
研究室 教員 在室時間 対応者（場所） 参加者のみなさんへ 備考

慢性疾患看護学 清水教授
10:30～
14:00

清水　安子教授
（北研究棟/５階 Ｂ５１８室）

慢性疾患をもつ人とその家族への看護技術、セルフケア
支援技術に関する研究、看護の質向上のための看護実践
能力の育成やケアシステムの開発に関する研究を行って
います。
エンパワーメント、エンドオブライフケアなど病気をもち
ながらその人らしく生きることを支えるために、様々な
角度から研究を行っています。研究力を高め、看護実践
力につなげることを大事にしています。

いつでもメールでご相談ください。
shimizuy@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

荒尾教授 当日不在

山本講師
10:30～
12:00

竹屋教授

山川准教授

精神保健看護学 武用教授
10:30～
16:00

武用　百子教授
（北研究棟/5階 B512室）

精神的諸問題を持つ人へのセルフケア支援やリカバリー
を促進する方法などについての研究、ケア構造を明らか
にする研究、ICTを利用した精神看護技術の開発など、
産学官連携を意識した研究を行っています。
2040年問題を見据えると、慢性疾患に精神的諸問題を
複合的に抱える方は増えていきます。精神科の経験の有
無に限らず、これらの研究に興味のある方をお待ちして
います。

当日、研究室訪問ができない場合は、メー
ルでご相談ください。
momo-bu@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

周手術期管理学 上野教授
13:00～
15:00

上野　高義教授
（北研究棟/5階 B514室）

周術期に関する研究全般を行っています。また、周術期
に関する人材育成のお手伝い（前期課程では、麻酔科と
協力し周麻酔期看護師の育成、また、後期課程では、臨床
工学技士指導者育成コースにて臨床工学関連の研究）を
行っています。お気軽に声をかけてください。

質問などは
uenotm@sahs.med.osaka-u.ac.jp
まで！

☆各研究室の詳細は、ホームページの「研究室紹介」をご覧ください。 http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/jpn/departments/

研究室訪問　２０２2年５月21日（土） 開催

統合保健看護科学分野　看護実践開発科学講座

ビックデータから個別ケアまで一人の人生に役立つ研究
をするには多職種他領域（医学、工学、情報学、哲学、企
業、介護業界など）との共同は不可欠です。柔軟な思考で
社会を変えていきましょう。看護の実践の検証を常に視
野にいれ、既存の枠組みにとらわれない活動をしていま
すので、一緒に研究していきましょう。

当日参加できない人は下記までご連絡く
ださい。
miyatabu@sahs.med.osaka-
u.ac.jp　 （担当 山川）

急性期・緩和ケア学
山本　瀬奈講師

（北研究棟/５階 Ｂ51３室）

前期課程では、がん看護、緩和ケア、ACP、医療経済・経
営、周手術期看護に関する研究テーマを広く扱っていま
す。
R5年度からは、認定遺伝カウンセラーコースも担当し、
がんゲノム医療と看護についてもテーマとします。
後期課程では、がん看護、緩和ケアに関する研究と医療
経済・経営に関する研究をテーマにしています。これらの
領域に興味がある方をお待ちしています。

当日、研究室訪問できない場合は、下記ま
で連絡をお願いします。
h-arao@sahs.med.osaka-u.ac.jp

老年看護学
10:30～
13:00

竹屋　泰教授/山川　みやえ准教授
（北研究棟/5階 B516,B５１７室）
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研究室 教員 在室時間 対応者（場所） 参加者のみなさんへ 備考

松﨑教授
12:30～
16:00

松﨑　政代教授
（北研究棟/４階 Ｂ４１3室）

就労女性や妊娠期から育児期の女性や父親の支援に関
する研究をしています。出版論文などをご確認いただ
き、興味のあるテーマを考えてみてください。一緒にケ
アの構築をしましょう。　　　※助産師コースを希望され
る方は、白石准教授と面談をします。21日は松﨑のみで
す。

ご質問などありましたら、
matsu3@sahs.med.osaka-u.ac.jp
にご連絡ください。

白石准教授 当日不在
白石　三恵准教授

（北研究棟/４階 Ｂ414室）

妊娠前の女性の健康増進、妊娠期から育児期の女性の合
併症予防に向けた助産ケアの提案やセルフケア能力を高
める支援に関する研究を行っています。
※助産師教育コース希望の方は、松﨑教授と一緒に面談
を行います。

申し訳ありませんが、当日は不在のため、メー
ルでご連絡ください。
mi-shi@sahs.med.osaka-u.ac.jp

母性胎児科学 遠藤教授
14:00～
16:00

遠藤　誠之教授
(北研究棟/４階 Ｂ４1２室)

胎児診断治療、流死産へのグリーフケア、よりよいお産・
育児環境づくりまで、幅広い視点で研究をすすめていま
す。

いつでもメールでご相談ください。
mendoh@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

ウィメンズヘルス科学 渡邊教授
11:00～
16:00

渡邊　浩子教授
（北研究棟/３階 Ｂ３１９室）

妊娠前から育児期の女性の健康支援に関する研究、国内
外の母子保健向上の支援策に関する研究を行っていま
す。

いつでもメールでご相談ください。
watanabe@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

小児・家族看護学 山崎教授
10:30～
16:00

山崎　あけみ教授
（北研究棟/４階 Ｂ４１８室）

小児看護学、家族看護学全般について、実践に根ざした
研究の問いの立て方から、計画書作成・フィールドでの
データ収集・分析・論文執筆・発表まで院生が主体的に学
び続けられるように指導します．
遺伝カウンセリングコースご希望の方は、家族面談の技
法・分析などに関心のある方ご連絡ください。

いつでもメールでご相談ください。
akemiyamazaki@sahs.med.osaka
-u.ac.jp

統合看護科学分野　生命育成看護科学講座

助産学・リプロダクティブヘルス
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研究室 教員 在室時間 対応者（場所） 参加者のみなさんへ 備考

看護管理学 井上教授 当日不在
井上　智子教授

（北研究棟/３階 Ｂ３18室）
看護サービスの質を保ちつつ、元気に働きたいと考えて
おられる方、いろいろな切り口で検討していきましょう。

いつでもメールでご相談ください。
t-inoue@sahs.med.osaka-u.ac.jp

包括看護科学 樺山教授
10:30～
13:00

樺山  舞教授
（北研究棟/３階 B３１７室）

健康寿命延伸に向け、生活習慣病や介護予防の研究を
行っています。心身・社会・環境等の観点から、保健指導、
多職種・多機関連携、ソーシャルキャピタルの醸成を中心
に検討しています。幅広い視点で一緒に考えていきま
しょう。

当日、研究室訪問できない場合は、メールでの
相談にも応じます。
kabayama@sahs.med.osaka-u.ac.jp

地域ヘルスケアシステム科学 小西教授
12:00～
14:30

小西　かおる教授
（北研究棟/３階 Ｂ３１４室）

14:30～16:00は南研究棟/4階
D415室でゼミを行っています。

興味ある方はご見学下さい。

神経難病の在宅療養支援、お寺を拠点としたまちづく
り、医療的ケア児（者）の緊急災害支援対策、地域職域連
携による健康づくり、途上国における国際医療保健な
ど、国内外の地域をフィールドにした幅広い研究を行っ
ています。

当日、研究室訪問できない場合は、メール
での相談にも応じます。
kkonishi@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

公衆衛生看護学 岡本教授
10:30～
12:00

岡本　玲子教授
（北研究棟/３階 Ｂ３１３室）

保健師のワザの明確化と、それを修得するプログラム・
評価指標の開発と普及、現場との協働に力を入れていま
す。公衆衛生看護学教室のホームページもご覧くださ
い。http://www.phnspace.umin.jp/

メールでの相談、オンライン面談にも応じ
ますので、ご連絡ください。
reiko@sahs.med.osaka-u.ac.jp

公衆衛生看護学／高等共創研究院 蔭山教授
12:15～
14:00

蔭山　正子教授
（中央共通棟/１階 C109室）

地域で暮らす精神障がいをお持ちの方やその家族への
支援について研究をしています。

オンライン面談も可能です。メールでご連
絡ください。
kageyama@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

公衆衛生看護学 小出准教授
10:30～
13:00

小出  恵子准教授
（北研究棟/４階 Ｂ416室）

働く男性の生活習慣病予防や健康づくりと、保健師活動
をテーマに研究をしています。

いつてもメールでご相談ください。
keiko@sahs.med.osaka-u.ac.jp

ヘルスプロモーション・システム科学 神出教授
10:30～
16:00

神出　計教授
（北研究棟/３階 Ｂ３１５室）

健康長寿や在宅医療、生活習慣病の管理などの研究に興
味をお持ちの方、気軽にお越しください。

当日、研究室訪問できない場合は、メール
での相談にも応じます。
kamide@sahs.med.osaka-u.ac.jp

ヘルスケア・システム工学 内海准教授
10:30～
16:00

内海　桃絵准教授
（北研究棟/3階　B316室）

感染管理についての研究を行っています。病院だけでな
く介護施設や地域も対象に、医学、工学、情報科学、心理
学の専門家や企業とも連携して、幅広い視点から研究に
取り組んでいます。

いつでもメールでご相談ください。オンラ
イン面談も可能です。
utsumi@sahs.med.osaka-u.ac.jp

統合保健看護科学分野　総合ヘルスプロモーション科学講座
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研究室 教員 在室時間 対応者（場所） 参加者のみなさんへ 備考

高度がん看護専門看護師コース 荒尾教授 当日不在
荒尾　晴惠教授

（北研究棟/５階 Ｂ515室）

高度な実践力をもつがん看護専門看護師を目指すコー
スです。
このコースは、がん看護の臨床経験が必要です。

申し訳ありませんが、当日は不在のため、
メールでご連絡ください。
h-arao@sahs.med.osaka-u.ac.jp

助産師教育課程（コース）
助産師の国家試験受験資格を取得できるコースです。
このコースは、大学院入学までに看護師国家資格の取得
が必要です。

当日、研究室訪問できない場合は、左記の
各教室の教員全員に連絡し、面接を受けて
ください。

保健師教育課程（コース）
保健師の国家試験受験資格を取得できるコースです。
このコースは、大学院入学までに看護師国家資格の取得
が必要です。

希望する教員の研究室訪問のみでかまい
ません。全員に面接を受ける必要はありま
せん。

ナースプラクティショナー
教育プログラム

清水教授
武用教授
竹屋教授
上野教授

山川准教授

14:00～
15:00

清水教授、武用教授
（北研究棟/５階 Ｂ521室）

ナースプラクティショナー（JANPU-NP）資格認定審査
受験資格を得ることができるコースです。
このコースは、看護の臨床経験が必要です。

いつでもメールでご相談ください。
shimizuy@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

統合保健看護科学分野　ナースプラクティショナー教育プログラム

統合保健看護科学分野　高度がん看護専門看護師コース

助産学・リプロダクティブヘルス、母性胎児科学、ウィメンズヘルス科学のい
づれかの教員が研究指導を担当します。各教室の教員の在室時間に面接を
お受けください。

統合保健看護科学分野　保健師教育課程（コース）

統合保健看護科学分野　助産師教育課程（コース）

公衆衛生看護学、地域ヘルスケアシステム科学、ヘルスプロモーション・シス
テム科学のいづれかの教員が研究指導を担当します。保健師教育課程につ
いては、全体の説明会終了後、希望者に説明資料をお渡しします。
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分子イメージング学 福地教授 当日不在
福地 一樹教授

(南研究棟/２階 Ｄ２０３)
核医学の手法を用いて、病態の解明、検査技術の改良に
取り組んでいます。

説明会当日以外でも事前に連絡をいただ
ければ対応致します。

生体機能イメージング 小山内教授
10:30～
16:00

小山内　実教授
(南研究棟/２階 Ｄ２０８またはD218室)

脳機能発現メカニズム解明を主な目的として、生体機能
発現に関わる神経活動や生体機能情報のマルチスケー
ル・マルチモーダルイメージングによる見える化を進め
ています。多分野からの応募を歓迎します。

ご相談、ご訪問はいつでも歓迎しますので、当
日訪問できない方はメールでご相談ください。
osanai@sahs.med.osaka-u.ac.jp

西尾教授
10:30～
12:00

西尾　禎治教授
(南研究棟/２階 Ｄ２０７・Ｄ２１１室)

坂田准教授
13:00～
16:00

坂田　洞察准教授（西尾　禎治教授）
(南研究棟/２階 Ｄ２１１室)

放射線情報学 沼崎准教授
10:30～
16:00

沼崎　穂高准教授
（南研究棟/２階 D２09室）

放射線診断分野に関して医用画像の解析，新たな診断支
援法の開発，放射線治療分野に関して，放射線治療症例
の全国的な収集と解析を行っています。

当日、研究室に訪問できない場合は、メー
ルでご相談ください。
numasaki@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

放射線腫瘍学 小泉教授 当日不在
小泉　雅彦教授

(南研究棟/５階 Ｄ５０７室)

放射線治療の基礎の放射線腫瘍学として、放射線生物学
を研究しています。がんプロフェッショナル養成プランに
属し、医学物理士認定コースになっています。
新入生は募集しませんが、上記に関係して医学専攻放射
線治療学教室や、大阪国際がんC、大阪重粒子線C、兵庫
県立粒子線医療Cの連携大学院と研究連携をしており、
紹介が可能です。

当研究室として大学院生募集はありません。連
携大学院に興味のある方は、以下のメールにご
相談下さい。
koizumi@sahs.med.osaka-u.ac.jp

画像定量解析学 田中教授
10:30～
16:00

田中　壽教授
（南研究棟/２階 D２０4室）

臨床MRI装置を使って、脳脊髄液の循環(glymphatic
sytem)の研究や新しい撮影方法(double diffusion
など）の開発・応用を行っています。

当日来られない方は、いつでも下記メール
でご相談ください。
tanaka-h@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

医用光学 近江教授
10:30～
12:00

 近江　雅人教授
（南研究棟/２階 D２０６室）

当研究室では、光断層イメージング（OCT）を用いて生理
学分野および皮膚科学分野への応用や高速化などの技
術開発の研究を行っています。

当日来られない方は、メールでご相談くだ
さい。
ohmi@sahs.med.osaka-u.ac.jp

先端画像技術学 齋藤准教授
10:30～
13:00

齋藤　茂芳准教授
(南研究棟/1階 Ｄ108,１12室)

MRIを用いた研究を行っています。7T-MRIを用いた
基礎研究や前臨床研究を幅広く行っています。

見学等随時歓迎します。詳細は齋藤まで。
saito@sahs.med.osaka-u.ac.jp

医療画像技術科学分野　生体物理工学講座

医学物理学

医学物理学研究室では、臨床現場や大学・研究所で活躍
出来る医学物理士の研究教育と人材育成を目指してお
ります。
本学の特徴である、医学と理学、工学との横断的で充実
した研究環境を活用することで、医療ニーズから生まれ
る先端的なシーズ研究の実施による教育を行っておりま
す。
また、医学物理士教育コースの認定を受けた教育プログ
ラムがあり、医学物理士の人材育成にも努めています。

当日、研究室訪問を希望する方は、事前にメー
ルでご連絡下さい。
nishio@sahs.med.osaka-u.ac.jp
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病態超音波医学 鎌田教授 当日不在
鎌田　佳宏教授

（南研究棟/5階 D509室）

消化器疾患の病態解析と超音波検査を結びつけた研究
を行っています。詳しくは、HPをご覧ください。
（https://www.med.osaka-
u.ac.jp/pub/advancedgh/index.html）

ご興味のある方はメールください。
ykamada@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

医用磁気共鳴学 木村准教授
10:30～
16:00

木村　敦臣准教授
（南研究棟/１階 Ｄ１０６室）

MRIの超高感度化を達成し、新しい肺機能診断法を開発
しました。
現在は、がんの診断・治療への応用を目指しています。

画像科学技術 石田教授
10:30～
16:00

石田　隆行教授
（南研究棟/２階 Ｄ２０５室）

人工知能（AI）や高度な画像処理を用いたコンピュータ
支援診断システムを開発しています。興味のある方は、
お尋ねください。

当日、研究室に訪問できない場合は、メー
ルでご相談ください。
tishida@sahs.med.osaka-u.ac.jp

木原教授

山本准教授

髙橋教授

久保田准教授

三善教授

近藤准教授

再生発生医学 辻川教授
10:30～
16:00

辻川　元一教授
（南研究棟/３階 Ｄ３０5室）

主にiPS細胞を使った再生医療の研究が第一のテーマで
す。大阪大学眼科医学部はiPS細胞からの角膜上皮医療
の臨床応用を世界で初めて行いました。新しい医療で看
護の方々も興味がおありになるのではないでしょうか。
また、神経や上皮の発生といった研究も行っておりま
す。

元々が眼科出身の研究者で再生、発生に関わ
る事だけでなく、神経、血管、炎症等の研究も
行っています。ゼブラフィッシュという魚のモデ
ルも使っているので、マウスの実験はちょっと
というような人も是非に。
moto@ophthal.med.osaka-ac.jp

分子生化学 当日不在
三善　英知教授

（南研究棟/4階 D404室）

がん、消化器疾患の診断・治療、予防医学に興味がある人
を歓迎します。研究のキーワードは、生化学、糖鎖、バイ
オマーカーです。

6/4（土）12時半〜14時半、事前予約なし
で教授室（D404)にお越しください。
それ以外の日でも、研究室の内容を紹介し
ます。
気軽にemiyoshi@sahs.med.osaka-
u.ac.jpにご連絡ください。

10:30～
12:00

木原　進士教授
（南研究棟/5階 D505室）

山本　浩靖准教授
（南研究棟/5階 D519室）

心筋梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化の診断・治療、
予防医学に興味がある人を歓迎します。

医療検査技術科学分野　生体病態情報科学講座

心血管代謝学
気軽に木原進士
skihara@sahs.med.osaka-u.ac.jp
までご連絡下さい。

臨床神経生理学 当日不在
髙橋　正紀教授

（南研究棟/５階 D５０３室）

生理・分子生物、遺伝学的手法を用いて脳・神経・骨格筋
に関して、「分子」から「こころ」まで幅広い研究を行って
います。

5/21は不在です。
訪問希望あれば6/4の11：00～13：30
にお越しください。
連絡アドレス：
mtakahas@sahs.med.osaka-
u.ac.jp
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免疫造血制御学 尾路教授
10:30～
16:00

尾路  祐介教授
（南研究棟/４階 D４０９室）

「がん遺伝子の働き」「がんの免疫療法」「分子標的治療
法」をテーマに基礎的な研究から患者さんを対象とした
臨床研究まで行っています。

連絡アドレス：oji@sahs.med.osaka-
u.ac.jp

分子病理学 山本教授
13:30～
14:30

山本　浩文教授、横山　雄起助教
（南研究棟/３階 D３０４室）

癌の分子病理学の研究をしています。
6月4日（土）にも、13:30～15:00 3階
D304で対応します。

予防診断学 渡邉教授 当日不在
渡邉　幹夫教授

（南研究棟/４階 D４１2室）

ふたご、あるいは患者さんを対象に、疾病の発症や予
後、あるいは臨床検査に及ぼす遺伝因子や環境因子を解
明し、予知・予防可能な個別化医療の実現を目指してい
ます。

6月4日（土）10:30～13:00頃に別途時間を
とっております。それ以外にも個別に対応しま
すので、前もって訪問時間等をご相談くださ
い。
連絡先：nabe@sahs.med.osaka-u.ac.jp
Web:http://sahswww.med.osaka-
u.ac.jp/~prevdiag/

遺伝カウンセリングコース

認定遺伝カウンセラーの受験資格を取得できるコースで
す。
統合保健看護科学プログラムと医療検査技術科学プログ
ラムに属する、3つずつ計6つの研究室があります

出願までに希望する教員の面接を必ず受
けてください。
なお、担当教員全員に面接を受ける必要
はありません。

　統合保健看護科学分野/医療検査技術科学分野　遺伝カウンセリングコース

オンラインでの説明会を行います
予定・申込方法についてはホームページにおって掲載します

https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gc-
course/sahswww/

連絡アドレス：gcc@sahs.med.osaka-u.ac.jp
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