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研究分野
 

 

境界医学 / 医療社会学 / がん患者支援
 

 

研究内容キーワード
 

 

タナトロジー、がんピアサポート、がん教育、がんサバイバーシップ
 

 

主な学位・資格
 

 

博士（人間文化）（名古屋市立大学大学院）
 

 

担当経験のある科目
 

 

看護学研究?・?（豊橋創造大学）
教育学研究（名古屋市立大学大学院）
成人看護学概論（豊橋創造大学）
成人看護学?実習（慢性・終末期看護学実習（豊橋創造大学）
成人看護学?演習（慢性期看護論演習）（豊橋創造大学）
成人看護学?（慢性期看護論）（豊橋創造大学）
緩和ケア（豊橋創造大学）
 

 

主な研究業績
 

 

「がん相談支援におけるピアサポートの推進に向けた質保証の検討」大野裕美
地域ケアリング 22(No.4) pp.44-48 2020年4月

「我が国のがん相談支援におけるピアサポートの位置づけと今後の展望」大野裕美
豊橋創造大学紀要 (No.24) pp.83-90 2020年3月

「認知症サポーター養成講座修了者の活動実態調査‐今後の養成研修はどうあるべきか‐」大野裕美
豊橋創造大学紀要 (No.24) pp.11-24 2020年3月

「妥当性のある看護学実習評価のあり方─ルーブリック評価導入に向けた取り組みからの考察─」
蒔田寛子、大島弓子、大野裕美、山口直巳、福嶋美貴、堀元美紗子、五十嵐慎治、小俣由佳、
豊橋創造大学紀要 (No.23) pp.75-85 2019年3月

「自分らしく生きていくことと死生観-緩和ケア普及プログラムからの検討－」 大野裕美
豊橋創造大学紀要 (No.22) pp.35-43 2018年3月

「看護学教育におけるアセスメント・ポリシー策定の現状-看護系大学と他大学との比較から-」 山根友絵、大島弓子
、古賀節子、五十嵐慎治、笹木りゆこ、蒔田寛子、大野裕美、永井邦芳、松本尚子、中島玲子、山口直己、野村浩、
西澤和義
豊橋創造大学紀要 (No.22) pp.79-88 2018年3月

「看護系大学における「基礎ゼミナール?」のルーブリック評価の作成過程と課題」 山口直己、大島弓子、古賀節子
、五十嵐慎治、笹木りゆこ、蒔田寛子、大野裕美、永井邦芳、松本尚子、中島玲子、山根友絵、野村浩、西澤和義
(No.22) pp.69-77 2018年3月

「地域包括ケア推進に関する研究-多職種連携と市民参加のまちづくり-」 蒔田寛子、大野裕美
(No.22) pp.59-68 2018年3月

「アセスメント・ポリシー策定に向けた看護学科の取り組み」 蒔田寛子、大島弓子、永井邦芳、大野裕美、西澤和義
、古賀節子、松本尚子、五十嵐慎治、中島玲子、山口直己、笹木りゆこ、野村浩
豊橋創造大学紀要 (No.21) pp.45-57 2018年3月

「地域包括ケア推進に関する研究－住み慣れた地域で暮らしていくために－」 蒔田寛子・大野裕美
豊橋創造大学紀要 (No.21) pp.143-151 2017年3月

「がん患者のセルフマネジメントプログラムに関する研究」 大野裕美
豊橋創造大学紀要 (No.21) pp.61-69 2017年3月
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「がんサバイバーシップとセルフマネジメント」 大野裕美
豊橋創造大学紀要 (No.20) pp.1-11 2016年3月

「がん相談支援における院内ピアサポート機能の検討」 大野裕美
日本医学看護学教育学会誌 (No.23) pp.1-5 2014年10月

「がんピアサポートの現状と課題を読み解く」 大野裕美
臨床看護 (137No.9) 2012年8月

「がんピアサポートシステムに関する実証的研究―がん患者支援におけるピアサポートモデルの提示―」 大野裕美
名古屋市立大学 pp.1-155 2012年3月

「がんピアサポートの有用性について」 大野裕美
看護実践の科学 (136No.2) 2012年2月

「がん教育の現状と課題―愛知県がん対策推進計画を事例として―」 大野裕美
人間文化研究?15 pp.57-70 2011年2月

「がん治療前サポートにピアサポートは有用であるか―フィールドワークによる質的研究―」 大野裕美
人間文化研究?14 pp.129-141 2011年2月

「がん相談支援におけるピアサポートの意義―ピアの特徴に焦点をあてて―」 大野裕美
人間文化研究?13 pp.11-25 2010年6月

「日本におけるシュタイナー教育の動向」 大野裕美
人間文化研究?10 pp.91-106 2008年12月

「その人らしく最後まで生きていくことを支えるプログラムQ＆A」 大野裕美
(担当：単著、) 2017年1月

「がん患者のためのセルフマネジメントプログラム がんになっても自分らしく生きていくために」 大野裕美
(担当：単著、) 2016年7月

「がん患者のためのセルフマネジメントプログラム」 大野裕美
(担当：マスタに登録のないコードです(0)、) 2015年3月
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[蒔田寛子,大島弓子,大野裕美,山口直巳,福嶋美貴,堀元美紗子,五十嵐慎治,小俣由佳]
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[蒔田寛子,大島弓子,永井邦芳,大野裕美,西澤和義,古賀節子,松本尚子,五十嵐慎治,中島玲子,山口直己,笹木りゆこ,野村浩]
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人間文化研究№10 pp.91-106 2008年12月

「がん相談支援におけるピアサポートの意義―ピアの特徴に焦点をあてて―」 [大野裕美]
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「がん治療前サポートにピアサポートは有用であるか―フィールドワークによる質的研究―」 [大野裕美]
人間文化研究№14 pp.129-141 2011年2月

「がん教育の現状と課題―愛知県がん対策推進計画を事例として―」 [大野裕美]
人間文化研究№15 pp.57-70 2011年2月

「がんピアサポートシステムに関する実証的研究―がん患者支援におけるピアサポートモデルの提示―」 [大野裕美]
名古屋市立大学 pp.1-155 2012年3月

「がんピアサポートの有用性について」 [大野裕美]
看護実践の科学 (136No.2) 2012年2月

「がんピアサポートの現状と課題を読み解く」 [大野裕美]
臨床看護 (137No.9) 2012年8月

「がん相談支援におけるピアサポートの推進に向けた質保証の検討」 [大野裕美]
地域ケアリング (22No.4) pp.44-48 2020年4月

「我が国のがん相談支援におけるピアサポートの位置づけと今後の展望」 [大野裕美]
豊橋創造大学紀要 (No.24) pp.83-90 2020年3月

「認知症サポーター養成講座修了者の活動実態調査‐今後の養成研修はどうあるべきか‐」 [大野裕美]
豊橋創造大学紀要 (No.24) pp.11-24 2020年3月

「妥当性のある看護学実習評価のあり方─ルーブリック評価導入に向けた取り組みからの考察─」
[蒔田寛子,大島弓子,大野裕美,山口直巳,福嶋美貴,堀元美紗子,五十嵐慎治,小俣由佳]
豊橋創造大学紀要 (No.23) pp.75-85 2019年3月

「自分らしく生きていくことと死生観-緩和ケア普及プログラムからの検討－」 [大野裕美]
豊橋創造大学紀要 (No.22) pp.35-43 2018年3月

「看護学教育におけるアセスメント・ポリシー策定の現状-看護系大学と他大学との比較から-」 [山根友絵,大島弓子,
古賀節子,五十嵐慎治,笹木りゆこ,蒔田寛子,大野裕美,永井邦芳,松本尚子,中島玲子,山口直己,野村浩,西澤和義]
豊橋創造大学紀要 (No.22) pp.79-88 2018年3月

「看護系大学における「基礎ゼミナールⅠ」のルーブリック評価の作成過程と課題」 [山口直己,大島弓子,古賀節子,五
十嵐慎治,笹木りゆこ,蒔田寛子,大野裕美,永井邦芳,松本尚子,中島玲子,山根友絵,野村浩,西澤和義]
(No.22) pp.69-77 2018年3月

「地域包括ケア推進に関する研究-多職種連携と市民参加のまちづくり-」 [蒔田寛子,大野裕美]
(No.22) pp.59-68 2018年3月

「アセスメント・ポリシー策定に向けた看護学科の取り組み」
[蒔田寛子,大島弓子,永井邦芳,大野裕美,西澤和義,古賀節子,松本尚子,五十嵐慎治,中島玲子,山口直己,笹木りゆこ,野村浩]
豊橋創造大学紀要 (No.21) pp.45-57 2018年3月

「がん患者のセルフマネジメントプログラムに関する研究」 [大野裕美]
豊橋創造大学紀要 (No.21) pp.61-69 2017年3月

「地域包括ケア推進に関する研究－住み慣れた地域で暮らしていくために－」 [蒔田寛子,大野裕美]
豊橋創造大学紀要 (No.21) pp.143-151 2017年3月

「がんサバイバーシップとセルフマネジメント」 [大野裕美]
豊橋創造大学紀要 (No.20) pp.1-11 2016年3月

「がん相談支援における院内ピアサポート機能の検討」 [大野裕美]
日本医学看護学教育学会誌 (No.23) pp.1-5 2014年10月

「日本におけるシュタイナー教育の動向」 [大野裕美]
人間文化研究№10 pp.91-106 2008年12月

「がん相談支援におけるピアサポートの意義―ピアの特徴に焦点をあてて―」 [大野裕美]
人間文化研究№13 pp.11-25 2010年6月

「がん治療前サポートにピアサポートは有用であるか―フィールドワークによる質的研究―」 [大野裕美]
人間文化研究№14 pp.129-141 2011年2月

「がん教育の現状と課題―愛知県がん対策推進計画を事例として―」 [大野裕美]
人間文化研究№15 pp.57-70 2011年2月

「がんピアサポートシステムに関する実証的研究―がん患者支援におけるピアサポートモデルの提示―」 [大野裕美]
名古屋市立大学 pp.1-155 2012年3月

「がんピアサポートの有用性について」 [大野裕美]
看護実践の科学 (136No.2) 2012年2月
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「がんピアサポートの現状と課題を読み解く」 [大野裕美]
臨床看護 (137No.9) 2012年8月
 

 

学歴
 

 

  名古屋市立大学大学院 人間文化研究科博士後期課程修了（博士/人間文化）
 

 

主な職歴(経歴)
 

 

1993年4月-1995年3月 名古屋第二赤十字病院 看護師
1995年4月-1998年3月 名古屋市立東市民病院 看護師（臨地実習指導）
1998年4月-2000年3月 名古屋市立中央看護専門学校 非常勤講師
2000年4月-2014年3月 （株）ヒューマンアカデミー名古屋校 医療・福祉系非常勤講師
2005年4月-2010年3月 学校法人電波学園あいちビジネス専門学校高等課程 非常勤講師
2010年4月-2014年3月 名古屋市立大学大学院人間文化研究所 研究員、中京学院大学短期大学部 非常勤講師
2014年4月-2016年3月 豊橋創造大学保健医療学部 講師
2016年4月-現在 豊橋創造大学保健医療学部 准教授
 

 

所属学会
 

 

日本医学看護学教育学会 , 日本看護研究学会 , 日本在宅看護学会 , 日本看護学教育学会 , 日本緩和医療学会 ,
日本臨床死生学会 , 日本看護科学学会 , 日本教育学会 , 日本教育方法学会 , 日本健康教育学会
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