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建学の精神

修士課程理念

学校法人 兵庫医科大学は、次の三つの大きな礎石を「建学の精神」としています。

社会の福祉への奉仕

　　人間への深い愛

　　　　人間への幅の広い科学的理解

教育理念

　本学の大学院修士課程は、大学の基本理念である次世代の医療を担う医療人の育成の趣旨
を発展させることを目的としています。すなわち、優れた科学的知識と実践的能力を培い、創造
性、科学性、そして広い視野をもって医療科学の新たな分野を開拓できる人材を育成します。
　そのため、新たな展開を目指した研究領域と、社会の期待に対応すべく高度実践専門職者を
育てる領域の二つの柱を置いています。

博士課程理念
　本学の大学院博士課程は、大学の基本理念である次世代の医療を担うより高度な医療人の
育成を目的としています。すなわち、優れた科学的知識と研究能力を培い、創造性、科学性、そし
て広い視野をもって医療科学の新たな分野を開拓できる人材を育成します。
　そのため、基礎及び臨床の両分野において新たな展開を目指した研究領域を置いています。

薬学
研究科

看護学
研究科

医療科学
研究科

リハビリテーション
科学領域



■ 薬学研究科
 理念・目標   03
 アドミッション・ポリシー   04
 研究科長あいさつ   04
 履修   05
 教員連絡先   06
 在学生・修了生の声   06
 分野紹介   07

■ 看護学研究科
 理念・目標   09
 アドミッション・ポリシー   10
 研究科長あいさつ   10
 履修モデル   11
 教員連絡先   12
 在学生・修了生の声   12
 分野紹介   13

■ 医療科学研究科
 理念・目標   15
 アドミッション・ポリシー   16
 研究科長あいさつ   16
 履修モデル   17
 教員連絡先   18
 在学生・修了生の声   18
 分野紹介   19
 

大学院３つのポリシー   21

学長あいさつ   21

学 費   22

アクセスマップ   22

C ont ent s

学 校 法 人 兵 庫 医 科大 学

兵 庫医療 大 学
大 学院案内 ２０１８

研究活動を支える学術情報基盤

図書館は、大学院生の研究活動を支えるべく、多様なサービスを行っています。
図書や雑誌のほか、生命科学分野のデータベースや電子ジャーナルも充実しており、
研究に必要な最新の学術情報を利用できる環境を整えています。
（詳細は大学Webサイトの図書館ページをご覧ください）

社会人が学びやすい履修環境

社会人の方が仕事と両立できるように、平日夜間や土日に講義を開講しています。
講義が受けやすくなることはもちろん、研究において現場で行う実践との相乗効果を
発揮しています。（学校教育法 大学院設置基準教育方法 第14条特例）

同一法人の兵庫医科大学・兵庫医科大学病院との連携

教育実践の場として、兄弟校である兵庫医科大学・同病院との密接な連携のもと、
高い研究実績を持つ多領域の教員による密度の高い教育研究を展開しています。

大学院生の研究環境
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近年、医療の高度化・複雑化に伴い、すべてのメディカルスタッフにハイレベルな能力が要求されるようになりました。

本研究科は、6年制薬学部の上に立つ大学院として、高度な知識や判断力、研究能力を有する薬剤師、臨床経験を有する

薬学研究者を養成し、医療の質向上に貢献します。

　現代医療においては、各分野の高度専門化が進む一方、異

なる職種間の連携や地域の医療・介護施設、住民、行政との

連携が強く求められている。その中で、医療にかかわる者は広

い社会的視野をもって、最先端の知識と科学的なものの見方を

生かしていく必要がある。本学大学院薬学研究科は、あらゆる

場面で「多様な分野で薬学的立場から全人的医療を支えるこ

とのできる医薬品の専門職者を養成する」という本学薬学部の

精神を継承しつつ、兵庫医科大学との協力関係を最大限に活

用しながら、より先端的な内容の講義、演習、研究活動によっ

てその能力をさらに高め、医療薬学の諸問題を解決する能力を

持った人材を養成することにより、医療の発展に貢献することを

理念とする。

理念・目標

1 高度な研究能力、すなわち医療の現場において問題
点を発見し、それを解決する適切な研究計画を立案し、
さらにその成果を論文化することのできる能力を持って
医療の質向上と変革を推進することができる医療専門
職者。

薬学研究科
Graduate  Schoo l  o f  Pharmacy

博士
課程

2 医療薬学における問題点を基礎薬学の視点から提起
し、それを解決しうる基礎的・実験的研究課題を自ら
設定し、それを新しい薬剤・製剤・臨床適応の開発
に発展させていくことができる薬学研究者。

薬学研究科長

辻野 健 Tsujino Takeshi

　兵庫医療大学は、先進医療と地域医療で伝統ある兵庫医科大学との密接な教育連携をもとに、平成19年に開学しました。
開学からの10年間、“チーム医療”、“ボーダレスな教育環境”を教育目標として掲げ、わが国でも稀な“医療総合大学”として
着実に発展を遂げてきました。大学院薬学研究科博士課程（４年制）は、平成25年度４月に開設され、平成29年３月には２
人の大学院生が順調に博士号を取得されました。
　超高齢化社会を迎え、医療を取り巻く環境は激しく変化しつつあります。そのなかで、薬剤師は新しい時代における自分た
ちの役割を模索し始めています。新たな業務を開拓するためには、現状を批判的に分析し、新たな枠組みを構築していく必
要がありますが、それはまさしく研究活動に他なりません。我々は、高度な研究能力を持った薬剤師と臨床経験を有する薬学
研究者を育成することで、変革期にある医療薬学の世界においてリーダーシップを発揮することのできる人材の育成を目指して
います。
　このような我々の教育理念に共感し、現在10人の学生諸君が意欲的に研究に取り組んでいます。全員薬剤師として勤務し
ながらの大学院生生活ですが、教員陣はできる限りの配慮をしています。現場の最前線で働く人たちが高度な研究能力を身に
つけることがこれからの医療薬学の発展には欠かせないと考えるからです。あなたも我々のチームに加わり、医療薬学のフロン
ティアを切り開きませんか？

研究科長あいさつ

変革期にある医療薬学の世界において
リーダーシップを発揮する

アドミッション・ポリシー
本研究科の理念に共感し、高度な研究能力を有する医療専門職者、そして医療薬学の問題を解決したいと願う薬学研究者を目指す以
下のような人材を求めます。

1 高度な研究能力を獲得する基盤となる薬学に関する基礎知識を有する人。
2 薬学に関する最先端の情報を獲得するために必要な外国語の能力を有する人。
3 医療の現場における問題点を明確化し、それを解決する研究能力を身につけたいという意欲を有する人。
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薬学研究科 Graduate  Schoo l  o f  Pharmacy

　薬学部を卒業後、保険薬局勤務、大学病院研修生を経て、薬
局勤務に戻りました。こうした経験の中から大学院進学を決意
し、現在、薬剤師として働きながら大学院に通っています。薬局で
働く薬剤師である私は現場に直結する研究テーマ、薬剤投与支
援ツールとしての個別最適化した補助器具作製に取り組んでいま
す。研究室の先生方にご指導いただき、現場と協力して取り組む
研究は楽しく、私の視野を広げ、新しい世界を見せてくれます。

現場に直結する研究テーマに取組んでいます

　大学院で過ごした４年間は、多くの人 と々の出会いとともに、さ
まざまなことを学ぶ機会がありました。恵まれた環境のなかで大
学院生活を送ることができたことに、指導教員である辻野健教
授をはじめ、まわりの皆様のサポートに深く感謝しております。現
在、兵庫医科大学ささやま医療センター薬剤室には、兵庫医療
大学の大学院生2名が在籍しています。学位取得と同時に薬局
長として後進の育成にも力を注いで行きたいと考えています。

出会いは学びの機会

教員連絡先

 研究指導科目分野 担当教員 連絡先
 臨床ゲノム薬理・分子薬物動態学 九川 文彦 jfkugawa@huhs.ac.jp
 

分子病態解析学
 岩崎 剛 tsuyo-i@huhs.ac.jp

  芝崎 誠司 seiji@huhs.ac.jp
 

循環薬理学・分子毒性学
 安屋敷 和秀 ayajiki@huhs.ac.jp

  清宮 健一 kkiyomiya.toxicology@huhs.ac.jp
 中枢神経薬理学 西山 信好 nishiyama@huhs.ac.jp
 天然薬物学 青木 俊二 aoki@huhs.ac.jp
 臨床薬剤学 森山 雅弘 m_moriyama@huhs.ac.jp
  天野 学 mbam@huhs.ac.jp
 応用医療薬学 大野 雅子 ohno.mk@huhs.ac.jp
  藤野 秀樹 h-fujino@huhs.ac.jp
 

免疫制御学
 田中 稔之 tanaka@huhs.ac.jp

  上田 晴康 ueda-ph@huhs.ac.jp
 レドックス生物学 大河原 知水 biochook@huhs.ac.jp
 

神経病態制御学
 山本 悟史 syamamot@huhs.ac.jp

  戴 毅 ydai@huhs.ac.jp
 

医薬品化学
 宮部 豪人 miyabe@huhs.ac.jp

  甲谷 繁 kohtani@huhs.ac.jp
 分子イメージング科学（可視化計測学）
 医療ユニバーサルデザイン学 前田 初男 hmaeda@huhs.ac.jp

 分子循環器病治療学 辻野 健 ttsujino@huhs.ac.jp
 創薬化学 田中 明人 tanaka-a@huhs.ac.jp
 

微生物・寄生体学
 齋藤 あつ子 atsuko@huhs.ac.jp

  長野 基子 nagano-fujii@huhs.ac.jp
 微生物制御学 前田 拓也 maedat@huhs.ac.jp

在学生・修了生の声

履修

2年次 3年次 4年次

授業科目一覧

1年次

専門基礎科目

専門演習科目

研究指導科目

科目名 単位数

医薬品創製科学演習Ⅰ 4
医薬品創製科学演習Ⅱ 4
免疫病態制御学演習Ⅰ 4
免疫病態制御学演習Ⅱ 4
神経薬理・薬物治療学演習Ⅰ 4
神経薬理・薬物治療学演習Ⅱ 4
循環器病学演習Ⅰ 4
循環器病学演習Ⅱ 4
微生物学演習Ⅰ（基盤的微生物学演習） 4
微生物学演習Ⅱ（先進的微生物学演習） 4
分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅰ 4
分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅱ 4
医薬品適正治療科学演習Ⅰ（分子薬物動態学演習） 4
医薬品適正治療科学演習Ⅱ（臨床ゲノム薬理学演習） 4
臨床薬剤学演習Ⅰ 4
臨床薬剤学演習Ⅱ 4
応用医療薬学演習Ⅰ 4
応用医療薬学演習Ⅱ 4

■ 専門演習科目（18科目のうち2科目以上選択8単位以上） 

■ 研究指導科目 （必修18単位）
科目名 単位数

医療薬学特別研究 18

科目名 単位数

先端医薬学特論Ⅰ 1
先端医薬学特論Ⅱ 1
先端医薬学特論Ⅲ 1
先端医薬学特論Ⅳ 1

■ 専門基礎科目 （必修4単位）

（1年次）

（Ⅰ→1年、Ⅱ→2年）

（1～4年次）

臨床薬剤学分野 D2
㈱阪神調剤薬局 勤務

田中 里佳

平成 28 年度 修了生
分子循環器病治療学分野
兵庫医科大学 ささやま医療センター 勤務

志方 敏幸 博士（薬学）
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薬学研究科 Graduate  Schoo l  o f  Pharmacy

分野紹介

医薬品の個別化適正投与をめざし、臨床ゲノム薬理学と分子薬物動態学を基盤とした以下のテーマに関する研究指導を行います。研究テーマの主題は「個
の医療の確立」で、ゲノム薬理学、分子薬理学、分子薬物動態学、数理解析学を駆使した研究が主体となります。
❶薬物代謝酵素群および薬物標的分子をターゲットとする臨床ゲノム薬理学の確立および診断ツールの開発　❷アポトーシス誘導型抗がん剤の分子薬
物動態を基盤にした、テーラーメードがん治療への挑戦　❸疾病等による薬物代謝酵素活性変動の分子メカニズム解明と臨床現場への還元

臨床ゲノム薬理・分子薬物動態学

関節リウマチを代表とする全身性自己免疫疾患や、移植片対宿主病（GVHD）、臓器拒絶反応や感染症などの病態解析、診断・治療法の開発をめざした、ト
ランスレーショナルリサーチをめざします。主な研究テーマは以下のとおりです。
❶HGFなどの血管新生因子の制御による自己免疫疾患および移植免疫反応の治療に関する研究　❷HGFアンタゴニスト、NK4による骨代謝の制御に関
する研究　❸HGF分子ディスプレイ細胞によるGVHDの制御に関する研究　❹人工抗体による滑膜細胞増殖の制御に関する研究　❺分子ディスプレイ
法を用いた真菌感染症診断法の開発

分子病態解析学

循環薬理学：血管内皮細胞は各種の弛緩物質を遊離し、血管の緊張を調節しています。そこで、病態動物の内皮機能を正常内皮と比較検討します。また、麻
酔ラットを用いて一酸化窒素作動性神経の血液脳関門に及ぼす影響を検討します。分子毒性学：化学物質や医薬品などの生体異物が生体に及ぼす影響
について、生体異物の動態や分子・細胞・組織レベルでの生体異物との相互作用を解析し、その毒性発現メカニズムを解明します。
❶麻酔慢性腎臓病モデルラットにおける血管内皮機能に関する研究　❷一酸化窒素作動性神経の血液脳関門に及ぼす影響に関する研究　❸ナノマテリ
アルの生体影響に関する研究　❹化学物質・医薬品の毒性発現メカニズムに関する研究

循環薬理学・分子毒性学

脳（中枢神経）の疾患に対する治療薬の開発をめざした研究を指導します。具体的には、初代培養細胞を用いて、中枢神経疾患発生機序の解明・治療薬開発
に必要な薬理学的研究を学びつつ、基本的には以下の課題に取り組みますが、大学院生が希望する研究内容もできるだけ反映させます。以下に示すテーマ
についての研究過程を通じて、研究の立案と実施および研究成果の論文発表等に必要な能力を養います。
❶神経細胞死のメカニズムに関する研究　❷レット症候群に対する治療薬開発に関する研究　❸ウェスト症候群に対する治療薬開発に関する研究　❹ア
ストロサイトの特異的チミジン取り込み機能の調節機構に関する研究

中枢神経薬理学

海洋生物や薬用植物などの天然由来資源から、医薬シーズとなる化合物を最新の知見をもとに開発したスクリーニング評価系を用いて探索します。見いだ
した生理活性化合物については、作用の解析や化学誘導による最適化など医薬品シーズとしての展開を図り、臨床適用可能な医薬リード化合物の開発を
めざします。
❶PCA-1を標的とする分子標的抗がん剤リード化合物の探索研究　❷抗がん剤開発を指向した腫瘍血管新生阻害物質の探索研究　❸抗がん剤耐性克
服物質の探索と耐性に関わる作用機序の解明研究　❹知覚神経系に作用する新規鎮痛物質の探索研究

天然薬物学

臨床現場での種々の問題点について、医療現場との連携を取りながら多角的に研究を進めて行きます。具体的には、以下に示すような医療ニーズに沿った
研究を行います。
❶注射薬など種々の医薬品について薬剤混合時に問題となる、配合変化の解析と予防・防止策に関する研究　❷リスクマネジメントや医薬品適正使用の
観点から見た、薬剤情報提供のあり方に関する研究　❸テーラーメイド薬物療法を視野に入れた、各種副作用を予防・改善しうる新規剤型の開発に関する
研究　❹チーム医療を中心とした、他の医療職との連携の方策に関する研究

臨床薬剤学

医療における薬剤師の職能拡大を視野に入れ、特に薬剤投与に関するさまざまな問題点を明らかにし、その解決に必要なシステムやデバイスの研究開発や
薬物療法の個別最適化をめざした研究を行います。また、セルフメディケーション・セルフケアに関連する研究も行います。具体的には以下に示す研究テーマ
に取り組み、薬剤師の社会的地位の向上をめざした研究を推進していきます。
❶自己注射（インスリン、成長ホルモンなど）の補助器具に関する研究　❷デバイスの違いが薬剤投与に与える影響に関する研究　❸薬剤投与における個
別化医療に関する研究　❹薬学投与におけるママ・パパサポートに関する研究　❺セルフメディケーションにおける地域薬剤師の役割に関する研究

応用医療薬学

がんや慢性炎症を克服するための新しい免疫制御法の開発をめざした研究を指導します。具体的には、免疫学および関連する細胞生物学や分子生物学な
どの手法を用いて、以下のテーマに取り組み、研究の立案と実施および研究成果の論文発表等に必要な能力を養います。
❶免疫抑制性がん微小環境の形成とその制御に関する研究　❷がん幹細胞の同定とその免疫学的な制御に関する研究　❸炎症反応の免疫学的制御に
関する研究　❹様々な疾患におけるサイトカインの役割に関する研究

免疫制御学

慢性難治性疼痛や虚血性神経障害などの神経系における病態について、分子生物学的、電気生理学的、行動薬理学的手法を用いて解析を行い、その発生
機序を解明するとともに、薬物による病態制御法の開発と臨床応用に向けてのシーズ探索を行います。
❶痛覚伝達系における疼痛関連受容体の機能調節に関する研究　❷痛覚伝達系における神経活性物質の発現調節に関する研究　❸慢性難治性疼痛
発生と治療の分子メカニズム解明に関する研究　❹慢性難治性疼痛に対するシーズ探索に関する研究　❺虚血性神経障害の病態解析と治療法開発に
関する研究　❻神経伝達障害の病態解析と認知症治療法開発に関する研究　❼神経疾患における漢方治療の効果とメカニズム解析に関する研究

神経病態制御学

新規医薬品の開発とそれを支える基盤新技術の構築をめざして、次世代型薬化学研究を行います。有機化学的・物理化学的手法や方法論を駆使して、有機
合成化学、触媒化学、医薬品化学、創薬化学を高度化するための研究指導を行います。以下に示す研究テーマに取り組み、高度な研究能力を養います。
❶環境に調和適合したカスケード型有機合成反応の開発に関する研究　❷新規ラジカル反応の開発とその立体制御に関する研究　❸新規な固体触媒や
分子触媒の創製とその構造・機能評価に関する研究　❹触媒的酸化還元反応の開発とその反応機構の解明に関する研究　❺生物活性化合物の合成と
新規医薬品のシーズ創出に関する研究　❻不安定な反応活性種の動的変化の追跡と反応制御に関する研究

医薬品化学

生命現象に関わる物質や金属イオンなどの生体内ダイナミクス解析や、超微量分析などに有用な可視化計測（イメージング）を実現できる蛍光プローブや蛍光
色素を設計開発します。この目的を達成するために、ターゲットとする分子の化学的・物理化学的特色についてさまざまな観点から検討し、それらの特色に基づ
いたモデル化合物の設計合成およびプローブ特性の分光学的評価を実施します。具体的には、以下に示す研究課題に取り組み、高度な研究能力を養います。
❶高感度 DNA / RNA 蛍光プローブの設計・開発研究　❷有害金属イオンに高特異的・高感度蛍光プローブの設計・開発研究　❸高感度タンパク質蛍光プ
ローブの設計・開発研究　❹診断薬に資する近赤外蛍光色素の設計・開発研究

分子イメージング科学（可視化計測学）

ユニバーサルデザイン（UD）とは、年齢、性別、体型、身体能力、言語、文化的背景などの違いや障がいの有無にかかわらず、出来るだけ多くの人が身体的・精
神的困難さを感じることなく暮らせる製品、環境、サービスをデザインするという概念です。本分野では、薬と人の接点をより安全安心にする「モノ」や「コト」を
UDします。主な研究課題は以下のとおりです。
❶患者にとって安全安心な服薬環境を実現するカラーUD研究　❷薬剤師にとって安全安心な調剤環境を実現するカラーUD研究　❸色覚障害者にとって安
全安心な服薬環境を実現するカラーUD研究　❹安全安心な在宅医療を実現するUD研究　❺介護施設における安全安心な医療を実現するUD研究

医療ユニバーサルデザイン学

本研究指導科目においては、循環器疾患における鉄代謝と血管新生の異常に注目して研究指導を行います。鉄の過剰は酸化ストレスの原因となり、高血圧や糖尿病による臓器障害を
進展させる一方、心不全においては鉄の欠乏が貧血や運動耐容能の低下をきたしています。さらに鉄は低酸素応答の重要な調節因子であり、血管新生とも深く係ります。鉄は循環器
疾患における「両刃の剣」であり、その代謝異常の機序を解明することにより、新しい治療薬の開発につなげます。以下のテーマに関して、基礎・臨床の両面からアプローチしていきます。
❶高血圧、糖尿病の臓器障害における鉄代謝異常の機序に関する研究　❷心不全における貧血と鉄代謝異常の機序に関する研究　❸大動脈弁狭窄症の発症・進展における弁尖内
出血に関する研究

分子循環器病治療学

製薬企業での創薬研究活動を基本とし、ADME等も考慮した試薬開発ではない“薬”の探索合成を行います。また、独自に開拓してきたアフィニティ樹脂を用
いた生理活性物質のターゲット探索に関する基盤技術を活用し、新規創薬ターゲット探索および生理活性物質のターゲット探索を行います。
❶新規抗認知症や抗がん剤などの探索合成に関する研究　国内外研究機関・企業と連携し創薬化学を実践する　❷生理活性物質のターゲット探索に関
する研究ターゲット未知の開発（候補）品のターゲット探索等を行う　❸その他創薬開発に関する研究

創薬化学

感染症の制御をめざし、血液感染症および新興再興感染症を中心に、薬理学的、免疫学的、分子生物学的手法を主に用いて、感染機構の解明、薬剤感受性
／耐性機構の解明、診断法、治療法、予防法の確立に関わる研究、ならびに疫学調査研究を行います。主な研究テーマは以下のとおりです。
❶病原体の感染性、病原性に関与する細胞内情報伝達機構の解明に関わる研究　❷病原体の薬剤感受性／耐性機構の解明に関わる研究　❸薬剤耐性
獲得病原体の薬剤感受性回復誘導に関わる研究　❹新興再興感染症の診断、治療、予防に関わる臨床的研究　❺新興再興感染症の流行の実態解明に
関わる分子疫学的研究

微生物・寄生体学

感染症や微生物汚染・微生物劣化を招く有害微生物を分離同定し、性状調査や疫学的調査を行います。薬剤に耐性を示す有害微生物については、その耐
性メカニズムを解明します。これらの情報を元に有害微生物の制御方法を提案、実施し、その効果を微生物学的、生化学的、分子生物学的方法を含む手法
で評価します。評価結果に基づき、制御方法の改善に取り組み、新規微生物制御方法を開発します。
❶有害微生物の分離同定・性状調査に関する研究　❷有害微生物の疫学的調査に関する研究　❸有害微生物の薬剤耐性メカニズムに関する研究　❹
環境調和型の新規微生物制御技術の開発に関する研究

微生物制御学

活性酸素を健康作りに活用するための研究です。活性酸素分子種はフリーラジカルとして生体に酸化ストレスをもたらすのみならず、シグナル分子として細胞内情報伝達に
関与し、生体の調節機構に重要な役割を担っています。分泌型スーパーオキシドジスムターゼは細胞表面の糖衣構造に親和性を持つ糖タンパク質です。分子生物学的手法
を用いて変異を導入した組み換え形タンパク質を作製し、一次構造と酵素の分布に関する知見を積み重ね、活性酸素代謝を作用点とする創薬への応用をめざしています。
❶抗酸化酵素（特に分泌型スーパーオキシドジスムターゼ）による活性酸素代謝の生理的役割に関する研究　❷タンパク質の糖鎖修飾と細胞内分布に関する研究

レドックス生物学
論文題目一覧

 年度 氏名 分野 論文タイトル

 Ｈ28 志方 敏幸 分子循環器病治療学

 Ｈ28 中尾 周平 創薬化学

Use of proton pump inhibitors is associated with anemia in cardiovascular outpatients
循環器外来患者においてプロトンポンプ阻害薬の使用は貧血と関連する

Design and synthesis of prostate cancer antigen-1(PCA-1/ALKBH3)inhibitors 
as anti-prostate cancer drugs
前立腺がん治療薬を目指した新規ＰＣＡ-1阻害剤の探索合成
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看護学は実践の科学として進歩発展してきていますが、医療が高度化し複雑化するなかで、安全安心を第一とした質の向上が

問われています。兵庫医療大学看護学研究科は、建学の精神に則り、真に人々 にとって必要とされる看護学の専門的知識・

技術を修得し、看護実践能力を強化して、社会の求めに応じて役割・機能を果たすことができる看護専門職者を育成します。

　看護学研究科の理念は、保健・医療・福祉及び社会の変

動に対応して、生命と人権を尊重し、看護学の専門的知識と技

術に立脚し、創造的かつ科学的に看護が実践できる人材ならび

に看護学の教育と研究に携わる人材を育成し、人々の健康と

QOLの向上及び看護学の進歩・発展に寄与することにある。

　さらに、保健・医療・福祉の場で行う看護実践の科学的根

拠となる基礎理論及びその応用について体系的に学修し、人々

の尊厳を護り人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専門

的知識と技術に立脚し、先駆的・創造的に高度看護実践でき

る能力、並びに看護現象を科学的に解明する看護学の教育・

研究能力を育成することを目的とする。

アドミッション・ポリシー
生命と人権を尊重し、医療・保健・福祉および社会の変動に対応し、創造的かつ科学的に看護が実践できる能力をもち、人々の健康
とquality of lifeの向上および看護学の発展に寄与できる高度専門職業人、研究者、教育者、管理者を育成します。本研究科では、
以下のような人材を求めます。

看護学研究科長

土田 敏恵 Tsuchida Toshie

　医療を取り巻く社会の変化は目まぐるしく、医療専門職者の役割や機能も変化を余儀なくされています。特に、健康不健康
を問わず人間を看護の対象とする私たち看護職にとって、看護の場や対象とする現象は従来にも増して拡大されています。その
ようななか、対象者に科学的根拠や科学的思考に裏付けされた看護ケアを提供し、高度な倫理的判断に基づく医療チームメ
ンバーとのディスカッションを通じて質の高い安全な医療を提供できることが看護職者には求められています。これらの科学的
思考力や高度な倫理的判断力は、学部における看護基礎教育や臨床の場で展開される現任教育では十分培うことはできず、
大学院における教育課程で育成します。
　兵庫医療大学看護学研究科では、科学的思考力や倫理的判断力を育成するために看護学共通・専門科目に加えて医療
科学研究科との共通科目を配置しています。また、職業実践力育成プログラム（文部科学大臣認定）として、地域在宅看
護実践力育成プログラムを在宅看護や臨床看護で活躍されている看護職に向けて開講しています。さらに、大学院の研究力
を維持向上させるために、The Joanna Briggs Institute (JBI) The Kobe Center for Evidence Based Practice を併設
しています。これらの有益な科目やプログラムを就業しながら受講できるように、看護学研究科では開講時間や時期を配慮し
ており、さらに長期履修制度や科目等履修制度も設けています。ご自身の看護実践力や教育力に不足を感じる方やさらにキャ
リアアップをめざす方は、どうぞ看護学研究科にお越し下さい。お待ちしています。

理念・目標

研究科長あいさつ

1 専攻する看護学専門分野に関連する科学的根拠と理
論を修得し、看護実践に応用することができる。

いま、変革のとき!
看護もあなたも

看護学研究科
Graduate  Schoo l  o f  Nurs ing

修士
課程

2 専攻する看護学専門分野において、専門性の高い知
識・技術を持って看護を実践し、相談・教育・調整機能
を高め、看護の質向上と変革を推進することができる。

3 人間愛と高い倫理観を持ち、複雑な倫理的問題を的
確に判断し調整することができる。

4 先進医療における看護実践を先導的に行うことを通
じて、地域医療の向上に資することができる。

5 専攻する看護学専門分野に関する研究課題に取り組
み、研究能力を高める。

1 主体的に学び、目標に向かって邁進できる人。
2 看護専門職者として高度看護実践・看護学の発展に貢献する意欲を有する人。
3 志望する専門分野に必要な基礎的知識と技術を有する人。
4 国際的視野に立ち、柔軟な発想ならびに論理的思考で課題を探究する姿勢を有する人。
5 倫理的な感受性と想像力をもって行動できる人。
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看護学研究科 Graduate  Schoo l  o f  Nurs ing

教員連絡先

 分野 看護学基礎研究領域 看護学課題研究・高度実践領域（CNS） 担当教員 連絡先（メールアドレス）

  看護教育学  竹田 千佐子 ch-takeda@huhs.ac.jp

  基礎看護学  土田 敏恵 tsuchida@huhs.ac.jp

  
急性看護学

 
急性・重症患者看護

 網島 ひづる h-amijima@huhs.ac.jp

    笹川 寿美 shisami@huhs.ac.jp

  
がん看護学

 
がん看護

 神﨑 初美 

    田中 登美 kanzaki@huhs.ac.jp
  

慢性看護学
  神﨑 初美 （神﨑 初美）

    松本 麻里 

  精神看護学  新井 信之 narai@huhs.ac.jp

  小児看護学  石原 あや a-ishihara@huhs.ac.jp

  母性看護学  西村 明子 nisimura@huhs.ac.jp

  助産学  岡田 公江 kimie-o@huhs.ac.jp

  老年看護学  細見 明代 hosoa@huhs.ac.jp

  地域看護学  土井 有羽子 yuuko.m440@huhs.ac.jp

  在宅看護学  堀口 和子 khoriguchi@huhs.ac.jp

　入学当初は、生活の変化に戸惑いましたが、同級生、先輩や先
生方に支えられ、楽しく学ぶことができています。看護の本質を学
びながら、臨床での経験をじっくり振り返ることで、これまでの看護
をさらに発展させる思考へとつながっています。私にとって大学院
での学修は、毎日が発見と驚きに溢れた刺激的なもので、新しい
看護の世界が開けたような感覚です。大変なこともありますが、専
門職として学び続けることの大切さを日々実感しています。一皮む
けるために一緒に勉強しませんか。

看護師として一皮むけるための挑戦

　学生に高齢者看護を伝えていくなかで、自分の知識や表現力
の不足を痛感し進学しました。大学院は、高齢者の身体やここ
ろ、長い年月を積み重ねてきたその人の生活史を理解する難しさ
とともに、望む生活を支える看護を探求する面白さや喜びを再認
識することができ、また看護師として一人の人間としての自己を見
つめなおす機会となりました。この学びを糧として、学生に看護の
楽しさを伝えられる教員をめざしていけたらと思っています。

看護を探求していく楽しさや喜びを実感

急性・重症患者看護専門看護師分野 M2
神戸市立医療センター中央市民病院 勤務

久保田 絢子

平成 28 年度 修了生
老年看護学分野
兵庫医療大学（教員） 勤務

末安 明美

在学生・修了生の声

2年次1年次

大学院修士課程
共通科目

看護学の
共通科目

専門科目

『看護学基礎研究領域』を選択の場合

「医療統計学特論」

「医療倫理学特論」

「看護教育論」

「看護倫理」

「看護研究」

「看護研究演習」

「がん病態治療学」

「がん看護学特論」

「がん看護学援助特論Ⅰ」

「がん看護学援助特論Ⅱ」

「がん看護学演習ⅠA」

「がん看護学演習ⅡA」

「がん看護学演習Ⅲ」

「がん看護学特別研究」

合計

□ 大学院修士課程共通科目
　 （1年次）

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

10

33

単位数

「先進医療支援特論」

「医療倫理学特論」

「看護教育論」

「看護倫理」

「看護研究」

「コンサルテーション論」

「アドバンスト・フィジカルアセスメント」

「臨床薬理学・薬物治療特論」

「疾病・病態特論」

「がん病態治療学」

「がん看護学特論」

「がん看護学援助特論Ⅰ」

「がん看護学援助特論Ⅱ」

「がん看護学援助特論Ⅲ」

「がん看護学演習ⅠB」

「がん看護学演習ⅡB」

「がん看護学実習Ⅰ～Ⅴ」

「がん看護学課題研究」

合計

□ 大学院修士課程共通科目
　  （1年次）

□ 看護学の共通科目（1年次）

□ 看護学の共通科目（1年次）

□ 専門科目 （1・2年次）

□ 専門科目（1・2年次）

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

2

42

単位数

32単位
以上

修了要件

42単位
以上

修了要件

『看護学課題研究・高度実践領域』を選択の場合

履修形式（がん看護学を専攻した場合）

履修モデル

基盤看護学分野

療養支援看護学分野

家族支援看護学分野

生活支援看護学分野
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看護学研究科 Graduate  Schoo l  o f  Nurs ing

過去の学位論文
分野  論文タイトル

基礎看護学

看護教育学

急性看護学

精神看護学

慢性看護学

がん看護学

急性看護学
（課題研究）

小児看護学

助産学

母性看護学・助産学

母性看護学

老年看護学

在宅看護学

女性高齢者モデルにおける看護師が行う快適で尿が漏れないおむつ
装着技術の言語化--準実験デザインによるおむつ装着動作の工学的
分析--

乳がん術後放射線照射部位における皮膚バリア機能の経時的変化と
他覚症状・自覚症状および保湿ケアとの関連性

看護学生の看護学臨地実習における教員及び実習指導者に対する
信頼感と実習適応感との関係

臨地実習指導者の役割遂行における動機づけ

看護師が認識する主任看護師としての役割課題と自己の成長過程

リフレクションのプロセスにおける新人看護師の自己への気付きの分析

臨床実習指導者が行う「看護学生の経験の意味づけ」へのかかわり

高齢者と看護師がもつ高齢者のイメージと高齢者の性意識に関する
研究

認知症高齢者の思いを尊重した看護実践につながった熟練看護師の
経験

病院における退院支援の効果に関する取り組みの現状と課題

訪問看護師が認識した独居高齢者の在宅エンド・オブ・ライフを可能に
する関連要因

要介護高齢者の主介護者の介護と仕事の両立に関連する要因－両立
群と離職群の比較から－

入院中の学童期にある子どもの『教育的支援』に対する看護師の考え

気管切開を行っている在宅重症児（者）の母親にとっての看護師の存在

初産婦の妊娠末期と産後1カ月における出産観と子育て観との関連

在留ベトナム人の母親が求める助産師からの子育て支援－退院後か
ら産後3カ月までを中心に－

助産外来における超音波診断装置を用いた妊婦健診時の助産診断
の課題に関する研究

ダウン症児を養育する母親のエンパワーメントを支える看護

開業助産師を対象にしたNCPR講習会受講後の知識と技術を保持す
る促進因子と阻害因子に関する研究

心筋梗塞患者の急性期から回復期における病気に対する危険性認知
と自己管理行動

冠状動脈バイパス術を受ける高齢者の回復意欲を引き出す看護援助

頚椎手術を受ける患者の術前期待と術後・退院後の生活への影響

幻聴を訴える統合失調症患者の認識と思い－認知行動療法的な看護
の在り方－

長期入院を経て地域生活へ移行した統合失調症者が語る退院意欲
を高め・支えた体験

視覚障がい者が自覚する災害時の避難行動を妨げる要因と受けたい
支援

がん疼痛のある進行肺がん患者の情動体験

緩和ケア病棟看護師へのがん患者のせん妄に関するアセスメント能
力向上のための教育プログラムの評価

ICUにおける安楽をもたらす看護実践に対する心臓血管外科術後患
者の体験と看護師の認識

クリティカルケアを実践する看護師がケアリングの経験を通して自覚
する自己成長感

心臓血管外科術後患者とその家族における継続的なせん妄ケアに対
する看護師の認識と看護実践

分野紹介

基
盤
看
護
学
分
野

家
族
支
援
看
護
学
分
野

生
活
支
援
看
護
学
分
野

療
養
支
援
看
護
学
分
野

看護学課題研究・高度実践領域 専門看護師（CNS）特定分野

看護学基礎研究領域 専門特定分野

　看護とは？看護技術とは？ケアとは？を基本から学び直し、臨床での経験
を理論的に科学的に言語化します。また、臨床看護実践の中で沸き起こっ
た疑問を研究疑問に昇華させ、研究に結びつけます。主な研究内容は以
下の３つです。
①看護技術の検証と開発に関する実験研究
②感染制御に関する疫学研究や介入研究
③スキンケア・ストーマケア・排泄ケアに関する介入研究

（土田敏恵、竹田千佐子）

基礎看護学
　看護学教育に関する諸理論と概念の理解を基に、その本質を追究し、
課題を見極めていきます。同じ経験をしても、「そこから学ぶ人・学ばない
人」がいます。人が「学ぶ」とはどういうことなのでしょうか？看護学基礎教
育（実習を含む）から、キャリア教育までの広い範疇で、看護ケアの質を高
めるために必要な教育的働きかけ、教育方法の有効性など看護教育にお
ける基礎的研究能力の育成を目指します。 （竹田千佐子）

看護教育学

　重篤な状況にある患者さんとその家族の特徴を理解し、患者さんおよ
び家族の看護問題や倫理的問題を探求します。特に、患者さんの生命の
維持・回復、苦痛の緩和、QOL（生活の質）の向上を目的とした看護援助
方法およびその家族への支援方法の開発、さらにはクリティカルケアに
おける看護の質向上に貢献できる知見をみいだすための研究能力を育
成します。
 （網島ひづる、笹川寿美）

急性看護学
　精神疾患と疾患に起因する生活障害を抱える精神障がい者や、その家
族を対象に、セルフケア理論に基づく包括的アセスメント、教育的介入方
法等に関する幅広い知識を身につけ、精神障がい者自身の社会復帰過程
への主体的参加を促進する包括的な支援方法について探求し、その支援
の充実に必要な看護研究能力を身につけます。 （新井信之）

精神看護学

　慢性病とともに生きる人とその家族が最適な健康状態を維持するため
の課題を見極め、それを解決するための看護実践や保健医療福祉のあり
かたを科学的に探求します。慢性看護の基盤となる概念・理論に関する知
識や諸研究の学修、臨床現場の課題や疑問に関するディスカッションや
フィールドワークから、研究テーマを絞り込み、自らの力で看護研究を実
践する力を養います。 （神﨑初美、松本麻里）

慢性看護学
　がんとともに生きるがんサバイバー・家族や集団が最適な健康状態を
維持するための課題を見極め、それを解決するための看護実践や保健医
療福祉のありかた、医療チームにおける看護の役割を科学的に探究する
分野です。がん看護の基盤となる概念・理論、倫理的課題の解決方法など
を学修します。新しい看護援助技法の構築、看護の質の向上に貢献でき
る知見を見出すための研究能力を育成します。 （神﨑初美、田中登美）

がん看護学

　子どもの成長発達、子どもとその家族を取り巻く社会状況や生活環境
を理解したうえで、健康障害に起因する子どもと家族の心身の反応をア
セスメントする方法を探求します。あわせて慢性疾患・障がいなどの健康
障害をもつ子どもや家族が抱えている健康問題や課題、不適切な親子関
係や現在の子育てにおける課題を解決するための看護支援に関する実
証的な研究を行います。 （石原あや）

小児看護学
　出産を取り巻く環境の変遷を概観し、出産の医学的管理を誘引した諸
政策について探求します。また、女性の多様な性のあり方と価値観を理解
し、様々な女性と家族の健康に関する諸問題について、EBMを用いた解
決方法の基礎的能力を育成します。また、国際的な視点を基に、助産学領
域の世界的な研究の流れを学修し、実践的な研究を行います。
 （西村明子、岡田公江）

助産学

　加齢の変化や疾患・障がいを有する高齢者を生活者として捉え、高齢
者・家族の健康問題や倫理問題を見極め、看護支援のあり方を探求しま
す。老年看護の基盤となる概念・理論、健康生活評価方法、ケアシステム
等を学修し、高齢者とその家族の、生活の場に応じた専門的援助を実践
し、また看護方法の研究・開発を行う能力を備えた人材を育成します。
 （細見明代）

老年看護学
　在宅看護学では、在宅看護の基盤となる制度や理論および概念・看護
モデルなどを学修します。その上で、在宅療養者・家族の健康生活の向
上、在宅看護実践の質的改善、家族介護者への支援方略、在宅ケアシス
テムの構築等、在宅看護の知識体系の発展に寄与する知見を探究しま
す。在宅看護領域における臨床疑問や研究課題を明確化し、科学的プロ
セスを踏まえて研究していく能力を育成します。 （堀口和子）

在宅看護学

　重篤な状況にあり複雑で解決困難な看護問題を持つ患者・家族、集団
を対象に、先進医療に対応した高度で専門的な看護実践を探求する分野
です。特に、専門看護師として役割を果たすために、重篤な状況にある患
者に対する総合的な捉え方、キュアとケアを融合した専門的な知識、卓越
した看護技術、治療環境の管理方法を学修すると共に、高度な実践能力
を養います。 （網島ひづる、笹川寿美）

急性・重症患者看護専門看護師分野

　がんとともに生きるがんサバイバー・家族や集団を対象に、がんの病
態・診断・治療の最新の知見をふまえて高度な看護実践を行うための看
護介入方法を理論的かつ実践的に探究する分野です。がん看護の基盤と
なる概念・理論、がんサバイバー・家族が抱える苦痛・苦悩を緩和するため
の介入、意思決定支援などの知識を学修し、がん看護専門看護師として
役割を果たすための実践能力を養います。 （神﨑初美、田中登美）

がん看護専門看護師分野

　女性のライフサイクル各期の健康支援について、疾病中心の医療とケ
アの観点に留まらず、文化的、歴史的、社会的背景を勘案して健康課題を
探求します。また、女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツを根幹に据え
て、女性のもつ生殖の性とジェンダーについての理解を深めると共に、ヘ
ルスプロモーションやWell-being等のさまざまな視点から看護介入モ
デルを学修し、実践的な研究を行います。 （西村明子、岡田公江）

母性看護学

　地域社会の個人、家族、集団、コミュニティ、組織を対象に、地域看護学
の基盤となる制度や理論などを学修し、顕在・潜在している健康課題を見
極め、それらを解決するための保健師活動や支援方法のあり方を科学的
に探求します。地域で生活する人々を対象とした地域看護実践のなかか
ら研究疑問を明確にし、研究疑問に適した研究方法を用いて看護研究し
ていく能力を育成します。 （土井有羽子）

地域看護学

Hyogo University of Health Sciences13 14Hyogo University of Health Sciences



医療科学研究科では、従来の修士論文作成をめざす科学研究コースの他に、高度専門職者をめざす課題研究コースを有して

います。

課題研究コースでは、日頃の臨床実践のなかでのスキルアップをめざして、症例を基盤として取り組み、自らの臨床的推論ならび

に臨床技術の向上をめざします。

　医学・医療科学の発展ならびに急速な高齢化の進行、個人

の価値観の多様性等によって、疾病や障害を有した方が社会

で生活していくためのニーズは多様化・複雑化してきており、こ

れらの変化に対応していくことが求められています。その中で、

リハビリテーション科学の学問的発展に寄与するとともに、より

高度な専門的知識と技術を有するリハビリテーション専門職の

育成に寄与する必要があります。そのために、次の４つを目標と

しています。

高度な研究能力を有する医療専門職者ならびに高度な実践能力を有する医療専門職者を強く目指す以下のような人材を求めます。

医療科学研究科長

玉木 彰 Tamaki Akira

　理学療法士、作業療法士などのリハビリテーション専門職種の養成は、現在では学部教育レベルにとどまらず、大学院に
おいて、より高度で専門的な臨床や研究指導の必要性が高まっています。このような背景から、本学も平成23年度に医療
科学研究科（修士課程）を設置し、リハビリテーション科学領域として病態運動学分野と人間活動科学分野の2分野を設け、
高度な専門知識ならびに技術の修得により、それぞれの専門分野の発展に貢献できる人材を育成しています。それぞれの分
野には、研究を主とするリハビリテーション科学研究コースと高度実践専門職者養成をめざすリハビリテーション課題研究コー
スがあり、研究力や臨床力の向上をめざすことができます。また平成28年度からは正規の大学院課程とは別に、医療専門職
者のキャリアアップを支援するため文部科学大臣から認定を受け、職業実践力育成プログラム（BP）を開講しています。
　本研究科は働きながら学び研究ができるよう、講義は主に週末や仕事後である夜の時間帯に開講しており、院生各自がそ
れぞれ自分のペースで研究を進めることができるようなカリキュラムを組んでいます。さらに大学院での研究指導や教育におい
ては、同法人である兵庫医科大学の多くの先生方にもご指導をいただきますので、まさに、兵庫医科大学と兵庫医療大学の
連携による医療総合大学の中で、医療人として幅広い知識と研究力を身につけることができます。

理念・目標

研究科長あいさつ

1 医療科学における科学的根拠ならびに最新の専門的
知識を修得し、幅広い医療人としての教養を培います

医療総合大学の中で、医療人として
幅広い知識と研究力を身につける

医療科学研究科
Graduate  Schoo l  o f  Rehabi l i ta t ion

修士
課程

2 専攻する分野において、より高度な専門的知識なら
びに技術を修得し、臨床現場で実践するとともに、更
なる発展・向上に努めることができる素養を培います

3 高度な臨床的推論に基づく臨床実践を展開するとと
もに、後進の育成に寄与できる指導者としての素養
を培います

4 専攻する分野における研究課題に取り組み、研究能
力を培います

アドミッション・ポリシー

1 自ら積極的に学び、目標に向かって邁進できる人。
2 自らの臨床的知識・技能を積極的に高めたいという意欲を有する人。
3 先駆的・学際的・発展的研究に取り組み、医療科学の発展に寄与する姿勢を有する人。
4 自らが修得した臨床的知識・技術、発展的知見を臨床実習教育・新人教育を通じて後進へ伝え、
　 専門職業人としての発展に寄与しようとする人。

「リハビリテーション科学研究」コース
❶ リハビリテーション科学領域において、先駆的・学際的・発展的な
　 研究を展開しようとする志向性を有する人。
❷ 将来、本領域において研究・教育を牽引していく意欲を有する人。

「リハビリテーション科学課題研究」コース
❶ 自らの臨床的知識・技術を積極的に高めたい人。
❷ 本研究科で培った臨床的知識・技術を活用して
　 リハビリテーション医療の向上に貢献しようとする人。
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医療科学研究科 Graduate  Schoo l  o f  Rehabi l i ta t ion

教員連絡先履修モデル

履修形式

1年次 2年次

前期 後期 前期 後期

大学院修士課程
共通科目

医療科学研究科
専門基礎科目

医療科学研究科
専門科目

研究指導科目

「リハビリテーション科学研究」コース
（人間活動科学分野・身体・認知活動の場合）

医療統計学特論

医療倫理学特論

1

1

単位数

所属する領域８単位

リハビリテーション科学研究法
リハビリテーション科学トピックス
リハビリテーション科学教育論（養成校教育）
リハビリテーション科学教育論（臨床教育）
リハビリテーション科学統計学実践特論
作業学特論
精神作業行動特論
高次脳機能特論
外傷性脳損傷特論
高機能広汎性発達障害
ハンドセラピー特論
鑑別診断学（画像診断・臨床検査）
鑑別診断学（臨床推論）

必修
必修

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

身体・認知活動学特論

身体・認知活動学特論演習

2

6

リハビリテーション科学研究 8

□医療科学研究科専門科目

8単位□研究指導科目

32単位
以上

修了要件

履修モデルは、１例に過ぎません。それぞれの研究テーマ、課題テーマに応じて、専門基礎科目を修了要件に合わせて履修してください。
課題研究コースの院生を対象として、症例提示法特論、症例検討実践特論は開講します。
特に、症例検討実践特論については、課題研究コースの院生のみを対象とするとともに、履修指定いたします。

※職業実践力育成プログラム（Brush up program for Professional）
職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として、実務に関する知識、技術及び技能について体系的に教育を行うプログラムとして
文部科学大臣が認定しています。

□大学院修士課程共通科目

□医療科学研究科
　専門基礎科目

2単位以上

必修を含めて１４単位以上

「リハビリテーション科学課題研究」コース
（病態運動学分野・運動器障害の場合）

医療統計学特論

医療倫理学特論

1

1

単位数

所属する領域８単位

リハビリテーション科学研究法
リハビリテーション科学トピックス
リハビリテーション科学教育論（養成校教育）
リハビリテーション科学教育論（臨床教育）
体表解剖学実践特論
物理療法実践特論
バイオメカニクス特論
運動生理学特論
ウィメンズヘルス特論
鑑別診断学（画像診断・臨床検査）
鑑別診断学（臨床推論）
症例提示法特論
症例検討実践特論

必修
必修

指定

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

運動器障害学特論

運動器障害学特論演習

2

6

リハビリテーション科学課題研究 8

□医療科学研究科専門科目

8単位□研究指導科目

32単位
以上

修了要件

□大学院修士課程共通科目

□医療科学研究科
　専門基礎科目

2単位以上

必修を含めて１４単位以上

 分野 研究領域 担当教員 連絡先（メールアドレス）

   川口 浩太郎 kotaro@huhs.ac.jp

   藤岡 宏幸   hfujioka@huhs.ac.jp

   坂口 顕   sakaguchi@huhs.ac.jp

   塚越 累   tsukagoshi.rui@huhs.ac.jp 

   玉木 彰   a-tamaki@huhs.ac.jp

   勝野 朋幸   katsunoa@huhs.ac.jp

   森沢 知之   morisawa@huhs.ac.jp

   宮本 俊朗  t-miyamoto@huhs.ac.jp

   日髙 正巳   hidaka@huhs.ac.jp

   森 明子   moakiko@huhs.ac.jp

   永井 宏達  nagai-k@huhs.ac.jp

   山﨑 せつ子   set-yam@huhs.ac.jp

   佐野 恭子   kyokoSANO@huhs.ac.jp

   平上 尚吾  hiragami@huhs.ac.jp

   山田 大豪   tayamada@huhs.ac.jp 

   松井 徳造   tokuzo_matsui@huhs.ac.jp

   有吉 正則  ariyoshi@huhs.ac.jp 

病態運動学

人間活動科学 

運動器障害

内部障害

神経障害

身体・認知活動

精神活動

　本学学部在学中から、臨床・教育と並び、『研究』の重要性を感じて
いました。学部在学中に取り組んだ卒業研究を通じ、研究の基礎から臨
床への応用方法をもっと学びたいと感じ、本学卒業後そのまま大学院修
士課程へ進学しました。
　入学当初は理学療法士1年目でもあり、仕事との両立など苦悩すること
も多かったです。しかし先生方に励まされ、大学院の仲間達と切磋琢磨
しながらとても充実した日々を過ごしています。臨床で芽生えた疑問に対
するアカデミックな視点は、学部からストレートで進学したからこそ得ら
れたもので、将来の自分の強みにできるよう努めたいと思っています。

アカデミックな視点は将来の自分の強み

　病院で臨床中心に取り組んでいた私は違った視点を求めて修
士課程へ進学しました。各授業では医学的知識、研究の組み立
て方、文献の検索方法、統計的手法などを学びました。また、専
攻した内部障害特論では研究状況を報告し、教員と他の院生で
検討し合いました。指導教員をはじめ先生方には研究以外の進
路、臨床活動にも助言を頂き本当に充実した２年間でした。修士
課程を修了し、ようやく理学療法士としてのスタートラインに立て
た気持ちです。卒業後の今も、引き続きご指導頂いています。

理学療法士としてのスタートライン

病態運動学内部障害分野 M2
神戸平成病院勤務

小泉 美緒

平成 28 年度　修了生
病態運動学内部障害分野
ポートアイランド病院 勤務

阿萬 大地

在学生・修了生の声

職業実践力育成プログラム（BP）

医療科学研究科の課題研究コースは、「職業実践力育成プログラム※」の認定を受けています。
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医療科学研究科 Graduate  Schoo l  o f  Rehabi l i ta t ion

分野紹介

人間活動科学分野病態運動学分野

　運動器疾患を中心とする障がいを有した方を対象とした治療
的介入の向上に主眼をおく研究領域であり、障がいの原因の的
確な判断と臨床的推論能力を修得し対象者に適用するとともに、
その効果判定をしながら介入内容を変更できる素養を有した人
材を育成します。加えて、障がいの予防の観点より、健康増進やス
ポーツ競技者のトレーニング指導等にも係わる人材を育成します。
　また、研究を主とする科学研究コースでは、自ら設定したテーマ
について、基礎医学や関連領域の知識・技術を用いて研究計画の
立案、研究の実施、論文作成を行います。

（川口浩太郎、藤岡宏幸、坂口顕、塚越累）

運動器障害 年度 論文タイトル

　H28 前十字靭帯再建術後症例の下肢機能が片脚立ち
上がり能力、パフォーマンス能力に及ぼす影響につ
いて

　H28 運動様式の違いが活動後増強に及ぼす影響につい
て　～短腓骨筋を対象とした検討～

　H27 二相性微弱電流刺激の創傷治癒メカニズムの解明
―増殖因子に着目して―

　呼吸・循環・代謝機能などの内部障害を有する方を対象とし
た治療的介入の向上に主眼をおき、病態を的確に捉え、介入の
是非の判断やエビデンスに基づいたプランの立案ならびに適
切な介入の実施、さらには効果判定ができる素養を有した人材
を育成することを目的としています。
　また、研究では、呼吸・循環機能に関する運動生理学的手法
を用いた基礎的研究から、実際の臨床に即した介入効果に関す
る研究など、幅広い関連領域からテーマを設定し、研究計画の
立案・研究の実施、論文作成などの指導を行います。

（玉木彰、勝野朋幸、森沢知之、宮本俊朗）

内部障害

　脳血管障害を代表とする神経系に障がいを有する方を対象
とした治療的介入の向上に主眼をおく研究領域であり、障がい
像・生活環境に応じた介入判断ができ、効果判定を行いながら
介入内容の変更ができる素養を有した人材を育成することを目
標としています。
　また、最新の医学的介入を理解し、効果的な介入を展開でき
る素養を培うとともに新たな介入方法の開発、効果判定の手法
等について、基礎的・臨床的テーマを設定し、研究計画の立案、
研究の実施、論文作成を行います。

（日髙正巳、森明子、永井宏達）

神経障害

　日常生活活動・余暇活動・生産活動等のひとの諸活動を、身
体機能・認知機能との関連から科学する領域で、障がいに関連
する研究のみならず障がい予防や正常機能の探求も含めて、
作業・活動の質の向上に直接的あるいは間接的に貢献すること
を目的としています。関連する評価・治療および作業・活動の本
質等について極める経験をとおして、ひとの諸活動に関する知
見を自ら発展させる能力の基盤を培います。論文作成をめざす
科学研究コースでは知見の発展を、課題研究コースでは既存の
知見の臨床的活用の発展をめざします。

（山﨑せつ子、佐野恭子、平上尚吾）

身体・認知活動

　精神または発達に障がいのある方々を対象にして、心身の働
きと仕組み、及び活動や社会参加に関する障がいと健康的側
面の評価について幅広く学び、治療法や生活支援に寄与する
精神活動のリハビリテーション技術を修得する研究領域です。
　精神または発達に障がいのある方々の健康と生活支援に寄
与する精神活動領域のリハビリテーションの実践的研究だけで
なく、対象者を包括的に理解して合理的かつ効果的な介入と指
導ができる臨床実践家の育成も目指します。

（山田大豪、松井徳造、有吉正則）

精神活動

　リハビリテーション分野における摂食嚥下分野の重要性とその
科学研究の社会的要請は増大しています。科学研究コースでは、
摂食嚥下障害に関する調査研究、嚥下機能の簡便かつ汎用性の
ある客観的評価法の確立、嚥下機能の病態分析、科学的根拠に
基づいた介入方法の確立などをめざした研究をおこないます。ま
た、リハビリテーション分野と看護・薬学・歯科・栄養・福祉分野の専
門職と共同研究も行える環境にあり、これらの分野との連携も視
野に入れた学際的研究をめざします。

摂食嚥下障害（未開講）

年度 論文タイトル

　H28 慢性期脳卒中片麻痺患者における歩行時の筋酸素
動態の経時的変化

　H28 口腔内圧の段階的な負荷が横隔膜筋厚と胸腹部
運動に及ぼす影響

　H28 在宅慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の身体活動
量と骨格筋機能の関係

　H28 外来通院運動器疾患患者の身体活動量と身体機
能の関係

　H27 慢性腰痛の有無は高齢者の身体活動量に影響を及
ぼすか

　H27 大腿骨近位部骨折患者に対する300段の階段昇降
練習の付加が下肢筋肉量と身体機能に及ぼす影響

年度 論文タイトル

　H28 妊婦体験ジャケット着用時における跨ぎ動作の運動
学的特徴

　H28 脳卒中片麻痺患者の歩行開始動作にDual-taskが
与える影響

　H27 理学療法実習生からみた臨床実習の実態と課題 
―理学療法の魅力感、 ストレスに関わる要因を検討
して―

　H27 発症後早期の脳卒中患者における身体不活動とそ
の要因

年度 論文タイトル

　H27 回復期脳卒中患者の日常生活活動に関する看護
師・理学療法士・作業療法士間の情報需給の状況

　H26 化粧動作に必要な肘関節屈曲角度と動作特性 ―
ファンデーション動作に着目して―

　H25 手指の関節可動域制限が日常生活動作へ及ぼす
影響―母指IP関節および示・中・環・小指PIP関節に
着目して―

　H24 橈骨遠位端骨折後のADLにおける患側手の使用状
況と治療成績の関連性

年度 論文タイトル

　H28 精神障害者の主観的well-beingが社会生活に与
える影響　～入院患者とデイケア通所者および就
労支援利用者との比較～

　H27 統合失調症患者の主観的ウェルビーイングに対す
る社会生活技能訓練の影響について

　H24 精神科入院患者の退院困難要因の分析に基づく退
院への意識を強化する作業療法プログラムの有用
性に関する研究

年度 論文タイトル

　H27 パーキンソン病患者における最大舌圧と嚥下動態
との関連

　H25 頭頸部肢位の違いが嚥下時の舌口蓋接触に及ぼ
す影響

　H25 脳血管障害を発症した慢性閉塞性肺疾患患者にお
ける摂食嚥下障害の臨床経過
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学長あいさつ

学費

入学金 200,000円

200,000円

100,000円

500,000円

0円

200,000円

100,000円

300,000円

ー

400,000円

200,000円

600,000円

薬学研究科

初年次

入学時 後期分
2年次以降

100,000円

150,000円

100,000円

350,000円

0円

150,000円

100,000円

250,000円

ー

300,000円

200,000円

500,000円

初年次

入学時 後期分
2年次

100,000円

150,000円

100,000円

350,000円

0円

150,000円

100,000円

250,000円

ー

300,000円

200,000円

500,000円

初年次

入学時 後期分
2年次

医療科学研究科看護学研究科

合計

授業料

教育充実費

年額 800,000円 600,000円 600,000円 500,000円 600,000円 500,000円

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合があります。
※本学出身者及び、学校法人兵庫医科大学の教職員として通算5年以上の勤務実績のあるものについては、入学金を免除します。
※入学検定料は試験毎に30,000円が必要です。
※学費は、前期・後期の2期に分けて定められた期日（4月・10月）に納入することになっています。

（単位：円）

京都三ノ宮
（三宮）

姫路

ポ
ー
ト

ラ
イ
ナ
ー

新大阪

阪急
京都線

阪神本線

加古川

阪急神戸線

神戸空港

山陽電鉄

JR山陽新幹線

JR山陽本線
JR神戸線

JR福知山線

大阪国際空港 河原町
新神戸

尼崎

武庫川

篠山口

明石
神戸

大阪
（梅田）

N

みなとじま（キャンパス前）
キャンパスまで徒歩約10分

神戸女子大学

ファミリー
マート

歩道橋

夙川学院
短期大学

神戸学院大学

み
な
と
じ
ま（
キ
ャ
ン
パ
ス
前
）兵庫医療大学

三宮からのアクセス
●ポートライナー「三宮」駅より
　「みなとじま（キャンパス前）」駅まで約9分、駅から大学まで徒歩約10分
　（ポートライナーは行き先問わず「みなとじま（キャンパス前）」に停車）
●直通バス「ポーアイキャンパス線三宮バス停」（三宮そごう前）から
　「ポーアイキャンパス行き」に乗車約12分、ポーアイキャンパス東バス停下車すぐ

神戸からのアクセス
●直通バス「神戸駅南口」から「ポーアイキャンパス行き」に乗車約15分、
　ポーアイキャンパス東バス停下車すぐ

 ポートライナー
約9分

 直通バス約12分

京都

三ノ宮
（三宮）

大阪

明石

姫路

兵
庫
医
療
大
学

み
な
と
じ
ま（
キ
ャ
ン
パ
ス
前
）

JR東海道本線
約50分

JR東海道本線
約20分

JR東海道・山陽本線
約40分

JR東海道・山陽本線
約15分

徒歩 
約10分

兵庫医療大学 学長

馬場 明道 Baba Akemichi

　兵庫医療大学は、兄弟校の兵庫医科大学・同病院との密接な教育連携をもとにした“チーム医療”教育を基本とし、“地域に生き、地

域と共に学ぶ”、医療総合大学として、他に見られない医療人育成教育を行っています。本学は、医療の場に立脚した教育を大きなアドバ

ンテージとし、開学以来、順調に発展を遂げてきました。すでに多くの有為の人材が、医療現場において活躍しています。

　本学が併設する３つの大学院研究科は、これら学部教育の実績の上に、これからの医療人に必要とされる高度な医療科学・医療技術

の包括的教育研究を実施することにより、次代を担う医療専門職者、医療関連領域の教育者・研究者を育成することを目指しています。

そのため、教育の実践の場としての兵庫医科大学・同病院との密接な連携のもとに、各々、高い研究実績を持つ多領域の教員による密

度の高い教育研究を展開しています。

　大学院で学ぶことは、それぞれの学術を極めると共に、キャリアパスとしての高度実践医療専門職者や、アカデミアでの教育研究者へ

の道にも繋がっていくものです。

　キャリアアップを目指す専門職者の皆さんを待っています。

優れた実績を持つ多領域の教員が、
あなたのキャリアパスを支援します

ディプロマ・ポリシー

学校法人 兵庫医科大学の建学の精神ならびに本学の教育理念・目標のもとに、人間への深い愛と豊かな人間性を持ち、
社会や医療分野における様 な々課題を解決するための研究する心と力を修めた学生に、学位を授与します。

カリキュラム・ポリシー

医療・保健・福祉などの分野における様 な々課題を解決するための研究する心と力を修めることができるように、
教育課程編成・実施の方針を定めます。

アドミッション・ポリシー

医療・保健・福祉などの分野における様 な々課題を解決するための研究する心と力を身につけたい志のある学生を求めています。
研究を修めるために必要な学力や主体性を、専門科目、外国語、面接などにおいて評価します。

学費

アクセスマップ

大学院３つのポリシー
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