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人間科学・基礎看護学では，看護実践の基礎となるケア技術を，生理学・人間工学との関連から技術根拠を明ら
かにするための研究を行っている。また，障害を持つ人の生活支援システムを考え，人々の QOL を高めるための
方策を追求している。加えて，看護学の教育について，特にわが国にの看護教育制度の形成過程から追求し，望ま
しい看護教育法について検討している。さらに循環器疾患の危険因子の解析，自律神経の関与，自然経過について
も検討を行っている。
In the department of human science and fundamental of nursing, the technology for nursing care which
is the base of the nursing practice is researched of clarifying grounds of the technology from the relation
between physiology and the human engineering. Moreover, the strategy to build a supporting system for
people with special need and to improve their QOL is pursued. In addition, the education of the nursing is
especially pursued from the formation process of the nursing education system of our country and prefer
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able method of the nursing education is examined. Another theme is risk stratification, estimation of autonomic nervous activity and natural history of cardiovascular disease.
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