
滋賀県立大学 人間看護学部 地域交流看護実践研究センター 

 

 

  

2020年度 

研究相談シラバス 
 



 

 

 

滋賀県立大学人間看護学部附属地域交流看護実践研究センターでは、平成 16 年の開設以来「地域での保健医療福祉の看護研究課題とそ

の解決方法を探求し、大学における学術研究をより一層充実させるとともに、看護職員のみなさまの資質向上に寄与する」ことを目的に、

臨床で活躍されている方々を対象とした研究相談事業を行ってまいりました。 

 その取り組みの一環として、人間看護学部教員の紹介を兼ねた「研究相談シラバス」を作成しております。             

 この「研究相談シラバス」をご覧いただくことで、研究相談をより身近に感じていただき、気軽にご利用いただければ幸いです。             

また、この研究相談をきっかけとして、本学教員との共同研究を行うなど、みなさまとのつながりをより一層深めていきたいと考えてお

ります。                                                                                          

                                                                 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                     

 

 

 

 

地域交流看護実践研究センター  

URL :  http://www.nurse.usp.ac.jp/shiga_u_kango/index.html 

〒522-8533 彦根市八坂町 2500                                                     

  TEL：0749-28-8633   /   FAX：0749-28-9502   /  E-mail： nurse@ex.bw.dream.jp 

   時間：9：00～17：00 

 ♦研究相談のお申し込みについては、地域交流看護実践研究センターのホームページをご覧ください。 

 ♦相談場所は、原則として地域交流談話室（E0-102）とします。 

 ♦相談回数は、原則として一年度 

＊研究相談の内容によっては対応できない場合もございます 
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安原 治 教授

YASUHARA Osamu

専門基礎領域
看護学を学ぶために必要な知識（体の仕組みと機能、健康科学、病気の

成り立ちと治療、薬理・薬物、心理など）を学びます。

医学的側面から看護研究に参加

できれば、と考えています。神

経疾患、とくに神経変性疾患に

関する課題であればさらに大歓

迎です。

ひとこと

基礎医学的な研究を行っています。具体的には、剖検のヒト脳や実験

動物の脳標本を用いて、疾患や疾患モデルの病理学的な変化を主に形

態学的に解析しています。また、脳や末梢の神経回路にはまだまだ不

明の点も多く、あわせて神経回路網の探究も行っています。

1. 認知症をはじめとする神経変形疾患の発症機構

2. 神経伝達物質と神経回路網の探索

3. 脳で起こる免疫現象の解析と神経疾患への関与の検討

研究テーマ

研究の内容・指導概要など
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基礎看護領域
看護の基礎となる人間理解、問題解決能力を養い、人々の健康問題を具体的

にサポートしていくための基礎的知識や技術を学びます

伊丹 君和 教授

ITAMI  Kimiwa

１．人々の健康維持・増進、QOL向上をめざす支援とその評価

２．看護者の腰痛予防のためのボディメカニクス学習システムの開発

３．看護技術に関すること

４．看護教育に関すること

１は主に卒業研究で学生に指導している研究テーマ（介入・調査研究）です。地域

在住の高齢者の方や親子を対象として、『心身ともにより健康に生き活きと生活し

ていくための支援』をめざして、「リラックス（アロマ・足湯・アートセラピー・

マジックなど）」「食生活・口腔ケア」「腰痛」・・など自らの新しい発想とユ

ニークな切り口から地域貢献にもつながる研究を中心に行っています。

２は、看護学生やナースを対象に実施している研究テーマです。工学部や企業との

共同で腰痛予防教育システムを開発し、その効果を検証しています（計測・調査）。

３・４は修士課程で深めています。「指導者と教員の連携」などをテーマに修論指

導も行っています。

看護研究は、人々の心身の健康に…

看護の向上に… きっと貢献できます。看護実践

する中で、なぜだろう？ どうすればよいだろ

う？ と問題意識を持たれていることはありませ

んか？

看護研究はきっとそのことを解決する糸口になる

はずです。

研究の内容・指導概要など

研究テーマ
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ひとこと



本田 可奈子教授

HONDA Kanako

研究の内容・指導概要など

研究の内容・指導概要など

研究テーマ

研究テーマ
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米田 照美 准教授

YONEDA Terumi

看護の質を向上に看護研究が

役立てればよいかと思います。

看護者の視線を眼球運動測定で計測し、注視の特性を明らかに

する研究に取り組んでいます。

看護者の危険認知

みなさんが日々疑問に感じて

いることの解決に少しでもお

役にたてれたらと思います。

看護基礎教育に関する研究

現任教育に関する研究

クリティカルケア看護に関する研究

看護管理に関する研究

現在は、看護の実践知を可視化することに取り組んでいます。

研究方法は質的記述的研究や因子探索研究が中心ですが、事例

研究にも関心をもっています。



関 恵子 講師

SEKI Keiko

千田 美紀子 講師

SENDA Mikiko

http://www.nurse.usp.ac.jp/kiso/

滋賀県立大学 人間看護学部 基礎看護領域 HP

研究テーマ 研究テーマ

研究の内容・指導概要など
研究の内容・指導概要など
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看護師自身の心身のメンテナンスは看護

職を継続して非常に重要であると考えて

います。職業病とも言われている看護職

者の腰痛や肩凝り等を軽減する方法を一

緒に考えていけたらと思います。

・看護マッサージによるリラクセーション効果の検証

・あん摩手技を用いた下肢マッサージによる看護師の腰痛

改善効果に関する実証的研究

地域住民の方や臨床で働く看護師の方へのリラクセーションや腰痛

軽減を目的としたマッサージの手技の検討やその効果に関する研究

を行っています。

今後の看護職育成につ

いて、研究を通して貢

献できればよいなと

思っています。

・看護学実習における指導の在り方

・看護学生の病院実習に関する研究

今まで看護学実習における指導・支援の在り方や学生の学び，

ストレスに関する分析を行ってきました．今後も教育に関する

研究をしていきたいと思っています．



母性看護領域

越山 雅文 教授

KOSHIYAMA

Masafumi

1. 婦人科腫瘍の診断・治療

2. 産婦人科病理学

3. 産婦人科疾患と食事

4. 産科救急医療

5. 異常妊娠・分娩

研究テーマ

研究の内容・指導概要など
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岩谷 久美子 教授

IWATANI Kumiko

１．母性看護学・助産学教育に関する研究

２．子育て支援に関する研究

３．安全管理に関する研究

４．地域連携に関する研究

主として上記に関する研究に取り組んでいますが、母性看護学・助産

学全般に関することで、深めたいテーマがございましたらどうぞお気

軽にご相談ください。

特に最近取り組んでいる研究は、助産の安全管理に関する内容につい

てです。臨床の方々からの視点も取り入れ、さらに研究を発展させた

いと考えています。

研究テーマ

研究の内容・指導概要など

臨床や地域の方々と一つのテーマ

を追求し研究の面白さを分かち合

いたいと思います。日頃の疑問を

研究として深めてみませんか。

是非お待ちしております.

リプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点から、すべてのライフステージにある女性とその家族

を中心とした人々を対象に、より高い健康レベルで生活が営めるように支援するための基礎的

知識や技術を学びます。

自分の研究領域のみならず、周産期看護、癌看護、一般看護や

Women’s Healthに関する臨床研究の指導を行いたいと思います。

クリニカル・クエスチョンから研究デザイン、そして論文作成までの

サポートをします。

皆さまと、臨床研究や論文

投稿の楽しさを共有したい

です。



古川 洋子 准教授

FURUKAWA Yoko

１．産み育て支援に関する研究

２．思春期健康自立支援プログラムの開発に関する研究

３．助産師が行ういのちの教育（性教育含む）に関する研究

４．地域母子や子育て包括支援に関する研究

産み育て支援についての検討や女性にとって、妊娠・出産・産褥がよりよい

体験になるための看護・助産ケアについての研究を行っています。

思春期健康自立支援プログラムの開発に関する研究に取り組んでいます。

主たる研究テーマ以外でありましても、母性・助産に関する研究テーマや女

性のライフサイクルに関するテーマであれば、調整させていただきます。

臨床の醍醐味を共有させていただ

きながら、楽しく研究をご一緒で

きればと思います。

お気軽に、お声掛けください。

お待ちしています。

研究の内容・指導概要など

研究テーマ
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板谷 裕美 准教授

ITAYA Yumi

研究テーマ

1. 母乳育児支援に関する研究

2. 母乳の成分変化に関する研究

3. 助産学教育に関する研究

4. ウィメンズヘルスに関する研究

研究の内容・指導概要など

母乳育児支援に関わる研究に長く携っています。現在は、分娩時異常出

血に伴う産褥期の貧血が、母乳の成分におよぼす影響について調査して

います。

さらにウィメンズヘルス関わる月経カップの研究にも取り組んでいます。

助産学や母性看護学に関する研究テーマであれば、サポートさせていた

だきます。

助産ケア実践に確固たるエビデンスを！

臨床で湧き起る疑問について、最新の研

究成果に触れながら、解決への糸口を探

ることが助産ケアの実践には大切だと思

います。もしそこに十分なエビデンスの

集積が見当たらなければ、それが大切な

研究課題の一つになるかもしれません。

ぜひご一緒に考えていきませんか？



渡邊 友美子 講師

WATANABE Yumiko 

１．育児に関する研究

育児に携わる女性とその家族が、楽しく育児生活を過ごせ

るための支援方法について研究しています。

力不足ですが、皆さんと一緒

に勉強する気持ちで、楽しく

看護研究ができればと思って

います。

研究テーマ

研究テーマ

研究の内容・指導概要など

研究の内容・指導概要など
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藤平 麻理子 講師

FUJIHIRA Mariko 

皆さんと研究をすることで、お互

いに刺激しあいながら、一緒に成

長していきたいと思います。

一緒にがんばりましょう。

1.助産師の実践能力に関する研究

2.子育て支援に関する研究

3.医療安全に関する研究

助産師が臨床でどのような実践能力を発揮しているのかについて

研究をしています。

今後は、安心して妊娠・出産・子育てをしていくために、医療安

全や子育て支援についての研究にも取り組みたいと考えています。



小児看護領域

古株 ひろみ 教授

KOKABU Hiromi

子どもとその家族に対し、子どもの最善の利益を考えた看護について学びます。

１．子どもが主体的になれるためのケアに関する研究

２．子どもとその家族に関する研究

３．特別支援学校での看護に関する研究

プレパレーションに関することなど、子どもの立場から看護職ができることは何かを探っています。

子どもとその家族のための看護研究で

必要な時はお声掛け下さい。

研究テーマ

研究の内容・指導概要など
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ひとこと



研究テーマ

研究の内容・指導概要など
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玉川 あゆみ 講師

TAMAGAWA Ayumi

川端 智子 准教授

KAWABATA Tomoko

子どもたちの健やかな成長や健康

守ることを目指して研究に取り組

んでみませんか。

何かお役に立てることがあれば

お声がけください。

研究テーマ

1.子どもの喫煙防止に関する研究

2.小児の療養環境に対する看護師の危険認知に関する研究

3.NICU看護に関する研究

研究の内容・指導概要など

未成年の喫煙防止教育プログラムの開発を行っています。喫煙防止教育

を通して子どもたちが健康に生きる力を育みたいと考えています。

また、子どもたちが安全に療養できる環境を整えられるようにするため

には、看護師にどのような安全教育を行えば良いかについて、実験を用

いて研究を行っています。

子ども達を取り巻く医療に

おける課題について、一緒

に考え、学びながら研究さ

せていただけたらと思って

おります。

1．発達障害児の医療受診に関する研究

2．子どもが主体的になれるためのケアに関する研究

発達障害をもつ子ども達が、困難なく医療をうけられるために必要な

支援について探求しています。

また、子どもが主体的に医療に臨めるように支援するプレパレーショ

ンに関する研究にも取り組んでいます。



成人看護領域
健康問題を抱えながら生きる「成人」に対する看護について、また終末期に

ある人とその家族への看護について学びます。

横井 和美 教授

YOKOI Kazumi

糸島 陽子 教授

ITOJIMA Yoko

エンドオブライフケアや医療

倫理、現任教育についても一

緒に学びながら研究ができれ

ば思っています。

看護研究で明らかになったこ

とが、臨床の看護の中で使わ

れるととてもうれしいですよ

ね。一緒にそんな体験をして

みませんか？

１．慢性疾患患者の看護に取り組まれる

代替医療（音楽療法を含む）に関する研究

２．日常生活の安全な立ち上がりを支援するアセスメントツールの

開発に関する研究

３．実習指導者との連携体制に関する研究

様々な慢性疾患患者の看護援助に代替療法の力を使う方法やタイミン

グについて追及しています。特に、慢性の身体運動機能障害をもつ人

にとっての音楽療法の可能性を探究しています。

１．エンドオブライフケアに関する研究

２．死生観に関する研究

３．シミュレーション教育に関する研究
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研究の内容・指導概要など

研究の内容・指導概要など

死生観やエンドオブライフケアに関する研究を行っています。現在は、

シミュレーションや模擬患者を用いた教育プログラムの作成に取り組

んでいます。今後は、終末期医療における倫理問題や、現任教育に関

する研究など、取り組んでいきたいと考えています。

研究テーマ研究テーマ



荒川 千登世 准教授

ARAKAWA Chitose

1. 続発性リンパ浮腫のセルフケア

2．急性期看護におけるリラクセーション

3．肝移植レシピエントのセルフマネージメント

4．看護基礎教育におけるアクティブラーニング

成人～老年期の急性期〜回復期の看護、主に「手術を受ける患者への

看護」に携わってきました。

急性期を安全に安楽に過ごしていただくことはもちろんですが、その

後の人生をよりよいものにしていただきたいというおもいがあります。

回復する力・その人らしく生きていく力を引き出すケアについて考え

ています。

現場における看護のちから・

看護の可能性を、少しでも形

にしていけたらと思っていま

す。一緒に勉強させていただ

けたら幸いです。

研究テーマ
研究テーマ

研究の内容・指導概要など
研究の内容・指導概要など
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生田 宴里 講師

IKUTA Eri

みなさんが臨床で日々感じて

おられる疑問や悩みについて、

一緒に学びながら研究させて

いただければ幸いです。

１．クリティカルケアに関する研究

２．クリティカルケア領域におけるエンドオブライフ

ケアに関する研究

クリティカルケア看護実践能力の向上を目指した研究をすすめて

いきたいと考えています。また、クリティカルケア領域における

看護教育についても考えていきたいです。



研究テーマ 研究テーマ

研究の内容・指導概要など
研究の内容・指導概要など
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小野 あゆみ 講師

ONO Ayumi

みなさんの興味・関心のある

ことを中心に、一緒に取り組

み、私自身も学んでいきたい

と考えています．

１．肝疾患患者への集団教育やソーシャル・サポート

に関する研究

『肝臓病教室』という場における，肝疾患患者への集団教育や

ソーシャル・サポートについて研究しています．研究方法は，質

的研究と文献研究を主に行っています．

片山 将宏 講師

KATAYAMA

Masahiro

脳卒中看護と外来看護に関す

る研究に取り組んでいます。

ご興味がありましたら、気軽

にお声をかけてください。

1. 脳卒中サバイバーのセルフマネジメントプログラム開発

2. 外来看護師の教育に関する研究

脳卒中サバイバーは、脳卒中の後遺症と長年つき合っていかなけれ

ばなりません。そのうえで、再発予防、脳卒中後うつなど、脳卒中

サバイバーとそのご家族が取り組むべき課題はたくさんあります。

私は、脳卒中サバイバーが人生を縮小するのではなく。その人らし

く健康的な生活が営めることを目的に研究をしています。



研究テーマ 研究テーマ

研究の内容・指導概要など研究の内容・指導概要など

14http://www.nurse.usp.ac.jp/seijin/

滋賀県立大学 人間看護学部 成人看護領域 HP

喜多下 真里 講師

KITASHITA Mari

がん患者さんやご家族の看護

について、研究を とおして、

ともに学ばせていただけると嬉

しいです。

１．がん患者とその家族に関する研究

がんという疾患を抱える人が、その人らしく最期まで生き抜くことが

できるような看護を追求しています。ご家族については、予期悲嘆へ

のケアについて研究しています。

中川 美和 講師

NAKAGAWA Miwa

患者様の語りを大切に、その語
りから何が見えてくるのか、一
緒に考えていきたいと思います。
臨床に携わる皆様と一緒に、よ
り良い看護実習を行うためには
何が必要かを考えていきたいと
思っています。
どうぞよろしくお願いいたしま
す。

1．慢性疾患患者（糖尿病）のライフヒストリーに

関する研究

2．看護実習における実習指導者のかかわり

ライフヒストリー法を用いて、病いとともに生きるとは、どのよ

うなことなのかを研究しています。

看護実習で学生の学びを深めるために、実習指導者の方々がどの

ようなかかわりをされているか研究しています。



老年看護領域
加齢に伴う変化や疾病・障がいを持つ高齢者へのケアを通して豊かな生活を

支えます。

研究テーマ

研究の内容・指導概要など
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ひとこと

岡本 紀子 准教授

OKAMOTO Noriko

研究を通して、ケアの開発や質の

向上に携われるよう願っています。

1. 高齢者の肺炎予防

2. 高齢者の社会的交流

3. 生活リズムの調整

地域在住の高齢者、疾患を持つ高齢者を対象に質問紙や測定機

器を用いた調査を行なっています。

調査への参加が参加者等の健康の維持・向上に繋がるよう

フィードバックに努めています。



岡﨑 瑞生 講師

OKAZAKI Mizuki

これまで、学生や臨床看護師の方々の研究指導を行ってきました。

例えば、看護学生の生活に関すること、慢性疾患や障害を抱えて生

活している人々の支援につながること、などです。

最近では高齢者の社会参加についての質的研究を行いました。

主に健康寿命の延伸に関すること（サルコペニア、

フレイル）が研究テーマです。

臨床で行う研究はとても貴重で重

要です。一つ一つ大切に積み重ね

ることで、患者さんや地域で生活

している人々を支援できるように

なるのだと思います。

研究テーマ 研究テーマ

研究の内容・指導概要など

研究の内容・指導概要など
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松井 宏樹 講師

MATSUI Hiroki

骨粗鬆症をもつ人への支援に

ついて一緒に学ばせていただ

けるとありがたいです。

主に骨粗鬆症に関することが研究テーマです。

骨粗鬆症をもつ高齢者が治療を継続するための支援について研究

をしています。



河野 益美 教授

KONO Masumi

1.在宅看護に携わる看護職のストレスマネジメントに

関する研究

2.在宅看護の教育に関する研究

3.在宅療養者の家族支援に関する研究

看護基礎教育の中での在宅看護学教育の質の担保に向けた研究を

行っています。

また、在宅看護に携わる看護師の卓越した看護実践を可視化すると

ともに、看護実践や教育実践の質評価、質向上に向けた研究を行っ

ていきたいと考えています。

1.在宅看護の教育に関する研究

2.訪問看護師のレジリエンスに関する研究

3.施設におけるリスクマネジメントに関する研究

主に在宅看護に関する研究に取り組んでいます。在宅看護に関わる

方たちのインタビュー調査をもとに分析を行っています。

地域で、在宅で、自分らしく

生活していくために何が重要

か、また、支援する看護職に

何が求められるのか、一緒に

考えたいと思います。

在宅看護の研究は、これからどん
どん積み重ねていく必要がありま
す。臨床に携わる方々の日々の中
での気付きや疑問など、まずはお
気軽にご相談いただくことからは
じまるかと思うので、ぜひご利用
ください。

森本 安紀 准教授

MORIMOTO Aki

研究テーマ

研究の内容・指導概要など
研究の内容・指導概要など
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在宅看護領域
在宅看護は、病気や障がいがありながら住み慣れたお家など、地域の療養生活
を支援します。それぞれの方に合った看護を考えていくことを目指し、講義・
演習・訪問看護ステーションでの実習を行っています。

研究テーマ



小林 孝子 准教授

KOBAYASHI Takako
１．育児相談、乳幼児健康診査、新生児家庭訪問等に

おける保健師の支援

２．子育て中の母親の「安心」に関する指標開発

主には母子保健に関する研究に取り組んでいます。研究方法は質的な手

法を用いていますが、研究目的に応じて可能な限り対応していきたいと

考えています。母子保健に限らず、保健師や地域で活動する看護職の礎

となるような研究、対象の方に還元できる研究を目指しています。

実践活動で大切にしていること、日々

疑問に思うこと、こだわっていること、

等など。そこが研究を進めるうえでの

拠点になるはずです。まずはそこで何

が起こっているか、から一緒に考えて

いきましょう。

研究テーマ

研究の内容・指導概要など
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公衆衛生看護領域

公衆衛生看護領域では、地域で生活するあらゆるライフステージの人々を対象とし

ます。それらの人々が健康を保持・増進し、安心して生活できることを目指し、

「地域社会に働きかけていく看護」を実践するための知識と技術を学びます。

ひとこと



馬場 文 准教授

BABA Aya

１．児童虐待事例に関わる保健師活動について

２．地域診断についての学習方法

３．難病対策に関すること

質的研究に主に取り組んでいます。児童虐待事例に関わる保健師

へのインタビュー調査、難病患者会の参加者へのインタビュー調

査などを行い、質的な分析を行った実績があります。

保健師の日常的な活動の中で、「一度まとめたいけれど、どのよ

うにしたらよいか？」と感じておられるようなことについて、一

緒に検討していきたいと考えています。

保健師としての勤務経験から、現場の実

践の中に多くの「疑問」や「明らかにし

たい事」があると実感しています。

些細なことでも丁寧に調査・分析し、

保健師活動の「やりがい」につながるよ

うな研究を、現場の保健師さんと共にす

すめていくことができれば幸いです。

研究テーマ 研究テーマ

研究の内容・指導概要など

研究の内容・指導概要など
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川口 恭子 講師

KAWAGUCHI 

Kyoko

日々の保健師活動のなかで、疑問

に思っておられることや少し立ち

止まって考えてみたいと思ってお

られることを、一緒に考えさせて

もらえたら幸いです。

・ひきこもり状態にある人の家族支援について

ひきこもり状態にある人の家族への支援について、インタビュー

調査を行い、質的な研究を進めています。家族の方がどのような支

援を望まれているか、早期からの関わりや支援が中断しないように

するための関わりについて、検討しています。



ひとこと

精神看護領域
精神看護領域では、精神疾患・障がいをもつ対象への看護にくわえて、あらゆる状況にある対

象への精神的支援、こころの健康維持・増進に向けた支援の方法について幅広く学びます。ま

た、看護者自身のこころの健康・ストレス対処等についても学習します。

甘佐 京子 教授

AMASA Kyoko
１．精神障害者の家族支援

２．精神疾患の早期介入に向けてのアプローチ

３．ユーモアと心の健康

精神科における急性期の患者家族への支援や、早期介入を目的に、学校現場

におけるアプローチについて研究をしています。研究指導については、調査

研究(アンケート調査、準実験研究等)や、看護実践の質の評価をおこなう

「評価研究」、事象(事例)から何かを導き出していく質的な研究等、目的に

沿った研究デザインを検討し進めていきます。

看護研究は、臨床の場に存在してこそ意味が

あると思います。臨床で感じる、疑問・悩

み・ジレンマ等が、「研究の問い」になりそ

れを解明していくことが、より良い臨床現場

(ケア実践)につながるものだと確信していま

す。みなさんの持つ「？」を一緒に明らかに

していければと思っています。

研究テーマ

研究の内容・指導概要など
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牧野 耕次 准教授

MAKINO Koji

下通 友美 講師

SHIMODORI Tomomi

１．患者看護師関係における「かかわり」（involvement）

技術として、看護におけるinvolvement(かかわり/巻き込まれ)とい

う概念を捉え、尺度を開発し、プログラムも検討、実施しています。

上記の過程から、概念分析、尺度開発、アンケート調査、質的研究

などは、テーマや内容によっては相談にお応えできるかもしれませ

ん。

現場で実践しながら、研究

を行うことは大変だと思い

ますが、頑張ってください

１．精神障害者の地域生活支援

２．精神科訪問看護師の看護実践内容

精神障害者の地域生活における困難の解明や、地域生活の継続に

必要な医療支援を明らかにすることを目的に研究をしています。

研究者としてはまだまだ未熟

ですが、一緒に頑張っていけ

ればと思っています

研究テーマ研究テーマ

研究の内容・指導概要など

研究の内容・指導概要など
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22

教育実践支援室
人間看護分室

大学教育において教育実践に役立つ技術や知識の実践活用を推進するこ

とを主に担っています。自身も担当する学部内外の授業で教授方法の工

夫に積極的に取り組んでいます。

大脇 万起子 准教授

OWAKI Makiko

ひとこと

研究テーマ

研究の内容・指導概要など

関わらせて頂くことが可能な内容であ

れば、対象・領域・研究方法は問わず、

広く対応させて頂きます。お気軽にご

相談頂ければと思います。

１．小児（乳児期～青年期）やその家族（主に母親・同胞）

に対する看護介入方法の開発

２．大学教育における教授方法の開発

これまでは看護支援実践のプログラムやツール開発と効果検討、および大学

教育における教授方法と効果検討が中心でした。分析方法は、量的分析より

も質的分析の方が多いです。研究対象は、これまでは主に不登校や発達障害

の小児と家族、及び大学生でした。現在は、様々なライフ・ステージで健康

課題に対応しようとする健常児・者も対象としています。
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