
授業科⽬名 医療概論

授業担当者名 五⼗⾥ 明

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 単独 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔授業科⽬のテーマ〕
現代社会における医療分野の課題について、その原因や背景を知るとともに正しく理解す
る。そのうえで、看護専⾨職としての役割や機能を認識し、どのように実践していくかを
考察する。

〔授業科⽬の到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．医療サービスの対象となる⼈々の状況を理解し、看護専⾨職としてのアプローチ⽅法
を考察できる。
２．医療分野と福祉分野の連携を視座にいれた複合的な学びの能⼒を有する。
３．グローバル社会を対象とした幅広い医療課題に取り組み、国際協⼒への積極性を有す
る。

DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる
DP４︓真の⼈間⼒をもってグローバル社会に積極的に踏み出すことができる。
＜241-1SHS1-03＞ 

授業の概要

看護学を学ぶ者にとって、「医療」そのものに対する知識を得て、医療における看護の位
置する意義を理解することは必須事項である。さらに医療者の⼀員として、他職種の業務
の理解はチーム医療を⾏う上で最重要項⽬といえよう。本科⽬では、わが国における医療
についてチーム医療、保健医療制度、政策医療、健康福祉、歴史、⽣命倫理、最新医療と
未来への展望等医療を幅広く学ぶ。 

学⽣に対する評価の⽅法 アクティブラーニングを活⽤し、質疑応答時等における参画度（20％）、毎回の講義ごと
に提出する課題リポート8回（80％）から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション、第1章「医療は誰のものか」（１）
第02回 第1章「医療は誰のものか」（２）
第03回 第2章「健康とは何だろう」（１）
第04回 第2章「健康とは何だろう」（２）
第05回 第3章「医療がたどってきた道と未来への展望」（１）
第06回 第3章「医療がたどってきた道と未来への展望」（２）
第07回 第4章「医療システムを理解しよう」（１）
第08回 第4章「医療システムを理解しよう」（２） 

使⽤教科書 学⽣のための医療概論 第4版 増補版（医学書院） 系統看護学講座 別巻 医療概論
（医学書院） 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

使⽤教科書について、授業計画に⽰された内容から、各⾃で授業前にどのような課題があ
り、その原因や背景について事前に調べ、講義において質問や確認したいことを準備して
おく(週90分)。また、講義ごとに与えられる課題を期限内にまとめて提出するとともに、
講義後には配布された資料や、⾃ら記⼊して作成したワークシートに基づき、新たな気づ
きや問題解決に結びつくような発⾒等があれば、それらのことについてコメントを付しな
がらノート等にまとめる(週90分）。
講義は、教科書の各項⽬の焦点となる事項について述べるにとどまることから、普段から
新聞やテレビニュースなどを活⽤し、世界や⽇本における社会情勢や保健・医療・福祉に
関する情報に関⼼を寄せておくこと。  

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 看護学概論

授業担当者名 平賀 元美、⽩⿃ さつき

単位数 2 開講期（年次学期） 1年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
看護の役割・本質・機能・倫理・⽅法を学び、看護を学ぶ者としての基盤を整える。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．看護の重要概念である「健康」「環境」「⼈間」「看護」を説明できる。
２．先⼈の看護理論家の⾔う看護の考え⽅が理解できる。
３．看護者に求められる活動について、社会情勢、歴史の変遷から考えることができる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。 ◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。 ◎
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。 ◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。 ○ 

授業の概要

看護学概論を学ぶ⽬的は、看護の対象・本質・役割・機能・⽅法など看護専⾨職に必要な
知識と考え⽅を養い、これから学ぶ看護学への基盤を形成することにある。看護の「対
象」は⼈間であり、世界の看護理論家の学説を学ぶことで、⼈間の⾒⽅の多様性を学び、
看護学の視座を広げる。いにしえから看護は、⼈々の⽣活の営みと密着しつつ看護学に発
展した歴史的変遷を学び、現代そして未来における看護の役割を考える。看護の場は、家
庭、地域・職場に限らず、海外、災害の場へと拡⼤してきている実態も学ぶ。⽇常⽣活と
⼈間の幸せとの関連性に気付き、看護への興味・関⼼を涵養する。 

学⽣に対する評価の⽅法 事前・事後課題（3０％）、記述試験（7０％）により総合的に判断する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス（授業内容と⽬的の説明）看護の変遷と歴史、看護職の法的根拠と位
置づけ（講義）
第02回 看護とは何か、看護の⽬的と機能、対象と機能について（講義）
第03回 看護の場と看護活動  医療・看護の場と看護体制  （講義）
第04回 看護を構成する主要概念（講義）
第05回 看護理論の理解・ナイチンゲール（講義）
第06回 看護理論の理解・ニード論（ヘンダーソン）（講義）
第07回 看護理論の理解・適応理論(ロイ）（講義）
第08回 看護理論の理解・セルフケア理論(オレム）（講義）  
第09回 看護実践と科学、看護技術と科学的根拠（講義）
第10回 看護と倫理（講義）
第11回 看護の対象の理解(発達課題）（講義）
第12回 看護の対象の理解（社会、⽂化）（講義）
第13回 現代医療と保健・医療・福祉システム（講義）
第14回 現代医療における看護の課題（講義）
第15回 記述試験およびまとめ

使⽤教科書

『看護学概論』（医学書院）、『看護の基本となるもの』（⽇本看護協会出版会）、毎回
配布する資料
購⼊するテキストは２冊だけですが、さまざまなテキストがあります。いろいろな本を読
み⽐べて、考えを深めていってください。参考書籍︓『看護学概論』（メヂカルフレンド
社）、『看護学概論』（ナーシング・グラフィカ）、『フローレンスナイチンゲール 看
護覚え書』現代社、『国⺠衛⽣の動向』（厚⽣労働統計協会）、『看護者の倫理綱領』
（⽇本看護協会） 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスあるいは授業で⽰される次回の授業内容を確認し、予習する。
ムードルを活⽤して、授業終了時は学びとして⾃覚したことや疑問等を提出をする。この
内容に基づいて⾃⼰学習をすすめる。さらに、授業の最後に次回の課題を⽰すので、⾃⼰
学習した結果を授業開始時に提出する。シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で
扱われる話題について予習する（週90分）、授業時に⽣じた疑問点等について調べ、まと
める（週90分）。
看護を学ぶ導⼊となるので、講義として話を聞くだけでなく、本を読むこと、読んで理解
した内容をまとめ他者に伝えること、他者の意⾒を聞くこと、レポートにまとめることな

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



どを体験する。全ての回の授業がそれぞれ異なり意味ある内容になっていますので、休ま
ず、かつ課題を⾏って参加してください。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 基礎看護学技術論1

授業担当者名 滝沢 美世志、平賀 元美、⼤⻄ 幸恵、⽩⿃ さつき、本多 利枝

単位数 2 開講期（年次学期） 1年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
看護実践に共通する基礎看護技術を⾝につける。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．看護実践に必要なコミュニケーション、観察の意義と⽅法を理解できる。
２．対象者の療養⽣活における安全、安楽のニーズに基づいて、ニーズを充⾜するための
⽅法が理解できる。
３．看護者として看護実践を記録、報告する意味を理解できる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。 ◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。 ○
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。 ◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。 △
＜241-2FBN2-02＞ 

授業の概要

共通看護技術の⽬的は、あらゆる看護技術の⼟台となる全ての対象に共通する基本的な基
礎看護技術を修得することにある。①技術について（技術とは、技能とは）②コミュニケ
ーション技術（⾔語的・⾮⾔語的コミュニケーション、「話す」「聴く」「伝える」基本
技術）③観察・記録・報告の技術（意義、⽅法、内容）④安全の技術（ボディメカニク
ス、ガウンテクニックと⼿袋、安楽な体位）⑤病床の整備（環境の調整、ベッドメーキン
グ）⑥看護援助の判断基準となるバイタルサインの基本について学ぶ。

学⽣に対する評価の⽅法 講義のテーマ毎の事前学習・技術演習での課題レポート（2０％）、実技試験（２
０％）、記述試験（６０％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス、看護技術とは、看護技術の学び⽅、看護実践⼒と看護（講義）
第02回 実習室の使⽤⽅法と⾝だしなみ（講義・演習）  
第03回 コミュニケーションとは、コミュニケーションのニーズ、コミュニケーションの
要素と成⽴過程（講義）
第04回 安全・安楽のニーズと充⾜（講義）
第05回 安全が脅かされる環境と予防︓感染・転倒転落（講義）  
第06回 安全を守る技術︓スタンダードプリコーション、⼿指衛⽣、衛⽣学的⼿洗い、廃
棄物の取り扱い（講義・技術演習）
第07回 安全を守る技術︓個⼈防護⽤具の着脱、環境整備の実際（講義）
第08回 安全を守る技術︓安全を守る技術︓個⼈防護⽤具の着脱、環境整備の実際（技術
演習）
第09回 安全を守る技術︓消毒と滅菌、無菌操作の基本、滅菌⼿袋の装着、ガウンテクニ
ック（講義・技術演習）
第10回 環境とは、看護場⾯における⽣活環境︓病室内の環境と環境測定、快適な環境と
整備（講義）
第11回 環境整備と病床の作り⽅、基本的活動の基礎知識︓ボディメカニクス、体位（講
義）
第12回 病床整備と作成︓ベッドメーキング（技術演習）
第13回 病床整備と作成︓ベッドメーキング(技術演習）
第14回 病床整備と作成︓リネン交換(技術演習）
第15回 体位変換と安楽な体位、移乗・移送（講義）
第16回 体位変換、安楽な体位(技術演習）
第17回 体位変換、移乗・移送(⾞いす）（技術演習）
第18回 移乗・移送(ストレッチャー）（技術演習）  
第19回 観察と測定（講義）
第20回 バイタルサイン測定（講義）
第21回 同上︓体温、脈拍、呼吸（講義）
第22回 同上︓⾎圧測定（講義）
第23回 バイタルサイン測定（技術演習）  
第24回 同上
第25回 同上

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



第26回 同上
第27回 バイタルサインと記録報告（技術演習）
第28回 看護記録、カンファレンス︓看護記録の⽅法と報告の仕⽅、カンファレンス（講
義）
第29回 実技試験︓臥床患者のバイタルサイン測定、記録、報告（技術演習）
第30回 筆記試験、試験に対するフィードバック・解説 

使⽤教科書
『基礎看護技術Ⅰ』（医学書院）
『基礎看護技術Ⅱ』（医学書院）
『写真でわかる基礎看護技術アドバンス①』（インター・メディカ） 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスに基づいて、講義内容を⾃⼰学習し授業に臨むこと。初回にテーマ毎の事前学習
課題を⽰すので、期⽇までに提出すること。技術演習は、講義の資料だけでなくビデオ映
像を活⽤してイメージを持って臨むこと。授業以外の時間を活⽤して、技術の⾃主練習を
⾏うこと。シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われる話題について予習す
る（週90分）、授業時に⽣じた疑問点等について調べ、まとめる（週90分）。
バイタルサインは技術の実技試験を実施する。別⽇でオリエンテーションを設けるので出
席し、準備して試験に臨んでほしい。
1年次に⾏われる基礎看護学実習１に必要なコミュニケーションなどを中⼼とした、看護
師に必要な基本的な技術を学ぶ授業になる。この時点で正しく確実な技術を⾝につけてお
くことが看護師としての基礎を作ることになるので、休まず、事前学習や復習、実技の練
習をして臨んでほしい。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 基礎看護学技術論2

授業担当者名 滝沢 美世志、平賀 元美、⼤⻄ 幸恵、⽩⿃ さつき、本多 利枝

単位数 1 開講期（年次学期） 1年次後期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⽣活援助の実践に必要な基礎看護技術を⾝につける。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．⼈間に必要な活動と休息の意義と⽀援する⽅法が理解できる。
２．対象者の清潔のニーズを理解し、療養⽣活に適した援助の⽅法を理解できる。
３．安全な肢位の保持に基づく移動、移送、寝⾐交換の⽅法が理解できる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。 ◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。 ○
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。 ◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。 △
＜241-2FBN2-03＞ 

授業の概要

⽣活援助技術の⽬的は、対象の基本的ニードに即した、安全・安楽で、基本的な⽇常⽣活
援助の⽅法と基礎知識を学ぶとともに、看護師としての基本的な態度を修得することにあ
る。①活動と休息（体位変換、移動動作、⾞椅⼦・ストレッチャーの操作、睡眠の援助）
②⾐⽣活（和式寝⾐・パジャマの交換）③⾝体の清拭（全⾝清拭、⼝腔ケア、洗髪、陰部
清拭）の援助技術を学ぶ。技術論１で学んだ対象とのコミュニケーションを駆使し、対象
の反応を評価し、次の学習に活かすリフレクションを慣習化する。

学⽣に対する評価の⽅法 事前学習・技術演習での課題・事後学習（20％）、実技試験（20％）、記述試験（60％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

＜第１部＞活動と休息の援助 
第01回 ガイダンス（授業内容と⽬的の説明）、⼈間における睡眠と活動のニーズ（講
義）
第02回 ⾐⽣活の意義 寝⾐交換の⽬的・⽅法（講義）
第03回 寝⾐交換の実際（和式寝⾐・パジャマ）（技術演習）
第04回 清潔の意義 ⾝体清潔に関する基礎知識（講義）
第05回 清潔援助（⼊浴、清拭）の基礎知識（講義）
第06回 全⾝清拭の実際（技術演習）
第07回 同上（技術演習）
第08回 ⾝体の清潔 部分浴（⾜浴・⼿浴・陰部洗浄）の基礎知識（講義）
第09回 ⼿浴・⾜浴の実際(技術演習）  
第10回 陰部洗浄の実際（技術演習）
第11回 洗髪の基礎知識・被髪頭部の清潔︓結髪・洗髪（講義）

  ⼝腔ケア・義⻭の取り扱い・⽿・眼・⿐部の⼿⼊れ（講義）
第12回 洗髪の実際（技術演習）
第13回 洗髪の実際（技術演習）
第14回 臥床患者の陰部洗浄（実技試験）
第15回 単位習得試験・重点事項確認フィードバック・まとめ 

使⽤教科書
『基礎看護技術Ⅰ』（医学書院）
『基礎看護技術Ⅱ』（医学書院）
『写真でわかる基礎看護技術アドバンス①』（インター・メディカ） 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスに基づいて、講義内容を⾃⼰学習し授業に臨むこと。初回にテーマ毎の事前学習
課題を⽰すので、期⽇までに提出すること。技術演習は、講義の資料だけでなくビデオ映
像を活⽤してイメージを持って臨むこと。授業以外の時間を活⽤して、技術の⾃主練習を
⾏うこと。シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われる話題について予習す
る（週90分）、授業時に⽣じた疑問点等について調べ、まとめる（週90分）。
看護技術の実技試験では全⾝清拭と寝⾐交換を取り扱う。
今後の臨地実習において実践する頻度が⾼い⽇常⽣活援助を学ぶ科⽬であり、看護師とし
て患者に直接触れる基本的な技術を学ぶ授業になる。この時点で正しく確実な技術を⾝に

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



つけておくことが看護師としての基礎を作ることになるので、休まず、事前学習や復習、
実技の練習をして臨んでください。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 基礎看護学技術論3

授業担当者名 滝沢 美世志、平賀 元美、⼤⻄ 幸恵、⽩⿃ さつき、本多 利枝

単位数 1 開講期（年次学期） 1年次後期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⽣活援助の実践に必要な基礎看護技術を⾝につける
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．対象の基本的ニードを踏まえた⾷事の援助ができる。
２．対象の基本的ニードを踏まえた排泄の援助ができる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。○
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グルーバル社会に積極的に踏み出すことができる△
＜241-2FBN2-04＞ 

授業の概要

⽣活援助技術の⽬的は、対象の基本的ニードに即した、安全・安楽で、基本的な⽇常⽣活
援助の⽅法と基礎知識を学ぶとともに、看護師としての基本的な態度を修得することにあ
る。基本的ニードとして⽣命維持に極めて重要な①栄養と⾷事（臥床患者の⾷事介助）②
排泄（⾃然排泄への援助、便尿器の挿⼊、オムツ交換、浣腸、導尿の管理）の援助技術を
学ぶ。技術論１で学んだ対象とのコミュニケーションを駆使し、対象の反応を評価し、次
の学習に活かすリフレクションを慣習化する。 

学⽣に対する評価の⽅法 講義のテーマ毎の事前学習（20％）、技術演習での課題レポート（20％）、筆記試験
（60％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス（授業内容と⽬的の説明）、⼈間における⾷事の意義と栄養と⾷事に
関する基礎知識（講義）
第02回 嚥下の⽣理的メカニズム、⾷事介助の実際、摂⾷・嚥下訓練（講義）
第03回 経⼝的に栄養摂取ができない場合の援助︓経⿐経管栄養法・胃瘻法、中⼼静脈栄
養法（講義）
第04回 ⼈間にとっての排泄の意義とニーズ、排泄に関する解剖・⽣理機能、アセスメン
トと援助の⽅向性（講義）
第05回 ⼈間の排泄⾏動と援助、トイレへの誘導（講義）
第06回 ベッドサイドでの排泄援助（ポータブルトイレ）(講義）
第07回 排泄コントロールが困難な患者、尿意・便意が曖昧な患者への援助︓オムツ交換
（講義）
第08回 排泄コントロールが困難な患者の援助︓オムツ交換（技術演習）
第09回 同上（技術演習）
第10回 ⾃然排泄の援助の実際 床上排泄の援助︓便器・尿器の⽤い⽅（講義）
第11回 床上排泄の実際︓便器・尿器の⽤い⽅（技術演習）
第12回 同上（技術演習）
第13回 排泄障害時の援助︓浣腸 摘便の実際（講義・技術演習）
第14回 ⾃然排尿が困難な場合の援助・医療上の処置としての排尿の援助:導尿・膀胱留
置カテーテル挿⼊中の管理（講義・技術演習）
第15回 筆記試験とまとめ、重点事項確認

使⽤教科書
『基礎看護技術Ⅰ』（医学書院）
『基礎看護技術Ⅱ』（医学書院）
『写真でわかる基礎看護技術アドバンス①』（インターメディカ） 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスあるいは授業で⽰される次回の授業内容を確認し、予習する。テーマ毎の事前学
習課題を⽰すので、期⽇までに提出すること。技術演習は、講義の資料だけでなく、ビデ
オ映像を活⽤してイメージを持って取り組むこと。看護技術の実技については、授業以外
の時間を活⽤して技術の習得にむけて⾃主練習を⾏うこと。解剖⽣理学で学習した内容を
想起し、根拠に基づいた技術の習得に努⼒すること。シラバスあるいは授業時に⽰される
次回の授業で扱われる話題について予習する（週90分）、授業時に⽣じた疑問点等につい
て調べ、まとめる（週90分）。
看護師として患者に直接触れる基本的な技術を学ぶ授業となる。今後の実習においても実

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



践する頻度が⾼いため、原理原則に基づいた確実な技術を⾝につけておくことが看護師と
しての基礎を作ることになるので事前学習や復習、技術練習をして臨んでほしい。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 基礎看護学技術論4

授業担当者名 滝沢 美世志、平賀 元美、⼤⻄ 幸恵、⽩⿃ さつき、本多 利枝

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
診療治療の援助実践に必要な基礎看護技術を⾝につける。
〔授業科⽬の到達⽬標〕
１．診療に伴う援助の理論と⽅法を学び、基本技術を習得できる。
２．診察に伴う援助技術をうける対象の安全と苦痛を考慮した⾏動ができる。
３．安全安楽に静脈採⾎が実施できる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー[DP]との関連）〕
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を「看護の対象」とし、対象に応じた実学として
の看護を実践できる◎
DP２︓看護と看護学を追求し普遍的な知の創造を探求・具現化できる
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グルーバル社会に積極的に踏み出すことができる△
＜241-2FBN2-05＞ 

授業の概要

診療に伴う援助の⽬的は、診療に伴う理論とその⽅法を修得することにある。⾝体の兆
候、反応に基づき、①呼吸・循環を整える援助（温冷罨法、⼝腔・⿐腔吸引） ②酸素吸
⼊ ③包帯法（意義と実際） ④診察・検査（検査時の介助、検体の採取、静脈⾎採⾎）
⑤創傷処置（無菌操作、滅菌物の取り扱い）技術を学ぶ。診療の援助⾏為は、臨床の場で
実施する頻度が⾼く、正確な知識と正しい⼿技が求められ、本授業は他の看護学領域で学
ぶ看護の基本となる。そのため、シュミレーター等を活⽤し、正確な技術を学ぶ機会とす
る。

学⽣に対する評価の⽅法 事前学習・技術演習での課題・事後学習（20％）、記述試験（80％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス（授業内容と⽬的の説明）、診察時・検査時の介助と看護・検体の取
り扱い （講義）
第02回 検査の介助（X-P・CT・MRI・内視鏡・超⾳波・肺機能・穿刺） （講義）
第03回 無菌操作︓無菌物の保管⽅法・取り扱い、鑷⼦・鉗⼦の取り扱い・綿球の取り扱
い、テープの貼り⽅・包帯法（講義）
第04回 基本包帯法︓弾性包帯・⽿付き包帯（技術演習）
第05回 無菌操作の実際 （技術演習） 
第06回 呼吸・循環に関する基礎知識 体温調整の⽅法とメカニズム（講義）
第07回 温・冷罨法、リラクゼーション（技術演習）
第08回 酸素吸⼊療法の基礎知識、酸素の投与⽅法、中央配管と酸素ボンベ・吸⼊、吸引
の基礎知識（講義)
第09回 ⼝腔内吸引・⿐腔吸引の実際、酸素吸⼊の実際 （技術演習）  
第10回 同上（技術演習） 
第11回 注射器・注射針の種類と構造、取り扱い・採⾎部位の選定と決定・静脈⾎採⾎と
医療安全（講義）
第12回 静脈⾎採⾎︓部位の選択・駆⾎の実際、廃棄ボックスの取り扱い（技術演習）
第13回 静脈⾎採⾎の実際（学内演習） 
第14回 静脈⾎採⾎の実際（技術演習）
第15回 記述試験と基礎看護技術論4のまとめ 

使⽤教科書 基礎看護技術Ⅱ（医学書院） 写真でわかる臨床看護技術アドバンス①、②（インターメ
ディカ） 毎回配布される資料 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスあるいは授業で⽰される次回の授業内容を確認し、予習する（毎週90分）。疑問
があれば質問したいことや確認したいことをまとめて講義に参加する。講義終了後には講
義のポイントや⽣じた疑問について⾃分で調べ、ノートにまとめる（毎週90分）。
看護技術の実技については、看護学実習室で、根拠・⼿順・留意点をふまえ練習する（技
術ごとに90分）。
技術練習の際には、準備から後⽚付けまで責任を持って実施する。また、技術の際には患

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



者に対する説明、同意、配慮の声かけも実施する。また、援助を⾏う時には、援助の必要
性を判断して実施してほしいためこれまでに学習した対象の基本的ニードに基づきアセス
メントできるようにして学習していただきたい。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 基礎看護学技術論5

授業担当者名 滝沢 美世志、平賀 元美、⼤⻄ 幸恵、⽩⿃ さつき、本多 利枝

単位数 1 開講期（年次学期） ２年次後期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
診療治療の援助実践に必要な基礎看護技術を⾝につける。
〔授業科⽬の到達⽬標〕
１．診療に伴う援助の理論と⽅法を学び、基本技術を習得できる。
２．診察に伴う援助技術をうける対象の安全と苦痛を考慮した⾏動ができる。
３．安全安楽な筋⾁内注射が実施できる
４．点滴静脈内注射の輸液管理ができる
〔到達⽬標（ディプロマポリシー[DP]との関連）〕
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を「看護の対象」とし、対象に応じた実学として
の看護を実践できる◎
DP２︓看護と看護学を追求し普遍的な知の創造を探求・具現化できる
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グルーバル社会に積極的に踏み出すことができる△
＜241-2FBN2-06＞ 

授業の概要

診療に伴う援助の⽬的は、診療に伴う理論とその⽅法を修得することにある。危険性や医
療過誤が発⽣しやすい⾏為であることを強調し、安全で正確な看護技術の修得をはかる。
①薬物療法の意義と適⽤（内服薬、座薬、パップ、⼝内錠）②注射の援助（⽪内、⽪下、
筋⾁注射、静脈注射、点滴静脈内注射）③輸⾎の取り扱い ④⿇薬の取り扱い について
学ぶ。診療に伴う技術は、臨床の場での実施する頻度が⾼く、正確な知識と正しい⼿技が
求められる。シュミレーター等を活⽤し、正確な技術練習を体験する。

学⽣に対する評価の⽅法 事前学習・技術演習での課題・事後学習（30％）、実技試験（2０％）、記述試験（5
０％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス（授業内容と⽬的の説明）
  薬物療法の種類・吸収・排泄の機序 薬物の管理に関する基礎知識  薬物療法に

おける看護者の役割（講義）
第02回 薬物療法の基本、薬物管理に関する基礎知識（講義） 
第03回 経⼝与薬・吸⼊・点眼・点⿐・直腸内与薬・経⽪的与薬の援助（講義）
第04回 注射法の基礎知識（講義）
第05回 注射準備の実際（講義）、⽪下注射、⽪内注射、部位の選定（講義） 
第06回 注射準備の実際（指⽰の確認、薬液の準備（演⽰・技術演習）
第07回 シミュレーターを⽤いた⽪下注射の実際（技術演習）
第08回 筋⾁内注射の部位選定、薬液の注⼊と患者観察（講義） 
第09回 筋⾁内注射の準備、アンプル・バイアルの取り扱い（学内演習）
第10回 筋⾁内注射の実際（技術演習）
第11回 静脈内注射・点滴静脈内注射︓点滴ルートの作成と固定、滴下調整（講義）
第12回 静脈内注射・点滴静脈内注射︓点滴ルートの作成と固定、滴下調整（演⽰・技術
演習）
第13回 輸液ポンプ・シリンジポンプの使い⽅、ＭＥ機器の取り扱い（講義）
第14回 筋⾁内注射（実技試験）
第15回 記述試験、まとめ 

使⽤教科書 基礎看護技術Ⅱ（医学書院） 写真でわかる臨床看護技術アドバンス①（インターメディ
カ） 毎回配布される資料

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスあるいは授業で⽰される次回の授業内容を確認し、予習する（毎週９０分）。疑
問があれば質問したいことや確認したいことをまとめて講義に参加する。講義終了後には
講義のポイントや⽣じた疑問について⾃分で調べ、ノートにまとめる（毎週90分）。
実技試験は、筋⾁内注射を取り扱う。
看護技術の実技については、看護学実習室で、根拠・⼿順・留意点をふまえ練習する。技
術練習の際には、準備から後⽚付けまで責任を持って実施する。また、技術の際には患者
に対する説明、同意、配慮の声かけも実施する。筋⾁内注射の練習や点滴静脈内注射は、

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



注射器の扱い、モデルやシュミレーターを使⽤しての⾎管への針の刺⼊等、部分練習を繰
り返すことで、⼀連の動作の修得をはかる。
診療の援助技術は、⾝体侵襲が⼤きく、苦痛を伴うものが多い。そのため、安全に援助を
⾏うためには正確な知識が必要であり、⼿順ではなく、根拠に基づいた技術の習得を⽬指
していただきたい。既習の解剖⽣理学の学びを復習して講義に望んでいただきたい。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 看護の展開

授業担当者名 滝沢 美世志、平賀 元美、⼤⻄ 幸恵、本多 利枝

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
看護者として患者の健康課題を解決するに必要な問題解決思考の展開プロセスを理解し、
事例をとおして活⽤する⽅法を⾝につける
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．対象の健康問題を解決するために必要な看護の展開の⼀連のプロセスが理解できる
２．問題解決技法を⽤いて典型事例の看護の展開ができる
３．患者の状況に応じた「最善」をもたらす看護を考えることの必要性が理解できる
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。 ◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。 ○
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。 ○
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。 △
＜241-2FBN2-08＞ 

授業の概要

看護の展開の⽬的は、対象の健康課題を解決するために、情報収集から看護問題の抽出、
看護の実施・評価までの⼀連のプロセスを学ぶことにある。問題解決的思考を⽤いたクリ
ティカルな思考は、対象となる⼈の健康上の問題を解決するための効果的な⽅略を導き出
すのに有効であると共に、状況に応じた「最善」を考えるという学⽣に情意的な素地をも
作る。⽇常⽣活での諸問題の対処から考え、臨床での典型事例へと進み、問題解決思考の
技能⽅法を深める。専⾨分野の他の看護学領域の事例の基本とする。

学⽣に対する評価の⽅法 アクティブラーニングを活⽤して、事前・事後学習（20％）、グループワーク（20％）、
記述試験（60％）から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス（授業内容と⽬的の説明） 看護過程とは
第02回 看護過程の構成要素、クリティカルシンキング・リフレクティブサイクル（講
義・演習）  
第03回 看護場⾯での情報収集 14項⽬のニーズと常在条件、病理的状態（講義・演習）
第04回 情報の分析的なアセスメント ニーズの充⾜、未充⾜の視点 （講義・演習）
第05回 事例展開 アセスメント（グループワーク）
第06回 アセスメントについてグループワークの発表（演習）
第07回 同上
第08回 全体像の把握と描写 援助の優先順位 関連図（講義・演習）
第09回 看護上の課題、看護問題の考え⽅、看護⽬標と期待される結果、援助計画（講
義、演習）
第10回 事例展開 看護⽬標、援助計画（グループワーク）
第11回 同上
第12回 グループワークの発表（演習）  
第13回 同上
第14回 看護の実践と評価（講義） 
第15回 記述試験、まとめ 

使⽤教科書 基礎看護技術Ⅰ（医学書院） はじめて学ぶ看護過程（医学書院） 看護の基本となるも
の（⽇本看護協会出版会） 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

看護の基本となるもの（⽇本看護協会出版会）は、すでに持っており1年次に読んだテキ
ストなので、ニードの捉え⽅について復習をして臨むこと。 シラバスに基づいて、講義
内容をテキストで⾃⼰学習し授業に臨むこと（毎週90分）。
看護過程のグループワークでは、授業時間内で話し合いがまとまるように事前及び事後の
個⼈学習を進めておくこと（毎週90分）。
ここで学ぶ内容は、看護を実施するうえで、最も基本的・中⼼的内容であるため、考え⽅
を⾝につけるよう主体的に学ぶ姿勢をもってほしい。また、医学書院のテキストが網羅さ
れているタブレット端末を効果的に活⽤すると、⾼額なサブテキストを購⼊しなくても看

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



護過程の展開を進めていくことができる。これは、基礎看護学実習だけでなく、各専⾨分
野での実習において看護を展開するうえでも役⽴つ。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 成⼈看護学概論

授業担当者名 岩本 淳⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 1年次後期 

教員担当形態 単独 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

成⼈期にある⼈の⾝体的・⼼理的・社会的特徴を理解し、発達段階および健康状態に応じ
た看護を実践するための基礎的能⼒を養う。

〔授業科⽬の到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．成⼈の成⻑・発達段階の特徴と健康問題の特徴を説明できる。
２．成⼈看護の役割と機能について説明できる。
３．健康段階における対象の健康状態や⽣命過程への反応の特徴を説明できる。
４．健康状態に応じた看護の特徴を説明できる。

DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。△
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる能⼒を有
している。△
<241-2ADN2-02>

授業の概要

成⼈看護学概論を学ぶ⽬的は、成⼈期にある⼈を対象に⼈の成⻑・発達、病態⽣理・健康
段階、経過別の看護の概念や中範の理論の⾒どころを学び、成⼈看護学あるいはその他専
⾨科⽬の実践論や実習において、個⼈の⾝体的・⼼理的・社会的状況を判断の結果に基づ
き、「その⼈に必要な」看護を考える臨床看護の基盤を形成していくことにある。
授業は主にパワーポイントと配布資料を⽤いて講義形式で⾏う。

学⽣に対する評価の⽅法
１．授業の初めに理解度を確認するために10分間テストを複数回⾏う（30％）
２．筆記試験（70％）
その他、授業への参加態度や授業内容のポートフォーリオを参考にする。   

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第０１回 成⼈各期の対象の理解 
第０２回 成⼈看護の機能と役割
第０３回 疾病及び病気の経過に伴う看護
第０４回 慢性期/慢性期の対象の理解と看護の概要
第０５回 終末期/⼈⽣の最終段階を⽣きる⼈の看護の概要
第０６回 急性期/急性期の対象の理解と看護の概要
第０７回 回復期/回復期の対象の理解と看護の概要
第０８回 テスト60分 まとめ30分 

使⽤教科書 系統看護学講座 専⾨Ⅱ 成⼈看護学総論 成⼈看護学［１］医学書院．
系統看護学講座 専⾨分野1 基礎看護学［4］臨床看護総論 医学書院 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

事前学習として教科書の該当箇所を熟読し、わからない⾔葉の意味を調べて授業に参加し
てください（週60分）。
事後学習では学習内容をポートフォーリオとしてまとめ、成⼈看護の対象、成⼈看護の機
能と役割について国家試験の出題傾向を反映した問題に取り組んでください（週90分）。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 成⼈保健活動論

授業担当者名 岩本 淳⼦

単位数 1 開講期（年次学期） ２年次前期 

教員担当形態 単独 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

[テーマ]
成⼈期にある⼈々の⼼⾝と社会的な健康を維持し、成⼈各期のライフスタイルに応じた健
康づくりを⽀援する 看護の⾒⽅・考え⽅を学ぶ。
到達⽬標(ディプロマポリシーＤＰとの関連)
1..成⼈の健康観、保健動向、健康に影響する要因を説明できる。
2..成⼈を対象とした保健活動の意義と⽬標を説明できる
3..成⼈期における⽣活習慣病の発症と重症化を予防するための政策と現状の課題を説明で
きる。
4..成⼈各期のライフスタイルに応じた健康⽀援の在り⽅を考えることができる。
5．成⼈の健康づくりに活⽤する概念や理論を理解し、活⽤⽅法を説明できる。
到達⽬標（DPとの関連）
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。△
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる能⼒を有
している。△
<241-2ADN2-02>

授業の概要

成⼈保健活動論の⽬的は、成⼈の健康を育む⽀援のあり⽅を多⾯的に学ぶことにある。成
⼈の健康は⽣活の環境要因と遺伝的要因により影響を受ける。成⼈は社会や家庭における
役割期待に対して⾃⼰や組織の役割を遂⾏していく上で、健康でいることへの関⼼は⾼い
が健康を育む積極的⾏動に結びつけつきにくいという特徴を持っている。本科⽬は、そう
した成⼈の健康観と保健⾏動の特性をふまえ、健康づくりに⽣かす概念や理論を具体的事
例に活⽤して、成⼈期の⼈々の健康⽣活を⽀援するための⽅策を議論する。 

学⽣に対する評価の⽅法
１．出席状況（10％）
２．授業の理解度を確認するために10分間テストを複数回⾏う（30%）
３．最終試験（60%） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第１回 成⼈の健康観と保健⾏動の特徴
第２回 成⼈保健の動向、成⼈各期の健康状態と健康リスク
第３回 成⼈の健康課題と保健・医療・福祉政策
第４回 ヘルスケア事業と成⼈へのアプローチ
第５回 ⼈々の健康づくりに活⽤する概念や理論︓ヘルスプロモーション、健康⾏動理論
第６回 ⽣活習慣病の発症と重症化予防対策
第７回 成⼈の健康を育む⽀援の考え⽅
第８回 テスト60分まとめ30分 

使⽤教科書 ⼩松裕⼦監 系統看護学講座 専⾨分野 成⼈看護学総論 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

成⼈の健康や健康⽣活を⽀援する看護について学ぶ科⽬です。
政策の話が含まれますので、事前学習として教科書の該当箇所を熟読しわからない⾔葉を
調べておく事はもちろんですが、授業までに⾃分や家族員⼀⼈ひとりにとっての健康の意
味を考えておいてください。また、その⼈たちの健康に及ぼす要因を5つほど考え、優先
順位をつけておいてください。
事後学習は、授業内容を要約し、ポートフォーリオにまとめてください。また、成⼈保健
分野からよく出題される国家試験問題を提⽰しますので解答してください。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 成⼈看護学実践論1

授業担当者名 浅野 妙⼦、岩本 淳⼦、佐藤 由佳

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

テーマ及び到達⽬標(ＤＰとの関連)
急激な侵襲を受け健康破綻をきたした対象とその家族を理解し、援助を実践するために必
要なアセスメント能⼒、看護の展開能⼒をについて学ぶ。

１．急激な健康破綻をきたす代表的な疾患の病態と主要症状、診断、検査、治療とその経
過について説明できる。
２．急激な健康破綻に陥った患者の⾝体的・社会的・⼼理的特徴をふまえ、対象のアセス
メント、優先順位の判断ができる。
３．⼿術侵襲とその⽣体反応の特徴、⽣命維持、早期の回復を促進する看護について説明
できる。
４．術前、術中、術後の経過に応じた全⾝状態のアセスメントと異常の早期発⾒、早期回
復に向けた看護を理解できる。

DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。△
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる能⼒を有
している。
<241-2ADN2-03> 

授業の概要

成⼈看護学実践論1の⽬的は、急激な健康状態の変化や、⼿術の侵襲による⼈間の反応(⽣
体反応を含む）を理解し、看護実践するための基礎的能⼒を習得することにある。急性期
にある⼈の⽣命維持、全⾝状態の改善、合併症、⼆次障害の予防を視野に⼊れ、QOL 向
上のための看護とチーム医療について学ぶ。さらに急性期にある⼈の家族の⼼理的特徴を
理解し、ケア提供の場の調整や個別的な対応について学ぶ。また周⼿術期、集中治療を受
ける⼈の理解と敏速な回復を促すための看護を学ぶ。 

学⽣に対する評価の⽅法 評価、学習状況、授業への参加学習状況20%、演習30%、筆記試験50%から総合的に評価
する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 急性期看護の基本概念、急性期にある患者の理解
第02回 救急看護1
第03回救急看護２
第04回演習︓集中治療を受ける患者の全⾝管理1・2クラス
第05回周⼿術期看護
第06回⼿術看護︓術前看護
第07回⼿術看護︓術中看護
第08回⼿術看護︓術直後の全⾝管理
第09回⼿術看護︓術後の全⾝管理
第10回 胃切除術を受ける患者の看護
第11・12回 演習 胃切除術を受けた患者の看護（呼吸・循環管理）1・2クラス
第13・14回 演習 胃切除術を受けた患者の看護（創部ドレーンの管理）1・2クラス
第15回まとめ

第4回はクラスごとの演習とする。
第14回は2コマ続きクラスごとの演習とする。 

使⽤教科書

系統看護学講座専⾨分野「成⼈看護学」2〜11 医学書院
系統看護学講座専⾨分野 臨床外科看護概論 医学書院
系統看護学講座専⾨分野 臨床外科看護各論 医学書院
系統看護学講座専⾨分野 救急看護学 医学書院
系統看護学講座専⾨分野 クリティカルケア看護学 医学書院
臨床看護技術に、インターメディカ 他その都度紹介する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

既習の専⾨基礎科⽬（⼈体の機能と構造、病態⽣理学、病態治療学等）の学習を⾃主的に
⾏ってください。当該科⽬で学習した知識や技術は成⼈看護学実習1で活⽤します。実習

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



で受け持つ可能性の⾼い事例を紹介しながら講義・演習を⾏います。急病や事故など急激
に健康状態が悪化した⼈々を救う事は、いつ、いかなる状況においても看護の重要な使命
です。必要な知識や技術、⼼構えを積極的に学んでください。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 成⼈看護学実践論2

授業担当者名 浅野 妙⼦、岩本 淳⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

テーマ
回復期看護とは何か、⼿術・急性疾患等で⾝体侵襲を受けた⼈の回復過程で重要とされる
看護について学ぶ。また⼼⾝ともに回復する過程で弊害となる合併症、⼆次障害の予防と
対処について学ぶ。さらに発症を余儀なくされた障害、後遺症に対するリハビリテーショ
ンとセルフケアについても理論を活⽤しながら学ぶ。またセルフケアを⽀援するための他
職種連携、専⾨医療チームや退院、在宅への連携についても学ぶ。
到達⽬標(ＤＰとの関連）
１．急激な健康破綻をきたす代表的な疾患、外傷の回復過程における病態、主要症状、診
断、検査、治療、⼿術、薬物、放射線、化学療法について説明できる。
２．急激な健康破綻をきたす代表的な疾患、外傷の⼀般的な治療経過(回復過程や合併症、
⼆次障害、後遺障害等）について説明できる。
３．回復過程にある患者・家族の⼼⾝の状況をアセスメントし、多（他）職種連携の下で
早期の回復を促進するための基本的看護が説明できる。

DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。△
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる能⼒を有
している。△
<241-2ADN2-04> 

授業の概要

成⼈看護学実践論２の⽬的は、成⼈期の対象の回復期における看護を学ぶことにある。回
復期看護とは何か、急性期から最短で最良の状態への回復のための回復期看護について学
ぶ。健康破綻をきたす疾患や外傷による信州後の回復過程における⼼⾝の回復の過程、併
発しやすい合併症と予防対策について学ぶ。また周⼿術期や集中治療を受ける対象につい
て、侵襲の程度や、部位、治療内容に応じて、病態と関連させながら必要な看護について
知識を深める。さらに成⼈期の⽣活者としてどのように病気と家庭、社会⽣活と折り合い
をつけていくか、リハビリテーションとセルフケアを学び回復早期からの回⽅向付けの役
割についても把握する。 

学⽣に対する評価の⽅法 最終試験（100%）

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 回復期看護とは何か（基本理念、特徴、対象、倫理的課題）、回復期にある⼈の
⾝体的側⾯の理解
第02回    回復過程とは、⼀般的な回復過程、合併症、⼆次障害、後遺障害
第03回 早期回復を促す看護、⽣活の再構築
第04回 回復期事例における看護過程の展開、事例を⽤いた看護過程演習に向けて
第05回 運動機能障害によりリハビリテーションが必要な回復期看護

①病態関連図、情報収集と整理
第06回 ②アセスメント
第07回 ③全体像、看護問題の明確化
第08回 ④看護診断 ⽬標設定
第09回 ⑤看護計画⽴案
第10回 脳神経機能障害の回復期の看護

①病態関連図、情報収集と整理
第11回 ②アセスメント
第12回 ③全体像、看護問題の明確化
第13回 ④看護診断 ⽬標設定
第14回 ⑤看護計画⽴案
第15回    試験とまとめ 

使⽤教科書 系統看護学講座専⾨分野「成⼈看護学」２〜１１
臨床外科看護総論

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



薬理学、臨床検査、臨床放射線医学、
NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023原書第12版 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

社会や家庭で様々な役割を担って成⼈が健康障害に陥るとはどのようなことであるのか、
健康障害の内容や程度に対応して、最短時間で最良の状態の回復を⽌めるための看護につ
いて学習を深めます。そのために既習の看護知識、エビデンス、病態治療に関する知識を
復習しておいてください。当該科⽬で学習した知識や技術は成⼈看護実習2で活⽤しま
す。実習で受け持つ可能性の⾼い事例を提⽰しますので、事例を理解アセスメントし、看
護過程を展開しながら精神回復期の看護を⾝近に理解していきます。また急性発症の健康
障害、⼿術などの⾝体侵襲から回復する過程で起こりうる合併症、障害を理解するために
必要な知識と概念、看護について幅広く学びますので、様々な闘病経験を経験した⼈たち
の闘病記も必ず読んでください。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 成⼈看護学実践論3

授業担当者名 信組 ⿇⾥、岩本 淳⼦、佐藤 由佳、森 京⼦、⼩栗 直⼦

単位数 1 開講期（年次学期） ３年次前期  

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

慢性期にある⼈と家族の療養⽣活の課題に対する反応を理解し、対象者の尊厳と主体性を
維持しつつ、⻑期にわたり慢性病とともに⽣きるために、本⼈と家族の適切なセルフケア
を⽀え、社会資源を活⽤しながら療養⽣活の質を⾼めていく援助について学ぶ。

〔授業科⽬の到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．慢性病による⽣命および⽣活への影響を説明できる。
２．中範囲理論を事例の看護過程に活⽤して慢性期の看護を考えることができる。
３．慢性期の患者の健康管理の課題を明らかにし、看護援助⽅法を考案できる。
４．慢性期の療養に必要な医療機器の原理と使い⽅を修得し、対象への指導⽅法を説明で
きる。

DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。△
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる能⼒を有
している。△

<241-2ADN2-05> 

授業の概要

講義と演習を組み合わせて授業を⾏う。授業には反転学習の⽅法を取り⼊れて、テーマに
沿った事前学習資料を基に⾃⼰学習を⾏い、授業ではその成果を持ち寄って、ペアワー
ク、グループワークによる協働学習を⾏う。
演習では慢性期の患者の事例を⽤いて疾病管理に向けた療養⽣活の習得を⽀援する⽅法や
その⼈らしく地域・社会で主体的に⽣きていくための看護援助のあり⽅について議論す
る。

学⽣に対する評価の⽅法

１．最終試験（50％）
２．看護過程演習資料（50％）
その他、授業への参加態度や授業内容のポートフォーリオを参考にする。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第０１回 慢性期の対象理解、慢性期の看護の役割と機能（岩本）
第０２回 慢性期の看護援助①︓循環器系（岩本）
第０３回 慢性期の看護援助②︓脳神経系（佐藤・岩本）
第０４回 慢性期の看護援助③︓腎排泄器系（信組・岩本）
第０５回 慢性期の看護援助④︓肝機能系（岩本）
第０６回 慢性期の看護援助⑤︓免疫系 （佐藤・岩本）
第０７回 慢性期の看護援助⑥︓呼吸器系（信組・岩本）
第０８回 慢性期の看護事例の検討 ①病態関連図、情報整理（岩本・信組・佐藤）
第０９回 慢性期の看護事例の検討 ②アセスメント（岩本・信組・佐藤）
第１０回 慢性期の看護事例の検討 ③全体像（岩本・信組・佐藤）
第１１回 慢性期の看護事例の検討 ④看護診断（岩本・信組・佐藤）
第１２回 慢性期の看護事例の検討 ⑤看護計画（岩本・信組・佐藤）
第１３回 慢性期の看護技術①︓⾃⼰⾎糖測定、インスリン注射の指導（佐藤・信組・岩
本）
第１４回 慢性期の看護技術②︓在宅酸素療法（HOT）、NPPV療法、睡眠時無呼吸症候
群（SAS）に対するCPAP（経⿐的持続陽圧呼吸）療法、療養法の指導（佐藤・帝⼈ファ
ーマ株式会社）
第１５回 テスト60分  

使⽤教科書

①系統看護学講座専⾨分野「成⼈看護学」呼吸器系、消化器系（栄養・代謝系、肝機
能）、呼吸器系、循環器系、脳神経系、アレルギー・膠原病、腎・泌尿器系 医学書院．
②成⼈看護学実践論２で購⼊したNANDA-I看護診断 定義と分類2021-2022原書第12版を
持参して下さい。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

１．事前学習︓第3回〜第７回は、系統別の学習資料について⾃⼰学習を⾏ってから授業
に参加してください（週60分）。
①系統看護学講座専⾨分野「成⼈看護学」シリーズと照合して、わからない⾔葉を調べ
る。調べたことは資料へ書き込みを⾏う。
②解剖⽣理学の基本的な学習から始めようとする⼈は、医教「基礎からのナビゲーション
シリーズ︓「⼈体の基礎」・「疾病の基礎」を視聴する（DVDの視聴時間は１巻につき約
2時間で、内容はわかりやすく臨地実習や国家試験対策に活⽤できるので、⼀⾒の価値が
ある。特に教科書を熟読して要点をまとめるのが苦⼿な学⽣は、DVDを視聴して事前学習
資料を完成させる）。
２．事後学習（週90分）
学習内容をポートフォーリオとしてまとめておくと看護学実習の事前学習資料として⼤い
に活⽤できます。また、慢性期の看護に関連する国家試験の問題に取り組みます。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 成⼈看護学実践論4

授業担当者名 信組 ⿇⾥、岩本 淳⼦、佐藤 由佳、森 京⼦、⼩栗 直⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔授業科⽬のテーマ〕
 終末期の医療体制や終末期看護の基礎的・共通的な⾒⽅や考え⽅を修得し、⼈⽣の最終
段階を⽣きる⼈と家族の看護援助について考究する。

〔授業科⽬の到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．⼈⽣の最終段階における医療・ケアの動向を説明できる。
２．終末期のケア体制における看護の基礎的・共通的な⾒⽅や考え⽅を説明できる。 
３．がんサバイバーへの看護援助の⽅法を説明できる。 
４．最後まで⾃分らしく⽣きることを⽀援する看護援助の⽅法を勘考し、⾃分の思いや考
えを⾔葉にして表現できる。
５．看取る家族への援助⽅法を説明できる。 
６．本科⽬と関連する看護学実習や看護研究の履修に向けて、経過別看護の継続した学習
の⽅法と⽅向を⾒出すことができる。

DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。△
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる能⼒を有
している。△
<241-2ADN2-06>

授業の概要

本学では、将来のキャリアデザインとのかかわりにおいて、いくつかの【履修モデル】を
⽰していますが、本科⽬は、【緩和ケアを理解する看護師】の専⾨教育科⽬の看護学実践
論の⼀つに相当する科⽬です。⽣命をもつ⼈間に等しく訪れる⼈⽣の最終段階に焦点を当
て、ターミナルケアからエンド・オブ・ライフケアまで、より実践的・実際的な看護援助
について幅広く学習します。

学⽣に対する評価の⽅法

①筆記試験（50％）
②看護過程展開記録（50％）
その他、授業内容のポートフォーリオを参考にする。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第０１回 ⼈⽣の最終段階における医療・ケアの動向
第０２回 終末期のケア（ターミナルケア）、緩和ケア、エンド・オブ・ライフ・ケアの
とらえ⽅
第０３回 がんサバイバーと看護援助（化学療法・放射線治療を受ける患者の看護）
第０４回 がん患者事例の看護過程① 情報整理
第０５回 がん患者事例の看護過程② アセスメント
第０６回 がん患者事例の看護過程③ 全体像、看護診断
第０７回 がん患者事例の看護過程④ 看護計画
第０８回 終末期の患者が経験する⾝体症状のメカニズムと緩和ケア
第０９回 終末期の患者に多く⾒られる精神症状のメアニズムと援助
第１０回 ⾮がん患者の緩和ケア
第１１回 ⼈⽣の最終段階における医療の決定プロセス
第１２回 ライフステージ別にみる終末期ケアの特徴
第１３回 看取りの援助
第１４回 看取る家族の援助
第１５回 テスト60分 

使⽤教科書 ①系統看護学講座専⾨分野「成⼈看護学」⾎液 医学書院．
②系統看護学講座専⾨分野「成⼈看護学」がん看護学 医学書院

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



③系統看護学講座専⾨分野「成⼈看護学」緩和ケア 医学書院．

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

１．事前学習︓
テーマに該当する教科書の範囲を必ず熟読して授業に参加して下さい。
過去の死別体験を思い出して教科書を読むと苦しくなるという⽅は事前に相談して下さ
い。
第4回〜第7回がん患者事例の看護過程の演習の前に反転授業⽤として作成したDVDを視聴
して頂きます。記録⽤紙もポータルサイトにアップロードしますので、指定された期間中
に
ダウンロードして事前学習を⾏ってください。

２．事後学習︓疑問が解決されたら丁寧にノートへ整理します。積み重ねていくことが後
の看護学実習で⼤いに役⽴ちます。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⽼年看護学概論

授業担当者名 ⽳井 美恵

単位数 1 開講期（年次学期） 1年次後期 

教員担当形態 単独 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⽼年期にある対象の特徴と健康課題を捉え、看護の⽬的と役割を理解できる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
1．⽼年期にある対象の⾝体的・精神的・社会的特徴を理解できる。
2．⾼齢者を取り巻く社会情勢が理解できる。
3．⾼齢者の尊厳とアドボカシーについて理解し、看護者としての⽼年観を深めることが

できる。
4．⽼年期の発達課題を知り、⽼年看護の⽬的と役割を理解できる。
ＤＰ1︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実

践できる。 ◎
ＤＰ2︓看護と看護学を追及し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。 〇
ＤＰ3︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。 ◎
＜241－1GEN1-01＞ 

授業の概要

⽼年看護学概論の⽬的は、⽼年看護学全般についてその看護の概要、社会的な動向との関
連、⾼齢者の社会、地域、家庭における役割の変化と位置づけを概観し、学ぶことにあ
る。対象を⼼理・発達・社会的な観点からとらえたうえで幅広い⽼年観をもち、看護者と
して必要な⽼年期の対象へのまなざしを培う。また⾼齢社会と社会保障の概要を理解し、
⾼齢者の疾病をめぐる特徴へと理解を深める。さらに、⽼年期の⼈々が健やかにその⼈ら
しく⽣きるためには、⾼齢者とその家族の⽣活を⽀え、Quality of Lifeを⾼めるための役割
があることを理解する。 

学⽣に対する評価の⽅法

①授業への参画態度（アクティブラーニングを活⽤）（10%）
②ポートフォリオ（事前・事後学習を含む）（40%）
③授業内容の理解度をチェックする試験（⼩テストを含む）（50%）
以上3点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⽼年看護学の概要
第02回 ⽼年期の理解
第03回 加齢に伴う⼼⾝の変化
第04回 ⾼齢社会と社会保障
第05回 ⾼齢者を取り巻く社会情勢
第06回 ⾼齢者の尊厳とアドボカシー
第07回 ⽼年看護の役割と特徴、⽼年看護における理論
第08回 試験とまとめ（⽳井・神⾕・⽩砂） 

使⽤教科書 １）北川公⼦ほか︓系統看護学講座専⾨分野Ⅱ ⽼年看護学（医学書院）
２）⿃⽻研⼆ほか︓系統看護学講座専⾨分野Ⅱ ⽼年看護・病態・疾患論（医学書院）

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習は、事前課題の提出と各講義に該当するテキストの内容をよく読み、疑問点や意⾒等
を明確にして授業に臨んでください（週60分）。また復習は、各回で⽰される学習⽬標に
沿って⾃分なりに学習内容やキーワード、授業で⽰された重要な点をまとめたノートを作
成し、整理してください（週60分）。
⽇頃から⾼齢者やその家族に関するニュースや新聞記事に関⼼をもち、情報を多く得るよ
うに⼼がけ、どのような課題があるかを考えてください。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⽼年保健活動論

授業担当者名 ⽩砂 恭⼦、⽳井 美恵、神⾕ 智⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 複数、オムニバス 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⽼年期にある対象の健康を⽀援し、健康的な⽣活を維持するために必要となる知識・技術
を習得できる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
1．⾼齢者にとっての健康維持・増進の意義を説明できる。
2．⾼齢者における保健医療福祉の変遷と制度を理解できる。
3．⾼齢者のヘルスプロモーションの必要性を説明できる。
4．⾼齢者と家族の多様な関係の在り⽅を理解できる。
5．⾼齢者が⽣活する場の特徴を説明できる。
DP1︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実

践できる。◎
DP2︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。〇
DP3︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。◎
DP4︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。〇
＜241－1GEN1-02＞ 

授業の概要

⽼年期を⽣き⽣きと⽣きるための健康⾏動を⽀え、社会活動・社会参加の有⽤性について
学ぶ。⾼齢者保健医療福祉の変遷と制度について理解し、ヘルスケアシステムの活⽤と看
護実践について学ぶ。特に⾼齢者のヘルスプロモーションの必要性や⾼齢者の特徴を踏ま
えた⽣活習慣病予防の必要性と介護予防について学ぶ。また、⾼齢者を取り巻く社会の中
で、⾼齢者の⽣活と家族、⾼齢者が⽣活する場について学ぶ。
さらに、⾼齢者を取り巻く社会の中での問題を提⽰しながら、⽼年看護における倫理的な
課題について考える。 

学⽣に対する評価の⽅法

①授業への参画態度（アクティブラーニングを活⽤）（10％）
②ポートフォリオ（事前・事後学習を含む）（40％）
③授業内容の理解度をチェックする試験（⼩テストを含む）（40％）
④演習への取り組み（10%）
以上4点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⽼年期の健康⾏動、⾼齢者の社会活動・社会⽣活
第02回 ⾼齢者疑似体験 演習（⽳井・神⾕・⽩砂）
第03回 ⾼齢者疑似体験のグループワーク・発表（⽳井・神⾕・⽩砂）
第04回 ヘルスケアシステムとヘルスプロモーション
第05回 ⾼齢者における保健医療福祉の変遷と制度
第06回 ⻑期療養施設、在宅の看護
第07回 ⾼齢者の⽣活と家族
第08回 試験とまとめ（⽳井・神⾕・⽩砂） 

使⽤教科書
１）北川公⼦ほか︓系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⽼年看護学 （医学書院）
２）⿃⽻研⼆ほか︓系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⽼年看護・病態・疾患論 （医学書
院）

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習は、事前課題の提出と各講義に該当するテキストの内容をよく読み、疑問点や意⾒等
を明確にして授業に臨んでください（週60分）。また復習は、各回で⽰される学習⽬標に
沿って⾃分なりに学習内容やキーワード、授業で⽰された重要な点をまとめたノートを作
成し、整理してください（週60分）。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⽼年看護学実践論1

授業担当者名 ⽩砂 恭⼦、⽳井 美恵、神⾕ 智⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 オムニバス（主担当︓神⾕智⼦） 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⽼年者の健康上の特徴を理解し、援助を実践するために必要な知識・技術を習得すること
ができる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
1．⾼齢者の⽣活機能レベルの変化とその看護活動を理解できる。
2．⾼齢者のQOLを⾼める看護活動を理解できる。
3．⾼齢者の様々な健康段階に応じた治療や看護を理解できる。
DP1︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実

  践できる。◎
DP2︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。〇
DP3︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。◎
＜241－2GEN2-03＞ 

授業の概要

⽼年看護学実践論１の⽬的は、⽼年期を⽣きる対象の社会⽣活上の特徴と変化および加齢
による⾝体機能の変化と⽣活⾏動への影響について学び、⽣活機能を整え、健康を維持す
るための看護について理解することにある。また、様々な視点から⾼齢者のアセスメント
ができ、⾼齢者の⽇常⽣活や療養⽣活を⽀援するために必要かつ安全・安楽で個別的な看
護を⾏うための看護実践⽅法について、講義と演習を通して学ぶ。演習では、アクティブ
ラーニングを活⽤し、個々に事前学習した内容を実践し、その結果をグループディスカッ
ションによってフィードバックすることで、対象にとってより良い看護を探求する。

学⽣に対する評価の⽅法

①授業への参画態度（20％）
②課題レポート（20％）
③授業内容の理解度をチェックする試験（60％）
以上3点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⾝体可動性障害のある⾼齢者の看護 講義（神⾕）
第02回 ⾝体可動性障害のある⾼齢者の看護 演習（神⾕・⽳井・⽩砂）
第03回 嚥下障害のある⾼齢者の看護 講義（神⾕） 
第04回 嚥下障害のある⾼齢者の看護 演習（神⾕・⽳井・⽩砂）
第05回 嚥下障害のある⾼齢者の看護 演習（神⾕・⽳井・⽩砂）
第06回 排泄障害のある⾼齢者の看護 講義（⽩砂）
第07回 排泄障害のある⾼齢者の看護 演習（⽩砂・⽳井・神⾕）
第08回 コミュニケーション障害のある⾼齢者の看護 講義（⽩砂）
第09回 認知機能障害のある⾼齢者の看護 講義（神⾕）
第10回 認知機能障害のある⾼齢者の看護 講義（神⾕）
第11回 ⾼齢者の⽣活リズムを整える看護 講義（神⾕）
第12回 ⾼齢者の⽣活リズムを整える看護 レクリエーション演習（神⾕・⽳井・⽩砂）
第13回 ⾼齢者の⽣活リズムを整える看護 レクリエーション演習（神⾕・⽳井・⽩砂）
第14回 ⾼齢者の⽣活リズムを整える看護 成果発表 演習（神⾕・⽳井・⽩砂）
第15回 試験と解説・まとめ（⽳井・神⾕・⽩砂） 

使⽤教科書 1）北川公⼦ほか︓系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院
2）⿃⽻研⼆ほか︓系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ⽼年看護・病態・疾患論 医学書院

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習は、各講義に該当するテキストの内容をよく読み、疑問点や意⾒等を明確にして授業
に臨んでください（週60分）。復習は、各回で⽰される学習⽬標に沿って⾃分なりに学習
内容やキーワード、授業で⽰された重要な点をまとめたノートを作成し、整理してくださ
い（週60分）。また、演習に関しては事前・事後課題をしっかり⾏い、学びを深めてくだ
さい。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⽼年看護学実践論2

授業担当者名 ⽩砂 恭⼦、⽳井 美恵、神⾕ 智⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 オムニバス（主担当︓⽳井美恵） 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⾼齢者の主な疾患の病態と治療を理解し、援助を実践するために必要な知識・技術を修得
することができる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．⾼齢者の代表的な疾患や特徴的な症状とその看護を理解できる。
２．検査や治療を受ける⾼齢者のへの看護を理解できる。
３．事例を通して、⾼齢者の看護過程が展開できる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追求し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。◎
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。◎
＜241－2GEN2-04＞ 

授業の概要

⽼年看護学実践論2の⽬的は、⾼齢者の健康逸脱と疾病をめぐる特徴を理解し、その治療
過程、回復と維持に向けた看護実践について学ぶことにある。そのために、⾼齢者の代表
的な疾患や特徴的な症候、症状、⼆次障害、合併症についての理解を深め、看護実践につ
なげる。また、⼈⽣のエンドステージを⽣きる⾼齢者から学び、⽀える看護実践について
も学ぶ。個別事例を通してアセスメントを⾏い、具体的に看護計画を⽴案し、⾼齢者を対
象とした看護実践⼒を⾼めるために、学⽣の能動的な学びを展開していく。看護過程の展
開では、アクティブラーニングを活⽤して、これまで学んだ様々な知識・技術を応⽤し、
グループワークや発表会を通して、学びを深める。 

学⽣に対する評価の⽅法

①授業への参画態度（20%）
②課題レポート（30％）
③授業内容の理解度をチェックする試験（50%）
以上3点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⾼齢者の健康逸脱と回復過程への援助 講義（⽳井）
第02回 疾患をもつ⾼齢者の看護 循環器疾患 講義（⽳井）
第03回 疾患をもつ⾼齢者の看護 呼吸器疾患 講義（⽩砂）
第04回 疾患をもつ⾼齢者の看護 脳神経疾患 講義（⽩砂）
第05回 疾患をもつ⾼齢者の看護 運動器疾患 講義（神⾕）
第06回 検査・治療を受ける⾼齢者のへの看護 講義（神⾕） 
第07回 ⾼齢者の看護過程 関連図の基本 演習（神⾕・⽳井・⽩砂）  
第08回 ⾼齢者の看護過程 複数の疾患・症状の関連 演習（神⾕・⽳井・⽩砂） 
第09回 ⾼齢者の看護過程 真のニーズ・望む⽣活・看護の⽅向性 演習（神⾕・⽳井・
⽩砂） 
第10回 ⾼齢者の看護過程 ⽬標志向型思考 演習（神⾕・⽳井・⽩砂） 
第11回 ⾼齢者の看護過程 事例展開①個⼈ワーク 演習（⽳井・神⾕・⽩砂） 
第12回 ⾼齢者の看護過程 事例展開②グループワーク 演習（⽳井・神⾕・⽩砂）
第13回 ⾼齢者の看護過程 事例展開③グループワーク 演習（⽳井・神⾕・⽩砂）
第14回 ⾼齢者の看護過程 学習成果の発表 演習（⽳井・神⾕・⽩砂）
第15回 試験とまとめ（⽳井・神⾕・⽩砂） 

使⽤教科書
１）北川公⼦ほか︓系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⽼年看護学 医学書院
２）⿃⽻研⼆ほか︓系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⽼年看護・病態・疾患論 医学書院
３）⼭⽥律⼦ほか︓⽣活機能から⾒た⽼年看護過程 医学書院

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習は、各講義に該当するテキストの内容をよく読み、疑問点や意⾒等を明確にして授業
に臨んでください（週60分）。復習は、各回で⽰される学習⽬標に沿って⾃分なりに学習
内容やキーワード、授業で⽰された重要な点をまとめたノートを作成し、整理してくださ
い（週60分）。また、演習に関しては事前・事後課題をしっかり⾏い、学びを深めてくだ
さい。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⼩児看護学概論

授業担当者名 ⼋⽥ 早恵⼦、⾦城 やす⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⼦どもの特徴を捉え、⼩児期における看護の⽬的と役割が理解できる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．⼦どもとは何か、社会における⼦どもの存在について理解することができる。
２．⼦どもに関連する政策や保健・福祉制度について理解する。
３．⼦どもに対する⼈権、権利擁護、倫理的配慮について説明することができる。
本学部の掲げるDPのうち、DP1「看護の対象となる⼦どもの理解、⼦どもの⼈権擁護、権
利擁護に関する能⼒」、DP2「個⼈、家族、社会の健康⽣活を追及するための査定能⼒、
関連要因を検討する能⼒」と関連している。
＜241-1CHN1-01＞ 

授業の概要

⼩児看護学概論の⽬的は、⼩児看護学全般について⼩児看護の概念と理論（成⻑、発達、
家族、⺟⼦関係）を学ぶことにある。⼩児看護の対象である⼦どもの理解をうながすため
に，⼦どもとは何か、⼦どもの尊厳について考える。⼦どもが社会の中でどのように存在
してきたのか、医療や看護、社会情勢との関連において⼦ども観の変遷を学ぶ。そのうえ
で、⼦どもの⼈権と看護について学ぶ。また、⼦どもを取り巻く社会や経済状況、保健・
福祉制度について、さらに倫理⾯に関する理解を深める。 

学⽣に対する評価の⽅法

①講義への参画度 10%
②授業内容理解度をチェックする試験（期末の試験） 50%
③ポートフォリオ及びミニレポート（毎回講義時記載） 40%
（事前・事後学習含む）
①〜③を総合的に判断する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⼩児看護の特徴、⼩児看護の変遷
第02回 ⼩児看護の倫理︓⼦どもの権利と⼈権、児童憲章、児童の権利条約
第03回 ⼩児看護に関連した諸統計、⼦どもと家族、児童福祉、⺟⼦保健
第04回 ⼦どもを取り巻く社会︓児童福祉、⺟⼦保健、予防接種
第05回 ⼦どもを取り巻く社会︓予防接種、学校保健
第06回 障害のある⼦どもと家族の看護︓障害のとらえ⽅、障害のある⼦どもと家族への
具体的⽀援
第07回 さまざまな状況にある⼦どもと家族の⽀援︓虐待と看護、⼦どもの事故、発達障
害
第08回 まとめ・試験 

使⽤教科書 医学書院 『系統看護学講座 ⼩児看護学①』
参考資料等は講義時に配布、説明します。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

①次回講義範囲のテキストを読みノートを作成(事前学習)、資料、テキストを読んで、不
明な点は⾃⼰学習しておくこと。テキストは⼩児看護学①を使⽤する。
②講義終了後、講義資料とテキストを確認し、不調な内容を事前学習ノートに追加し、不
明な点は各⾃で調べておくこと。
【学びのためのアドバイス】
参考資料等は講義時に紹介する。⼦どもに関連する新聞記事やメディアのニュースに興味
をもってほしい。各⾃の⺟⼦⼿帳を確認しておくこと。
ポートフォリオについては講義時に説明する。
【先修要件】
本科⽬の単位未修得者は⼩児看護学実習の受講はできない。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⼩児看護学実践論1

授業担当者名 鯉淵 ⼄登⼥、⾦城 やす⼦、⼋⽥ 早恵⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

⼦どもの成⻑・発達及び各期の特徴を捉え、健全な成⻑発達を促す援助実践するために必
要な知識・技術を習得する。
1．各年⽉齢に応じた成⻑発達の特徴が理解できる。
2．乳幼児期の成⻑発達段階を理解し、⽇常⽣活動作の⾃⽴、確⽴に向けた援助について
述べることができる。
3．乳幼児の養護に必要な援助技術を習得することができる。
本学部の掲げるDPのうち、DP1「看護の対象となる⼦どもの理解、援助的関係を形成する
能⼒」、DP2「根拠に基づき看護を計画的に実践する能⼒、健康レベルを成⻑発達に応じ
て査定する能⼒、個⼈と家族の⽣活を査定する能⼒」と関連している。
＜241-2CHN2-02＞

授業の概要

⼩児看護学実践論1の⽬的は、⼦どもの健康をまもり、健やかな成⻑、発達を⽀えるため
の看護の役割と課題を明確にし、⼩児の健康と発達の促進のための看護について学ぶこと
にある。⼩児看護は⼦どもの成⻑発達について理解を深めることが重要であり、発達特
性、成⻑発達に影響する要因、成⻑発達の評価等を学ぶ。⼦どもと家族に対する成⻑発達
に応じた看護及び健康増進のための⽀援について学習する。演習項⽬はアクティブラーニ
ングを⽤いグループワークによって資料を作成し、グループ毎に講義を⾏う。その後ジグ
ソーグループにて演習を⾏う。

学⽣に対する評価の⽅法

①講義への参画度（10％）
②授業内容理解度をチェックする試験（40％）
③ポートフォリオ  （30％）
④演習への取り組み（20％）
以上４点から総合的に判断する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⼦どもの成⻑発達、成⻑発達の原則、形態的発達と機能的発達①︓新⽣児の特徴
第02回 形態的発達と機能的発達②︓乳児期の特徴
第03回 新⽣児、乳児の特徴と看護
第04回 形態的発達と機能的発達③︓幼児期の特徴
第05回 幼児前期の特徴と看護
第06回 幼児後期の特徴と看護
第07回 形態的発達と機能的発達④︓学童期の特徴と看護
第08回 形態的発達と機能的発達⑤︓思春期・⻘年期の特徴と看護
              成⻑発達の評価（⼦どものアセスメント）  ⼦どもの栄養、学校給⾷
第09回 グループワーク︓演習及び資料作成
第10回 グループワーク︓演習及び資料作成
第11回 技術演習︓抱き⽅、移動、更⾐、おむつ交換 調乳・授乳と離乳⾷
第12回 技術演習︓抱き⽅、移動、更⾐、おむつ交換  調乳・授乳と離乳⾷
第13回 技術演習︓抱き⽅、移動、更⾐、おむつ交換  調乳・授乳と離乳⾷
第14回 技術演習︓抱き⽅、移動、更⾐、おむつ交換  調乳・授乳と離乳⾷
第15回 試験 まとめ 授業全体の振り返り 

使⽤教科書 使⽤テキスト︓『系統看護学講座 ⼩児看護学①』医学書院
参考資料︓参考書等は講義に提⽰します。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

1.発達段階別にテキストに沿って事前学習を⾏う。講義終了後、復習した内容を追記し、
ノート（成⻑発達ノート）を作成する。
2.成⻑発達ノートはポートフォリオとして評価する。3年次の臨地実習で使⽤するため、
使⽤しやすい⼯夫を⾏うこと。
3.演習はジグゾー法を取り⼊れ、学⽣の主体的な学習をすすめる。
4.1年次既習の解剖⽣理学の知識を復習しておくこと。
5.⼦どもに興味を持とう。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⼩児看護学実践論2

授業担当者名 鯉淵 ⼄登⼥、⾦城 やす⼦、⼋⽥ 早恵⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

⼩児期に発症する特徴的な症状、疾患を理解し、援助を実践するために必要な知識・技術
を習得する。
1．⼩児に特徴的な症状とその看護の⽅法が理解できる
2．⼩児看護に必要な技術が習得できる
3．病態や観察内容、検査結果をもとに症状アセスメントをすることができる
本学部の掲げるDPのうち、DP1「ヒューマンケアの基本に関する実践的能⼒、実践する看
護について説明し、同意を得る能⼒」、DP2「看護援助技術を適切に実践する能⼒」、
DP3「特定の看護課題に対応する実践応⼒、急性期、回復期、慢性期、終末期にある⼈々
を援助する能⼒」、DP4「安全なケアを提供する能⼒」と関連している。
＜241-2CHN2-03＞

授業の概要

⼩児看護学実践論2の⽬的は、⼩児看護を実践する上で必要な各疾患の病態、発症メカニ
ズム・症状・診断・治療について理解し、看護を考え、実践するための⽅法を学ぶことに
ある。また、看護、診断、治療に⽋かせない検査、処置の⽬的と具体的な⽀援の⽅法につ
いて、演習を併⽤して学ぶ。⼩児の健康障害の経過における看護の特性、親との関係につ
いても理解を深め、⼩児の基本的特性と健康レベルをふまえた看護実践について演習を通
じて学ぶ。 

学⽣に対する評価の⽅法

①授業内容理解度をチェックする試験（40％）
②講義ノート（ポートフォリオ）（20％）
③アクティブラーニングを活⽤した演習への取り組み, 技術習熟度（40％）

以上3点(100%)を総合的に判断する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⼩児看護に必要な知識と技術、症状アセスメント、⼦どもと症状
第02回 疾病の経過と看護︓慢性期、急性期、終末期、

急性期疾患・急性症状に対する対応・看護
  慢性期疾患・慢性症状に対する対応・看護

第03回 ⼦どもと症状
第04回 症状を⽰す⼦どもの看護①︓発熱、機嫌・疼痛、意識障害
第05回 症状を⽰す⼦どもの看護②︓嘔吐、下痢、脱⽔、呼吸障害、
第06回 症状を⽰す⼦どもの看護③︓チアノーゼ、発疹、浮腫
第07回 在宅ケア︓在宅移⾏・在宅療養を⾏う⼦どもと家族の看護 

医療的ケア児の在宅⽀援 
第08回 検査・処置を受ける⼦どもの看護①︓⼦どもにとっての検査・処置体験
第09回 グループワーク︓⼩児看護技術
第10回 演習︓検査・処置を受ける⼦どもの看護
第11回 演習︓検査・処置を受ける⼦どもの看護
第12回 演習︓バイタルサインの測定、計測、与薬
第13回 演習︓採尿及び尿検査、清潔 救命処置
第14回 演習︓輸液管理、⾎糖測定、⾻髄検査・腰椎穿刺
第15回 試験

授業全体の振り返り︓⼦どものアセスメントおよびアセスメントに必要な技術 

使⽤教科書 『系統看護学講座 ⼩児看護学① ⼩児看護学②』医学書院 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

演習を主にした講義です。時間を⾒て各⾃で技術練習をしましょう。演習はジグソー法で
⾏います。事前学習の時間、GWの時間を使⽤して、演習資料の作成、プレゼンテーショ
ンの準備をします。作成した資料は演習前に配布し、事前学習に使⽤します。⼦どもの症
状と看護については、事前学習を重視した学習⽅法、ポートフォリオの作成を取り⼊れま
す。詳細は講義時に説明します。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⼩児看護学実践論3

授業担当者名 鯉淵 ⼄登⼥、⾦城 やす⼦、⼋⽥ 早恵⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

⼩児期に発症する特徴的な疾患を理解し、援助を実践するために必要な知識・技術を習得
する。
1.⼩児特有の疾患について、病態や発症メカニズム、治療⽅法、看護について理解するこ
とができる
2. 健康問題を持つ⼩児の看護を実践するために必要な知識・技術を習得することができる
3. グループ学習（課題学習法）を⽤いて、学⽣⾃らが指⽰された疾患の病態や治療につい
て学習し、指導することができる
本学部の掲げるDPのうち、DP1「援助的関係を形成する能⼒」、DP2「根拠に基づいた看
護を提供する能⼒」、DP3「特定の看護課題に対応する実践能⼒」、DP4「安全なケアを
提供する能⼒」と関連している。
＜241-2CHN2-04＞ 

授業の概要

⼩児看護学実践論３の⽬的は、発達段階に応じた⼩児看護の知識と技術を学習し、演習を
通して基本的な⽣活援助技術を⾝につけることにある。⼦どもの⾝体的アセスメントとし
て⼀般状態、バイタルサイン、各臓器別のアセスメント、症状や兆候のアセスメントにつ
いて学ぶ。発達段階に応じたコミュニケーションを通して系統的で適切なアセスメントを
⾏う知識・技術を習得する。さらに⼩児や家族が置かれている状況に応じた⼩児看護技術
を創造していくための基礎的な能⼒を⾝につける。 

学⽣に対する評価の⽅法

①アクティブラーニングを活⽤し、GWにおける講義への参画度（20％）
②病態図作成と理解度（10%）
②授業内容理解度をチェックする試験（60％）
③レポート及びミニレポート（毎回講義時記載）（10％）
①〜③を総合的に判断する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ⼩児に特徴的な疾患と看護（新⽣児疾患、低出⽣体重児の疾患と看護）
  演習︓保育器の⽬的と使⽤⽅法

第02回 先天異常と看護（常・性染⾊体異常と看護）
第03回 代謝性疾患と看護（1型糖尿病と疾患を持つ⼦どもの看護）
第04回 ⼩児感染症と看護
第05回 呼吸器疾患と看護（上気道疾患、細気管⽀炎、肺炎とその看護）
第06回 循環器疾患と看護①︓先天性⼼疾患
第07回 循環器疾患と看護②︓その他の⼼疾患（川崎病及び後天性⼼疾患とその看護）
第08回 消化器疾患と看護①︓上部消化管疾患と看護
第09回 消化器疾患と看護②︓下部消化管疾患と看護
第10回 ⾎液・造⾎器疾患と看護（貧⾎及び出⾎性疾患とその看護）
第11回 悪性新⽣物と治療①︓疾患と看護（⽩⾎病、脳腫瘍、神経芽腫、網膜芽腫）
第12回 悪性新⽣物と治療②︓治療（化学療法、⼿術療法、放射線療法、移植療法）
第13回 神経系疾患と看護（⼆分脊椎、けいれん、筋疾患とその看護）
第14回 腎疾患と看護（急性・慢性腎炎、ネフローゼ症候群、尿路奇形）

  演習︓In Outバランスの計算
第15回 運動機能障害（⾻折、股関節脱⾅とその看護） ⼩児リハビリテーション

演習︓⾝体障害のある⼦どものリハビリテーションの実際（在宅指導を含む）
※ 疾患の理解と看護はグループ学習（課題学習法）を基本とする。

使⽤教科書 『系統看護学講座 ⼩児看護学②』医学書院 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

グループ学習では、多くのテキストを参考に、わかりやすい病態図を作成し、指導案とし
てまとめること。
グループメンバー間の関係を維持し、学習効果を上げるように取り組むこと。
必要なテキスト、使⽤したいテキスト、資料等については、事前に教員に確認すること。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⺟性看護学概論

授業担当者名 菅沼 信彦、清⽔ 嘉⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 オムニバス 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(Ｄ
Ｐとの関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
次世代の健全育成・⼈間形成の基盤にかかわる⺟性看護の特徴について学び、⺟性機能を
有した⼥性を理解し、健康のあり⽅と健康問題について理解を深めると共に、⺟性看護の
対象を取り巻く社会の変遷と現状を知ることができる。
〔到達⽬標〕
１．⺟性看護の基盤となる概念や理論について説明できる。
２．⺟性看護の対象を取り巻く社会の変遷について学ぶことができる。
３．ヒトの性分化、形態、機能の変化を知ることができる。
４．⺟⼦保健の統計指標について説明でき、⺟⼦保健の動向を把握できる。
５．⺟性看護における倫理的課題・諸問題について考察できる。
〔ディプロマポリシー〔DP〕との関連〕
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を「看護の対象」とし、対象に応じた実学としての
看護を実践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。○
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。◎
＜241-1MAN0-01＞ 

授業の概要

 次世代の健全育成・⼈間形成の基盤にかかわる⺟性看護の概念や理論を理解し、⺟性看護
を取り巻く社会の変遷と現状について学ぶ。さらに⼈間の性と⽣殖の側⾯から看護の⽬
的、機能、役割について理解する。また、⽣殖補助医療や出⽣前診断、産科医療の現状と
課題など⺟性看護における倫理的課題・諸問題について学びを深める。 

学⽣に対する評価の⽅法 レポート（100％）

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01〜02回 ⺟性看護の基盤となる概念や理論・・・・・・・清⽔
  ⺟性看護のあり⽅と対象理解  

第03〜04回 ⼈間の性と⽣殖・・・・・・・・・・・・・・・菅沼
  性周期と⽣殖機能のメカニズム

第05回   ⺟性看護を取り巻く社会の変遷と現状・・・・・清⽔
⺟性看護の歩み、⺟⼦保健統計からみた動向

  ⺟性看護に関する法律、制度、⺟⼦保健施策
第06〜07回 ⺟性看護における倫理と諸問題・・・・・・・・清⽔

⺟性看護における諸問題
第08回   ⺟性看護における諸問題・・・・・・・・・・・清⽔ 

使⽤教科書

系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⺟性看護学概論 ⺟性看護学① 医学書院
国⺠衛⽣の動向
【参考図書】
⺟⼦保健の主なる統計 財団法⼈⺟⼦衛⽣研究会
新体系看護学全書 ⺟性看護学①⺟性看護学概論 ウィメンズヘルスと看護，メヂカルフ
レンド社，第5版，2013.
⺟性の⼼理社会的側⾯と看護ケア，医学書院，1990.
病気がみえるVol.10産科，MEDIC MEDIA ，第4版，2018.

⾃⼰学習 （予習・復習等
の内容・時間）

⺟性看護学を学ぶ上での⼊⾨となる。各⾃講義に関する学びを深めるために、問題意識を
持った⾃⼰学習を重ねることで、⾃らの学びとする努⼒をすること（90分）。
⺟性看護に関連する法律や制度、⺟⼦保健統計のデータなどは社会の変化に連動して変化
することが多くある。また、産科医療にかかわるトピックなど授業以外の場でも鋭敏にな
り学んでほしい。特に、⽣命倫理、⼥性の健康への理解を深めるための性と⽣殖、健康を
より促進する看護の考え⽅、⼥性を取り巻く社会状況など考察する姿勢が⼤切になる。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⺟性看護学実践論1

授業担当者名 鈴⽊ 孝、⼩幡 さつき、清⽔ 嘉⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 オムニバス 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(Ｄ
Ｐとの関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ
>

〔テーマ〕
⼥性のライフサイクルの特徴とライフステージ各期の健康課題を理解し、健康教育を実践す
るために必要な知識・技術を習得する。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
1．⼥性のライフステージ各期の健康問題および看護について説明できる。
2．健康課題に対する健康教育の⽅法について学ぶことができる。
3．健康教育プログラムの作成過程を理解し、企画書の作成実施、評価できる。
4．リプロダクティブヘルス／ライツの視点から、現代社会における⼥性の健康課題と
  看護の役割について考察できる。
DP１「さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を

  実践できる」◎
DP２「看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる」◎
DP３「寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる」○
＜241-2MAN2-02＞  

授業の概要
⼥性のライフサイクルの特徴をふまえ、⼥性のライフステージ各期における健康および看護
について学ぶ。特に、思春期・成熟期・更年期・⽼年期の性と⽣殖に関する健康問題と健康
教育について学ぶ。また、現代社会における⺟⼦保健の課題と⽀援について学びを深める。 

学⽣に対する評価の⽅法 レポート(20％）、グループワーク参画態度・発表（80％）

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回       健康教育は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・清⽔
⼥性のライフサイクルにおける健康課題
健康教育計画の⽴案・運営・評価
グループワークのオリエンテーション  

第02〜03回    思春期・成熟期の健康問題・・・・・・・・・・・・・・・・⼩幡
  更年期・⽼年期の健康問題・・・・・・・・・・・・・・・・鈴⽊

第04〜09回 ⼥性のライフステージ各期における健康教育プログラムの作成
  グループワーク・・・・・・・・・・・・・・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡

第10〜11回 思春期における健康教育実施︓発表・・・・・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡
第12〜13回 成熟期における健康教育実施︓発表・・・・・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡
第14〜15回 更年期・⽼年期における健康教育実施︓発表・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡

レポート作成・・・・・・・・・・・・・・・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡

使⽤教科書

系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⺟性看護学概論 ⺟性看護学① 医学書院
【参考図書】①ウィメンズヘルスナーシング 概論 －⼥性の健康と看護－,ヌーヴェルヒ
ロカワ,第2版,2011.②⼥性のライフサイクルとナーシング －⼥性の⽣涯発達と看護－,ヌー
ヴェルヒロカワ,第2版,2011.③新体系看護学全書 ⺟性看護学①⺟性看護学概論 ウィメン
ズヘルスと看護,メヂカルフレンド社,第5版,2013.④病気がみえるVol.9婦⼈科・乳腺外
科,MEDIC MEDIA ,第4版,2018.⑤病気がみえるVol.10産科,MEDIC MEDIA ,第4版，2018.

⾃⼰学習 （予習・復習等
の内容・時間）

授業前に各講義内容のキーワードについて調べ、質問や確認事項をまとめ受講する（90
分）。授業後は講義のポイントや新たな関⼼事について⾃ら調べたことをノートにまとめ、
臨地実習や国家試験対策などに反映させる（90分）。
キーワード︓思春期・成熟期・更年期・⽼年期の特徴、性周期、⽉経異常・⽉経障害、性感
染症、不妊症、産後うつ病、⼦宮がん・卵巣がん・乳がん、尿失禁、更年期障害、⾻粗鬆
症、うつ、⼈⼯妊娠中絶、ドメスティックバイオレンス（DV)、性別違和、喫煙、薬物・ア
ルコール依存症、児童虐待、特定妊婦、在⽇外国⼈妊婦、家族計画、出⽣前診断など。
講義やグループワークをとおして看護の対象と⾃⾝や家族など⾝近な⼈の⽣活や健康につい
て考える機会となる。性と⽣殖を担う⼥性特有の健康問題とそれらに対する健康教育につい
て学ぶことは、⾃⾝の⽣活や健康についても⾒直す機会となる。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⺟性看護学実践論2

授業担当者名 鈴⽊ 孝、⼩幡 さつき、清⽔ 嘉⼦

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 オムニバス 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
周産期（妊娠・分娩・産褥）にある⼥性の⾝体的・⼼理社会的な変化について理解し、よ
り正常に経過し、セルフケア能⼒を⾼めるウェルネスの看護について理解を深めると共
に、新しい家族を迎える⼥性とその家族に対する援助について学ぶ。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
1．正常な経過をたどる妊産褥婦と新⽣児、その家族の特性について説明できる。
2．正常な経過をたどる妊産褥婦と新⽣児、その家族の健康状態のアセスメントができ
  必要な看護について説明できる。
3．妊娠期・産褥期に必要な看護技術を習得できる。
DP１「さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を

  実践できる」◎
DP２「看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる」◎
DP３「寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる」○
＜241-2MAN2-03＞ 

授業の概要
正常な経過をたどるマタニティサイクルにおける⼥性と新⽣児、その家族への看護実践の
うえで必要とされる知識と技術を学習し、演習を通して妊娠期・産褥期における基本的な
看護援助技術を⾝につける。 

学⽣に対する評価の⽅法 試験(80％）講義課題・演習事前課題（20％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01〜03回 妊娠期の看護 周産期の看護について、妊娠の成⽴、
  妊娠経過の情報とアセスメント、妊婦健診と保健指導
妊娠期⼩テスト                   ・・・・清⽔

第04〜06回 分娩期の看護 出産準備教育、分娩の3要素と分娩経過の情報と
アセスメント、分娩期の看護  分娩期⼩テスト  ・・・・・・・・清⽔

第07〜08回 産褥期の看護 産褥の経過と看護 ⺟乳育児⽀援 退院に向けた⽀援
・・・・・・・清⽔

第09〜10 回 新⽣児期の看護 新⽣児の特徴、胎外⽣活への適応過程、
  全⾝状態の観察 新⽣児期の看護過程のポイント ・・・・・・・⼩幡

第11〜14回 演習︓妊娠期・産褥期に必要な看護技術（クラス別）清⽔ 鈴⽊ ⼩幡
第15回   産褥期⼩テスト 新⽣児期⼩テスト 課題提出・・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡 

使⽤教科書

系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⺟性看護学各論 ⺟性看護学② 医学書院
病気がみえるVol.10産科，MEDIC MEDIA ，第4版，2018.
【参考図書】①⺟性看護学１．妊娠・分娩，医⻭薬出版,第2版,2006.②⺟性看護学２．産
褥・新⽣児,医⻭薬出版,第2版,2006.③新⽣児学⼊⾨,医学書院,第5版,2018.④⺟乳育児⽀援
スタンダード,第2版,医学書院,2015.⑤写真で分かる⺟性看護技術アドバンス,インターメデ
ィカ,2017.⑥根拠と事故防⽌からみた⺟性看護技術,第2版,医学書院,2016.⑦⺟性看護（パ
ーフェクト臨地実習ガイド）照林社,第2版,2017.

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

授業前に各講義内容のキーワードについて調べ、質問や確認事項をまとめ受講する（90
分）。授業後は講義のポイントや新たな関⼼事について⾃ら調べたことをノートにまと
め、今後の実習や国家試験対策などに反映させる（90分）。
キーワード︓妊娠、胎児、妊婦健康診査、マイナートラブル、親になる過程、分娩、分娩
の３要素、産痛、分娩の機序、産褥、⼦宮復古、愛着、⺟親役割、マタニティブルーズ、
新⽣児、⽣理的体重減少、⽣理的⻩疸

マタニティサイクルにおける正常な経過をたどる⼥性と新⽣児の看護の特徴は、ウエルネ
ス志向、⺟児⼀体でみること、妊娠・分娩・産褥を⼀連の流れで捉えることである。正常
な経過をたどる妊娠・分娩・産褥期の看護を学び、⺟⼦の看護を実践するための知識に基
づいた特有の看護技術を習得するためにモデルを活⽤した⾃⼰学習に努めてほしい。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



親になる過程および家族適応を促す援助について学びを深めるために、⽇頃より対象への
関⼼や対象を取り巻く社会の問題に関⼼を深めることが⼤切になる。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 ⺟性看護学実践論3

授業担当者名 清⽔ 嘉⼦、菅沼 信彦、⼩幡 さつき、鈴⽊ 孝

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 オムニバス 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
⺟性看護学実践論2で学んだ周産期における正常の看護をふまえて、ハイリスクな妊娠・分
娩・産褥・新⽣児に対する看護を学ぶとともに、周産期の看護技術を習得する。
さらに、⺟性看護実習に向けて、⺟性看護学実践２で学んだ知識を統合し、産後⺟⼦の看
護過程の展開について学ぶ。
〔到達⽬標〕
1．正常を逸脱した妊産褥婦と新⽣児の病態⽣理について理解できる。
2. 正常を逸脱した妊産褥婦と新⽣児とその家族の健康状態のアセスメントができ必要な看
護について説明できる。
3．新⽣児期にある対象およびその家族に必要な看護技術を習得できる。
4．事例を⽤いて産後⺟⼦の看護過程が展開できる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
DP１「さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実践
できる」◎
DP２「看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる」◎
DP３「寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる」○ 
＜241-2MAN2-04＞ 

授業の概要

正常を逸脱した経過をたどるマタニティサイクルにおける⺟⼦とその家族への看護実践で
必要とされる知識と技術を学習する。また、新⽣児期における基本的な看護援助技術を⾝
につける。正常を逸脱した妊産褥婦の⼼理について理解を深め、対象の疾患の診断や治療
について学び、様々な課題を抱えた対象への看護へと統合させていく。 

学⽣に対する評価の⽅法 試験(80％）、グループワーク発表・看護過程提出物（20％） 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01〜03回 妊娠・分娩・産褥/新⽣児の異常 ・・・・・・・菅沼
第04〜06回 正常を逸脱した妊婦・産婦・褥婦の看護 ・・・鈴⽊
第07回   正常を逸脱した新⽣児の看護   ・・・・・・⼩幡 
第08回   産褥期にある⺟⼦の看護過程の展開 ・・・・・・清⽔
第09〜10回 演習︓新⽣児に必要な看護技術（クラス別）・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡  
第11〜12回 産褥期にある⺟⼦の看護過程グループワーク(3G)清⽔ 鈴⽊ ⼩幡
第13〜14回 グループワーク発表(3G)・・・・・・・・・・・清⽔ 鈴⽊ ⼩幡
第15回   試験                                 ・・・・・・・・・・菅沼 鈴⽊ ⼩幡

Ｇ看護過程提出 ・・・・・・・・・・ 清⽔ 鈴⽊ ⼩幡

使⽤教科書

系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ ⺟性看護学各論 ⺟性看護学② 医学書院
病気がみえるVol.10産科，MEDIC MEDIA ，第4版，2018.
参考図書︓
ウエルネスからみた⺟性看護過程，医学書院，第3版，2016.
ウエルネス看護診断に基づく⺟性看護過程，医⻭薬出版，第3版，2017．
⺟性看護（パーフェクト臨地実習ガイド），照林社，第2版，2017.

⾃⼰学習 （予習・復習等
の内容・時間）

授業前に各講義内容のキーワードについて調べ、質問や確認事項をまとめ受講する（90
分）。授業後は講義のポイントや新たな関⼼事について⾃ら調べたことをノートにまと
め、今後の実習や国家試験対策などに反映させる（90分）。
キーワード︓
ハイリスク妊娠、妊娠期感染症、妊娠悪阻、妊娠⾼⾎圧症候群、⾎液型不適合妊娠、多胎
妊娠、流産、早産・切迫早産、⼦宮外妊娠、分娩の異常、帝王切開術、新⽣児仮死、低出
⽣体重児、⾼ビリルビン⾎症、産褥の異常、沐浴、授乳、⼦宮復古、ウエルネス
事例を⽤いた看護過程の展開では、問題志向ではないウエルネス志向の看護の特徴を理解
すること。新⽣児への看護技術では、対象の特⻑を理解し安全に留意した技術の習得に向
けて⾃⼰学習に努めてほしい。特に、周産期におけるハイリスク事例が増えてきている今

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



⽇において、異常を予防する看護や、ハイリスクを避けるための保健指導の⼤切さについ
て考えてほしい。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 精神看護学概論

授業担当者名 永井 邦芳、岩瀬 信夫

単位数 1 開講期（年次学期） 2年前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
精神看護の特徴を捉え、看護の⽬的と役割を理解する
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．精神看護の基本的考え⽅について、その対象と⽬的を中⼼に理解できる。
２．精神医療看護の歴史的変遷と現在まで残された課題について説明できる。
３．精神保健に関連する法規について、その⽬的と内容について説明できる。 
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる ◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる 〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる 〇
〈241-1PMN1-01＞  

授業の概要

精神看護学概論の⽬的は、精神看護学全般について、精神医療保健福祉の歴史と現状を法
制度を含めて理解し、その対象、精神的健康および健康問題の概観について理解すること
にある。また精神看護と社会的な動向との関連、対象者の社会、地域、家庭における特
徴、健康上の課題について触れ、健康増進、ノーマライゼーションを推進する⽀援につい
て考える。⼈の精神の健康の多様性と、⼈々が⾃らの精神の健康を維持・増進できるよう
な看護について考える。   

学⽣に対する評価の⽅法 提出を義務づけるリアクションペーパー及びミニットペーパー（30％）
試験（70％）  

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 講義ガイダンス こころの健康について考える（岩瀬）
第02回 ⻄欧の精神医療の歴史（岩瀬）
第03回 ⽇本の精神医療の歴史（岩瀬）
第04回 明治以降の精神保健医療福祉の歴史的変遷（岩瀬）
第05回 精神保健医療福祉に関連する法制度1．精神保健福祉法（岩瀬）
第06回 精神保健医療福祉に関連する法制度2．障害者総合⽀援法・医療観察法（永井）
第07回 精神看護における⼈権と倫理的問題（永井）
第08回 テストおよび精神医療福祉の現状と課題（岩瀬） 

使⽤教科書
授業はプリント主体で⾏うが、デジタル教材として下記のものを参考にしておく。
A 系統看護学講座専⾨分野Ⅱ 精神看護の基礎精神看護学① 医学書院 武井⿇⼦他 
B 系統看護学講座別巻 精神保健福祉 医学書院 末安⺠⽣他  

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

精神看護学概論の⽬的は、精神看護学全般について、精神医療保健福祉の歴史と現状を法
制度を含めて理解し、その対象、精神的健康および健康問題の概観について理解すること
にある。また精神看護と社会的な動向との関連、対象者の社会、地域、家庭における特
徴、健康上の課題について触れ、健康増進、ノーマライゼーションを推進する⽀援につい
て考える。⼈の精神の健康の多様性と、⼈々が⾃らの精神の健康を維持・増進できるよう
な看護について考える。   

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 精神看護学実践論1

授業担当者名 ⽊野 有美、岩瀬 信夫、永井 邦芳

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
健全な精神の発達及び、精神の健康保持に向けた援助を実践するために必要な知識・技術
を習得する
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．「こころ」の仕組みついて⾃我発達の視点から説明できる。
２．各ライフステージにおける発達課題について説明できる。
３．脳機能と精神との関係について理解できる。
４．精神症状について説明できる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる 〇
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる ◎
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる 〇
＜241-2PMN2-02>  

授業の概要

精神看護学実践論１の⽬的は、⾝体の健康とは異なった視点での精神的健康の意味を問
い、精神の健康に関する基礎理論について学ぶことにある。⼈間の⼼のはたらき、様々な
関係の中の⼈間、充実した社会⽣活を送るうえでのメンタルヘルスについて考える。⼼の
はたらきとして、発達理論、対象関係論、精神⼒動諸理論等の諸理論の基礎を学び、⼼の
危機とストレスへの対処規制を学ぶ。また、⼼の時代といわれる現代社会における社会構
造の変化、少⼦⾼齢に伴った家族構造、社会病理など精神保健の主な問題について理解す
る。  

学⽣に対する評価の⽅法 提出を義務づけるリアクションペーパー及びミニットペーパー（30％）
テスト（7０％）

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 精神の健康と精神病理（質的異常）（岩瀬・⽊野）
第02回 S・フロイトの精神分析理論から⾒た精神の発達と健康（岩瀬・⽊野）
第03回 E・エリクソンの⼼理社会的発達と精神の健康（岩瀬・⽊野） 
第04回 ⾃⼰と対象世界 パーソナリティーの発達（岩瀬・⽊野）
第05回 A・フロイト⾃我と防衛機制（永井・⽊野）
第06回 （⼩テスト︓⼼理社会モデル）

トラウマティックストレス最近のストレス反応の考え⽅ （永井・⽊野）
第07回 脳の神経⽀配（前頭葉、側頭葉、記憶中枢）と形態的変化による精神病理（岩
瀬・⽊野）
第08回 脳の神経伝達（ドーパミン、セロトニン、カテコールアミン）と精神病理（岩
瀬・⽊野） 
第09回 （⼩テスト︓⽣物学モデル）

⼼理的・社会的側⾯からの対象理解（⽣きづらさと適応の課題）（永井・⽊
野））
第10回 精神症状についての理解︓精神現症と状態像のアセスメント（岩瀬・⽊野）
第11回 精神症状についての理解︓意識、知能、記憶のアセスメントと代表的な障害（岩
瀬・⽊野）
第12回 精神症状についての理解︓ 知覚、思考、感情のアセスメントと代表的な障害
（岩瀬・⽊野）
第13回 ⽣活機能、家族のアセスメントとエンパワメント）（岩瀬・⽊野）
第14回 精神看護のアセスメントに⽤いられる看護理論（永井・⽊野）

（セルフケアモデル、⼈間関係論、リカバリー ）
第15回 （⼩テスト） ロイ適応看護モデルと精神科看護診断（永井・⽊野）
＊02回〜14回は毎回、前講義のリアクションペーパーへの回答を実施する 

06、10、15回にはこれまでの講義内容の理解度を知るための⼩テストを実施する予定 

使⽤教科書
精神看護学Ⅰ 精神看護学Ⅱ  
10回－13回 鎌倉やよい監 実践するヘルスアセスメント 学研メディカル秀潤社 
ISBN978-4-7809-1055-1  使⽤教科書は参考に。

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

講義での理解を促進するために講義にあたり事前にテキストに⽬を通しておくこと。復習
は講義を振り返り特に知識として習得しておくべき事項について整理しておくようにして
ください。講義の受けてわからなかったところ、疑問に思ったところはまず⾃分⾃⾝で調
べてみるという習慣をつけること（予習復習含め⼀コマあたり90分程度）。なお⼩テスト
は前回講義部分までを範囲として実施する。  

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 精神看護学実践論2

授業担当者名 ⽊野 有美、岩瀬 信夫、永井 邦芳

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 複数 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
精神疾患の病態・症状・検査・治療を踏まえ、援助を実践するために必要な知識・技術を
習得する
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．精神症状とその対応について理解できる。
２．精神疾患（障害）の種類と特徴、治療について看護の視点から理解ができる。
３．精神科リハビリテーションの具体的⽅法及び関連する職種の役割、機能について理解
できる。
４．精神障害者の地域移⾏上の問題と対策、看護の役割について理解できる 
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる ◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる 〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる 〇
＜241-2PMN2-03>  

授業の概要

精神看護学実践論2の⽬的は、精神疾患・症状を持つ⼈に対し、必要な看護実践を判断す
るための知識を習得し、看護を実践するための具体的な技法および家族を含めた地域社会
⽣活への適応に向けての看護について学ぶことにある。
また、倫理的な側⾯への配慮、⼀般的な知識と技術を⽣かした⽇常⽣活のあらゆる場にお
ける看護、地域⽣活を視野に⼊れた働きかけについて理解する。 

学⽣に対する評価の⽅法 提出を義務づけるリアクションペーパー及びミニットペーパー（30％）テスト（70％）に
より総合的に判断する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 精神障害の病態の理解【統合失調症スペクトラム１】病態と治療（永井・⽊野） 
第02回 精神障害の病態と看護【統合失調症２】急性期の看護（永井・⽊野） 
第03回 精神障害の病態と看護【統合失調症３】回復とリハビリテーション・看護（永
井・⽊野）  
第04回 精神障害の病態の理解【双極性障害】病態治療と看護（岩瀬・⽊野）（⼩テス
ト︓統合失調症）
第05回 精神障害の病態の理解【抑うつ障害】病態治療と看護（岩瀬・⽊野）
第06回 精神障害の病態と看護【抑うつ障害】病態治療と看護（岩瀬・⽊野）
第07回 精神障害の病態と看護【パーソナリティ障害群等】の病態治療と看護（岩瀬・⽊
野）
第08回 精神障害の病態と看護【物質関連障害・嗜癖性障害群】病態治療と看護（永井・
⽊野）（⼩テスト4－7回の範囲）
第09回 精神障害の病態と看護【不安性障害】【ストレス因関連障害】の病態治療と看護
（岩瀬・⽊野）
第10回 精神障害の病態と看護【摂⾷障害群】病態治療と看護（岩瀬・⽊野）
第11回 精神科治療と看護 精神科病院の特徴 精神科⼊院医療制度について（永井・⽊
野）（⼩テスト8-10回の範囲）
第12回 精神科治療と看護【薬物療法】向精神薬の種類と特徴（岩瀬・⽊野）
第13回 精神科治療と看護【⼼理療法】⼼理療法の動向と看護（岩瀬・⽊野）
第14回 司法精神医療及び精神障害者の地域移⾏⽀援と看護（永井・⽊野）
第15回 精神看護の活動範囲の拡⼤（リエゾン精神看護等）（岩瀬・⽊野）
（⼩テスト11-14回の範囲）

＊02回〜14回は毎回前講義のリアクションペーパーへの回答を実施する 
04、08、11、15回にはこれまでの講義内容の理解度を知るための⼩テストを実施する

予定
11回⽬以降の授業については他授業科⽬との調整により、スケジュール変更が⾏われる

場合がある。 

使⽤教科書 学⽣はiPadにある医学書院のものを⾃習⽤に活⽤してください。
⽇本精神神経学会（監）DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル、医学書院、2014

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



井上令⼀（監）カプラン臨床精神医学テキスト、MEDSI 2016 等をもとに授業資料を
作っています  

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

講義での理解を促進するために講義にあたり事前にテキストに⽬を通しておくこと。復習
は講義を振り返り特に知識として習得しておくべき事項について整理し理解の促進に努め
てください（予習復習含め⼀コマあたり90分程度）。なお⼩テストは前回講義部分までを
範囲として実施する。
精神看護領域は、聞きなれない⾔葉が多く、とっつきにくく理解が難しいと感じるかもし
れません。繰り返しの学習が理解につながります。講義は、⼀つのトピックスを多⽅⾯か
ら考えるという作業をすることにより理解を深めていけるようにしたいと思います。した
がって答えを与えられることを当たり前と思うことなく、⽴ち⽌まってじっくり考えると
いう学習態度を⾝につけて欲しいと思います。講義に対する質問は⼤歓迎ですが、調べれ
ばわかることは、労を惜しまず⾃分で調べるという学修姿勢を持ってください。このこと
が講義への関⼼を⾼めより深い理解へとつながっていくと思います。  

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 精神看護学実践論3

授業担当者名 ⽊野 有美、岩瀬 信夫、永井 邦芳

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 クラス分け 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

テーマ〕
精神看護の専⾨性についての理解を深め、治療的かかわりを含めた精神看護実践の基礎⼒
を習得する。
〔到達⽬標〕
１．精神看護場⾯における対象への受容的、共感的態度のあらわし⽅について理解でき
る。
２．精神看護における援助的コミュニケーションスキルの意味と意義について講義と演習
を通して理解できる。
３．精神看護における援助的コミュニケーションスキルの具体的実践について講義と演習
を通して理解できる。
4．統合失調症、気分障害など主な精神障害を持つ患者について紙上事例を⽤いて、情報
収集、アセスメント、看護診断、看護計画の⽴案、評価についてそのプロセスを学び、実
践知とすることができる。
5．プロセスレコードの意義を理解し、⾃⼰洞察と看護への活⽤⽅法が理解できる。
DP1: 看護の対象の健康レベルに応じた実学としての看護を実践できる能⼒を有している
◎
DP2:看護と看護学を追求し、普遍的な知の創造を探求、具体化できる能⼒を有している
○
DP3:寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる能⼒を有している ◎
〈241-2PMN2-04〉

授業の概要

精神看護学実践論３は、精神看護学実践論１及び2で学んだ疾病、障害、治療、看護につ
いての知識を実践へと結びつけるための具体的⽅法について演習を通して学んでいく。
演習での学びは、グループワークやロールプレイ、ライブスーパービジョンなどを活⽤し
ていく。  

学⽣に対する評価の⽅法 アクティブラーニングを活⽤して、授業に対する参画度（30％）課題への取り組み
（50％）発表（20％）により総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

授業は2クラスに分けて実施する。（学籍番号前半Aクラス 後半Bクラス）
【Aクラス授業計画】
第1回 オリエンテーション、コミュニケーションの治療的活⽤ ヘルピングスキルとは
（講義）
第2回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（受容的共感的態度を伝え
るスキル︓演習）
第3回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（注意焦点付けスキル、連
合弛緩等、思考がまとまらない等への対応スキル:演習:演習）
第4回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（ディエスカレーションス
キル︓演習）
第5回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（⾏動変容を促すスキル︓
演習）
第6回 プロセスレコードの活⽤１（プロセスレコードとは、プロセスレコードの活⽤事
例︓講義、演習）
第7回 プロセスレコードの活⽤２（プロセスレコードを通した場⾯の再構成と⾃⼰洞察
演習）
第8回 看護過程の展開 情報収集とアセスメント(ゴードンの機能的健康分類の11パター
ンとアセスメントの視点の理解)︓講義、演習）・看護診断・⽴案・評価についての基本的
理解︓講義、演習）
第9回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（統合失調症事例の情報収集とアセスメント1
演習）
第10回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（統合失調症事例の情報収集とアセスメント2
演習）
第11回  紙上事例を⽤いた看護過程の展開（統合失調症事例の看護診断と看護計画の作
成︓演習）
第12回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（気分障害事例の情報収集とアセスメント1

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



︓演習）
第13回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（気分障害事例の情報収集とアセスメント２
︓演習）
第14回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（気分障害事例の看護診断と看護計画の作成︓
演習）
第15回 事例展開の発表 まとめ

【Bクラス授業計画】
第1回 看護過程の展開 情報収集とアセスメント(ゴードンの機能的健康分類の11パター
ンとアセスメントの視点の理解)︓講義、演習）・看護診断・⽴案・評価についての基本的
理解︓講義、演習）
第2回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（統合失調症事例の情報収集とアセスメント1
演習）
第3回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（統合失調症事例の情報収集とアセスメント2
演習）
第4回  紙上事例を⽤いた看護過程の展開（統合失調症事例の看護診断と看護計画の作
成︓演習）
第5回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（気分障害事例の情報収集とアセスメント1 ︓
演習）
第6回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（気分障害事例の情報収集とアセスメント２
︓演習）
第7回 紙上事例を⽤いた看護過程の展開（気分障害事例の看護診断と看護計画の作成︓
演習）
第8回 オリエンテーション、コミュニケーションの治療的活⽤ ヘルピングスキルとは
（講義）
第9回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（受容的共感的態度を伝え
るスキル︓演習）
第10回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（注意焦点付けスキル、連
合弛緩等、思考がまとまらない等への対応スキル:演習:演習）
第11回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（ディエスカレーションス
キル︓演習）
第12回 精神臨床場⾯におけるヘルピングスキルの具体的活⽤（⾏動変容を促すスキル︓
演習）
第13回 プロセスレコードの活⽤１（プロセスレコードとは、プロセスレコードの活⽤事
例︓講義、演習）
第14回 プロセスレコードの活⽤２（プロセスレコードを通した場⾯の再構成と⾃⼰洞察
演習）
第15回 事例展開の発表 まとめ

使⽤教科書 毎回配布される資料 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

紙上事例を⽤いた看護過程の展開、ロールプレイ演習では概論、実践論1及び2の知識がな
いと進められないので復習を必要とする。
事前課題として課される個⼈ワークはしっかりと取り組みグループワークににおけるディ
スカッションができるように準備をして進める必要がある。

- - - - -

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 地域看護学概論

授業担当者名 佐久間 清美

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 単独 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
公衆衛⽣及び地域看護の理念、地域看護の⽬的及び特性、歴史、機能、役割について理解
できる。 
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕 
1．公衆衛⽣の理念が分かる。
2．公衆衛⽣における地域看護の役割が分かる。
3．地域看護の⽬的と対象の特性を説明できる。
4．地域看護の分野と機能を説明できる。
DP1︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を
          実践できる。◎ 
DP2︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇 
DP3︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。〇 
DP4︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。△ 
〔ナンバリングコード〕
＜241-1CHN1-01＞ 

授業の概要

看護基礎教育における個⼈や家族の個別の健康問題の解決を考えることから地域全体を志
向する地域看護の4分野（公衆衛⽣看護、在宅看護、産業看護、学校看護）の特徴を理解
してコミュニティとしての健康問題の解決や健康課題を考える地域看護の基礎的な知識に
ついて教授する。
 具体的には、地域看護の理念と⽬的、地域看護の変遷、地域看護の特性と対象及び背
景、地域看護の⽀援⽅法、地域で実践する看護職の活動の場、地域看護の国際的視点につ
いて学修する。  

学⽣に対する評価の⽅法 試験（90％）及び授業の参加度（10％）により総合的に評価する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 公衆衛⽣及び地域看護の理念と⽬的  
第02回 地域看護の変遷 
第03回 地域看護の特性と対象及び背景 
第04回 地域看護の⽅法  
第05回 地域で実践する看護職の活動の場 
第06回 地域看護管理 
第07回 地域看護の国際的視点及び授業全体の振り返り 
第08回 まとめ と 試験 

使⽤教科書 ⽊下由美⼦編集代表『エッセンシャル 地域看護学 第2版』医⻭薬出版株式会社，2019年7
⽉．  

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間） 講義のポイントや疑問点等について⾃ら調べ⽷綴じ式ノートにまとめる（週45分）。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 地域看護⽅法論

授業担当者名 鈴⽊ 岸⼦、⽯⽥ 路⼦、佐久間 清美

単位数 1 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 オムニバス（主担当︓佐久間清
美） 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕 
地域で⽣活する多様な個⼈、家族、集団、組織等の⼈々の健康の保持増進に必要な⽀援⽅
法について理解できる。 
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕 
1．地域で⽣活する多様な個⼈と家族及び集団と組織が分かる。
2．地域における多様な⽀援⽅法が分かる。
3．⼈々の健康の保持増進の⽀援⽅法を述べることができる。
4．地域診断に基づくPDCAサイクルの展開が分かる。
DP1︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実践
できる。◎
DP2︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化できる。〇
DP3︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。〇
DP4︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。△
〔ナンバリング〕
＜241-2CHN2-02＞

授業の概要

地域の⼈々の健康問題は地域全体を対象とした取り組みなしに解決しえない場合が多いこ
とから、⾏政や企業・事業所及び学校などコミュニティのすべての⼈々を対象に健康を保
持増進する保健師の基礎的な活動について教授する。
具体的には、地域で⽣活する個⼈・家族・集団・組織における⽣活者としての視点、個
⼈・家族への⽀援、グループ⽀援、組織活動、コミュニティへの⽀援、地域診断と保健計
画の策定、地域ケアシステムの構築について学修する。 

学⽣に対する評価の⽅法 試験（90％）及び授業の参加度（10％）により総合的に評価する。試験は科⽬教員と協議
した上で⾏う。  

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

地域の⼈々の健康問題は地域全体を対象とした取り組みなしに解決しえない場合が多いこ
とから、⾏政や企業・事業所及び学校などコミュニティのすべての⼈々を対象に健康を保
持増進する保健師の基礎的な活動について教授する。
具体的には、地域で⽣活する個⼈・家族・集団・組織における⽣活者としての視点、個
⼈・家族への⽀援、グループ⽀援、組織活動、コミュニティへの⽀援、地域診断と保健計
画の策定、地域ケアシステムの構築について学修する。 
＜オムニバス⽅式/全８回＞ 
（佐久間清美/４回）地域で⽣活する個⼈・家族・集団・組織における⽣活者の理解及び個
⼈・家族への⽀援とコミュニティへの⽀援、科⽬全体のまとめについて教授する。 
（⽯⽥路⼦/２回）グループ⽀援及び組織活動について教授する。  
（鈴⽊岸⼦/２回）地域診断と保健計画の策定及び地域ケアシステムの構築について教授す
る。 
第01回 地域で⽣活する個⼈・家族・集団・組織における⽣活者の理解（佐久間清美） 
第02回 個⼈・家族への⽀援 （佐久間清美） 
第03回 コミュニティへの⽀援 （佐久間清美） 
第04回 グループ⽀援  （⽯⽥路⼦） 
第05回 組織活動  （⽯⽥路⼦）
第06回 地域診断と保健計画の策定 （鈴⽊岸⼦） 
第07回 地域ケアシステムの構築 （鈴⽊岸⼦） 
第08回 授業全体の振り返り まとめ と 試験（佐久間清美） 

使⽤教科書 ⽊下由美⼦編集代表『エッセンシャル 地域看護学 第2版』医⻭薬出版株式会社，2019年7
⽉．  

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

「健康」と「⽣活」・「経済」・「教育」・「労働」・「格差」をキーワードに新聞等や
地域社会の動きを看護の視点で把握する（週45分）。  

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 在宅看護学概論

授業担当者名 内藤 恭⼦、鈴⽊ 岸⼦、佐久間 清美

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 オムニバス 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
地域で⽣活する療養者とその家族が⾃分らしい⽣活の継続をめざして必要とされる在宅看
護の法的基盤、⽬的、機能について理解できる。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．在宅看護が求められる社会的背景が説明できる。
２．地域で⽣活しながら療養する⼈々とその家族の特徴が説明できる。
３．在宅看護を取り巻くケアシステムと多職種連携について述べられる。
４．施設内看護と在宅を結ぶ継続看護の必要性を述べられる。
５．在宅看護の展開に必要な法律・制度・社会資源について説明できる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。△
＜241-1CHN1-03＞ 

授業の概要

在宅看護学概論の⽬的は、地域包括⽀援システムの中で、地域で⽣活する療養者とその家
族が⾃分らしい⽣活の継続をめざすために必要とされる在宅看護の法的基盤、⽬的、機能
について教授するものである。具体的な講義では、在宅看護の歴史、在宅看護の理念や特
徴、地域に暮らす対象者の理解、地域包括ケアシステムの中で対象者を⽀える制度・社会
資源、在宅ケアにおける危機管理等の学修を通して、在宅看護学概論の⽬的の理解を深め
る。
【オムニバス⽅式/全８回】
（鈴⽊岸⼦/4回）
在宅看護の歴史および理念と⽬的、地域包括ケアシステム、在宅マネジメント及び科⽬全
体のまとめについて教授する。
（佐久間清美/２回）
地域で暮らす療養者および家族について教授する。
（内藤恭⼦/２回）
在宅看護と多職種連携および在宅ケアと危機管理について教授する。 

学⽣に対する評価の⽅法 試験（80％）、課題（15％）、授業への参画態度（5％）により総合的に評価する。
試験は科⽬教員と協議した上で⾏う。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション＆在宅看護の歴史 （鈴⽊岸⼦）
第02回 在宅看護の理念と⽬的および特徴 （鈴⽊岸⼦）
第03回 地域包括ケアシステムと在宅マネジメント （鈴⽊岸⼦）
第04回 在宅看護と多職種連携（継続看護と⼊退院⽀援）（内藤恭⼦）
第05回 地域に暮らす療養者の理解 （佐久間清美）
第06回 地域に暮らす家族の理解 （佐久間清美）
第07回 在宅ケアと危機管理（感染症対策＆災害対策） （内藤恭⼦） 
第08回 試験およびまとめ （鈴⽊岸⼦） 

使⽤教科書

河原加代⼦著者代表︓系統看護学講座統合分野 在宅看護論、医学書院 2018
（参考図書）
臺 有桂ほか編集︓ナーシング・グラフィカ 在宅看護論 地域療養を⽀えるケア，メディカ
出版 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

事前学習として、地域包括ケアシステム、介護保険制度、医療保険制度についての履修内
容を復習しておく。授業後には、教科書や資料に基づき、講義のポイントや⽣じた疑問に
ついて⾃分で調べ、課題ノート等にまとめるなど⾃⼰学習を深める。また、普段から、保
健・医療・福祉に関⼼を持ち、それらから課題を⾒つけて⾃⼰学習に取り⼊れてほしい。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 在宅看護学実践論

授業担当者名 内藤 恭⼦、鈴⽊ 岸⼦、佐久間 清美

単位数 1 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 複数（主担当︓鈴⽊岸⼦） 備考 実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

〔テーマ〕
地域で⾃分らしい⽣活の継続をめざす療養者とその家族に対する在宅看護の基礎的な知識
及び実践⽅法について理解・習得する。
〔到達⽬標（ディプロマポリシー〔DP〕との関連）〕
１．訪問看護ステーションの成り⽴ちとサービス提供のしくみを説明できる。
２．既習の看護技術を応⽤し、在宅で必要とされる技術の特徴を踏まえ、個別の状況に応
じた⽅法を⼯夫できる。
３．在宅における情報収集・アセスメントの視点を理解し、在宅療養者と家族に対する看
護過程を展開できる。
DP１︓さまざまな健康レベルの⽣活者を対象とし、対象に応じた実学としての看護を実
践できる。 ◎
DP２︓看護と看護学を追究し、普遍的な知の創造を探求・具現化ができる。 〇
DP３︓寛容性と感性をもって⼈間味あふれる看護が実践できる。 ◎
DP４︓真の⼈間⼒をもって、グローバル社会に積極的に踏み出すことができる。△
＜241-2CHN2-04＞ 

授業の概要

在宅看護実践論の⽬的は、地域で⾃分らしい⽣活の継続をめざす療養者とその家族に対す
る在宅看護の基礎的な知識及び実践⽅法について教授することにある。そのため、具体的
な講義では、地域包括ケアシステムの中での訪問看護ステーションの理解、在宅を⽀える
看護技術、在宅の場における⾯接技術、在宅療養を⽀えるための看護過程の展開などを通
して、それぞれの療養者と家族の個別の背景や環境に応じた、看護技術および看護実践⽅
法について学修する。 

学⽣に対する評価の⽅法 試験（60％）、提出物（ケア⽤品、看護過程の展開 各15％）、課題（10％）、授業への
参加度により総合的に判断する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス&訪問看護ステーションのしくみ
第02回 ⽣活を⽀える看護技術の⼯夫 ➀オリエンテーション
第03回 ⽣活を⽀える看護技術の⼯夫 ②介護⽤品作成と援助の実際
第04回 ⽣活を⽀える看護技術の⼯夫 ③介護⽤品作成と援助の実際および提出
第05回 在宅医療管理技術 在宅酸素療法・⾮侵襲的⼈⼯呼吸
第06回 終末期の療養者に対する在宅看護
第07回 難病および障害を持つ療養者に対する在宅看護
第08回 在宅における療養者および家族の⽀援（ICF)
第09回 在宅における看護過程の展開 ➀個⼈ワーク
第10回 在宅における看護過程の展開 ②個⼈ワーク
第11回 在宅における看護過程の展開 ③グループワーク
第12回 在宅における看護過程の展開 ④個⼈ワーク
第13回 在宅における⾯接技術 訪問時の対応と訪問マナー
第14回 在宅における看護過程の展開 ⑤まとめ・発表
第15回 試験およびまとめ

使⽤教科書

河原加代⼦著者代表︓系統看護学講座統合分野 在宅看護論、医学書院 2018
（参考図書）
臺 有桂ほか編集︓ナーシング・グラフィカ 在宅看護論 地域療養を⽀えるケア，メディカ
出版 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

事前学習として、在宅看護概論の既習内容および基礎看護学の既習技術（コミュニケーシ
ョン、清潔、移動、排泄、呼吸、酸素療法、⾷⽣活・嚥下、経管栄養など）について復習
しておく。また、授業後には、教科書や資料に基づき、講義のポイントや⽣じた疑問につ
いて⾃分で調べ、課題ノート等にまとめるなど、⾃⼰学習を深める。
特に、在宅での療養⽣活に対する理解を深め、療養者とその家族のイメージを膨らませな
がら、その⼈らしい⽣活を⽀援するために、まずは⾃⼰の家族との関係や⽣活のあり⽅に

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）



⽬を向けること。さらに、疑問をもった点、関⼼をもった点については、各⾃で調べる習
慣を⾝につけてほしい。 

（看護学科・実務経験のある教員担当科目）
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