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東邦大学大学院看護学研究科
では大学の建学の精神を象徴す
る「生命（いのち）の科学で未
来をつなぐ」というステイトメ
ントのもと、看護学のより高度
な研究と教育を通じて、医療人
として広く活躍できる専門的な
知識と技能を有した人材を養成
し、教育、研究、実践を通して
看護学の発展に寄与することを
目的としています。
看護学研究科のキャンパスには
玄関ホールにナイチンゲール像が
あります。この像はロンドンの
ウォータールー広場に立つ F. ナ
イチンゲール像をロンドン市当局
の許可を得てロンドンで複製され
たものです。F. ナイチンゲールは
近代看護教育の創設者としてのみ
でなく、病院の劣悪な衛生環境が
死亡率を上昇させていることを突

き止めるなど、統計データを駆使
して、医療施設や医療制度の改革
に偉大な功績を残しました。清ら
かでありながら、たくましさと
凛々しさを備えるとともに、科学
的根拠に基づき看護を実践した稀
有な人間としてまさに敬愛するに
値します。
これからの医療を、看護のあ
り方を、さらに人間としての生
き方を考えるとき、像と共に、
常に医療人としての原点に立ち
ながら、看護の未来に思いをは
せていきたいと思います。
大学院での学びは研究の問い
を立て、問いを明らかにするた
めに探求していくことです。そ
れが苦しいこともありますが醍
醐味でもあります。意欲あふれ
る皆様の入学を心より歓迎いた
します。

●研究科長挨拶

学びの魅力－
広く門戸を開放しつつ、
高度な学識と技能を有する人材の育成

東邦大学大学院 看護学研究科長

岸  恵美子



博士前期課程 取得可能学位：修士（看護学）

博士前期課程では総合的な医療・
保健を支える学識を養い、看護について
科学的に分析し研鎖する研究者、高度な
判断力・応用能力及び調整能力等の
専門的看護能力を持つ専門的な職業人
を育成します。本課程では看護師免許を
もつ方に限らず、医療、看護、介護などに
関連する学問を履修した方も歓迎し、
看護学だけでなく関連分野の学問の
発展と実践にも寄与します。
特徴的な科目としては、地域包括

ケアシステムを基盤とした医療福祉の
連携・協働を地域住民、関係団体と

関わりながら、様々な現場で活躍する
専門家と共に学ぶ「共生社会と医療」
「多職種連携・協働演習」「看護専門職
連携演習」があります。

各分野における高度な実践力と
科学的エビデンスに基づく研究能力の獲得

●カリキュラムポリシー（前期）

研究能力を育成し実践に役立てる
目的で、看護学特別研究に取り
組み、修士論文を作成します。
11 分野から専門領域を選択する
ことができます。

前期課程（修士論文コース）

2023年度開講予定のコース紹介 （申請中）

保健・医療・福祉現場において、
卓越した直接ケアを提供するとと
もに、相談、調整、倫理調整、教育、
研究が行える高度実践看護師を
目指します。

高度看護実践課程
（がん看護CNSコース）

高度な周産期医療における問題解決
能力、助産実践能力を養い、高い専
門性を発揮できる助産師を目指しま
す。助産師国家試験受験資格を取得
する助産師コースと、スキルアップの
ための臨床実践コースがあります。

新型コロナウイルス感染症や大規模災害
等、保健師には複雑化・困難化した課題
への対応が求められます。情報を収集・
分析し健康課題を抽出できる研究力と、
住民や多職種と協働して地域をマネジメ
ントし、事業化・施策化できる高度な実
践力を有する保健師を目指します。

実践助産学課程
（助産師コース）

働きながら大学院に通っています。
日々実践している看護の成功や失敗を
自分の中に経験として埋め込むだけでは
なく、大学院の仲間とディスカッション
することを通して、人に伝える力を身に
つけるため頑張っています。

先輩からのメッセージ

がん看護専門看護師を目指し進学を
決めました。がん看護学研究室では
様々な分野の方とディスカッションで
きる機会に恵まれています。日々を学
びを深めながら頑張っています。

先輩からのメッセージ

助産師免許と研究能
力の向上を

性・生殖看護分野 2 年

有山  美州さん
がん看護分野 2 年

木村  ことはさん
基礎看護分野 2 年

山村  尚裕さん

東邦の温かな校風や充実した教育環
境に魅力を感じ、進学を決めました。
高校時代からの夢である助産師を目
指し、恵まれた環境の中で日々学ぶ
ことができ、充実した学生生活を送っ
ています。

先輩からのメッセージ

専門性をさらに高める
ために

臨床での疑問を研究
へ

高度実践公衆衛生看護学課程
（保健師コース）※

少子化の時代です。子どもの疾患や養育
環境が複雑化している中で、専門性の高
い看護が益々求められています。患児・
家族への高度な看護実践はもとより、相
談・調整・倫理調整・教育・研究の力
を発揮し、看護の質の維持・向上に寄与
する高度実践看護師を目指します。

高度実践看護師教育課程
（小児看護CNSコース）※※

※指定学校申請中（予定であり変更がありえます） ※※新規申請中 詳しくはこちら▶

研究に取り組みながら
看護管理の学習ができます

看護管理履修モデル
前期課程論文コースに、認定看護管
理者のカリキュラム基準を網羅した科
目を準備しています。

医療・看護・
福祉の
知識の融合

専門知識・
技術の習得

科学的
エビデンスに
基づく研究能力
の養成



博士後期課程では、看護学の教育・
研究の更なる向上を図り、社会の健康
の向上に資する、広い視野に立った
豊かな学識を医療・看護を人々に提供
できる看護学の教育者および研究者を
養成することを目的としています。
基盤・実践看護学分野は専門性の
高い看護実践を行うための基盤となり
うる基礎看護学、感染制御学の 2 領域

と、臨床の幅広い看護実践の専門分野
であるがん看護学、臨床看護学、高齢
者看護学、母子保健学、小児看護学
の 5領域で構成されます。
国際・広域看護学分野は国内外やそ
の規模に関わらず地域集団を対象とし
て、多様な保健問題に焦点をあて、国際
保健学、精神看護学、在宅看護学、公衆
衛生看護学の4領域で構成されます。

●修了生の主な論文タイトル ●修了生からのメッセージ

博士後期課程 取得可能学位：博士（看護学）

学際的かつ科学的な新しい教育・研究方法を
開発し、社会の健康の向上に資する自立した
研究者・教育者

●カリキュラムポリシー（後期）

●学位取得までの研究スケジュール（例）

基礎・実践看護学分野

私は心房細動患者の看護への理解をより深めたいとの思いから、博士後期
課程への進学を決めました。具体的には、「心房細動患者の経口抗凝固薬の
服薬行動に対するスクリーニングシートの開発」というテーマで研究を行い
ました。コロナ禍下のデータ収集には苦労しましたが、研究活動を通して大
学院生や様々な分野の先生から貴重な意見を頂く経験を得ました。また、学
位論文の執筆や発表会を通して、物事を多面的に捉える力や科学的根拠を
基に他者へ発信していくトレーニングが積めたと感じております。まだ、研究
者として歩み始めたばかりですが、東邦大学の大学院生活での様々な出会
いと経験が今後の研究活動の基盤となっていくと感じています。

渋谷  寛美さん

■ 壮年期の非小細胞肺がん患者の心理社会的支援を求める
　 諸相（成人看護学）
■ 人間中心設計に基づいた、急性期病院における高齢患者の
　 近距離視力アセスメントツールの開発（高齢者看護学）
■ 一歳児を育てる母親の育児力尺度の開発（性・生殖看護学）
■ 生殖器および咽頭より分離したNeisseria gonorrhoeaeの
　 細菌学的および疫学的検討（感染制御学）
■ セクシュアル・ハラスメントを受けた男性看護師が自分なり
　 の働き方を構築していくプロセス（国際看護学）
■ アトピー性皮膚炎をもつ思春期の子どものスキンケア継続力
　 獲得に向けた看護介入（小児看護学）
■ マラウイ農村部の母親を対象とした看護師による母乳離乳
　 統合教育プログラムの効果（国際看護学）

1 年生前期
・文献検討

・フィールド調査

1 年生後期
・研究計画作成

2 年生前期
・研究計画発表会

・研究計画書審査

2 年生後期
・倫理審査

3 年生前期
・データ収集・
　解析

3 年生後期
・論文作成

・論文審査および
　最終試験

・学位授与

広い視野に
立った豊かな
学識の深化

新しい教育・
研究方法を
開発する
能力の向上



東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
■博士前期課程　募集人員：15 名程度（うち助産師コース・保健師コースは各 5名程度）
●アドミッションポリシー

研究室からのメッセージ

1.  本学および本研究科の教育理念・教育目標を充分理解している人
2.  研究に必要な論理的思考と表現力を有している人
3.  研究に必要な英語の能力を有している人
4.  高い倫理観・責任感をもち、誠実に行動できる人

村上  好恵 教授

●アドミッションポリシー
■博士後期課程　募集人員：5名程度

1.  本学および本研究科の教育理念・教育目標を充分理解している人
2.  科学的エビデンスに基づく研究能力を有している人
3.  新しい教育・研究方法を開発できる能力を有している人

基礎看護

博士後期課程領域一覧

感染制御 がん看護 臨床看護

高齢者看護 母子保健 小児看護 国際保健

精神看護 在宅看護 公衆衛生看護

働いていると、自分の行っている
看護についてじっくりと振り返る時
間を確保することは難しいと思い
ます。人が生きることを支えること
を実践している「自分」を支えるた
めの土台を再度練り上げてみま
せんか。「これは何？」という疑問こ
そが大学院の入り口です。

富岡  由美 准教授
性・生殖看護学研究室

地域社会にも目を向け妊娠から
育児まで「切れ目ないケア」のシス
テム作りや政策提言に繋がる研
究を教授します。6名の教員との
ゼミナールにて学生の目標を達成
できるようサポートします。助産師
コースでは、根拠に基づく実践が
できることを目指しています。

岸  恵美子 教授
公衆衛生看護学研究室

保健師には複雑化・困難化した
健康課題に対応できる実践力が
求められています。大学院での学
びは、日頃の保健師活動の疑問
を明らかにすること、活動を評価
すること、新たな対策を見出すこと
につながります。より根拠をもって
実践できるよう一緒に学びましょう。

がん看護学研究室
荒木  暁子 教授
小さな疑問の種から、小児看護
実践の向上、ケアモデルの開発、
ケアシステムの構築などに研究の
手法を用いて取り組んで行きま
す。今の課題解決だけでなく将
来を見据え、現場の看護をより
発展させ、政策提言していける
ような研究を目指していきましょう。

小児看護学研究室

がん看護専門看護師 38 単位教育課程
小児看護専門看護師 38 単位教育課程（課程申請中）

［高度看護実践課程（CNS コース）］

助産師コース：助産師免許取得を目指すコース
臨床実践コース：助産師免許所持者の助産実践能力を高めるためのコース

［実践助産学課程］

［高度実践公衆衛生看護学課程（保健師コース）］（指定学校申請中）

基礎看護

博士前期課程分野一覧

性・生殖看護 臨床看護 がん看護

高齢者看護 小児看護 精神看護 公衆衛生看護

国際保健 在宅看護 感染制御

［論文コースの専攻分野］



学納金
■博士前期課程

入　学　金※1

授　業　料

施設設備費

合　　　計

春　学　期  

10 万

35 万

5万

50 万

秋　学　期  

35 万

5 万

40 万

■博士後期課程

入　学　金

授　業　料

施設設備費

合　　　計

春　学　期  

30 万

20 万

5万

55 万

秋　学　期  

20 万

5 万

25 万
※1　入学金は、入学時のみ徴収します。（なお、東邦大学設置校で看護教育を修了した者及び関連施設就業者は入学金を全額免除します。）
＊博士前期課程実践助産学コース・高度実践公衆衛生看護学課程・CNS コース履修者は、実習費 200,000 円が別途必要です。
＊博士前期課程において長期履修制度を使用する場合は、2年間の学納金を 3年間にわたって徴収します。

東邦大学大学院  看護学研究科

東邦大学大学院看護学研究科

〒143-0015  東京都大田区大森西 4-16-20
TEL.03-3762-9881

www.toho-u.ac.jp/nurs/

詳しい内容はHPをご覧ください
スマホの方は
コチラから 地図はコチラから

大学院相談会を下記の通り開催予定です。本研究科の紹介、教員との相談などを行っております
ので、お気軽にお越しください。詳細は決まり次第HPに掲載します。

大学院オンライン個別相談会

日　　　程  

2022 年 6 月 14 日（火）、2022 年 12 月 13 日（火）zoomにて開催予定

入試情報

＊2022 年度学生募集要項は 6月頃より公開予定です。詳細はHPにてご確認ください。
＊出願を希望される方は、必ず出願前に指導を希望する教員と面談を行い、指導を受けてください。
＊高度実践公衆衛生看護学課程の I 期追試験出願期間：2022 年 9 月 20 日（火）～9月 30 日（金）

出願期間

Ⅰ期：2022 年 8 月 19 日（金）～9月 2日（金）　Ⅱ期：2023 年 2 月 3日（金）～2月 17 日（金）

■博士前期課程
試　験　日 試験科目 試　験　日 試験科目

■博士後期課程

Ⅰ期：2022年9月 10日（土）
Ⅰ期追試験：2022年11月5日（土）
　高度実践公衆衛生看護学課程のみ

Ⅱ期：2023年2月25日（土）

Ⅰ期：2022 年 9 月 10 日（土）
Ⅱ期：2023 年 2 月 25 日（土）

専門科目
面接 面接※2

※2　研究計画プレゼンテーションを含みます。

2023年度（2022年度実施）の大学院入学試験より、英語能力評価に外部の英語検定・資格試験の評価を
利用します。出願時に英語資格・検定試験のスコア等の証明書原本を提出していただきます。詳しくは
学生募集要項の6. 出願書類をご確認ください。


