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研究分野
 

 

看護学 / 高齢看護学 / 精神看護学
 

 

研究内容キーワード
 

 

精神看護学
 

 

主な学位・資格
 

 

修士（看護学）(浜松医科大学 大学院医学系研究科 看護学専攻 )
 

 

担当経験のある科目
 

 

基礎ゼミナールⅠ（豊橋創造大学）
看護学研究Ⅰ・Ⅱ（豊橋創造大学）
精神看護学実習（豊橋創造大学）
精神看護学演習（豊橋創造大学）
統合実習（豊橋創造大学）
 

 

主な研究業績
 

 

「精神科看護職における曖昧さへの態度、情動知能とメンタルヘルスの関連」 五十嵐 慎治
浜松医科大学大学院医学系研究科 2016年3月

「医療観察法病棟の単身社会復帰支援からみえた看護師のケアと視点の特徴」 櫻木満信, 五十嵐慎治,
大石哲也,平野哲則
日本精神科看護学会誌 (54No.2) pp.51-55 2011年0月

「統合失調症患者の怒りの経験についての検討」 渋谷菜穂子,林公子,小笠原昭彦,五十嵐慎治
日本看護医療学会雑誌 (11No.2) 2009年12月

「やっぱCross Borders!だで～チームへの足がかり～」
池谷祥子,星野藍子,轟広志,垣田泰宏,五十嵐慎治,山田純栄,水野康弘,西村小百合,相澤欽一
精神障害とリハビリテーション (12No.1) pp.62-67 2008年0月

「アセスメントポリシー策定にむけた看護学科の取り組み - 看護学教育の包括的評価として - 」 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, 中島怜子, 山口直己, 山根友絵, 笹木りゆこ, 野村浩
豊橋創造大学紀要 (22) pp.45-57 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, 中島怜子, 山根友絵, 野村浩, 西澤和義
豊橋創造大学紀要 (22) pp.69-77 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,
松本尚子, 中島怜子, 野村浩, 蒔田寛子, 古賀節子, 大野裕美, 永井邦芳, 五十嵐慎治, 山口直己, 笹木りゆこ, 西澤和義
豊橋創造大学紀要 (22) pp.79-88 2018年3月

「2015年度卒業生によるカリキュラム評価 - 看護系大学生の卒業時の不安に焦点をあてて -」 五十嵐慎治, 大島弓子,
古賀節子, 榊原千佐子, 大瀬恵子, 蒔田寛子, 三輪木君子, 村松十和, 永井邦芳, 松本尚子, 山口直己, 山根友絵, 野村浩,
西澤和義, 廣瀬允美
豊橋創造大学紀要 (21) pp.91-99 2017年3月

「2015年度ディプロマ・ポリシー到達度評価 - 看護学生による自己評価アンケート結果の分析から -」 松本尚子,
大島弓子, 山根友絵, 永井邦芳, 村松十和, 西澤和義, 蒔田寛子, 三輪木君子, 古賀節子, 榊原千佐子, 山口直己, 五十嵐慎治,
野村浩, 大瀬恵子, 廣瀬允美
豊橋創造大学紀要 (21) pp.153-163 2017年3月

「2015年度カリキュラム評価の現状と課題 - 学生・教員からの評価に焦点をあてて-」 蒔田寛子, 大島弓子,
山口直己,山根友絵, 松本尚子, 永井邦芳, 廣瀬允美, 五十嵐慎治, 三輪木君子, 古賀節子, 村松十和, 榊原千佐子, 野村浩,
大瀬恵子, 西澤和義
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豊橋創造大学紀要 (21) pp.119-141 2017年3月

「笑いやライフスタイルと心の健康およびQOLに関する研究」 五十嵐慎治, 永井邦芳
豊橋創造大学紀要 (20) pp.13-24 2016年3月

「看護学生の就職先選択要因及び就職前に直面する不安」 村松十和, 五十嵐慎治, 鈴木ひろ子, 中島怜子, 柴田真由子
豊橋創造大学紀要 (20) pp.25-33 2016年3月

「カリキュラム改正の検討過程とその成果」 大島弓子, 五十嵐慎治, 古賀節子, 永井邦芳, 蒔田寛子, 松本尚子,
三輪木君子, 村松十和, 山口直己, 渡部真奈美
豊橋創造大学紀要 (20) pp.47-64 2016年3月

「精神科初回入院患者の親への看護援助に関する事例研究」 菊池美智子, 山田浩雅, 佐竹裕美, 服部みえ, 松下千津子,
五十嵐慎治, 石川直子, 永井優子, 鈴木啓子, 岩瀬信夫
愛知県立看護大学紀要 (12) pp.23-31 2006年0月
 

 

学歴
 

 

2019年4月 - 現在 聖隷クリストファー大学 大学院 看護学研究科 博士後期課程
2012年4月 - 2016年3月 浜松医科大学 大学院医学系研究科 看護学専攻
 

 

主な職歴(経歴)
 

 

2016年4月 - 現在 豊橋創造大学 保健医療学部看護学科 講師（精神看護学）
2013年4月 - 2016年3月 豊橋創造大学 保健医療学部看護学科 助教（精神看護学）
2011年4月 - 2013年3月 豊橋創造大学 保健医療学部看護学科 助手（精神看護学）
 

 

所属学会
 

 

日本看護学教育学会 , 日本精神分析学会 , 日本認知療法・認知行動療法学会 , 日本精神衛生学会 ,
日本精神保健看護学会 , 日本看護科学学会 , 日本看護研究学会 , 日本看護医療学会
 

 

受賞歴
 

 

 
 

researchmapのリンク先
 

 

https://researchmap.jp/s-igarashi
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