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看護学分野
医療福祉学研究科
■修士課程 保健医療学専攻
■博士課程 保健医療学専攻
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看護学分野【修士課程】

● 看護管理・政策学領域
 保健医療福祉機関における看護管理の基本とな
る諸理論を学び、看護実践者からの体験を抽象
化し、あるいは理論を具体化する作業を授業の
運営の中で行うことにより、看護管理の実践者
にふさわしい教育内容とする。

● 看護実践基礎・援助学領域
 看護の実践・教育・管理を改善するために既存の
研究・理論を活用してインパクトのある研究を
遂行できる能力を養う。

● 感染管理・感染看護学領域
 感染管理・感染看護に関連する理論を発展させ、
科学的方法を用いて課題の探求を行い、研究者
として必要な知識・技術を習得する。

● 看護教育学領域
 国内外の看護教育学に関する文献検討を行い、看護
教育学に関する諸理論を分析し、看護教育学領域に
おける諸現象に適用させ自らの課題を探求する。

● リプロダクティブヘルス看護学領域
 女性の生涯発達の視点から、女性・子ども・家族
の健康を実現するためのオリジナリティの高い
研究に取り組み、自立的に研究を推進できる能
力と有用知見を社会に還元できる能力を養う。

● 小児看護学領域
 子どもと家族の健康問題やQOL向上の支援につ
いて、特に生活機能を重視したインパクトのあ
る研究を遂行できる研究能力を習得する。

● 成人看護学領域
 成人期にある対象に生じる様々な看護課題を解
決するため、発達課題及び健康レベルの視点か
ら臨床現場に生かす総合的研究能力を身につ
け、実践的支援方法を習得する。

● 老年看護学領域
 高齢者を身体的・精神心理的・社会的側面と発達
的側面からとらえ、高齢者の能力を反映させた
新しい支援方法を開発する。

● 精神看護学領域
 精神保健看護学に関連する理論を発展させ、精
神保健看護学と看護実践の発展に寄与するオリ
ジナリティのある研究を行い、研究者としての
能力を習得する。

● 在宅看護学領域
 在宅ケアのアウトカム測定を含め効果効率的な
あり方について、オリジナリティの高い応用的・
開発的な研究手法を用いて研究し、研究者とし
て必要な能力を習得する。

● 公衆衛生看護学領域
 公衆衛生看護学に関する演習、研究指導などを
通して、地域・産業・学校・国際において、対象者
が自ら健康的な支援を選択できるようなコミュ
ニティのシステム形成を目指したオリジナリテ
ィの高い研究を遂行できる能力を養う。

看護学分野【博士課程】

（ご注意）  このページに掲げる各領域には、キャンパス限定の授業科目をもつものもありますから、事前によく確かめてください。

※ 修士課程は、専門学校等を卒業された満22歳以上の方も出願可能です（国家資格保持等の条件を満たしている必要があります）。

実践コース／課題研究コース

修士論文コース

● 公衆衛生看護学領域実践コース
（保健師国家試験受験資格取得課程）
● 周麻酔期看護学領域
 麻酔管理ができる人材育成を目的とし、術前から術中・術後ケアまで
含めた全身管理、麻酔管理に必要な知識・技術を修得する。

高度実践看護師（CNS）コース

● がん看護学領域
● 感染看護学領域

● 精神看護学領域
● 在宅看護学領域

東京赤坂キャンパスのみで受講可能

■■ 分野・領域紹介

● 看護管理・政策学領域
 保健医療福祉機関における看護管理の基本と
なる諸理論を学び、看護実践者からの体験を
抽象化し、あるいは理論を具体化する作業を
授業の運営の中で行うことにより、看護管理
の実践者にふさわしい教育内容とする。

● 看護実践基礎・援助学領域
 看護現象の理解を深めるために、看護実践の基
盤となる諸看護理論を理解し、理論と実践のつ
ながりを、自らの看護実践を通して探求する。さ
らに文献検討を重ねて研究の基盤を確かなもの
にする。

● 感染管理・感染看護学領域
 感染管理・感染看護に関連する理論を発展さ
せ、科学的方法を用いて課題の探究を行い、研
究者として必要な知識・技術を習得する。

● 看護教育学領域
 看護教育学の基礎的理解を深め、専門領域に関
する課題について文献検討を行い自己の研究
課題を明確にする。さらに、研究計画に基づき
看護教育方法や看護教育評価等を実証研究し
看護基礎教育・継続教育の向上に努める。

● リプロダクティブヘルス看護学領域
 女性の生涯発達の視点から、女性・子ども・家族
の健康を実現するために必要な理論・最新の知
見、技術を学び、課題を探究するための研究手法
を修得する。

● 小児看護学領域
 子どもと家族の心身の健康問題や健やかな育
成への支援に、有効な理論や知見を学習し小
児看護の課題を探究する研究手法を修得する。

● 成人看護学領域
 成人期にある対象に生じる様々な看護課題を
解決するため、発達課題及び健康レベルの視
点から臨床現場に生かす総合的研究能力を身
につけ、実践的支援方法を習得する。

● 老年看護学領域
 高齢者を身体的・精神心理的・社会的側面と発
達的側面からとらえ、総合的にアセスメント
する能力と、支援課題を明らかにするための
研究方法を習得する。

● 精神看護学領域
 心の健康問題に関連する理論および最新の知
見、方法論を学習し、精神保健看護の質向上と、
今日の課題解決に関する研究手法を習得する。

● 在宅看護学領域
 在宅ケアの質を保証するために国内外のシス
テムを理解し、知識・技術・ケアプログラム・資
源活用と開発等の発展への課題を探究する研
究手法と実践的支援方法を習得する。

● 公衆衛生看護学領域
 公衆衛生看護学講義、演習、研究指導などを通
して、地域・産業・学校・国際において、対象者が
自ら健康的な支援を選択できるようなコミュ
ニティのシステムを支援する方法を修得する。

● 国際看護学領域
 全ての年代の人々の健康を地球規模の視点で
とらえ国境や政府を越えて、国内外で全ての
人々が、基本的人権が保障され、健康な生活（基
本的人権）を享受できるよう看護職の健康課題
構造を探求し、世界の人々と協働してアプロー
チする能力を習得する。
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■ 東京赤坂キャンパス
氏名 専門領域 研究指導テーマ

田代 順子　特任教授 修士課程：国際看護学／看護教育学
博士課程：看護教育学

①開発途上国の看護・保健人材育成　②在留外国人の健康支援 
③日本の国際看護専門職育成　④健康教育／健康行動変容支援

崎浜 智子　教授
修士課程： 感染管理・感染看護学／看護管理・政策学／

看護教育学
博士課程：感染管理・感染看護学

①感染管理・感染看護学　②成人学習／高度実践看護師（CNS）教育 
③医療関連感染の疫学　④医療関連感染の予防と管理
⑤医療の質／安全の保証と改善

佐藤 真由美　教授 修士課程：成人看護学／がん看護学
博士課程：成人看護学

①婦人科がん患者のリンパ浮腫予防に関する研究
②セルフマネジメントに関する研究
③がん患者・家族への包括支援に関する研究
④がん患者への就労支援に関する研究
⑤整形外科疾患の術後合併症予防に関する研究

鈴木 英子　教授 修士／博士課程：看護管理・政策学／精神看護学
①看護師のメンタルヘルス　②病棟の文化のアセスメント及び評価
③うつの合併した生活習慣病

臺 有桂　教授 修士／博士課程：公衆衛生学看護学／在宅看護学 ①公衆衛生看護　②在宅看護　③健康なまちづくり　④保育保健　⑤発達支援

只浦 寛子　教授 修士／博士課程： 老年看護学／成人看護学／
看護実践基礎・援助学

①老年看護学や高齢者へのケア　②成人看護学や疾病・障害へのケア 
③看護教育学や看護技術・概念

坪倉 繁美　教授 修士課程：看護管理・政策学／看護教育学 ①看護政策・行政　②看護教育と看護教師教育　③看護人材の確保・定着

水戸部 優太　講師 修士課程：周麻酔期看護学

①手術を受ける患者の体温に関する研究
②手術を受ける患者の頭痛に関する研究
③手術を受ける患者の離床に関する研究
④手術を受ける患者の栄養に関する研究

■ 成田キャンパス
氏名 専門領域 研究指導テーマ

岡田 佳詠　教授 修士／博士課程：精神看護学
①認知行動療法の看護への応用 
②看護領域における認知行動療法の教育研修体制の構築 
③精神疾患患者への認知行動療法の効果

濱元 淳子　教授 修士／博士課程：成人看護学
①クリティカルケア
②意思決定／代理意思決定支援 
③急性期患者へのケア効果の測定

松谷 美和子　教授 修士／博士課程： 看護教育学／看護実践基礎・援助学
①クリニカル・ナースエデュケーター（CNE）の教育課程の開発と活用 
②臨床判断力モデルの基礎教育への導入 
③看護実践能力開発のための教育プログラムの開発と評価

■ 大田原キャンパス
氏名 専門領域 研究指導テーマ

及川 裕子　教授 修士／博士課程： リプロダクティブヘルス看護学領域
①親の発達に関する研究　②子育て支援に関する研究
③災害時の女性の健康支援に関する研究

世良 喜子　教授 修士／博士課程：小児看護学／看護教育学
①子どもと家族の健康支援　②障害児と家族の看護　
③子ども、保護者のヘルスリテラシー　④小児看護に関する研究　
⑤看護学教育（教育方法、看護学実習指導、学生や教師について）

野呂 千鶴子　教授 修士／博士課程：公衆衛生看護学
①生活環境特性と看護　②自然災害による生活環境の変化と健康 
③保健師の集団特性　④保健活動評価

藤川 君江　教授 修士／博士課程：精神看護学
①過疎地域の一人暮らし男性高齢者に関する研究 
②精神科病院に勤務する男性看護師に関する研究 
③高齢者の口腔衛生行動に関する研究

松本 明美　教授 修士／博士課程：老年看護学
①認知症高齢者のケアに関する研究　②在宅高齢者の家族介護に関する研究 
③介護予防に関する研究

謝 海棠　准教授 修士課程：老年看護学

①高齢者の看護ケアに関する研究 
②エンドオブライフケアに関する研究 
③日本にいる外国人看護師の異文化の適応に関する研究 
④外国人留学生の学習支援に関する研究 
⑤日本に居住している残留孤児の健康支援に関する研究 
⑥看護管理（医療安全）に関する研究

■■ 研究指導教員紹介 ＜ 2020年 9月現在＞
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■ 小田原キャンパス
氏名 専門領域 研究指導テーマ

相澤 和美　教授 修士／博士課程：精神看護学
①精神障がい者の地域生活支援　②リカバリー
③ピアサポート　④精神科訪問看護
⑤精神科看護に関連する事

尾立 篤子　教授 修士／博士課程：看護管理・政策学

①看護リスクマネジメント
②リーダーシップ、コーチング、臨床コミュニケーション 
③災害看護、国際看護
④ジェンダー

斎藤 照代　教授 修士課程：公衆衛生看護学

①産業保健に関する研究
②受動喫煙対策・禁煙支援
③コーチングによる健康教育
④小規模事業所への効果的な支援

谷山 牧　教授 修士／博士課程：在宅看護学
①在宅看護　②地域包括ケアシステム 
③経済的困窮と健康　④退院支援・退院調整

冨澤 栄子　教授 修士／博士課程：成人看護学／老年看護学

①脳卒中患者の再発予防に関する研究
②慢性期の看護に関する研究 
③介護予防に関する研究
④在宅高齢者の家族支援に関する研究

藤田 千春　教授 修士課程：小児看護学／公衆衛生看護学
①発達障害児の保護者支援　②慢性疾患患児のQOL　
③小児保健　④子育て支援　⑤子どもの周術期看護

横島 啓子　教授 修士／博士課程：老年看護学 ①認知症高齢者ケア　②在宅高齢者の家族介護支援

吉村 惠美子　教授 修士／博士課程：老年看護学／看護教育学

①老年看護アセスメント
②病院における老年看護教育プログラムの開発 
③臨床実習指導
④看護師のキャリア開発
⑤看護カウンセリング

原田 浩二　准教授 修士課程：精神看護学
①精神看護　②薬物・嗜癖問題　③疾病予防　
④メンタルヘルス・ストレス　⑤看護教育

堀金 幸栄　准教授 修士課程： リプロダクティブヘルス看護学／看護教育学
①周産期看護　②早産児に関する研究
③親子相互関係　④子育て支援　⑤新生児看護

■ 福岡キャンパス
氏名 専門領域 研究指導テーマ

大池 美也子　教授 修士／博士課程：看護教育学／看護管理・政策学
①看護教員のコンピテンシーモデルの開発 
②看護教育における e-learning 教材の開発 
③患者教育の方法に関する実証的研究

楠葉 洋子　教授 修士／博士課程： 成人看護学／看護管理・政策学／
看護教育学

①成人看護学領域
②がん化学療法を受けている患者の身体活動・倦怠感・就労支援 
③看護職の共感疲労、ストレス

白石 裕子　教授 修士／博士課程：精神看護学／看護管理・政策学
①認知行動療法を用いた介入に関する研究
②精神科訪問看護師のケアに関する研究
③ストレングスを活用するケアに関する研究

花田 妙子　特任教授 修士／博士課程：看護教育学／成人看護学
①新人看護師の教育プログラム、指導方法
②学内演習、臨地実習指導 
③セルフマネジメント

森山 ますみ　准教授 修士課程：国際看護学

①開発途上国の看護教育・看護実践の向上に関する研究 
②在留外国人・訪日外国人の健康問題・看護に関する研究 
③看護職者の文化能力の向上のための教育プログラムの開発 
④災害時における在留外国人・訪日外国人支援

山口 みどり　准教授 修士課程：在宅看護学 ①在宅ケア　②在宅看護技術教育

※ 2021年4月より、国際医療福祉大学 福岡キャンパスの福岡看護学部は本学グループ施設であり姉妹校の学校法人高木学園 福岡国際医療福祉大学に移管する予定です。
それに伴い、大学院 看護学分野の担当教員に変更が生じる場合があります。最新情報は本学ホームページをご確認ください。

看護学分野_200930.indd   6看護学分野_200930.indd   6 2020/09/30   11:062020/09/30   11:06



教育目標

実践者の育成 研究的な視点を持ち現場の問題解決に取り組むことができる、
看護の優れた実践家を育成する。

教育者の育成 看護基礎教育課程の教員の研究能力を高め、
看護専門職の育成に関する諸問題を考察できる人材を育成する。

管理者の育成 看護サービスを提供する場の力動を構造的に把握し、看護の受け手と協働して
サービス提供の仕組みを変革する戦略を持つことができる看護管理者を育成する。

研究能力の育成 既存の研究・理論を看護の実践・教育・管理の改善のために活用する能力を培う。

修士課程

看護学分野は、看護学の基礎教育を修了した学生が各自のもつ学問的な関心を土台とし追究課題を定め、それを科学的に探究する過程を学
べるように組み立てられています。学生には、教員や文献資料などのさまざまな資源を主体的に活用し、看護の専門性を高めるための探究の
道を自ら拓くことが期待されます。看護学は実践の科学であるといわれているように、看護の実践から追究課題を見いだし、看護の実践の質を
高めることに貢献することが一義的に重要です。

博士課程

看護学分野は、看護学研究者の育成をめざします。看護学研究者は独立して看護学の研究を行う能力をもつだけではなく、研究グループをリー
ドする能力も求められます。そのため本課程では、広く関連領域の専門家とふれあい、そのもてる知識を学ぶ機会を提供するとともに、院生
相互の学問的交流の場を設けています。このような機会を通して、院生は看護の専門性をより広い視野からとらえ、それを高めるための学問
的探究の方法論を確実に身につけていくことが期待されます。

■■ 在学生の声

　臨床では、がん性疼痛認定看護師として働いています。痛みだけではなく、様々な体や気持ちのつらさを話される患者
さんと接する中で、看護師としてもっとできることはないのか、と悩み、大学院進学を決めました。
　最初は、仕事と勉学を両立できるのかと非常に心配しましたが、これも時間管理の力をつける良いチャンスと考えてい
ます。大変な時もありますが、それ以上に、臨床の悩みを解決するヒントや考え方を得ることができ、貴重な学びの時間
です。領域が違う院生の方 と々一緒に考えることは、自分の視野を広げる機会となり楽しみでもあります。大学院は始まっ
たばかりですが、楽しみながら学びを深めていきたいと考えています。

　私は副看護師長の時に国際医療福祉大学大学院の看護生涯学習センターにてファースト・セカンドレベルを受講しました。学ぶ中で看護
管理者として看護の質を向上させるためには現場での実践を探求し文章化することが求められていると思いました。看護師長となり、仕事と
学業を両立させるために、１年間は科目履修生として過ごし大学院進学の準備をしました。修士課程２年目になり、論理的思考が身につい
たと実感しています。臨床でわからないことや新しいことを始めるときに論文を検索するようになりました。また、学習を積み重ねたことで論
文を理解する力がついたと思います。修了後はこれまでの学びを臨床で活かせるように頑張りたいと思います。

小泉 はるか さん　　修士課程 2年　看護学分野　高度実践看護師（CNS コース）がん看護学領域

岡林 紀恵 さん　　修士課程２年　看護学分野　看護管理・政策学領域

がん CNSコース　1年次時間割の例

集中講義・高度実践がん看護学実習 Ⅰ（がん診断と治療実習）
　　　　・看護コンサルテーション論

1限 2限 3限 4限 5限 6限

木曜 前期 高度実践臨床薬理学 高度実践フィジカルアセスメント 高度実践がん看護学講義Ⅰ 看護学研究法Ⅰ　質的研究

金曜
前期 高度実践臨床病態生理学 看護倫理学

後期 高度実践がん看護学講義Ⅳ 高度実践がん看護学演習Ⅰ

土曜
前期 高度実践がん看護学講義Ⅱ 看護クオリティマネジメント論

後期 高度実践がん看護学講義Ⅲ 高度実践がん看護学講義Ⅴ 高度実践がん看護学演習Ⅱ 看護教育論

分野責任者　田代 順子　特任教授　
聖路加看護大学衛生看護学部卒業。立教大学大学院社会学研究科 応用社会学専攻、イリノイ大学大学院博士課程 看護学研究
科 公衆衛生看護学（女性保健）修了。聖路加国際大学看護学部 教授、聖路加国際大学大学院看護学研究科 特任教授などを経て、
2020年4月より現職。聖路加国際大学 名誉教授。
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国際医療福祉大学大学院
保健 •医療 • 福祉専門職のキャリアアップを支援

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学
附属病院

「働きながら大学院で学びたい」社会人が学びやすい３つの特長

　　キャンパス
「働きながら大学院で学びたい」。こうした医療・福祉専門職
の方々のニーズに応えるため、本大学院は、大田原（栃木
県）、成田（千葉県）、赤坂（東京都）、小田原（神奈川県）、熱海
（静岡県）、福岡・大川（福岡県）に7つのキャンパスを開設し
ています。
※ 分野により受講が限られるキャンパスがあります。

１ 　　同時双方向遠隔授業
キャンパスを同時双方向遠隔授業システムで結び、複
数のキャンパスで授業をリアルタイムで受講できるよう
にしています。このシステムはテレビ会議方式を授業に
取り入れたもので、テレビカメラによる映像や音声、書
画カメラの映像、パソコンのファイル情報などが、各キャ
ンパスでリアルタイムに共有できます。これにより、どの
キャンパスでも授業が行われている教室と同じ状態で
授業を受けることができ、質問やディスカッションなど
同時双方向のコミュニケーションも可能です。

３

　　カリキュラム
多くの授業を平日の夕方以降と土曜日の昼間に行い、社会人
が学びやすい環境を整備しています。
※専攻、分野により異なります。

２

大田原
キャンパス

（栃木県大田原市）

福岡
キャンパス
（福岡県福岡市）

東京赤坂
キャンパス
（東京都港区）

大川
キャンパス
（福岡県大川市）

成田
キャンパス
（千葉県成田市）

小田原
キャンパス

（神奈川県小田原市）

熱海
キャンパス
（静岡県熱海市）

同時双方向
遠隔授業
同時双方向
遠隔授業

医療福祉学研究科

医学研究科

薬学研究科 薬科学研究科

修士課程

博士課程

博士課程（４年制）

博士課程

修士課程

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 特定行為看護師養成分野
   （旧：ナースプラクティショナー養成分野）
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 医療福祉教育・管理分野

● 臨床検査学分野
● 災害医療分野
● 遺伝カウンセリング分野
医療福祉経営専攻
● 医療経営管理分野
● 診療情報アナリスト養成分野
● 医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
●医療通訳・国際医療マネジメント分野
臨床心理学専攻

医学専攻
● 基礎医学研究分野
● 臨床医学研究分野

● 社会医学研究分野

医療・生命薬学専攻

修士課程（２年制）
生命薬科学専攻
● 生命薬学分野 ● 医療薬学分野

保健医療学専攻
● 看護学分野
● 助産学分野
● 理学療法学分野
● 作業療法学分野
● 言語聴覚分野
● 視機能療法学分野
● 福祉支援工学分野
● リハビリテーション学分野
● 放射線・情報科学分野
● 生殖補助医療胚培養分野
● 医療福祉教育・管理分野
● 臨床検査学分野
● 医療遺伝学分野

● 医療福祉経営学分野
● 診療情報管理・分析学分野
● 医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
● 医療福祉学分野
● 医療福祉ジャーナリズム分野
● 臨床心理学分野

公衆衛生学専攻
● 国際医療学分野
● 疫学・社会医学分野

● 医療福祉管理学分野
● 予防医学分野

201004000

Tel 03-5574-3903 E-mail daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp HP https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/

学生募集要項は次のいずれかの方法でご請求ください

大学院に関するお問い合わせ
東京赤坂キャンパス事務部　　Tel：03-5574-3900　　〒107-8402　東京都港区赤坂4-1-26

□大田原キャンパス
●   保健医療学部：看護学科、理学療法学科、
作業療法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科、
放射線・情報科学科

●   医療福祉学部：医療福祉・マネジメント学科
●   薬学部：薬学科（6年制）

□成田キャンパス
●   医学部：医学科
●  成田看護学部：看護学科
●   成田保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科、放射線・情報科学科

□東京赤坂キャンパス
●   赤坂心理・医療福祉マネジメント学部：心理学科、
医療マネジメント学科

□小田原キャンパス
●   小田原保健医療学部：看護学科、理学療法学科、
作業療法学科

□大川キャンパス
●   福岡保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科、医学検査学科

●   福岡薬学部：薬学科（6年制）

■国際医療福祉大学病院（栃木県）
■国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）
■国際医療福祉大学成田病院（千葉県）
■国際医療福祉大学市川病院（千葉県）
■国際医療福祉大学三田病院（東京都）
■国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）
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