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人事委員会

委員長　春山　早苗
１．所管事項
⑴自治医科大学看護学部教員の選考に関する事項
⑵非常勤講師の選考に関する事項
⑶その他学部長が必要と認めた事項

２．委員会の構成
⑴「自治医科大学看護学部教員の選考方法等に関
する内規」に規定する者（4名以上7名以内）

３．活動内容
⑴「自治医科大学看護学部教員の選考方法等に関
する内規」第2条の規定により，表2のとおり人
事委員会を開催した。

※学部長が必要と認めた者 2名以内

表1　構成員と役割
氏　　名 役　　割

春山　早苗
横山　由美
大塚　公一郎
本田　芳香

成田　伸

被選考教員の領域の教授

委員長（学部長）
委員（教務委員長）
委員（学生委員長）
委員（FD評価実施委員長）
委員（大学院研究科委員会
幹事長 ※）　
委員

・2020年度看護学部臨地教
　授等の称号付与に係る資格審査について
・2020年度非常勤講師の任用について

・次年度の教員体制について

・教員の配置換えについて
・学内教員の昇任申請及び欠員に係る選考
作業部会の設置について
・欠員に伴う教員候補者選考作業部会の設
置について
・学内教員の昇任候補者（地域看護学准教
授、基礎看護学講師，小児看護学講師，
総合科目及び特定行為研修担当講師）の
選考について
・基礎看護学教員（准教授1名）候補者選考
について）
・地域看護学教員（助教1名）候補者選考に
ついて
・母性看護学教員（助教1名）候補者選考に
ついて

・成人看護学教員（助教1名）候補者選考に
ついて
・老年看護学教員（助教1名）候補者選考に
ついて
・令和3年度非常勤講師の任用について
・母性看護学教員（助教1名候補者選考につ
いて
・精神看護学教員（助教1名）候補者選考に
ついて

2020年
4月21日
2020年
9月23日
2020年
10月20日
2020年
11月24日

2020年
12月22日
2021年
1月26日

2021年
2月22日
2021年
3月23日

回 開 催 日 審議事項・その他

表2　2020年度の審議事項・その他

1

2

3

4

5

6

7

8
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表1　構成員と役割

横山　由美　教授

小原　泉　　教授
上野　まり　教授

大塚　公一郎 教授

塚本　友栄　教授
成田　伸　　教授

永井　優子　教授
半澤　節子　教授
本田　芳香　教授
村上　礼子　教授

里光　やよい教授

浜端　賢次　教授
海老原　誠　課長
湯浅　芳恵　参事
（兼）課長補佐
松本　恵美子係長
渡辺　慎吾主任主事
鈴木　祐太郎主事

委員長，授業関係予算担当（主），カリ
キュラム検討担当
副委員長，カリキュラム検討担当（主）
夏季へき地研修担当担当，カリキュラ
ム検討担当
既修得単位認定担当（主），カリキュ
ラム検討担当
時間割担当（主）
実習教育調整担当（主），助産師国家
試験受験資格関連科目受講生選考担
当（主），カリキュラム検討担当
カリキュラム検討担当
夏季へき地研修担当（主），時間割担当
共通物品管理担当（主）
実習教育調整担当，カリキュラム検討
担当
オブザーバー
既修得単位認定担当
オブザーバー，実習教育調整担当
事務局
事務局

事務局
事務局
事務局

役　割氏　　名

回
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

開催日
2020年
4月9日

5月14日

6月11日

7月9日

9月10日

10月8日

11月12日

12月10日

2021年
1月14日

2月4日

3月11日

１．学生の休学
２．教務委員会年間計画（案）
３．看護トピックス
１．総合実習
２．研究セミナー
３．令和２年度前学期履修状況
４．教務委員会下部組織の年間計画（案）
５．著作権
１．令和3（2021）年度および令和4（2022）
年度以降の教育機器備品購入計画（案）

２．令和3（2021）年度授業関係消耗品予
算・教室整備予算案

３．令和2年度看護実習　Covid-19対応
４．看護基礎セミナー
１．令和3（2021）年度年間実習科目配置案
２．助産師国家試験受験資格関連科目受講
生選考試験日程

３．令和3（2021）年度「へき地の生活と看
護」と研修の実施計画

４．令和2（2020）年度3年次後学期実習ロー
テーション（案）

５．更衣室の使用
１．学生の復学
２．学生の休学
３．令和3（2021）年度教育支援者委嘱
４．令和3（2021）年度時間割モデル
１．学生の復学
２．文献講読セミナーの評価
３．令和3（2021）年度「へき地の生活と看
護」春季研修受け入れ調整結果

１．学生の休学
２．学年歴
３．令和3（2021）年度時間割案
４．令和3（2021）年度文献講読セミナー授
業計画

５．「へき地の生活と看護」の評価票
１．令和3（2021）年度時間割モデル
２．令和3（2021）年度実習教育説明会の企
画案

３．令和2（2020）年度研究セミナー評価と
令和3（2021）年度企画案

１．「総合実習」「看護総合セミナー」の評価
と令和3（2021）年度計画

２．「看護トピックス」「看護基礎セミナー」
の評価と令和3（2021）年度計画

３．令和3（2021）年度実習教育説明会の企
画案

４．助産選考マニュアル
１．4年次後学期単位取得と卒業認定
２．令和3（2021）年度3年次前学期実習
ローテーション案

３．指定規則改正に伴う教育課程の変更（令
和4（2022）年度学生から適用）

４．令和３（2021）年度「看護基礎セミナー」
企画

５．「看護総合セミナー」「総合実習」の実習
要項およびオリエンテーション日程

１．学生の復学
２．1学年・2学年・3学年の単位取得状況
３．助産師国家試験資格関連科目受講生の
決定

４．指定規則改定に伴う教育課程の変更（令
和4（2022）年度入学生から適用）

５．令和3（2021）年度3年次前学期実習学
生配置案

表３　審議事項
審議事項

教務委員会

委員長　横山　由美
１．所管事項
１）授業及び試験に関する事項
２）単位及び課程の修了に関する事項
３）学生の入学，退学，休学および卒業等に関す
る事項

４）学生の修学指導に関する事項
５）授業関係の予算に関する事項
６）その他学部長が必要と認めた事項

２．委員会の構成
　本委員会は10名の委員と2名のオブザーバー，5
名の事務局で構成され，その構成員と役割を表1
に，下部組織の構成員を表2に示した。

３．活動内容
　本年度は，11回の委員会を開催した。

表2　下部組織
担当担当者氏名

時間割担当
夏季へき地研修担当

共通物品管理担当

カリキュラム変更担当

メディカルシミュレーション担当

WEB履修オリエンテーションWG

平尾　温司　准教授
田村　敦子　准教授
青木さぎ里　　講師
古島　幸江　　講師
湯山　美杉　　講師
飯島　早絵　　助教
井上　育子　　助教
小此木百合香　助教
冨川　明子　　助教
谷島　晴香　　助教
谷田部典子　　助教
横山　絢香　　助教
川上　勝　　准教授
角川　志穂　准教授
田村　敦子　准教授
長谷川直人　准教授
福田　順子　准教授
石井慎一郎　　講師
鹿野　浩子　　講師
島田　裕子　　講師
古島　幸江　　講師
小此木百合香　助教
甲賀　優貴　　助教
鈴木美津枝　　助教
関山　友子　　講師
江角　伸吾　　講師
八木　街子　　講師
鈴木美津枝　　助教
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回
１

２

３

４

５

６

７
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開催日
2020年
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5月14日

6月11日

7月9日

9月10日

10月8日

11月12日

12月10日

2021年
1月14日

2月4日

3月11日

１．学生の休学
２．教務委員会年間計画（案）
３．看護トピックス
１．総合実習
２．研究セミナー
３．令和２年度前学期履修状況
４．教務委員会下部組織の年間計画（案）
５．著作権
１．令和3（2021）年度および令和4（2022）
年度以降の教育機器備品購入計画（案）

２．令和3（2021）年度授業関係消耗品予
算・教室整備予算案

３．令和2年度看護実習　Covid-19対応
４．看護基礎セミナー
１．令和3（2021）年度年間実習科目配置案
２．助産師国家試験受験資格関連科目受講
生選考試験日程

３．令和3（2021）年度「へき地の生活と看
護」と研修の実施計画

４．令和2（2020）年度3年次後学期実習ロー
テーション（案）

５．更衣室の使用
１．学生の復学
２．学生の休学
３．令和3（2021）年度教育支援者委嘱
４．令和3（2021）年度時間割モデル
１．学生の復学
２．文献講読セミナーの評価
３．令和3（2021）年度「へき地の生活と看

護」春季研修受け入れ調整結果
１．学生の休学
２．学年歴
３．令和3（2021）年度時間割案
４．令和3（2021）年度文献講読セミナー授
業計画

５．「へき地の生活と看護」の評価票
１．令和3（2021）年度時間割モデル
２．令和3（2021）年度実習教育説明会の企
画案

３．令和2（2020）年度研究セミナー評価と
令和3（2021）年度企画案

１．「総合実習」「看護総合セミナー」の評価
と令和3（2021）年度計画

２．「看護トピックス」「看護基礎セミナー」
の評価と令和3（2021）年度計画

３．令和3（2021）年度実習教育説明会の企
画案

４．助産選考マニュアル
１．4年次後学期単位取得と卒業認定
２．令和3（2021）年度3年次前学期実習

ローテーション案
３．指定規則改正に伴う教育課程の変更（令
和4（2022）年度学生から適用）

４．令和３（2021）年度「看護基礎セミナー」
企画

５．「看護総合セミナー」「総合実習」の実習
要項およびオリエンテーション日程

１．学生の復学
２．1学年・2学年・3学年の単位取得状況
３．助産師国家試験資格関連科目受講生の
決定

４．指定規則改定に伴う教育課程の変更（令
和4（2022）年度入学生から適用）

５．令和3（2021）年度3年次前学期実習学
生配置案

表３　審議事項
審議事項
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学生委員会

委員長　大塚　公一郎
１．所管事項
⑴学生の厚生補導及び賞罰に関する事項
⑵学生の健康管理及び学生相談に関する事項
⑶学生のキャリア支援に関する事項
⑷学長賞等の選考に関する事項
⑸看護学部学生寮の管理運営に関する事項
⑹奨学生の採用及び貸与に関する事項
⑺その他学部長が必要と認めた事項

２．委員会の構成
　学生委員会の機能を果たすために，奨学生選考
担当，キャリア支援担当，学友会幹事がおかれた。
役割担当（委員会外教員も含む）は，表1の通り
である。

３．活動内容
　学生委員会は，「学生が健全な学業生活を送る
ことができるよう支援すること」を第一の目的と
する委員会である。
　上記目標に即して，平成30年度は，学生委員会
は，学業（課外活動も含む）の奨励・支援，学生
の学業生活上生じた様々な障害や問題の解決への
支援，学生の健康問題解決への支援，学生への経
済的支援，学生への進路指導であるキャリア支援
を行った。
　学部の学生は学生自治会を，また寮在住学生は
寮自治会をそれぞれ組織し，自主的に運営してい
る。この二つの自治会の運営の支援も本委員会が

担当した。これらの活動は，本学部の看護学務課，
看護総務課との緊密な相談・連携のもと行われた。
　学生の学業生活上生じた様々な障害や問題の解
決への支援は，各学生委員の学生との直接相談，
学年担当アドバイザーとの緊密な連絡相談，カウ
ンセリングルーム活用の奨励などを通して行った。
　学生の健康問題解決への支援は，学生健康管理
チームが中心となって行い，また大学保健室の行
う検診への受診の奨励，個々の学生の健康相談な
どを行った。
　学生への経済的支援は，主に奨学金の選考・推
薦を通して行われた。自治医科大学看護学部奨学
金，日本学生支援機構奨学金の選考・推薦を行っ
た。さらに，多額の貸与を受けている学生には，
返還計画についての助言を行った。
　学生の将来の進路決定の支援は，キャリア支援
担当が中心となって行った。附属病院による就職
説明会とは別に，各学年ごとのキャリアガイダン
スに加えて令和3年2月24日には3年生対象に，看
護部，看護学部同窓会の協力を得て進路支援ガイ
ダンスの目的として，卒業生をプレゼンターとし
て「将来のキャリアを考える会」を実施した。
　学生自治会，寮自治会の運営の支援は，学生委
員会委員と両自治会役員との懇談を通して行われ
た。寮生活そのもの支援として，入寮案内，寮生
活オリエンテーション，防災訓練，寮規則違反者
などへの指導などが行われた。
　部活動，クラブ活動，サークル活動などの課外
活動を，学友会（本学部では，学生委員会が所
掌）を通して奨励した。薬師祭（学園祭）の開催
を支援した。
　学業（課外活動も含む）の奨励・支援の一環と
して，看護学部校舎における防災訓練を行った。
　４学年卒業予定者のなかより，学長賞候補者を
選考し３名推薦した。
　学生委員会は，8月を除いて毎月定例開催され，
合計11回開催された。
　本委員会の管轄であるキャリア支援担当，奨学
金担当の委員が主として業務にあたる活動におい
ては，概ね，年間計画を不足なくはたすことがで
きた。各担当において前年度に導入した新たな試
みも確実な定着をみた。

表１　構成員と役割

大塚公一郎　教　授

本田芳香　　教　授

上野まり　　教　授
田村敦子　　准教授
角川志穂　　准教授
江角慎吾　　講　師
鹿野浩子　　講　師
湯山美杉　　講　師

役　　割
委員長
学友会担当
副委員長
奨学生選考担当
奨学金選考担当
キャリア支援担当
キャリア支援担当
キャリア支援担当
奨学生選考担当
キャリア支援担当

氏　　名

表２　下部組織

富川明子　助　教
矢島晴香　助　教

役　　割
キャリア支援担当
キャリア支援担当

氏　　名
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回
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

開催日
2020年4月2日

2020年5月7日

2020年6月4日

2020年7月2日

2020年9月3日

2020年10月1日

2020年11月5日

2020年12月3日

2021年1月7日

2021年2月4日

2021年3月4日

審議事項
⑴年間予定
⑵役割分担
⑴女子学生寮防災訓練
⑵奨学金採用状況
⑶学生役割分担
⑷キャリア支援関係
⑴学生支援機構奨学金申請
⑵キャリアガイダンス
⑶学生自治会役員関係 
⑴各種緊急奨学金申請 
⑵多額奨学金貸与者関係
⑶キャリア支援関係
⑴学部校舎防災訓練計画
⑵奨学金返還計画の対応
⑶キャリア支援関係
⑷女子学生寮関係
⑴キャリアガイダンス
⑵多額奨学金貸与者関係
⑶校舎防災訓練計画
⑴奨学金返還計画面接
⑵学生自治会・寮自治会懇談会計画
⑶キャリアガイダンス
⑴学長賞選考委員検討
⑵キャリアガイダンス
⑶学部校舎防災訓練 
⑷学生自治会・寮自治会懇談会報告
⑴卒業式送辞担当学生選定
⑵「将来のキャリアを考える会」計画
⑶次年度キャリアガイダンス日程計画
⑷学部および学生支援機構奨学金説
　明会
⑸次年度学部校舎防災訓練日程
⑴学長賞選考
⑵卒業式総代など担当学生について
⑶日本私立看護系大学協会会長賞推
　薦について
⑷将来のキャリアを考える会計画
⑴看護学部駐車場許可
⑵令和3年度キャリア支援プログラム
　実施案およびキャリアを考える会

表３　令和２年度の審議事項
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表１　構成員と役割

本田芳香教授

成田　伸教授

長谷川直人准教授

川上勝准教授

島田裕子講師

関山友子講師

役　　割氏　　名
委員長　各担当の総括（FD研究会担当，
FD研究会報告書担当，新FDマップ作
成及び活用研究会担当）
副委員長　各担当のサポート（FD研究
会担当，若手看護学教員を対象とする
FDワークショップ授業評価実施施マ
ニュアル担当，学生による授業評価＆
実施マニュアル担当）
新FDマップ作成及び活用研究会担当責
任者，FD研究会担当
FD研究会担当責任者，学生による授業
評価＆実施マニュアル担当，新FDマッ
プ作成及び活用研究会担当
若手看護学教員を対象とするFDワーク
ショップ担当責任者，FD研究会担当，
新FDマップ作成及び活用研究会担当
学生による授業評価＆実施マニュアル
担当責任者，FD研究会報告書担当担当
責任者，若手看護学教員を対象とする
FDワークショップ，FD研究会担当，
新FDマップ作成及び活用研究会担当

育課程や授業方法の開発及び改善につなげるため，
ICT等の利活用，反転授業などアクティブ・ラー
ニングを推進するための教育方法を検討する。」
「テーマ２：教員の教育能力の向上のための看護
学部FDマップの活用等の評価を踏まえさらにFD
活動を充実させる。」の2つのテーマを基軸に検討
をおこなった。「テーマ１」には，FD研究会，学
生による授業評価＆実施マニュアル，FD研究会
報告書に関する事項とする。「テーマ2」には，新
FDマップの作成及び活用，若手看護学教員を対
象とするFDワークショップに関する事項とする。

４．活動評価
　テーマ１の主なる活動評価は，本学部における
遠隔授業に関する実態調査から現状と課題を明ら
かにした。その結果を踏まえ，「看護基礎教育に
おけるICT利活用のあり方-遠隔授業の実践例を踏
まえて」をテーマにFD研究会を実施した。各学
科目で実施されている実践事例を共有できたこと
により，ICT等利活用による教育方法の開発でき
る仕組みを整えていく。
　テーマ２の主なる活動評価は，新FDマップ作
成・活用に関する事項について，FDマップのコ
アとなる理念の再検討，および現在のFDニーズ

FD評価実施委員会

委員長　本田　芳香
１．所轄事項
　本委員会の所管事項は，以下の6点である。
１．授業内容及び方法の評価に関する事項
２．教員の資質開発に関する事項
３．教員研修会の企画・実施に関する事項
４．教育内容等の改善のための組織的取り組むに
関する事項
５．編集に関する事項
６．その他学部長が必要と認めた事項

２．委員会の構成
　本委員会の構成員と役割は表１に示すとおりで
ある。

３．活動内容
　本委員会は，今年度は表2に示すとおり10回の
委員会を開催した。今年度は自治医科大学中長期
目標・中期計画（第4期：2020年～2027年）の初
年度にあたる。FD中期目標は，「教員の資質向上
を図るため，教育研究活動その他の諸活動の活性
化を図る。」中期計画は，「看護実践力育成のた
めの教育方法の強化を図る」である。これら長期
目標・中期計画を達成するため，「テーマ１：教

開催日
2020年4月16日
2020年5月21日

2020年6月18日

2020年7月16日

2020年9月17日

2020年10月15日

2020年11月19日

2021年1月14日

2021年2月18日

2021年3月18日

審議事項
表2　委員会開催

年間運営方針，年間計画，役割分担
各担当役割（テーマ１，テーマ２）
の年間スケジュール，助教を対象と
するFDワークショップ
新FDマップ作成・活用，遠隔授業に
関する調査項目，助教を対象とする
FDワークショップ運用，学生による
授業評価運用状況（前学期前半）
新FDマップの作成・活用，新任教員
対象とするFDワークショップ
遠隔授業に関する調査結果，新FD
マップ検討案，学生による授業評価
（総合分野科目）実施方法
第1回FD研究会企画案，新任教員を
対象とするFDワークショップ
第1回FD研究会企画案，新FDマップ
活用検討案
新FDマップ活用検討案，2019・2020
年度FD研究会報告書
第1回FD研究会運用，新FDマップ
（新任教員用）
第1回FD研究会評価，FDマップ，令
和2年度各担当WG評価

回
１
２

３

４

5

6

7

8

9

10
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と課題の確認に取り組んだ。その結果，新FD
マップ案および新任助教用FDマップ案の作成に
至った。次年度はFD研究会を通して新FDマップ
の妥当性やFD能力を高めるための活用方法の検
討を進め，次々年度から本格運用が始められるよ
うシステムを整備していく。
　またFD研究会報告書は，昨年度FD研究会開催
ができなかったため，今年度は2019年度・2020年
度の2年分発行を行った。
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研究推進委員会

委員長　小原　泉
１．所管事項
　本委員会の所管事項は，①看護職等との共同研
究費に関する事項，②研究活動評価に関する事項，
③研究活動の充実・活性化に関する事項，である。

２．委員会の構成
　本委員会の構成員と役割を表1に示す。

３．活動内容
　本年度の委員会開催と審議事項を表2に示す。
　看護学部共同研究費は最終的に計7件に配当し
た。教育・研究関連施設への研究支援は，芳賀赤
十字病院新規研究4件，さいたま医療センター新
規研究1件，附属病院新規研究6件に対応した。競
争的研究費獲得支援としては，8月21日にオンラ
イン形式で看護学部教員研究ミーティングを開催
し，30名（約69％）が参加した。テーマは「若手
研究者のための助成金応募と研究費獲得に向けた
準備」で，本看護学部の川上准教授と渡邉助教よ
りそれぞれの取り組みについて講演があった。開
催時期や企画内容等は全体的に高い評価が得られ
た。文部科学省科研費申請件数は計8件，厚生労
働科学研究費申請件数は1件で，前年度より微増
した。研究補助者は，延べ12名の研究者の依頼に
応じて研究補助業務を行い，研究の推進を支援し
た。

表１　構成員と役割

小原　泉　
教授

浜端　賢次
教授
長谷川 直人
准教授　
平尾　温司
准教授
八木　街子
講師
江角　伸吾
講師

役　　割氏　名
委員長，教育・研究関連施設からの研究支
援依頼担当者の補助，研究補助者（間接経
費雇用）の業務管理
副委員長，競争的研究費獲得支援，研究補
助者（間接経費雇用）の業務管理
教育・研究施設からの研究支援依頼，看護
学部共同研究費（補助）
競争的研究費獲得支援

看護学部共同研究費

看護学部共同研究費

回
1

2

3

4

5

6

7

開催日
4月17日

5月14日

6月11日

7月9日

10月8日

1月14日

3月11日

審議事項
表２　2020年度の審議事項

１．2020年度委員会の開催日程・役割分担
について

２．教育・研究関連施設からの研究支援依
頼について

３．2020年度看護学部教員共同研究費報告
書について

４．2020年度看護学部教員共同研究費応募
課題について

５．2020度科学研究費助成事業の交付状況
について

６．2020年度競争的資金（間接経費）で雇
用した研究補助者の業務運用方法につ
いて

１．教育・研究関連施設からの研究支援依
頼について

２．競争的研究費獲得支援について
３．看護学部共同研究費購入備品の修理ま
たは新規購入について 

１．教育・研究関連施設からの研究支援依
頼について

２．競争的研究費獲得支援について
３．その他
１．教育・研究関連施設からの研究支援依
頼について

２．競争的研究費獲得支援について
３．看護学部共同研究費における学術集会
参加の取扱いについて

１．競争的研究費獲得支援の評価
２．2020年度間接経費への応募
３．2020年度度競争的研究費獲得状況
１．2020年度看護学部教員共同研究費報告
書について

２．2021年度看護学部教員共同研究費募集
について

３．その他
１．2021年度看護学部教員共同研究費応募
課題について

２．教育・研究関連施設からの研究支援依
頼結果について

３．研究成果公表の促進に向けた取り組み
について
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広報委員会

委員長　村上　礼子
１．所管事項
　本委員会の所管事項は，以下の通りである。
１）広報誌，パンフレット等の作成及び発行に関
する事項
２）ホームページの作成及び管理に関する事項
３）オープンキャンパスの実施に関する事項
４）その他，進学説明会や進路相談会，出張講義
等，学部長が必要と認めた事項

２．委員会の構成
　本委員会の構成員と役割を表1に示す。なお，
オープンキャンパスに関しては，委員全員で分担
し取り組んだ。

３．活動内容と評価
　本委員会は，今年度表3に示す通り10回の委員
会を開催した。
　本年度は，特に，新型コロナ感染症予防対策を
優先させた広報活動を検討した。
　大学のホームページリニューアルと合わせて，
ホームページを活用した広報活動に重点をおき，
前学期にはオープンキャンパスが記載できないた
め，校内の紹介動画を作成し，ホームページに掲
載をした。後学期の11月3月には，オープンキャ
ンパスを開催した。感染対策として，これまでの
学生ボランティア中心の交流型の企画から，看護
学部教員中心の企画に変更し，年間2回400名程度
の参加者を得られた。参加者アンケートでは，企
画変更した教員中心の内容に対する満足度が高
かった。また，低学年の高校生の参加が多く，今

表１　構成員と役割

村上　礼子　教授
成田　伸　　教授
川上　勝　　准教授

福田　順子　准教授
石井慎一郎　講師
島田　裕子　講師

役　　割
委員長
副委員長
パンフレット担当
ホームページ担当
広報ポスター担当
広報誌担当
パンフレット担当

氏　　名

表２　下部組織

石井　容子　助教
佐々木彩加　助教
飯島　早絵　助教

オープンキャンパス・
ホームページ作業担当

担当者氏名

開催日 審議事項回
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表３　2020年度の審議事項

・年間運営方針，年間計画，役割分担
・オープンキャンパスの企画検討
・下野市南河内第2中学校企画検討
・「Campus Guide　2021」の評価
・入試相談会と模擬授業の方向性
・「Campus Guide　2022」および広報ポ
スター作成計画
・南河内第二中学校体験学習最終確認
・HPの更新検討
・「Campus Guide　2022」の構成
・令和2年度オープンキャンパス実施計画
の見直し
・HPの更新検討
・「Campus Guide　2022」の構成
・令和2年度オープンキャンパス実施計画
の見直し
・令和3年度予算案検討
・「Campus Guide　2022」の構成
・令和2年度オープンキャンパスマニュア
ル検討
・ビタミンN18号の構成
・令和2年度オープンキャンパスマニュア
ル検討
・令和2年度第2回オープンキャンパス実
施評価
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
検討
・令和3年度オープンキャンパスの企画検
討
・新入生アンケートの検討
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
確認
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
確認
・令和2年度広報活動の評価
・令和3年度オープンキャンパスの企画検
討
・HPの更新検討
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
最終確認
・令和3年度下野市南河内第2中学実校企
画検討
・HPの更新確認

2020年
4月9日

5月14日

6月11日

7月9日

9月10日

10月8日

11月12日

2022年
1月14日
2月10日

3月11日

後の開催時期の検討の良い材料を得られた。
　広報誌「ビタミンＮ」では，新型コロナ感染症
予防のための学部の取り組み等を紹介する記事等
も掲載し，本学の教育活動をタイムリーに紹介す
ることができたと評価する。
　パンフレット「Campus	Guide」では，写真等
の撮影ができにくい状況ではあったが，本学の紹
介，学部の強み等を強調した構成となるよう工夫
した。
　進学説明会や進路相談会・出張講義は，感染対
策を優先させつつ，可能な企画には学部教員の協
力を得て，参加をした。
　在校生の協力を得て，メッセージや写真を掲載
した広報ポスターは，例年通り広報活動を強化す
べき地域である約30校を選定し，送付した。
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開催日 審議事項回
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表３　2020年度の審議事項

・年間運営方針，年間計画，役割分担
・オープンキャンパスの企画検討
・下野市南河内第2中学校企画検討
・「Campus Guide　2021」の評価
・入試相談会と模擬授業の方向性
・「Campus Guide　2022」および広報ポ
スター作成計画
・南河内第二中学校体験学習最終確認
・HPの更新検討
・「Campus Guide　2022」の構成
・令和2年度オープンキャンパス実施計画
の見直し
・HPの更新検討
・「Campus Guide　2022」の構成
・令和2年度オープンキャンパス実施計画
の見直し
・令和3年度予算案検討
・「Campus Guide　2022」の構成
・令和2年度オープンキャンパスマニュア
ル検討
・ビタミンN18号の構成
・令和2年度オープンキャンパスマニュア
ル検討
・令和2年度第2回オープンキャンパス実
施評価
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
検討
・令和3年度オープンキャンパスの企画検
討
・新入生アンケートの検討
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
確認
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
確認
・令和2年度広報活動の評価
・令和3年度オープンキャンパスの企画検
討
・HPの更新検討
・令和2年度第3回オープンキャンパスの
最終確認
・令和3年度下野市南河内第2中学実校企
画検討
・HPの更新確認

2020年
4月9日

5月14日

6月11日

7月9日

9月10日

10月8日

11月12日

2022年
1月14日
2月10日

3月11日
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回
１

２

３

４

５

開催日
2020年
4月20日

2020年
5月18日
2020年
9月8日
2020年
10月6日
2021年
2月12日

審議事項
・年度の活動方針，役割分担
・ジャーナル投稿論文原稿の種類及び投稿
規程の改正案
・ジャーナル第18巻の編集
・年報（第18/14号）の編集
・年報（第18/14号）の編集
・ジャーナルの投稿規程の改正案
・年報の執筆要領，フォーマット改定
・ジャーナル特別寄稿の依頼
・ジャーナル第18巻投稿論文査読および担
当編集委員の決定
・ジャーナル投稿論文の採否と原稿種類の
決定，年報の進捗確認

表2　2020年度の審議事項

編集委員会

委員長　上野　まり
１．所管事項
　本委員会の所管事項は，自治医科大学看護学部
ジャーナルおよび自治医科大学看護学部/自治医
科大学大学院看護学研究科年報の刊行に関する事
項，その他学部長が必要と認めた事項である。

２．委員会の構成
　本委員会の構成員と役割は表1の通りである。

３．活動内容
　本委員会は，今年度は表2の通り５回の委員会
を開催し，看護学ジャーナル論文審査規程の検討，
2019年度年報（第18/14号）の編集内容などにつ
いて検討を行った。

　自治医科大学看護学部年報（第18号）は，自治
医科大学大学院看護学研究科年報（第14号）と合
わせて刊行した。また，年報の執筆要領を一部改
正し，次年度発行の年報（第19/15号）の執筆原
稿から適用することとなった。
　自治医科大学ジャーナル（第18巻）は，特別寄
稿１編，原著論文1編，実践報告3編，資料1編に

て刊行した。投稿論文1編につき1名の担当編集委
員を選定し，2名の査読者が論文内容の査読にあ
たった。また，ジャーナル投稿論文の投稿規程を
改定し，原稿の種類「論文」を廃止し「原著論
文」を新設し，各種類の要件を変更した。
　なお，自治医科大学看護学部年報（第18号）及
び自治医科大学大学院看護学研究科年報（第14
号）は，国立国会図書館をはじめ，政府関係機関，
学外の実習関連施設，全国の看護系大学，栃木県
関係，県内の看護系学校，総合病院などへ送付し
た。

表１　構成員と役割

上野　まり　教授

里光やよい　教授

福田　順子　准教授
角川　志穂　准教授
古島　幸江　講師
鹿野　弘子　講師

氏　名
委員長
看護学ジャーナル担当
副委員長
年報の編集・刊行担当
年報の編集・刊行担当
看護学ジャーナル担当
年報の編集・刊行担当
看護学ジャーナル担当

役　割
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回
1

2

3

4

5

6

7

開催日
2020年
4月2日
2020年
6月18日
2020年
7月16日
2020年
9月10日
2020年
11月19日
2021年
1月21日
2021年
3月4日

審議事項
目標共有，年間計画，役割分担，会議運営
等の検討
年間計画の見直し，模試運営方法，不合格
者対応，卒業生アンケート結果の活用方法
国試対策ゼミ運営方法，模試監督マニュア
ルの見直し，学生への情報発信
国家試験受験手続説明会運営方法，2年生
国試ガイダンス
2～4年生の模試日程，第4回看護師模試実
施方法
国試対策ゼミ視聴延長，国家試験受験説明
会運営方法，国家試験自己採点方法
今年度の役割の振り返り，次年度の模試回
数・模試業者選定，業者からのDMや情報
の整理

表３　2020年度の審議事項

国家試験対策委員会

委員長　浜端　賢次
１．所管事項
　本委員会の所管事項は，保健師・助産師・看護
師国家試験を受験する在学生ならびに既卒生が国
家試験に合格するように，国試対策，学習相談と
支援，学習環境の整備等を行うことである。

２．委員会の構成
　本委員会の構成員と役割は，表1と表2に示す通
りである。

３．活動内容
　本年度は，表3に示す通り7回の委員会を開催し
た。国試対策として，教員による国家試験対策ゼ
ミ，模擬試験を実施し，学習相談と支援（個別指
導），学習環境の整備等を行った。
　教員による国家試験対策ゼミでは，遠隔と録画
を用いて，2020年9月から2021年1月にかけて開講
した。模擬試験では，4年生（看護師4回・看護師
必修1回・保健師3回・助産師2回），3年生低学年
模試1回・2年生低学年模試1回を実施した。併せ
て，2年生と3年生には，国家試験受験に向けての
ガイダンスを行った。4年生の模擬試験について
は成績を分析し，その結果をふまえ，個別面接や
グループ指導を実施した。学習環境の整備では，
学生サロンの国家試験対策コーナーに受験参考書
や問題集，国家試験対策模擬試験・国家試験対策
講義（講習）等のパンフレットを置き，学生が自

由に閲覧できるようにした。
　2020年度の国家試験の結果（新卒）は，表4に
示す通りである。本学の保健師・助産師・看護師
の合格率は，いずれも全国平均を上回っているが，
引き続き100％を目指し教員間でサポートを継続
したい。

看護師
保健師
助産師

103
103
7

受験者数
（人）

101
101
7

合格者数
（人）

98.1（95.4）
98.1（97.4）
100.0（99.7）

合格率（％）
本学（全国）資格

表４　2020年保健師/助産師/看護師国試結果（新卒）
区
分

本

　学

表１　構成員と役割

浜端　賢次　　教授

半澤　節子　　教授

倉科　智行　　准教授
佐藤　幹代　　准教授
青木　さぎ里　講師
望月　明見　　講師

役　割
委員長
成績分析担当
副委員長
国試対策ゼミ担当
模試運営担当
卒業生アンケート担当
成績分析担当
模試運営担当

氏　　名

表２ 下部組織（ワーキンググループ）

石井　慎一郎　講師
関山　友子　　講師
石井　容子　　助教
上野　知奈　　助教
小西　克恵　　助教

役　割
卒業生アンケート担当
成績分析担当
模試運営担当
卒業生アンケート担当
国試対策ゼミ担当

担当者氏名
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回
1

2

3

4

5

6

7

8

開催日
4月24日

5月22日

6月30日

7月17日

9月3日

1月19日

2月10日

3月10日

審議事項
１．活動計画
２．役割分担
１．臨地実習指導研修会　
　　方向性の検討 
２．臨地教員学習ニーズ調査
　　方向性の検討
１．臨地実習指導研修会
　　プログラム等の検討 
２．臨地教員学習ニーズ調査
　　調査項目等の検討
１．臨地実習指導研修会
　　実施方法等の検討 
２．臨地教員学習ニーズ調査
　　調査方法等の検討
１．臨地実習指導研修会
　　演習の検討,  Zoom運営等 
２．臨地教員学習ニーズ調査
　　調査結果の検討
１．臨地実習指導研修会
　　実施評価，今後の課題 
２．臨地教員学習ニーズ調査   
　　結果の活用について
１．臨地教員学習ニーズ調査
　　結果に基づいた企画の検討
１．令和3年度臨地実習指導研修会企画案
の検討

２．令和3年度臨地教員のための研修会企
画案の検討

表2　2020年度の審議事項臨地実習指導研修委員会

委員長　塚本　友栄
１．所管事項
　本委員会の所管事項は,	以下4点である。
１）臨地実習指導研修のプログラム検討に関する
事項

２）臨地実習指導研修会の開催に関する事項	
３）臨地実習指導研修修了者のフォローに関する
事項

４）その他学部長が必要と認めた事項
　　（臨地教員対象の研修会）

２．委員会の構成
　本委員会の構成員と役割を表1に示す。

３．活動内容
　本年度の委員会開催と審議事項を表2に示す。
　臨地実習指導研修会は2020年12月25日（金）に開
催した。Covid-19感染症拡大に伴い，期間を2日か
ら1日に短縮しオンライン開催とした。効率的・
効果的に学習できるよう，個人ワークの事前提
示,	受講希望者のオンライン受講環境の確認・整
備等工夫した。受講者は35名であった。終了直後
アンケート（回収率100％）では，講義・演習共
に「臨地実習指導者の役割について考える機会に
なった」「役立つと思った」の問いに「とてもそ
う思う」と回答した者が7割～8割を占め本研修会
の目標は概ね達成された。
　臨地教員対象の研修会は開催せず，Google	
Formsによる学習ニーズ調査を実施した。回答者
数50名（回収率68.5%）であった。結果から，臨
地教員の「実践研究力」に対する学習ニーズの高
さが示された。今後，学習ニーズに対応した臨地
教員のための研修会企画に向けて活用していく。

表１　構成員と役割

塚本　友栄　　教授
永井　優子　　教授
佐藤　幹代　　准教授
田村　敦子　　准教授
石井　慎一郎　講師
湯山　美杉　　講師

役　割
委員長
副委員長
臨地実習指導研修会担当
臨地教員対象研修会担当
臨地教員対象研修会担当
臨地実習指導研修会担当

氏　　名
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表２　令和2年度の審議事項
回
1

2

3

4

開催日
2020年
5月7日

10月22日

12月24日

2021年
3月11日

審議事項
1. 本委員会の構成について
2. 本委員会の所管事項について
3. 令和3年度看護学部入学試験関係の日程
　について
4. 学生募集要項について
5. 令和2年度入学試験実施マニュアルにつ
　いて
1. 令和3年度推薦入学試験実施マニュアル
　について
2. 推薦入学試験実施説明会の日程変更につ
　いて
1. 令和3年度一般入学試験実施マニュアル
　について
2. 一般入学試験実施説明会の実施について
1. 令和3年度看護学部入学試験の評価につ
　いて
2. 令和4年度入学試験実施マニュアルにつ
　いて

入試実施委員会

委員長　永井　優子 
１．所管事項
　本委員会の所管事項は，次のとおりである。
　１）入学試験実施に関する事項	
　　⑴入学試験実施日の役割分担・実施手順に関	

すること。
　　⑵入学試験実施説明会に関すること。	
　２）その他学部長が必要と認めた事項

２．委員会の構成
　本委員会の構成員と役割を表1に示した。

３．活動内容
　本年度は，4回の委員会を開催した。各回の審
議事項を表2に示した。
　第1回委員会では，構成員および所管事項，入
学試験関係の日程を確認し，学生募集要項の受験
生への説明内容を修正し，入学試験マニュアルの
追加項目の作成およびCOVID-19対応による随時
変更の可能性について了承された。
　第2回委員会では，令和元年度推薦入学試験の
実施マニュアルを検討し，修正版マニュアルを用
いて令和2年11月12日（金）に入試実施説明会を開
催した。推薦入学試験は11月21日（土）に実施し，
37.5℃以上の有熱者4名について11月28日（土）に
追試験を実施した。
　第3回委員会では，一般入学試験の入試実施マ
ニュアルを確認し，特別な配慮を必要とする受験
生用の別室1室とCOVID-19感染症対策として別室
2室を設定し，修正版を作成した。令和3年1月18日
（月）に修正マニュアルを用いて一般入学試験実
施説明会を開催し，1月23日（土）に一般入学試験
（一次試験）を実施し，37.5℃以上の受験者1名を
追試験の対象とした。2月6日（土）に一般入学試験

表１　構成員と役割

永井　優子　　教授
横山　由美　　教授
倉科　智之　　准教授
平尾　温司　　准教授
古島　幸江　　講師
望月　明見　　講師
海老原　誠　　課長
湯浅　芳江　　参事兼課長補佐
松本　恵美子　係長

役　割
委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員
事務局
事務局
事務局

氏　　名

（二次試験）および一次試験追試験を実施し，2
月14日（日）に二次試験追試験を実施した。
　第4回委員会では，令和2年度入学試験の評価を
行い，次年度もCOVID-19感染症予防を継続する
可能性が高いことを前提に，修正を要する部分を
確認して検討事項を整理した。また，令和3年度
入学試験実施マニュアルについて，当日変更部分
を含めて検討し，COVID-19感染症対策を含めて
マニュアル全体の修正版を作成した。
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表1　構成員と役割

春山　早苗
成田　　伸
上野　まり
大塚　公一郎
小原　　泉
里光　やよい
塚本　友栄
永井　優子
浜端　賢次
半澤　節子
本田　芳香
村上　礼子
横山　由美

※広域実践看護学分野主任兼ねる
※※実践看護学分野主任兼ねる
※※※地域看護管理学分野主任兼ねる

役　　割
委員長（研究科長）
委　員（幹事長）
委　員
委　員
委　員
委　員
委　員
委　員　※
委　員
委　員　※※
委　員　
委　員　※※※
委　員

氏　　名

大学院看護学研究科委員会

委員長　春山　早苗
１．所管事項
　⑴学則の制定及び改廃に関する事項
　⑵研究科の教育課程に関する事項
　⑶入学，休学，退学，転学，転入学，除籍及び
賞罰に関する事項

　⑷試験に関する事項
　⑸学位論文審査に関する事項
　⑹その他研究科の学事に関する重要事項

２．委員会の構成
　⑴「自治医科大学大学院学則」第41条第2項に

規定する者（研究科長，専攻分野主任教授，
研究科長が指名する教授）

３．活動内容
　⑴「自治医科大学大学院学則」第41条第1項の

規定により，看護学研究科の学事に関する重
要事項について審議を行うため，表2のとお
り看護学研究科委員会を開催した。

表2　2020年度の審議事項

・2020年度看護学研究科履修科目（博士前
期・後期課程）の決定
・2020年度看護学研究科ティーチングアシス
タントの決定
・長期履修許可（博士前期課程，博士後期課
程）
・9月修了を前提とした学位論文審査（口頭試
問）及び最終試験（学位論文発表会）スケ
ジュール
・看護学研究科のミッション（案）
・2021年度自治医科大学大学院看護学研究科
入学試験の実施要領
・2020年度博士前期課程科目等履修生後期開
講科目一覧（追加募集）
・既修得単位の認定
・7月説明会中止に係る広報活動計画
・2022年度看護学研究科入学試験日程につい
て
・学生の退学 
・大学院生の研究指導補助教員
・2021年度看護学研究科予算要求
・2021年度看護学研究科出願資格認定試験実
施マニュアル
・2021年度看護学研究科入学試験における新
型コロナウィルス感染症の対応
・専門看護師教育課程の認定更新
・2020年度大学院看護学研究科科目等履修生
単位修得（前期課程・後期課程）認定
・2021年度大学院看護学研究科博士前期課程
入学試験合否判定
・2020年度大学院看護学研究科博士後期課程
入学生の副研究指導教員
・2020年度第3回合同研究セミナー
・学生の休学

・2020年度看護学研究科博士後期課程論文審
査（口頭試問）及び最終試験（学位論文発
表会）
・2020年度看護学研究科博士後期課程論文審
査実施要領
・2021年度大学院看護学研究科（博士前期課
程第Ⅱ期募集及び博士後期課程）入学試験
実施マニュアル
・2020年度看護学研究科博士前期課程論文審
査（口頭試問）及び最終試験（学位論文発
表会）
・出願資格認定試験　
・自治医科大学大学院看護学研究科のミッシ
ョン及び目的
・2021年度看護学研究科非常勤講師の任用
・2022年度看護学研究科科目等履修生募集日
程
・博士後期課程研究費申請
・博士後期課程研究計画審査会
・2020年度博士前期・後期課程論文審査（口
頭試問）の判定
・既修得単位認定の規程改正
・2021年度科目等履修生（博士前期課程）の
決定
・2021年度看護学研究科教員の任用及び担当
授業科目の追加申請
・2021年度大学院看護学研究科非常勤講師の
任用
・2021年度看護学研究科学年暦
・2021年度看護学研究科委員会議事内容
・2020年度看護学研究科博士（看護学）学位
論文審査最終試験の判定
・2020年度看護学研究科修士（看護学）学位
論文審査最終試験の判定
・2021年度看護学研究科（博士後期課程）入
学試験合否判定
・看護学研究科博士前期課程・博士後期課程
の教員資格基準
・2020年度看護学研究科（博士前期・後期課
程）修得単位の認定
・2020年度看護学研究科（博士前期・後期課
程）修了判定
・2020年度看護学研究科科目等履修生の単位
修得（後期履修）
・2021年度看護学研究科ティーチングアシス
タントの決定
・2021年度看護学研究科新入生・在学生オリ
エンテーション 
・2021年度看護学研究科委員会議事内容
・2021年度看護学研究科運営組織
・2021年度大学院看護学研究科研究生の受入
・2021年度非常勤講師の任用
・学生の休学
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回
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

開催日
令和2年
4月21日

5月26日

6月23日

7月21日

9月23日

10月20日

11月24日

12月22日

令和3年
1月26日

2月24日

3月23日

審議事項
１．令和2年度博士前期課程科目等履修生後
期開講科目一覧（追加募集）及びホー
ムページへの掲載

２．令和2年度看護学研究科オリエンテー
ションの評価

３．令和2年度第1回看護学研究科博士課程
説明会

４．科目等履修生の履修取り消し
１．既修得単位の認定
２．令和3年度看護学研究科出願資格認定試
験及び入学試験の実施要領

３．令和3年度看護学研究科学生募集要項
４．令和3年度博士前期課程科目等履修生開
講科目

５．研究科の「ミッション（使命）」策定（案）
６．7月大学院説明会中止を補填する広報活
動計画

７．「競争的研究費獲得セミナー」の企画
１．令和3年度看護学研究科入学試験実施マ
ニュアル

２．令和4年度看護学研究科入学試験日程
３．看護学研究科オンライン説明会実施計
画

１．令和3年度看護学研究科予算要求
２．令和3年度看護学研究科出願資格認定試
験実施マニュアル

３．リサーチアシスタント規程改正
４．令和3年度看護学研究科入学試験におけ
る新型コロナウイルス感染症の対応

５．専門看護師教育課程の認定更新
６．退学後の再入学
１．令和2年度第3回合同研究セミナー
２．既修得単位に関わる規程改正
１．既修得単位に関わる規程改正
２．大学院看護学研究科説明会
３．大学院看護学研究科パンフレット
４．大学院担当教員のFDニーズ調査
１．令和2年度看護学研究科博士前期課程・
博士後期課程論文審査（口頭試問）及
び最終試験（学位論文発表会）

２．令和2年度看護学研究科博士前期課程・
博士後期課程論文審査実施要領

３．令和3年度看護学研究科時間割
４．令和3年度大学院研究科（博士前期課程
第Ⅱ期募集及び博士後期課程）入学試
験実施マニュアル

５．大学院担当教員のFDニーズ調査
１．令和3年度看護学研究科研究計画審査会
（博士後期課程）日程

２．令和3年度看護学研究科研究計画支援委
員会（博士前期課程）日程

３．大学院看護学研究科のミッション及び
目的

４．令和3年度看護学研究科学年暦
５．令和3年度看護学研究科非常勤講師の任
用

６．令和3年度看護学研究科科目等履修生募
集日程

７．令和3年度大学院要綱
８．大学院担当教員のFDニーズ調査
９．博士後期課程研究費の申請
10．看護学研究科研究計画審査会の取扱い
１．看護学研究科教員の任用及び担当授業
科目の追加申請

２．令和2年度看護学研究科非常勤講師の任
用

３．令和2年度看護学研究科博士課程（前
期・後期）説明会

１．大学院担当教員のFDニーズ調査の結果
及びFD研究会の開催

２．令和4年度看護学研究科学生募集要項
３．令和3年度看護学研究科新入生・在学生
オリエンテーション

４．令和3年度看護学研究科ティーチングア
シスタント（在学生）の決定

５．令和3年度看護学研究科非常勤講師の任
用

１．学生の休学
２．令和3年度幹事会審議事項
３．看護学研究科教員の任用
４．看護学研究科FD研究会
５．専門看護師教育課程の更新スケジュー
ルジュール

表2　令和2年度の審議事項研究科委員会幹事会

幹事長　成田　伸
１．所管事項
⑴自治医科大学大学院看護学研究科委員会（以下
「研究科委員会」という）に付議する事項に関
する事前審議
⑵自治医科大学大学院看護学研究科に係る企画立
案
⑶その他，大学院看護学研究科の運営に係る日常
業務の処理

２．委員会の構成
　委員会の構成員と各委員の役割を表1に示した。

３．活動内容
　令和2年度は計11回の研究科委員会幹事会を開
催した。令和2年度の審議事項の概要を表2に示し
た。
　研究科委員会幹事会の所管事項が適時審議され
るよう，幹事会の定例会における議題を年度当初
に設定し，必要な検討事項について各委員会にお
いて審議を行い，幹事会ではその内容に基づいて
委員長より報告がされ，審議した。

表１　構成員と役割

春山　早苗　　教授
成田　伸　　　教授
半澤　節子　　教授

村上　礼子　　教授
永井　優子　　教授

塚本　友栄　　教授
里光　やよい　教授

役　　割
研究科長，研究計画支援委員長
幹事長
実践看護学分野主任教授，入試実
施委員長
地域看護管理学分野主任教授
広域実践看護学分野主任教授，
カリキュラム委員長
広報委員長
FD評価実施委員長

氏　　名
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回
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

開催日
令和2年
4月21日

5月26日

6月23日

7月21日

9月23日

10月20日

11月24日

12月22日

令和3年
1月26日

2月24日

3月23日

審議事項
１．令和2年度博士前期課程科目等履修生後
期開講科目一覧（追加募集）及びホー
ムページへの掲載

２．令和2年度看護学研究科オリエンテー
ションの評価

３．令和2年度第1回看護学研究科博士課程
説明会

４．科目等履修生の履修取り消し
１．既修得単位の認定
２．令和3年度看護学研究科出願資格認定試
験及び入学試験の実施要領

３．令和3年度看護学研究科学生募集要項
４．令和3年度博士前期課程科目等履修生開
講科目

５．研究科の「ミッション（使命）」策定（案）
６．7月大学院説明会中止を補填する広報活
動計画

７．「競争的研究費獲得セミナー」の企画
１．令和3年度看護学研究科入学試験実施マ
ニュアル

２．令和4年度看護学研究科入学試験日程
３．看護学研究科オンライン説明会実施計
画

１．令和3年度看護学研究科予算要求
２．令和3年度看護学研究科出願資格認定試
験実施マニュアル

３．リサーチアシスタント規程改正
４．令和3年度看護学研究科入学試験におけ
る新型コロナウイルス感染症の対応

５．専門看護師教育課程の認定更新
６．退学後の再入学
１．令和2年度第3回合同研究セミナー
２．既修得単位に関わる規程改正
１．既修得単位に関わる規程改正
２．大学院看護学研究科説明会
３．大学院看護学研究科パンフレット
４．大学院担当教員のFDニーズ調査
１．令和2年度看護学研究科博士前期課程・
博士後期課程論文審査（口頭試問）及
び最終試験（学位論文発表会）

２．令和2年度看護学研究科博士前期課程・
博士後期課程論文審査実施要領

３．令和3年度看護学研究科時間割
４．令和3年度大学院研究科（博士前期課程
第Ⅱ期募集及び博士後期課程）入学試
験実施マニュアル

５．大学院担当教員のFDニーズ調査
１．令和3年度看護学研究科研究計画審査会

（博士後期課程）日程
２．令和3年度看護学研究科研究計画支援委
員会（博士前期課程）日程

３．大学院看護学研究科のミッション及び
目的

４．令和3年度看護学研究科学年暦
５．令和3年度看護学研究科非常勤講師の任
用

６．令和3年度看護学研究科科目等履修生募
集日程

７．令和3年度大学院要綱
８．大学院担当教員のFDニーズ調査
９．博士後期課程研究費の申請
10．看護学研究科研究計画審査会の取扱い
１．看護学研究科教員の任用及び担当授業
科目の追加申請

２．令和2年度看護学研究科非常勤講師の任
用

３．令和2年度看護学研究科博士課程（前
期・後期）説明会

１．大学院担当教員のFDニーズ調査の結果
及びFD研究会の開催

２．令和4年度看護学研究科学生募集要項
３．令和3年度看護学研究科新入生・在学生
オリエンテーション

４．令和3年度看護学研究科ティーチングア
シスタント（在学生）の決定

５．令和3年度看護学研究科非常勤講師の任
用

１．学生の休学
２．令和3年度幹事会審議事項
３．看護学研究科教員の任用
４．看護学研究科FD研究会
５．専門看護師教育課程の更新スケジュー
ルジュール

表2　令和2年度の審議事項



教育研究分野別報告
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看護基礎科学

教授　大塚　公一郎
１．スタッフの紹介
　教　授　大塚　公一郎
　准教授　倉科　智行
　准教授　平尾　温司
　講　師　関山　友子
　講　師　鹿野　浩子

２．教育の概要
１）看護基礎科学学に関する教育概要
⑴心理学（2年次前学期2単位：必修）
　　科目責任者である大塚が30時間を担当して講

義を行った。
⑵病態学概論（1年次後学期2単位：必修）
　　科目責任者である倉科が30時間を担当して講

義を行った。
⑶病態学各論（2年次前学期2単位：必修）
　　科目責任者である倉科が30時間を担当して講

義を行った。
⑷臨床検査学（2年次後学期1単位：必修）
　　科目責任者である倉科が7時間，紺野　啓非

常勤講師（本学医学部准教授）が4時間，木島
喜茂非常勤講師（本学医学部講師）が2時間，
篠原弘巳非常勤講師（本学RIセンターRI管理
室）が2時間を担当して講義を行った。

⑸人体の構造と機能Ⅰ（1年次前学期2単位：必
修）科目責任者である平尾が30時間を担当して
講義を行った。

⑹人体の構造と機能Ⅱ（1年次後学期2単位：必
修）科目責任者である平尾が30時間を担当して
講義および実習を行った。また，野田泰子非常
勤講師（医学部解剖学講座教授），三木玄方非
常勤講師（医学部解剖学講座講師），加藤一夫
非常勤講師（筑波技術大学教授）が4時間を担
当して実習を行った。

⑺免疫学（1年次後学期2単位：必修）科目責任者
である平尾が30時間を担当して講義を行った。

⑻情報学（1年次後学期2単位：選択）
　　科目分担者である淺田義和（本学情報セン

ター講師）が10時間，江角伸吾（地域看護学講
師）が4時間，科目責任者である関山が16時間
を担当して講義ならびに演習を行った。

⑼統計学（2年次前学期1単位：必修）

　　科目責任者である関山が15時間を担当して講
義を行った。

⑽統計学演習（2年次後学期1単位：必修）
　　科目責任者である関山が15時間を担当して講

義ならびに演習を行った。
⑾疫学（4年次前学期2単位：必修）
　　科目分担者である江角伸吾（地域看護学講

師）が4時間，科目責任者である関山が26時間
を担当して講義を行った。

⑿基礎英語（1年次前学期1単位：必須）
　　科目責任者である鹿野が30時間を担当して講

義ならびに演習を行った。
⒀医療英語コミュニケーションスキル（1年次後

学期1単位：必須）
　　科目責任者である鹿野が30時間を担当して講

義ならびに演習を行った。
⒁医療英語（2・4年次前学期1単位：選択）
　　科目責任者である鹿野が30時間を担当して講

義ならびに演習を行った。

２）看護基礎科学以外の担当教育概要
⑴看護基礎セミナー（1年次前学期1単位必修）倉

科，平尾は各22時間の演習を担当した。
⑵保健医療福祉システム論（1年次後学期2単位：

必修）
　　科目分担者である春山早苗（地域看護学教

授）が6時間，島田裕子（地域看護学講師），青
木さぎ里（地域看護学講師）が各4時間，上野
まり（老年看護学教授），塚本友栄（地域看護
学教授），江角伸吾（地域看護学講師），土谷ち
ひろ（地域看護学助教）が2時間，科目責任者
である関山が6時間を担当して講義を行った。

⑶文献講読セミナー（2年次前学期1単位：必修）
　関山，鹿野は，各10時間の演習を担当した。

⑷公衆衛生看護実習（3年次後学期4単位：必修）
　大塚，関山，倉科，各6時間，鹿野は12時間
の実習を担当した。

⑸看護トピックス（4年次後学期2単位：必修）平
尾は宇都宮大学農学部附属農場で，長尾慶和教
授と共同で12時間の実習を担当した。

⑹看護総合実習（4年次前学期2単位：必修）
　　関山は，120時間の実習を地域看護学の教員

と担当した。
⑺看護総合セミナー（4年次通年4単位：必修）
　　関山は，120時間のセミナーを地域看護学の
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教員と担当した。大塚は，18時間のセミナーを
精神看護学の教員と，倉科は12時間のセミナー
を成人看護学の平尾は12時間のセミナーを老年
看護学の教員と，鹿野は各16時間のセミナーを
担当した。

⑻大塚は，本学医学部3年生を対象に，2時間の社
会精神医学の系統講義を行った。

⑼大塚は，本学医学部4年生を対象に，精神科臨
床実習クルズス「サイコネフロロジー」の講義
を計16時間行った。

⑽倉科は，本学医学部3年生を対象に，2時間の内
分泌代謝学の系統講義を行った。

⑾倉科は，本学医学部6年生を対象に，2時間の糖
尿病学の内科学総括講義を行った。

⑿倉科は，本学医学部4年生を対象に，内分泌代
謝科実習クルズス「糖尿病」の講義を計24時間
行った。

⒀平尾は本学医学部1年生を対象に136時間の解剖
学実習を担当した。

３．研究の概要
⑴躁うつ病の精神病理学的研究
　　大塚は，躁うつ病患者の不安と罪責体験の関

係について精神病理学的研究を行った。
⑵平尾は「尾腺における樹状細胞マーカーの発現

に関する研究」を代表者として実施した。共同
研究者は宇都宮大学青山であった。

⑶関山は，令和元年度厚生労働科学研究費補助金
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病を予防
するための情報通信技術を活用した保健指導プ
ログラム及びその実践のための手引きの作成
と検証」（研究代表者：自治医科大学　春山早
苗）の研究協力者として参加し，同研究を実施
した。

⑷関山は，平成29-令和3年度　科学研究費助成事
業（基盤研究Ｃ）「人口規模に応じた市町村保
健師の地域保健活動マネジメント」（（研究代表
者：自治医科大学　春山早苗）の共同研究者と
して参加し，同研究を実施した。

４．その他
⑴大塚は，令和1年4月より多文化間精神医学会理

事，同年4月より同学会誌「こころと文化」編
集委員長を務めている。

⑵大塚は，平成22年10月より日本精神病理学会評
議員を務めている。

⑶大塚は，平成26年10月より日本精神医学史学会
評議員を務めている。

⑷大塚は，多文化間精神医学学会誌「こころと文
化」の編集委員長として，投稿論文3本の査読
を行った。

⑸大塚は，非常勤講師として，栃木県立衛生福祉
大学校看護学科専科で2時間の精神医学の講義
を行った。

⑹大塚は，日本ルーラルナーシング学会学会誌
「ルーラルナーシング」の査読委員を務めた。

⑺倉科は，令和2年4月より日本内分泌学会評議員
を務めている。

⑻倉科は，非常勤講師として，栃木県立衛生福
祉大学校看護学科専科で6時間の病態生理学Ⅱ
（内分泌代謝学）の講義を行った。

⑼平尾は，栃木県立宇都宮北高等学校の模擬講義
を1時間担当した。

⑽関山は，平成31年度地域保健福祉職員研修（調
査研究支援研修）の研究課題１件について研究
指導を行った。

⑾関山は，自治医科大学看護学部ジャーナルの査
読員を務め，査読を行った。

⑿関山は，平成22年4月より日本ルーラルナーシ
ング学会編集委員を務めている。

⒀関山は，感染症対策専門家派遣事業による専
門家の派遣において，現地活動を（2020.1.25，
29），宇都宮市保健所で行った。

⒁鹿野は平成29年度4月より社会科学言語学会企
画委員を務めている。
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基礎看護学

教授　小原　　泉
１．スタッフの紹介
　教　授　本田　芳香
　教　授　小原　　泉
　准教授　福田　順子
　講　師　湯山　美杉
　助　教　石井　容子
　井上　育子（2020年4月1日着任）
　　取得資格：看護師，臨床心理士，公認心理士
　　学歴：作新学院大学大学院心理学研究科修了
　　職歴：自治医科大学附属病院，自治医科大学
　　　　　看護短期大学，自治医科大学看護学部
　　　　（臨時教員等），栃木県スクールカウン
　　　　　セラー他
　甲賀　優貴（2020年4月1日着任）
　　取得資格：看護師，保健師。
　　学歴：国際医療福祉大学大学院医療福祉学研
　　　　　究科修了
　　職歴：寿泉堂綜合病院，自治医科大学看護学
　　　　　部（臨時教員），国立病院機構栃木医
　　　　　療センター

２．教育の概要
　基礎看護学では，看護学の基礎となる知識なら
びに基礎的な看護技術を学生が習得することを目
標に，教育活動を展開している。
１）基礎看護学に関する教育概要
⑴看護学概論（1年次前学期2単位：必修）：本田

が15時間担当
⑵実践基礎看護学概論Ⅰ（1年次前学期1単位：必

修）：本田が15時間担当
⑶看護技術論Ⅰ（1年次前学期1単位：必修）：福田

が7時間，湯山が8時間担当
⑷看護技術演習Ⅰ（1年次前学期1単位：必修）：基

礎看護学全教員で30時間担当
⑸看護技術論Ⅱ（1年次後学期1単位：必修）：本田

が2時間，福田が5時間，湯山が8時間担当
⑹看護技術演習Ⅱ（1年次後学期1単位：必修）：基

礎看護学全教員で30時間担当
⑺ヘルスアセスメント（1年次後学期1単位：必

修）：基礎看護学全教員で30時間担当
⑻看護技術論Ⅲ（2年次前学期1単位：必修）：小

原が9時間，福田が4時間，湯山が2時間担当

⑼看護技術演習Ⅲ（2年次前学期1単位：必修）：
基礎看護学全教員で30時間担当

⑽看護過程演習（2年次前学期1単位：必修）：小
原が30時間，基礎看護学全教員で28時間担当。

⑾対象の理解実習（1年次前学期1単位：必修）：
基礎看護学全教員ならびに看護基礎科学全教員
で45時間を担当

⑿日常生活援助実習（2年次後学期2単位：必修）：
基礎看護学全教員で90時間を担当

２）基礎看護学以外の担当教育概要
⑴看護倫理学（4年次前学期2単位：必修）：小原

が26時間担当
⑵看護管理学（4年次前学期1単位：必修）：福田

が4時間担当
⑶看護基礎セミナー（1年次前学期1単位：必

修）：本田，小原，福田，石井，井上，甲賀が
グループ担当教員として22時間を担当

⑷文献購読セミナー（2年次前学期1単位：必
修）：湯山がグループ担当教員として16時間を
担当

⑸看護総合セミナー（4年次通年120単位：必
修）：基礎看護学全教員で120時間担当

⑹総合実習（4年次前学期2単位：必修）：基礎看
護学全教員で90時間担当

⑺がん看護学（2・4年次後学期1単位：選択）：小
原が5時間担当

３．研究の概要
１）小原は，文部科学省化学研究費補助金（基盤

研究（C））による研究課題「がん臨床試験に
おける患者の意思決定支援のための学習プロ
グラム開発と実践知の可視化」の研究代表者
として参加し，同研究を実施した。研究分担
者は，東京大学医科学研究所 藤原紀子，埼玉
医科大学国際医療センター 玉木秀子，東京
大学 山本則子，東京保健医療大学 山花令子，
千葉大学大学院 野崎章子，広島大学 吉村健
一であった。

２）石井は，公益財団法人　在宅医療助成　勇美
記念財団　2020年度一般公募「在宅医療研究
への助成」による研究課題「在宅における
IPOSの利用の実現可能性と非がん患者への
IPOSの信頼性・妥当性の検証」の研究代表者
として参加し，同研究を実施した。
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用」について講師を務めた。
⑹小原は，自治医科大学看護学部令和2年度臨地

実習指導研修会において，「臨地実習指導の現
状と課題」について講師を務めた。

⑺小原は，自治医科大学附属病院院内看護研究発
表会 特別講義において，「身近な看護実践を事
例研究として取り組むヒント」について講師を
務めた。

４）学術団体・職能団体等の委員会活動
⑴小原は，日本がん看護学会の代議員，特別関心

活動グループ委員会の委員を務めた
⑵小原は，日本がん看護学会誌の査読委員を務め

た。
⑶小原は，第36回日本がん看護学会学術集会企画

委員を務めた。
⑷小原は，一般社団法人婦人科がんコンソーシア

ム（GOTIC）リサーチナース委員会の委員長を
務めた。

⑸小原は，日本臨床腫瘍研究グループ 臨床研究専
門職委員会の委員ならびに利益相反委員会の委
員を務めた。

⑹福田は，公益社団法人　栃木県看護協会　認定
看護管理者教育運営委員会の委員を務めた。

⑺湯山は，日本建築学会 集落の包括再編モデル小
委員会の委員を務めた。

５）その他
⑴福田は，厚生労働省事業「新型コロナウイルス

感染症対策に係る地方公共団体に対する支援」
において，現地活動を（2021.1.17～1.22），宇都
宮市保健所で行った。

⑵福田は，栃木県事業「感染症対策専門家派遣事
業による専門家の派遣」において，現地活動を
（2021.1.25～2.4），宇都宮市保健所で行った。

⑶井上は，栃木県事業「感染症対策専門家派遣事
業による専門家の派遣」において，現地活動を
（2021.1.28～2.4），宇都宮保健所にて行った。

⑷甲賀は，栃木県事業「感染症対策専門家派遣事
業による専門家の派遣」において，現地活動を
（2021.1.27,1.29,2.3），宇都宮市保健所で行った。

３）石井は，自治医科大学　看護学部　共同研費
による研究課題「妊孕性のある終末期婦人科
がん患者の在宅療養への移行期における課題
とその支援」の代表研究者として参加し，同
研究を実施した。共同研究者は自治医科大学
附属病院 野澤博子，岩永麻衣子，皆川麗沙，
本学部教員 本田，湯山であった。

４）小原は，文部科学省化学研究費補助金（基盤
研究（C））による研究課題「特定機能病院精
神科病棟・外来・在宅支援の主軸となる高難
度看護実践教育プログラム」（研究代表者：
野崎章子）に研究分担者として参加し，同研
究を実施した。

４．社会貢献活動の概要
１）論文の査読
⑴小原は，日本がん看護学会誌の査読委員を務め，

投稿論文の査読を行った。
⑵石井は，日本緩和医療学会誌Palliative Care 

Research編集委員会の査読委員を務め，投稿論
文の査読を行った。

２）学会発表抄録の査読
⑴小原は，第35回日本がん看護学学会学術集会の

演題査読委員を務め，学会発表抄録の査読を
行った。

３）非常勤講師，研修会講師等
⑴小原は，石川県立看護大学大学院の授業科目

「継続・緩和ケア展開論」において，「生命に
関わる健康問題に関する患者や家族の意思決定
と看護援助」について非常勤講師を務めた。

⑵小原は，筑波大学大学院の授業科目「がん看護
学特論Ⅱ」において，「臨床試験及び治験コー
ディネータの意思決定支援における役割」につ
いて非常勤講師を務めた。

⑶小原は，国立がん研究センター東病院 がん化
学療法看護教育課程において，「がん化学療法薬
の開発」および「臨床試験と治験コーディネー
ター」について非常勤講師を務めた。

⑷小原は，国立がん研究センター中央病院主催 厚
生労働省臨床研究総合促進事業上級者CRC養成
研修において，「臨床研究関係者に対するコン
サルテーションと教育」について講師を務めた。

⑸小原は，北海道大学病院主催 厚生労働省臨床
研究総合促進事業上級者CRC養成研修において，
「インフォームドコンセントの概念とその適
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4名，日光市足尾地域5名，県内訪問看護ステー
ション2名。⑨「看護総合セミナー」（4年次後学
期：必修）：本学科目教員及び看護基礎科学の関
山講師で学生17名を担当。春山3名，塚本2名，島
田3名，青木3名，江角3名，横山2名の学生を指導。
学生は，要支援妊婦の特徴の分析に基づく妊娠・
育児期を見据えた思春期保健における市町村保健
師の役割，新型コロナウイルス感染症拡大下にお
いて子育て中の家族が抱えるストレスの実態と保
健師活動，働き世代・子育て世代である成人期前
期の健康意識と保健行動，成人男性の保健行動の
促進要因・阻害要因，新型コロナウイルス感染症
拡大による介護予防に関わる健康生活や地区組織
活動への影響，出産施設まで長距離移動を要する
妊婦の思いと看護職の役割，中山間地域の独居高
齢者が抱える思い，山間へき地における元気高齢
者の生活実態とフレイル関連因子，高齢者を見守
り、支援につなげるための住民活動，高齢者夫婦
における老老介護を行う介護者の思い等の看護研
究に取り組んだ。⑩「看護トピックス」（4年次後
学期：必修）：本学科目では，江角が責任教員と
なり，テーマ「ICT（情報通信技術）を活用した
患者教育・保健指導」を本学科目教員全員で13名
の学生を担当．⑪「疫学」（４年次前学期科目2単
位必修）：江角が担当。⑫情報学（１・4年次後学
期2単位：選択）江角が担当。

３．研究の概要
１）春山は，平成29-令和2年度科学研究費助成

事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究
（Ｃ））による研究課題「人口規模に応じた市
町村保健師の地域保健活動まマネジメント」
の研究代表者として，同研究を実施した。

２）研究分担者は塚本，島田，関山，青木，江角，
土谷，横山，連携研究者は，長崎県立大学の
中尾八重子，長野県看護大学の安田貴恵子，
富山大学の田村須賀子，山梨大学の山﨑洋子
であった。

３）塚本は，平成30-令和2年度科学研究費助成事
業（学術助成基金助成金）（基板研究（Ｃ））に
よる研究課題「へき地における退院支援・調
整に関する教育プログラムの開発」の研究代
表者として，同研究を実施した。

４）研究分担者は春山，島田，青木，江角，土谷，
研究協力者は，前湘南医療大学の上野まり，

地域看護学

教授　春山　早苗
１．スタッフの紹介
　教　授　春山　早苗
　教　授　塚本　友栄
　講　師　島田　裕子
　講　師　青木さぎ里
　講　師　江角　伸吾
　助　教　横山　絢香（2021年3月31日退職）

２．教育の概要
１）地域看護学に関する教育概要
　公衆衛生の理念を追求する看護の目的と活動方
法の基本を理解し，公衆衛生看護活動の展開に必
要となる基本的な知識と技術を学生が修得できる
ことを目指して，主に行政に所属する保健師の活
動を素材にして，教育にあたっている。担当科目
は，実践基礎看護学概論Ⅲ（2年次前学期2単位：
必修），健康生活支援技術Ⅰ（3年次前学期1単位：
必修），健康生活支援技術Ⅱ（3年次後学期1単位：
必修），公衆衛生看護活動論（3年次後学期2単位：
必修），公衆衛生看護方法論（3年次後学期1単位：
必修），公衆衛生看護実習（3年次後学期4単位：必
修），行政看護管理論（4年次前学期1単位：必修），
地域健康危機管理論（4年次前学期1単位：必修）
であり，本学科目教員全員で担当した。
２）地域看護学以外の担当教育概要
　①「保健医療福祉システム論」（1年次後学期2
単位：必修）：春山・塚本・島田・青木・江角・
土谷が担当。②「看護基礎セミナー」（１年次前
学期：必修）：塚本・横山が担当。③「へき地の
生活と看護」（1～4年次後学期1単位：選択）：青
木，江角が担当したが、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大により開講されなかった。④「文献
講読セミナー」（2年次前学期：必修）：島田，青
木，江角が担当。⑤「国際看護論」（4年次前学
期1単位：必修）：江角が科目責任者，春山も担
当。⑥老年在宅看護実習（3年次後学期2単位：必
修）：本学科目教員全員が１クール担当。⑦「看
護政策学」（4年次前学期1単位：必修）：春山が
科目責任者。⑧「総合実習」（4年次後学期：必
修）：本学科目教員及び看護基礎科学の関山講師
で17名を担当。実習場所は下野市健康増進課及び
高齢福祉課6名，群馬県吾妻郡中之条町六合地区
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田明美，哲西町診療所（岡山県新見市）の高
瀬佳子であった。

14）島田は，令和2年度看護学部教員共同研究費
による研究課題「地域包括ケアシステムにお
いて協働する住民の地域特性別発掘方策及び
生活支援コーディネーターの活動方法に関す
る研究」の研究代表者として，同研究を実施
した。

15）共同研究者は春山，塚本，青木，江角，横山
（絢），下野市高齢福祉課の朝川美也子，江
連正子，館野昌也，小林藍，桑島謙司，下野
市社会福祉協議会の鈴井祐孝，井上永子，隅
谷サヨ子，黒須重光，黒川一巳，菅井貞雄で
あった。

16）春山は，平成30-令和2年度厚生労働科学研究
費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）
「へき地医療の向上のための医師の働き方お
よびチーム医療の推進に係る研究」（研究代
表者：自治医科大学医学部　小谷和彦）の
研究分担者，江角は研究協力者として参加し，
同研究を実施した。

17）春山は，令和元-3年度厚生労働科学研究費補
助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「特
定行為研修の修了者の活用に際しての方策に
関する研究」（研究代表者：東京大学大学院
医学系研究科　真田弘美）の研究分担者とし
て参加し，同研究を実施した。

18）春山・江角は，令和2年度厚生労働行政推進
調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事
業）「特定行為研修の効率的な研修体制につ
いての探索的研究」（研究代表者：自治医科
大学看護学部　村上礼子）の研究分担者とし
て参加し，同研究を実施した。

19）春山は，令和2年度厚生労働行政推進調査事
業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）
「新型コロナウイルス感染症等に対する健康
危機管理対応の人材育成のための研究」（研
究代表者：日本赤十字看護大学　吉川悦子）
の研究協力者として参加し，同研究を実施し
た。

４．その他
１）江角は，芳賀赤十字病院の看護師4名を対象

に，研究課題４件「外来での手術室看護師に
よる術前面談を開始しての評価～手術室看護

名桜大学の佐久川政吉，徳島文理大学の福島
道子であった。

５）青木は，平成30年-令和3年度科学研究費助成
事業（学術助成基金助成金）（若手研究）に
よる研究課題「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　離島
類型別の特徴」の研究代表者として，同研究
を実施した。

６）春山は，平成30-令和2年度厚生労働科学研究
費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病
対策総合研究事業）「循環器疾患・糖尿病等
生活習慣病を予防するための情報通信技術を
活用した保健指導プログラム及びその実践の
ための手引きの作成と検証」の研究代表者と
して，同研究を実施した。

７）研究分担者は江角，小谷和彦，淺田義和，富
山大学の田村須賀子，大阪市立大学の由田克
士，筑波大学の中田由夫，自治医科大学大学
院看護学研究科非常勤講師の廣江貴則，研究
協力者は横山等であった。

８）春山は，令和2-3年度厚生労働科学研究費補助
金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）
「市町村保健師の災害時保健活動遂行能力の
向上のための教育教材及びその活用マニュア
ルの作成と検証」の研究代表者として，同研
究を実施した。

９）研究分担者は島田，江角，宮城大学の安齋由
貴子，兵庫県立大学の牛尾裕子，研究協力者
は淺田義和等であった。

10）春山は，令和2年度厚生労働行政推進調査事
業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）
「新型コロナウイルス感染症対応に関わる保
健所業務における外部委託，非常勤職員等の
効果的な活用のための研究」の研究代表者と
して，同研究を実施した。

11）研究分担者は日本赤十字看護大学の吉川悦子，
千葉大学大学院の石橋みゆき，千葉県立保健
医療大学の雨宮有子，研究協力者は島田，江
角，関山友子等であった。

12）青木は，令和2年度看護学部教員共同研究費
による研究課題「へき地診療所における看護
活動の実態と課題に関する調査」の研究代表
者として，同研究を実施した。

13）共同研究者は春山，塚本，島田，江角，横山，
六合温泉医療センター（群馬県吾妻郡）の山
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師が認識している現状と課題～」，「エンゼル
ケアに活かす遺体トラブルについて葬儀社へ
対する実態調査」，「制限ある面会を開始して
～早産低出生体重児の母親との関わりを振り
返る～」，「当院NICUにおけるファミリーセ
ンタードケアに対する看護師の意識調査」に
ついて，研究指導を行った。

２）春山は，日本地域看護学会「日本地域看護学
会誌」の査読委員を務め，投稿論文1本の査
読を行った。

３）春山は，日本公衆衛生看護学会「日本公衆衛
生看護学会誌」の査読委員を務め，投稿論文
1本の査読を行った。

４）春山は，文化看護学会「文化看護学会誌」の
査読者を務め，投稿論文1本の査読を行った。

５）春山は，Public Health Nursing（Wiley online 
library）の査読者を務め，投稿論文1本の査
読を行った。

６）塚本は，日本ルーラルナーシング学会の査読
委員を務め，投稿論文1本の査読を行った。

７）青木は，自治医科大学看護学部「看護学
ジャーナル」の査読委員を務め，投稿論文1
本の査読を行った。

８）江角は，自治医科大学看護学部「看護学
ジャーナル」の査読委員を務め，投稿論文1
本の査読を行った。

９）春山は，日本地域看護学会第23回学術集会
の査読者を務め，学会発表抄録7本の査読を
行った。

10）春山は，日本ルーラルナーシング学会　第15
回学術集会において，理事会＆第15回学術集
会ジョイント特別企画「これからのルーラル
ナーシングを担う人材育成」の座長を務めた
（2020.9.12）。

11）春山は，令和2（2020）年度保健師等ブロッ
ク別研修会<関東甲信越ブロック>において，
シンポジウム「健康危機発生時の対応を振り
返って～公衆衛生看護の原点～」のコーディ
ネーターを務めた（オンライン，2020.10.1）。

12）春山は，日本地域看護学会第23回学術集会の
理事会緊急セミナーにおいて，「新型コロナ
ウイルス感染症への支援経験から得られた学
会としての役割」の講師を務めた（誌上発
表）。

13）春山は，大分県及び（財）日本公衆衛生協

会の令和2年度全国保健師長研修会において，
講演Ⅱ「健康危機事案発生時のリスクマネジ
メント～新型コロナウイルス感染症対策にお
ける保健師の役割～」の講師を務めた（誌上
発表）。

14）春山は，医学書院の保健師カリキュラム編成
セミナーにおいて，「指定規則改正のポイン
トとカリキュラム編成」の講師を務めた（動
画配信）。

15）春山は，栃木県の市町村保健師管理者能力育
成研修において，「根拠に基づく事業・施策
の展開」の講師，演習「事業・施策における
管理者としてのマネジメント」「管理者とし
てのマネジメントのあり方」のコーディネー
トを務めた（2020.12.8-9，11名）。

16）春山は，小山市の保健師人材育成指針策定に
係る研修会において，「コロナ禍における市
町村保健師活動」の講師を務めた（2021.3.12，
33名）。

17）江角は，自治医科大学看護師特定行為研修研
修センターの令和2年度第1回看護師特定行為
研修指導者講習会においてディレクターを務
めた（2020.7.11，26名）。

18）島田は，栃木県の南那須地区保健師業務研究
会において，講義「災害時に求められる保健
師活動と地域特性に合わせた平常時の取り組
み」の講師を務めた。（2020.9.3，17名）。

19）島田は，栃木県の健康危機管理研修において，
講義・演習「避難所の保健医療衛生～避難所
運営ゲームを用いた保健衛生活動訓練～」の
講師を務めた。（2020.9.14，48名）。

20）島田は，栃木県の県西地区看護職員等研修会
において，講義「新型コロナウイルス感染症
に対応した被災者等への健康支援」及び演習
「避難所運営ゲームを用いた保健衛生活動訓
練」の講師を務めた。（2020.11.6，54名）。

21）島田は，ふくしまあじさい会において，介護
予防に関する講話とレクリエーションの講師
を務めた。（2021.3.11，20名）。

22）青木は，筑波大学附属高等学校において，講
演会「健康や命をどう守る？海があっても
地続きの問題」の講師を務めた。（2021.1.30，
255名）

23）青木は，NPO法人へき地保健師協会理事と
して，オンライン交流会「へき地から繋がろ
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う」のコーディネーターを務めた。（2020.6.6，
35名）

24）青木は，NPO法人へき地保健師協会理事と
して，茶話会「元気が出るおしゃべり会」の
コーディネーターを務めた。（2020.7.11，12
名）

25）青木は，日本島嶼学会第3回島の医療を考え
る研究会において，「保健所の無い離島にお
ける新型コロナウイルス感染症対策」の講師
を務めた。（2020.9.19，25名）

26）青木は，NPO法人へき地保健師協会理事とし
て，日本公衆衛生学会自由集会「へき地保健
師のつどい -離島でのCOVID-19患者発生時の
保健医療活動」の話題提供及びコーディネー
ターを務めた。（2020.10.22，17名）

27）青木は，NPO法人へき地保健師協会理事と
して，第4回日本公衆衛生看護学会ワーク
ショップ「へき地での人材確保」の話題提供
及びコーディネーターを務めた。（2021.1.24，
11名）

28）江角は，自治医科大学看護師特定行為研修研
修センターの令和2年度第1回看護師特定行為
研修指導者講習会においてワークショップ
にてタスクフォースを務めた（2020.7.11，26
名）。

29）春山は，日本看護科学学会の代議員及び和文
誌編集委員を務めた。

30）春山は，日本ルーラルナーシング学会の副理
事長兼事務局長，江角は編集委員，島田・横
山は事務局員を務めた。

31）春山は，日本地域看護学会の理事及び災害支
援のあり方検討委員長を務めた。

32）島田は，日本地域看護学会の災害支援のあり
方検討委員を務めた。

33）春山は，日本公衆衛生看護学会の代議員を務
めた。

34）春山は，文化看護学会の評議員を務めた。
35）春山・江角・横山は栃木県保険者協議会の保

健活動部会ICT活用ワーキンググループ委員
を務めた。

36）春山は，厚生労働省の医道審議会臨時委員
（保健師助産師看護師分科会員）を務めた。

37）春山は，厚生労働省の医道審議会保健師助産
師看護師分科会看護師特定行為・研修部会委
員を務めた。

38）春山は，厚生労働省の「医療従事者の需給に
関する検討会」構成員及び看護職員需給分科
会構成員を務めた。

39）春山は，日本公衆衛生協会の令和2年度地域
保健総合推進事業「健康危機緊急時対応体制
整備事業」の準備チーム員を務めた。

40）春山は，全国訪問看護事業協会の『訪問看護
ステーションにおける「看護師の特定行為に
係る研修」受講促進・活動支援事業』検討委
員会委員を務めた。

41）春山は，富山県立大学の富山県立大学看護系
大学院等設置検討委員会委員を務めた。

42）春山は，栃木県の保健師現任教育のあり方検
討会委員を務めた。

43）春山は，下野市の健康づくり推進協議会会長
を務めた。

44）春山は，栃木市の健康増進計画推進部会及び
庁内ワーキング合同会議のアドバイザーを務
めた。

45）春山は，小山市の保健師人材育成計画策定ア
ドバイザーを務めた。

46）島田は，厚生労働省地域保健活動普及等委託
費先駆的保健活動交流推進事業の「自治体保
健師の確保のための映像等作成事業」のアド
バイザーを務めた。

47）島田は，下野市の介護保険審査会委員を務め
た。

48）青木は，結城市の介護保険審査会委員を務め
た。

49）青木は，日本ルーラルナーシング学会の評議
員及び広報委員を務めた。

50）青木は，日本ルーラルナーシング学会第16回
学術集会の企画委員を務めた。

51）青木は，NPO法人へき地保健師協会の理事長
を務めた。

52）江角は，小山市地域包括支援センター運営協
議会の委員を務めた。

53）江角は，小山市生活支援体制整備事業協議体
の委員を務めた。

54）春山・島田は，厚生労働省非常勤職員とし
て，新宿区保健所においてCOVID-19対策に
係る支援を行った（2020.6.24～7.6，春山4日
間，島田2日間）。

55）春山は，新宿区特別職非常勤職員として，新
宿区保健所においてCOVID-19対策業務を
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行った（2020.7.9～8.29，14日間）。
56）春山は，厚生労働省非常勤職員として，さい

たま市保健所においてCOVID-19対策に係る
支援を行った（2020.7.24～8.5，5日間）。

57）春山は，厚生労働科学研究費（健康安全・危
機管理対策総合研究事業）の一環として，沖
縄県COVID-19対策本部，中部保健所，北部
保健所，那覇市保健所においてCOVID-19対
策に係る支援を行った（2020.8.16-20）。

57）春山は，厚生労働省非常勤職員として，札
幌市保健所（2020.11.6-8）及び旭川市保健所
（2020.12.5-6）においてCOVID-19対策に係る
支援を行った。

58）春山は，厚生労働省非常勤職員として，名古
屋市COVID-19対策本部，中区保健センター，
中川区保健センター（2020.11.12-16）におい
てCOVID-19対策に係る支援を行った。

5 9 ） 春 山 ・ 江 角 は ， 厚 生 労 働 省 非 常 勤 職 員
と し て ， 北 海 道 千 歳 保 健 所 及 び 江 別 保
健所（2020 .11 .21 -24）及び旭川市保健所
（2020.11.28-29）においてCOVID-19対策に係
る支援を行った。

60）春山は，東京都会計年度任用職員として，東
京都保健所支援拠点（2020.12.8-2021.3.31，3
日間）において職員（トレーサー班職員）の
業務に関するスーパーバイズを行った。

61）春山は，厚生労働省非常勤職員として，神
奈川県厚木保健福祉事務所・大和センター
（2021.1.8-12）においてCOVID-19対策に係る
支援を行った。

62）春山・島田・江角・青木は，厚生労働省非常
勤職員として，宇都宮市保健所（2021.14-22，
春山6日間，島田7日間，江角6日間，青木1
日間）においてCOVID-19対策に係る支援を
行った。

63）春山・塚本・島田・江角・青木は，栃木県感
染症対策専門家派遣事業による専門家とし
て，宇都宮市保健所（2021.22-2.7，春山7日
間，塚本2日間，島田2日間，江角5日間，青
木4日間）においてCOVID-19対策に係る支援
を行った。

64）春山は，厚生労働省非常勤職員として，仙台
市青葉保健所（20201.3.19-20，3/27-28）にお
いてCOVID-19対策に係る支援を行った。
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　なお，永井と半澤は，大学院看護学研究科博士
前期課程において，実践看護学分野精神看護学領
域の指導を担当して，半澤教授が主指導教員とし
て精神看護学関連の教育研究者を目指す1名が修
了した。また，同博士後期課程においては，永井
が主指導をした1名が修了し，半澤は1名の主指導
を継続している。

２）精神看護学以外の教育概要
　1年次前学期必修科目として，永井は，「生涯発
達看護論」（2単位），2年次後学期必修科目「グ
ループ・アプローチ」（1単位）を担当した。ま
た，永井，半澤，富川は「看護基礎セミナー」（2
単位）を28時間担当した。石井は「文献講読セミ
ナー」（2年次前学期2単位；必修）を16時間担当
した。

３．研究の概要
　永井は，文部科学省科学研究費助成事業の基盤
研究（C）「看護基礎教育課程における認知症看護
実践能力修得に向けたカリキュラムの開発」（代
表者：湯浅美千代，2017年4月～）の分担研究者
としてコロナ禍のため研究を延長して継続してい
る。
　半澤は，文部科学省科学研究費助成事業　基盤
研究（C）「精神科病棟における身体拘束の最小化
および最短化に向けた基礎的研究」の研究代表者
（2018年4月-2021年3月）として石井，永井，冨川
らを研究分担者として研究を継続している。2020
年12月12日にWeb開催された第40回日本看護科学
学会学術集会において，石井が筆頭著者として全
員で「身体拘束の最小化および最短化に関する精
神科看護師の認識」を発表した。また，2021年3
月4日にWeb開催された第40回日本社会精神医学
会において石井を筆頭として，半澤，永井は「入
院時不穏興奮がみられ身体拘束開始となった患者
の拘束解除に向けた提案」を発表した。
　石井は，文部科学省科学研究補助金（基盤研究
（Ｃ））による研究課題「精神障害者による他害
行為の予防に対する精神保健医療福祉体制の整備
に関する研究」（研究代表者：国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター 小池純子）に，
分担研究者として参加し，同研究を実施した。ま
た，自治医科大学看護学部教員2020年度共同研究
費による研究課題「看護学生の学習におけるエン

精神看護学

教授　永井　優子
１．スタッフの紹介
　教　授　永井　優子
　教　授　半澤　節子
　講　師　石井　慎一郎
　助　教　冨川　明子（令和3年3月31日退職）

２．教育の概要
１）精神看護学に関する教育概要
　当学科目では，あらゆる健康水準の個人および
集団を対象に，対象者の人権を尊重するとともに，
その人の希望を踏まえた精神看護実践の基礎的知
識と技術の修得を学士レベルの教育目標としてい
る。精神の健康を増進し，精神の健康障害からの
回復を促進する看護の提供体制は，精神科医療を
提供する精神科病棟だけでなく，多様な場と支援
者のネットワークにより精神障害者とその家族が
生活者として健康の回復と社会生活の向上を図る
ことができるための看護を展開できる能力を育成
することを 目標としている。
　担当科目は，「実践看護学概論Ⅱ」（2年次前学
期1単位；必修）は永井15時間，「精神看護方法」
（3年次後学期2単位；必修）は，半澤10時間，永
井10時間，石井10時間，「地域精神看護方法」（3
年次後学期2単位；必修）は，永井6時間，半澤2
時間，石井6時間，土屋徹非常勤講師（夢風舎代
表）2時間，精神看護学教員全員で14時間の演習
を担当した。「精神保健看護実習」（3年次後学期
2単位；必修）は，下野市，小山市，野木町，佐
野市の4市町にある精神科デイケア3施設と精神障
害者通所型の社会福祉法人とNPO法人の計3法人
において，全教員で90時間を担当した。また，総
合実習（4年次前学期2単位；必修）と看護総合セ
ミナー（4年次後学期4単位；必修）では，学生10
名に対して120時間を担当した。さらに，石井は
「看護トピックス」（4年次後学期1単位；必修）
の8時間（テーマ：認知症をもつ人とその家族へ
の看護職の役割6時間を含む）を担当した。
　後学期の「精神看護方法」「地域精神看護方法」
「精神保健看護実習」ではMoodleを用いて，学生
の学習支援を行い，アクティブラーニングの手法
を用いた教育方法の改善および質の向上に取り組
んでいる。
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　石井は，独立行政法人国立病院機構肥前精神医
療センター北２病棟の看護師を対象に，研究課
題「精神科身体合併症病棟におけるナースコー
ルの実態調査―誤薬のインシデント最小化に向
けて―」，「精神科身体合併症病棟における入浴
介助の実態調査―看護師の思いに焦点を当てて
―」について，研究指導を行った。また，SAGE 
Publications「SAGE Open」編集委員会のArticle 
Editorを務め，投稿論文の査読を行った。
　本看護学部で取り組んでいる「地域ケアスキル
トレーニング」については，半澤は科目責任者，
冨川は担当者として，ｅラーニングによる高齢者
看護:認知症の科目をベーシック・プログラムおよ
びフォローアップ・プログラムとして実施し，評
価を行った。また，看護師本学特定行為研修セン
ターの特定行為区分別科目「精神および神経症状
に係る薬物投与関連」において，永井と石井は指
導補助として，指導を担当している。
　永井を会長として発足して13年目を迎えた北関
東精神保健看護研究会は，半澤は幹事として，事
務局を石井と冨川が担っている。栃木県のみなら
ず北関東の精神科看護職者の情報交換，現場の問
題解決の知恵を共有する貴重な機会となっている
研究会を年2回継続して開催してきたが，コロナ
禍のため研究会の開催はせず，開催準備と活動方
法の検討をした。
　さらに，永井は第14回文化看護学会学術集会の
会長に選出され，石井は事務局長として2022年3
月に開催予定とし，本看護学部の会員に協力を求
めて企画委員会を組織し，開催準備を開始した。

ゲージメントに関する基礎的研究」の研究代表者
として同研究を実施した。研究分担者は本学部教
員の田村，社会福祉法人ブローニュの森の江田千
絵であった。
　冨川は，東京医科歯科大学大学院生として博士
論文に係る研究を継続しており，「精神障害者に
対するトラウマインフォームドケアについての文
献レビュー」を第40回日本看護科学学会学術集会
において発表した。

４．その他
　永井は，栃木県および栃木県看護協会が主催す
る各種研修会の講師および四日市医療看護大学大
学院および千葉科学大学大学院の「コンサルテー
ション論」（専門看護師教育課程認定科目,各2単位
30時間）の非常勤講師として看護職の継続教育に
協力した。また，下野市の「下野市知識自殺対策
ネットワーク協議会」の座長を務めている。さら
に，社会福祉法人こぶしの会および社会福祉法人
ブローニュの森の評議員を務めている。
　また，日本看護系大学協議会高度実践看護師教
育課程認定委員会の分科会委員として，精神看護
専門看護師教育課程の審査に協力した。（一社）
日本精神保健看護学会理事・代議員・査読委員，
日本ルーラルナーシング学会評議員・理事（渉外
担当），千葉看護学会，日本看護学教育学会の評
議員・選挙管理委員，文化看護学会の監事，日本
看護科学学会和文誌，日本看護研究学会誌，日本
家族看護学会誌の査読委員，日本病院・地域精神
医学会編集委員を務めている。
　半澤は，日本精神障害者リハビリテーション学
会の常任理事（学会誌編集担当），同学会誌編集
委員・査読委員，日本社会精神医学会理事，同学
会編集委員・査読委員，日本精神保健・予防学会
の評議員，日本精神衛生学会理事および学会誌査
読委員，日本精神神経学会 英文誌 Psychiatry　
and Clinical Neurosciences, Psychiatry Research，
International Journal of Culture and Mental 
HealthおよびAsian Federation of Psychiatric 
Associations, Asian Journal of Psychiatryの
Reviewer，（一社）日本精神保健看護学会，日本
ルーラルナーシング学会，日本看護科学学会和文
誌の専任査読委員，さらに，厚生労働省「精神障
害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事
業」の広域アドバイザーを務めた。
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うえで，講義，アセスメントや看護技術の演習，
事例展開の演習が連動するように関連させて展開
した。
⑷生涯発達看護学概論Ⅵ（4年次前学期1単位：必
修）
　成田が科目責任者として担当した。リプロダク
ティブヘルス・ライツの概念，思春期・性成熟
期・更年期各期の健康問題と看護，避妊・性感染
症予防，不妊の看護などを講義した。コロナ感染
対策のため，全面遠隔講義となり，Moodleを活用
して小テストを実施し，知識の定着に努めた。
⑸周産期看護実習（3年次後学期2単位：必修）
　成田が科目責任者となり，角川，望月，谷田部，
上野が分担して担当した。コロナ感染対策のため，
実施時期を後学期に移し，病棟での実習を自治医
科大学附属病院産科病棟・外来，NICU・GCUの
みの4日間に短縮し，産科病棟での実習翌日の1日
を学内で母子の看護過程展開に集中させ，また他
の5日分を学内の演習等を活用して補った。

２）助産学に関する教育概要
⑴助産学概論（3年次前学期1単位：選択）
　4年次助産師国家試験受験資格関連科目受講生
選考に必須な選択科目であり，受講希望の学生は
受講可能な科目である。成田が科目責任者として
総括し，角川，谷田部の協力を得て実施した。コ
ロナ感染対策のため，前学期に移動し，遠隔で開
催したため，例年より多い30名が受講した。助産
師の概念，助産師活動の概要，助産師の国際活動，
海外の母子保健，性と生殖の健康と人権，助産に
係る生命倫理などを教授した。人権や生命倫理に
関しては，事例に基づき意見交換を行うことで，
学生が支援方法を考えることができた。
⑶実践助産学Ⅰ（4年次前学期1単位：選択）
　助産学実習受講予定の学生7人に開講し，角川
が科目責任者として総括し，上野と一緒に講義・
演習を展開した。
⑷実践助産学Ⅱ（4年次前学期1単位：選択）
　助産学実習受講予定の学生7人に開講し，角川
が科目責任者として総括し，望月，上野，谷田部，
臨時教員と一緒に講義・演習を展開した。コロナ
感染対策のため，密を避け，フェイスシールドを
着用して演習した。対面での演習期間がわずか1
週間であったため，事前学習課題を提示し，知識
を深めたうえで，短期集中で行った。分娩介助の

母性看護学

教授　成田　　伸
１．スタッフの紹介
　教　授　成田　　伸
　准教授　角川　志穂
　講　師　望月　明見（令和3年3月31日付退職）
　助　教　上野　知奈
　助　教　谷田部典子（令和2年4月1日付採用）
　　取得資格：看護師，助産師
　　学歴：佐野日本大学高等学校卒業，日本大学

医学部付属看護専門学校卒業，放送大
学教育学部卒業，日本赤十字看護大学
大学院修士課程国際保健助産学専攻
（実践コース）修了

　　職歴：日本大学医学部付属練馬光が丘病院，
足利赤十字病院，やまなかレディース
クリニック，芳賀赤十字病院

２．教育の概要
１）母性看護学に関する教育概要
⑴生涯発達看護学概論Ⅰ（周産期）（1年次後学期2
単位：必修）
　成田が担当し，助教の協力を得て実施した。母
性看護学の基本概念，母親になっていくプロセ
ス，生殖医療と倫理・法的な問題などを講義した。
Moodle上の小テストを活用し，知識の定着を図っ
た。
⑵周産期実践看護学Ⅰ（2年次後学期1単位：必修）
　望月が科目責任として総括し，成田，角川，谷
田部，臨時教員が協力し実施した。コロナ感染対
策のため，子育て期にある母子との交流は開催で
きず，経験豊富な助産師の講義とした。妊婦・産
婦のアセスメントには，臨床スタッフの協力を得
たが，対応可能な指導者が少ないため，内容を整
理し，学生が十分な指導を得られるようにした。
⑶周産期実践看護学Ⅱ（2年次後学期1単位：必修）
　望月が科目責任として総括し，成田，角川，谷
田部が協力し実施した。妊産褥婦及び新生児のア
セスメントについては，コロナ感染対策のため，
動員できる指導者が少ないため，内容を整理精選
し，学生が最低限必要な知識を得られるように調
整した。周産期看護実習につながる看護過程につ
いては，望月が中心となって実習時の展開を意識
した書式の修正と褥婦・新生児の事例を作成した
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⑶研究セミナー（3年次後学期1単位：必修）
　成田が科目責任者として総括し，春山，角川，
望月，上野，谷田部，臨時教員の二宮，TAの北
守の協力を得て実施した。コロナ感染対策のため，
前学期に移動し，遠隔で実施した。看護研究の基
礎部分を春山が教授し，看護実践に基づく研究動
機および実践課題，キーワードの選択について教
授した。研究倫理，計画書の書き方等は成田が教
授した。その後のレポート作成にあたっては，グ
ループ毎に教員が担当し，遠隔でのグループワー
クを3回実施し，レポート提出に至った。レポー
トの評価にはポートフォリオを用い，レポート内
容に必要な事項を確認しつつレポート作成を支援
すると共に，レポート評価に用いることで，全学
生の評価基準を統一した。
⑷総合実習（4年次前学期2単位：必修）・看護総
合セミナー（4年次後学期4単位：必修）
　成田，角川，望月，上野，谷田部で母性看護学
領域に配置された学生13名を担当し，総合実習
でテーマとした内容についてレポートを作成し
た。フィールドとして，附属病院産科病棟および
NICU，附属さいたま医療センター産科病棟，大
野医院を使用し，栃木県助産師会の協力を得た。
⑸看護トピックス（4年次後学期1単位：必修）
　角川が全体調整を担当し，母性看護学教員，
TA，臨床助教の協力を得て実施した。講義・演
習とも対面で実施したが，コロナ感染対策のため，
感染予防に努めた。日本版新生児蘇生法Bコース
の公認コースなどを開催し，最新知識を教授した。
⑹看護管理学（4年次前学期2単位：必修）
　成田が科目責任者として担当し，福田，臨地教
授等の協力を得て実施した。コロナ感染対策のた
め，遠隔で実施した。臨地教授等は，附属病院及
びさいたま医療センター看護部長，医療情報部担
当師長等，看護・病院管理の最前線で活躍する
方々であり，充実した内容であった。
⑺ジェンダー論（1，4年次後学期2単位：選択）
　成田が科目責任者として担当した。非常勤講師
の白井氏の講義は遠隔で実施し，59名が受講した。
ジェンダーにかかわる多様な社会問題を課題とし
て取り上げ展開した。

３．研究の概要
１）成田は，文部科学省科学研究補助金（基盤

C）による研究課題「助産外来を活用した妊

演習については，総合実習期間に実習施設におい
て臨地実習指導者に直接指導いただき，具体的な
指導を展開してもらった。
⑸実践助産学Ⅲ（4年次前学期1単位：選択）
　助産学実習受講予定の学生7人に開講し，角川
が科目責任者として総括し，上野，臨時教員と一
緒に講義・演習を展開した。学生はDVDを活用し
ながら，事前学習を行い，短期集中で少人数での
演習を行った。
⑹実践地域助産学（4年次前学期1単位：選択）
　助産学実習受講予定の学生7人に開講し，成田
が科目責任者として総括し，地域における助産師
の母子保健活動，産褥期の健康教育・保健指導に
ついて教授した。コロナ感染対策のため，密を避
け，講義は遠隔で実施し，健康教育・保健指導に
ついては課題レポートの作成と対面での指導を実
施し，学習効果を高めた。
⑺助産管理学（4年次前学期1単位：選択）
　助産学実習受講予定の学生7人に開講し，成田
が科目責任者として総括し，助産師の活動に関わ
る管理の概念と活動，災害時の役割，助産業務と
医療事故などについて教授した。コロナ感染対策
のため，遠隔で実施した。
⑻助産学実習（4年次後学期8単位：選択）
　助産学生7名が受講し，全員が修了した。成田
が科目責任者として総括した。コロナ感染対策の
ため，済生会宇都宮病院での実習を休止し，栃木
県内の大野医院での実習に切り替えた。自治医科
大学附属病院は学生3名で，主に成田，谷田部と
臨時教員の二宮が，さいたま医療センターは学生
2名で，主に望月，成田が，大野医院は学生2名が
実習し，主に角川，上野と臨時教員の藤原が担当
した。コロナ感染対策のため，感染予防に十分留
意して実習した。分娩期の対象者を受持ち，ケア
を展開し，必要な分娩介助件数を達成し，継続
ケースのケアを展開した。

３）母性看護学・助産学以外の担当教育概要
⑴文献講読セミナー（2年次前学期1単位：必修）
　角川と望月が分担者としてそれぞれ1グループ
を担当し，レポート作成を指導した。コロナ感染
対策のため，遠隔でのグループ演習となったが，
8名全員でのディスカッションを取り入れながら
も，文献シートの作成方法や，文献検討の方法に
ついて，1人1人に細やかな指導を行った。



40

自治医科大学看護学部年報（第19号）自治医科大学大学院看護学研究科年報（第15号）　2020年度

集会の査読委員として査読を行った。
10）角川は，日本母性看護学会会誌「日本母性看

護学会誌」の専任査読委員を務め，査読を
行った。

11）角川は，日本母性衛生学会会誌「母性衛生」
の査読委員を務め，査読を行った。

12）角川は，栃木県母性衛生学会編集委員長を務
め，学会誌の編集を行った。

13）角川は，第60回日本母性衛生学会総会・学術
集会の査読委員を務め，査読を行った。

娠糖尿病女性への妊娠分娩産褥期の継続的な
支援の介入評価研究」の研究代表者として，
終了年度を1年延長して，同研究を実施した。
研究分担者は望月で，研究協力者として，関
西国際大学松原まなみ，大阪府立大学山田加
奈子の協力を得て実施した。

２）望月は，文部科学省科学研究補助金（挑戦的
研究（萌芽））による研究課題「出所後に子育
てが必要な女子受刑者への刑務所内支援モデ
ルの開発」の研究代表者として参加し，同研
究を実施した。研究分担者は，自治医科大学
田村敦子，国際医療福祉大学小池純子，自治
医科大学成田伸，連携研究者は，筑波大学大
谷保和，筑波大学森田展彰であった。

３）望月は，文部科学省科学研究補助金（基盤研
究（C）（一般）肝移植後の思春期患者に向け
た他職種連携による自立支援プログラムの構
築（研究代表者：自治医科大学田村敦子）に
研究分担者として参加し，同研究を実施した。

４．その他
１）成田は，群馬大学大学院において「ハイリス

ク状態にある女性への援助とケアシステム」
について教授した。

２）角川は，インドネシアから来学した周産期医
療関係者に対して，日本の周産期医療・保健
の状況について講義を行った。

３）成田は，第22回日本母性看護学会学術集会イ
ンターネト学術集会教育セミナー「周産期の
糖代謝異常の考え方と対応」の講師として講
演した。

４）成田は，日本母性看護学会戦略的プロジェク
ト担当理事として，日本母性看護学会が主催
する周産期・育児期の糖代謝異常に強い看護
職育成セミナーを企画・運営し，講師も担当
した。

５）成田は，日本母性衛生学会の査読委員として
査読を行った。

６）成田は，日本ルーラルナーシング学会の査読
委員として査読を行った。

７）成田は，日本母性看護学会の査読委員として，
査読を行った。

８）成田は，第22回日本母性看護学会学術集会の
査読委員として査読を行った。

９）成田は，第61回日本母性衛生学会総会・学術



41

自治医科大学看護学部年報（第19号）自治医科大学大学院看護学研究科年報（第15号）　2020年度

２）小児看護学以外の担当教育概要
⑴看護基礎セミナー（1年次前学期1単位：必修）
　　小西，飯島が分担者としてグループを担当し，

レポート作成を指導した。
⑵文献講読セミナー（2年次前学期1単位：必修）
　　田村が分担者としてグループを担当した。
⑶看護総合セミナー（4年次通年4単位：必修）
　　横山，田村，小西，飯島で小児看護学領域に

配置された学生11名を指導した。
⑷総合実習（4年次前学期2単位：必修）
　　横山，田村，小西，飯島で小児看護学領域に

配置された学生10名を指導した。フィールドと
して，自治医科大学とちぎ子ども医療センター
2A病棟，3A病棟，4A病棟を使用した。

⑸看護トピックス（4年次後学期1単位：必修）
　　【小児看護学】では田村が統括し，本学附属

病院看護部大海佳子，吉田幸世が一部講義を担
当した。

３．研究の概要
１）田村は，文部科学省研究補助金（基盤研究

（C））による研究課題「肝移植後の思春期患
者に向けた多職種連携による自立支援プログ
ラムの構築」の研究代表者として参加し，同
研究を実施した。研究分担者は，本看護学部
教員望月，本医学部教員眞田幸弘，埼玉県立
小児医療センター水田耕一であった。研究協
力者は，本学附属病院看護部朝野春美，大海
佳子，大畑紀惠，黒田光恵，吉田幸世，本学
附属病院薬剤部大垣景子，東京家政大学及川
郁子，聖路加国際大学大学院学生手塚園江で
あった。

２）田村は，文部科学省科学研究補助金（基盤研
究（B））による研究課題，「発達的移行を基盤
とした小児慢性特定疾病患者への自立支援型
移行ケア開発と評価」（研究代表者：聖路加
国際大学　小林京子）に，分担研究者として
参加し，同研究を実施した。

３）田村は，文部科学省科学研究補助金（挑戦的
研究（萌芽）「子育てが必要な女子受刑者の
養育実態とその支援に向けた基礎研究」（研
究代表者：望月明見）に，分担研究者として
参加し，同研究を実施した。

４）小西は，看護学部教員共同研究費（学部内共
同研究）「看護職が働き続けるために，子ど

小児看護学

教授　横山　由美
１．スタッフの紹介
　教　授　横山　由美
　准教授　田村　敦子
　助　教　小西　克恵
　助　教　飯島　早絵

２．教育の概要
１）小児看護学に関する教育概要
⑴生涯発達看護学概論Ⅱ（小児期）（1年次後学期

2単位：必修）小児看護学の基本概念，成長・
発達，倫理，制度などを学習する。

　　横山が科目責任者として総括し，小西が分担
して実施した。

⑵小児実践看護学Ⅰ（2年次前学期2単位：必修）
子どもの健康状態の維持・増進するための援助
および日常生活的な健康問題に対しての援助を
学習する。

　　横山が科目責任者として担当し，小西が分担
して実施した。また，非常勤講師朝野が2時間
講義を担当した。

⑶小児実践看護学Ⅱ（2年次後学期2単位必修）小
児期看護実習につながる小児特有の疾患やその
看護ケアについて学習する。

　　田村が科目責任者として総括し，講義は小西
が分担して実施した。演習は，横山，田村，小
西，飯島で実施した。非常勤講師の医学部精神
医学阿部，医学部小児科学田村が2時間ずつ講
義を担当した。

⑷小児実践看護学Ⅲ（3年次前学期2単位：必修）
　　小児期看護実習につながる小児期特有の疾患

とその看護ケアおよび継続看護，看護過程の展
開などを学習する。

　　田村が科目責任者として総括し，講義は横山
が分担して実施した。演習は，横山，田村，小
西，飯島で実施した。非常勤講師として，医学
部小児外科学小野，小児科学村松が2時間ずつ
講義を担当した。

⑸小児期看護実習（3年次前学期2単位：必修）健
康課題をもつ子どもと親・家族を理解し，看護
の展開を学ぶ。

　　横山が科目責任者として総括した。田村，小
西，飯島，堀田（臨時教員）が担当した。
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もが病気の時に必要な支援の検討　小学生以
下の子どもをもつ看護師の子どもが病気の時
に仕事と生活の調整についての調査」の研究
代表者として参加し，同研究を実施した。共
同研究者は，本看護学部教員横山，飯島，本
学附属病院看護部大海佳子，神田貴代であっ
た。

４．その他
１）田村，横山，小西，飯島は自治医科大学周産

期総合医療センターNICUで，退院後の育児，
相談や親同士の交流を目的に月1回行っている
「すくすくクラブ」の会誌の原稿執筆を行っ
た。

２）横山は，日本小児看護学会誌専任査読者を務
めた。

３）横山は，自治医科大学看護学ジャーナルの査
読委員を務めた。

４）横山は，日本小児看護学会第31回学術集会に
おいて，企画委員を務めた。

５）横山は，健やか次世代育成総合研究事業の研
究助成の審査員を務めた。
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4時間，佐々木が4時間，渡邉が4時間の講義を
担当した。演習18時間は，成人看護学全教員が
担当し，主企画担当として，長谷川（看護過程
14時間；受容支援企画を佐藤が2時間，患者教
育企画を渡邉，長谷川が2時間），佐藤（感覚機
能障害2時間），渡邉（運動機能障害2時間）が
展開した。
⑹成人期継続療養看護実習（2年次後学期2単
位：必修）
　佐藤が科目責任者として統括し，佐藤，長谷
川，古島，佐々木，渡邉，谷島が2クール（2週
間）を学内にて担当した。また，村上の統括の
下で，鈴木千佳非常勤職員が2クール（2週間）
を担当した。
⑺成人期健康危機看護実習（3年次前学期2単
位：必修）
　村上が科目責任者として統括し，佐藤，長
谷川，佐々木が3クール（6週間），古島，渡邉，
谷島が2クール（4週間）を担当した。
⑻成人期長期療養看護実習（3年次前学期2単
位：必修）
　長谷川が科目責任者として統括し，古島，渡
邉，谷島が3クール（6週間），佐藤，長谷川，
佐々木が2クール（4週間）を担当した。

２）成人看護学以外の担当教育概要
⑴看護基礎セミナー（1年次前学期1単位：必修）
　長谷川，佐々木，渡邉，谷島がグループ別セ
ミナーを担当した。
⑵文献講読セミナー（2年次前学期1単位：必修）
　佐藤が科目責任者として統括し，佐藤が8時
間，古島が2時間の講義，およびそれぞれがグ
ループ別セミナーを担当した。
⑶看護総合セミナー（4年次通年4単位：必修）
　村上が統括し，成人看護学全教員が学生20名
を指導した。
⑷総合実習（4年次前学期2単位：必修）
　村上が統括し，成人看護学全教員が学生19名
を指導した。
⑸看護トピックス（4年次後学期1単位：必修）
　古島が成人看護学のトピックスの統括と主企
画者として4時間の講義を担当し，谷島が補佐
した。
⑹チーム医療論（2年次後学期1単位：必修）
　村上が科目責任者として統括し，村上が11時
間，佐藤が2時間，長谷川が2時間，谷島が1時

成人看護学

教授　村上　礼子
１．スタッフの紹介
　教　授　村上　礼子
　准教授　佐藤　幹代
　准教授　長谷川　直人
　講　師　古島　幸江
　助　教　佐々木　彩加
　助　教　渡邉　賢治
　助　教　谷島　晴香

２．教育の概要
　成人看護学の教育目標は，成人期にある対象の
生活と健康課題の理解に基づき，健康危機あるい
は長期療養を要する機能障害をもつ成人とその家
族に必要な看護を創造するための基礎的能力を培
うことである。
１）成人看護学に関する教育概要

　村上が学科目責任者として科目全体を統括し
た。
⑴生涯発達看護学概論Ⅲ（成人期）（1年次後学
期2単位：必修）
　村上が科目責任者として統括し，村上が16時
間，佐藤が6時間，長谷川が8時間の講義を担当
した。
⑵成人実践看護学Ⅰ（2年次前学期2単位：必修）
　村上が科目責任者として統括し，村上が4時
間，佐藤が2時間，長谷川が8時間，古島が8時
間，佐々木が4時間，渡辺が4時間の講義を担当
した。
⑶成人実践看護学Ⅱ（2年次後学期1単位：必修）
　古島が科目責任者として統括し，佐藤が2時
間，古島が10時間，谷島が2時間の講義を担当
した。演習16時間は，成人看護学全教員が担当
し，主企画担当として，村上・古島（看護過程
14時間；手術1日企画を渡邉，谷島が2時間，手
術3日目企画を佐々木が2時間），谷島（循環機
能障害2時間）が展開した。
⑷成人実践看護学Ⅲ（2年次後学期1単位：必修）
　佐藤が科目責任者として統括し，佐藤が10時
間，佐々木が4時間，渡邉が2時間の講義を担当
した。
⑸成人実践看護学Ⅳ（2年次後学期1単位：必修）
　長谷川が科目責任者として統括し，長谷川が
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る糖尿病の【語り】をいかしたセルフマネジ
メント支援教材の開発」（研究代表者・聖路
加国際大学　高橋奈津子）に，分担研究者と
して参加し，同研究を実施した。

８）佐藤は，厚生労働科学研究費（新興・再感染
症及び予防接種政策推進研究事業）「新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）の倫理的
法的社会的課題（ELSI）に関する研究」（研
究代表者・東京大学　武藤香織）助成を受
けた，認定NPO法人 健康と病いの語りディ
ペックス・ジャパンのプロジェクト「新型コ
ロナウイルス感染症患者・家族の語り」の共
同担当者として参加した。

９）長谷川は，文部科学省科学研究費補助金（基
盤研究（B））による研究課題「慢性看護学領
域で構築された理論の概念・立言・理論分析
及び経験的検証，仮説検証」（研究代表者：
日本赤十字北海道看護大学　河口てる子）に，
研究協力者として参加し，同研究を実施した。

10）長谷川は，自治医科大学看護学部教員共同研
究費による研究課題「術後急性期患者への看
護実践モデルの開発―モデルの構成概念の網
羅的検討―」の研究代表者として参加し，同
研究を実施した。共同研究者は古島，村上，
佐藤，佐々木，渡邉，谷島，自治医科大学附
属病院看護部の福田怜加，筒井咲頼，古内三
基子，小林真穂，福田佳代子，野口康子，西
川泉，宿村香織，軽部真粧美であった。

11）古島，佐々木は，文部科学省科学研究費助成
事業挑戦的研究（萌芽）による研究課題「術
後ドレーン排液の色指標の創出とその臨床応
用を目指した挑戦的取組み」（研究代表者：
慈恵会医科大学 中村美鈴）に，分担研究者と
して参加し，同研究を実施した。

12）佐々木は，文部科学省科学研究費助成事業
（若手研究（B））による研究課題「看護学生
におけるレジリエンスと脳腸相関との関連性
について」の研究代表者として参加し，同研
究を実施した。

13）渡邉は，文部科学省学術研究助成基金助成
金（基盤研究（C））による研究課題「Loss of 
controlにあるALSの人々に『応答する看護』が
もたらす影響」の研究代表者として参加し，同
研究を実施した。研究分担者は春山であった。

14）渡邉は，文部科学省科学研究補助金（基盤研

間の講義を担当した。
⑺へき地の生活と看護（1～4年次後学期1単
位：選択）
　古島，佐々木がグループ別研修指導を担当し
た。

３．研究の概要
１）村上は，文部科学省科学研究補助金（基盤型

研究（C））による研究課題「特定行為研修修
了看護師がチーム医療の中で機能する組織体
制づくりの支援に関する研究」の研究代表者
として参加し，同研究を実施した。分担研究
者は，本学部教員の八木，鈴木，川上，本学
医学部教員の淺田義和であった。

２）村上は，厚生労働行政推進調査事業補助金
（厚生労働省科学特別研究事業）による研究
課題「特定行為研修の効率的な研修体制につ
いての探索的研究」の研究代表者として参加
し，同研究を実施した。分担研究者は，本学
部教員の春山，長谷川，江角，八木，公益社
団法人日本看護協会の荒木暁子であった。

３）村上は，厚生労働科学研究補助金事業（地域
医療基盤開発推進研究事業）による研究課題
「へき地医療の向上のための医師の働き方
及びチーム医療の推進に係る研究」（研究代
表：小谷和彦）に研究協力者として参加し，
同研究を実施した。

４）村上は，厚生労働科学研究補助金事業（地域
医療基盤開発推進研究事業）による研究課題
「特定行為研修の修了者の活用に際しての方
策に関する研究」（研究代表者：真田弘美）
に研究協力者として参加し，同研究を実施し
た。

５）村上は，厚生労働省委託事業「看護師の特定
行為研修に係る実態調査・分析事業（申請
方法の見直し検討）」に，委員として参加し，
同研究を実施した。

６）佐藤は，日本学術振興会 科学研究費補助金基
盤（C）による研究課題「慢性疼痛患者に対す
るライフリテラシーを用いたソーシャルワー
クのプログラム開発」（研究代表者・日本社
会事業大学 小原眞知子）に，分担研究者とし
て参加し，同研究を実施した。

７）佐藤は，日本学術振興会 科学研究費補助金基
盤（C）による研究課題「看護基礎教育におけ
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14）佐藤は，公益社団法人日本看護協会慢性期看
護論文選考委員を務め，投稿論文の3本の査
読を行った。

15）佐藤は，日本クリティカルケア看護学会の査
読委員を務め，投稿論文の１本の査読を行っ
た。

16）佐藤は，公益社団法人栃木県看護協会実習指
導者講習会において，「実習指導者講習会講
義（実習指導の評価）」について講師を務め
た。

17）佐藤は，公益社団法人栃木県看護協会一般研
修において，「患者の「語り」から看護を創
造する」について講師を務めた。

18）佐藤は，地域ケアスキルトレーニングプログ
ラム「高齢者看護3（認知症） 演習」におい
て，講師を務めた。

19）佐藤は，日本保健医療社会学会の編集委員を
務めた。

20）佐藤は，認定特定非営利活動法人（NPO）健
康と病いの語りディペックス・ジャパンの理
事を務めた。

21）長谷川は，日本糖尿病教育・看護学会の専任
査読者を務め，投稿論文の査読を行った。

22）長谷川は，第25回日本糖尿病教育・看護学会
学術集会の学会発表抄録の査読を行った。

23）長谷川は，公益社団法人日本看護科学学会の
若手研究者活動推進委員会委員を務めた。

24）古島は，日本手術看護学会「日本手術看護学
会誌」の専任査読委員を務め，投稿論文2本
の査読を行った。

25）古島は，自治医科大学附属さいたま医療セン
ター，の看護師を対象に，研究課題「手術室
で局所麻酔科の脳血管総杖意を受ける患者が
抱く苦痛の実態調査」について，研究指導を
行った。

26）古島は，第42回日本手術医学会総会において，
発表演題10本の査読を行った。

27）古島は，第30回日本臨床工学会において，パ
ネルディスカッション6「内視鏡外科手術に
おけるタスクシフト＆シェア」（2020年9月29
日）において，発表を行った。

28）古島は，第34回日本手術看護学会において，
トピックス「器械出し看護業務及び清潔野補
助業務に係る教育プロジェクトの活動報告」
（2020年11月6日-11月19日）を行った。

究（A））による研究課題「市民と専門職で協
働する日本型対話促進ACP介入モデルの構築
とエビデンスの確立」（研究代表者：東京女
子医科大学 長江弘子）に，分担研究者として
参加し，同研究を実施した。

15）渡邉は，文部科学省科学研究補助金（基盤研
究（B））による研究課題「『独り暮らし』高
齢者の在宅死を可能にする訪問看護モデルの
有効性の検証」（研究代表者：関西医科大学 
水野敏子）に，分担研究者として参加し，同
研究を実施した。

４．その他
１）村上は，日本クリティカルケア看護学会「日

本クリティカルケア看護学会誌」の査読委員
を務め，投稿論文1本の査読を行った。

２）村上は，遠隔医療学会「日本遠隔医療学会
誌」の査読委員を務め，投稿論文1本の査読
を行った。

３）村上は，日本遠隔医療学会学術集会2019にお
いて，学会発表抄録2本の査読を行った。

４）村上は，日本看護研究学会第45回学術集会に
おいて，学会発表抄録8本の査読を行った。

５）村上は，「看護師特定行為研修指導者リー
ダー養成研修会（全日本病院協会主催）」
（2020年11月23日，3月7日）において，講師
を務めた。

６）村上は，一般社団法人日本集中治療医学会の
研究倫理委員会において，委員を務めた。

７）村上は，公益社団法人日本看護協会の特定行
為研修制度の普及促進に関する委員会におい
て，委員を務めた。

８）村上は，公益社団法人栃木県看護協会の栃木
看護学会企画委員会において，委員を務めた。

９）村上は，公益法人日本看護科学学会の評議員
を務めた。

10）村上は，日本ルーラルナーシング学会の評議
員を務めた。

11）村上は，一般社団法人日本看護技術学会の評
議員を務めた。

12）村上は，一般社団法人日本看護研究学会の評
議員を務めた。

13）村上，渡邉は，地方独立行政法人新小山市民
病院の看護師を対象に，院内研究11編の指導
ならびに，研究指導の講演を行った。
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29）古島は，第42回日本手術医学会総会において，
パネルディスカッション2「周術期における
安全性と○○性を拓く・エキスパートナー
スたちの挑戦」（2020年12月5日）を企画し，
座長を務めた。

30）古島は，公益社団法人栃木県看護協会実習指
導者講習会において，「実習指導者講習会講
義（実習指導の評価）」（2020年6月26日）に
ついて講師を務めた。

31）古島は，日本手術看護学会の評議員，指名理
事を務めた。

32）古島は，日本手術看護学会の学会あり方委員
会において，委員長を務めた。

33）古島は，日本手術看護学会の学会認定制度委
員会において，委員を務めた。

34）古島は，日本手術看護学会及び日本臨床工学
技師会の清潔野補助業務に係る教育制度構築
プロジェクトにおいて，リーダーを務めた。

35）古島は，日本手術看護学会の専任査読委員を
務めた。

36）古島は，一般社団法人日本看護協会の新たな
認定看護師教育検討委員会・認定看護分野基
準カリキュラム検討ワーキングにおいて，委
員を務めた。

37）古島は，日本手術医学会の第42回日本手術医
学会総会において，プログラム委員を務めた。

38）長谷川，佐々木は，日本ルーラルナーシング
学会の事務局員を務めた。

39）渡邉は，公益社団法人日本看護科学学会の若
手の会主催「第1回北関東エリア検討会」の
企画運営委員を務めた。
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自宅や寮から遠隔授業も視聴した。また，非常勤
講師（鮎沢みどり氏）による訪問看護の実際につ
いても遠隔授業としてライブ配信し，在宅看護過
程の展開の具体についても教授した。
⑶老年実践看護学Ⅱ
（2年次後学期2単位：必修）
　浜端が科目責任者として担当し，加齢により生
じる様々な健康段階の理解や高齢者のエンパワメ
ントを生み出す看護援助方法について学ぶことを
目的とした。高齢者の紙上事例を用いた看護過程
や倫理的課題の演習等を取り入れた。また，臨床
の場の看護の実際が理解できるよう，太田信子臨
床講師，弘田智香臨床講師，大畑紀惠臨床講師，
工藤清子臨床講師，湯沢伸子臨床講師による講義
を組込んだ。
⑷老年実践看護学Ⅲ
　川上が科目責任者として担当した。老年看護学
の理論や知識を踏まえた看護技術の習得を目的と
し，臨床実習での実践につながる摂食嚥下障害，
皮膚障害，排泄・移動障害，認知症や終末期にあ
る高齢者に対する看護について講義した（オンラ
イン）。演習に関しては対面授業全面中止となり
課題学習とした。
⑸老年臨床看護学実習
（3年次前学期2単位：必修）
　川上が科目責任者として担当して全体を統括し
た。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
附属病院での実習期間短縮及び介護保険施設での
実習中止に伴い，実習期間の変更と学内演習の追
加にて対応した。
⑹老年在宅看護実習
（3年次後期2単位：必修）
　上野（ま）が科目責任者として担当した。
　新型コロナウィルス感染拡大の影響で，通所リ
ハビリテーション施設での実習は1クールのみ実
施し中止となった。また，複数のステーションか
ら実習受け入れ困難との連絡が入り，2・３クー
ルは予定外の実習場を急遽確保したり，既存の実
習場への学生配置数の増員を依頼するなどして対
処した。臨地実習の日数には学生間で差が生じて
しまったが，全員が訪問看護への同行を経験した。
1名の学生の追実習も実施した。

２）老年看護学以外の担当教育概要
⑴看護基礎セミナー

老年看護学

教授　上野　まり
１．スタッフの紹介
　教　授　上野　まり
　教　授　浜端　賢次
　准教授　川上　　勝
　助　教　小此木百合香（2020年5月1日着任）
　　取得資格：看護師，保健師
　　学歴：修士（看護学）2015年3月
　　職歴：公立舘林厚生病院（看護師）
　　　　　松伏町保健センター（保健師）
　　　　　目白大学看護学部（助教）
　　　　　自治医科大学看護学部臨時教員
　　　　　（老年看護学）

２．教育の概要
　老年看護学科目の教育目標は，老年期にある対
象の特徴と健康課題，さらに生活課題にも視野を
広げ，学びを深めることである。急性期治療を要
する高齢者への看護，および慢性疾患を有しなが
ら自宅や施設等で日常生活を送る高齢者とその家
族への看護について学び，高齢者看護に必要とな
る基礎的な知識，技術を身に着けることである。
１）老年看護学に関する教育概要
⑴生涯発達看護学概論Ⅳ
（１年次後学期2単位：必修）
　上野（ま）が科目責任者として担当し，高齢者
看護学の概念及び歴史，高齢期にある人の身体，
精神，社会的側面の特徴の理解を主目的とした。
高齢者疑似体験や高齢期にあるライフヒストリー
の特徴と看護の役割についての学習にも配慮した。
また，介護保険制度，訪問看護制度を中心に，高
齢者を支援する社会の仕組みや制度の基本的知識
も教授した。また，非常勤講師（船田淳子氏）に
よるリハビリテーション看護の講義も加え，より
実践的な理解を促した。
⑵老年実践看護学Ⅰ
（2年次前学期2単位：必修）
　上野（ま）が，科目責任者として担当し，生活
の場における看護として，高齢者に対する在宅看
護を中心に講義を実施した。途中コロナ禍の影響
により，メディア授業となったために，急遽，在
宅医療技術についての自己学習課題を課して，そ
の結果をレポートにまとめ提出を促した。学生は
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し，同研究を実施した。
４）浜端は，文部科学省研究助成金（基盤研究

（C））による研究課題「認知症高齢者地域包
括ケア病棟に入院する認知症高齢者を支援す
る多職種専従チームの開発」の研究代表者と
して参加し，同研究を実施した。研究分担者
は慶応大学 春田淳志，東北福祉大学 宮林幸
江であった。

５）浜端は，AMED：平成30年度長寿科学研究開
発事業による研究課題「長期滞在型高齢者福
祉施設における効率的な感染対策プログラム
の開発」（研究代表者：自治医科大学医学部 
笹原鉄平）に，分担研究者として参加し，同
研究を実施した。共同研究者は，自治医科大
学医学部 畠山修司，崔龍洙，阿江竜介であっ
た。

６）浜端は，「地域におけるケアの満足感に関す
る質的検討」（研究代表者：小谷和彦）に，
分担研究者として参加し，同研究を実施した。

４．その他
１）上野（ま）は，日本在宅ケア学会学会誌「日

本在宅ケア学会誌」編集委員会の査読委員を
務め，投稿論文１本の査読を行った。

２）上野（ま）は，千葉看護学会学会誌「千葉看
護学会誌」編集委員会の編集委員を務め，投
稿論文６本の査読を行った。

３）上野（ま）は，第40回日本看護科学学会学術
集会の査読者として，7題の学会抄録の査読
を行った。

４）上野（ま）は，一般社団法人愛媛県訪問看護
協議会の管理者研修において，講師を務めた。

５）上野（ま）は，四日市看護医療大学看護医療
交流センター「令和2年度在宅看護研修事
業」遠隔研修において，講師を務めた。

６）上野（ま）は，順天堂大学大学院において，
非常勤講師を務めた。

７）上野（ま）は，日本在宅ケア学会理事，日本
地域看護学会編集委員および代議員，千葉看
護学会編集委員および代議員，日本看護科学
学会の代議員を務めた。

８）上野（ま）は，横浜市の介護認定審査員を務
めた。

　浜端は科目責任者の役割を果たし，横山絢香助
教と9名の学生を担当した。上野（ま）は佐々木彩
加助教と8名の学生を，川上は石井容子助教と8名
の学生を，小此木は小原教授と8名の学生を担当
した。
⑵看護総合セミナー
（4年次後期4単位：必修）
　11名の学生を対象に，看護実践課題に沿った先
行研究の文献検討，総合実習に向けた計画書の作
成及び実践に基づくレポート作成に向けた指導を
行った。各教員2－3名の学生を担当した。
⑶総合実習
　11名の学生のテーマに合わせて，実習場および
対象者を選択し，全教員が担当して実践内容が目
的に沿うように随時指導した。
⑷看護トピックス
　7名の学生を対象に，高齢者ケアにおけるロ
ボット技術活用の現状と課題について，講義と演
習を展開した。学習内容の共有のため成果発表の
機会を設けた。（担当：全教員）
⑸保健医療福祉システム論
　上野（ま）は，介護保険制度について1回の講義
を担当した。

３．研究の概要
１）上野（ま）は，文部科学省科学研究補助金（基

盤研究（C））による研究課題「独立型訪問看
護ステーション看護師による精神障害者の
退院直後集中支援モデルの開発」（研究代表
者：東京慈恵会医科大学　医学部看護学科　
嶋澤順子）に，分担研究者として参加し，同
研究を実施した。

２）上野（ま）は，文部科学省科学研究補助金（基
盤研究（C））による研究課題「精神障害を持
つ母親の育児破綻予防を目指す育児能力形成
のための看護援助モデルの開発」（研究代表
者：群馬県立県民科学大学　看護学部　大澤
真奈美）に，分担研究者として参加し，同研
究を実施した。

３）上野（ま）は，文部科学省委託事業　大学に
おける医療人材の在り方に関する調査研究
「学士課程における看護学教育の質保証に関
する調査・研究」（研究代表者：千葉大学大
学院看護学研究科附属看護実践研究指導セン
ター　和住淑子）に，分担研究者として参加



大学院看護学研究科　教育の概要
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実践看護学分野
「小児看護学領域」

教授　横山　由美
１．スタッフ紹介
　教　授　横山　由美

２．大学院教育の概要
　小児看護学は，さまざまな健康状態にある子ど
もがよりよく育つことを目的に，子どもとその家
族への看護の現状と将来的な展望を踏まえ，専門
的な知識や研究課題を探求するとともに，高度な
看護実践能力を育み，小児看護の充実と発展に寄
与する人材の育成を教育目標としている。
　令和2年度は，博士前期課程では，専門看護師
過程２年次1名の教育を行った。博士後期課程で
は3年次2名，２年次1名の教育を行った。

博士前期課程
１）小児看護学講義Ⅰ（1年次前期2単位）
　子どもを理解するために，成長発達，生活，社
会的・歴史的側面から，主要な看護理論や最近の
知見について学ぶ。履修者がいなく開講しなかっ
た。
２）小児看護学講義Ⅱ（1年次前期2単位）
　子どもの健康レベルや状況に応じたケアについ
て考えを発展させるために，小児看護における重
要な理論や最近の知見について学ぶ。履修者がい
なく開講しなかった。
３）小児看護学講義Ⅲ（1年次後期2単位）
　ケアシステム，ケアマネージメント，社会資源
の活用などを踏まえて，小児看護専門職として必
要な機能（実践・コンサルテーション・コーディ
ネーション・教育・倫理的問題への対処）の側面
から，小児看護の現状を分析し，小児看護専門看
護職の課題及び役割について理解する。履修がい
なく開講しなかった。
４）小児看護学演習Ⅰ（1年次後期2単位）
　保健医療・福祉・教育との関連において小児看
護を理解し，看護の役割・活動について学ぶ。履
修者がいなく開講しなかった。
５）小児看護学演習Ⅱ（1年次後期2単位）
　専門的な小児看護実践に活用できるヘルスアセ
スメントの能力を修得する。履修者がいなく開講
しなかった。

６）小児看護学演習Ⅲ（2年次後期2単位）
　事例を用いて小児看護実践における課題および
高度実践看護師としての援助について検討する。
横山が科目責任者として総括し，非常勤講師とし
て小児看護専門看護師の川﨑，佐々木，黒田，村
山が分担者として担当した。2年次1名が履修した。
７）小児看護学演習Ⅳ（2年次前期2単位）
　小児期に特有な疾患の診断と治療のプロセスに
ついて学ぶ。2年次1名が履修した。横山が科目責
任者として総括し，非常講師として医学部阿部2
時間，河野2時間，熊谷10時間，村松8時間，関4
時間，小児看護専門看護師の黒田2時間，村山2時
間が分担者として担当した。
８）小児看護専門看護実習Ⅰ（2年次後期8単位）
　小児看護を実践し課題を探求することにより，
高度医療および地域において医療が展開される場
において，小児看護専門職としての看護実践能力
を発展させる。また，小児看護専門看護師として
実践できる能力を修得し，発展させる。履修者が
いなく開講しなかった。
９）小児看護専門看護実習Ⅱ（2年次後期2単位）
　高度医療の場において，発達段階各期の子ども
特有の疾病の診断および治療のプロセスについて
実践を通して学び，小児看護専門看護師として自
立した活動を行うためにそれらを活用する能力を
修得する。2年次1名が履修した。横山が科目責任
者として総括し，非常講師として医学部河野，熊
谷，村松，関，が分担者として担当した。
10）小児看護学特別演習（2年次前期4単位）
　小児看護における現状を分析して課題を見出し，
改善・改革の方法について明らかにする。履修が
いなく開講しなかった。

博士後期課程
１）実践看護学特論Ⅱ（1年次前期2単位）
　看護現象の客観的な分析と分析結果を探求する
研究方法論及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理解する。1年次学生2名が履
修した。横山が科目責任者として総括し，小原が
分担者として担当した。
２）広域実践看護学演習（１年次後期２単位）
　臨地での経験などから得た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
吟味することにより，研究課題を焦点化し研究計
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画に反映することができる。1年次学生１名が履
修した。半澤が科目責任者として総括し，クリニ
カルケアについては，小原が責任者として担当し，
横山は分担者として担当した。
３）広域実践看護学特別研究（1～3年前期6単位）
　研究計画を立案し，研究活動を展開，博士論文
を作成する。3年次学生2名が履修した。春山が科
目責任者として総括し，横山が分担者として2名
の学生を担当した。2名とも研究計画審査会を受
審し，承認され，自治医科大学臨床研究審査を受
審した。1名は承認され，1名は継続審査中である。
４）広域実践看護学特別研究Ⅰ（1年次通年3単位）
　研究課題を設定し，研究計画を立案する。2年
次学生1名が履修した。春山が科目責任者として
総括し，横山は分担者として1名の学生を担当し
た。

３．その他
　令和元年度修了生2名が，小児看護専門看護師
を受審し，2名とも資格を取得した。
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実践看護学分野
「母性看護学領域」

教授　成田　　伸
１．スタッフ紹介
　教　授　成田　　伸
　准教授　角川　志穂

２．大学院教育の概要
１）博士前期課程専門科目に関する教育概要
　令和2年度は，長期履修の2年次1名を含め3名に
ついて1年次の教育，1名の2年次の教育を行った。
　1年生の北守美佳，二宮美由紀に対しては，前
期に成田が科目責任者を担当する母性看護学講義
Ⅰ，演習Ⅰ，Ⅱ，後期に講義Ⅱ，Ⅲ，演習Ⅲ，Ⅳ
を，角川が一部の単元を担当し，また非常勤講師
による講義を実施した。そのうち講義Ⅰを除いて，
2年生の武藤も同じく受講した。また，セミナー
を通じて院生の特別研究に向けての課題検討を
行った。
　また武藤は，長期履修の2年目として特別演習
を受講し，課題検討を継続し，研究計画書を立案
した。

２）博士後期課程の教育概要
　成田は，博士後期課程については，広域実践看
護学特論Ⅰの科目担当者として講義を展開した。
　成田は，博士後期長期履修3年目の出井陽子，
長期履修1年目の野井恵加について研究指導を行
なった。出井，野井共に研究テーマに関連する文
献検索を進めた。第4回合同研究セミナーにおい
て，野井は特別演習の成果のプレゼンテーション，
出井は研究計画に関わるプレゼンテーションを行
い，参加者から意見を頂いた。
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実践看護学分野
「クリティカルケア看護学領域」

准教授　佐藤　幹代
１．スタッフの紹介
　准教授　佐藤　幹代

２．教育の概要
　主として身体的な健康危機状態にある患者とそ
の家族を全人的に捉え，苦悩・苦痛を緩和し，危
機的状態からの健康の回復と生活への適応に向け
て専門的に看護をするために，状況に応じた総合
的な判断力と組織的な問題解決能力を備えた高度
な看護実践者を育成する。
　本年度は、在籍する学生はおらず開講する科目
はなかった。
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実践看護学分野
「精神看護学領域」

教授　半澤　節子
１．スタッフの紹介
　教　授　永井　優子
　教　授　半澤　節子

２．教育の概要
　精神看護学は，人間の生涯にわたる精神的健康
の増進から重度の精神障害者の支援までを行う精
神看護における高度な実践専門職として役割を果
たすことができ，実践状況を改革できる人材の育
成を目指している。
　令和2年度に精神看護学に関する専門科目の履
修登録した院生は1名であり標準の履修モデル
で進行し，開講した科目は，「実践看護学特別研
究」１科目であった。

【実践看護学特別研究（２年次後期）】
　実践看護学特別研究の授業目標は，院生の実践
的課題について，ケアの改善，改革に関連する研
究課題を設定し，研究活動を展開し，修士論文を
作成することである。
　受講した1名の院生は，「精神疾患を抱える人が
リカバリーしていく過程における精神科看護職の
関わり」と題した修士論文を完成することができ
た。本科目で期待される，研究計画の立案，研究
活動の展開，論文執筆等の研究活動の経過とその
内容は，全般的に丁寧に進められ，院生のペース
配分を尊重しながら指導を進めることを心掛けた。
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実践看護学分野
「がん看護学領域」

教授　小原　　泉
１．スタッフの紹介
　教　授　本田　芳香
　教　授　小原　　泉

２．大学院教育の概要
　がん看護学の履修者は1年生が1名であった。
　がん看護学では，わが国のがん医療の変化に対
応した専門的な知識や看護実践方法を教授し，が
ん患者とその家族に生じる複雑な状況を的確に判
断し，苦痛や苦悩を緩和し，生活の質の向上を実
現する高度な看護実践を提供できる人材を育成す
る。
　2020年度の開講科目は「がん看護学講義Ⅰ」
（1年次前学期，2単位），「がん看護学講義Ⅱ」
（1年次前学期，2単位），「がん看護学演習Ⅰ」
（1年次前学期，2単位），「がん看護学演習Ⅱ」
（1年次前学期，2単位）で，本田ならびに小原が
担当した。
　その他，本田ならびに小原は「がん看護学専門
看護学実習Ⅰ」や「がん看護学課題研究」の履修
に向けた指導を行った。
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３．その他
　次年度の院生受け入れのための準備を行った。 

地域看護管理学分野
「老年看護管理学領域」

教授　上野　まり
１．スタッフの紹介
　教　授　上野　まり
　教　授　浜端　賢次
　准教授　川上　　勝

２．大学院教育の概要
　老年看護学の教育活動は，高齢者の特徴や発達
課題などを踏まえ，健康課題や倫理的課題などか
らも老年看護管理の課題について追及する。そし
て，高齢者の生活や保健行動の視点から，心身機
能の保持・回復に関わる専門的ケア提供体制や健
康生活への支援などを検討できる人材の育成を目
指している。
　2020年度は，老年看護管理学の専門科目を履修
した院生は1名であった。

【老年看護管理学講義Ⅰ】
　前期の2単位の必修科目として，1名の院生と教
員3名で15コマを分担し，高齢者看護の概念及び
高齢期の特徴と健康課題を理解し，高齢者看護管
理について学び合う機会とした。院生については，
プレゼンテーションの基本的な方法，資料や文献
の検索方法，や記載方法を学ぶ場とした。老年看
護の基本的知識を会得すると同時に，修士の学生
としての基本的スキルの体得ができたのではない
かと評価している。

【老年看護管理学講義Ⅱ】
　後期の2単位の必修科目として，1名の院生と3
名の教員で15コマを分担して実施した。
　具体的な看護実践と研究課題を結び付けられる
ような思考の訓練を目指しつつ，社会情勢や地域
特性へと視野を広げ，院生の所属する施設の特徴
を客観的に捉えられるよう学びを深めた。さらに，
英文献にも触れ，クリティークの方法や先行研究
からの知見をまとめることによって，自身の研究
課題の明確化を図った。
　プレゼンテーションの積み重ねと，参加者間の
フリーディスカッションによって，お互いの学び
が深まり有意義な時間を持つことができたと評価
する。
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地域看護管理学分野
「地域看護管理学領域」

教授　春山　早苗
１．スタッフの紹介
　教　授　春山　早苗
　教　授　塚本　友栄

２．教育の概要
　地域看護管理学の履修者は，1年生が2名で，2
名とも長期在学制度を利用している。
　地域看護管理学では，地域特性に応じた政策立
案や地域資源づくり，地域ケア体制づくり，そ
の他の地域看護管理に関わる知識や技術を教授
し，地域ケアの現場において管理的・指導的役割
を担い，地域のニ－ズに合った看護サ－ビス提供
システムを改善・改革・創出できる人材育成を目
指した教育活動をしている。令和2年度の開講科
目は「地域看護管理学講義Ⅰ」（2単位，春山・塚
本担当），「地域看護管理学講義Ⅱ」（2単位，春山
担当），「地域看護管理方法Ⅰ」（2単位，塚本・春
山・非常勤講師　田村須賀子（富山大学大学院
教授）担当），「地域看護管理方法Ⅱ」（2単位，春
山・塚本担当），「地域看護管理学演習」（4単位，
塚本・春山担当）であった。

【地域看護管理学講義Ⅰ・Ⅱ】
　講義Ⅰの授業目標は，文献検討や近年の地域看
護活動の課題の検討を通して，地域看護管理に関
係する主要概念，地域における看護活動体制づく
りの理論と考え方，地域資源の評価と開発に関わ
る看護活動について学修することである。1年生2
名が履修した。
　講義Ⅱの授業目標は，文献抄読により，へき地
に住む人々のヘルスニーズと地域診断の視点，へ
き地看護理論の基礎，へき地看護活動の展開方法
と看護管理体制のあり方について学修することで
ある。1年生2名が履修した。

【地域看護管理方法Ⅰ・Ⅱ】
　方法Ⅰの授業目標は，実践事例や先行研究の知
見から地域連携体制の構築や地域看護管理活動の
展開方法，施策化に関わる看護専門職の役割と看
護活動の展開方法について検討することである。
1年生2名が履修した。

　方法Ⅱの授業目標は，山間へき地や離島，豪雪
地帯における実践事例や国内外の文献を検討し，
へき地における看護活動発展のための方法を考え
ることである。1年生2名が履修した。

【地域看護管理学演習】
　授業目標は，地域特性とヘルスニーズの分析か
ら，地域における看護提供体制を評価検討し，看
護管理に関する改善・改革の課題を明らかにする
ことである。1年生2名が履修した。授業目標に関
連した目標を学生自身が立て，県内の1市1町，2
保健所において実習を実施した。
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地域看護管理学分野
「診療看護技術管理学領域」

教授　村上　礼子
１．スタッフの紹介
　教　授　村上　礼子
　教　授　里光　やよい
　准教授　長谷川　直人
　講　師　福田　順子
　講　師　八木　街子

２．大学院教育の概要
　診療看護技術管理学の履修者は，2年生1名（長
期履修制度利用者），1年生1名である。
　診療看護技術管理学では，地域医療や高度医療
の現場における特定行為を含めた安全・安心，か
つ効果的な診療看護技術の提供ならびに提供体制
の構築を目的に，診療看護技術の効果的な提供体
制のための改善・改革の課題抽出や，特定行為研
修を含めた看護技術教育に必要な知識・技術の教
授を行い，安全かつ効果的な医療・看護提供体制
構築のための管理的・指導的役割を担う人材を育
成する。

１）診療看護技術管理学に関する教育概要
⑴診療看護技術管理学講義Ⅰ（1年次前学期2単
位：必修）
　講義Ⅰでは，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
え方を理解することを到達目標とした。1年生1名
が履修した。村上と里光が担当した。
⑵診療看護技術管理学講義Ⅱ（1・2年次後期2単
位：必須）
　講義Ⅱは，保健医療福祉制度や医療政策，組織
特性などを踏まえ，継続教育を視野に入れた特定
行為を含む看護技術である診療看護技術の教育体
制のあり方とその実際を理解することを到達目標
とした。1年生1名が履修した。村上と里光が担当
した。
⑶診療看護技術管理方法Ⅰ（1・2年次前期2単
位：必須）

　方法Ⅰでは，様々な医療現場における特定行為
を含む看護技術である診療看護技術の提供体制の
構築における倫理的課題，チーム医療の一員とし
ての看護専門職としての役割について実践例や先
行研究の知見から検討することを到達目標とした。
1年生1名が履修した。院生の経験や興味関心の高
い文献の文献検討，主に研究設計の検討を実施し
た。村上，里光，長谷川，八木が担当した。
⑷診療看護技術管理方法Ⅱ（1・2年次後期2単
位：必須）
　方法Ⅱでは，特定行為を含む看護技術である診
療看護技術の安全な提供のために，地域，組織特
性を踏まえて組織内の関係職種との連携・協働体
性の構築方法や診療看護技術の維持・向上のため
の教育活動の方法について，実践事例や国内外の
文献から検討することを到達目標とした。1年生1
名が履修した。授業目標に関連して授業設計を立
て，特定行為研修の1科目の演習・実習の一部を
実施した。村上，里光，福田，八木が担当した。
⑸診療看護技術管理学演習（1・2年次後期4単
位：必須）
　安全かつ安心な診療看護技術の開発・改善，提
供方法や，病院，介護施設，在宅などにおける他
職種との連携を踏まえた看護管理活動について，
実践・評価を行い，診療看護技術の医療提供シス
テムづくりに関する改善・改革の課題を探求する
ことを到達目標とした。1年生1名が履修した。文
献検討，ならびに学生自身の研究テーマと関連さ
せて，ゼミと個別指導により，研究計画を洗練し
た。村上，里光，長谷川，福田，八木が担当した。
⑹診療看護技術管理学特別演習（2年次前期　4単
位：必須）
　特別演習では，看護技術が必要なそれぞれの場
の特徴を踏まえ，看護職の役割拡大に伴う安全・
安心な診療看護技術の開発・改善，チーム医療の
推進につながる医療提供システムづくりに取り組
むための研究課題の明確化とその研究課題を解決
するための研究方法を検討することを到達目標と
した。2年生１名が履修した。研究倫理審査申請
書を作成できるよう，ゼミと個別指導により，研
究計画書を検討した。村上，里光が担当した。
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ンスに基づいた病態生理学的状態を判断するため
に必要な知識と技術を習得することである。今年
度は新型コロナウイルス感染症のため，よく見ら
れる主訴に関してはe-learningを活用し，事例演
習としてZOOMを用いて各学生の担当した症例検
討を行った。担当教員1名で教授した。履修学生
数3名。

【フィジカルアセスメント特論】（村上礼子教授）
　到達目標は，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査定し，臨床判断
を行うために必要な知識と技術を修得することで
ある。シミュレーター学習を取り入れ，フィジカ
ルイグザミネーションと複雑な健康問題に対する
臨床判断プロセスを磨く技能について担当教員2
名で，Web教材を活用した遠隔授業とシミュレー
ション演習にて教授した。履修学生数3名。

【臨床薬理学特論】（大塚公一郎教授）
　到達目標は，薬剤の人体における作用機序，体
内動態，有益な効果と有害な効果，薬剤使用の判
断を理解し，投与後の患者のモニタリング，患者
の服薬管理など専門看護師に実践について考えら
れることである。臨床薬理学の基礎知識と看護職
による患者の服薬管理の向上を図るための薬剤調
整に関する知識と技術を担当教員2名と非常勤講
師13名で教授した。今年度は新型コロナウイルス
感染症のため，講義に関してはe-learningで教授
し，事例検討による演習については，テーマに関
するレポート課題を，学生にMoodleをとおして提
出させ指導を行った。履修学生数4名。

【コンサルテーション論】（永井優子教授）
　到達目標は，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
問題や課題について検討し，コンサルテーション
の実際について理解することである。担当教員1
名で講義メール添付による資料送付と電話によっ
て9回行った。履修学生数1名。

【看護倫理】（小原泉教授）
　到達目標は，医療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，および看護場面
での複雑な判断を要する倫理的課題について，関
係職種間の調整，提言など看護専門職の立場から

共通科目

大学院看護学研究科幹事長　　成田　　伸
　看護学研究科博士前期課程のカリキュラムでは，
高度看護実践力の育成強化を中心に編成し，共通
科目と専門科目を置いている。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
超えて共通に必要となる実践，教育，相談，研究，
倫理，管理，並びに地域医療に関する学識を習得
するために置かれている。配当年次はすべて1年
次で，必修科目は「看護管理・政策論」（2単位）
のみで，専門看護師教育課程共通科目の「看護管
理論」「看護政策論」（各1単位）に相当する。
　選択科目は全10科目（原則各2単位）である。
専門看護師を目指す場合は，選択科目として専門
看護師教育課程共通科目の「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」の3科目，加えて「看護実践研究論」「コンサ
ルテーション論」「看護倫理」「看護継続教育論」
のうち3科目以上を選択して，計12単位以上を取
得する必要がある。その他の選択科目として「地
域調査法」「地域医療論」「Academic Writing & 
Oral Presentation」（この科目のみ1単位，1～2年
次）の4科目がある。標準モデルでの履修の場合
は，選択科目の指定はなく，計8単位以上を取得
する。

１．必修科目（　）内は科目責任者を示す
【看護管理・政策論】（春山早苗教授）
　到達目標は，保健・医療・福祉システムにおい
て有効に機能する看護活動や管理の組織化の方
法，ならびに看護職の資質向上のための制度改革
や政策決定に関する看護職の働きかけについて理
解することである。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の高度実践看護職
の機能と役割，医療チーム内の調整や関係者間の
調整，管理的立場にある看護職との協働，制度改
革への高度実践看護職の働きかけについて，担当
教員2名と非常勤講師2名で教授した。履修学生数
8名（科目等履修生1名を含む）。

２．選択科目（　）内は科目責任者を示す
【病態生理学特論】（倉科智行准教授）
　到達目標は，日常的によくみられる病態を系統
的に理解し，より高度な看護実践に向け，エビデ
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果たすべき機能について理解することである。倫
理的行動と倫理的責任，倫理的分析と倫理的意思
決定，ケアの倫理と生命倫理のパラダイム，倫理
教育について担当教員1名と非常勤講師3名で教授
した。履修学生数6名（科目等履修生1名を含む）。

【看護継続教育論】（本田芳香教授）
　到達目標は，看護ケアの質を高めるために必要
な看護職への教育的な働きかけとして，さまざま
な学習形態をとる教育環境づくりの方策，基盤と
なる教育的かかわりの方策を理解することである。
履修学生の所属組織の実際に沿った教育環境づく
りの方策，教育的かかわりに関する理論などにつ
いて担当教員3名で教授した。履修学生数6名（科
目等履修生1名を含む）。

【地域医療論】（春山早苗教授）
　到達目標は，地域に根差した医療や保健を展開
する方法を理解することである。地域ニーズのと
らえ方，ニーズに即した医療の提供方法，地域の
保健医療拓氏施設の有機的な連携，医療資源のア
ウトソーシングの実際について担当教員3名と非
常勤講師2名で教授した。履修学生数4名。

【地域調査法】（春山早苗教授）
　到達目標は，地域における健康問題や健康ニー
ズを把握するための調査方法，収集した資料や
データの分析方法，結果の読み方などを理解する
ことである。地域において効果的かつ効率的な看
護・保健活動やその管理的活動を展開する上に必
要な地域の健康問題・健康ニーズを把握するため
の調査方法を講義と演習をとおして担当教員3名
と非常勤講師1名で教授した。履修学生数7名。

【Academic Writing & Oral Presentation】
（成田伸教授）
　到達目標は，英文抄録の作成からプレゼンテー
ションまで，国際学会での研究発表に必要な知識
と技術を修得することである。事前課題を提示し，
課題を仕上げて参加することを促し，講義時間内
では双方向のやり取りをめざしている。遠隔と対
面授業を併用して実施した。担当教員2名で教授
した。履修学生数6名。
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博士後期課程
広域実践看護学分野

研究科長　春山　早苗
１．スタッフの紹介
　教　授　上野　まり　　教　授　大塚公一郎
　教　授　小原　　泉　　教　授　成田　　伸
　教　授　里光やよい　　教　授　塚本　友栄
　教　授　成田　　伸　　教　授　春山　早苗
　教　授　半澤　節子　　教　授　本田　芳香
　教　授　村上　礼子　　教　授　横山　由美
　准教授　角川　志穂　　准教授　長谷川直人
　講　師　鹿野　浩子

２．教育の概要
　博士後期課程の学生は，1年生2名，2年生1名，
3年生6名（3年目2名，4年目2名，5年目1名，6年
面1名）で，全員が長期在学制度を利用している。
　博士後期課程では，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，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の育成を目指した教育活
動をしている。今年度の専門科目の開講科目は
「広域実践看護学特論Ⅰ」（2単位，必修），「広域
実践看護学特論Ⅱ」（2単位，選択），「広域実践看
護学演習」（2単位，必修），「広域実践看護学特別
研究」（6単位，必修，1～3年次）であった。また、
令和2年度カリキュラムから，学生の学修のしや
すさを考慮して「広域実践看護学特別研究」を
「広域実践看護学特別研究Ⅰ」（3単位，必修，1
年次～看護学研究計画審査会にて研究計画書の承
認を得るまで）と「広域実践看護学特別研究Ⅱ」
（3単位，必修，看護学研究計画審査会にて研究
計画書の承認後～3年次）の2科目とした。専門
関連科目の開講科目は「異文化精神医療論」（2単
位，選択）であった。また，令和2年度より新た
に「言語学研究論」（1単位，選択）を開講した。

【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）春山・成田担当】
　本科目では，講義やプレゼンテーション，討議
をとおして，看護ケアやヘルスケアシステムを効
果・効率的に提供するためのヘルスケアシステム
及び看護提供システムの構築・マネジメント，施

策・政策化に関わる看護実践の開発に関する研究
方法を探究する。1年生2名及び科目等履修生2名
が履修した。

【広域実践看護学特論Ⅱ（クリニカルケア研究
法）横山・小原担当】
　本科目では，講義やプレゼンテーション，討議
をとおして，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批判的
に吟味し、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求する。1年生2
名が履修した。

【広域実践看護学演習】
　本科目では，先行研究の知見の総括・評価を行
い，その成果から研究課題を焦点化し，研究計画
に反映できる学修となることを目指す。
　システムに関するテーマについては，1年生1
名が＜ヘルスケアシステム・看護管理＞（春山
担当），1年生1名が＜看護教育＞（成田担当）を，
看護ケアに関するテーマについては，1年生2名が
＜クリニカルケア＞（小原・横山担当）を選択し
た。

【広域実践看護学特別研究】
　研究指導教員を表に示す。
　博士前期課程・博士後期課程合同研究セミナー
は5月，9月，11月，1月に開催した。博士後期課
程の学生は，セミナーで毎回，特に，11月，1月
は【広域実践看護学演習】の結果も踏まえてプレ
ゼンテーションを行い，研究課題の設定，研究対
象の明確化，研究方法の検討等について，研究指
導教員以外の教員にも助言を得たり，博士前期課
程の学生とも討議したりできる機会とした。
　１名が学位論文審査に合格し，博士論文のテー
マは「開心術を受ける患者の手術リスク予防アド
ヒアランス尺度の開発」であった。

【異文化精神医療論　大塚・鹿野担当】
　本科目では，講義や演習を通して，異文化精神
医療に関する研究構想へ繋げるための基本的知識，
精神医学的視点からみた異文化メンタルヘルス研
究を教授した。さらに，人文・社会科学などの隣
接科学における最近の異文化研究の知見や異文化
コミュニケーションにおける言語の役割について
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も学修した。1年生2名が履修した。

【言語学研究論　大塚・鹿野担当】
　本科目では，言語学研究の最新の知見から，英
語母語話者がどのように物事を捉え，文章で表現
しているのか，また意味論，日英語対照研究，比
較文化研究について教授した。1年生1名，2年生1
名が履修した。

表　　研究指導教員
主研究指導教員 副研究指導教員学年

 １ Ａ 成田 塚本・半澤
  Ｂ 春山 上野・小原
 ２ Ａ 横山 成田・半澤

 ３ Ａ 成田 村上・横山
  Ｂ 春山 永井・小原
 ３ Ａ 横山 本田・村上
 4年目 Ｂ 半澤 大塚・塚本
 ３ Ａ 横山 大塚・春山 5年目

 ３   半澤・横山

 6年目 Ａ 春山 研究指導補助教員
    長谷川

学生



研究業績録

注　１）掲載対象は2020年1月1日から同年12月31日までである。
　　２）ゴシック体の人名は対象年に本学に所属していた者である。
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看護基礎科学

⑴　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）安田　学，本田　暁，大塚公一郎：犯罪歴の
ある統合失調症患者の滞日外国人女性の一症例
―治療中断の経緯からみた滞日外国人のメンタ
ルへルス支援の課題と提案―．こころと文化
18：75-81，2019．2月

２）大塚公一郎：ラカン派精神分析とオープンダ
イアローグの対話をもとめて．臨床精神病理
40：183 -186．2019．8月

３）関山友子，鈴木美津枝，村上礼子；特定行為
研修研修生が認識する意思決定支援：定性的内
容分析，自治医科大学看護学ジャーナル，第17
巻；21-32，2019．

⑵　学会発表
１）Shikano, Hiroko. & Sugisaki, Miki: Expressing 

Speaker s ’ I nner  Fee l i ngs  i n  J apanese 
Monologues: On the Usage of "Nanka." 16th 
International Pragmatics Conference, The 
Hong Kong Polytechnic University: Hong Kong. 
2019.6.12.

２）岡田剛史，松本健二，大塚公一郎，塩田勝
利，小林聡幸，須田史朗：レシピエントの腎機
能廃絶を契機にうつ病を発症し，自死に至った
生体腎ドナーの一例．第115回日本精神神経学
会，新潟市，2019年6月21日.（精神経誌，特別
号：S606，2019）

３）澤山　渚，畑野　悠，海老原　健，倉科智
行，岡田健太，海老原千尋，岡　聖典，黒田百
恵，甲賀裕希子，澁谷浩史，渡邉秀平，國友直
樹，河原悠一郎，佐々木崇洋，星出　聡，齋
藤 新介，岡田修和，高橋　学，永島秀一，石
橋　俊：特発性アルドステロン症と肥満の関連
における性差および皮下脂肪組織の意義，第93
回日本内分泌学会学術総会，Web開催，2020年
7月20日，（日本内分泌学会雑誌 96（1）；257，
2020）

４）甲賀裕希子，高橋　学，橋本祐希，峯村はる
香，黒田百恵，澤山　渚，山下裕美子，武井
暁一，若林徹治，倉科智行，永島秀一，岡田
健太，海老原　健，石橋　俊：先端巨大症と
中毒性多結節性甲状腺腫（TMNG）を合併し
た1例，第30回臨床内分泌代謝Update，Web開

催，2020年11月13日，（日本内分泌学会雑誌 96
（2）；519，2020）

５）渡邉秀平，岡田健太，五十嵐真由子，齋藤新
介，山岡桂子，甲賀裕希子，澁谷浩史，倉科智
行，高橋　学，永島秀一，海老原　健，上村佐
恵子，牛久哲男，小林　寛，石橋　俊：局在
診断に難渋した腫瘍性低リン血症性骨軟化症
の1例，第30回臨床内分泌代謝Update，Web開
催，2020年11月13日，（日本内分泌学会雑誌 96
（2）；530，2020）



68

自治医科大学看護学部年報（第19号）自治医科大学大学院看護学研究科年報（第15号）　2020年度

基礎看護学

⑴　著書
１）石井容子，宮下光令：がん看護において患者

報告型アウトカムとして使われる主なツール 
IPOS，がん看護，25（7）；624-29，2020．

⑵　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）小原　泉，鶴丸雅子，森下典子，後澤乃扶
子，笠井宏委，野崎章子，吉村健一，遠藤一
司，山本晴子，谷口隆雄，楠岡英雄：臨床研究
コーディネーターの技能の熟達度と経験年数の
関連．臨床薬理，51（2）；71-76, 2020.

⑶　学会発表
１）小原　泉，藤原紀子，中濱洋子，玉木秀子，

矢吹みどり，細矢美紀，小島千恵美，山本真由
美，藤原恵一：がん臨床試験における患者の意
思決定支援の実施度および重要性認識度の尺度
開発．第34回日本がん看護学会学術集会，東
京，2020年2月22日．

２）玉木秀子，矢吹みどり，藤原紀子，中濱洋
子，細矢美紀，小島千恵美，山本真由美，藤原
恵一，小原　泉：がん臨床試験における患者の
意思決定支援の大学病院看護師の実施度と重要
性認識度．第34回日本がん看護学会学術集会，
東京，2020年2月22日．

３）中濱洋子，細矢美紀，小島千恵美，藤原紀
子，玉木秀子，矢吹みどり，藤原恵一，山本真
由美，小原　泉：がん臨床試験における患者の
意思決定支援のがん専門病院看護師の実施度と
重要性認識度．第34回日本がん看護学会学術集
会，東京，2020年2月22日．

４）山本真由美，藤原紀子，中濱洋子，細矢美
紀，小島千恵美，玉木秀子，矢吹みどり，藤原
恵一，小原　泉：がん臨床試験における患者の
意思決定支援の重要性認識度と影響要因．第34
回日本がん看護学会学術集会，東京，2020年2
月22日．

５）藤原紀子，中濱洋子，細矢美紀，小島千恵
美，玉木秀子，矢吹みどり，山本真由美，藤原
恵一，小原　泉：がん臨床試験における患者の
意思決定支援の実施度と影響要因．第34回日
本がん看護学会学術集会，東京，2020年2月22
日．

６）小原　泉：シンポジウム8 CRC・事務局ス
タッフ教育の現状とこれから（本質の理解につ
ながるかかわりとは？）－CRC育成に関する現
状と課題．第20回CRCと臨床試験のあり方を考
える会議2020 in 長崎, 2020年11月3日～16日，
オンデマンド配信．

７）野崎章子，森内加奈恵，小原　泉：特定機能
病院精神病棟における多職種連携－看護管理者
を対象とする横断研究より－．第116回日本精
神神経学会学術総会，2020年9月28日～10月31
日，オンライン開催

８）鈴木達也，佐藤栄治，野原康弘，島村　亮，
葛原希，湯山美杉：6031医科レセプトを用いた
医療的過疎地域の推定に関する基礎的研究．
2020年度日本建築学会大会（関東），千葉．
2020年9月8日，9日，10日（中止），日本建築学
会大会学術講演梗概集（関東）2020年9月；71-
72，2020．

９）佐藤　岬，佐藤栄治，村川真紀，山田あす
か，湯山美杉：5294混合病棟によるスタッフの
看護負担感についての研究．2020年度日本建築
学会大会（関東），千葉．2020年9月8日,9日,10 
日（中止），日本建築学会大会学術講演梗概集
（関東）2020年9月；591-592，2020．

10）宮下光令，伊藤奈央，石井容子他：がん・非
がん患者を対象としたPRO（Patient-Reported 
Outcome）の緩和ケア臨床へのImplementation．
第40回日本看護科学学会学術集会 交流集会K8，
Web開催．2020年12月1日～25日．

⑷　その他（訳書・報告書・学会以外での発表等）

１）小原　泉：臨床研究に参加する患者の看護
についての研究．第1回日本リサーチナース
フォーラム，東京，2020年12月19日.

２）湯山美杉，本田芳香，福田順子，関山友子， 
亀田美智子，高久美子：看護専門職への移行期
にある看護学部高学年生および新人看護師の看
護実践能力向上に向けた文献研究，（自治医科大
学看護学ジャーナル17巻；p.44，（2020））

３）石井慎一郎，竹澤将也，田村敦子，島田裕
子，清水みどり，古島幸江，望月明見，湯山美
杉，冨川明子，佐藤貴紀：看護学生が授業の感
想を記述・表出する教育的意義　文献的考察．
（自治医科大学看護学ジャーナル 17巻p.43，
（2020））
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　第Ⅱ節　地域の健康危機に対する活動　第4
項　健康危機の種類に応じた保健活動　２）感
染症健康危機管理．最新公衆衛生看護学　第３
版　2020年版　各論2（宮﨑美砂子，北山三津
子，春山早苗，田村須賀子　編集）．日本看護
協会出版会（東京），248-259，2020．

⑵　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）Shiho Sumikawa, Kazuhiko Kotani, Takao 
Kojo, Shigeki Matsubara, Sanae Haruyama：
A Nationwide Survey of Obstetric Care Status 
on Japan’s Islands, with Special Reference 
to Maternal Transport to the Mainland. The 
Tohoku Journal of Experimental Medicine, 250
（1）；25-29，2020．

２）山縣千開，春山早苗：乳幼児をもつ生活困
窮者世帯の育児に関わる支援課題および市町
村保健師の活動内容．日本地域看護学会誌，23
（1）；32-41，2020．

３）小池創一，松本正俊，鈴木達也，寺裏寛之，
前田隆浩，井口清太郎，春山早苗，小谷和彦：
医療計画におけるへき地医療に関する研究．厚
生の指標，67（5）；20-26，2020．

４）江角慎吾，関山友子，八木街子，鈴木美津
枝，大塚眞理子，村上礼子，春山早苗：特定行
為研修修了者の活動による影響－施設管理者お
よび協働する医師の捉え方より－．日本ルーラ
ルナーシング学会誌，15；1-16，2020．

５）山縣千開，春山早苗：乳幼児を持つ低所得世
帯に対する支援及び支援体制に関する文献レ
ビュー．自治医科大学看護学ジャーナル，17；
9-20，2020．

６）佐々木彩加，小原　泉，鹿野浩子，江角伸
吾，永井優子，半澤節子，成田　伸，中村美
鈴，春山早苗．看護学生の生活行動と生活体験
の特徴からみた教育方略，自治医科大学看護学
ジャーナル，17；3-8，2020．

⑶　学会発表
１）Tamura S, Haruyama S, Kotani K, Ogami 

A, Suzuki T, Yokoyama A, Okuno T,  Kubono 
Y.：The development of the health guidance 
program for prevention of onset and progression 
of lifestyle-related diseases using information 
and communications technologies (ICT). The 23rd 

地域看護学

⑴　著書
１）春山早苗：第1章　公衆衛生看護学概論　第

Ⅱ節　公衆衛生看護の歴史　第2項～第3項，第
Ⅲ節　ヘルスケアシステムの中で機能する看
護．最新公衆衛生看護学　第３版　2020年版　
総論（宮﨑美砂子，北山三津子，春山早苗，
田村須賀子　編集）．日本看護協会出版会（東
京），32-105，2020．

２）春山早苗：第3章　公衆衛生看護活動の展開
方法論　第Ⅳ節　地域ケア体制づくり　第1項
～第3項1）．最新公衆衛生看護学　第３版　
2020年版　総論（宮﨑美砂子，北山三津子，春
山早苗，田村須賀子　編集）．日本看護協会出
版会（東京），278-304，2020．

３）春山早苗：第2章　健康課題の特性に応じた
活動論　第Ⅳ節　感染症保健福祉活動　第1項
～第5項．最新公衆衛生看護学　第３版　2020
年版　各論１（宮﨑美砂子，北山三津子，春山
早苗，田村須賀子　編集）．日本看護協会出版
会（東京），307-350，2020．

４）春山早苗：第2章　地域特性に応じた活動論
　第Ⅰ節　へき地における公衆衛生看護活動　
第1項　へき地における公衆衛生看護活動．最
新公衆衛生看護学　第３版　2020年版　各論2
（宮﨑美砂子，北山三津子，春山早苗，田村須
賀子　編集）．日本看護協会出版会（東京），
138-152，2020．

５）塩ノ谷朱美，春山早苗：第2章　地域特性に
応じた活動論　第Ⅰ節　へき地における公衆衛
生看護活動　第3項　山村・豪雪地帯における
公衆衛生看護活動．最新公衆衛生看護学　第３
版　2020年版　各論2（宮﨑美砂子，北山三津
子，春山早苗，田村須賀子　編集）．日本看護
協会出版会（東京），174-182，2020．

６）青木さぎ里：第2章　地域特性に応じた活動
論　第Ⅰ節　へき地における公衆衛生看護活
動　第2項　離島における公衆衛生看護活動　
４）離島における保健師活動の実際：小規模離
島町村における活動．最新公衆衛生看護学　第
３版　2020年版　各論2（宮﨑美砂子，北山三
津子，春山早苗，田村須賀子　編集）．日本看
護協会出版会（東京），163-173，2020．

７）春山早苗：第3章　公衆衛生看護管理活動論
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会総会抄録集67（10）；416，2020）
８）宮崎美砂子，奥田博子，春山早苗，石川麻

衣，植村直子，金　吉晴：実務保健師の災害時
の対応能力育成のための研修ガイドラインの作
成と精錬．第79回日本公衆衛生学会総会，オン
ライン開催．2020年10月20日-11月30日．（第79
回日本公衆衛生学会総会抄録集67（10）；434，
2020）

９）植村直子，宮崎美砂子，奥田博子，春山早
苗，石川麻衣，金　吉晴：公衆衛生従事者を対
象とした国内外の災害研修方法の概観．第79回
日本公衆衛生学会総会，オンライン開催．2020
年10月20日-11月30日．（第79回日本公衆衛生学
会総会抄録集67（10）；441，2020）

10）奥田博子，宮崎美砂子，春山早苗，石川麻
衣，植村直子，金　吉晴：実務保健師の災害時
対応能力育成のための研修ガイドラインによる
研修効果 A県の検証．（第79回日本公衆衛生学
会総会抄録集67（10）；434，2020）

⑷　その他（訳書・報告書・学会以外での発表等）

１）春山早苗，田村須賀子，小谷和彦，由田克
士，中田由夫，淺田義和，江角伸吾，廣江貴
則，大神あゆみ，田中和美，関山友子，横山絢
香：循環器疾患・糖尿病等生活習慣病を予防す
るための情報通信技術を活用した保健指導プロ
グラム及びその実践のための手引きの作成と検
証．令和元年度厚生労働科学研究費補助金（循
環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事
業）　令和元年度　総括・分担研究報告書，
1-6，2020．

２）春山早苗，田村須賀子，小谷和彦，大神あゆ
み，横山絢香，久保野裕子：循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病を予防するための情報通信技術
を活用した保健指導プログラム案の検証（第
1報）．令和元年度厚生労働科学研究費補助金
（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研
究事業）「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病を
予防するための情報通信技術を活用した保健指
導プログラム及びその実践のための手引きの作
成と検証」令和元年度　総括・分担研究報告
書，7-59，2020．

３）江角伸吾，淺田義和，廣江貴則：ICTを活用
した保健指導を実践するにあたっての手引きに
必要な項目・内容の検証．令和元年度厚生労働

annual East Asian Forum of Nursing Scholars, 
Chiang Mai. 10-11 January, 2020. (The 23rd 
annual East Asian Forum of Nursing Scholars 
Abstract ID:00207, 2020)

２）Tamura S, Haruyama S, Ogami A, Yokoyama 
A, Okuno T, Kubono Y, Takakura K, Esumi 
S：Health guidance for prevention of lifestyle-
related diseases using health-related mobile 
applications. 16th World Congress on Public 
Health (European Public Health Conference) 
Virtual Edition, Rome. 12-17 October, 2020. 
(European Journal of Public Health, 30(Suppl.5); 
745-746, 2020)

３）島田裕子，春山早苗：原子力災害により余儀
なく移住した成人男性の生活の再構築の促進要
因・阻害要因．第9回日本公衆衛生看護学会学
術集会，オンライン開催．2020年12月25日-2021
年1月24日．（第9回日本公衆衛生看護学会学術集
会講演集，156，2020）

４）青木さぎ里，江角伸吾，島田裕子，横山絢
香，塚本友栄，春山早苗：へき地診療所にお
ける訪問看護及び在宅での看取り状況．第9回
日本公衆衛生看護学会学術集会，オンライン
開催．2020年12月25日-2021年1月24日．（第9回
日本公衆衛生看護学会学術集会講演集，158，
2020）

５）江角伸吾，横山絢香，田村須賀子，大神あゆ
み，久保野裕子，春山早苗：ICTツールを活用
した特定保健指導のプロセス評価．第9回日本
公衆衛生看護学会学術集会，オンライン開催．
2020年12月25日-2021年1月24日．（第9回日本公
衆衛生看護学会学術集会講演集，206，2020）

６）渡邉賢治，春山早苗：ALSの人々の葛藤を
伴う活動場面のレビュー Perceptual Control 
Theoryに基づく考察．第25回日本難病看護学会
/第8回日本難病医療ネットワーク学会 合同学術
集会，Web開催．2020年11月20日-12月6日（日
本難病看護学会誌，25（1）；105/日本難病医療
ネットワーク学会機関誌，8（1）；125，2020）

７）山口佳子，平野かよ子，森本典子，尾島俊
之，小西かおる，春山早苗，石川貴美子，藤井 
広美：未治療・治療中断の精神障害者の受療支
援に関する評価指標の項目間の関連性．第79回
日本公衆衛生学会総会，オンライン開催．2020
年10月20日-11月30日．（第79回日本公衆衛生学
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関する研究．令和元年度厚生労働科学研究費補
助金（地域医療基盤開発推進研究事業）令和元
年度　年度末報告書，1-16，2019．

９）仲上豪二郎，真田弘美，太田秀樹，磯部　
陽，春山早苗，吉田美香子，康永秀生，須釜淳
子：アウトカム指標を明確化する調査枠組み
の策定．令和元年度厚生労働科学研究費補助
金（地域医療基盤開発推進研究事業）「特定行
為研修の修了者の活用に際しての方策に関す
る研究」令和元年度　年度末報告書，17-263，
2020．

10）春山早苗，吉田美香子，真田弘美：特定行為
研修修了者の活動実態と活動に関連する要因．
令和元年度厚生労働科学研究費補助金（地域医
療基盤開発推進研究事業）「特定行為研修の修
了者の活用に際しての方策に関する研究」令和
元年度　年度末報告書，271-309，2020．

11）小谷和彦，前田隆浩，井口清太郎，小池創
一，松本正俊，春山早苗，村上礼子，澤田　
努，古城隆雄，鈴木達也，寺裏寛之，江角伸
吾，関山友子，八木街子，鈴木美津枝：へき地
医療の向上のための医師の働き方およびチーム
医療の推進に係る研究．厚生労働科学研究費補
助金（地域医療基盤開発推進研究事業）令和元
年度　総括・分担研究報告書，1-4，2020．

12）春山早苗，村上礼子，江角伸吾，関山友子，
八木街子，鈴木美津枝：へき地診療所の常勤医
師に対する特定行為についての調査．厚生労働
科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究
事業）「へき地医療の向上のための医師の働き
方およびチーム医療の推進に係る研究」令和元
年度　総括・分担研究報告書，18-24，2020．

13）春山早苗：感染症対策の評価指標と統計項目
等としての活用．平成28年度～令和元年度科学
研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基
盤研究Ｃ「保健活動の評価指標」の「政策統計
の報告項目」への適用可能性の検討（研究代表
者　平野かよ子）」報告書，37-45，2020．

14）池西静江，百瀬栄美子，遠藤敬子，水方智
子，小山陽子，冨安恵子，山田雅子，春山早
苗：カリキュラム編成ガイドライン＆地域・在
宅看護論の教育内容　令和2年5月．令和元年度
　厚生労働省　看護職員確保対策特別事業「看
護師等養成所におけるカリキュラム改正支援事
業」，2020．

科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生
活習慣病対策総合研究事業）「循環器疾患・糖
尿病等生活習慣病を予防するための情報通信技
術を活用した保健指導プログラム及びその実践
のための手引きの作成と検証」令和元年度　総
括・分担研究報告書，60-74，2020

４）宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，石川麻
衣，金　吉晴，植村直子，島田裕子，青木さぎ
里，横山絢香，大滝涼子，霜越多麻美：災害対
策における地域保健活動推進のための実務担当
保健師の能力向上に係わる研修ガイドラインの
作成と検証．厚生労働科学研究費補助金（健康
安全・危機管理対策総合研究事業）令和元年度
　総括･分担研究報告書，1-10，2020．

５）春山早苗，島田裕子，青木さぎ里，横山絢
香：実務保健師の災害時対応能力育成のための
研修ガイドライン（案）の現場適用による検証
－検証4－．厚生労働科学研究費補助金（健康
安全・危機管理対策総合研究事業）「災害対策
における地域保健活動推進のための実務担当保
健師の能力向上に係わる研修ガイドラインの作
成と検証」令和元年度　総括・分担研究報告
書，74-99，2020．

６）宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，石川麻
衣，金　吉晴，植村直子，霜越多麻美：実務保
健師の災害時の対応能力育成のための研修ガイ
ドラインの作成－総合検証に基づく精錬－．厚
生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理
対策総合研究事業）「災害対策における地域保
健活動推進のための実務担当保健師の能力向
上に係わる研修ガイドラインの作成と検証」
令和元年度　総括･分担研究報告書，113-195，
2020．

７）宮﨑美砂子，奥田博子，春山早苗，石川麻
衣，金　吉晴，植村直子：保健師の災害時の応
援派遣及び受援のためのオリエンテーションガ
イドの作成．厚生労働科学研究費補助金（健康
安全・危機管理対策総合研究事業）「災害対策
における地域保健活動推進のための実務担当保
健師の能力向上に係わる研修ガイドラインの
作成と検証」令和元年度　総括･分担研究報告
書，196-228，2020．

８）真田弘美，春山早苗，須釜淳子，太田秀樹，
磯部陽，康永秀生，吉田美香子，仲上豪二郎：
特定行為研修の修了者の活用に際しての方策に
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ジャーナル　看護学部教員共同研究報告，17；
46，2020.

24）正林督章，馬場順子，内田勝彦，春山早苗，
尾島俊之：新春座談会　感染症に迅速に対応で
きる地域保健に向けた保健所の体制強化．週刊
保健衛生ニュース，2092；2-25，2020．

25）青木さぎ里：へき地や離島での感染症対策
と保健活動．現代思想　緊急特集号，79-82，
2020．

26）青木さぎ里：保健師・青木さぎ里さんに聞
く。感染症から島を守るには．離島経済新聞，
33；13，2020．

15）春山早苗，荒木田美香子，上野昌江，岡本玲
子，金子仁子，田高悦子，村嶋幸代（地域看
護学術検討ワーキンググループ）：「地域看護
学」の再定義－第22回学術集会ワークショップ
から－．日本地域看護学会誌，23（1）；76-80，
2020．

16）加藤典子，春山早苗，真山達志，林　礼子，
村川実加：新春座談会　保健師の業務を効果
的・効率的に進める－統括保健師は何をすべき
か．地域保健，51（1）；6-25，2020．

17）春山早苗；特定行為研修修了看護師がこれか
らの地域医療にもたらすもの（地域医療の将来
展望　Vol16（最終回））．医学のあゆみ，272
（6）；551-555，2020．

18）春山早苗：効率的・効果的な保健活動の展開
における統括保健師の役割（特集　統括保健師
の役割－環境をつくる，人材を育てる）．公衆
衛生，84（8）；502-508，2020．

19）春山早苗：日本地域看護学会の対応 健康危機
管理時における学術団体としての支援（特集　
新型コロナウイルス感染症－保健師の活動を記
録する【関係団体からの報告】）．保健師ジャー
ナル，76（8）；654-656，2020．

20）春山早苗：新型コロナウイルス感染症への支
援経験から得られた学会としての役割（理事会
緊急セミナー　新型コロナウイルス感染症に対
する自治体本庁への学会としての支援経験から
の学び）．日本地域看護学会第23回学術集会講
演集，29-30，2020．

21）春山早苗，岡本理恵，石黒美佳子，陣立良
太：コロナ時代の保健活動 ウイルスと共存する
社会の健康づくり COVID-19（座談会）．地域
保健，51（5）；42-59，2020.

22）春山早苗：統括保健師に求められる力とそれ
を伸ばすために 統括保健師の活動展開に関する
留意点を踏まえて（特集　統括保健師－憧れの
ポストになるために）．保健師ジャーナル，76
（11）；899-905，2020．

23）春山早苗，塚本友栄，浜端賢次，関山友子，
島田裕子，青木さぎ里，江角伸吾，土谷ちひ
ろ，横山絢香，鳥居みゆき，朝川美也子，江連
正子，鈴井祐孝，井上永子，隅谷サヨ子：地域
包括ケアシステムにおいて協働する住民の地域
特性別発掘方略及び生活支援コーディネーター
の活動方法に関する研究．自治医科大学看護学
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精神看護学

⑴　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）近田真美子，永井優子，小林將元。大迫　
晋，佐原美智子，阿保順子：座談会 精神看護
の現場とはどこか，現場で看護師は必要か（特
集 漂流する精神看護：専門職としての精神看
護師の存在理由），精神医療．第4次（98）；8-32, 
2020

⑵　学会発表
１）石井慎一郎，半澤節子，永井優子，冨川明

子：身体拘束の最小化および最短化に関する精
神科看護師の認識．第40回日本看護科学学会学
術集会，Web開催．2020年12月12日.（第40回
日本看護科学学会学術集会プログラム集；46，
2020年）

２）冨川明子：精神障害者に対するトラウマイン
フォームドケアについての文献レビュー．第40
回日本看護科学学会学術集会，web開催.2020年
12月12日.（第40回日本看護科学学会学術集会プ
ログラム集；19，2020年

３）石井慎一郎，半澤節子，永井優子，鬼塚愛
彦，宮﨑弘光：入院時不穏興奮がみられ身体拘
束開始となった患者の拘束解除に向けた提案．
第40回日本社会精神医学会，Web開催．2021年
３月４日．（第40回日本社会精神医学会プログラ
ム・抄録集；147，2021年）
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母性看護学

⑴　著書
１）成田　伸，望月明見訳：第17章 認証看護助

産師．pp.478-502；中村美鈴，江川幸二監訳：
高度実践看護－統合的アプローチ　第2版（6th 
edi.）．へるす出版，2020．

⑵　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）成田　伸：妊娠糖尿病診断から始める女性の
長期的な健康支援～元気なお母さんでいること
への支援～．助産雑誌，助産雑誌，74（4）：240-
246，2020．

２）成田　伸，松原まなみ，坂梨　薫，林　佳
子，山田加奈子，出井陽子：在宅妊娠糖尿病患
者指導管理料が産後に拡大！～助産師外来で
の診療報酬獲得を目指して～．助産雑誌，74
（4）：247-249，2020．

３）森重圭子，松井千佳，山田加奈子，岡田健
太，成田　伸：【事例から考える】妊娠糖尿病
妊婦への支援～自己血糖測定をせずに血糖管理
を行った事例～．助産雑誌，74（4）：254-262，
2020．

４）佐々木彩加，小原　泉，鹿野浩子，江角伸
吾，永井優子，半澤節子，成田　伸，中村美
鈴，春山早苗：看護学生の生活行動と生活体験
の特徴からみた教育方略．自治医科大学看護学
ジャーナル，17：3-8，2020．

５）成田　伸：妊娠糖尿病診断から始める2型糖
尿病発症予防の支援．助産師，74（2）：12-16，
2020．

６）武藤香子，小嶋由美，山田陽子，角川志穂，
成田　伸：栃木県における助産所分娩の安全
管理．栃木県母性衛生学会雑誌，46号；23-26, 
2020.

７）小池純子，望月明見，佐藤裕大，小嶋章吾，
橋本　昇：刑の一部執行猶予制度下の薬物事犯
者に対する更生保護施設と精神保健医療福祉の
連携支援に関する一考察．更生保護学研究，第
17号；3～11，2020．

８）望月明見：刑務所における母親としての気
持ちを支える援助～受刑後の親子再統合につ
なげるために～．助産雑誌，74（6）；432-436，
2020．

９）望月明見，鈴井江三子，岩本美佐子：女子受

刑者に対する助産師の役割や支援の課題．助産
雑誌，74（6）；418-4425，2020．

⑶　学会発表
１）西岡啓子，成田　伸：生殖補助医療を受療す

る場における女性の体験．第22回日本母性看護
学会学術集会，東京都（遠隔開催），令和2年6
月28日．

２）井野さおり，成田　伸：不育症を経験し出産
に至った女性の妊娠期の体験．第22回日本母性
看護学会学術集会，東京都（遠隔開催），令和2
年6月28日．

３）小田郁代，成田　伸：周産期メンタルヘルス
の悪化を予防するための高度看護実践～妊娠期
から継続する夫が父親になることへ支援～．第
22回日本母性看護学会学術集会，東京都（遠隔
開催），令和2年6月28日．

４）Sumikawa, S ,  Ninomiya, M, Ueno, T , 
Kitamori, H, Mochizuki, A, Narita, S: How 
clinical midwives perceive their instruction role 
and draw support from university teachers 
during delivery assistance training. The 5th 
International Online Conference on Nursing 
and Midwifery, Mongolia, 4 - 5 November, 2020.
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小児看護学

１．学会発表
１）辻本　健，横山由美：小児がん患児への告知

における看護実践の特徴　テキストマイニング
による自由記述分析の解析から.第40回日本看護
科学学会学術集会，東京，2020.12.12～13.（第
40回日本看護科学学会学術集会講演集：P8-
009，2020.）

２）川上直子，横山由美：出生直後から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：日本小児看護
学会第30回学術集会，兵庫，2020.9.19～30.（日
本小児看護学会第30回学術集会講演集：85，
2020）

３）神田貴代，小西克恵，飯島早絵，横山由
美，大海佳子：看護師の子育て支援の文献レ
ビュー，第24回日本看護管理学会学術集会，
Web開催，8/28（金）～9/3（木）の期間でデジ
タルポスターによるオンデマンド配信．（第24
回日本看護管理学会学術集会抄録集：P31-3，
2020.）

４）大海佳子，小西克恵，飯島早絵，横山由美，
神田貴代：看護職のワークライフバランスに関
する文献検討：第24回日本看護管理学会学術集
会，Web開催，8/28（金）～9/3（木）の期間で
デジタルポスターによるオンデマンド配信．
（第24回日本看護管理学会学術集会抄録集： 
P31-5，2020.）

２．その他（訳書・報告書・学会以外での発表等）

１）横山由美，小林京子：Mary Fran Tracy, 
Eileen T. O’Grady　高度実践看護総合的アプ
ローチ第2版　第23章高度実践看護のアウトカ
ムとパフォーマンス改善に関する研究の統合レ
ビュー, 627-649, 2020.
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成人看護学

⑴　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）村上礼子：看護職のキャリアとその評価　看
護師特定行為研修の現状と修了者のキャリア評
価．看護経済・政策研究学会誌，3巻1号；13，
2020．

２）木下真里，中島由美子，村上礼子：訪問看護
における特定行為研修修了訪問看護師の実践と
実践上の課題．日本看護学会論文集　在宅看
護，50号；67-70，2020．

３）鶴見幸代，中村美鈴，佐藤幹代：除細動器付
き植込み型心臓デバイスの新規植込み術を受け
た入院中の患者が社会復帰に向けて抱く不確か
さ．日本クリティカルケア看護学会誌，16巻；
73-84，2020.

４）長谷川直人，佐藤幹代，古島幸江，村上礼
子，渡邉賢治，佐々木彩加，谷島晴香，中野真
理子，藤巻郁朗：看護系学科目における共同研
究の研究課題の設定と組織変革の経過．自治医
科大学看護学ジャーナル，18号；35-42，2020．

５）佐々木彩加，谷島晴香，長谷川直人，小林真
穂，福田怜加，村上礼子，佐藤幹代，古島幸
江，渡邉賢治，荒井　泉，古内三基子，軽部真
粧美，福田佳代子，筒井咲頼，宿村香織，野口 
康子：看護教員と臨床看護師とが協働した研究
活動の取り組み．自治医科大学看護学ジャーナ
ル，18号；27-34，2020．

６）鈴木美津枝，関山友子，八木（佐伯）街子，
村上礼子：チーム医療を推進するための教育的
方略の検討：看護師特定行為基礎実習Ⅱの学
びと実践への活用から．自治医科大学看護学
ジャーナル，18号；11-25，2020．

７）佐々木彩加，小原　泉，鹿野浩子，江角伸
吾，永井優子，半澤節子，成田　伸，中村美
鈴，春山早苗：看護学生の生活行動と生活体験
の特徴からみた教育方略．自治医科大学看護学
ジャーナル，17号；3-8，2020．

⑵　学会発表
１）八木街子，鈴木美津枝，村上礼子：遠隔学習

オリエンテーションが自己調整学習循環に与え
る影響．日本看護科学学会学術集会講演集，40
回；315，2020.

２）八木街子，鈴木美津枝，都竹茂樹，村上礼

子，淺田義和，中野裕司：看護職の遠隔学習に
おける学習成果と自己調整学習方略．医学教
育，51巻Suppl；231，2020．

３）埇田真彰，村上礼子：特定行為研修修了看護
師の役割獲得までのプロセスと活動促進に向け
た検討．第24回日本看護管理学会学術集会抄録
集；338，2020.

４）村上礼子：へき地における特定行為研修修了
看護師への期待―看護管理者ならびに医師の調
査結果をもとに―．第15回日本ルーラルナーシ
ング学会，宮城．2020.

５）Sato ,  M. ,  Hanzawa ,  S . ,  Nar i ta ,S ,and 
Haruyama,S,: Educational program for nurses 
in rural Japan using narratives of persons 
with dementia and family care. The 6th 
International Nursing Research Conference of 
World Academy of Nursing Science, Osaka.
Feb.28, 2020（Abstract, https://www.c-linkage.
co . jp/6wans/data/program/wans2020_
abstracts.pdf, P242，2020）

６）Sato, M., OHARA, M., Sakuma（Sato）, R., 
IBA, N. and Takahashi, N.: Factors that enable 
or obstruct the continuation of work among 
patients with chronic pain: Qualitative analysis 
of patient narratives. The 9th International 
Health Humanities Conference, Tokyo.Nov.15，
2020.（Abstract, https://confit.atlas.jp/guide/
event-img/ihhc2020/9-20/createpdf/sub）

７）Sato, M. ,  Hanzawa, S. ,  Narita, S. and 
Haruyama, S. : Educational program for nurses 
in rural Japan using narratives of persons 
with dementia and their families: A qualitative 
study. The 9th International Health Humanities 
Conference, Tokyo. Nov. 15, 2020.（Abstract, 
https ://confit .at las . jp/guide/event- img/
ihhc2020/12-03/createpdf/sub）

８）佐藤幹代：「慢性の痛みの語りデータベー
ス」からみる慢性疼痛患者の経験．日本慢性疼
痛学会，東京．2020年2月．（日本慢性疼痛学会
プログラム・抄録集 49巻：113-113，2020年2
月）

９）佐藤幹代，瀬戸山陽子，和田恵美子，高橋
奈津子，いとう たけひこ，横井郁子，原田雅
義：健康と病いの語りデータベース」の当事者
の語り（ナラティブ）から看護を創造する ―
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DIPEx-Japan 語りを用いた教育実践事例―．日
本看護研究学会，札幌．2020年8月.（日本看護
研究学会 第46回学術集会）

10）小原眞知子，佐藤幹代：日本慢性疼痛学会，
東京．2020年2月．（日本慢性疼痛学会プログラ
ム・抄録集 49巻：114-114，2020年2月）

11）森田夏実，射場典子，佐藤幹代，瀬戸山陽
子，和田恵美子，高橋奈津子，竹内登美子，横
井郁子，原田雅義，いとう たけひこ：健康と
病いの語り（DIPEX-Japan）から何を学ぶか
Part10- 当事者が語るさまざまな意思決定．日
本看護学教育学会，岩手．2020年9月．（日本看
護学教育学会 第30回学術集会プログラム・講演
集 30巻：88-88，2020年）

12）中山直子，高橋奈津子，米田昭子，佐藤幹
代：糖尿病患者のセルフマネジメントに関する
研究の動向と看護基礎教育課程における教材開
発への示唆．第40回 日本看護科学学会学術集
会，東京．2020年12月13日.（日本看護科学学会
学術集会講演集 40巻；824-824，2020年）

13）井上智恵，太田美帆，伊波早苗，東めぐみ，
小田和美，河口てる子，安酸史子，大澤栄実，
岡美智代，小林貴子，近藤ふさえ，横山悦子，
滝口成美，長谷川直人，小平京子，道面千恵
子，伊藤ひろみ，恩幣宏美：「治療の看護仕立
て」でスタンダードな療養法をアレンジする！
―看護の教育的関わりモデル―．第25回日本糖
尿病教育・看護学会学術集会，岩手県．2020年
9月20日．（第25回日本糖尿病教育・看護学会学
術集会抄録集 24（特別号）；56，2020）

14）渡邊幸裕，中村泰子，古島幸江：手術台に横
になって全身麻酔導入に至る患者の体験．第42
回日本手術医学会総会，香川．12月5日（2020
年），日本手術医学会誌42巻（増刊号）；132，
2020年

15）Watanabe, K.：Proxy answers: reported 
outcome for the matter of ALS patient’s QOL. 
5th International online conference on nursing 
and midwifery, Virtual. Nov. 5. 2020（Abstracts 
p46, 2020）

16）渡邉賢治，春山早苗：ALSの人々の葛藤を
伴う活動場面のレビュー Perceptual Control 
Theoryに基づく考察．第25回日本難病看護学
会，Web開催．2020年10月20日（日本難病看護
学会誌 25（1）；p105，2020）

⑶　その他（訳書・報告書・学会以外での発表等）

１）春山早苗，村上礼子，江角伸吾，関山友子，
八木街子，鈴木美津技，小谷和彦：令和元
（2019）年度　厚生労働科学研究費補助金　地
域医療基盤開発推進研究事業「へき地医療の向
上のための医師の働き方及びチーム医療の推進
に係る研究」分担研究報告書，2020.

２）村上礼子，江村　正：令和元年度厚生労働省
委託事業　看護師の特定行為に係る実態調査・
分析等事業　分担5　指導者講習会開催の手引
きに関する検討，70-93，2020.

３）村上礼子，高村昭輝：令和元年度厚生労働省
委託事業　看護師の特定行為に係る実態調査・
分析等事業　分担１　特定行為ごとの到達目標
の検討，提案（目標班），2-39，2020.

４）小原眞知子，佐藤幹代，木戸宜子：慢性疼痛
におけるヘルスライフリテラシー概念構築に関
する研究.2019年度 日本社会事業大学 学内共同
研究費報告書．1-5，2020.（https://www.jcsw.
ac.jp/research/kenkyujigyo/gakunai-kyodo02/
files/2019ohara.pdf）
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老年看護学

⑴　著書
１）上野まり：訪問看護お悩み相談室．公益財団

法人日本訪問看護財団編，中央法規出版（東
京），185-186, 188-190, 2020.

２）上野まり：在宅看護論．河野あゆみ，永田智
子編，放送大学教育振興会（東京），155-174，
190-203，222-234, 2020．

⑵　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）Kenji Hamabata, Hideyuki Shiotani, Keiko 
Sekido：Interprofessional Work Model for 
Dementia Care in Hospitals for Community-
Based Care,Health,12(12)；1543-1561,2020.

２）Teppei  Sasahara ,  Ryusuke Ae ,  Akio 
Yoshimura, Koki Kosami, Kazumasa Sasaki, 
Yumiko Kimura, Dai Akine, Masanori Ogawa, 
Kenji Hamabata, Shuji Hatakeyama, Longzhu 
Cui：Association between length of residence 
and preva lence o f  MRSA co lon izat ion 
among residents in geriatric long-term care 
facilities,20(1);1-8,2020.

３）于亜婷，滝　聖子，加藤貴浩，髙野倉雅人，
川上　勝，山田哲男：因子分析を用いた介護職
従事者の職業性ストレス対策の検討，日本ホ
スピタリティ・マネジメント学会誌 (31), 57-64, 
2021

⑶　学会発表
１）于亜婷，滝聖子，加藤貴浩，髙野倉雅人，川

上　勝，山田哲男：介護職従業者の職業性スト
レス要因に関する研究，Journal of the Society 
of Plant Engineers Japan 32(4);93-98, 2021

⑷　その他（訳書・報告書・学会以外での発表等）

１）上野まり：地域ケアの今．コミュニティケア
　22（1）（3）（5）（7）（9）（11），2020．

２）川上　勝，尾崎功一，佐藤光磨：介護施設に
おけるケアの質向上を目指したビッグデータ活
用の試み．大学コンソーシアムとちぎ「大学を
超えた共同研究支援事業」報告書，2020
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22日，23日．

⑶　その他（訳書・報告書・学会以外での発表等）

１）Machiko Saeki Yagi, Mitsue Suzuki, Shigeki 
Tsuzuku, reiko Murakami: Orientation courses 
to promote self-regulated learning affect learning 
planning and execution, 9th International 
Congress on Advanced Appled Informatics 
September 1-15, 2020. OnleneCongress, Japan. 高
度応用情報学に関する第9回国際会議　2020年9
月1日～15日，オンライン会議，日本．

総合科目

⑴　総説・論文（実践報告・資料含む）

１）鈴木美津枝，関山友子，八木（佐伯）街子，
村上礼子：チーム医療を推進するための教育的
方略の検討―看護師特定行為基礎実習Ⅱの学び
と実践への活用から―．自治医科大学看護学
ジャーナル, 18, 11-25.2020.

２）Machiko Saeki Yagi, Reiko Murakami, 
Shigeki Tsuzuku, Mitsue Suzuki , Hiroshi 
Nakano, Katsuaki Suzuki：Distance Learning 
for Nurses: Using Learning Analytics to Build 
a Learning Support Program. The Journal of 
Information and Systems in Education, 19（1）; 
1-8. 2020.

３）江角慎吾，関山友子，八木街子，鈴木美津
枝，大塚眞理子，村上礼子，春山早苗：特定行
為研修修了者の活動による影響―施設管理者お
よび協働する医師の捉え方より―．日本ルーラ
ルナーシング学会誌，15；1-16．2020.

４）関山友子，鈴木美津枝，村上礼子：特定行為
研修研修生が認識する意思決定支援：定性的内
容分析．自治医科大学看護学ジャーナル，17；
21-32．2020.

５）八木（佐伯）街子，鈴木美津枝，淺田義和，村
上礼子：看護教育におけるeポートフォリオの
活用の実態．自治医科大学看護学ジャーナル，
17；33-38．2020．

⑵　学会発表
１）八木（佐伯）街子，鈴木美津枝，都竹茂樹，村

上礼子，淺田義和，中野裕司：看護職の遠隔学
習における学習成果と自己調整学習方略．第52
回日本医学教育学会，鹿児島県（鹿児島市）．
2020年7月17日，18日．

２）八木（佐伯）街子，鈴木美津枝，村上礼子：遠
隔学習オリエンテーションが自己調整学習循環
に与える影響．第40回日本看護科学学会学術集
会，東京都（中央区）．オンライン開催2020年
12月12日，13日．

３）八木（佐伯）街子，鈴木美津枝，村上礼子，都
竹茂樹，中野裕司，鈴木克明：遠隔学習におけ
る看護職の自己調整学習方略の傾向分析．第12
回日本医療教授システム学会総会・学術集会，
東京都（千代田区）．オンライン開催2020年8月
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診療看護技術管理学

⑴　学会発表
１）里光やよい，村上礼子：「特定行為に係る看
護師」の気管カニューレ交換による患者・家族
への貢献．第12回日本医療教授システム学会総
会・学術集会，オンライン開催．2020年8月22
～23日．（第12回日本医療教授システム学会総
会・学術集会抄録集；75頁，2020）



資　　料
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2020年度（令和2年度）看護学部学年暦

○前学期
　４月１日（水）	 ガイダンス（２・３・４年）
　４月２日（木）	 授業開始（２・３・４年）
　４月２日（木）	 オリエンテーション（１年）
　４月３日（金）	 入学式，オリエンテーション（１年）
　４月６日（月）	 授業開始（１年）
　４月29日（水）～５月５日（火）	 春季休業
　５月11日（月）～６月５日（金）	

前学期実習（３年）
　６月15日（月）～７月24日（金）
　５月14日（木）	 創立記念日
　６月８日（月）～６月12日（金）	 対象の理解実習（１年）
　７月16日（木）～７月20日（月）	 定期試験（４年）
　７月27日（月）～８月７日（金）	 総合実習（４年）
　７月27日（月）～７月31日（金）	 定期試験（１・２年）
　８月12日（水）～９月22日（火）	 夏季休業
　８月31日（月）～９月２日（水）	 再試験

○後学期
　９月23日（火）	 授業開始
　８月24日（月）～10月30日（金）	 助産学実習（４年）
　９月24日（木）～10月７日（水）	 日常生活援助実習・成人期継続療養看護実習（２年）
　10月９日（金）～10月11日（日）	 学園祭
　10月13日（火）～10月26日（月）	 日常生活援助実習・成人期継続療養看護実習（２年）
　11月16日（月）～12月18日（金）	

後学期実習（３年）
　１月12日（火）～２月19日（金）
　12月19日（土）～１月３日（日）	 冬季休業
　２月５日（金）～２月12日（金）	 定期試験１・２年）
　３月１日（月）～３月２日（火）	 再試験
　３月５日（金）	 卒業式
　３月13日（土）～	 学年末休業

｝

｝
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自治医科大学看護学部の概況（令和3年3月31日現在）

１．教　員　数	 46名

２．学　生　数	 420名

　　　　４年生（平成29年４月１日入学）	 106名
　　　　３年生（平成30年４月１日入学）	 104名
　　　　２年生（平成31年４月１日入学）	 105名
　　　　１年生（令和２年４月１日入学）	 105名
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１．教員 ２．事務部
職　名 氏　名
学部長
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教授（兼）
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
講　師
講　師
講　師
講　師
講　師
講　師
講　師
講　師
講　師
講　師
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教
助　教

春　山　早　苗
上　野　ま　り
大　塚　公一郎
小　原　　　泉
塚　本　友　栄
永　井　優　子
成　田　　　伸
浜　端　賢　次
半　澤　節　子
本　田　芳　香
村　上　礼　子
横　山　由　美
里　光　やよい
川　上　　　勝
倉　科　智　行
佐　藤　幹　代
角　川　志　穂
田　村　敦　子
長谷川　直　人
平　尾　温　司
福　田　順　子
青　木　さぎ里
石　井　慎一郎
江　角　伸　吾
鹿　野　浩　子
島　田　裕　子
関　山　友　子
古　島　幸　江
望　月　明　見
八　木　街　子
湯　山　美　杉
飯　島　早　絵
石　井　容　子
井　上　育　子
上　野　知　奈
小此木　百合香
甲　賀　優　貴
小　西　克　恵
佐々木　彩　加
鈴　木　美津枝
冨　川　明　子
谷　島　晴　香
谷田部　典　子
横　山　綾　香
渡　邉　賢　治

主要担当科目
地 域 看 護 学
老 年 看 護 学
看 護 基 礎 科 学
基 礎 看 護 学
地 域 看 護 学
精 神 看 護 学
母 性 看 護 学
老 年 看 護 学
精 神 看 護 学
基 礎 看 護 学
成 人 看 護 学
小 児 看 護 学

老 年 看 護 学
看 護 基 礎 科 学
成 人 看 護 学
母 性 看 護 学
小 児 看 護 学
成 人 看 護 学
看 護 基 礎 科 学
基 礎 看 護 学
地 域 看 護 学
精 神 看 護 学
地 域 看 護 学
看 護 基 礎 科 学
地 域 看 護 学
看 護 基 礎 科 学
成 人 看 護 学
母 性 看 護 学
基 礎 看 護 学
基 礎 看 護 学
小 児 看 護 学
基 礎 看 護 学
基 礎 看 護 学
母 性 看 護 学
老 年 看 護 学
基 礎 看 護 学
小 児 看 護 学
成 人 看 護 学
総 合 科 目 担 当
精 神 看 護 学
成 人 看 護 学
母 性 看 護 学
地 域 看 護 学
成 人 看 護 学

職　名 氏　名
大学事務部長
大学事務副部長
（看護学部担当）

秋　和　孝　志
賀　川　則　夫

職　名
（看護総務課）

氏　名
副部長（兼）課長
参事（兼）課長補佐

係　　長
主　　事
主　　事
嘱　　託

賀　川　則　夫
飯　村　久　恵
福　澤　弘　美
吉　田　　　渉
上　野　侑　子
小　川　里　恵

職　名
（看護学務課）

氏　名
課　　長

参事（兼）課長補佐
係　　長
主任主事
主任主事
主　　事
主　　事
嘱　　託
嘱　　託

海老原　　　誠
湯　浅　芳　恵
松　本　恵美子
松　田　尚　子
渡　辺　慎　吾
米　倉　紗　季
鈴　木　祐太郎
髙　槻　祥　子
中　村　里　子

※令和2年4月1日～令和3年3月31日在職者（各職階ごとの50音順）

看護学部教職員名簿
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2020年度（令和2年度）大学院看護学研究科学年暦

○前期
　４月２日（木）	 入学式
	 オリエンテーション，授業開始
　４月６日（月）	 履修計画の提出締切
　５月14日（木）	 創立記念日

○後期
　10月１日（木）	 授業開始
　11月９日（月）	 研究構想発表会（前期課程）
　12月１日（火）		 学位申請書・学位論文（審査用）提出締切（後期課程）
　12月14日（月）	 学位申請書・学位論文（審査用）提出締切（前期課程）
　１月４日（月）	 論文審査・口頭試問（後期課程）
　１月４日（月）～１月27日（水）	 論文審査期間（後期課程）
　１月18日（月）～１月20日（水）	 論文審査・口頭試問（前期課程）
　１月18日（月）～１月27日（水）	 論文審査期間（前期課程）
　２月22日（月）	 学位論文発表会（最終試験）
　３月３日（水）	 学位論文（保存用）最終締切
　３月15日（月）	 修了式（学位授与式）

大学院看護学研究科の概況（令和3年3月31日現在）

１．教　員　数	 17名

　　　　２年生（長期履修制度利用者）　　※博士前期	 5（4）名
　　　　１年生（長期履修制度利用者）　　※博士前期	 7（4）名
　　　　３年生（長期履修生度利用者）　　※博士後期	 6（6）名
　　　　２年生（長期履修制度利用者）　　※博士後期	 1（1）名
　　　　１年生（長期履修制度利用者）　　※博士後期	 2（2）名
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１．教員 ２．事務部
職　名 氏　名
研究科長
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教　授
教授（兼）
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
講　師
講　師
講　師

春　山　早　苗
上　野　ま　り
大　塚　公一郎
小　原　　　泉
塚　本　友　栄
永　井　優　子
成　田　　　伸
浜　端　賢　次
半　澤　節　子
本　田　芳　香
村　上　礼　子
横　山　由　美
里　光　やよい
川　上　　　勝
倉　科　智　行
佐　藤　幹　代
角　川　志　穂
田　村　敦　子
長谷川　直　人
福　田　順　子
鹿　野　浩　子
関　山　友　子
八　木　街　子

主要担当科目
地域看護管理学
老年看護管理学
共 通 科 目
が ん 看 護 学
地域看護管理学
精 神 看 護 学
母 性 看 護 学
老年看護管理学
精 神 看 護 学
が ん 看 護 学
診療看護技術管理学
小 児 看 護 学
診療看護技術管理学
老年看護管理学
共 通 科 目
クリティカルケア看護学
母 性 看 護 学
小 児 看 護 学
診療看護技術管理学
診療看護技術管理学
共 通 科 目
共 通 科 目
診療看護技術管理学

職　名 氏　名
大学事務部長
大学事務副部長
（看護学部担当）

秋　和　孝　志
賀　川　則　夫

職　名
（看護総務課）

氏　名
副部長（兼）課長
参事（兼）課長補佐

係　　長
主　　事
主　　事
嘱　　託

賀　川　則　夫
飯　村　久　恵
福　澤　弘　美
吉　田　　　渉
上　野　侑　子
小　川　里　恵

職　名
（看護学務課）

氏　名
課　　長

参事（兼）課長補佐
係　　長
主任主事
主任主事
主　　事
主　　事
嘱　　託
嘱　　託

海老原　　　誠
湯　浅　芳　恵
松　本　恵美子
松　田　尚　子
渡　辺　慎　吾
米　倉　紗　季
鈴　木　祐太郎
髙　槻　祥　子
中　村　里　子

※令和2年4月1日～令和3年3月31日在職者
　　　　　　　　　（各職階ごとの50音順）

大学院看護学研究科教職員名簿
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編　集　後　記

　2020年年報をお届けいたします。

　お忙しい中に2020年の活動を振り返りまとめていただきありがとうございました。改め

て，頑張って来られたことにご自分をほめていただきたいと思います。また，関係の皆様

にも深く感謝を申し上げます。

　2021年も新型コロナウィルスは変異しながら我々の健康に大きな影響を及ぼしてきまし

た。また，2022年に入り平和の大切さを実感する出来事が起きております。争いが健康に

及ぼすものがなんと大きいものか実感することとなりました。

　しかし，このような時代であっても，臨機応変に教育・研究の手を休めることなく，で

きることから進めていきたいと思います。

　編集委員会といたしましても，大学院を修了された方方も含め，皆様の教育・研究活動

を活性化し寄与できるよう，引き続き努力して参りたいと思います。

　今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。

（令和4年3月　編集委員会　副委員長　里光　やよい）

自治医科大学看護学部
委 員 長　　上野　まり
副委員長　　里光やよい
委　　員　　角川　志穂
委　　員　　青木さぎ里
委　　員　　鹿野　浩子
委　　員　　古島　幸江
編集担当　　看護総務課
　　　　　　スタナーズ　里杏

編集委員会
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