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臨床看護学は，成人看護学，小児看護学，母性看護学，精神看護学の４分野から構成されている。各分野の主な
研究内容を以下に示す。１．
成人看護学
関する研究

２．
小児看護学

小児の正常な成長発達の達成への内分泌学的機序の解明，看護援助方法の研究およ

び障害児の家族に対する援助方法の研究
婦の骨代謝に関する研究

生活習慣病患者の食生活指導に関する研究，臨床看護師の道徳的感性に

４．
精神看護学

３．
母性看護学

正常新生児，低出生体重児の体温調節と温度環境，妊

精神分裂病患者の時間認知に関する研究

Clinical nursing consists of four subgroups, medical-surgical nursing, pediatric nursing, maternity nursing
and psychiatric nursing. The contents of study in each groups are as follows : １．Medical-surgical nursing
Studies on improvemental eating habits and healthy life style in patients with life-style related diseases.
Development of Moral Sensitivity Scale for clinical nurses in Japan. ２．Pediatric Nursing : Studies on endocrinological mechanism of normal development of pubertal children and on clinical nursing care and support for patients with developmental disorders and their family. ３．
Maternity nursing Studies on regulation
of body temperature in newborn infants and bone metabolism in pregnant woman. ４．
Studies on time cognition in schizophrenic patients.
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