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概要

1 教育方法の実践例
1. 在宅看護学の授業実践

2017年4月

在宅看護論は既習の科目を統合し、看護援助においては
創意・工夫が必要になってくる。そこで、武庫川女子大
学野の在宅看護学Ⅱの授業においては、より臨床実践に
近い状況を想定した学習ができるよう、演習を強化し内
容の工夫をした。
「在宅看護学Ⅱ」ではPBLを導入し、学生が主体的により
実践に近い内容で看護展開ができるように演習の工夫を
行った。具体的には、事例を通して状況設定を行い、そ
の時の看護展開が行えるように5コマを使用し学生が主体
的に学習できる機会を設けた。

2. 在宅看護学の授業実践

2013年4月～2015年3月

「在宅看護学概論」では、学生が苦手とする「ケアマ
ネジメント」の理解ができるように4コアを使って演習の
工夫を行った。「在宅看護学ケアプラン演習」の冊子を
作成し、事例を通して具体的なケアプラン作成のグルー
プワークを行った。そして、グループワークの成果物の
共通理解を促進するために、「ケアプラン発表資料」を
作成し、在宅看護学実習に生かせるように工夫を行った
。
「在宅看護学援助論Ⅰ」では、人工呼吸器の業者の協
力のもと、「在宅人工呼吸器療法」の実際を実物の機械
を使用して体験する機会を設けた。
「在宅看護学援助論Ⅱ」では、在宅看護で多い疾患で
ある「脳梗塞」と「ALS」の事例を用いて、学生が主体的
により実践に近い内容で看護展開ができるように演習の
工夫を行った。実際の在宅看護学実習記録を用いて、前
半はグループで思考過程の整理を行い、後半は具体的な
看護計画に沿った技術演習を実施した。そして、グルー
プワークの成果物の共通理解を促進するために、看護過
程演習の発表を行い、在宅看護学実習に生かせるように
工夫を行った。

3. 在宅看護学の授業実践

2010年4月～2013年3月

在宅看護論は既習の科目を統合し、看護援助において
は創意・工夫が必要になってくる。そこで、大阪医療看
護専門学校の在宅看護論の授業においては、より臨床実
践に近い状況を想定した学習ができるよう、演習を強化
し内容の工夫をした。
「在宅生活支援論」の終末期看護に関しては、在宅ホス
ピスを経験した患者の絵本や手記などの教材を用いて、
より実践に近い体験を通じて、療養者と家族を理解する
力を養うことを主眼にした。そして、対象の自己決定過
程を支援する看護の重要性を絶えず教授している。
「在宅看護実践論」ではPBLを導入し、学生が主体的に
より実践に近い内容で看護展開ができるように演習の工
夫を行った。具体的には、事例を通して退院時、初回訪
問時、訪問時の問題発生が行った時など状況設定を行い
、その時の看護展開が行えるように8コマを使用し学生が
主体的に学習できる機会を設けた。そして、成果物の発
表時は実習先の訪問看護師を招待し、実習前から学生と
の交流の機会を設けた。

1. 在宅看護学ⅡのⅡ「看護過程演習」

2017年4月

武庫川女子大学の「在宅看護学Ⅱ」の看護過程の演習を
効果的に行えるように「ICFワークシート」を作成し、そ
のシートも用いて看護過程の演習を5コマ用いて行った。
また、「看護過程発表資料」を作成し、発表時に学びの
共有が有効に行えることが可能になった。

2. 在宅看護学概論「授業用教材」

2012年4月

「在宅看護学概論」では、学生が苦手とする「ケアマ
ネジメント」の理解ができるように「在宅看護学ケアプ
ラン演習」の冊子を作成し、事例を通して効果的なグル
ープワークができるように工夫した。また、「ケアプラ
ン発表資料」を作成し、発表時に学びの共有が有効に行
えることが可能になった。

3. 在宅看護学援助論Ⅱ「演習用教材」

2012年4月

「在宅看護学援助論Ⅱ」の演習を効果的に行えるよう
に、「在宅看護学援助論Ⅱ看護過程」の冊子を作成した
。内容は、在宅看護過程の事例に沿った記載例の提示、
効果的な演習の取り組みについてなどを明記した。また
、「看護過程発表資料」を作成し、発表時に学びの共有
が有効に行えることが可能になった。

2 作成した教科書、教材

1

教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 平成29年度兵庫県看護協会ナースセンター
職支援研修の講師

再就

2017年9月13日

平成29年度兵庫県看護協会ナースセンター 再就職支援
研修にて「基礎的な身体アセスメントの実施と創傷ケア
の最新及び基礎的情報の確認」の内容で演習を行った。

2017年4月～2017年11月

兵庫県立宝塚高校「看護とケア」の科目にて、30回中計8
回の講義を行った。

「

2017年1月～2017年2月

ゴードンのアセスメントを用いた「在宅看護過程」の演
習を8コマ行った。

4. 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院の看護研
究指導

2014年4月～2015年5月

2013年度に引き続き、整形外科病棟の退院支援に関する
看護研究（研究計画から発表まで）の指導・助言を行っ
ている。

5. 医療法人宝持会池田病院の看護研究指導

2014年4月～2015年3月

2つの病棟の看護研究（研究計画から発表まで）の指導・
助言を行っている。

2. 兵庫県立宝塚高校「看護とケア」の講師
3. 学校法人大阪滋慶学園大阪医療看護専門学校
在宅看護実践論」講師

6. 枚方市民大学「在宅高齢者の生活を支えるケアPar 2014年12月6日
t3－体験してみよう！在宅介護－食と褥瘡の関係
」

枚方在住の住民30名に講義と演習を行った。演習内容
は、6つのグループに分かれて、介護者に負担の少ない寝
たきりの高齢者の「食事介助」と「体位変換」の介護方
法を実際に体験していただいた。

7. 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院の看護研
究指導

整形外科病棟の退院支援に関する看護研究（研究計画か
ら発表まで）の指導・助言を行った。

2013年4月2014年3月

8. 枚方市民大学「在宅高齢者の生活を支えるケアPar 2013年11月30日
t2－体験してみよう！在宅介護－」

枚方在住の住民30名に講義と演習を行った。演習内容
は、5つのグループに分かれて、介護者に負担の少ない寝
たきりの高齢者の「排泄」と「清潔」の介護方法を実際
に体験していただいた。

9. 認知症予防のための集団プログラム「脳いきいき
教室」開催

大阪府立大学実施している認知症予防のための集団プ
ログラム「脳いきいき教室」開催の助手を行った。開催
の目的は、地域で生活する虚弱な高齢者の認知機能の低
下を予防する効果的なプログラム開発のためであり、周
辺住民の高齢者30名ほどが参加した。具体的には、1回目
は「学習療法」、2回目「計算力を鍛える」、3回目「エ
ピソード記憶を鍛える」、4回目「注意分散力を鍛える」
、5回目「計算力を鍛える」をねらいにプログラムを組ん
で実施した。

2006年9月～2006年12月

4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 介護支援専門員
2. 看護師
2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他
1. 大阪府看護教員養成講習会 修了

2009年4月～2009年12月

大阪府看護教員養成講習会は、看護教育に必要な知識
・技術・態度を習得し、看護教員として創造的に活動し
得る能力を啓発することを目的に、大阪府の受託事業と
して大阪府看護協会が実施している。その講習会を平成2
1年4月から12月までの9ヶ月間にわたり受講し、教育の基
盤や看護学教育課程や看護学教育方法などを履修した。

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
2 学位論文
1. 「家」の中の看護役割－大正期の 単
派出看護婦と主婦の関係性再考－
（修士論文）

2008年3月

大阪府立大学大学院人
間社会学研究科

3 学術論文

2

看護の確立期である大正時代の「家」のなかにお
いて、医師による「専門職支配」－医師を頂点にし
たヒエラルキー構造－のもと、派出看護婦と主婦が
どのような関係性にあったのかを、商業婦人雑誌を
分析の素材として、明確にしていく作業を試みた。
その結果、近代日本国家のなか、国民化された無償
労働の主婦と有償労働の派出看護婦が、「家」のな
かで微妙な鬩ぎあいをおこないつつ、「看護役割」
をジェンダー化していったことを明らかにした。そ
して、以上から明確になったことを踏まえ、現代の
訪問看護師が「家」のなかで「看護」を行う上で、
専門職としていかにあるべきかを模索した。（106頁
）

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

3 学術論文
1. 慢性期在宅療養者が潜在的ニーズ 共
を自覚するまでの訪問看護実践の
プロセス

2017年8月

日本地域看護学会誌，V 本研究の目的は，慢性期在宅療養者が潜在的ニーズ
ol.20,N0.2,20-28,2017 を自覚するまでの訪問看護実践のプロセスを明らか
にすることである．研究方法は，修正版グラウンデ
ィッドセオリー（M-GTA）により，訪問看護師11名の
半構造化面接データを分析した．結果として，24の
概念，４サブカテゴリー，４カテゴリーが生成され
た．訪問看護師は【専門性を生かした基本的ニーズ
の充足】を行いながら，限られた時間の中で〔「語
り」の時空を創る〕実践を行っていた．そして，【
在宅療養者の意向を重視して添う】関わりや在宅療
養者の【「生きる活力」の充填への実践】を行うと
いった≪在宅療養者の「生きる活力」を支える訪問
看護実践≫を為すことで，次に〈今後の見通しを立
てる〉，〈背中を押す〉といった【潜在的ニーズを
自覚させる実践】を行っていた．そして，訪問看護
師による看護実践が，パターナリズムになっていな
いか，絶えず〈訪問看護実践のリフレクション〉を
行っていた．
結論：慢性期在宅療養者が潜在的ニーズを自覚する
までの訪問看護実践のプロセスは，≪在宅療養者の
「生きる活力」を支える訪問看護実践≫を行いなが
ら，在宅療養者が潜在的ニーズを自覚することがで
きるよう，エンパワメント支援する実践であった．
共同研究者：阪上由美、小西かおる
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分抽出不
可能

2. 日本における「看護学生の感性」 共
に関する概念分析

2017年5月

看護研究，第50巻第3号 本研究の目的は「看護学生の感性」の概念の分析で
，pp266－273，2017
ある。研究方法は、国内文献を対象とし，「感性」
，「看護」をキーワードに医学中央雑誌を用いて検
索し，Rogersの概念分析法を用いた。結果，最終的
に44文献が対象となり，「看護学生の感性」の先行
要件として《学生の体験》，《学生の特性》の2つの
カテゴリーが，属性として《現象への気づき》，《
感情の動き》，《五感を働かせる》，《関心を深め
る》，《自己を見つめる》，《創造する》の６つの
カテゴリーが，帰結として《対象に応じた看護》，
《対象への共感的理解》，《学習者としての行動》
，《専門職業人としての自覚の芽生え》の４つのカ
テゴリーが抽出された。「看護学生の感性」は，「
看護学生が《自己を見つめる》ことや《感情の動き
》を意識し，自らの《五感を働かせる》ことで《現
象への気づき》を得る能力」であり，「現象の中か
ら価値あるものを《創造する》ことや，対象への《
関心を深める》基盤となるもの」であると定義でき
た。
共同研究者：小川宣子、阪上由美、七山［田中］知
佳、山本十三代
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分抽出不
可能。

3. 在宅看護学領域における統合看護 共
学実習前後の「社会人基礎力」の
変化と実践場面との関連

2016年３月

摂南大学看護学研究，V 本研究の目的は、在宅看護学領域における統合看護
ol.4,No.1,27-36 ,2016 学実習（以下、統合看護学実習（在宅）とする）前
後の「社会人基礎力」の４つの上位概念と13の能力
要素の変化と、13の能力要素と実践場面の関連を明
らかにすることである。統合看護学実習（在宅）を
修了した学生７人の、13の能力要素の自己評価平均
点を統合看護学実習（在宅）前後で比較した。「社
会人基礎力」全体の平均点は実習後に上昇し、「社
会人基礎力」13の能力要素の上位概念である４つの
能力の「アクション」、「シンキング」、「チーム
ワーク」、「倫理」の全てが上昇した。これらの下
位尺度である13の能力要素では、「規律性」、「ス
トレスコントロール力」のみが実習後に低下した。
また、実習記録から実践場面をカテゴリー化した結
果、９場面の実践場面が抽出できた。その実践場面
と13の能力要素の関係は、コレスポンデンス分析の
結果、３つのグループに分類できた。統合看護学実
習（在宅）は学生自ら設定した実習テーマの探究に
より多岐にわたる実践場面を体験し、「社会人基礎
力」を高めた。
共同研究者：山本十三代、阪上由美、田中結華、後
閑容子

4. 看護学部－薬学部専門職連携教育 共
の取り組みについて

2014年3月

摂南大学看護学研究Vol 2013年度実施した摂南大学の看護学部－薬学部専門
.2,No.1,pp57-67
職連携教育の取り組みの実践報告をまとめた。結果
、学生は他学部学生と意見交換することの難しさを
感じながらも、自己の課題が明確にでき、その課題
を乗り越えることがチーム医療を醸成することにつ
ながることを理解できた。また、IPE教育のあり方の
課題も見え次年度の方法の検討につながった。
共同研究者：板倉勲子、安原智久、辻琢己、阪上由
美、山本裕子、森谷利香、山本智津子、村松十和、

3

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

3 学術論文
奥野智史、木村朋紀、中尾晃幸、河野武幸、後閑容
子、荻田喜代一
5. 気管カニュレ内低定量持続吸引「 共
音」の意味の理解－多系統萎縮症
在宅療養者の家族と訪問看護師の
語りから－

2014年12月

日本難病看護学会誌19
巻第2号,pp213～219

本研究は、MSA在宅療養者の家族にとっての気管カニ
ュレ内低定量持続吸引「音」の意味と、訪問看護師
がいかにその「音」の意味を理解しているかを記述
していくことを目的とした。その結果、A氏の妻は、
様々な状況と折り合いをつけながら、日々の生活の
中で「A氏の日々の状態を見極めるサイン」として、
気管カニュレ内低定量持続吸引「音」へ志向すると
いう生活の編みなおしを行っていることが示唆され
た。また、訪問看護師たちが気管カニュレ内低定量
持続吸引「音」の意味を理解するためには、A氏の妻
がその「音」へ志向するという生活の編みなおしを
行ってきたことを尊重し、共感することの必要性が
示唆された。（７頁）
共同研究者：阪上由美、小西かおる
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分抽出不
可能。

6. 訪問看護ステーションにおける実 共
習受け入れ体制の充実をめざして

2000年12月

日本病院会雑誌Vol.48, 訪問看護ステーションの臨地実習の受け入れ態勢を
No.3,pp.109～113
見直し、実習指導者の配置の強化と実習指導計画書
の作成を行った結果、学生の指導体制が充実したこ
との報告である。下記の学会にて発表時、優秀演題
に選出され日本病院会雑誌に投稿したものである。
（5頁）
共同研究者：北村敦子、宮島由美
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分抽出不
可能。

2017年８月

第22回日本難病看護学
会学術集会[東京]

本交流集会では地域で生活する難病や障害をもつ子
どもと家族が望む訪問看護サービスには何が必要な
のかを考えていくため、小児訪問看護を先駆的に取
り組んでおられる３人の方々と共に、「生活の主体
である子どもと家族が、今を、そして未来をどのよ
うに生きるのか」を、参加者と考える機会となる交
流集会を企画した。

2. 医療ニーズの高い子どもや家族へ 共
の訪問看護サービス質評価指標の
開発（第一段階）－プロセス評価
項目精選のための国内文献検討－

2017年7月

第22回在宅ケア学会学
術集会[北海道]

本研究の目的は、医療ニーズの高い子どもや家族に
対する訪問看護サービス質評価指標を開発するため
の第一段階として、サービス質評価指標のプロセス
評価項目を明らかにするために国内文献検討を行っ
た。３要素ごとに内容を分類した結果、「利用者等
の状況に応じた専門的サービス」要素は、「生活に
密着した在宅生活の移行支援」、「子どもの状態の
アセスメントと効果的な援助」、「子どもの成長発
達や生活状況の変化に合わせた家族のケア能力向上
への支援」などの８カテゴリーが抽出でき、うち４
つは家族への支援であった。「多職種・多機関との
連携」要素は、「医療・保健・療育・福祉・教育機
関との切れ目のないケアの提供」などの３カテゴリ
ーが抽出された。「誰でも安心して暮らせるまちづ
くりへの参画」要素は、「小児訪問看護未経験のス
テーションを育てる支援システムの構築への参画」
などの３カテゴリーが抽出された。

3. A study of practical home nur 単
sing care processes toward chr
onic home-care patients’ self
-awareness of their latent nee
ds

2016年7月

The 3rd KOREA-JAPAN J
oint Conference on Co
mmunity Health Nursin
g[KOREA]

本研究は、慢性期在宅療養者が潜在的ニーズを自覚
するまでの訪問看護師の看護実践のプロセスを明ら
かにすることを目的とした。結果、24の概念、４サ
ブカテゴリー、４カテゴリーが生成された。訪問看
護師は、【生活安定のための病状管理】を行いなが
ら、限られた時間の中で〔「語り」の時空を創る〕
実践をしていた。そして、【在宅療養者の意向を重
視して添う】関わりを行うことで、潜在的ニーズを
見いだす糸口を模索していた。同時に、訪問看護師
は、在宅療養者の【生きる活力の充填への実践】を
行いながら、〔今後の見通しを立てる〕ことで、在
宅療養者の〔背中を押す〕実践を行っていた。そし
て、訪問看護実践が、訪問看護師によるパターナリ
ズムになっていないか、絶えず〔看護実践について
省察〕していた。

4. The educational effects of a c 共
omprehensive practicum (in hom
e nursing care) ？ changes in
fundamental competencies for w
orking persons before and afte
r the comprehensive practicum

2016年7月

The 3rd KOREA-JAPAN J
oint Conference on Co
mmunity Health Nursin
g[KOREA]

本研究は、在宅看護学領域における統合実習の教育
効果を明らかにすることを目的とした。結果、社会
人基礎力は統合実習前後では、実習前の平均3.28(SD
0.20)が実習後は3.45(SD0.34)と高く、「アクション
」、「シンキング」、「チームワーク」、「倫理」
全てにおいて実習後に高い値を示した。特に「シン
キング」は実習前2.92(SD0.23)、実習後3.30(SD0.39

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表
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の未来を考える

共

4

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

２．学会発表
)と有意な差(p<0.05)を認めた。13の能力要素では、
「規律性」「ストレスコントロール力」が実習後に
若干低い値を示した。学生自らが統合実習のテーマ
を設定し、それを達成するために主体的に、自分の
中に問をたて探究していくという統合実習の教育効
果は、社会人基礎力を上昇させたことが示唆できた
。
共同研究者：山本十三代、阪上由美、後閑容子、田
中結華
5. 在宅看護実習時に臨地指導者が実 共
施可能と考える「看護技術」の範
囲

2015年12月

第35回日本看護科学学
会学術集会[広島]

在宅看護実習時に臨地指導者が実施可能と考える「
看護技術」を把握し、今後の在宅看護教育の方向性
を明らかにすることを目的とした。結果、在宅実習
は見学が中心と捉えがちであったが、看護師と一緒
であれば、看護学生も実践が可能と捉えられている
項目が多かった。このことをふまえ在宅援助技術修
得において、在宅で提供される援助技術項目と学内
演習内容の見直しと教授方法の再検討が示唆された
。
共同研究者：石橋文枝、後閑容子、阪上由美

6. 退院支援における病棟の取り組み 共
と看護師の認識の変化

2015年12月

第3回大阪府看護学会[
大阪]

退院支援フローチャート（以下フローチャート）を
中心とした病棟の取り組みと看護師の認識の変化の
要因を明らかにすることを目的とした。結果、フロ
ーチャート導入前後に平均値が上昇し、看護師の退
院支援に対する認識の変化がみられた。今後は充実
したチームカンファレンスの実施と実践的な多職種
との連携が課題であることが示唆された。
共同研究者：神田栄美子、米丸恭代、阪上由美、山
本十三代

7. 療養者・家族のニードに応える排 共
痰ケアとは－気管切開した在宅療
養者の訪問看護場面から－
〔口頭発表〕

2014年3月

第18回在宅ケア学会学
術集会[東京]

気管切開をしている療養者とその家族のニードに応
える排痰ケアを、熟練訪問看護師が看護実践でどの
ように行っているのかを明らかにすることを目的と
した。結果、訪問看護師は、気管カニュレからの持
続吸引「音」から醸し出す妻の反応とA氏の状況を総
合的に判断しながら排痰ケアを実践していた。その
実践は、A氏の状態を気管カニュレからの持続吸引「
音」で見極めている妻の判断を尊重した行為と言え
る。一見、訪問看護師は、A氏の気道浄化というニー
ドに対してだけ排痰ケアを行っている様に見えるが
、持続吸引「音」に不安を抱える妻へのニードに対
しても意識化しないで同時に行っており、家族も含
めた排痰ケアを実践していた。
共同研究者：阪上由美、後閑容子、石橋文枝

8. 訪問看護ステーションにおける在 共
宅看護実習の受け入れの現状に関
する調査 〔示説発表〕

2013年12月

第33回日本看護科学学
会学術集会[大阪]

在宅看護学実習を受け入れている訪問看護ステーシ
ョンの設備環境や実習指導体制の現状を明らかにす
ることを目的とした。結果、実習指導者は、看護課
程の展開等の指導や学生の訪問事例の検討、実習記
録に対するコメントなど高い志気で学生指導に臨ん
でいることが明らかになった。しかし、実務との関
係で記録を見ることの負担感も訴えており、教育機
関として実習記録用紙の検討や指導者との調整が必
要であることが示唆できた。
共同研究者：石橋文枝、阪上由美、後閑容子

9. 訪問看護師の専門職的責任意識と 共
「性役割態度」、「伝統的態度」
との関連性の検討

2011年3月

第15回日本在宅ケア学
会学術集会（広島）

訪問看護師における性役割態度や看護師の専門職
化に対する伝統的態度のあり方が、訪問看護師の専
門職としての責任意識とどのような関係にあるのか
を明らかにすることを目的とした。
その結果、対象者の特徴は、訪問看護に興味があっ
て再就職として訪問看護師を選択し、子育てと職業
を両立している集団であるといえた。
そして、准看護師より看護師の方が、性役割態度が
平等主義的態度である方が、聖職志向が強い方が、
専門職的責任意識が高い傾向にあった。対象の特徴
からも言えるように、訪問看護師を選択した看護師
は、交代性勤務のない自分のライフスタイルに合わ
せた働き方を再就職として選択しながらも、訪問看
護師として専門職的責任意識をもって働いている集
団であることが示唆できた。
共同研究者：阪上由美、河野あゆみ

10. 看護教員の職業アイデンティティ 共
に影響を及ぼす要因－看護教員養
成講習会受講前後の結果－

2011年10月

第42回日本看護学会看
護教育学術集会（愛媛
）

看護教員養成講習会を受講した前後の看護教員の
職業アイデンティティの変化を追跡調査することで
、看護教員の職業アイデンティティの影響要因を検
討した。
その結果、看護教員養成講習会は、看護教員の職業
アイデンティティの発達過程の機会になった。そし
て、看護教員のモチベーションの向上や継続意思を
保つための個人の努力、組織の支援による継続教育
を行うことで、教育経験を蓄積すれば、職業アイデ
ンティティは高くなることが示唆できた。
共同研究者：阪上由美、塚本陽子
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11. 訪問リハビリテーションにおける 共
看護婦と理学療法士との効果的な
連携

2000年6月

第50回日本病院学会（
秋田）

訪問看護師と理学療法士のリハビリ勉強会を実施
し、訪問看護師のリハビリ技術の向上を図ると共に
、在宅療養者宅でのリハビリ計画のカンファレンス
を実施した。その結果、在宅療養者に効果的なリハ
ビリを行えたことの報告である
共同研究者：中井佳里、宮島由美、大塩由紀

12. 訪問看護ステーションにおける実 共
習受け入れ体制の充実をめざして

2000年6月

第50回日本病院学会（
秋田）

訪問看護ステーションの臨地実習の受け入れ態勢を
見直し、実習指導者の配置の強化と実習指導計画書
の作成を行った結果、学生の指導体制が充実したこ
との報告である。
共同研究者：北村敦子、宮島由美

2013年12月

第33回日本看護科学学
会学術集会[大阪]

交流集会において、摂南大学のめざす薬に強い看
護師像を紹介して、そのために考案中の本学のIPEの
目的や実施した科目の成果と課題について報告した
。参加者との意見交換を通してIPEの効果的な運営を
共有でき、今後のIPEのあり方が検討できた。
共同研究者：板倉勲子、安原智久、辻琢己、阪上由
美、山本裕子、森谷利香、山本智津子、村松十和、
奥野智史、木村朋紀、中尾晃幸、河野武幸、後閑容
子、荻田喜代一

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
1. 看護学生－薬学生専門職連携教育 共
の取り組み

６．研究費の取得状況
1. 医療ニーズの高い子どもや家族「 共
参加型」の訪問看護サービスの質
評価指標の開発

2017年4月20 科学研究費助成事業（
日3
学術研究助成基金助成
金）基盤研究C
課題番号：17K12383[代
表]

医療ニーズの高い子どもに対する訪問看護ステーシ
ョンの不足が問題となっていることから、訪問看護
サービスを安定して供給できる体制と質の確保が課
題である。訪問看護の質に関しては、自己評価式の
サービス質評価指標はいくつか開発されてきた。し
かし、訪問看護ステーションのサービスの質を向上
させるためには、訪問看護ステーションのみが自己
評価を行うだけでは限界があり、医療ニーズの高い
子どもや家族と共に訪問看護ステーションのサービ
ス質評価を行うことが経済学領域で重要であると言
われている。そこで、本研究の目的は、医療ニーズ
の高い子どもや家族「参加型」の訪問看護ステーシ
ョンのサービス質評価指標の開発をすることである

2. 在宅療養者と家族のQOLに影響す 共
るレジリエンスの解明と在宅療養
支援モデルの構築

2015年4月20 科学研究費助成事業（
日3
学術研究助成基金助成
金）基盤研究C
課題番号：15K11831[分
担]

本研究は、在宅療養者とその家族のレジリエンスの
要素を明らかにし、在宅療養者および家族のQOLに影
響を与えるレジリエンスとそのレジリエンスの強化
のための在宅療養支援モデルを検討することを目的
にしている

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2017年9月1日

第48回日本看護学会慢性看護学術集会

2. 2017年8月25日

第22回日本難病看護学会学術集会

3. 2017年1月10日～2017年9月30日

第48回日本看護学会慢性期看護学術集会抄録選考委員会

4. 2016年８月20日2016年８月21日

M-GTA研究会

5. 2016年9月3日2016年9月4日

第15回日本アディクション看護学会

6. 2016年8月27日

第21回日本難病看護学会学術集会

7. 2015年4月～

西日本ＭＧＴＡ研究会事務局

第４回合同研究会

6

口演発表座長

交流集会３のコーディネーター
運営委員
実行協力委員
一般演題示説進行係

