研究室訪問 平成２９年５月２７日（土）開催
☆各研究室の詳細は、ＨＰの「研究室紹介」をご覧ください。
研究室

教員

在室時間

http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/www/syokai/index.html

当日の対応者/場所

参加者のみなさんへ

備考

統合看護科学分野 看護実践開発科学講座
慢性疾患看護学

急性期・緩和ケア学

10:30〜16:00

清水 安子教授
（北研究棟/５階 Ｂ５１８室）

慢性疾患患者の看護に関する研究を幅広く受け入れてい
ます。
いつでもメールでご相談ください。
慢性疾患看護をより良くしたいと思う気持ちを大切に、それ shimizuy@sahs.med.osaka-u.ac.jp
ぞれの関心に合わせて進めていきます。

荒尾教授

10:30〜12:30

荒尾 晴惠教授
（北研究棟/５階 Ｂ515室）

前期課程では、がん看護、緩和ケア、移植看護、周手術期
当日、研究室訪問できない場合は、下
看護、看護教育に関する領域などを広く扱っています。
記まで連絡をお願いします。
後期課程では、がん看護、緩和ケアに関する研究を扱って
h-arao@sahs.med.osaka-u.ac.jp
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。

福井教授

10:30〜16:00

福井 小紀子教授
（北研究棟/３階 Ｂ５１６室）

高齢者を中心とした終末期ケア、在宅看取り、施設看取り、 当日、研究室訪問できない場合は、メー
退院支援、地域連携、医療介護連携、看護の診療報酬・介 ルでの相談にも応じます。
護報酬改定、看護の質評価を含む「地域包括ケアシステム sfukuii@sahs.med.osaka-u.ac.jp
（地域づくり）」に関連する量的研究を行っています。

山川准教授

当日不在

-

認知症を中心とした看護技術の開発、既存の地域資源を
活用する仕組みについての研究、少子高齢社会における
住民ビッグデータの分析などを行っています。

当日、学会で不在のため、随時メールで
アポイント取ってください。
miyatabu@sahs.med.osaka-u.ac.jp
大変申し訳ありませんが、当日は出張のた
め不在です。下記メールへご連絡下さい。
こちらから連絡致します。
endo@sahs.med.osaka-u.ac.jp

清水教授

地域包括ケア学・老年看護学

精神保健看護学

遠藤教授

当日不在

-

現場主義・自主自立をモットーに、精神科看護領域の研究
に取り組んでいます。
精神看護学の発展を願う方と一緒に研究できればと思いま
す。

周手術期管理学

梅下教授

10:30〜11:40

梅下 浩司教授
（北研究棟/５階 Ｂ５１4室）

手術医学／手術室看護、臓器移植、消化器外科周手術期
管理に興味をお持ちの方、お待ちしています。

統合看護科学分野 生命育成看護科学講座
松﨑教授

10:30〜12:00

松﨑 政代教授
（北研究棟/４階 Ｂ４１3室）

妊娠期から育児期まで母児が健康に過ごせる生活習慣に
ついて研究をしています。また、性に関する研究にも興味の
ある方もお待ちしております。

白石准教授

10:30〜12:00

白石 三恵准教授
(北研究棟/４階 Ｂ４1４室)

周産期にある女性が心身ともにより健康に過ごせるよう、看
護ケア・助産ケアの在り方を検討するための研究を行って
います。
ぜひ一緒にエビデンスの確立を目指しましょう。

母性ヘルスケア科学

研究室

教員

在室時間

当日の対応者/場所

参加者のみなさんへ
学生さんのモチベーションを尊重して、生殖に関わる事象
の科学的な根拠を追及する研究を進めています。

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

リプロダクティブヘルス科学

大橋教授

当日不在

-

ウィメンズヘルス科学

渡邊教授

13:00〜16:00

渡邊 浩子教授
（北研究棟/３階 Ｂ３１９室）

女性と次世代の健康を確保するために、妊娠前から育児期
までの健康支援に関する研究を行っています。

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

小児・家族看護学

成育小児科学

山崎教授

酒井教授

当日不在

-

いつでもメールでご相談ください。
今まで小児疾患、特に先天異常、先天代謝異常疾患や遺 norio@sahs.med.osaka-u.ac.jp
伝疾患に関わる医療に長く関わってきましたので、遺伝医
療に関係する医療、福祉、教育における看護学、保健学に
おける研究を展開したいと思っています。

統合看護科学分野 総合ヘルスプロモーション科学講座

看護管理学

井上教授

10:30〜12:30

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。

数理保健学

大野教授

10:30〜16:00

大野 ゆう子教授、木戸 倫子助教
（北研究棟/３階 B３１７/Ｂ３２０室）

保健医療福祉領域でのさまざまな課題、臨床看護における
観察や計測、予後予測や状況把握の方法論などに興味が
あれば、どうぞ。
「今」の知識は気にしないでいらしてください。

地域ヘルスケアシステム科学

小西教授

10:30〜16:00

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

小西 かおる教授
（北研究棟/３階 Ｂ３１４室）

重症難病患者の在宅療養支援、地域職域連携による地域
当日、研究室訪問できない場合は、メー
ケアシステムの構築、途上国における国際医療保健など、
ルでの相談にも応じます。
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
kkonishi@sahs.med.osaka-u.ac.jp
す。
留学生も多い研究室です。

岡本教授

10:30〜16:00

岡本 玲子教授
（北研究棟/３階 Ｂ３１３室）

保健師、公衆衛生看護に関する教育と研究を推進してい
ます。
特に岡本は、公衆衛生看護技術の開発と普及、保健師教
育プログラム・教材・評価指標の開発と普及、実践現場との
協同によるアクションリサーチに取り組んでいます。

蔭山准教授

10:30〜16:00

蔭山 正子准教授
（北研究棟/１階 Ｃ１０９室）

住民の声を大切にして真摯に取り組む研究者・保健師を
育てたいです。地域で暮らす精神障がいのある方とそのご
家族への支援について研究しています。

公衆衛生看護学

公衆衛生看護学教室のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもご覧くだ
さい。
http://www.phnspace.umin.jp/
別日に訪室希望、別途相談希望の場合は
メールで連絡してください。
reiko@sahs.med.osaka-u.ac.jp

研究室

教員

在室時間

当日の対応者/場所

参加者のみなさんへ

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）

健康寿命の延伸をテーマに疫学研究、生活習慣病研究、
在宅医療の研究を行っています。やる気のある方、歓迎い
たします。

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）

備考

医療関連感染の予防とリスク管理に関する研究、在宅医療
いつでもメールでご相談ください。
支援のためのシステム開発、看護教育・人材育成に関する
utsumi@sahs.med.osaka-u.ac.jp
研究を行っています。興味のある方お待ちしています。

統合看護科学分野 がん看護高度実践看護師コース

がん看護高度実践看護師コース

荒尾教授

10:30〜12:30

荒尾 晴惠教授
（北研究棟/５階 Ｂ515室）

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。

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

医療技術科学分野 機能診断科学講座

消化器疾患病態/分子生化学

三善教授
鎌田准教授

当日不在

-

豊中キャンパスで生化学会支部会を開催しています。
学会、懇親会ともに無料ですので、興味のある学生はぜひ
大学会館 全学教育推進機構A棟に来て、先輩達の発表を
見てあげてください。

いつ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。
友達と何名かで来てもらうのも大歓迎です。
がん生物学やバイオマーカー、糖鎖に興味
をお持ちの学生を歓迎します。

当日学会出張で不在のため、研究室に
興味のある方は、メールでお問い合わ
せください。
<nakatani@sahs.med.osaka-u.ac.jp>

超音波医学

中谷教授

当日不在

-

超音波法を用いた心臓の病態生理に関する研究を行って
います。

検査情報学

堀尾准教授

当日不在

-

研究室では慢性腎臓病の腎機能検査法の研究、腎培養細 堀尾 勝
０６−６８７９−２５９８
胞を用いた腎臓病に関する基礎的研究を行っています。

ご連絡いただけたら、ご説明いたします。
horio@sahs.med.osaka-u.ac.jp

臨床神経生理学

髙橋教授

10:30〜12:00

髙橋 正紀教授・久保田 智哉助教
（南研究棟/５階 D５０３/D504室）

生理学・分子生物学、遺伝学的手法を用いて脳・末梢神
研究室訪問できない場合は、メールでご
経・骨格筋に関して、「分子」から「こころ」まで幅広い領域の 連絡ください。
研究を行っています。
mtakahas@sahs.med.osaka-u.ac.jp

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）

研究室ホームページ：「大阪大学 WT1」
「がん遺伝子の働き」「がんの免疫療法」「分子標的治療法」
で検索ください。
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
当日は、教員以外にも大学院生も対応
究まで行っています。
できます。

研究室

教員

在室時間

当日の対応者/場所

参加者のみなさんへ

備考

医療技術科学分野 医用物理工学講座

詳細は研究室のHPをご覧下さい.。
http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/˜rtlab/index.html

放射線技術科学

松本光准教授

当日不在

-

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。

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 Ｄ１１６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。

Ｘ線スペクトル

松本政准教授

10:30〜16:00

松本 政雄准教授
（南研究棟/１階 Ｄ１０６室）

医学物理士をめざす学生の方で、医学物理（放射線診断物
理・放射線治療物理）関係に興味のある学生の方を歓迎し
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）

ディープラーニングを用いた超解像処理、コンピュータ支援
診断法の開発などの研究をしています。

申し訳ありませんが、当日学会への参
加のため、対応できません。
メールでアポをお願いします。
matsumi@sahs.med.osaka-u.ac.jp

放射線腫瘍学

小泉教授

13:00〜16:00

小泉 雅彦教授
(南研究棟/２階 Ｄ２０７室)

理工系学部など、放射線技術系学科以外の
学生さんも歓迎です。
放射線治療の基礎としての放射線腫瘍学として、放射線生 当日部屋にいなければ、
物学と医学物理学の両方にまたがる研究を行っています。 090-1716-4928または、070-5265-7006に連
附属病院や、核物理研究センターとの共同研究も展開して 絡してください。
又、当日会えなければ、メールでご連絡くだ
います。
さい。
koizumi@sahs.med.osaka-u.ac.jp

放射線生物学

本行教授

13:30〜16:00

本行 忠志教授
（南研究棟/５階 Ｄ５０８室）

放射線の生物影響、特に低線量放射線の影響を中心に研
究を行っています。

分子イメージング学

福地教授

10:30〜16:00

福地 一樹教授
(南研究棟/２階 Ｄ２０３室)

主たる研究場所であるRI実験施設に
当教室では、核医学の手法を用いて、病態の解明、検査技
は、説明会当日は立ち入ることが出来ま
術の改良に取り組んでいます。
せん。

研究室

教員

在室時間

当日の対応者/場所

参加者のみなさんへ

備考

医療技術科学分野 生体情報科学講座

神経生物学

稲垣教授

11:00〜12:00

稲垣 忍教授、柴田理志助教
（南研究棟/３階 Ｄ３０5室）

渡邉准教授

12:00〜13:20
14:50〜16:00

渡邉 幹夫准教授
（南研究棟/４階 D４１2室）

脳の修復機構の解明を目指し,1)脳の変性・修復過程にお
ける神経・グリア細胞再生ならびに血管再生の分子機構、
２）細胞骨格制御に関わるsmall GTPaseファミリーRhoの活
性化分子GEFによる小胞輸送制御の分子機構の研究をし
ています。
興味がある人、歓迎します。
当日に限らず個別に対応できますので、訪

予防診断学

疾病の発症や予後に及ぼす遺伝因子や環境因子を解明 問時間等をご相談ください。
し、一人ひとりについて疾病の発症を予知したり予防したり 連絡先：nabe@sahs.med.osaka-u.ac.jp
Web:http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp
できる個別化医療の実現を目指しています。
/˜prevdiag/

木原教授
心血管代謝学

10:30〜14:00

木原 進士教授
（南研究棟/５階 D５０５室）

山本准教授

心筋梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化の研究をしてい
ます。
ご興味のある方は事前に研究室のホームページ
http://www.kihara-lab.jp/をご覧下さい。

分子病原微生物学

戸邉教授

10:30〜16:00

戸邉 亨教授、顔 宏哲助教
（南研究棟/４階 Ｄ４０７/Ｄ４１４室）

病原性大腸菌を中心に病原細菌の感染機構の基礎から感 当日は、教員以外にも大学院生も対応
染制御への応用まで研究を行っています。
できます。

分子病理学

山本教授

13:30〜15:00

山本 浩文教授、横山 雄起助教
（南研究棟/３階 Ｄ３０３/D３０４室）

癌の分子病理学の研究をしています。

共同研究講座

ロボティクス＆デザイン看工融合
共同研究

Ｊｅｏｎｇ Ｈｉｅｙｏｎｇ
特任准教授

10:30〜16:00

大野 ゆう子教授
（北研究棟/３階 B３１７室）

看護工学という新しい分野の研究を行っています。看護、 研究室ホームページ：
医学、工学といろいろなバックグラウンドを持つ人たちが机 http://sahswww.med.osakau.ac.jp/˜kangoeng/index.html
を並べて一緒にがんばっています。

