表1

研究指導担当教員名と研究指導テーマの例及び E-mail アドレス

（注意事項）出願を希望する者は、出願（出願手続）
に先立ち、必ず志望する専攻分野の研究指導予定教員と面談し、入学後の研究・教育（履
修内容等）
について事前に相談してください。研究指導担当教員への連絡時は、教員名、面接希望日時（複数指定）等を明示して
ください。

※教員は2020年4月現在
※教員は2018年4月現在

分野名
分野名

教員名
教員名
前川
前川 幸子
幸子
青山 ヒフミ
青山 ヒフミ
大西 香代子
大西 香代子

看護実践学
看護実践学

中村

安秀

中村

安秀

松岡

純子

丸 光惠
丸 光惠
山中 純瑚
山中 純瑚

浅見
池田 恵梨子
七衣
就任予定者
小山田 浩子
女性健康看護学

浅見

恵梨子

川村 千恵子
小山田 浩子
女性健康看護学
友田 尋子
川村 千恵子
秋元 典子
友田
尋子
がん看護学
秋元
典子
就任予定者
がん看護学
雄西 智惠美
小川 妙子
老年看護学

牧本

老年看護学

牧本 清子
松岡

地域看護学
地域看護学

清子

千代

合田

加代子

合田

加代子

松下 由美子
松下 由美子

研究指導テーマの例
研究指導テーマの例
①看護学教育における実践学的研究
①看護学教育における実践学的研究
②成人学習理論を基盤にした看護教育方法に関する研究
②成人学習理論を基盤に
した看護教育方法に関する研究
ymaekawa@konan-wu.ac.jp
ymaekawa@konan-wu.ac.jp
①看護管理に関する実践学的研究
②キャリア・ディベロップメントに関する研究
①看護管理に関する実践学的研究
aoyamahi@konan-wu.ac.jp
②キ
ャリア・ディベロップメントに関する研究
aoyamahi@konan-wu.ac.jp
①精神科看護師のモラル
・ディストレスに関する研究
②精神科倫理コンサルテーションに関する研究
①精神科看護師のモラル
・
ディストレスに関する研究
③人生の最終段階における倫理的問題に関する研究
②精神科倫理コ
ンサルテーションに関する研究
kohnishi@konan-wu.ac.jp
③人生の最終段階における倫理的問題に関する研究
①母子健康手帳を含む母子保健に関する研究
kohnishi@konan-wu.ac.jp
②国内外における国際保健医療に関する研究
①母子健康手帳を含む母子保健に関する研究
③災害時の緊急復興支援に関する研究
②国内外における国際保健医療に関する研究
nakamuraya@konan-wu.ac.jp
③災害時の緊急復興支援に関する研究
①精神疾患をもつ人およびその家族へのリカバリー志向の看護に関する研究
nakamuraya@konan-wu.ac.jp
②精神疾患を
もつ人への訪問看護に関する研究
sumiko@konan-wu.ac.jp
①看護学生の多文化看護能力に関する研究
①看護学生および看護職者のイ
スラム看護を中心とした多文化看護能力に関する研究
②小児慢性疾患を
もつ10代患者の移行期支援に関する国際比較研究
②小児慢性疾患を
もつ10代患者の移行期支援に関する国際比較研究
③思春期
・若年成人がん患者
・サバイバーの医療・教育・就労支援に関する国際比較研究
③思春期
・若年成人がん患者・サバイバーの医療・教育・就労支援に関する国際比較研究
mitsue.ind@konan-wu.ac.jp
mitsue.ind@konan-wu.ac.jp
①慢性病を
①慢性病をもつ人と
もつ人とその家族への看護支援に関する研究
その家族への看護支援に関する研究
②慢性的な呼吸器疾患を
②慢性的な呼吸器疾患をもつ人へのセルフマネ
もつ人へのセルフマネジ
ジメ
メン
ント
ト支援に関する研究
支援に関する研究
③ア
レルギー疾患を
もつ人への教育的支援に関する研究
③アレルギー疾患をもつ人への教育的支援に関する研究
j-yamanaka@konan-wu.ac.jp
j-yamanaka@konan-wu.ac.jp
①助産のエビデン
ス構築に関する研究
①急性期状態にあ
る人および看護師のストレスに関する研究
②院内助産シ
ステムに関する研究
②アレルギー疾患を
もつ人のQOLに関する研究・アレルギーについての看護基礎教育に
③助産師の教育、
人材育成に関する研究
関する研究
④開業助産所の継承に関する研究
③看護基礎教育における人材育成に関する研究
e-asami@konan-wu.ac.jp
ikeda@konan-wu.ac.jp
未定
①母子相互作用に関する研究
（母性発達・母児同室制など含む）
問い合わせは研究科委員長
秋元 akimoto-n@konan-wu.ac.jp まで
②妊娠期か
らの母子相互作用促進に関する研究
①助産のエビデンス構築に関する研究
③思春期の母性育成に関する研究
②ウ
ィメンズヘルス分野の助産師活動に関する研究
oyamada@konan-wu.ac.jp
③助産師の教育、
人材育成に関する研究
①地域における子育て支援に関する研究
e-asami@konan-wu.ac.jp
②女性のウ
ェルビー
イングに関する研究
①母子相互作用に関する研究
（母性発達・母児同室制など含む）
③セク
シュアル
・ヘルスに関する研究
②妊娠期か
らの母子相互作用促進に関する研究
kawamura@konan-wu.ac.jp
③思春期の母性育成に関する研究
oyamada@konan-wu.ac.jp
①女性や子ど
もへの虐待に関する研究
②被害者支援を基盤に
した司法看護に関する研究
①地域における子育て支援に関する研究
③周産期以降の子ど
もを育てる母親への支援に関する研究
②女性のウェルビーイン
グに関する研究
h.tomoda@konan-wu.ac.jp
③セク
シュアル・ヘルスに関する研究
kawamura@konan-wu.ac.jp
①婦人科がん患者の看護支援に関する研究
①女性や子どもへの虐待に関する研究
②周手術期にあ
るがん患者と家族の看護支援に関する研究
②司法看護における倫理に関する研究
③がん患者の意思決定支援に関する研究
h.tomoda@konan-wu.ac.jp
akimoto-n@konan-wu.ac.jp
①婦人科がん患者の看護支援に関する研究
①がん患者のセルフ
ケア支援に関する研究
②周手術期にあるがん患者と家族の看護支援に関する研究
②治療過程にあ
るがん患者のストレス・コーピング促進に関する研究
③がん患者の意思決定支援に関する研究
お問い合わせは看護学研究科委員長
秋元 akimoto-n@konan-wu.ac.jp まで
akimoto-n@konan-wu.ac.jp
①がん患者のセルフケア支援に関する研究
①認知症高齢者への看護ケアに関する研究
②治療過程にあるがん患者のストレス・コーピング促進に関する研究
②高齢者の介護予防に関する研究
onishic@konan-wu.ac.jp
③健康障害のあ
る高齢者の自己管理に関する研究
④高齢者イ
メージ尺度に関する研究 ケアの国際比較
①認知症患者の行動心理学的徴候と
t-ogawa@konan-wu.ac.jp
②認知症患者における睡眠障害の介入研究
③認知症患者の徘徊のモニタリング研究
①認知症患者の行動心理学的徴候と
ケアの国際比較
④QOLの研究
（股関節置換術患者、
およびSLE患者）
②認知症患者における睡眠障害の介入研究
⑤医療安全の疫学研究
③認知症患者の徘徊のモニタ
リング研究
kmakimoto@konan-wu.ac.jp
④QOLの研究
（股関節置換術患者、
およびSLE患者）
①高齢者
（認知症者を含む）
の看護に関する研究全般
⑤医療安全の疫学研究
②老年看護実践の質向上のためのEBPに関する研究
kmakimoto@konan-wu.ac.jp
③高齢者ケアにおける多職種連携に関する研究
④災害時の高齢者支援に関する研究
①住民主体のコ
ミュニティづくりに関する研究
c.matsuoka@konan-wu.ac.jp
②住民
リーダー育成プログラム開発に関する研究
③公衆衛生看護学教育に関する実践学的研究
①住民主体のコミュニティづくりに関する研究
k-gouda@konan-wu.ac.jp
②住民
リーダー育成プログラム開発に関する研究
③公衆衛生看護学教育に関する実践学的研究
①在宅看護実践の質向上に関する研究
k-gouda@konan-wu.ac.jp
②訪問看護師の地域参画に関する研究
①在宅看護実践の質向上に関する研究
③在宅看護教育に関する研究
②訪問看護師の地域参画に関する研究
④一人暮ら
し認知症高齢者の生活を支える看護実践と地域づくり
③在宅看護教育に関する研究
matsushita@konan-wu.ac.jp
④一人暮らし認知症高齢者の生活を支える看護実践と地域づくり
matsushita@konan-wu.ac.jp
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