
職位 氏名 学位 担当（予定）授業科目 主な業績

教授
(学科長)

今関　節子 博士（医学）

チーム医療論※
母子看護学概論※
看護行政と管理
看護倫理
卒業研究

①母性イメージよりみた母性発達段階の把握に関する実証的研究
②出産体験自己評価尺度の作成とその信頼性・妥当性の検討
③改訂母性意識と対児感情尺度の検討

教授 瀬野尾　章 医学博士

人体の構造と機能Ⅰ（運動・消化）
人体の構造と機能Ⅱ（循環・呼吸・免疫・内分泌）
人体の構造と機能Ⅲ（腎泌尿・神経・生殖）
疾病の成り立ち

①A new peparation  method for several  histopathological examinations on a single block.
②Dendritic cells in lymphoid tissues. Ultrastructural and immmunohistochemical studies on
CD1 positive cells in human cultured epidermal grafts.
③A serial section study of tubular confrontingcisternae(so- called test-tube and ring-
shaped forms) in AIDS.

教授 加固　正子
Master of
Science in
Nursing

チーム医療論※
母子看護学概論※
小児看護学方法
災害看護論
小児救急看護論
国際看護論
卒業研究

①A県内の小児看護実践状況に関する調査（その２）プリパレーションと新任･現任教育について
②新潟県中越地震で被災した子どもの健康と看護ニーズー被災地に派遣された看護師の声から
③小児救急における電話トリアージに対する救急外来看護師の意識

教授 佐々木　 かほる 博士（医学）

看護学原論Ⅰ （ヒューマンケアの基本）※
看護学原論Ⅱ (看護提供のしくみと活動領域)
対象理解と看護
基礎看護技術Ⅰ（基本技術）
基礎看護技術Ⅱ（治療過程支援技術）
家族看護論
卒業研究

①明治期における群馬県の産婆養成のはじまりー津久井磯の個人史からー
②日常の看護活動における道徳的・倫理的配慮
③基礎看護技術習得のための学生の自主的学習活動ー学生による教材選択の実態ー

法学
日本国憲法

①少子高齢化時代の医療制度～フランスの医療制度改革の方向
教授 松原　　直樹 法学修士

日本国憲法
医療保健福祉行政論※
医療関係法規

②社会保障制度改革の源流－ドイツの改革と課題－
③医療における安全に対する権利

教授 松本　恭代

Doctor of
Philosophy
(Applied

EnglishLinguis
tics)

基礎英語Ⅰ(Listening & Reading)
基礎英語Ⅱ(Speaking & Writing)
医療保健英語

①The Impact of Group Dynamics on theL2 Speech of Student Nurses in theClassroom
②Investigating classroom dynamics inJapanese university EFL classrooms
③The Communicative Block in JapaneseLearners of English: The PreliminarySurvey

教授 熊谷　一乗 教育学修士

教育原論
現代教職論
教育課程論
教育方法論

①学制改革の社会学
②現代教育制度論
③現代の教育社会学

教授 松村　康弘 保健学博士
疫学と公衆衛生
保健統計学演習

①Association of endometriosis-related infertility with age at menopause
②Comparison of the National Nutritional Survey in Japan Estimated Individual-Based
Nutritional Data and NIPPON DATA80 Food Frequency Questionnaires

保健統計学演習
③The Q223R Polymorphisms in LEPR is associated with obesity in Pacific Islanders

教授 齊藤　敦子
Doctor of
Philosophy

人間発達学
臨床心理学（カウンセリング含）
看護学原論Ⅰ（ヒューマンケアの基本）※
ヘルスカウンセリング
卒業研究

①ワークブック：カウンセリングを学ぶ
②The Effect of Thermal Feedback with Diaphragmatic Breathing in the Treatment of White -
coat Hypertension in Japan
③The effect of Biofeedback  Training　Between　Non-smokers　and　smokers

教授 鎌田　尚子 衛生看護学士

養護概論
学校保健Ⅰ(学校保健の概要)
学校保健Ⅱ(学校保健の研究と展望)
教育相談論
教育実習事前事後指導
卒業研究

①新しい健康教育ー理論と事例から学ぶ健康増進への道
②専門職として養護教諭の資質・力量と能力特性及び大学院教育
③養護教諭の倫理に関する規定の検討委員会報告ー養護教諭の倫理綱領(案)作成と共通理解をめざし
て

准教授 清 代 教養学

高齢期看護学概論
高齢期看護学方法

①本人の思いを実現するターミナルケア実践　―高齢者のターミナルケアにおける看護師の役割―
② 護学 観准教授 清水 千代子 教養学士

高齢期看護学方法
高齢期看護学実習
卒業研究

②看護学生の老人観に関する分析
③一人暮らし高齢者が自立できる要素



職位 氏名 学位 担当（予定）授業科目 主な業績

准教授
Machacon　Herchel
Thaddeus Colina

博士（工学）
実践英会話
情報処理基礎演習
文献検索とクリティーク

①ニューラルネットワークの適用
②教育デジタルコンテンツ開発
③バイオマス燃料

講師 石沢　敦子
修士（保健福祉

学）

母性看護学方法
母性看護学実習
卒業研究

①思春期における子どもの性教育のあり方　中学校３年生の家庭における性教育の現状と課題
②思春期における子どもの性教育のあり方　性教育における看護職の役割
③母性看護学実習における看護学生のストレス緩和をはかる教員の指導要因についての検討

講師 三木　園生 修士（教育学）

看護過程演習
基礎看護技術Ⅰ（基本技術）
基礎看護技術Ⅱ（治療過程支援技術）
基礎看護学実習Ⅰ（日常生活支援技術）
基礎看護学実習Ⅱ（治療過程支援技術）
卒業研究

①日米における陰部洗浄の看護技術テキストに関する研究
②看護基礎教育において看護教員に求められる資質について
③基礎看護学実習Ⅰにおける技術体験の分析

ヘルスアセスメント

講師 上星　浩子 保健学修士

基礎看護技術Ⅰ（基本技術）
基礎看護技術Ⅱ（治療過程支援技術）
基礎看護学実習Ⅰ （日常生活支援技術）
基礎看護学実習Ⅱ （治療過程支援技術）
卒業研究
看護セミナー(看護の統合と発展）

①バイタルサイン測定技術修得における学生の困難-学内演習後のレポート分析から-
②看護場面における看護師の曖昧表現の認識
③慢性腎臓病患者のアセスメンのにポイントとケアへの生かし方

講師 佐藤　栄子 修士（保健学）

成人看護学方法Ⅰ (慢性疾患・がん看護方法)
成人看護学実習Ⅰ （慢性疾患・がん看護実習）
セルフケア論
卒業研究

①Development of a diabetes diet-related quality-of-life scale.
②Impact of a booklet about diabetes genetic susceptibility and its prevention on
attitudes towards prevention and perceived behavioral change in patient with type 2
diabetes and their offspring.
③Influence of dietary therapy appraisal on future perceived control of type 2 diabetes.

講師 福島　きよの
修士（保健福祉

学）
養護実習

①保健室登校への養護教諭の支援に関する研究
②A県の中学校・高等学校教員に対する思春期保健対策ネットワーク構築に向けた意識調査
③中学校における生徒保健委員会が推進するメンタルヘルスの実践活動

心理学 ①新 医療と看護のための心理学
講師 亀岡　聖朗 博士（心理学）

心理学
コミュニケーション論
教育心理学

①新　医療と看護のための心理学
②新しい心理学ゼミナール　基礎から応用まで
③環境心理学　原理と実践

講師 高橋　美砂子 修士（保健学）

地域看護学概論
在宅看護学概論
健康保持増進と障害予防支援
地域看護体制と看護学機能論
在宅看護学方法
地域看護学実習
在宅看護学実習
卒業研究
看護セミナー(看護の統合と発展）

①熟練保健師の家庭訪問における支援技術ー思考と行動の特徴
②介護通所施設利用者における口腔機能低下予防体操の効果
③保健医療制度医療福祉「保健医療サービス」

講師 林　かおり 博士（保健学）

成人看護学実習Ⅰ（慢性疾患・がん看護実習）
成人看護学実習Ⅱ（周手術期看護実習）
感染管理
卒業研究

①Effects of Intraperitoneal Injection of Galanin on c-Fos Expression in the Brain in
Wistar Rats Receiving Intragastric Administration of HCl
②Neuronal expression of c-Fos protein in the brain after intraperitoneal injection of
galanin in wister rats

看護セミナー(看護の統合と発展） ③口腔病変を有する高齢患者への口腔ケア－微生物学的研究－

講師 内山　かおる 修士（看護学）

小児看護学方法
小児看護学実習
卒業研究
看護セミナー(看護の統合と発展）

①口腔ケアガイドブック―事例をみながら　小児期ー
②アトピー性皮膚炎をもつ学童期中期の精神的健康の特性
③小児看護学実習導入に向けての工夫　-手作りネームとエプロンの工夫-

講師 田邊　要補 修士（社会学）

精神看護学概論
精神看護学方法
精神看護学実習
卒業研究
看護セミナー（看護の統合と発展）

①精神障害者に対する看護学生のイメージ形成
②精神看護学臨地実習前後における対人関係能力の変化
③看護学生のEQ(Emotional Quotient)情動指数の学年間比較と関連要因

講師 西沢　三代子 修士（看護学）

高齢期看護学概論
高齢期看護学方法
高齢期看護学実習
卒業研究
看護セミナー（看護の統合と発展）

①介護療養型医療施設における看護・介護の連携と看護の独自性
②看護の中心概念とその理論背景
③誤嚥リスクのある高齢者の頸椎可動域測定の結果と課題



職位 氏名 学位 担当（予定）授業科目 主な業績

助教 浅井　直美 修士（保健学）
早期体験実習
基礎看護技術Ⅰ（基本技術）
基礎看護技術Ⅱ（治療過程支援技術）

①看護早期体験実習における学生の意味化した経験の構造
②看護早期体験実習における学生の視点からみた学習経験
③看護技術テキストにおける陰部洗浄の記述内容に関する研究ー看護技術の概念規定を構成する要素
を用いてー

助教 丸岡　紀子 修士（看護学）

チーム医療論※
合同臨地実習
高齢期看護学実習
在宅看護学方法
地域看護学実習
在宅看護学実習
卒業研究

①在宅看護論実習における学生の学び―課題レポートからみる家族および家族支援に関する学び―
②在宅療養者への支援を理解するための教育方法の工夫（Ⅰ）―事例検討に伴う思考過程の可視的表
現の試み―
③在宅療養者への支援を理解するための教育的方法の工夫（Ⅱ）―グループワークの成果発表を通し
て「聴く」ことの意味を学ぶ―
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