の資格と助産師としての臨床経験を有していること

母性看護学講義Ⅱ　 2 後期 2 木 1

精
神
看
護
学

精神看護学講義Ⅰ＊ 2 前期 2 金 5

精神保健領域の課題をもつ人の看護実践経験が3年以上である
こと（精神科に限定しない）

精神看護学講義Ⅱ＊ 2 前期 2 火 4

精神看護学講義Ⅲ＊ 2 後期 2
火 3

が
ん

看
護
学

がん看護学講義Ⅱ ＊ 2 前期 2 火 4 1．看護師の資格を有する者
2．がん看護学への関心が高い者

地
域
看
護
管
理
学

老
年
看
護

管
理
学

老年看護管理学講義Ⅰ 2 前期 2 月 6
1．看護師の資格を有する者
2．老年看護学への関心が高い者

老年看護管理学講義Ⅱ 2 後期 2 月 6

地
域
看
護

管
理
学

地域看護管理学講義Ⅰ 2 前期 3 金 5 1．看護師の資格を有する者
2．継続看護を含む地域における看護実践への関心が高い者

地域看護管理学講義Ⅱ 2 後期 3 金 5 1．看護師の資格を有する者
2．へき地における看護実践への関心が高い者

診
療
看
護
技
術

管
理
学

診療看護技術管理学講義Ⅰ 2 前期 2 金 5
1．特定行為研修修了者が望ましい
2．特定行為を含む看護技術の実践、提供体制づくりについて
　  関心が高い者

診療看護技術管理学講義Ⅱ 2 後期 2 金 5 1．特定行為研修修了者が望ましい
2．特定行為を含む看護技術の教育について関心が高い者

一部集中
講義あり

講師都合により
4～6限の間に予定。
連続コマの場合あり

一部日程変更
の可能性あり

一部集中
講義あり

授
業
時
間

1時限（ ８：50～10：20）

2時限（10：30～12：00）

3時限（13：00～14：30）

4時限（14：40～16：10）

5時限（16：20～17：50）

6時限（18：00～19：30）

・＊がついている科目は、科目責任者との事前面接を要します。
・共通科目は、在籍する院生の履修者がいない場合には開講されませんのでご了承ください。

※ 2021年度の開講科目、開講時間については、2020年12月頃ホームページに
掲載しますので、そちらをご確認ください。

授業科目一覧表
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2021年度科目等履修生(博士前期課程)授業科目の概要

［１］共通科目

［２］専門科目
領 域 授業科目 概 要

小児看護学 小児看護学講義Ⅰ 子どもの成長発達及び家族や子どもを取り巻く環境との相互作用を理解するための主要な理論及び子どもの生活に関する
最近の知見を学び、小児看護における看護実践への活用を検討する。

母性看護学

母性看護学講義Ⅰ 周産期にある母子と家族の状況を理解するための諸理論（遺伝学的知識、周産期医学的知識、愛着や親役割理論、発達
危機論、人間関係論等）の理解を通して、周産期にある母子とその家族の状況と健康問題について思考する。

母性看護学講義Ⅱ
生殖内分泌学、性感染症、ホルモン剤使用等を含め各ライフステージにある女性の健康問題について理解し、最新の研究
成果の女性の保健・医療への適用や、女性医療ケアシステムとその組織化に関する理論、生涯を通じた女性の健康を守る
保健施策、男女共同参画社会政策など、女性のライフサイクル全般にわたる援助について思考する。

精神看護学

精神看護学講義Ⅰ 精神保健医療福祉の歴史と政策動向と高度看護実践の役割と活動について検討する。

精神看護学講義Ⅱ 心理社会的発達理論、精神力動理論、対人関係論、ストレス理論、家族理論、リカバリー論などについて精神保健医療福
祉領域におけるエビデンスに基づいて教授し、高度看護実践の課題を検討する。

精神看護学講義Ⅲ
精神疾患及び障害の診断基準と臨床検査、向精神薬の薬理作用と処方の原則、薬効の評価などを主とする精神科身体療
法について教授し、精神科外来における診療に陪席することにより、見立てと治療に関する臨床判断を試み、担当医とと
もに検討する。最後に、精神科診断と治療に関する高度看護実践について、検討する。

がん看護学 がん看護学講義Ⅱ がん看護領域における実践・研究・教育の発展を概観し、がん患者とその家族を理解するための基盤となる概念枠組み及
び諸理論を理解する。またがん患者とその家族を理解するための基盤となる看護モデルを探究する。

老年看護管理学
老年看護管理学講義Ⅰ 高齢者看護の概念及び高齢者の特徴と健康課題ならびに発達課題について教授するとともに、高齢者の看護管理に関する

現状とその課題について検討する。

老年看護管理学講義Ⅱ 健康障害にある高齢者が社会資源を活用し、終末期～「死」そして遺族へのケアについて学修する。同時に在宅看取りと
エンパワメントについて探究する。また認知症高齢者の援助実践を包括的に理解し研究課題の探究に繋げる。

地域看護管理学

地域看護管理学講義Ⅰ
文献検討、並びに、近年の地域看護活動の現状とその課題の検討により、個人・家族・地域の特性に応じて主体的に住民
が健康生活を送れるような看護活動や住みやすい生活環境づくり、継続看護や在宅看護のあり方、保健、医療、福祉、教
育、産業に関わる職種や機関との連携・調整及び在宅ケアシステム、地域ケア体制づくりの理論と考え方を教授する。

地域看護管理学講義Ⅱ
文献抄読により、へき地に住む人々のヘルスニーズを明確にするための地域診断の視点、並びに、へき地看護活動に関わ
る概念と看護活動の展開方法に関する理論を教授する。さらに、へき地における地域看護管理体制の現状とその課題から、
へき地における地域看護管理体制のあり方を検討する。

診療看護技術管理学

診療看護技術管理学講義Ⅰ
特定行為を含む看護技術である診療看護技術の概念および特徴について文献検討を行いつつ、診療看護技術の安全性を
高めるための開発・改善から提供システムづくりに必要な他職種・他部門との連携・調整および、在宅、介護施設、病院な
どでのチーム医療の在り方の理論と考え方を教授する。

診療看護技術管理学講義Ⅱ

保健医療福祉制度や医療政策、組織特性などを踏まえ、特定行為を含む看護技術である診療看護技術を効果的かつ適切
に用いるために必要な看護技術教育について教授する。特定行為研修を含めた看護技術教育の実際を教授するとともに、
診療看護技術の実施上、管理上の課題に照らし合わせて診療看護技術教育プログラムの開発や有効性、妥当性を検討する。
さらに、在宅、介護施設、病院など組織特性を踏まえた診療看護技術の教育体制の課題について検討する。

授業科目 概 要

看護管理・政策論＊
看護管理における理論、看護管理の過程および活動方法を教授する。保健医療福祉システムのなかで質の高いケアを提供するために高度実践看護職の機能と役割
および高度実践看護職の行う医療チ－ム内の調整や保健医療福祉関係者間の調整ならびに管理的立場にある看護職との協働に関わる活動方法を教授する。ケアの
質向上や看護職の資質向上のための制度改革や政策決定過程への高度実践看護職の働きかけについて教授する。

病態生理学特論＊ 病態生理学の基礎および診断・治療の原則、および日常的によくみられる代表的な病態生理的変化に関する看護実践上の判断方略について、事例演習を含めて教授する。

フィジカル
アセスメント特論＊

高度実践看護職として、複雑な健康問題をもった対象の身体状況を的確にアセスメントし、臨床判断を行うための高度な知識と技術を、シミュレータ学習を取り入
れながら教授する。特に、対象の複雑な病態を踏まえたうえで、臨床判断プロセスを磨くための技能を教授する。

臨床薬理学特論＊ 薬剤の人体における作用機序と体内動態、有害作用、治療薬物モニタリング等の臨床薬理学の基礎的知識を教授する。また、緊急応急処置、症状調整、慢性疾患
に必要な薬物療法について、薬剤使用の判断、投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促進、患者の服薬管理の向上を図るための知識と技術を教授する。

看護実践研究論＊
看護実践における研究の重要性を理解し、専門的看護の質の向上に寄与する研究を進めていくうえでの各種研究法の具体的展開について教授する。また、看護実
践向上に役立つ研究のための文献検討について講義するとともに看護実践研究における倫理的課題について検討する。さらに、研究成果に基づく看護実践の評価
と専門的看護の質の向上について教授し、高度看護実践研究の発展への寄与についても言及する。

コンサルテーション論＊ コンサルテーションに関する理論と倫理的側面を含むコンサルテーションをめぐる問題と課題について教授する。コンサルテーションおよびコンサルタントの役割体
験やグループコンサルテーション、模擬コンサルテーション体験を通して、高度実践看護職が必要とするコンサルテーション技術と役割について考察する。

看護倫理＊ 医療の現場における生命倫理の現実的な課題と看護職の倫理的行動と責務を教授する。看護場面において複雑な判断を要する倫理的葛藤・課題について、関係者
間での倫理的調整活動に必要な知識を教授し、高度実践看護職が果たすべき機能について考察する。

看護継続教育論＊
高度実践看護職が、看護のケアの質を高めるために必要な看護職への教育的働きかけとして、教育現象を経験学習の視点から体系的に計画された学修、個人の自
律的な学修など様々な学修形態をとるための教育環境づくりに関する知識と技術を教授する。さらに看護実践の実際から、看護ケアの向上の基礎となる教育的関
わりについて探究する。

地域医療論 地域に根ざした医療や保健を展開する方法を教授する。具体的に、地域のニーズのとらえ方、ニーズに即した医療の提供の方法、地域の保健医療福祉施設の有機
的な連携、医療資源のアウトソーシングを検討する。

地域調査法 地域における健康問題や健康ニーズを把握するための方法を教授する。また、調査で収集した資料やデータの分析方法、結果の読み方を教授する。

＊は高度実践看護師教育課程（38単位）認定科目。開講時期等は原則を示しており、科目等履修生の希望者は募集要項で確認してください。
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2021年度科目等履修生（博士後期課程）

研究生・特別聴講生

本学以外の大学院または外国の大学院の学生で、本看護学研究科の授業科目を履修することを希望する人を特別聴講生として受け入れ

ています（授業料：月額1,000円）。

看護学に関する専門事項について、研究したい人を研究生として受け入れ、本看護学研究科の修了後にも研究指導を受けることができます。

履修期間は原則として1年以内です。2019年度までに37名が利用しました。希望者は、指導を希望する教授に事前に必ずご相談ください。

ただし、研究科長が特に必要と認めた研究をする場合に限り、本看護学研究科、本看護学部、自治医科大学看護短期大学、自治医科大

学附属看護学校の卒業生は、半額までの範囲で授業料が減免されます。

大学院（修士課程）を修了した者

外国において、日本の学校教育における18年間の課程に相当する課程を修了した者

大学院（修士課程）を修了した者と同等以上の学力があると認められる者
資格

180,000円授業料（年額）

研究生

特別聴講生

授業科目 単位数 概 要

広域実践看護学特論Ⅰ
（ヘルスケアシステム・看護管理研究法） 2

看護ケアやヘルスケアを効率・効果的に提供するためのヘルスケ

アシステムおよび看護提供システムの構築・マネジメント、施策・

政策化に関する看護実践の開発に関する研究方法を探究する。

専
門
科
目

［１］科目等履修生授業科目一覧

［２］科目等履修生授業科目の概要

授業科目

広域実践看護学特論Ⅰ
（ヘルスケアシステム・看護管理研究法）

2021年度
開講予定

前期
土曜日

2・3時限

単位数

2
（15回）
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国際交流
　自治医科大学は、今まで培った地域医療の実績を礎として、アジア地域を中心とする国外での地域医療の推進にも貢献することを目

指しています。

　これを踏まえ、本看護学研究科では、健康問題や看護問題を国際的な視野からとらえて解決することができる人材を育成することを

目的に、院生の国際交流活動を支援しています。具体的には、2012年度から本看護学研究科の院生のうち年間3名程度について、審

査のうえで、国際学会に参加し、研究を発表するための旅費や参加費の一部を助成しています。また、指導教授はもちろんのこと、英

語教員による抄録作成・プレゼンテーション指導なども積極的に行っています。学会参加後は、院生や学部生、教員を対象に学内での

報告会を開催し、学会での学びを共有しています。

　その他、広く看護学全般に関する学術情報やスカラシップなど、積極的に国際交流の機会や支援に関する情報提供を行っています。

2019年度は2名の院生が「International Nursing Research Conference of World Academy of Nursing Science（WANS：

世界看護科学学会学術集会）」に参加を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により学術集会が中止となりました。

そのため、これまでの学術集会の様子をお伝えします。

年度 開催 開催地 参加者 ポスター発表

2018年度 第22回 EAFONS シンガポール 博士前期課程２名 １名

2017年度 第21回 EAFONS 韓国
博士前期課程５名

５名
博士後期課程１名

2016年度 第20回 EAFONS 香港 博士前期課程１名

2015年度 第19回 EAFONS 日本（千葉） 博士前期課程７名 ２名

2014年度 第18回 EAFONS 台湾
博士前期課程２名

３名
博士後期課程１名

2013年度 第17回 EAFONS フィリピン 博士前期課程３名 ３名

2012年度 第16回 EAFONS タイ王国
博士前期課程２名

２名
博士後期課程１名

自治医科大学大学院看護学研究科　国際学会の参加状況（2020年4月1日現在）

◆2018年度 シンガポールで開催   2名参加（そのうち1名はポスター発表）

ポスター発表会場風景

2018年度・2012年度の国際学会参加の様子

22nd East Asian Forum of
Nursing Scholars（EAFONS）

参加者は、興味のある研究を見つけ
て、熱心に質問しています。院生に
とっては、情報を得るだけではなく、
海外の研究者とのディスカッション
の経験にもなります。

会場風景

◆2012年度 タイで開催   3名参加

16th East Asian Forum of
 Nursing Scholars（EAFONS）

東アジア各国の研究者と交流し、興味・関心のある研
究について情報交換できることは、院生にとって貴重
な経験です。

質問や意見をもらえるかどうか、不
安と期待が交錯しますが、自らの研
究成果を発表する誇らしい機会です。

発表ポスターの前にて

ポスター発表者
太田	あゆ美さん
(博士前期課程  2019年度修了生）

interview
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修了後の進路
2019年度までの修了生は博士前期課程96名、博士後期課程7名です。博士前期課程の修了生の約6割は、休職を含めて働きながら学

修していました。在職のまま修了後に現職に復帰した者は30名、休職後に元の職場に復帰した者は19名でした。博士後期課程の修了

生のうち6名は教育や臨床の場で働きながら学修し、修了後も現職に復帰しています。

実践経験等の受審条件を満たしている修了生は、修了翌年度以降に実施される専門看護師および認定看護管理者の認定審査を受けるこ

とができます。2019年度までに32名が専門看護師、3名が認定看護管理者として認定されました。

修了生のサポート

本看護学研究科の修了生の多くは、修了した後も教員と交流を続けています。特に研究指導教員は、看護実践および研究活動に関する

スーパーバイズ、専門看護師や認定看護管理者の認定審査の準備に関するアドバイス、修士論文の学術雑誌等への投稿の支援など、修

了生の希望に応じて支援しています。また、修了生には非常勤講師や共同研究への関与を依頼して教育研究上の協力を得ています。

さらに2012年度からは本看護学研究科の組織的支援として、修了生と在学生との交流を図り、相互に学び合い支援しあうネットワー

クを構築できるように、修了生のフォローアップをしてきました。修了生と協力して年3回の研修会を開催するなかで、2013年度には、

継続的に看護実践の変革につながる情報の共有と技能を高めるための知識の向上を図るため、「修了生の会」が結成されました。この「修

了生の会」は、地域医療の現状、特に看護実践の改善に貢献するために、2014年度から「自治医科大学看護学部同窓会」と合併しました。

これからは、卒業生、博士前期課程および博士後期課程の修了生が一体となって相互の親睦と連携を図り、「看護フォーラム」等の同

窓会事業を展開することになります。本看護学研究科は、今後も修了生の活動を継続的に支援します。

●本看護学研究科博士前期課程修了後の進路

●専門看護師・認定看護管理者の有資格者の概要

修了後の進路とサポート
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活躍する修了生からのメッセージ

　私が勤務している施設では、妊産婦の急速なハイリスク化が進んでいる現状がありました。そのため、的確な

看護を実践していくためにはさらなる知識や技術が必要と感じ、大学院への進学を考えていました。年齢の壁に

不安を感じたため、指導教授と相談し、科目等履修生でスタートしました。授業では課題の準備やプレゼンテー

ション、ディスカッションや、受講生との交流や授業に参加することで刺激を受け、大学院に進学したいという気

持ちが強くなりました。2年間の大学院生活は大変でしたが、勤務先の協力を得て、両立することができました。修了後も臨床現場で働きた

いと考え、2016年度に専門看護師の資格を取得し、現在は、総合周産期母子医療センターで働いています。

　大学院での学びから、日頃の看護実践に対する知識や根拠を深め、広い視野での支援の必要性を認識できるようになりました。複雑で解

決困難な問題を持つ対象者や家族に対して、大学院で学んだ知識や技術、そして社会的・心理的側面に着目した水準の高い看護ケアが提供

できるようにこれからも活動していきたいと考えています。

佐藤 ひさ代さん
自治医科大学附属病院　母性看護専門看護師

（博士前期課程　実践看護学分野　母性看護学領域　第9期修了生）

　私は市役所の保健師として働いております。大学院入学を志した当時は、児童虐待対策を担当しており、保健師

としての活動に悩んでいました。そのようなときに、統括的立場にある保健師の方が進学をすすめてくださり、児

童虐待予防のための保健師の活動方法を探究したいと受験を決めました。

　大学院には、在職のまま学んでいくための特例や長期履修制度がありましたので、これらの制度と併せて、職場

の上司、同僚に相談し、理解と協力をいただいたことによって、業務と学修の両立を図ることができました。特に、論文を提出する直前には、

職場の大学等課程の履修に利用できる自己啓発等休業を短期間取得させていただき、執筆に専念できる環境をつくれたことに心から感謝し

ております。また、保健師の仲間には、多大なる協力と応援をいただいており、感謝と学修を仲間に還元していくことを心がけています。

　現在は、職場の安全衛生を担当する部署に配属されています。保健師としては単独配属であり、看護職の判断、力量をより認識させられる

場面がありますが、大学院での研究に付随した一連の経験が、ものごとを構造でとらえて整理、対処するというかたちで業務にも活かされて

います。今後も、職員ひいては住民の健康を高められるよう研究で培った視点を活かして保健師活動に取り組んでいきます。

山縣 千開さん
栃木県小山市役所　総務部 主任

（博士前期課程　地域看護管理学分野　地域看護管理学領域　第11期修了生）

　私は大学病院で栄養サポートチームの活動に携わり、PEG・在宅医療学会認定の胃瘻管理者の資格を取得して、

胃瘻を造設した患者様が速やかに在宅へ移行できるよう支援してきました。しかし約8割は経口から摂取できる可

能性があるにもかかわらず、支援がされていないという研究論文にふれたことがきっかけで、私自身も人間の最大

の楽しみである「口から食事をする」という支援ができていなかったことに気付き、胃瘻を造設した患者様の経口

摂取に向けた支援を探究したいと思い大学院への進学を決意しました。

　授業での学びをはじめとして、特別研究では10件の訪問看護ステーションを訪ね、その中で、看護師の方々から患者様とそのご家族の思

いを大切にして多職種や他施設と連携を図り、経口摂取への支援を行っているという生の声を聴くことができました。このことは、私の看護

の視野を広げることに繋がりました。また、研究を進める上で多数の先生方から指導をいただき、論文にまとめることができました。

　現在、大学院で学び得た知識を活かし、「口から食べる支援」を実践しています。今後も学び続け、さらに看護の質を高められるよう努力し

ていきたいと考えています。

古内 三基子さん
自治医科大学附属病院　看護師長

（博士前期課程　地域看護管理学分野　看護技術開発学領域※　第11期修了生）
 ※2019年度より診療看護技術管理学領域に変更
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　「一念天に通ず」。私のキャリアを振り返ると、こんな言葉になるでしょうか。看護師を志した中学生の頃から、

がん患者さんとご家族のケアに携わりたいと願い、就職後は一般病棟を経て念願の緩和ケア病棟での実践を積みま

した。育児休業後、仕事のペースを落としてがん患者さんと関わらない場で勤務していた時、「やはりがん看護の臨

床で実践したい。でも、もっと総合的な実践力を身に付けて戻りたい」と考え専門看護師の資格取得を目指しました。

　経済的な心配もありましたが、 自治医科大学大学院博士前期課程奨学資金や公共職業安定所の教育訓練給付金（一般教育訓練）が助けとな

りました。大学院での時間は、これまで個別に学習してきたことや経験知・疑問をより深く掘り下げて科学的に学ぶ貴重なものでした。また苦

楽を共にした学友や先輩方も、今も変わらぬ大切な宝物です。

　現在は希望した退院調整の職務に従事し、支援対象のほとんどががん患者さんとその家族です。研究や実習を通して培われた経験は、見通

しを持った支援やそれぞれの視点を持つ院内外の多職種との連携・調整にも活かされています。今後も、患者さんとご家族の安寧や看護の質

の向上に寄与できるよう、取り組んで参ります。

皆川 麗沙さん
自治医科大学附属病院　がん看護専門看護師

（博士前期課程　実践看護学分野　がん看護学領域　第10期修了生）

　私は本学子ども医療センターで看護師をしていましたが、学びたい気持ちはあっても大学院で学ぶイメージが持てず、

科目等履修制度を用いて単位修得を行いました。その後、長期履修制度の利用で勤務を続けながら学べることもあり、

大学院の受験を決断しました。

　入学後は、小児領域に限らず様々な背景の仲間とディスカッションをすることで、看護に対する考え方も広がり、

改めて学ぶことのおもしろさを感じました。在職で学ぶことは、体力的・時間的な負担がある反面、時間が限られているからこそ、一つのこ

とに囚われすぎずに思考を切り替えることもできました。また、実習で病院だけでなく学校や施設などで直接子どもと関わることは、子ども

の様々な状況を捉え、それを根拠に基づき実践に繋げる貴重な機会でした。さらに、研究を通して文献を読む視点や、整理して相手に伝える

など自分の考えを表現することを学びました。

　私は現在、大学で助教として勤務しています。教育や研究に対する捉え方や組み立て方など大学院での学びが活かされる場がたくさんあります。

新しい環境に慣れない部分は多々ありますが、日々学び続けることで、よりよい看護を考えていくとともに、学生にも伝えていきたいと考え

ています。

飯島 早絵さん
自治医科大学看護学部　助教

（博士前期課程　実践看護学分野　小児看護学領域　第12期修了生）

　医療の現場では、変化しつつある社会の医療へのニーズや個々のニーズに対応したサービスに対応できる実践

能力が看護師に求められています。そのため、看護師は自らの職務の研鑽に努力し、ケアの質向上に努めるため

学び続けていく必要があります。しかし、現場での人材育成方法や看護提供システムをどのように構築していけば

よいのか常に悩んでいました。

　博士後期課程では、仕事に従事しながら学修していたこともあり、私が悩んでいたヘルスケアシステムの構築や人材育成、看護実践の構築

などについて、様々な角度から先生方とディスカッションを行うことで、根拠に基づく看護ケアを提供するためのケアシステムや人材育成方法

を見出すことができました。

　現在は、急性・重症患者看護専門看護師として、複雑で困難な事例に対する解決に向け有効な手段を講じて実践に努めていきながら、

救急集中治療室の師長として大学院で学修した人材育成や根拠に基づく看護ケアに取り組んでいます。また、全体を俯瞰する実践力を大学

院で学修ができ、自身のマネジメント力にも繋げることができました。今後は臨床の現場で起こっている問題の本質を捉えつつ、看護ケアの

構築に努めていきたいと考えております。

上澤 弘美さん
総合病院　土浦協同病院　看護師長

（博士前期課程　実践看護学分野　クリティカルケア看護学領域　第5期修了生）
（博士後期課程　広域実践看護学分野　第2期修了生）
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学修と学生生活のサポート

実務経験のある看護職が学びやすい制度、経済的支援を充実させています。

学業に専念できる格安な授業料

長期履修の修業年限と年間授業料

教育訓練給付制度（博士前期課程のみ）

博士前期課程、博士後期課程ともに、入学金、授業料とも国公立大学大学院とほぼ同額で、私学としては格安になっています。このほ

かに日本看護学校協議会共済会の総合補償制度「WILL」の年間掛け金4,500円が必要です。

社会人が勤務を離れて大学院で学ぶ可能性を開くために、大学院設置基準第14条特例および長期履修制度があります。

在職のまま学ぶことを希望する人は、本看護学研究科博士課程に出願するときに、所属施設長による入学試験の受験許

可書および履修許可書を提出する必要があります。学修する際には、直属の上司や同僚等の協力が不可欠となるため、

受験にあたっては事前に十分に調整することが重要です。

大学院設置基準第14条〈教育方法の特例〉
本看護学研究科の人材育成の目標から、看護職として活躍している社会人を受け入れ、教育方法の特例（大学院設置基

準第14条）を適用しています。授業時間を夜間等にするほか、へき地等の遠隔地からの通学を可能とするために、授業

時間を週末、または夏季・冬季に集中限定して開講することがあります。

長期履修制度
社会人が審査のうえで、標準の修業年限に要する授業料総額で、標準の修業年限に1年を加えた修業年限で、入学時か

ら計画的に履修することを許可する制度です。在職のほか、育児や介護等の理由でも利用できます。2019年度は、博

士前期課程14人中7人が、博士後期課程は10人全員が利用しています。

学修途中で標準修業年限に短縮することはできますが、一度短縮した後は、履修年限を延長することはできません。

利用を希望する場合、入学試験に出願する際に行う教員との事前面接でご相談ください。入学時からの計画的な履修を

前提としていますので、定められた期間内に申請しなければ適用されません。

入学金 282,000円 授業料（年額） 585,800円

働 き な が ら 学 ぶ た め に

課程 制度適用後の修了年限 制度適用後の年間授業料

博士前期課程 3年間 年間授業料×2年間÷3年間

博士後期課程 4年間 年間授業料×3年間÷4年間

この制度は、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひ

とつです。本看護学研究科博士前期課程は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座」に指定されています。給付には条件がありますので詳

細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

　※「一般教育訓練給付制度」で検索してください。



22Jichi Medical University Graduate School of Nursing 2021

遠方からの通学が難しい場合、教職員住宅（1LDK）に月額

11,000円（駐車場別途）で入居することができます。入居希

望者が多い場合は、優先順位を勘案したうえで、抽選となります。

なお本学周辺の同等のアパートの家賃は月額6万円程度です。

住宅の貸与（単身者）

通学等に必要な場合、構内の指定された駐車場を月額1,000円

で利用できます。

駐車場

授業等のために遠隔地から通学するために宿泊が必要な場合、

空室があれば自治医科大学附属病院看護師女子宿舎に、1泊約

1,000円（リネン含）で臨時宿泊をすることができます。

臨時宿泊室（女性のみ）

本看護学研究科では、日本学生支援機構奨学金、または同機構の奨学生に採用されなかった場合に、本学独自の奨学金を利
用することができ、教育研究経験をすることで手当が支給される制度もあります。

優秀な大学院生には、教育指導や研究の補助業務をトレーニングの機会として提供するとともに、手当を支給して処遇の改善の一助と

しています。

TAは、看護学部や博士前期課程の授業担当教員の指示に従って、教育補助業務を行うことです。2019年度は4名が利用しています。

RAは、看護学部の研究プロジェクト等に参画して、そのプロジェクト責任者の指示に従って研究補助業務を行うことで、研究遂行能

力を育成し、本学の学術研究の活性化を果たすものです。

ティーチングアシスタント（TA）・リサーチアシスタント（RA）

日本学生支援機構奨学金
人物・学業ともに優秀かつ健康で、経済的理由によって修学が著しく困難な者には、日本学生支援機構から奨学金（表1参照）が貸与

されます。募集は毎年春で、在学採用のみです。採用時から最短の修業年限の終期までが貸与されます。希望によっては採用年度の4

月にさかのぼって借りることができ、貸与期間中に必要に応じて貸与月額を変更することもできます。

貸与終了から6か月後に、定められた期間内に金融機関の口座振替によって割賦（月賦、または月賦と半年賦の併用のいずれかを選択）

で返還しなければなりません。

※年利3%を上限とする利息付(在学中は無利息)

［表1］2020年度入学者の貸与月額
区分 博士前期課程 博士後期課程

第一種奨学金(無利息) 50,000円または88,000円 80,000円または122,000円

第二種奨学金(利息付※) 50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円のいずれか

学業、人物ともに優秀かつ健康で、経済的な理由で修学に支障を来すと認められ、日本学生支援機構奨学生に応募して採用されなかっ

た者に対し、最短修業年限の終期までの期間、奨学金（表2参照）を無利子で貸与しています。修了した日の翌月から定められた期間

で返還（毎年12月の年賦均等償還）しなければなりません。

自治医科大学大学院博士前期課程奨学資金・博士後期課程奨学資金

［表2］2020年度入学者の貸与月額・貸与期間・返還期間
区分 博士前期課程 博士後期課程

貸与月額 50,000円または88,000円 80,000円または122,000円

貸与期間 24月以内 36月以内

返還期間 6年以内 9年以内

遠隔地からの通学等を支える福利厚生施設もあり、働きながら学修する環境もととのっています。

奨学金等

福利厚生
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よくある質問FAQ

一般の大学（看護系以外の大学）を卒業しています。出願資格認定試験は必
要ですか。

博士前期課程では、看護系以外の大学（通信制を含む）の卒業生、または日本学位授与機構等により学士の認定を受け
ている場合は、出願資格認定試験を受ける必要はありません。

Q1

最終学歴が看護系短期大学です。博士前期課程の出願資格にはどのような学力が必
要ですか。

看護系短期大学、専修学校、専門学校、高等学校専攻科の卒業生で看護職の実務経験があり、高等学校を卒業しているが
学士を有していない者に対しては出願資格認定試験を行います。出願資格認定試験は、看護師・保健師・助産師資格取得後
の看護実践活動および社会的活動とこれまでの実績について記載された書類の審査です。各自の看護実践経験を、「書いて
伝える力」「まとめる力」「社会的倫理性・責任感」に基づきまとめること、学術団体における研究発表や活動、職務上の業
績を文章で表現することが必要です。

Q2

どのようにしたら専門看護師になれるのですか。

専門看護師になるためには、日本看護系大学協議会専門看護師教育課程基準の所定の単位の修得が必須です（p.4参照）。
教育課程修了後に、日本看護協会が実施している専門看護師の認定資格審査試験を受けます。専門看護師の認定資格審
査試験を受けるためには、専門分野の臨床経験が通算5年以上、そのうち通算3年以上は専門看護分野の実務研修をして
いることが必要です。認定試験では、第一次審査（書類審査）、第二次審査の看護実績報告書、筆記試験（論述式）と進
み、これらの合格者に対して、専門看護師認定証が交付され、専門看護師として登録されます。詳細は、日本看護協会の
ホームページを参照ください。

Q3

看護職の勤務期間が通算5年未満です。専門看護師を目指して学ぶことはでき
ますか。

看護職の勤務期間が通算5年未満でも、専門看護師を目指して、博士前期課程の入学生、もしくは科目等履修生として、
必要な科目を学ぶことはできます。ただし、修了後に認定資格試験を受けるのに必要な実務経験（Q3参照）の期間が満
たされてからの受審となります。

Q4

働きながら、専門看護師を目指して学ぶことができますか。

これまで在職で学んだ方もいますが、専門看護実習および修士論文作成の期間は長期の休職を選択しています。講義・演
習での学修負担も大きく、できれば休職あるいは退職して、学修に専念することをお勧めします。

Q5
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看護学研究科博士課程の前期と後期の5年間を通して学修することはできますか。

自治医科大学大学院看護学研究科博士課程では前期課程と後期課程を連続して5年間で学修することができますが、入学
試験は独立しています。すなわち、まず博士前期課程の入学試験に合格して博士前期課程で学び、修了予定年度の最終試
験後に実施される博士後期課程の入学試験に合格することが必要です。

Q6

博士前期課程・博士後期課程合同研究セミナーとはどのようなものですか。

合同研究セミナーは年間４回開催され、両課程の学生が一堂に会してそれぞれのテーマや計画について検討します。年度
当初に本セミナーの開催日程が発表されます。研究指導教員が必要と認めた場合は、学外の教育研究者や看護職者も参
加します。このセミナーを活用して研究計画審査や研究倫理審査の準備を進めることができます。博士前期課程では原則
として1年次11月に開催される本セミナーで、研究課題の設定および研究方法等の構想を発表し、幅広い観点から検討します。
博士後期課程では、5月、9月、11月、1月に開催される本セミナーで、「広域実践看護学特別研究Ⅰ」「広域実践看護学特
別研究Ⅱ」の一環として研究の進捗状況について発表し、指導教員以外の本看護学研究科教員等からの助言も受け、研究
を推進していく力を身につけます。

Q7

認定看護管理者の資格を取得したいと考えています。実務経験はどれ位必要
ですか。

本学の地域看護管理学分野を選択し、一定の要件を満たした場合、認定看護管理者の受審資格を得ることができます。
本看護学研究科で学ぶためには一人前の看護職として実践能力は必要ですが、実務経験の制限はありません。ただし、認
定看護管理者認定審査の実務経験の要件を満たしていない場合は、修了の翌年度に受審することはできません。受審に
必要な要件については、日本看護協会のホームページでご確認ください。

Q8

在学中に特定行為に係る看護師の研修を受けることができますか。

自治医科大学では2015年8月に看護師特定行為研修センターが設定され、同年10月から指定研修機関として研修を開
始しています。本看護学研究科博士前期課程の診療看護技術管理学領域では、特定行為を含む診療看護技術の開発・改善、
診療看護技術の医療提供システムづくりを学修テーマとしており、同領域を専攻する場合、希望者は研修の共通科目の
受講を終えていることを条件に、在学中に区分別科目を受講することができます。なお、追加する区分別科目の受講料
に関しては無料となります。

Q9
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充実した教育研究環境

C a m p u s  m a p

J プラザ

附属病院新館

2

4

3

大学本館・附属病院

医学部教育・
研究棟

創立20周年記念棟
（メディカルシミュレーションセンター）

学友会館

体育館

看護学部学生寮（女子)
看護師宿舎

医学部学生寮

看護学部

先端医療
技術開発センター

実験医学センター

地域医療情報研修センター
（2F・3F図書館）
看護学研究科
研究室

看護学部
学生寮（男子)

とちぎ子ども医療センター

4F

自治医科大学看護学研究科は緑豊かで広大なキャ

ンパスにあり、附属病院と直結している図書館と同

じ建物内に教室と研究室が配置され、教育研究活

動に集中できます。また、キャンパス内にはJプラザ

（ショッピングセンター）、専門書店、郵便局、銀行

等の施設があり、看護学部校舎の施設も利用する

ことができます。

I 看護学研究科施設の紹介

蔵書23万冊と数多くの電子ジャーナ

ルの提供、保健医療関係の統計資料、

視聴覚資料も充実し、大判印刷が可

能なメディアスタジオも併設しています。

病床数1,132床、診療科46科で、専

門看護師14人、認定看護師29人が活

躍しています。充実した臨床教育の場

で、演習と実習を展開します。

大学病院併設型の子ども医療センター

として、地域の皆さんに高度で専門的

な小児医療を提供しています。

創立20周年記念棟6・7階に位置し、

実践的能力を高めるために、高度なシ

ミュレータを利用して医療技術の習得

や研修等のトレーニングを行います。

機器備品を整えた小教室3室、演習室1室があり、

授業で使用されていなければ自由に使えます。共用

の複写機等は、研究指導室に完備しています。

教室

₁	図書館 ₂	附属病院 ₃	とちぎ子ども医療センター ₄	メディカルシミュレーションセンター

研究室 談話スペース
机と書棚およびコンピュータ等の共用物品を完備し

ている研究室が5室あります。ほかに男女別更衣室

も完備しています。

研究科フロア直結のエレベーター前のラウンジと小

教室と演習室をつなぐ空間で、食事や休憩のほか、

院生同士で情報交換をすることができます。
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学生募集情報

原則として、博士前期課程は学士（取得見込を含む）、博士後期課程は修士（取得見込を含む）の学位が必要です。看護系の短期大学、専修学校、各種学校等を
卒業・修了した方は、本看護学研究科の出願資格認定試験に合格することにより、各課程の受験資格と同等以上の学力があることが認められ、受験資格が得られ
ます。科目等履修生も同様ですのでご留意ください。
なお、働きながら学ぶことを希望する場合、所属施設長による受験・履修の許可書が必要です。

受験資格等

出願に当たっては、博士前期課程、博士後期課程ともに、希望する研究指導教員との事前面接を必ず受けなければなりません。看護学研究科博士課程説明会開催
後から出願期間の最終までに、余裕をもって看護学務課に連絡して日程を調整してください。また、面接時には事前面接票（ホームページからダウンロード）に
必要事項を記入してお持ちください。

受験前の事前面接

書類審査により行いますので、来学の必要はありません。入学検定料は9,800円です。
科目等履修生入学選抜試験

区　分 2020年度追加募集 2021年度募集

出願期間 2020年9月		1日（火）～9月		8日（火）	≪必着≫ 博士前期課程：2021年1月		5日（火）～1月12日（火）≪必着≫
博士後期課程：2021年2月15日（月）～2月19日（金）≪必着≫

結果通知 2020年9月下旬に本人あて合否結果郵送 博士前期課程：2021年2月上旬に本人あて合否結果郵送
博士後期課程：2021年3月上旬に本人あて合否結果郵送

入学手続期間 2020年9月25日（金）～9月29日（火）	≪必着≫ 博士前期課程：2021年2月		5日（金）～2月12日（金）≪必着≫
博士後期課程：2021年3月		8日（月）～3月12日（金）≪必着≫

※詳細は募集要項でご確認ください。

申し込みは必要ありません。受付票を本看護学研究科ホームページからダウンロードしてご記入の上お持ちいただくと便利です。

看護学研究科博士課程説明会
2020年7月4日（土）
2020年7月4日（土）は開催いたしません。
今後の開催予定についてはホームページをご確認のうえご参加ください。

自治医科大学看護学部校舎南棟2階　大教室Ⅱ

◯本看護学研究科の概要
大学院で学ぶことの意味､入学試験の概要､学修上の支援

◯在学生・修了生の体験談と交流会
◯個別相談
　※事前面接を実施することも可能です。

日　程

場　所

内　容

看護学、外国語（英語）の学力試験と面接試験を行います。入学検定料は30,000円です。
◇入学試験

区　分 第Ⅰ期募集 第Ⅱ期募集

出願期間 2020年		9月		4日(金)～		9月11日(金)≪必着≫ 2021年1月29日(金)～2月		5日(金)≪必着≫

入学試験 2020年		9月26日(土) 2021年2月20日(土)

合格発表 2020年10月		7日(水) 2021年3月		3日(水)

入学手続期間 2020年10月		8日(木)～10月16日(金)≪必着≫ 2021年3月		4日(木)～3月12日(金)≪必着≫

※入学定員に達した場合、第Ⅱ期の入学試験は実施しないことがあります。

※博士前期課程実践看護学分野クリティカルケア看護学領域では、2021年度入学生を募集しておりません。

博士前期課程、科目等履修生ともに書類審査により行いますので、来学する必要はありません。
◇出願資格認定試験

区　分 第Ⅰ期募集 第Ⅱ期募集

出願期間 2020年8月6日(木)～8月14日(金)≪必着≫ 2020年12月14日(月)～12月22日(火)≪必着≫

認定試験結果通知 2020年9月上旬に本人あて結果郵送 2021年		1月中旬に本人あて結果郵送

※入学定員に達した場合、第Ⅱ期の出願資格認定試験は実施しないことがあります。

博士前期課程

看護学、外国語（英語）の学力試験と面接試験を行います。入学検定料は30,000円です。
◇入学試験

出願期間 2021年1月29日(金)～2月		5日(金)≪必着≫

入学試験 2021年2月20日(土)

合格発表 2021年3月		3日(水)

入学手続期間 2021年3月		4日(木)～3月12日(金)≪必着≫

博士後期課程、科目等履修生ともに書類審査により行いますので、来学する必要はありません。
◇出願資格認定試験

出願期間 2020年8月		6日(木)～8月14日(金)≪必着≫

認定試験結果通知 2020年8月26日(水)

博士後期課程




