
資料5 

学校法人共立女子学園定年規程等 

・学校法人共立女子学園定年規程（P.1～）

・嘱託職員雇用条件要項（P.3～）
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資料6
共立女子大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）　時間割

・科目名称の下段は、使用教室を表す。

月 火 水 木 金 土

1時限目 9：00～10：30

母性看護学特論
3号館309

老年看護学特論
3号館308

2時限目 10：50～12：20
研究方法Ⅰ

（看護研究概説）
3号館310

3時限目 13：20～14：50
療養生活支援看護学総論

3号館307

4時限目 15：10～16：40
健康生活支援看護学総論

3号館307

5時限目 17：00～18：30
看護管理学特論

3号館309

6時限目 18：40～20：10
対人援助論
3号館310

精神看護学特論
3号館310

フィジカルアセスメント

3号館310
多職種連携
3号館310

地域看護学特論
3号館310

小児看護学特論
3号館310

成人看護学特論
3号館308

月 火 水 木 金 土

1時限目 9：00～10：30

2時限目 10：50～12：20
研究方法Ⅱ

（量的・質的研究法）
3号館310

3時限目 13：20～14：50
療養生活支援看護学演習

3号館309

4時限目 15：10～16：40
療養生活支援看護学演習

3号館309

5時限目 17：00～18：30
健康生活支援看護学演習

3号館309

6時限目 18：40～20：10
看護倫理
3号館310

看護教育論
3号館310

保健医療福祉政策論
3号館310

健康生活支援看護学演習
3号館309

月 火 水 木 金 土

1時限目 9：00～10：30

2時限目 10：50～12：20

3時限目 13：20～14：50 特別研究※

4時限目 15：10～16：40 特別研究※

5時限目 17：00～18：30

6時限目 18：40～20：10
対人援助論
3号館309

フィジカルアセスメント

3号館309
多職種連携
3号館309

月 火 水 木 金 土

1時限目 9：00～10：30

2時限目 10：50～12：20

3時限目 13：20～14：50 特別研究※

4時限目 15：10～16：40 特別研究※

5時限目 17：00～18：30

6時限目 18：40～20：10
看護倫理
3号館309

看護教育論
3号館309

保健医療福祉政策論
3号館309

※「特別研究」の使用教室は、指導教員の指示による。

1年次　前期

1年次　後期

2年次　前期

2年次　後期
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授業担当教員一覧 

研究方法Ⅰ（看護研究概説）:髙木廣文 

研究方法Ⅱ（量的・質的研究法）:髙木廣文,西村ユミ 

看護倫理：中原るり子,北川公子,吉田みつ子 

フィジカルアセスメント:津波古澄子,中村美知子,山崎章恵

対人援助論:日下和代,伊藤まゆみ,田口理恵

看護教育論:津波古澄子,野崎真奈美

保健医療福祉政策論:河原智江,久常節子,山縣然太朗

多職種連携:北川公子,岸田泰子,久保正子,加瀬裕子

療養生活支援看護学総論:中原るり子,津波古澄子,中村美知子,伊藤まゆみ,山崎章恵,北川公子

看護管理学特論:中原るり子

小児看護学特論:津波古澄子

成人看護学特論:中村美知子,伊藤まゆみ,山崎章恵

老年看護学特論:北川公子

療養生活支援看護学演習:中原るり子,津波古澄子,中村美知子,伊藤まゆみ,山崎章恵,北川公子,西田志穂,菅原峰子

健康生活支援看護学総論:日下和代,岸田泰子,久保正子,髙木廣文,田口理恵,河原智江

母性看護学特論:岸田泰子

精神看護学特論:日下和代,久保正子

地域看護学特論:髙木廣文,田口理恵,河原智江

健康生活支援看護学演習:日下和代,岸田泰子,久保正子,髙木廣文,田口理恵,河原智江,ケニヨン充子

特別研究:各研究指導教員・指導補助教員
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履修モデルＡ１『療養生活支援看護学領域の関連テーマ』（実務経験者向け）

研究方法Ⅰ（看護研究概説） 2

研究方法Ⅱ（量的・質的研究法） 2

看護倫理 2

フィジカルアセスメント 2

多職種連携 2

療養生活支援看護学総論 2

看護管理学特論 2

成人看護学特論 2

療養生活支援看護学演習 4

健康生活支援
看護学領域 健康生活支援看護学総論 2

特別研究 8 8

計 18 12 20

資料7

「療養生活支援に係る研究能力と看護実践能力を有し、病状の回復・安定と療養生活の質向上を支援
することのできる人材を養成する」

療養生活支援
看護学領域専門科目

特別研究

共通科目

授業科目 計区分 1年次 2年次

10

12

【「療養生活支援看護学領域」の関連テーマ】 

 「療養生活支援看護学領域」は、病状の回復・安定と療養生活の質向上を支援する看護実践上の課題

を見出すために必要な研究能力・看護実践能力の獲得を目的とし、看護管理学、小児看護学、成人看護

学、老年看護学の4つの特論で構成するとともに、「療養生活支援看護学総論」及び「療養生活支援看護

学演習」を設け、領域としての包括的な知識をもとに教育研究を一体的に行えるよう配慮している。 

【履修の特徴】 

 『共通科目』については、必修科目である「研究方法Ⅰ（看護研究概説）」、「研究方法Ⅱ（量的・

質的研究法）」を履修する。選択科目としては、「看護倫理」、「フィジカルアセスメント」、「多職

種連携」を履修し、看護学における研究能力と看護実践能力の共通基盤となる基礎的素養の涵養を図る

とともに、『専門教育科目』『特別研究』に繋げていく。 

 『専門教育科目』については、ケアサイクルの観点から2領域の相互理解の必要性を重視し、「療養生

活支援看護学総論」「健康生活支援看護学総論」を合わせて履修し、包括的な視点から高度な看護学の

学術理論とその応用を修得させる。また、特論科目として、「看護管理学特論」と「成人看護学特論」

を履修し、それぞれの分野の基盤となる概念・理論、主要な実践モデルについて、最新の知見をもとに

教授し、理論とその実践への応用を身に付けさせる。各回のテーマに応じて、講義形式及びグループ

ディスカッション形式により展開していく。なお、実務経験者が領域内から2つの特論科目を受講するこ

とは、自身の経験を複数の理論的枠組みから照合できるよう配慮したものである。さらに、「療養生活

支援看護学演習」を履修し、文献検討、フィールドワークとその成果発表、ディスカッションを通じて、

研究疑問を洗練し、『特別研究』に向けて、効果的で実施可能な研究計画の立案へと繋げていく。『共

通科目』に加え、これら『専門教育科目』を履修し積み上げていくことで、2年次通年科目となる『特別

研究』に繋げていく。 

 『特別研究』については、『共通科目』『専門教育科目』を通じて修得した、幅広い視点と専門的な

観点から課題を捉え、分析し、解決策を考案していく能力を用いて、指導教員の研究指導を受けつつ、

学位論文をまとめていく集大成の科目として位置づけている。 

 上述の通り、履修モデルＡ１は、主に実務経験者に向けた「療養生活支援に係る研究能力と看護実践

能力を有し、病状の回復・安定と療養生活の質向上を支援することのできる人材を養成する」ためのモ

デルである。 
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履修モデルＡ２『療養生活支援看護学領域の関連テーマ』（ストレートマスター向け）

研究方法Ⅰ（看護研究概説） 2

研究方法Ⅱ（量的・質的研究法） 2

看護倫理 2

フィジカルアセスメント 2

対人援助論 2

多職種連携 2

療養生活支援看護学総論 2

成人看護学特論 2

療養生活支援看護学演習 4

健康生活支援
看護学領域 健康生活支援看護学総論 2

特別研究 8 8

計 18 12 18

療養生活支援
看護学領域専門科目

特別研究

共通科目

「療養生活支援に係る研究能力と看護実践能力を有し、病状の回復・安定と療養生活の質向上を支援
することのできる人材を養成する」

授業科目

12

10

計区分 1年次 2年次

【「療養生活支援看護学領域」の関連テーマ】 

 「療養生活支援看護学領域」は、病状の回復・安定と療養生活の質向上を支援する看護実践上の課題を見

出すために必要な研究能力・看護実践能力の獲得を目的とし、看護管理学、小児看護学、成人看護学、老年

看護学の4つの特論で構成するとともに、「療養生活支援看護学総論」及び「療養生活支援看護学演習」を設

け、領域としての包括的な知識をもとに教育研究を一体的に行えるよう配慮している。 

【履修の特徴】 

 『共通科目』については、必修科目である「研究方法Ⅰ（看護研究概説）」、「研究方法Ⅱ（量的・質的

研究法）」を履修する。選択科目としては、「看護倫理」、「フィジカルアセスメント」、「対人援助論」、

「多職種連携」を履修する。ストレートマスターにおいては特に対人支援能力の強化をねらいつつ、看護学

における研究能力と看護実践能力の共通基盤となる基礎的素養の涵養を図るとともに、『専門教育科目』

『特別研究』に繋げていく。 

『専門教育科目』については、ケアサイクルの観点から2領域の相互理解の必要性を重視し、「療養生活支

援看護学総論」「健康生活支援看護学総論」を合わせて履修し、包括的な視点から高度な看護学の学術理論

とその応用を修得させる。また、特論科目として、「成人看護学特論」を履修し、当該分野の基盤となる概

念・理論、主要な実践モデルについて、最新の知見をもとに教授し、理論とその実践への応用を身に付けさ

せる。各回のテーマに応じて、講義形式及びグループディスカッション形式により展開していく。さらに、

「療養生活支援看護学演習」を履修し、文献検討、フィールドワークとその成果発表、ディスカッションを

通じて、研究疑問を洗練し、『特別研究』に向けて、効果的で実施可能な研究計画の立案へと繋げていく。

なお、ストレートマスターは机上と実践での学修を同時的に行う必要性から、文献検討や研究計画検討と並

行して、短期的なフィールドワークを組むことのできる柔軟性のある授業計画とする（療養生活支援看護学

演習シラバス参照）。『共通科目』に加え、これら『専門教育科目』を履修し積み上げていくことで、2年次

通年科目となる『特別研究』に繋げていく。 

 『特別研究』については、『共通科目』『専門教育科目』を通じて修得した、幅広い視点と専門的な観点

から課題を捉え、分析し、解決策を考案していく能力を用いて、指導教員の研究指導を受けつつ、学位論文

をまとめていく集大成の科目として位置づけている。 

 上述の通り、履修モデルＡ２は、ストレートマスターに向けた「療養生活支援に係る研究能力と看護実践

能力を有し、病状の回復・安定と療養生活の質向上を支援することのできる人材を養成する」ためのモデル

である。 
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履修モデルＢ１『健康生活支援看護学領域の関連テーマ』（実務経験者向け）

研究方法Ⅰ（看護研究概説） 2

研究方法Ⅱ（量的・質的研究法） 2

看護倫理 2

対人援助論 2

保健医療福祉政策論 2

健康生活支援看護学総論 2

精神看護学特論 2

地域看護学特論 2

健康生活支援看護学演習 4

療養生活支援
看護学領域 療養生活支援看護学総論 2

特別研究 8 8

計 18 12 20

10

12

「健康生活支援に係る研究能力と看護実践能力を有し、健康増進と生活の質の向上を支援することので
きる人材を養成する」

区分 授業科目 1年次 2年次 計

健康生活支援
看護学領域

共通科目

特別研究

専門科目

【「健康生活支援看護学領域」の関連テーマ】 

 「健康生活支援看護学領域」は、健康増進と生活の質の向上を支援する看護実践上の課題を見出すた

めに必要な研究能力・看護実践能力の獲得を目的とし、母性看護学、精神看護学、地域看護学の3つの特

論で構成するとともに、「健康生活支援看護学総論」及び「健康生活支援看護学演習」を設け、領域と

しての包括的な知識をもとに教育研究を一体的に行えるよう配慮している。 

【履修の特徴】 

 『共通科目』については、必修科目である「研究方法Ⅰ（看護研究概説）」、「研究方法Ⅱ（量的・

質的研究法）」を履修する。選択科目としては、「看護倫理」、「対人援助論」、「保健医療福祉政策

論」を履修し、看護学における研究能力と看護実践能力の共通基盤となる基礎的素養の涵養を図るとと

もに、『専門教育科目』『特別研究』に繋げていく。 

 『専門教育科目』については、ケアサイクルの観点から2領域の相互理解の必要性を重視し、「療養生

活支援看護学総論」「健康生活支援看護学総論」を合わせて履修し、包括的な視点から高度な看護学の

学術理論とその応用を修得させる。また、特論科目として、「精神看護学特論」と「地域看護学特論」

を履修し、それぞれの分野の基盤となる概念・理論、主要な実践モデルについて、最新の知見をもとに

教授し、理論とその実践への応用を身に付けさせる。各回のテーマに応じて、講義形式及びグループ

ディスカッション形式により展開していく。なお、実務経験者が領域内から2つの特論科目を受講するこ

とは、自身の経験を複数の理論的枠組みから照合できるよう配慮したものである。さらに、「健康生活

支援看護学演習」を履修し、文献検討、フィールドワークとその成果発表、ディスカッションを通じて、

研究疑問を洗練し、『特別研究』に向けて、効果的で実施可能な研究計画の立案へと繋げていく。『共

通科目』に加え、これら『専門教育科目』を履修し積み上げていくことで、2年次通年科目となる『特別

研究』に繋げていく。 

 『特別研究』については、『共通科目』『専門教育科目』を通じて修得した、幅広い視点と専門的な

観点から課題を捉え、分析し、解決策を考案していく能力を用いて、指導教員の研究指導を受けつつ、

学位論文をまとめていく集大成の科目として位置づけている。 

 上述の通り、履修モデルＢ１は、実務経験者に向けた「健康生活支援に係る研究能力と看護実践能力

を有し、健康増進と生活の質の向上を支援することのできる人材を養成する」ためのモデルである。 
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履修モデルＢ２『健康生活支援看護学領域の関連テーマ』（ストレートマスター向け）

研究方法Ⅰ（看護研究概説） 2

研究方法Ⅱ（量的・質的研究法） 2

看護倫理 2

フィジカルアセスメント 2

対人援助論 2

保健医療福祉政策論 2

健康生活支援看護学総論 2

精神看護学特論 2

健康生活支援看護学演習 4

療養生活支援
看護学領域 療養生活支援看護学総論 2

特別研究 8 8

計 18 12 18

12

10

健康生活支援
看護学領域

共通科目

特別研究

専門科目

「健康生活支援に係る研究能力と看護実践能力を有し、健康増進と生活の質の向上を支援することので
きる人材を養成する」

区分 授業科目 1年次 2年次 計

【「健康生活支援看護学領域」の関連テーマ】 

 「健康生活支援看護学領域」は、健康増進と生活の質の向上を支援する看護実践上の課題を見出すために

必要な研究能力・看護実践能力の獲得を目的とし、母性看護学、精神看護学、地域看護学の3つの特論で構成

するとともに、「健康生活支援看護学総論」及び「健康生活支援看護学演習」を設け、領域としての包括的

な知識をもとに教育研究を一体的に行えるよう配慮している。 

【履修の特徴】 

 『共通科目』については、必修科目である「研究方法Ⅰ（看護研究概説）」、「研究方法Ⅱ（量的・質的

研究法）」を履修する。選択科目としては、「看護倫理」、「フィジカルアセスメント」、「対人援助論」、

「保健医療福祉政策論」を履修する。ストレートマスターにおいては特に対人支援能力の強化をねらいつつ、

看護学における研究能力と看護実践能力の共通基盤となる基礎的素養の涵養を図るとともに、『専門教育科

目』『特別研究』に繋げていく。 

『専門教育科目』については、ケアサイクルの観点から2領域の相互理解の必要性を重視し、「療養生活支

援看護学総論」「健康生活支援看護学総論」を合わせて履修し、包括的な視点から高度な看護学の学術理論

とその応用を修得させる。また、特論科目として、「精神看護学特論」を履修し、当該分野の基盤となる概

念・理論、主要な実践モデルについて、最新の知見をもとに教授し、理論とその実践への応用を身に付けさ

せる。各回のテーマに応じて、講義形式及びグループディスカッション形式により展開していく。さらに、

「健康生活支援看護学演習」を履修し、文献検討、フィールドワークとその成果発表、ディスカッションを

通じて、研究疑問を洗練し、『特別研究』に向けて、効果的で実施可能な研究計画の立案へと繋げていく。

なお、ストレートマスターは机上と実践での学修を同時的に行う必要性から、文献検討や研究計画検討と並

行して、短期的なフィールドワークを組むことのできる柔軟性のある授業計画とする（健康生活支援看護学

演習シラバス参照）。『共通科目』に加え、これら『専門教育科目』を履修し積み上げていくことで、2年次

通年科目となる『特別研究』に繋げていく。 

 『特別研究』については、『共通科目』『専門教育科目』を通じて修得した、幅広い視点と専門的な観点

から課題を捉え、分析し、解決策を考案していく能力を用いて、指導教員の研究指導を受けつつ、学位論文

をまとめていく集大成の科目として位置づけている。 

 上述の通り、履修モデルＢ２は、ストレートマスターに向けた「健康生活支援に係る研究能力と看護実践

能力を有し、健康増進と生活の質の向上を支援することのできる人材を養成する」ためのモデルである。 
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資料8

年次 月 内容

入学前
・入学志願者に対する事前相談
・入学資格審査
・入学試験

４月

・入学式
・履修ガイダンス中に研究課題の概要を提出
・主たる指導教員・副たる研究指導教員の決定
・領域の決定
・履修相談・履修登録

２月 ・研究計画書の作成、提出

３月 ・研究倫理審査委員会おける研究計画書の審査

４月
・履修ガイダンス
・必要とする科目の履修と単位の取得等に関わる履修指導

５月

６月 ・研究計画報告会

１０月 ・中間報告会

１１月 ・看護学研究科委員会おいて、主査１名・副査2名選出

１月 ・修士論文提出

２月
・修士論文審査
・論文発表・最終試験（口頭試問）

３月
・合格判定
・学位授与

２

共立女子大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）　修了までのスケジュール表

１



資料 9 

共立女子大学・短期大学研究倫理規程等 

・共立女子大学・短期大学研究倫理規程（P.1～）

・共立女子大学・短期大学研究倫理委員会規程（P.5～）

・共立女子大学・短期大学研究倫理審査委員会規程（P.7～）

・研究倫理審査委員会運営要領（P.11～）



る研究活動の公平性、倫理性、信頼性を確保し、研究活動を行う機関としての社会的な使命・責任

を果たすために、本学、研究者および研究支援者が遵守すべき事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号によるものとする。 

（１）「研究」とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の公表・評価にいたる全ての過程におけ

る行為および決定をいい、それに付随する事項を含むものとする。 

（２）「研究者」とは、本学において研究活動に従事する全ての者をいう。学生であっても研究活

動に携わる場合は、研究者に準ずるものとして、この規程の対象とする。 

（３）「研究支援者」とは、前項に定める研究者が行う研究活動の支援、研究費の執行・管理等に

携わる者をいう。 

（４）「部局」とは、大学院においては各研究科、大学においては各学部、短期大学においては各

科、総合文化研究所および事務局主管課をいう。 

（責任と権限） 

第３条 本学における全ての研究および研究に係る業務に関し、最終責任を負う者として最高管理

責任者を置き、学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者を補佐する者として統括管理責任者を置き、事務局長をもって充てる。統括管

理責任者は、本学における全ての研究および研究に係る業務に関して本学全体を統括する実質的

な責任と権限を持つものとする。 

３ 各部局に部局責任者を置き、部局における研究および研究に係る業務に関する実質的な責任と

権限を持つものとし、各部局の長をもって充てる。 

（研究者および研究支援者の基本的責務） 

第４条 研究者および研究支援者は、学術研究が社会からの信頼と支援を基盤としていることを自

覚し、高い倫理的規範の下に良心と信念に従って誠実に行動しなければならない。 

２ 研究者および研究支援者は、個人の尊厳と基本的人権を尊重し、いかなる差別も行わず、公平

に行動しなければならない。 

３ 研究者および研究支援者は、国際的、国内的に認められた規範、規約および条約等、国内の法

令、告示等および学内諸規程を遵守しなければならない。 

（研究者の姿勢） 

共立女子大学・共立女子短期大学研究倫理規程 

（目的） 

第１条 この規程は、共立女子大学および共立女子短期大学（以下「本学」という）が、本学におけ
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第５条 研究者は、次の各号に掲げる事項を遵守する。 

（１）研究者は、研究者としての能力の向上を目指し、自己研鑽に努めなければならない。

（２）研究者は、研究が一般社会や人々に与える影響を自覚し、研究計画立案にあたっては、その

影響に配慮しなければならない。 

（３）研究者は、研究者間における互いの学問的立場を尊重しなければならない。また、学生がと

もに研究活動に関わる場合は、学生が不当に不利益を被らないよう十分に配慮しなければならな

い。 

（４）研究者は、研究遂行中において、計画進捗状況の自己点検を行い、適切な時期に途中経過の

報告ができるよう努めなければならない。 

（研究活動における不正行為の防止） 

第６条 研究者は、あらゆる研究活動において、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行っては

ならず、またそれに加担してはならない。 

２ 研究者は、研究および調査データの適切な取扱いを徹底し、不正行為等の発生を未然に防止す

るよう研究環境の整備に努めなければならない。 

（研究費の取扱い） 

第７条 研究者は、交付された研究費を当該研究以外に使用してはならない。 

２ 研究者および研究支援者は、関係法令、研究費の配分機関の定めおよび学内諸規程を遵守し、

研究費の適正な執行・管理に努めなければならない。 

（情報、データ等の収集） 

第８条 研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法および手段により、研究のための資料、情報、

データ等を収集しなければならない。 

２ 研究者が、研究のために資料、情報、データ等を収集する場合は、その目的に適う必要な範囲

において収集するよう努めなければならない。 

（インフォームド・コンセント）

第９条 研究者が、行動、環境、心身等に関する個人の情報またはデータ等の提供を受けて研究を

実施する場合は、提供者に対して研究目的、研究方法、生じる負担・不利益、成果の発表方法等

について説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。 

２ 組織、団体等から当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も同様

とする。 

（個人情報の保護） 

第１０条 研究者は、研究の過程で収集した個人情報の保護に努めなければならない。 

２ 研究支援者は、研究支援業務の過程で知り得た個人情報の保護に努めなければならない。 

2



３ 個人情報の保護に関しては、関係法令、共立女子学園個人情報保護方針および共立女子学園個

人情報保護規程に準ずるものとする。 

（情報、データ等の利用および管理） 

第１１条 研究者は、研究のために収集または作成した資料、情報、データ等について、その滅失、

遺漏、改ざん等を防ぐために適切な措置を講じなければならない。 

２ 研究者は、研究のために収集または作成した資料、情報、データ等を適切な期間保管しなけれ

ばならない。 

３ 前項に規定する保管期間および管理の方法等に関する事項は、別に定める。 

（機器、薬品・材料等の安全管理） 

第１２条 研究者は、研究実験において研究装置・機器等および薬品・材料等を用いる場合は、関係

取扱規程、要領等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。 

２ 研究者は、研究の過程で生じた残渣物、使用済みの薬品・材料等について、関係取扱規程、要

領等の定めるところにより、最終処理を行わなければならない。 

（研究成果の公表） 

第１３条 研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、公表しなければならない。ただし、  

知的財産権等の取得およびその他合理的理由のため公表に制約のある場合は、その合理的期間内に

おいて公表しないことができる。 

２ 研究者は、研究成果の公表にあたり、研究についての正確な情報の提示、成果の公平・公正な

解釈、適切な引用に努めなければならない。 

（オーサーシップ）

第１４条 研究者は、研究活動に実質的な関与をし、研究内容に責任を有し、研究成果の創意性に

十分な貢献をしたと認められる場合に、適切なオーサーシップが認められる。 

（利益相反） 

第１５条 研究者は、産学官連携による研究活動を行う場合は、利益相反の発生を排除またはそれを

明示しなければならない。 

（審査の公正性） 

第１６条 研究者は、研究論文等の査読やその他研究業績の審査に関わる場合は、被評価者に対して

予断を持つことなく、公正に評価を行わなければならない。 

（大学の責務） 

第１７条 本学は、研究者および研究支援者の研究倫理の意識高揚の啓発に努め、定期的に研究倫理

教育を実施する。 
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２ 本学は、学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研究倫理教育

の実施を推進する。 

３ 本学は、研究に関して不当または不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談等に対応する。 

４ 本学は、研究活動および研究費の執行にあたり、不正行為を防止するための必要な措置を講じ

る。 

５ 本学は、研究活動に不適切な行為が認められた場合は、速やかに原因の究明と適切な措置を講

じ、研究機関としての説明責任を果たす。 

（研究倫理教育責任者） 

第１８条 本学に、前条第１項および第２項に定める研究倫理教育を行うための研究倫理教育責 

任者を置き、下記の部局長をもって充てる。 

（１）各研究科長

（２）各学部長

（３）各科長

（４）事務局統括課・室長

（研究倫理委員会） 

第１９条 本学は、この規程の目的を達成し、かつ適切な運用を図るため、共立女子大学・共立女子

短期大学研究倫理委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

２ 委員会に関する事項は、別に定める。 

（研究倫理審査委員会） 

第２０条 本学は、本学における人を対象とする研究または人体より採取した材料を用いる研究につ

いて、科学的合理性および倫理的妥当性についての審査を行うため、共立女子大学・共立女子短期

大学研究倫理審査委員会（以下「審査委員会」という）を設置する。 

２ 審査委員会に関する事項は、別に定める。 

（事務） 

第２１条  この規程に関する事務は、教務課において行う。 

（規程の改廃） 

第２２条  この規程の改廃については、委員会の議を経て、常務理事会の承認を得るものとする。 

付  則 

１．この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 
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共立女子大学・共立女子短期大学研究倫理委員会規程 

（目的） 

第１条 共立女子大学および共立女子短期大学（以下「本学」という）は、共立女子大学・共立女

子短期大学研究倫理規程（以下「倫理規程」という）に定める目的を達成し、適切な運用を図るた

め、共立女子大学・共立女子短期大学研究倫理委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

２ 委員会は、共立女子大学・共立女子短期大学における公的研究費の運営・管理に関する取

扱規程（以下「取扱規程」という）第１３条に定める不正防止計画推進部署としての役割も担うもの

とする。 

（定義） 

第２条 この規程における定義は、倫理規程第２条に定めるところによる。 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次の各号について審議する。 

（１）倫理規程の運用、解釈に関すること

（２）倫理規程に定める研究者、研究支援者および本学の責務に関すること

（３）倫理規程の改廃に関すること

（４）不正防止計画の策定、推進、検証に関すること

（５）研究者、研究支援者および学生への研究倫理教育に関すること

（６）研究者および研究支援者へのコンプライアンス教育に関すること

（７）その他、研究倫理および不正防止対策の推進に当たり必要な事項に関すること

（委員会の構成） 

第４条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）学長

（２）事務局長

（３）各研究科長

（４）各学部長

（５）各科長

（６）総合文化研究所長

（７）人事課、財務課、管財課、図書課、教務課の各統括課長

（８）その他学長が必要と認める者

２ 委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。 

３ 委員会は、前条第４号から第６号の業務を行うにあたり、取扱規程第２０条によるモニタリングお

よび監査の結果を反映させるため、内部監査室の陪席を求めるものとする。 

（任期） 
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第５条 前条第1項に定める委員の任期は、職制による者以外は2年とする。ただし再任を妨げな

い。 

（意見の聴取）  

第６条 委員会が必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（事務）  

第７条 委員会の事務は、教務課が担当する。 

（規程の改廃） 

第８条  この規程の改廃については、委員会の議を経て、常務理事会の承認を得るものとする。 

付  則 

１．この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 

２．この規程の制定に伴い、共立女子大学・共立女子短期大学公的研究費の運営・管理に関する

取扱規程において、不正防止計画推進部署として定めた研究不正防止委員会は廃止する。 
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○共立女子大学・共立女子短期大学研究倫理審査委員会規程

（目的） 

第１条 この規程は、共立女子大学及び共立女子短期大学（以下「本学」という）において実施

する人を対象とする研究又は人体より採取した材料を用いる研究について、共立女子大学・

共立女子短期大学研究倫理規程（以下「倫理規程」という）第２０条第２項に基づき、共立女子

大学・共立女子短期大学研究倫理審査委員会（以下「委員会」という）の組織及び運営に関し、

必要な事項を定める。 

２．委員会は、倫理規程のほか、関連法令、「ヘルシンキ宣言」(1964(昭和39) 年6月世界医師

会、2013(平成25) 年改正)及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年

12月文部科学省・厚生労働省）等の主旨に沿い、運営を行うものとする。 

（審査対象） 

第２条 委員会は、前条第1項に規定する研究を対象として、研究計画、研究経過及び研究計

画変更等（以下「研究計画等」という）の科学的合理性及び倫理的妥当性の両面を審査する。 

２．前項に該当する研究を実施しようとする研究者等は、必ずこの規程に基づく申請を行わな

くてはならない。 

（委員会の責務） 

第３条 委員会は、審査を行うに当たっては、特に、次の各号に掲げる点に留意しなければな

らない。 

（１）研究の対象となる個人に理解を求め了解を得る方法

（２）研究の対象となる個人の人権の保護及び安全の確保

（３）研究によって生じるリスクと科学的な成果の総合的判断

（委員会の組織） 

第４条 委員会は、共立女子大学長・共立女子短期大学長(以下「学長」という)の下に置く。 

２．委員会は、次に掲げる委員6人以上かつ男女両性をもって構成する。 

（１）人を対象とする研究に関わる教員 若干名

（２）前号以外の家政学部、文芸学部、国際学部、看護学部、生活科学科及び文科の教員若

干名 

（３）本学に所属しない者若干名

（４）前各号のほか、学長が必要と認める者

３．委員の任期は、２年とする。但し、再任は妨げない。 

４．委員の退任等により後任者を補充する必要がある場合には、その委員の任期は前任者の

残任期間とする。 

５．委員は学長が委嘱する。 

（委員会の運営） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 
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２．委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３．委員長は、会務を統括する。 

４．副委員長は、委員長の職務を補佐する。 

５．委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

（議事） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２．委員会は、過半数の出席がなければ、合意又は議決することはできない。ただし、あらかじ

め委任状を提出して欠席した者については、出席とみなすことができる。 

３．委員長が必要と認めたときは、案件ごとに委員以外のものの出席を求め、その意見を聞くこ

とができる。 

４．委員会の合意及び議決にあたっては、委員及び担当事務局員以外の者は退場しなけれ

ばならない。 

５．審査の判定は、出席委員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、議

決をもって判定することができる。議決は過半数をもって行い、同数の場合には委員長が決定

する。 

６．当該研究の判定は、次の各号に掲げる表示による。 

（１）非該当

（２）承認

（３）条件付き承認

（４）変更の勧告（要再申請）

（５）不承認

７．研究計画が軽易な事項に該当する申請の審査は、委員会が定める運営要領に基づき迅

速審査を行うことができる。 

８．委員長は、委員会の判定又は迅速審査の判定について、様式１により速やかに学長に報

告しなければならない。 

９．審査経過及び判定は記録として保存すると共に、議事要旨は公開されなければならない。 

（申請手続き、判定の通知） 

第７条 審査を申請しようとする研究者等は、様式２による申請書に必要事項を記入し、必要な

資料を添えて、学長に提出しなければならない。学長は、申請に対して速やかに委員会に意

見を求めなければならない。 

２．申請した研究者等又はその申請の内容を熟知する者は、委員長の求めがあった場合には、

委員会に出席し、研究計画等を説明しなければならない。 

３．学長は委員会の意見を尊重し、当該申請のあった研究計画等の可否を裁定し、その判定

結果を様式３による通知書をもって申請者に通知しなければならない。 

４．前項の通知をするに当たって、審査の判定が前条第６項第３号、第４号又は第５号に該当

する場合には、その条件もしくは、変更又は不承認の理由等を記載しなければならない。 
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５．第３項の通知に対して、申請者は書面をもって委員会に不服を申し立てることができる。 

（研究計画の変更） 

第８条 前条第３項により、承認または条件付き承認の判定を受けた当該研究計画について、

申請者が研究目的や実施計画等の審査基準に関わる事項を変更しようとする場合は、再度

前条による申請を行うこととする。 

２．前項による再申請を行う場合は、当初申請した様式２及び研究計画書からの追加・削除部

分等を下線等により示し、変更箇所が認識できる内容で提出するものとする。 

３．第１項の規定に関わらず、当該研究計画等の変更が次の各号に掲げる軽微なものである

場合は、初回承認時より３年以内の研究計画に限り、様式７による変更申請書の提出をもって

代えることができる。 

（１）研究計画名の変更

（２）対象の変更

（３）調査項目の変更

（４）研究実施場所等の変更

（５）共同研究者の追加、削除

（６）その他委員長が軽微な変更と認めた事項

４．第３項に定めた変更申請書が提出された場合は、委員長の判断において承認等を行い、

様式８による通知を行う。ただし委員長が再審査を指示した場合は、研究者は第１項に準じ、

再申請を行うこととする。 

５．前項による承認または条件付き承認を受けた研究計画については、前条第３項による様式

３に記載された承認番号を継続するものとする。 

（遂行中の研究への関与） 

第９条 委員会は、審査を行った研究等について、必要があると認められる場合は申請者に

対し実施状況を報告させることができる。 

２．委員会は、審査を行った研究等について、研究倫理遵守の観点において重大な懸念を認

めた場合には、速やかに学長に報告するものとし、学長は適切な措置を講じるものとする。 

（委員の守秘義務） 

第１０条 委員会の委員は、審査等で知り得た個人及び研究経過等に関する情報を法令に基

づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。 

（事務局） 

第１１条 委員会事務局(以下「事務局」という。)を教務課におく。 

２．事務局は、委員会に関わる庶務を行う。 

３．事務局員は、審査等に関わる庶務を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報

を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。 

（規程の改正等） 

第１２条 この規程の改正は、委員会の議を経て、常務理事会が決定する。 
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（雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮り、かつ学長の裁定を得て別に定める。 

附則 

この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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○研究倫理審査委員会運営要領

共立女子大学・共立女子短期大学研究倫理審査委員会 

共立女子大学・共立女子短期大学研究倫理審査委員会規程（以下「委員会規程」）第13条に基

づき、研究倫理審査委員会（以下「委員会」）の運営に関し、必要な事項を定める。 

１．委員会の開催に関する事項 

（１）委員会は、隔月ごとに定例日を設けて開催することを原則とする。

（２）必要な場合は、委員長が臨時に招集する。

２．審査対象とする研究に関する事項 

（１）共立女子大学・共立女子短期大学の研究者等（本学で調査研究、実験を行うすべての者を含

む。以下同じ）が本学の内外で行う、人を対象とした研究のうち、研究発表を前提として実施され

るすべての研究を審査対象とし、研究計画の科学・倫理の両面の審査の対象とする。ただし、倫

理的に大きな問題はないと考えられる次のいずれかに該当する研究は、倫理審査申請を行わ

なくても差し支えないものとする。

① 法律の規定に基づき実施された調査データのみを使用する研究（但し、法律の規定に基づ

き実施された調査以外の他の資料と個人のデータを結合する研究は除く）

② 資料として既に連結不可能匿名化されている情報のみを用いる研究(但し、介入研究は除く)

③ 研究成果として公表されない実習、演習あるいは研修に関する研究

（２）共立女子大学長・共立女子短期大学長(以下「学長」)により承認された研究計画のうち３年を

超えて継続している研究については、研究実施経過を審査の対象とする。

（３）学長により承認された研究計画であって開始後大きな変更が必要となった場合には、再度審

査を受けることとする。

３．審査内容及び基準に関する事項 

（１）委員会では、研究倫理審査申請書、研究計画書及びその他の添付資料に基づき、研究が科

学的合理性と倫理的妥当性を有するか否か以下の項目等から審査する。

① 研究の意義

② 研究者や研究組織の適格性

③ 研究方法

④ 研究対象者に予想されるリスクと利益の比較考量

⑤ 研究対象者保護の方法

⑥ 資料入手等の方法

⑦ 情報保護体制の整備状況

⑧ 利益相反に関する状況

⑨ 研究結果の公表の方法

（２）委員会は、上記（１）を審査した結果、以下の条件が満たされたと認められる研究計画を承認
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することとする。 

① 研究対象者に予想されるリスクと研究から得られる利益及び知識の重要性を比較考量し、研

究対象者に対するリスクが妥当であること

② 研究対象者の選択が合理的であること

③ インフォームド・コンセント取得の必要性の有無及びその方法が適切であること

④ インフォームド・コンセントの取得が免除される場合の研究対象者への説明や情報公開の方

法が適切であること

⑤ 個人情報を保護する体制が整備されていること

⑥ 利益相反に関する状況が、社会通念上妥当とされる範囲を逸脱していないこと

４．申請書等の事前確認に関する事項 

（１）委員長は、研究倫理審査申請書等を事前に確認するため、委員会規程第４条第２項に定める

委員のうちから若干名の委員を指名することができる。

（２）委員長は、必要に応じて、委員以外の審査委員を指名することができる。

（３）指名された委員は、研究倫理審査申請書等の内容を確認し、委員会における審査に資料が

必要と認められる場合には、研究倫理審査委員会事務局を通じて、申請者に必要な資料の提

出を求めることができる。

５．迅速審査に関する事項 

（１）委員長は、迅速審査を行うために、委員会規程第４条第２項に定める委員のうちから若干名の

委員を指名することができる。

（２）指名された委員は、迅速審査の適否とともに、迅速審査が適当と判断された場合にはその審

査判定結果を別紙様式５により委員長に報告する。

（３）委員長は、前項の報告を総合的に判断して迅速審査判定を確定し、事務局を通じてすべての

委員に迅速審査判定書を配布する。

（４）迅速審査判定は、迅速審査判定書を各委員へ配布した翌日から起算して１０日以内に委員か

ら異議がなかった場合には、委員長が委員会の判定として確定する。

（５）迅速審査に該当しない研究には次のようなものがある。ただし、学長により承認された研究計

画であって、３年を超えて研究を継続するために研究実施経過を審査の対象とする場合には、

迅速審査であっても差し支えないものとする。

① 介入研究（ただし、身体的あるいは精神的な侵襲が最低限な研究を除く）

② 研究対象者に対して最低限の危険を超える身体的あるいは精神的な侵襲を含む研究

③ 個人識別情報を３年以上保持する研究

④ 遺伝子解析研究

⑤ 研究期間が３年を超える研究

６．研究倫理審査に関わる個別相談に関する事項 

委員は、特別な場合を除いて研究倫理審査申請に関わる相談を個別に受けてはならない。 
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７．本運営要領の改正等に関する事項 

本運営要領の改廃は、委員会の議を経て、学長が決定する。 

附則 

１．この運営要領は、平成19年４月１日から施行する。 

２．施行日以前に、他の倫理審査員会の承認を得た研究で、３年を超えて継続する予定のない研

究については、研究倫理審査申請を行わなくても差し支えないものとする。 

３．施行日時点で既に大半の資料収集を終了している研究については、研究倫理申請を行わなく

ても差し支えないものとする。 

附則 

この運営要領は、平成25年４月１日から施行する。 

附則 

この運営要領は、平成28年4月1日から施行する。 
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1

図書館蔵書数と新規整備計画 資料10

【図書館蔵書数】

区分 冊数

和・図書 372,714

洋・図書 115,843

図書　計 488,557

和・ｅ-Book 643

洋・ｅ-Book 166

ｅ-Book　計 809 【看護系データベース・電子ジャーナル】

和・雑誌 2,974 （種） DB 医学中央雑誌WEB

洋・雑誌 1,020 （種）

雑誌　計 3,994 （種）

ｅ-ジャーナル　計 17,245 （種）

視聴覚 9,764 （点）

合計 520,369

【看護系主要図書（和・洋）冊数】

冊　数

100番台 哲学 18

110番台 哲学各論 47

140番台 心理学 4,611 【看護系主要雑誌（和・洋）種数】

150番台 倫理学・道徳 19 種数

360番台 社会 3,167 140番台 哲学 28

400番台 自然科学 21 490番台 医学 166

430番台 化学 6 その他 12

460番台 生物科学・一般生物学 50 206

490番台 医学 16,287

519 公害・環境工学 1,139 【看護系主要視聴覚資料（点数）】

596 食品・料理 7 種数

598 家庭衛生 32 140番台 哲学 131

599 育児 56 490番台 医学 1,077

その他 上記以外のＮ分類 11 その他 129

25,471 1,337

種別 平成28年度 金額(円）

和・図書（冊） 306 1,188,168

洋・図書（冊） 58 789,033

視聴覚資料（点） 3 233,280

計（冊） 367 2,210,481

Nursing Research

Haelth Education & Behavior

CiNii

オンライン
ジャーナル

MCN:American Journal of
Maternal / Child Nursing

ｅ-ジャーナル

ProQuest　Central

Science　Direct

メディカルオンライン

CINAHL　Complete

Wiley　Online Library

【共立女子大学大学院 看護学研究科看護学専攻（修士課程）開設にあたっての新規整備分】

ＮＤＣ分類

　計 計

ＮＤＣ分類

ＮＤＣ分類

計



1

既設の学部との関係図

＜共立女子大学大学院　看護学研究科看護学専攻（修士課程）＞

必修：「研究方法I（看護研究概説）」「研究方法II（量的・質的研究法）」
選択：「看護倫理」「フィジカルアセスメント」「対人援助論」「看護教育論」

　「保健医療福祉政策論」「多職種連携」

＜共立女子大学　看護学部看護学科＞

資料11

共
通
科
目

　　　共通科目
　（必修科目4単位を含め10単位以上）

療養生活支援看護学総論

療養生活支援看護学演習

特
別
研
究

　特別研究（8単位）

専
門
教
育
科
目

　　専門教育科目
　（主として専攻する領域の総論2単位、特論2単位及び演習4単位の計8単位以上）

教
養
教
育
科
目

全学共通教養教育

　ひとりの女性・ひとりの人間として日々の生活を豊かに充実して生き、主体的に社会に参加して責任ある役割を果たすために
必要な、基本的な知識や技能、幅広く深い教養、総合的な判断力、そして豊かな人間性を有する女性を育成する。

専
門
教
育
科
目

看護研究・専門展開科目

【専門性の発展と自己研鑽の能力の育成】

専門基幹科目

専門基礎科目

＜人体の構造と機能＞＜疾病と治療＞＜看護の基礎＞＜社会と医療＞

【看護の本質の理解、基礎的知識・能力・態度の修得】

看護

管理学

小児

看護学

成人

看護学

老年

看護学

療養生活支援看護学領域

母性

看護学
精神

看護学

地域

看護学

健康生活支援看護学領域

健康生活支援看護学総論

健康生活支援看護学演習

基礎

看護学

成人

看護学

高齢者

看護学
小児

看護学

精神

看護学
母性

看護学

地域・

在宅

看護学
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