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授業科目名 科目責任者 ページ 授業科目名 科目責任者 ページ

保健医療学特論 喜多村　健 19 運動・動作制御学特論 柴田　昌和 82

医療倫理学特論 関根　透 20 運動・動作制御学演習 柴田　昌和 83

医療社会学特論 景山　晶子 22 呼吸循環機能学特論 森尾　裕志 84

生涯教育特論 小山 紳一郎 23 呼吸循環機能学演習 森尾　裕志 85

英語購読 大森　千草 24 運動機能回復学特論 田邉　浩文 86

研究特論 窪田　和巳 25 運動機能回復学演習 田邉　浩文 88

医療管理学特論 大道　久 26 脳機能回復学特論 鈴木　雄介 90

形態機能・病態学特論 柴田　昌和 27 脳機能回復学演習 鈴木　雄介 92

家族ケア特論 牛田　貴子 28 助産学概論 島田　啓子 94

多職種協働・地域連携特論 小林　紀明 29 助産学特論Ⅰ　 島田　啓子 96

看護教育特論 川本　利恵子 30 助産学特論Ⅱ 島田　啓子 98

看護理論 渡邉　眞理 32 地域・国際助産学特論 島田　啓子 100

コンサルテーション論 渡邉　眞理 34 助産管理・経営学 加藤　尚美 101

フィジカルアセスメント 山勢　善江 36 母乳育児支援論 島田　啓子 102

臨床薬理学 渡邉　眞理 38 比較文化助産論 島田　啓子 103

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 澤井　美奈子 43 助産学教育・研究・実践論 島田　啓子 104

在宅・公衆衛生学特論Ⅱ 小林　紀明 45 助産学演習Ⅰ 島田　啓子 105

在宅・公衆衛生学演習 小林　紀明 47 助産学演習Ⅱ 島田　啓子 107

女性保健学特論Ⅰ 山﨑　圭子 49 助産学実習Ⅰ 島田　啓子 108

女性保健学特論Ⅱ 山﨑　圭子 50 助産学実習Ⅱ 島田　啓子 110

女性保健学演習 山﨑　圭子 52 助産学実習Ⅲ 島田　啓子 112

精神保健医療学特論Ⅰ 片山　典子 54 健康増進・予防特別研究 牛田　貴子 115

精神保健医療学特論Ⅱ 片山　典子 56 健康増進・予防特別研究 片山　典子 116

精神保健医療学演習 片山　典子 58 健康増進・予防特別研究 川本　利恵子 117

生活支援医療学特論Ⅰ 牛田　貴子 59 健康増進・予防特別研究 小林　紀明 118

生活支援医療学特論Ⅱ 鶴見　隆正 61 健康増進・予防特別研究 坂上　昇 119

生活支援医療学特論Ⅲ 牛田　貴子 62 健康増進・予防特別研究 田島　明子 120

生活支援医療学演習Ⅰ 牛田　貴子 63 健康増進・予防特別研究 鶴見　隆正 121

生活支援医療学演習Ⅱ 鶴見　隆正 64 健康増進・予防特別研究 土師　しのぶ 122

がん看護学特論Ⅰ 渡邉　眞理 66 健康増進・予防特別研究 羽生　貞親 123

がん看護学特論Ⅱ 渡邉　眞理 68 健康増進・予防特別研究 山勢　善江 124

がん看護学特論Ⅲ 渡邉　眞理 70 健康増進・予防特別研究 渡邉　眞理 125

がん看護学特論Ⅳ 渡邉　眞理 72 心身機能回復特別研究 大森　圭貢 126

がん看護学特論Ⅴ 渡邉　眞理 74 心身機能回復特別研究 柴田　昌和 127

がん看護学演習Ⅰ 渡邉　眞理 76 心身機能回復特別研究 鈴木　雄介 128

がん看護学演習Ⅱ 渡邉　眞理 77 心身機能回復特別研究 田邊　浩文 129

がん看護学実習Ⅰ 渡邉　眞理 78 心身機能回復特別研究 森尾　裕志 130

がん看護学実習Ⅱ 渡邉　眞理 79 助産学特別研究 島田　啓子 131

がん看護学実習Ⅲ 渡邉　眞理 81 助産学特別研究 山﨑　圭子 132

　Ⅲ　専門科目

　Ⅳ　特別研究科目

  Ⅴ　教員一覧

目次

　Ⅰ- 1 カリキュラム（教育課程表）

　Ⅰ- 2 履修モデル

　Ⅱ　共通科目
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 Ⅰ- 1 カリキュラム（教育課程表） 
科目 
区分 履 修 科 目 

配当 単位数 
年次 必修 選択 

共
通
科
目 

保健医療学特論 
医療倫理学特論 
医療社会学特論 
生涯教育特論 
英語講読 
研究特論 
医療管理学特論 
形態機能・病態学特論 
家族ケア特論 
多職種協働・地域連携特論 
看護教育特論 
看護理論 
コンサルテーション論 
フィジカルアセスメント 
臨床薬理学 

1前 
1前 
1後 
1後 
1前 
1前 
1前 
1後 
1前 
1後 
1後 
1前 
1後 
1前 
1後 

2 
2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 

           小計（15科目）  8 22 

専

門

科

目 

健
康
増
進
・予
防
領
域 

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 
在宅・公衆衛生学特論Ⅱ 
在宅・公衆衛生学演習 
女性保健学特論Ⅰ 
女性保健学特論Ⅱ 
女性保健学演習 
精神保健医療学特論Ⅰ 
精神保健医療学特論Ⅱ 
精神保健医療学演習 
生活支援医療学特論Ⅰ 
生活支援医療学特論Ⅱ 
生活支援医療学特論Ⅲ 
生活支援医療学演習Ⅰ 
生活支援医療学演習Ⅱ 
がん看護学特論Ⅰ 
がん看護学特論Ⅱ 
がん看護学特論Ⅲ 
がん看護学特論Ⅳ 
がん看護学特論Ⅴ 
がん看護学演習Ⅰ 
がん看護学演習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅰ 
がん看護学実習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅲ 

1前 
1前 
1後 
1前 
1前 
1後 
1前 
1前 
1後 
1前 
1前 
1前 
1後 
1後 
1前 
1後 
1後 
1後 
1後 
1前 
1前 
1後 
2前 
2前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 

      健康増進・予防領域（24科目） 小計  0 62 

心
身
機
能
回
復
領
域 

運動・動作制御学特論 
運動・動作制御学演習 
呼吸循環機能学特論 
呼吸循環機能学演習 
運動機能回復学特論 
運動機能回復学演習 
脳機能回復学特論 
脳機能回復学演習 

1前 
1後 
1前 
1後 
1前 
1後 
1前 
1後 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 

        心身機能回復領域（8科目） 小計  0 24 

助
産
学
領
域 

助産学概論 
助産学特論Ⅰ 
助産学特論Ⅱ 
地域･国際助産学特論 
助産管理・経営学 
母乳育児支援論 
比較文化助産論 
助産学教育･研究・実践論 
助産学演習Ⅰ 
助産学演習Ⅱ 
助産学実習Ⅰ 
助産学実習Ⅱ 
助産学実習Ⅲ 

1前 
1通 
1通 
1前 
1前 
1後 
2前 
2前 
1前 

1前～2前 
1前 

1後～2前 
2前 

 2 
4 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
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             助産学領域（13科目） 小計  0 34 
                                   専門科目 計  0 120 

特別研究科目 

健康増進・予防特別研究 
心身機能回復特別研究 
助産学特別研究 

1～2通 
1～2通 
1～2通 

 10 
10 
10 

                                               小 計（ 3 科 目 ）  0 30 

修了要件 

 
（修了要件） 
学位取得にあたっては、以下の通りとする。 
 
【修士（保健医療学）】 
 共通科目から 12 単位以上（必修科目 8 単位、選択科目 4 単位以上）、専門科目から 10
単位以上（選択した特別研究に係る研究領域の特論科目 2 単位以上・演習科目 4 単位以
上）、特別研究科目から 10 単位を履修し、合計 32 単位以上を取得するとともに、必要な研
究指導を受けた上で、本研究科が実施する修士論文審査及び最終試験に合格すること。 
 また、助産師国家試験受験資格を取得する者は、上記に加え、助産学領域の選択科目
13 科目 34 単位の内、「助産学教育・研究・実践論」科目を除く 12 科目 33 単位を取得する
こと。 
 
※ なお、高度実践看護師（がん看護）の受験資格を取得する者は、共通科目の「保健医療
学特論」、「医療倫理学特論」、「研究特論」、「医療管理学特論」、「看護教育特論」、「看護
理論」、「コンサルテーション論」の中から 8 単位を履修し、かつ、「形態機能・病態学特論」、
「フィジカルアセスメント」、「臨床薬理学」の 6単位を履修する。 
 専門科目からは「がん看護学特論Ⅰ～Ⅴ」、「がん看護学演習Ⅰ～Ⅱ」、「がん看護学実
習Ⅰ～Ⅲ」の 24単位を履修すること。 
 
 

 
 

Ⅰ- 2　履修モデル
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 Ⅰ- 2 履修モデル 

①健康増進・予防領域を主たる学修領域とする履修 

科目 

区分 
履 修 科 目 

履修年次・単位数 

1年 2年 計 

共
通
科
目 

保健医療学特論 
医療倫理学特論 
医療社会学特論 
生涯教育特論 
英語講読 
研究特論 
医療管理学特論 
形態機能・病態学特論 
家族ケア特論 
多職種協働・地域連携特論 
看護教育特論 
看護理論 
コンサルテーション論 
フィジカルアセスメント 
臨床薬理学 

●2 
●2 
○2 

 
 
●2 

 
 
○2 
●2 

  

小計（15科目） 12 0 12 

専

門

科

目 

健
康
増
進
・予
防
領
域 

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 
在宅・公衆衛生学特論Ⅱ 
在宅・公衆衛生学演習 
女性保健学特論Ⅰ 
女性保健学特論Ⅱ 
女性保健学演習 
精神保健医療学特論Ⅰ 
精神保健医療学特論Ⅱ 
精神保健医療学演習 
生活支援医療学特論Ⅰ 
生活支援医療学特論Ⅱ 
生活支援医療学特論Ⅲ 
生活支援医療学演習Ⅰ 
生活支援医療学演習Ⅱ 
がん看護学特論Ⅰ 
がん看護学特論Ⅱ 
がん看護学特論Ⅲ 
がん看護学特論Ⅳ 
がん看護学特論Ⅴ 
がん看護学演習Ⅰ 
がん看護学演習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅰ 
がん看護学実習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅲ 

 
○2 

 
 
 
 
 
 
 
○2 
○2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 4 

 

 

健康増進・予防領域（24科目） 小計 6 4 10 

心
身
機
能
回
復
領
域 

運動・動作制御学特論 
運動・動作制御学演習 
呼吸循環機能学特論 
呼吸循環機能学演習 
運動機能回復学特論 
運動機能回復学演習 
脳機能回復学特論 
脳機能回復学演習 

   

心身機能回復領域（8科目） 小計 0 0 0 
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助
産
学
領
域 

助産学概論 
助産学特論Ⅰ 
助産学特論Ⅱ 
地域･国際助産学特論 
助産管理・経営学 
母乳育児支援論 
比較文化助産論 
助産学教育･研究・実践論 
助産学演習Ⅰ 
助産学演習Ⅱ 
助産学実習Ⅰ 
助産学実習Ⅱ 
助産学実習Ⅲ 

   

助産学領域（13科目） 小計 0 0 0 
専門科目 計 6 4 10 

特別研究科目 

健康増進・予防特別研究 
心身機能回復特別研究 
助産学特別研究 

 ○ 10  

特 別 研 究 科 目  計 0 10 10 
合 計 18 14 32 

期待される能力 

保健医療学を基盤として、多職種連携、チーム医療活動における健康増進・予防領域の課題や考察能力

を修得し、地域社会に貢献する能力を養う 

修了後の主な進路 

医療機関、介護保険下の諸施設、保健福祉行政等で、継続教育の指導的立場で職員の能力開発の指導

に携わる。さらには臨床実習学生の教育・研究活動に従事する。 

適用 ●：必修科目、○：選択科目、数字は単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

②健康増進・予防領域（高度実践看護師教育課程がん看護学）を主たる学修領域とする履修 

科目 

区分 
履 修 科 目 

履修年次・単位数 

1年 2年 計 

共
通
科
目 

保健医療学特論 
医療倫理学特論 
医療社会学特論 
生涯教育特論 
英語講読 
研究特論 
医療管理学特論 
形態機能・病態学特論 
家族ケア特論 
多職種協働・地域連携特論 
看護教育特論 
看護理論 
コンサルテーション論 
フィジカルアセスメント 
臨床薬理学 

●2 
●2 

 
 
 
●2 

 
○2 

 
●2 

 
 
○2 

 
○2 

 
 
 
 
 
 
○2 

 
 
 
 
 
 
○2 

 

 

小計（15科目） 12 6 18 

専

門

科

目 

健
康
増
進
・予
防
領
域 

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 
在宅・公衆衛生学特論Ⅱ 
在宅・公衆衛生学演習 
女性保健学特論Ⅰ 
女性保健学特論Ⅱ 
女性保健学演習 
精神保健医療学特論Ⅰ 
精神保健医療学特論Ⅱ 
精神保健医療学演習 
生活支援医療学特論Ⅰ 
生活支援医療学特論Ⅱ 
生活支援医療学特論Ⅲ 
生活支援医療学演習Ⅰ 
生活支援医療学演習Ⅱ 
がん看護学特論Ⅰ 
がん看護学特論Ⅱ 
がん看護学特論Ⅲ 
がん看護学特論Ⅳ 
がん看護学特論Ⅴ 
がん看護学演習Ⅰ 
がん看護学演習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅰ 
がん看護学実習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○2 
○2 

 
 
 
○2 
○2 
○2 

 
 
○2 
○2 
○2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○2 
○2 

 
 

 
○ 4 
○ 4 

 

健康増進・予防領域（24科目） 小計 12 12 24 

心
身
機
能
回
復
領
域 

運動・動作制御学特論 
運動・動作制御学演習 
呼吸循環機能学特論 
呼吸循環機能学演習 
運動機能回復学特論 
運動機能回復学演習 
脳機能回復学特論 
脳機能回復学演習 

   

心身機能回復領域（8科目） 小計 0 0 0 

助
産
学
領
域 

助産学概論 
助産学特論Ⅰ 
助産学特論Ⅱ 
地域･国際助産学特論 
助産管理・経営学 
母乳育児支援論 
比較文化助産論 
助産学教育･研究・実践論 
助産学演習Ⅰ 
助産学演習Ⅱ 
助産学実習Ⅰ 
助産学実習Ⅱ 
助産学実習Ⅲ 
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助産学領域（13科目） 小計 0 0 0 
専門科目 計 12 12 24 

特別研究科目 

健康増進・予防特別研究 
心身機能回復特別研究 
助産学特別研究 

 ○ 10  

特 別 研 究 科 目  計 0 10 10 
合 計 24 28 52 

期待される能力 

保健医療学を基盤として、多職種連携、チーム医療活動における健康増進・予防領域の課題や考察能力

を修得し、地域社会に貢献する能力を養う 

修了後の主な進路 

医療機関、介護保険下の諸施設、保健福祉行政等で、継続教育の指導的立場で職員の能力開発の指導

に携わる。さらには臨床実習学生の教育・研究活動に従事する。 

適用 ●：必修科目、○：選択科目、数字は単位数 
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③心身機能回復領域を主たる学修領域とする履修 

科目 

区分 
履 修 科 目 

履修年次・単位数 

1年 2年 計 

共
通
科
目 

保健医療学特論 
医療倫理学特論 
医療社会学特論 
生涯教育特論 
英語講読 
研究特論 
医療管理学特論 
形態機能・病態学特論 
家族ケア特論 
多職種協働・地域連携特論 
看護教育特論 
看護理論 
コンサルテーション論 
フィジカルアセスメント 
臨床薬理学 

●2 
●2 

 
○2 

 
●2 

 
○2 

 
●2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

小計（15科目） 12 0 12 

専

門

科

目 

健
康
増
進
・予
防
領
域 

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 
在宅・公衆衛生学特論Ⅱ 
在宅・公衆衛生学演習 
女性保健学特論Ⅰ 
女性保健学特論Ⅱ 
女性保健学演習 
精神保健医療学特論Ⅰ 
精神保健医療学特論Ⅱ 
精神保健医療学演習 
生活支援医療学特論Ⅰ 
生活支援医療学特論Ⅱ 
生活支援医療学特論Ⅲ 
生活支援医療学演習Ⅰ 
生活支援医療学演習Ⅱ 
がん看護学特論Ⅰ 
がん看護学特論Ⅱ 
がん看護学特論Ⅲ 
がん看護学特論Ⅳ 
がん看護学特論Ⅴ 
がん看護学演習Ⅰ 
がん看護学演習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅰ 
がん看護学実習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○2 
○2 

 
 
 
○2 
○2 
○2 

 
 
○2 
○2 
○2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○2 
○2 

 
 

 
○ 4 
○ 4 

 

健康増進・予防領域（24科目） 小計 0 0 0 

心
身
機
能
回
復
領
域 

運動・動作制御学特論 
運動・動作制御学演習 
呼吸循環機能学特論 
呼吸循環機能学演習 
運動機能回復学特論 
運動機能回復学演習 
脳機能回復学特論 
脳機能回復学演習 

○2 
 
 
 
 
 
○2 
○4 

 
 
○2 

 
 
 
 
 

 

心身機能回復領域（8科目） 小計 8 2 10 

助
産
学
領
域 

助産学概論 
助産学特論Ⅰ 
助産学特論Ⅱ 
地域･国際助産学特論 
助産管理・経営学 
母乳育児支援論 
比較文化助産論 
助産学教育･研究・実践論 
助産学演習Ⅰ 
助産学演習Ⅱ 
助産学実習Ⅰ 
助産学実習Ⅱ 
助産学実習Ⅲ 
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助産学領域（13科目） 小計 0 0 0 
専門科目 計 8 2 10 

特別研究科目 

健康増進・予防特別研究 
心身機能回復特別研究 
助産学特別研究 

  
○ 10 

 

特 別 研 究 科 目  計 0 10 10 
合 計 20 12 32 

期待される能力 

保健医療学を基盤として、多職種連携、チーム医療活動における心身機能回復領域の課題や考察能力を

修得し、地域社会に貢献する能力を養う。 

修了後の主な進路 

医療機関、介護保険下の諸施設、保健福祉行政等で、継続教育の指導的立場で職員の能力開発の指導

に携わる。さらには臨床実習学生の教育・研究活動に従事する。 

適用 ●：必修科目、○：選択科目、数字は単位数 
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④助産学領域 

科目 
区分 

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

1年 2年 計 

共
通
科
目 

保健医療学特論 
医療倫理学特論 
医療社会学特論 
生涯教育特論 
英語講読 
研究特論 
医療管理学特論 
形態機能・病態学特論 
家族ケア特論 
多職種協働・地域連携特論 
看護教育特論 
看護理論 
コンサルテーション論 
フィジカルアセスメント 
臨床薬理学 

●2 
●2 

 
 
 
●2 
○2 

 
○2 
●2 

  

小計（15科目） 12 0 12 

専

門

科

目 

健
康
増
進
・予
防
領
域 

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 
在宅・公衆衛生学特論Ⅱ 
在宅・公衆衛生学演習 
女性保健学特論Ⅰ 
女性保健学特論Ⅱ 
女性保健学演習 
精神保健医療学特論Ⅰ 
精神保健医療学特論Ⅱ 
精神保健医療学演習 
生活支援医療学特論Ⅰ 
生活支援医療学特論Ⅱ 
生活支援医療学特論Ⅲ 
生活支援医療学演習Ⅰ 
生活支援医療学演習Ⅱ 
がん看護学特論Ⅰ 
がん看護学特論Ⅱ 
がん看護学特論Ⅲ 
がん看護学特論Ⅳ 
がん看護学特論Ⅴ 
がん看護学演習Ⅰ 
がん看護学演習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅰ 
がん看護学実習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅲ 

 
 
 
 
○2 

 
○2 
○2 

 
 
 
 
○4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

健康増進・予防領域（24科目） 小計 10 0 10 

心
身
機
能
回
復
領
域 

運動・動作制御学特論 
運動・動作制御学演習 
呼吸循環機能学特論 
呼吸循環機能学演習 
運動機能回復学特論 
運動機能回復学演習 
脳機能回復学特論 
脳機能回復学演習 

  
 

 

心身機能回復領域（8科目） 小計 0 0 0 

助
産
学
領
域 

助産学概論 
助産学特論Ⅰ 
助産学特論Ⅱ 
地域･国際助産学特論 
助産管理・経営学 
母乳育児支援論 
比較文化助産論 
助産学教育･研究・実践論 
助産学演習Ⅰ 
助産学演習Ⅱ 
助産学実習Ⅰ 
助産学実習Ⅱ 
助産学実習Ⅲ 

○2 
○4 
○6 
○2 
○2 
○1 

 
 
○2 
○1 
○2 
○4 

 
 
 
 
 
 
○ 1 
○ 1 

 
○ 1 

 
○ 4 
○ 1 
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助産学領域（13科目） 小計 26 8 34 
専門科目 計 48 8 56 

特別研究科目 

健康増進・予防特別研究 
心身機能回復特別研究 
助産学特別研究 

  
 

○ 10 

 

特 別 研 究 科 目  計 0 10 10 
合 計 48 18 66 

期待される能力 

①周産医療センター及び病医院の機能に応じて妊婦健診・正常分娩を自立して助産できる能力 

②妊産婦及び新生児のハイリスク事例に対して緊急対応ができる助産師が持つべき判断力と技術力 

修了後の主な進路 

産科を標榜する病医院及助産院、MFICU、NICU、院内助産システムの施設、保健所・保健センター、
市町村の母子保健行政担当、進学（大学院及び認定看護管理コース） 

適用 ●：必修科目、○：選択科目、数字は単位数 
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⑤保健医療学系以外の学修履歴を有する学生 

※領域履修科目以外に、科目履修制度にて保健医療学分野の知識基盤の修得を図る科目 

科目 
区分 

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

1年 2年 計 
看護学概論 
リハビリテーション概論 
理学療法概論 
作業療法概論 
人体の構造・機能Ⅰ 
現代医療論 
臨床心理学 
生理学Ⅰ 
生理学Ⅱ 

◇前 
◇前 
◇前 
◇前 
◇前 
◇前 
◇後 
◇前 
◇後 

  

受講科目 計 9 0 9 
 

 

 

 



Ⅱ　共通科目
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 必修

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 喜多村　健

2 喜多村　健

3 喜多村　健

4 鶴見隆彦

5 扇谷　秀樹

6 扇谷　秀樹

7 喜多村　健

8 小林和彦

9 大森圭貢

10 川本利恵子

11 島田啓子

12 小林紀明

13 望月聡一郎

14 鶴見隆彦

15 喜多村　健

参考図書
参考WEBページ

厚生労働統計協会：国民衛生の動向、保険と年金の動向、国民の福祉と介護の動向（各最新号）、厚
生の指標、地域医療構想策定ガイドライン

事前・事後学習
留意事項

参考図書としてあげた資料を活用し、保健医療に主体的に関わる専門職の果たす役割を理解し、多
職種連携の要として協働する必要性を習得して欲しい。

保険医療制度の歴史と概要 我が国の保険医療制度を学ぶ。

評価
本授業科目で掲げた課題についての理解度・考察(40%)、授業への参加状況(20%)、筆記試験・レポー
トなど（40%)で総合的に評価する。

教科書 なし

保健医療専門職としての課題 地域・在宅の視点から課題解析を行う。

保健・衛生行政の現状と課題 我が国の保健・衛生行政システムを学ぶ。

保健医療専門職としての課題 作業療法士の観点からの課題解析を行う。

保健医療専門職としての課題 理学療法士の観点からの課題解析を行う。

保健医療専門職としての課題 看護師の観点からの課題解析を行う。

保健医療専門職としての課題 助産師の観点からの課題解析を行う。

介護保険制度の歴史と概要
我が国の介護保険制度と課題（地域包括ケアシステム等）
について、福祉専門職の立場から多職種連携に寄せて学
ぶ。

保健医療専門職としての課題 医師の観点からの解析を教授する。

地域高齢者の課題 地域高齢者の日常生活活動の課題について学ぶ。

日本の保健と医療の動向②
国際比較による我が国の保健医療の特徴を捉え、地域医
療構想について学ぶ。

保健医療と制度構築① 行政的観点からの障害者と制度について学ぶ。

保健医療と制度構築②
国・地方自治体の行政的課題と社会福祉制度構築につい
て学ぶ。

テーマ 内容

序論・保健医療学総論 保健医療学の概要を解説し、科目の目指す内容を学ぶ。

日本の保健と医療の動向① 保健医療に関わる我が国の現状を解析する。

1）保健医療学の概要について説明することができる。
2）我が国の保健と医療の動向の概要について述べることが出来る。
3）地域医療構想の概要について述べることが出来る。
4）保健医療における専門職の役割について述べることができる。
5）保健ならびに衛生行政の現状を理解し、その課題を抽出することが出来る。
6）保健医療福祉システムについて述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

保健医療学特論
喜多村 健 ・ 鶴見隆彦 ・ 扇谷秀樹 ・ 小林 和彦 ・ 大森圭貢

川本利恵子 ・ 島田啓子 ・ 小林紀明 ・ 望月聡一郎

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 喜多村　健

授業概要

本研究科は、保健医療に関わる高度専門職として、医療施設、保健施設、行政、地域で、チーム医療の中心として臨床を行う人材育成が目
的である。この目的達成の基本的要件として、保健医療学特論を設けている。我が国は、世界的にも例をみない急速な年齢構成と疾病構造
の変化に直面し、国は各地域における地域医療構想（地域医療ビジョン）の策定を求め、各地域においては、それぞれ保健医療提供ならび
に、連携体制の構築が進められている。本科目では、この変革の時期にあたり、新しい保健医療体制の中で要として機能するに必要な項目
を学ぶ。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 必修

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 江花 有亮

2 江花 有亮

3 甲畑 宏子

4 甲畑 宏子

5  関根 透

6  関根 透

7  関根 透

8  関根 透

9  関根 透

10  関根 透

11  関根 透

12  関根 透

13  関根 透

安楽死と尊厳死の問題

安楽死と尊厳死の相違、オランダやオレゴン州の試み、終
末期医療における倫理的な試み、『ユートピア』『学問の進
歩』『高瀬舟』に見る安楽死問題、東海大学医学部と川崎
協同病院の医師について、などを説明する。

死生観に関する倫理的問題

死生観を概観し、死の告知・不告知、三徴候死、脳死と臓
器移植、『死ぬ瞬間』、遺族の心、中江兆民の死生観、八
木重吉の死生観など書籍に示した死生観、悲嘆教育、
ターミナル・ケアなどを説明する。

倫理的医療対話（医療面接）とタバコ
の問題

開かれた質問、閉じられた質問、うなずき、アメニティなど
患者との対話について説明し、また、たばこの害、医療費
の高騰、ニコチン依存症、『健康増進法』、オタワ憲章、健
康日本21、専門職者の喫煙、たばこの歴史なども説明す
る。

治験審査委員会と医薬品の臨床試験
薬害の問題と歴史、治験審査委員会、『医薬品の臨床試
験に関する実施基準（ＧＣＰ）』、臨床研修の法制化、要配
慮個人情報などを資料で示して説明する。

倫理審査委員会
被験者の生命や人権を保護するための「人を対象とする
医学系研究に関する倫理指針」の内容を詳述する。

日本における医療倫理の流れ
日本における先人の叡智である医療倫理を古代から現在
までを人間像や業績を示しつつ説明する。

インフォームドコンセント

インフォームドコンセントの説明すべきこと、同意を取得し
なければならないこと、インフォームドコンセントが不要な
場合等を説明する。他にインフォームド・アセントやセカン
ドオピニオン等を説明する。

生命倫理と先端医療倫理
生命倫理の意味、領域、文化的課題、生命倫理原則、安
全性への配慮、先端医療の役割、ヒトゲノム遺伝子研究な
どを詳述する。

国際的倫理規範　１
パターナリズムの倫理規範である「ヒポクラテスの誓い」
「ナイチンゲール誓詞」や「ジュネーブ宣言」等の内容を説
明する。

国際的倫理規範　２
グローバルな生命倫理規範である「ニュルンベルグ倫理
綱領」「ヘルシンキ宣言」「リスボン宣言」等の内容を説明
する。

プロフェッショナリズムとしての医療職
者の倫理

専門職者としての医療職者が遵守すべき優しい心、安全・
安心の提供する倫理的なことを説明する。

テーマ 内容

現代日本の医の倫理的状況

複雑で多様化している日本社会で「医療の主役は患者で
ある」といわれ、今やパターナリズムの倫理からグローバ
ルな生命倫理に代わっている。専門職者としての真の医
療倫理を生命倫理に基づいて説明する。

患者の基本的人権尊重と個人情報の
保護

日本国憲法やリスボン宣言を遵守し、個人の基本的人権
を尊重する考え方を説明する。

医療倫理学の内容である患者の基本的人権の尊重、国際的倫理規範、プロフェッショナルの倫理、倫理的な医療対話、生命倫理の内容、イ
ンフォームドコンセント、生と死の倫理的問題、倫理審査委員会や治験審査委員会や利益相反委員会などが理解でき、判断でき、説明でき、
身に付けることができるようにする。

授業科目名 科目担当教員

医療倫理学特論 江花 有亮 ・ 甲畑 宏子 ・ 関根 透

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 関根　透

授業概要

現在の日本は複雑で多様化した社会で、人々の価値観も生活も様々である。最近は医療の専門職者に強く医療の倫理が求められている。
特に医療においては、強者と弱者の関係になり易いので、その医療社会の中で他者と共に「より善く生きる」道を模索することが医療倫理の
目的のひとつになっている。患者中心の医療社会においては患者を念頭に入れて、倫理的な事柄（自己決定権の尊重、インフォームドコンセ
ントなど）を説明する。医療倫理は記憶する科目ではないので、行為し、考えることを通して医療者側と患者側との信頼関係を構築する倫理
的方法を示したい。

到達目標
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14  関根 透

15  関根 透

参考図書
参考WEBページ

川村孝著『臨床研究の教科書』医学書院、関根透著『医療倫理の系譜』北樹出版、など

事前・事後学習
留意事項

現代医療の展望
国際化した中での日本医療倫理のあり方と将来について
展望する。また、医療倫理の問題点について学生と話し合
う。

評価
その評価は定期試験を中心に、毎回のポストテスト（５問）結果と出席率、授業態度などを含めて総
合的に評価する。

教科書
プリントした配布物
最初の講義の折に1冊にプリントした配布物を、オリエンテーションの際に詳しく説明する。

利益相反委員会と動物の保護

最近、医療研究者による金銭の問題、不正行為などが報
道されているので、利益相反、科学者の倫理、利益相反
のガイドライン、また、動物の保護を示した「ボローニャ宣
言」や「カルタヘナ法」などを説明する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年後期

授業回数 担当教員

1 景山　晶子

2 景山　晶子

3 景山　晶子

4 景山　晶子

5 景山　晶子

6 景山　晶子

7 景山　晶子

8 景山　晶子

9 景山　晶子

10 景山　晶子

11 景山　晶子

12 景山　晶子

13 景山　晶子

14 景山　晶子

15 景山　晶子

参考図書
参考WEBページ

各講義内で紹介する。

事前・事後学習
留意事項

各授業のテーマに関連する新聞記事・映画・ドキュメンタリーなど、様々なものに触れて自分なりの
理解を深めてください。

まとめ ふりかえりと議論

評価 授業における議論への貢献（50%）、最終レポート（50%）。

教科書 とくになし。講義資料を配布する。

医療従事者の社会学 対人援助専門職

医療従事者の社会学 チーム医療、社会と集団

医療従事者の社会学 まちづくりへの挑戦

最期の時間 何が優先されるのか

最期の時間 本人と家族の生活

最期の時間 ACPをめぐる議論

子どもを産むということ 日本のお産の歴史、現代の妊娠・出産事情

子どもを産むということ 先進医療との関わり

子どもを産むということ ジェンダー、家族の視点から

健康は誰のため？ 医療者が考える健康と一般の人々が考える健康

健康は誰のため？ 国が求める健康

健康は誰のため？ セルフケア

テーマ 内容

イントロダクション 医療社会学の視点、批判的思考、歴史

医療社会学における主な概念 医療化、スティグマ

医療に対し、医学的な正しさや既存の枠組みから距離を置き、見直し、捉えなおす思考ができるようになる。

授業科目名 科目担当教員

医療社会学特論 景山　晶子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 景山　晶子

授業概要

医療の専門家の判断や行動は、基本的には医学的な正しさに基づいてなされます。しかし、医療の受け手にとってそれらは必ずしも当然で
はないことがあります。医療社会学では、今まで当たり前と思っていた医療について、不自由さはないのかと見直すことを意識します。授業
では、医療社会学で扱われている主要な概念を簡単に解説した後、近年の医療におけるトピックスを取り上げ、批判的に検討・議論をして理
解を深めます。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年後期

授業回数 担当教員

1 小山　紳一郎

2 小山　紳一郎

3 小山　紳一郎

4 小山　紳一郎

5 小山　紳一郎

6 小山　紳一郎

7 小山　紳一郎

8 小山　紳一郎

9 小山　紳一郎

10 小山　紳一郎

11 小山　紳一郎

12 小山　紳一郎

13 小山　紳一郎

14 小山　紳一郎

15 小山　紳一郎

参考図書
参考WEBページ

授業中に適宜指示する。

事前・事後学習
留意事項

身近な地域の生涯教育に関する事業・施設を意識する。
講義形式であるが、文献講読、ディスカッション、レポ-ト発表等を行う。
(*)本授業は、2023年1月の土曜日（又は平日）に、１日５コマ×３日間の集中講義の形態をとる。

生涯学習時代の専門職～専門職の
あり方を再考する

第１-14回の内容と実践例をもとに、これからの専門職のあ
り方についてレポートを作成し、発表を行う。

評価 受講状況（小レポート、ディスカッション、コメントを含む） 40％、最終レポート（ 60％）

教科書 佐藤晴雄（2020）『生涯学習概論［第２次改訂版］』学陽書房

社会教育施設の社会的包摂
講師作成資料による講義。社会教育施設の社会的包摂の
取り組み事例を学び、社会教育行政における社会的包摂に
ついて考える。

生涯学習事業のプログラム立案（１）
生涯学習関連施設における事業プログラム立案の方法を、
ワークショップ体験と講義を通じて学ぶ。

生涯学習事業のプログラム立案（２）
講師作成資料による講義。生涯学習関連施設における事
業プログラム立案の方法を学ぶ。

生涯学習政策の関連行政（３)多文化
共生政策

講師作成資料による講義。多文化共生の現状と課題を学
び、多文化共生政策と生涯学習政策の関連性を考える。

生涯学習政策と関連行政の連携 第５-９回の内容をもとに、レポート作成・発表を行う。

SDGｓと生涯学習
講師作成資料による講義。SDGｓ（持続可能な開発目標）の
概要を学び、生涯学習政策のあり方を考える。

社会教育施設の職員と期待される役
割

教科書第９章を読む。公民館、図書館、博物館の専門職の
理解、及び専門職に求められる役割を考える。

生涯学習政策の関連行政（１)文化政
策

講師作成資料による講義。文化行政の制度・歴史を学び、
文化行政と生涯学習政策の関連性を考える。

生涯学習政策の関連行政（２)福祉・
市民活動支援政策

講師作成資料による講義。福祉・市民活動支援政策の現状
を学び、福祉・市民活動支援行政と生涯学習政策の関連性
を考える。

生涯教育の基礎的理解（3）：学校教
育と社会教育

教科書第４章、第12章を読む。学校教育と社会教育の役
割、学校教育と社会教育の連携について考える。

生涯学習の基礎的理解（４）生涯学習
と社会教育関連施設

教科書第10章を読む。生涯学習を支援する社会教育施設
の概要を理解する。

生涯教育施策をめぐる現状と課題 第１-４回の内容をもとに、レポート作成・発表を行う。

テーマ 内容

生涯教育の基礎的理解（1）：生涯教
育、生涯学習とは何か

教科書第１章を読む。生涯教育と生涯学習、生涯教育と社
会教育の関係を理解する。

生涯教育の基礎的理解（2）：生涯学
習をめぐる国際的な動向

教科書第３章を読む。ユネスコの生涯教育施策、OECDのリ
カレント教育等の概念を理解する。

* 生涯教育と関連行政（文化政策・福祉政策等）に関する基礎的事項を理解する。
* 地域の医療・福祉との連携を含む生涯学習支援の仕組みと課題を説明できる。
* 学び続ける専門職としてのキャリア形成の観点から、自らの課題を省察できる。

授業科目名 科目担当教員

生涯教育特論 小山　紳一郎

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 小山　紳一郎

授業概要

現代社会に生きる市民は、生涯にわたり自らの学習活動をデザインするとともに、他者との学び合いを通して、地域コミュニティづくりに主体
的に参画することが期待されている。また、国や自治体には、市民の生涯学習支援等を通して、「誰一人とり残さない」地域社会を形成する
ことが求められている。
本特論では、生涯教育と関連行政（文化政策・福祉政策等）の基礎的理解の上で、第一に、人々の学習・文化活動を、医療・保健・福祉施策
と関連づけながら、いかにして地域コミュニティの社会的包摂性を高めるか、第二に、生涯学習時代の専門職として、専門外の分野に視野を
広げるキャリア形成のあり方について、実践例やディスカッション等をふまえて考えていく。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 大森 千草

2 大森 千草

3 大森 千草

4 大森 千草

5 大森 千草

6 大森 千草

7 大森 千草

8 大森 千草

9 大森 千草

10 大森 千草

11 大森 千草

12 大森 千草

13 大森 千草

14 大森 千草

15 大森 千草

1）英文を声にだしてスムーズに読むことができ、英語を「読む」楽しさを知る。
2）英語論文を読むために必要な英文法などの知識を確認し、自らの英語基礎力を高める。
3）英文の内容を把握しつつ、早く読むことができる。
4）自らの研究や関心の探求に必要な先行研究の文献検索において、アブストラクトにスピーディーに目を通し選別できる。
5）Time誌の医療関連および社会問題の記事を通して、世界の動向への関心を高める。

授業科目名 科目担当教員

英語講読 大森 千草

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 大森 千草

授業概要

専門性をもって社会で活躍する人材にはコミュニケーションツールとして英語力が求められる。研究においては、必要な英語の文献をいかに
早くポイントをおさえて読めるかが肝要となってくる。本授業は長く英語から離れていた人、苦手意識を持つ人のために、4回の授業でさまざま
なジャンルの作品を通して英語に親しむことから始め、楽しくスピーディーに読む力を養う。さらに、文献レビューの際に必須の英文アブストラ
クト（抄録）の検索において、先行研究を選別する読解力の向上を目指す。

到達目標

テーマ 内容

英語力の総点検・英語のポイントの確
認

これまで学んできた英語がどれだけ定着しているか確認
する。

楽しく読める名作 多数の短編を通して英語に親しむ。

心に響く話 心に響く話を読み、英語で感動を味わう。

数々の名スピーチ 歴史に残る名スピーチを読み、新しい世界を開く。

時事的トピックス（１） Coping with Anxiety, How to Mend a Broken Heart, etc.

時事的トピックス（２） Autism, How Autism Ages, etc.

時事的トピックス（３） How to Prepare for a Pandemic, etc.

科学的論文より（１）
Changes in Sleep Patterns in COPD, A Battered-Child
Syndrome, etc.

科学的論文より（２） Communicating with Infants, etc.

科学的論文より（３） The Unique Function of Nursing, etc.

その他（視覚障害者の手記） Seeing with a Stick

アブストラクト（１） How to Read Abstract (1) & (2)

アブストラクト（２） Reading Abstracts of Various Fields of Science

原著論文 Reading a Full Research Article

参考図書
参考WEBページ

・園城寺康子ほか（編）：看護英語読解15のポイント. MEDICAL VIEW, 2005.
・東京大学教養学部英語教室 編：The Universe of English. 東京大学出版会. 1993.
・東京大学教養学部英語教室 編：The Expanding Universe of English. 東京大学出版会. 1994.
・Time （随時）

事前・事後学習
留意事項

・社会動向や履修生の関心に沿ったトピックスを取り上げるため、シラバスの内容は変更することが
ある。
・毎回配布のプリントは次回までに予習すること。終了プリントは音読を励行すること。

科学的論文の書き方、英語力確認 Writing Scientific Papers in English.  英語力再確認

評価 課題（50%）、小テスト：初回授業時（10%）・最終授業時（10%）・音読（20%）、学修の積極性（10%）

教科書 毎回プリントを配布する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 必修

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 窪田 和巳

2 窪田 和巳

3 窪田 和巳

4 窪田 和巳

5 窪田 和巳

6 窪田 和巳

7 窪田 和巳

8 窪田 和巳

9 窪田 和巳

10 窪田 和巳

11 窪田 和巳

12 窪田 和巳

13 窪田 和巳

14 窪田 和巳

15 窪田 和巳

参考図書
参考WEBページ

対馬栄輝『医療系研究論文の読み方・まとめ方』東京図書、2010年
五十嵐中, 佐條 麻里 『「医療統計」わかりません! !』東京図書、2010年

事前・事後学習
留意事項

統計解析の手法：生存時間解析
アウトカムが生存時間であるデータを解析する手法を学
ぶ。カプランマイヤー曲線からCOX回帰まで

評価 レポート提出

教科書 なし（各授業において配布する資料を参考にすること）

統計解析の手法：連続量の解析２
連続的なアウトカムデータを解析する手法を学ぶ。
分散分析から回帰モデルまで

統計解析の手法：カテゴリカルデータ
の解析１

カテゴリカルなアウトカムデータを解析する手法を学ぶ。
記述から単純な検定まで

統計解析の手法：カテゴリカルデータ
の解析２

カテゴリカルなアウトカムデータを解析する手法を学ぶ。
層別解析から回帰モデルまで

統計解析の手法：導入
統計解析についての各種手法を概観し、基本的な考え方
や概念を学ぶ

統計解析の手法：検定と推定 統計解析の土台となる検定論、推定論について学ぶ

統計解析の手法：連続量の解析１
連続的なアウトカムデータを解析する手法を学ぶ。
記述から単純な検定まで

研究計画書 研究計画書について概観し、作成方法を学ぶ

文献・資料の蒐集と利用 文献・資料の蒐集・検索・利用方法を学ぶ

研究論文の書式 研究論文の書式について学ぶ

研究方法、研究の意義と独自性
全般的な研究方法、研究の意義と独自性、先行研究等に
ついて学ぶ

疫学・生物統計学基礎 疫学・生物統計学基礎について学ぶ

研究デザイン 様々な研究デザインについて学ぶ

テーマ 内容

研究と科学的思考 研究の概念、研究過程について概観する

研究者としての態度 研究者としての態度、研究倫理等について学ぶ

研究論文の技法、研究デザイン、研究計画書、資料検索、研究倫理、統計解析等について学修し、それらの技法・知識を用いて、研究論文・
学術論文を読み・書くことができるようになる。また、統計解析の手法を理解して、科学的に研究論文・学術論文の成果を評価できるようにな
る。

授業科目名 科目担当教員

研究特論 窪田 和巳

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 窪田 和巳

授業概要

科学的思考、研究者としての態度、全般的な研究方法と潮流、クリティカルシンキング、研究の意義と独自性、研究デザインの歴史的考察、
研究デザインの選択(情報活用の倫理面、図書検索等の情報活用も含む)、統計解析等について学修する。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 大道　久

2 大道　久

3 大道　久

4 大道　久

5 大道　久

6 大道　久

7 大道　久

8 大道　久

9 大道　久

10 大道　久

11 大道　久

12 大道　久

13 大道　久

14 大道　久

15 大道　久

1）医療環境が急速に変化していることを説明し、医療管理学の意義や必要性について述べることができる。
2）病院組織の特質について説明し、その運営管理、経営分析、問題解決手法等の基本について述べることができる。
3）診療情報に基づいて医療の質・安全管理、及びその評価の方法について述べることができる。
4）多職種連携によるチーム医療の意義について説明し、業務の充実や分担の見直しの必要性について述べることができる。
5）地域包括ケアについて説明し、その中で病院が役割を明確にして連携して行く方法について述べることができる。
6）医療マーケティングにおける広告と情報提供について説明し、患者の権利と満足度向上について述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

医療管理学特論 大道　久

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 大道　久

授業概要

医療現場において制度改革が進んでいる中で医療に従事するために必要な経営戦略・マーケティング、組織管理、リーダーシップ論、患者
サービス、医療チームにおける協働、調整、医療職としての役割について学び、演習を通して医療マネジメントの技法を習得する。また、看護
及びリハビリ管理の視点から考え、能動的に関与する力を養う。

到達目標

テーマ 内容

医療管理学序論
医療の発展形態の推移と今後の展開、及び基本課題に
ついて認識する。

医療提供体制の再編・整備
医療計画と、地域医療構想による医療施設体系の再編の
方向について理解する。

医療施設と医療従事者
医療法による医療施設の規定と、医療関係者の身分法に
ついて学ぶ。

皆保険体制と社会保障
診療報酬制度と社会保障財政の現状と今後の方向につ
いて学ぶ。

病院組織とその機能
病院組織の成り立ちとその特質を知り、その指揮・ガバナ
ンスについて学ぶ。

病院管理とその方法
リーダーシップのあり方、人事・労務管理　危機管理等に
ついて学ぶ。

医療事業の経営管理
病院の収益・費用の構造、経営分析手法、資金調達等に
ついて学ぶ。

経営管理の方法論
現状分析手法　ＰＤＣＡ、ＢＳＣ等の方法による戦略立案に
ついて学ぶ。

診療情報管理
診療情報の収集・分析と、医療管理への利活用の方法に
ついて学ぶ。

医療の質管理と評価
医療評価の方法を理解し、病院認定や臨床指標への適用
について学ぶ。

医療安全管理
リスクマネジメントの方法を理解し、事故防止、ＢＣＰ、感染
管理等について学ぶ。

チーム医療と業務再編
多職種連携による業務の質向上、業務分担の見直しの必
要性を理解する。

地域連携と入退院管理
地域包括ケアを理解し　病院が地域連携を図るための有
効な方法を学ぶ。

医療広告と情報提供
医療広告を理解し、患者確保と医療マーケティングの方法
について学ぶ。

参考図書
参考WEBページ

必修科目「保健医療学特論」の参考図書；「国民衛生の動向」等は本科目でも十分参考になる。

事前・事後学習
留意事項

事前にＷＥＢ等で論点を把握し、講義中に質問・問題提起することについては支障がない。むしろ期
待する。

患者サービスと顧客満足
患者中心の価値観を認識し、患者の権利、個人情報保
護、苦情管理について理解する。

評価 出席票の受講コメント、及び終講後、自ら選択したテーマに関する小論文により総合的に評価する。

教科書 なし

26

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年後期

授業回数 担当教員

1 柴田 昌和

2 柴田 昌和

3 柴田 昌和

4 柴田 昌和

5 柴田 昌和

6 柴田 昌和

7 柴田 昌和

8 柴田 昌和

9 坂本　芳雄

10 土井尻 達紀

11 平野　克治

12 寺本　明

13 平野 克治

14 川地 義雄

15 小林　藍子

参考図書
参考WEBページ

日本人体解剖学(上・下巻）南山堂．解剖学講義、南山堂．医学中央雑誌．

事前・事後学習
留意事項

事前に講義のレジュメを配布するので予習をすること。

母子の感染症と免疫疾患
主な母子の感染症と免疫疾患の病因、症状、診断、検
査、治療、予防を学び、研究シーズのヒントを得る

評価 本試験80％、レポート20％の総合評価

教科書 随時オリジナル資料を配布する。

腫瘍
主な腫瘍の病因、症状、診断、検査、治療、予防を学び、
研究シーズのヒントを得る

緩和医療 主な緩和医療を学び、研究シーズのヒントを得る

泌尿器・生殖器系の疾患
主な泌尿器・生殖器系の病因、症状、診断、検査、治療、
予防を学び、研究シーズのヒントを得る

呼吸器系の疾患
主な呼吸器系疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防
を学び、研究シーズのヒントを得る

循環器系の疾患
主な循環器系疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防
を学び、研究シーズのヒントを得る

消化器系の疾患
主な消化器系疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防
を学び、研究シーズのヒントを得る

消化器系の形態機能
消化器系の基本的な形態機能と解剖学的変異や機能異
常および腹部の局所構造について解説する。

泌尿器・生殖器系の形態機能
泌尿器・生殖器系の基本的な形態機能と解剖学的変異や
機能異常および骨盤部の局所構造につて解説する。

内分泌系の機能
内分泌系の基本的な機能解説をする。特に、下垂体、甲
状腺、副腎などの器官の形態機能について解説する。

神経系の形態機能
中枢神経、末梢神経の基本的な形態機能解説と解剖学
的な変異や形態形成および局所構造について解説する。

呼吸器系の形態機能
呼吸器の基本的な形態機能の解説と解剖学的変異およ
び肺の立体的な構造を解説する。

循環器系の形態機能
循環器の基本的な形態機能と解剖学的変異や機能異常
および胸部の局所構造につて解説する。

テーマ 内容

骨格系の形態機能
骨の機能と全身骨格の基本的な構造を解説する。特に、
骨盤の形態機能について解説する。

筋系の形態機能
筋の収縮のメカニズムと全身の筋の特徴および解剖学的
変異や形態形成を解説する。

1）骨・筋の形態機能について説明ができる。
2）神経系の形態機能について説明でき、頭頚部の局所構造を説明できる。
3）呼吸・循環器系の形態機能について説明でき、胸部の局所構造が説明できる。
4）消化器系の形態機能について説明でき、腹部の局所構造が説明できる。
5）泌尿・生殖器系の形態機能が説明でき、骨盤部の局所構造が説明できる。

授業科目名 科目担当教員

形態機能・病態学特論
寺本 明 ・ 柴田 昌和 ・ 土井尻 達紀

平野 克治・川地 義雄・ 小林　藍子・坂本 芳雄

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 柴田　昌和

授業概要

看護領域やリハビリテーション領域の専門領域にとらわれず幅広い視点で、人体構造の基礎である解剖学や生理学を臨床症状に関連付け
て形態機能を講義をする。さらに、CTやMRI画像を用いて頭頚部・胸部・腹部・骨盤部などの正常な局所構造と機能の理解を深める講義をす
る。基礎的な講義を踏まえて、各系統別疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防についての病態を理解し、臨床の場で迅速に活用できる
講義を行う。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年後期

授業回数 担当教員

1 柴田 昌和

2 柴田 昌和

3 柴田 昌和

4 柴田 昌和

5 柴田 昌和

6 柴田 昌和

7 柴田 昌和

8 柴田 昌和

9 坂本　芳雄

10 土井尻 達紀

11 平野　克治

12 寺本　明

13 平野 克治

14 川地 義雄

15 小林　藍子

1）骨・筋の形態機能について説明ができる。
2）神経系の形態機能について説明でき、頭頚部の局所構造を説明できる。
3）呼吸・循環器系の形態機能について説明でき、胸部の局所構造が説明できる。
4）消化器系の形態機能について説明でき、腹部の局所構造が説明できる。
5）泌尿・生殖器系の形態機能が説明でき、骨盤部の局所構造が説明できる。

授業科目名 科目担当教員

形態機能・病態学特論
柴田 昌和 ・ 坂本 芳雄 ・ 土井尻 達紀

平野 克治 ・ 寺本 明 ・ 川地 義雄 ・ 小林　藍子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 柴田　昌和

授業概要

看護領域やリハビリテーション領域の専門領域にとらわれず幅広い視点で、人体構造の基礎である解剖学や生理学を臨床症状に関連付け
て形態機能を講義をする。さらに、CTやMRI画像を用いて頭頚部・胸部・腹部・骨盤部などの正常な局所構造と機能の理解を深める講義をす
る。基礎的な講義を踏まえて、各系統別疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防についての病態を理解し、臨床の場で迅速に活用できる
講義を行う。

到達目標

テーマ 内容

骨格系の形態機能
骨の機能と全身骨格の基本的な構造を解説する。特に、
骨盤の形態機能について解説する。

筋系の形態機能
筋の収縮のメカニズムと全身の筋の特徴および解剖学的
変異や形態形成を解説する。

神経系の形態機能
中枢神経、末梢神経の基本的な形態機能解説と解剖学
的な変異や形態形成および局所構造について解説する。

呼吸器系の形態機能
呼吸器の基本的な形態機能の解説と解剖学的変異およ
び肺の立体的な構造を解説する。

循環器系の形態機能
循環器の基本的な形態機能と解剖学的変異や機能異常
および胸部の局所構造につて解説する。

消化器系の形態機能
消化器系の基本的な形態機能と解剖学的変異や機能異
常および腹部の局所構造について解説する。

泌尿器・生殖器系の形態機能
泌尿器・生殖器系の基本的な形態機能と解剖学的変異や
機能異常および骨盤部の局所構造につて解説する。

内分泌系の機能
内分泌系の基本的な機能解説をする。特に、下垂体、甲
状腺、副腎などの器官の形態機能について解説する。

呼吸器系の疾患
主な呼吸器系疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防
を学び、研究シーズのヒントを得る

循環器系の疾患
主な循環器系疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防
を学び、研究シーズのヒントを得る

消化器系の疾患
主な消化器系疾患の病因、症状、診断、検査、治療、予防
を学び、研究シーズのヒントを得る

腫瘍
主な腫瘍の病因、症状、診断、検査、治療、予防を学び、
研究シーズのヒントを得る

緩和医療 主な緩和医療を学び、研究シーズのヒントを得る

泌尿器・生殖器系の疾患
主な泌尿器・生殖器系の病因、症状、診断、検査、治療、
予防を学び、研究シーズのヒントを得る

参考図書
参考WEBページ

日本人体解剖学(上・下巻）南山堂．解剖学講義、南山堂．医学中央雑誌．

事前・事後学習
留意事項

事前に講義のレジュメを配布するので予習をすること。

母子の感染症と免疫疾患
主な母子の感染症と免疫疾患の病因、症状、診断、検
査、治療、予防を学び、研究シーズのヒントを得る

評価 本試験80％、レポート20％の総合評価

教科書 随時オリジナル資料を配布する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 牛田 貴子

2 牛田 貴子

3 牛田 貴子

4 牛田 貴子

5 牛田 貴子

6 牛田 貴子

7 牛田 貴子

8 牛田 貴子

9 牛田 貴子

10 牛田 貴子

11 牛田 貴子

12 牛田 貴子

13 牛田 貴子

14 牛田 貴子

15 牛田 貴子

参考図書
参考WEBページ

 牛田貴子:ケア場面で考える家族看護の展開、SMS、2009

事前・事後学習
留意事項

一部講義、一部プレゼンテーションとディスカッションで授業を展開する。プレゼンテーションの担当
部分は、初回に提示する。

家族ケア研究の動向と課題⑥
入院・入所している人の家族を対象とした研究の動向と特
徴および課題(終末期)

評価 レポート、プレゼンテーション内容、ディスカッションへの貢献度、出席状況による総合評価

教科書
鈴木和子・渡辺裕子:家族看護学　理論と実践　第5版、日本看護協会出版会、2019
上別府圭子ほか:系統看護学講座　別巻　家族看護学、医学書院、2018
松原まなみ、田中千絵編:周産期・子育て期の家族支援、メディカ出版、2015

家族ケア研究の動向と課題③
入院・入所している人の家族を対象とした研究の動向と特
徴および課題(母性・小児)

家族ケア研究の動向と課題④
入院・入所している人の家族を対象とした研究の動向と特
徴および課題(中途障害)

家族ケア研究の動向と課題⑤
入院・入所している人の家族を対象とした研究の動向と特
徴および課題(要介護高齢者)

家族アセスメントモデルの概要と実際
④

カルガリー家族アセスメントモデル

家族ケア研究の動向と課題①
在宅療養している人の家族を対象とした研究の動向と特
徴および課題

家族ケア研究の動向と課題②
在宅療養している人の家族を対象とした研究の動向と特
徴および課題

家族アセスメントモデルの概要と実際
①

家族生活力量モデル、家族エンパワーメントモデル

家族アセスメントモデルの概要と実際
②

家族生活力量モデル、家族エンパワーメントモデル

家族アセスメントモデルの概要と実際
③

カルガリー家族アセスメントモデル

家族ケアの基礎的理解③
家族を対象としたケアの歴史的変遷(女性・子ども)
家族ケアにおける倫理的課題

家族ケアの基礎的理解④
家族を対象としたケアの歴史的変遷(障害・高齢者)
家族ケアにおける倫理的課題

家族ケアの基礎的理解⑤ 家族の定義と機能の変遷、家族機能尺度

テーマ 内容

家族ケアの基礎的理解① 家族の多様性と家族のライフサイクル

家族ケアの基礎的理解②
家族を理解する方法、家族の発達課題、ジェノグラムとエ
コマップ、円環的コミュニケーションの理解と活用

1）家族を対象としたケアの歴史的変遷、家族アセスメントとケアのための諸理論、家族介入の方法を理解する。
2）自らの実践事例を家族アセスメントとケアのための諸理論と照合して解釈や分析し、他者に説明できる。
3）在宅療養している人の家族を対象とした研究の動向と特徴および課題を検討できる。
4）入院・入所している人の家族を対象とした研究の動向と特徴および課題を検討できる。

授業科目名 科目担当教員

家族ケア特論 牛田 貴子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 牛田　貴子

授業概要

家族を対象としたケアの歴史的変遷、家族アセスメントとケアのための諸理論について学修し、家族介入の方法について理解を深める。また
居宅や高齢者ケア施設等で暮らす療養者の家族を対象とした研究動向を概観し、家族ケアの研究の特徴と課題について考察する。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 必修

授業回数 配当年次

１５回 １年後期

授業回数 担当教員

1 寺本　明

2 扇谷　秀樹

3 小林　紀明

4 小林　紀明

5 小林　紀明

6 小林　紀明

7 小林　紀明

8 小林　紀明

9 小林　紀明

10・11

12・13

14・15

1）チーム医療、チームアプローチの考え方を理解し、多職種連携における高度専門職業人の役割について理解できる。
2）地域包括ケア制度における現場の問題解決の方法を探究し、チーム医療連携を実践できる能力を身につける。
3）地域医療の重要性、及び多職種連携の問題点に対して事例を展開し、具体的な発表ができる。

授業科目名 科目担当教員

多職種協働・地域連携特論
寺本　明・川本　利恵子・小林　紀明・澤井　美奈子・羽生　貞親

島田　啓子・牛田　貴子・片山　典子・岡　多恵・土師　しのぶ
鶴見　隆正・大森　圭貢・扇谷　秀樹・五味　郁子・浦　裕之

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 小林　紀明

授業概要

1）保健医療政策として推進される地域包括ケアサービスの実践に必要な多職種連携・協働の概念やチームアプローチ等の関連概念に
ついて歴史的変遷と動向とともに理解する。
2）保健・医療・福祉・教育現場の問題解決方法を探究し、臨床実践者として多職種連携・協働能力を習得する。
3）保健・医療・福祉・教育領域における多職種連携上の問題点に対して、事例の展開から現場等で応用できる実践力を習得する。
4）健康増進・予防領域、心身機能回復領域及び助産学領域に関わる臨床実践者に必要なチームアプローチの考え方を学び、高度専
門職業人が地域包括ケアに果たす役割を多職種連携の観点から理解する。
5）３専門領域の研究につながる応用・発展的な思考を習得する。

到達目標

テーマ 内容

多職種連携・協働の基本Ⅰ
多職種連携・協働の必要性、役割、機能について、医療の視点
から高度専門職業人に期待されるチーム形成やマネジメント能
力を理解する。(概説）

多職種連携・協働の基本Ⅱ
多職種連携・協働の必要性、役割、機能について、福祉の視点
から「高齢者」「障害者」「貧困」「母子」「低所得者」など弱者と地
域包括ケアを含めて学ぶ。（概説）

多職種連携・協働の価値・倫理
患者、利用者、家族及び地域住民を専門職連携ヘルスケアの中
心におき、多職種との信頼関係を構築する方法を学ぶ。 (講義・
一部ディスカッション）

多職種連携・協働の
専門性の役割と責任

多職種連携・協働における個々の役割と責任を明確にして対象
の必要な情報共有・共通目標の設定方法を理解する。 (講義・一
部ディスカッション）

多職種間コミュニケーション
自己の専門性（知識、意見、価値観、意思決定の方法など)の理
解、他の専門職の専門性を理解、尊重したコミュニケーション方
法を学ぶ。（講義・一部ディスカッション）

多職種連携・協働実践における
リーダーシップ

保健・医療・福祉・教育の各施設・機関において効果的な多職種
連携・協働実践とリーダーシップを発揮するために、先行研究の
事例を用いてディスカッションし、チームとチームワーク、リーダー
シップを理解する。（ディスカッション）

多職種連携・協働に関連した
研究の動向Ⅰ

専門職間連携教育（IPE:Interprofessional Education）における先
行研究を読み解き、今後の研究につなげるための方略について
学ぶ。（講義・一部ディスカッション）

多職種連携・協働に関連した
研究の動向Ⅱ

専門職間連携協働(IPW: Interprofessional Work)における先行研
究を読み解き、今後の研究につなげるための方略について学
ぶ。（講義・一部ディスカッション）

多職種協働実践へのチャレンジ
多職種協働の実践演習の目的、手順及びグループワーク
の方法をガイダンスをとおして理解する。（ディスカッション）

3領域の多職種協働の実践演習Ⅰ
～実践課題及び対策の提案～

人々の健康増進・予防・心身機能回復に関わる課題を地域コミュ
ニティと個々の生体機能の観点から事例を提示し、多職種協働
で当該課題を明確にして、その解決方法を展開し、具体的な提
案を作成する。（グループワーク）

3領域の多職種協働の実践演習Ⅱ
～実践課題及び対策の提案～

出産・育児を含めた女性の一生を通じた健康増進・予防・生活支
援及び助産における事例を提示し、多職種協働で当該課題を明
確にして、その解決方法を展開し、具体的な提案を作成する。
（グループワーク）

参考図書
参考WEBページ

適宜紹介する

事前・事後学習
留意事項

多職種協働、地域包括ケア、チーム医療に関する動向を把握し、授業で扱う内容に関して、学生自身が文
献等の情報を収集し、ディスカッションに対応できるようにする。また、事前課題に対する協働学修を行い、
グループワークで授業を展開する。

まとめ
～評価とフィードバック～

-13の実践演習の課題の解決提案についてグループプレゼン
テーションを行い、評価する。それをチームへフィードバックする。

評価

講義（一部演習）では授業の最後にリフレクションシートを用いて学生の学びの記述を、事例の演習では、
チームワークスキルの評価表、多職種連携コンピテンシーツール等を用いて評価する。また、最終レポート
課題では、学習した事柄の実践への適用や活用に焦点を当てたレポート課題を提出されたもので評価す
る。

教科書 田村由美：新しいチーム医療、看護2018　他

寺本・川本・
小林・澤井・
島田・牛田・
片山・鶴見・
大森・扇谷・
五味・浦・
岡・羽生

土師
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 必修

授業回数 配当年次

１５回 １年後期

授業回数 担当教員

1 寺本　明

2 扇谷　秀樹

3 小林　紀明

4 小林　紀明

5 小林　紀明

6 小林　紀明

7 小林　紀明

8 小林　紀明

9 小林　紀明

10・11

12・13

14・15

1）チーム医療、チームアプローチの考え方を理解し、多職種連携における高度専門職業人の役割について理解できる。
2）地域包括ケア制度における現場の問題解決の方法を探究し、チーム医療連携を実践できる能力を身につける。
3）地域医療の重要性、及び多職種連携の問題点に対して事例を展開し、具体的な発表ができる。

授業科目名 科目担当教員

多職種協働・地域連携特論
寺本明 ・ 扇谷秀樹 ・ 小林紀明 ・ 牛田貴子 ・ 浦裕之

大森圭貢 ・ 岡多恵 ・  片山典子 ・  川本利恵子 ・ 五味郁子
澤井美奈子 ・ 島田啓子 ・  鶴見隆正 ・ 土師しのぶ ・ 羽生貞親

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 小林　紀明

授業概要

1）保健医療政策として推進される地域包括ケアサービスの実践に必要な多職種連携・協働の概念やチームアプローチ等の関連概念に
ついて歴史的変遷と動向とともに理解する。
2）保健・医療・福祉・教育現場の問題解決方法を探究し、臨床実践者として多職種連携・協働能力を習得する。
3）保健・医療・福祉・教育領域における多職種連携上の問題点に対して、事例の展開から現場等で応用できる実践力を習得する。
4）健康増進・予防領域、心身機能回復領域及び助産学領域に関わる臨床実践者に必要なチームアプローチの考え方を学び、高度専
門職業人が地域包括ケアに果たす役割を多職種連携の観点から理解する。
5）３専門領域の研究につながる応用・発展的な思考を習得する。

到達目標

テーマ 内容

多職種連携・協働の基本Ⅰ
多職種連携・協働の必要性、役割、機能について、医療の視点
から高度専門職業人に期待されるチーム形成やマネジメント能
力を理解する。(概説）

多職種連携・協働の基本Ⅱ
多職種連携・協働の必要性、役割、機能について、福祉の視点
から「高齢者」「障害者」「貧困」「母子」「低所得者」など弱者と地
域包括ケアを含めて学ぶ。（概説）

多職種連携・協働の価値・倫理
患者、利用者、家族及び地域住民を専門職連携ヘルスケアの中
心におき、多職種との信頼関係を構築する方法を学ぶ。 (講義・
一部ディスカッション）

多職種連携・協働の
専門性の役割と責任

多職種連携・協働における個々の役割と責任を明確にして対象
の必要な情報共有・共通目標の設定方法を理解する。 (講義・一
部ディスカッション）

多職種間コミュニケーション
自己の専門性（知識、意見、価値観、意思決定の方法など)の理
解、他の専門職の専門性を理解、尊重したコミュニケーション方
法を学ぶ。（講義・一部ディスカッション）

多職種連携・協働実践における
リーダーシップ

保健・医療・福祉・教育の各施設・機関において効果的な多職種
連携・協働実践とリーダーシップを発揮するために、先行研究の
事例を用いてディスカッションし、チームとチームワーク、リーダー
シップを理解する。（ディスカッション）

多職種連携・協働に関連した
研究の動向Ⅰ

専門職間連携教育（IPE:Interprofessional Education）における先
行研究を読み解き、今後の研究につなげるための方略について
学ぶ。（講義・一部ディスカッション）

多職種連携・協働に関連した
研究の動向Ⅱ

専門職間連携協働(IPW: Interprofessional Work)における先行研
究を読み解き、今後の研究につなげるための方略について学
ぶ。（講義・一部ディスカッション）

多職種協働実践へのチャレンジ
多職種協働の実践演習の目的、手順及びグループワーク
の方法をガイダンスをとおして理解する。（ディスカッション）

3領域の多職種協働の実践演習Ⅰ
～実践課題及び対策の提案～

人々の健康増進・予防・心身機能回復に関わる課題を地域コミュ
ニティと個々の生体機能の観点から事例を提示し、多職種協働
で当該課題を明確にして、その解決方法を展開し、具体的な提
案を作成する。（グループワーク）

3領域の多職種協働の実践演習Ⅱ
～実践課題及び対策の提案～

出産・育児を含めた女性の一生を通じた健康増進・予防・生活支
援及び助産における事例を提示し、多職種協働で当該課題を明
確にして、その解決方法を展開し、具体的な提案を作成する。
（グループワーク）

参考図書
参考WEBページ

適宜紹介する

事前・事後学習
留意事項

多職種協働、地域包括ケア、チーム医療に関する動向を把握し、授業で扱う内容に関して、学生自身が文
献等の情報を収集し、ディスカッションに対応できるようにする。また、事前課題に対する協働学修を行い、
グループワークで授業を展開する。

まとめ
～評価とフィードバック～

-13の実践演習の課題の解決提案についてグループプレゼン
テーションを行い、評価する。それをチームへフィードバックする。

評価

講義（一部演習）では授業の最後にリフレクションシートを用いて学生の学びの記述を、事例の演習では、
チームワークスキルの評価表、多職種連携コンピテンシーツール等を用いて評価する。また、最終レポート
課題では、学習した事柄の実践への適用や活用に焦点を当てたレポート課題を提出されたもので評価す
る。

教科書 田村由美：新しいチーム医療、看護2018　他

牛田・浦
扇谷・大森・岡

片山・川本
小林・五味
澤井・島田
鶴見・寺本
土師・羽生

1



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 川本利恵子

3 川本利恵子

4 本田芳香

5 本田芳香

6 本田芳香

7 渡邉眞理

8 渡邉眞理

9 渡邉眞理

10 本田芳香

11 山勢善江

12・13 渡邉眞理

14・15 渡邉眞理
現任教育計画の企画
まとめ

現任教育計画を立案・実施・評価についてプレゼンテー
ションする。
看護ケアの質を向上する人材として、高度実践看護師に
求められている教育機能について論議する。
【プレゼンテーション】【ディスカッション】

評価 出席日数や授業への参加度、プレゼンテーション（50%）　レポート（50%）

教科書 適宜指示する。

対象別の看護継続教育の現状と課題
③

臨床で教育を担う人材の継続教育の内容と課題について
理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

対象別の看護継続教育の現状と課題
④

臨床でのスペシャリストの教育の内容と課題について理
解を深める。
【講義】【ディスカッション】

現任教育の実践事例の検討
現任教育の実践事例を持ちより、多角的に検討を行う。
【プレゼンテーション】【ディスカッション】

現任教育プログラムの展開②
教育計画の立案・実施・評価方法について理解を深め
る。
【講義】【ディスカッション】

対象別の看護継続教育の現状と課題
①

新人看護職者の教育についての継続教育の内容と課題
について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

対象別の看護継続教育の現状と課題
②

中堅看護職者の継続教育の内容と課題について理解を
深める。
【講義】【ディスカッション】

看護職者の学習形態の特徴と支援②

継続教育の形態として、仕事を通じて学ぶこととその支援
（OJT、シュミレーション教育、リフレクション等）について理
解を深める。
【講義】【ディスカッション】

看護職者の学習形態の特徴と支援③
継続教育の形態として、研修を通して学ぶこととその支援
（Off-JT 、シミュレーション等）について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

現任教育プログラムの展開①
教育のプロセスと教育者の役割について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

テーマ 内容

看護教育における基礎教育と継続教
育の課題

看護教育における基礎教育と現任教育に関連する制度
や基準を理解し、現状と課題について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

看護職者の学習形態の特徴と支援①

継続教育に必要な基礎的理論（成人学習理論、動機付け
理論等）を修得し、自らの意思で学ぶこととその支援につ
いて理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

① 看護教育における継続教育に関する知識と技術について説明できる。
② 高度実践看護師として、看護職者に対して教育的機能を発揮していくために必要となる学習・教育に関する理論や方法、技術について説
明できる。
③ 現任教育の実践事例について多角的に分析し、現状と課題を明らかにするとともに、研修の計画・実施・評価の方法を学び、高度看護実
践を可能にする現場の状況に応じた教育方法を提案することができる。

授業科目名 科目担当教員

看護教育特論 川本 利恵子 ・ 山勢 善江 ・ 本田 芳香 ・ 渡邉 眞理

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 川本　利恵子

授業概要

看護ケアの質を高めるために必要な看護職者への教育的働きかけ、教育環境づくり等、看護の継続教育に関する知識と技術を修得する。現
任教育の実践事例について多角的に分析し、現状と課題を明らかにする。高度な看護実践を可能にする教育方法を探究する。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 川本利恵子

3 川本利恵子

4 本田芳香

5 本田芳香

6 本田芳香

7 渡邉眞理

8 渡邉眞理

9 渡邉眞理

10 本田芳香

11 山勢善江

12・13 渡邉眞理

14・15 渡邉眞理

① 看護教育における継続教育に関する知識と技術について説明できる。
② 高度実践看護師として、看護職者に対して教育的機能を発揮していくために必要となる学習・教育に関する理論や方法、技術について説
明できる。
③ 現任教育の実践事例について多角的に分析し、現状と課題を明らかにするとともに、研修の計画・実施・評価の方法を学び、高度看護実
践を可能にする現場の状況に応じた教育方法を提案することができる。

授業科目名 科目担当教員

看護教育特論 川本 利恵子 ・ 本田 芳香 ・ 渡邉 眞理 ・ 山勢 善江

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 川本　利恵子

授業概要

看護ケアの質を高めるために必要な看護職者への教育的働きかけ、教育環境づくり等、看護の継続教育に関する知識と技術を修得する。現
任教育の実践事例について多角的に分析し、現状と課題を明らかにする。高度な看護実践を可能にする教育方法を探究する。

到達目標

テーマ 内容

看護教育における基礎教育と継続教
育の課題

看護教育における基礎教育と現任教育に関連する制度
や基準を理解し、現状と課題について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

看護職者の学習形態の特徴と支援①

継続教育に必要な基礎的理論（成人学習理論、動機付け
理論等）を修得し、自らの意思で学ぶこととその支援につ
いて理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

看護職者の学習形態の特徴と支援②

継続教育の形態として、仕事を通じて学ぶこととその支援
（OJT、シュミレーション教育、リフレクション等）について理
解を深める。
【講義】【ディスカッション】

看護職者の学習形態の特徴と支援③
継続教育の形態として、研修を通して学ぶこととその支援
（Off-JT 、シミュレーション等）について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

現任教育プログラムの展開①
教育のプロセスと教育者の役割について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

現任教育プログラムの展開②
教育計画の立案・実施・評価方法について理解を深め
る。
【講義】【ディスカッション】

対象別の看護継続教育の現状と課題
①

新人看護職者の教育についての継続教育の内容と課題
について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

対象別の看護継続教育の現状と課題
②

中堅看護職者の継続教育の内容と課題について理解を
深める。
【講義】【ディスカッション】

対象別の看護継続教育の現状と課題
③

臨床で教育を担う人材の継続教育の内容と課題について
理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

対象別の看護継続教育の現状と課題
④

臨床でのスペシャリストの教育の内容と課題について理
解を深める。
【講義】【ディスカッション】

現任教育の実践事例の検討
現任教育の実践事例を持ちより、多角的に検討を行う。
【プレゼンテーション】【ディスカッション】

現任教育計画の企画
まとめ

現任教育計画を立案・実施・評価についてプレゼンテー
ションする。
看護ケアの質を向上する人材として、高度実践看護師に
求められている教育機能について論議する。
【プレゼンテーション】【ディスカッション】

評価 出席日数や授業への参加度、プレゼンテーション（50%）　レポート（50%）

教科書 適宜指示する。

1

参考図書
参考WEBページ

舟島なをみ,院内教育プログラムの立案・実施・評価（第2版），医学書院．2015．
Benner, P., et al, Educating Nurses, 2010, 早野ZITO真佐子訳：ベナー　ナースを育てる,医学書
院,2015．
藤岡完之治, 看護教員のための授業設計ワークブック，医学書院，1994．
藤岡完治,安酸史子,学生と共に創る臨床実習指導ワークブック 第2版, 医学書院,2001.

事前・事後学習
留意事項

事前・事後学習については適宜指示する。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、院生の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討、文献講読を実施する場合があ
るので、その旨を了解した上で授業に臨むこと。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 1年前期

授業回数 担当教員

1
川本利恵子
渡邉眞理

2 川本利恵子

3 川本利恵子

4 本田芳香

5 本田芳香

6 本田芳香

7 本田芳香

8 山勢善江

9 山勢善江

10
川本利恵子
渡邉眞理

11
川本利恵子
渡邉眞理

中範囲理論の理解②
危機理論

中範囲理論の中から危機理論について概要を学び、実
践、教育、研究への適応について検討する。【講義】【ディ
スカッション】

看護理論の実践、教育、研究への適
用①各自が選択した看護理論の概要
と実践への適応

学生各自が選択した看護理論（オレム、キング、レイニン
ガ－、ロイベナー等の看護理論）の概要と実践への適応
をテーマにプレゼンテーションを実施する。上記の過程を
通じて、個々の看護理論と実践への適応について理解を
深める。【プレゼンテーション】【ディスカッション】

看護理論の実践、教育、研究への適
用②各自が選択した看護理論の概要
と実践への適応

同上。（2回目）

看護理論とは⑤
セルフケア理論

セルフケア理論について概要を学び、実践、教育、研究へ
の適応について検討する。【講義】【ディスカッション】

看護理論とは⑥
ベナー看護論

ベナー看護論について概要を学び、実践、教育、研究へ
の適応について検討する。【講義】【ディスカッション】

中範囲理論の理解①
ストレス・コーピング理論

中範囲理論の中からストレス・コーピング理論について概
要を学び、実践、教育、研究への適応について検討する。
【講義】【ディスカッション】

看護理論とは②
看護理論の歴史

看護理論の基本的な要素として、看護理論の歴史につい
て理解を深める。【講義】

看護理論とは③
看護におけるメタパラダイム

看護理論の基本的な要素として、看護におけるメタパラダ
イムについて理解を深める。【講義】【ディスカッション】

看護理論とは④
看護理論の評価・分析

看護理論の基本的な要素として、看護におけるメタパラダ
イムに基づいた理論の評価・分析について理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

テーマ 内容

授業ガイダンス
授業の 目的や内容、スケジュールの
確認
看護理論に関する学習背景

本授業は講義だけではなく、プレゼンテーション（看護理
論を1つ選びプレゼンテーションを行う等）やディスカッショ
ンといったかたちで、学生が授業を構成する。看護理論の
基盤となる看護学・看護科学の発展、看護理論とは、看
護理論の歴史について理解する。【講義】

看護理論①
看護理論の定義、構成要素

看護理論の基本的な要素として、看護理論の定義、構成
要素、意義について概観する。理論の分類（大理論・中範
囲理論・小理論）と実践への活用について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

① 理論を理解するために必要な基本的知識を修得し、関心のある看護理論を説明することができる。
② 看護理論を看護実践へ適用することにより看護現象を看護学的に説明することができる。
③ 卓越した看護実践・教育・研究の理論的基盤として、看護理論活用の意義と重要性を説明することができる。
④ 様々な看護理論に興味を示し、実践・教育・研究の活用に向けディスカッションに参加し議論することができる。

授業科目名 科目担当教員

看護理論 川本 利恵子 ・ 渡邉 眞理 ・ 本田 芳香 ・ 山勢 善江

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

卓越した看護実践の基盤となる看護における諸理論や看護に関する諸理論と看護現象との関係について理解を深める。 また、既存の
看護理論の概要ならびに卓越した看護の基盤となる、実践・教育・研究への看護理論の適用の実際について議論する。

到達目標
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12
川本利恵子
渡邉眞理

13
川本利恵子
渡邉眞理

14
川本利恵子
渡邉眞理

15
川本利恵子
渡邉眞理

参考図書
参考WEBページ

Jacqueline Fawcett,太田喜久子,筒井真優美 監訳．フォーセット 看護理論の分析と評価 新訂版．
医学書院．2008．
Dorothea E. Orem, 小野寺杜紀 訳.オレム看護論 第4版．医学書院．2005.
Patricia Benner. 井部俊子　監訳．ベナー看護論 新訳版 初心者から達人へ．医学書院．2005．
Donna C. Aguilera．Crisis Intervention theory and methodology(7th).St. Louis Mosby.1993,  小原源
助他訳. 危機介入の理論と実際‐医療・看護・福祉のために－. 川島書店．1997.
林峻一郎編訳．ラザルス講演　ストレスとコーピングーラザルス理論への招待．星和書店,1990.
他　適時紹介する。

事前・事後学習
留意事項

教科書は事前に読んでおく。11回～14回で各自で理論を1つ選び、その概要と実践への適応につい
てプレゼンテーションができるよう文献検索と準備を行うこと。

まとめ
看護理論を実践へ適用する意義

本授業のまとめを実施し、学びの統括と共有を試み、看
護理論を実践へ適用する意義について理解する。【ディス
カッション】

評価 授業への参加度・プレゼンテーション（50％）レポート（50％）

教科書 筒井真優美 編集．看護理論家の業績と理論評価,医学書院,2016．

看護理論の実践、教育、研究への適
用③各自が選択した看護理論の概要
と実践への適応

同上。（3回目）

看護理論の実践、教育、研究への適
用④
各自が選択した看護理論の概要と実
践への適応

同上。（4回目）

看護理論の実践、教育、研究への適
用⑤
各自が選択した看護理論の概要と実
践への適応

同上。（5回目）
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義・演習 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 渡邉 眞理

2 渡邉 眞理

3 渡邉 眞理

4 渡邉 眞理

5 渡邉 眞理

6 渡邉 眞理

7 渡邉 眞理

8 岡 多恵

9 片山 典子

10 渡邉 眞理

11 渡邉 眞理

12 山勢 善江

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
3）クリティカルケア分野のコンサルテーショ
ン

クリティカルケア分野のコンサルテーション
の特徴と実際について、理解を深め、コンサルテーション
の理解を深める。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
2）精神看護分野におけるコンサルテーショ
ン

精神看護分野におけるコンサルテーションの特徴と理論を
概観し、参加者でディスカッションを行い、理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの実際①（演習）
コンサルテーションの演習を通じて、コンサルテーションの
実際について模擬体験を通じてコンサルテーションの理解
を深める。【ロールプレイ・ディスカッション】

コンサルテーションの実際②（演習）
コンサルテーションの演習を通じて、コンサルテーションの
実際について模擬体験を通じてコンサルテーションの理解
を深める。【ロールプレイ・ディスカッション】

コンサルテーションの実際②
プログラム中心・クライエント中心の管理コンサルテーショ
ンの事例検討を通してコンサルテーションの理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
1)がん看護におけるコンサルテーション①

がん看護におけるコンサルテーションの特徴を概観し、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め、実践方法につ
いて検討する。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
1)がん看護におけるコンサルテーション②

がん医療の緩和ケアにおけるコンサルテーションの特徴を
概観し、参加者でディスカッションを行い、理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションのプロセスと技法
コンサルテーションのプロセスと技法について概観し、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め実践方法につ
いて検討する。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの援助関係の特徴

コンサルテーション時の援助関係の特徴とコンサルタント、
コンサルティに求められる態度について概観し、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深め実践方法について検
討する。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの実際①
コンサルティ中心・クライエント中心のケースコンサルテー
ションの事例検討を通して、コンサルテーションの理解を
深める。【講義】【ディスカッション】

テーマ 内容

コンサルテーション概論①

コンサルテーションの概念と類似概念との比較からコンサ
ルテーションの目的と役割について概観する。参加者で
ディスカッションを行い、理解を深め、実践方法について検
討する。【講義・ディスカッション】

コンサルテーション概論②
コンサルテーションの4つのモデルと2つのタイプについて
について概観し、事例を通して理解を深める。【講義】【ディ
スカッション】

① コンサルテーションの定義と理論等の知識と技術について説明できる。
② コンサルテーションを実践するために必要な能力について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

コンサルテーション論
渡邉 眞理

山勢 善江 ・ 片山 典子 ・ 羽生 貞親 ・ 岡多恵

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

看護職を含むケア提供者が抱える実践的な問題を解決するために必要なコンサルテーションの知識と技術を学修する。その上で、文献検討や
事例検討を通じてコンサルテーションの過程と実際を学び、高度実践看護師として必要な能力を養う。

到達目標
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13 羽生 貞親

14・15 渡邉 眞理

事前・事後学習
留意事項

積極的な参加を望む。検討したいコンサルテーション事例を準備しておく。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的で、
授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その旨を了
解した上で授業に臨むこと。

評価 プレゼンテーションおよび、討論等への参加状況、出席日数、レポートの評価（80%）等による。

教科書

・Schein EH. Process Consultation Revisited: Building Helping Relationship. 稲葉元吉, 尾川丈一訳. プロ
セス・コンサルテーション 援助関係を築くこと. 東京: 白桃書房; 1998.
・Lippitt G, Lippitt R. The consulting Process in Action. San Francisco: Pfeiffer; 1986.
・Schein EH. Process Consultation Revisited: Building Helping Relationship. 稲葉元吉, 尾川丈一訳. プロ
セス・コンサルテーション 援助関係を築くこと. 東京: 白桃書房; 1998.
・Lippitt G, Lippitt R. The consulting Process in Action. San Francisco: Pfeiffer; 1986.
・日本専門看護師協議会 監修.宇佐美しおり,野末聖香 編集.精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法.日本看護協会出版会．2009．
・日本精神科看護技術協会監. コンサルテーション リーダーシップ. 精神看護出版.2007.
・Hamric,A.B. Advanced Practice Nursing An integrative approach 5th edtion.Saunders,2014.
・川野雅資. コンサルテーションを学ぶ. 東京: クオリティケア; 2013.

・日本専門看護師協議会 監修.宇佐美しおり,野末聖香 編集.精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法.日本看護協会出版会．2009．
・日本精神科看護技術協会監. コンサルテーション リーダーシップ. 精神看護出版.2007.
・Hamric,A.B. Advanced Practice Nursing An integrative approach 5th edtion.Saunders,2014.

参考図書
参考WEBページ

「教科書」欄に準ずる。適時紹介する。

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
4）看護師のメンタルヘルスに関するコンサ
ルテーション

看護師のメンタルヘルスに関するコンサルテーション
の特徴と実際について理解を深め、コンサルテーションの
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

総括
学びの統合と共有を目標に、ディスカッションを中心に本
授業の総括を実施する。
【講義】【ディスカッション】
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義・演習 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 渡邉 眞理

2 渡邉 眞理

3 渡邉 眞理

4 渡邉 眞理

5 渡邉 眞理

6 渡邉 眞理

7 渡邉 眞理

8 岡 多恵

9 片山 典子

10 渡邉 眞理

11 渡邉 眞理

12 山勢 善江

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
3）クリティカルケア分野のコンサルテーショ
ン

クリティカルケア分野のコンサルテーション
の特徴と実際について、理解を深め、コンサルテーション
の理解を深める。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
2）精神看護分野におけるコンサルテーショ
ン

精神看護分野におけるコンサルテーションの特徴と理論を
概観し、参加者でディスカッションを行い、理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの実際①（演習）
コンサルテーションの演習を通じて、コンサルテーションの
実際について模擬体験を通じてコンサルテーションの理解
を深める。【ロールプレイ・ディスカッション】

コンサルテーションの実際②（演習）
コンサルテーションの演習を通じて、コンサルテーションの
実際について模擬体験を通じてコンサルテーションの理解
を深める。【ロールプレイ・ディスカッション】

コンサルテーションの実際②
プログラム中心・クライエント中心の管理コンサルテーショ
ンの事例検討を通してコンサルテーションの理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
1)がん看護におけるコンサルテーション①

がん看護におけるコンサルテーションの特徴を概観し、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め、実践方法につ
いて検討する。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
1)がん看護におけるコンサルテーション②

がん医療の緩和ケアにおけるコンサルテーションの特徴を
概観し、参加者でディスカッションを行い、理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションのプロセスと技法
コンサルテーションのプロセスと技法について概観し、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め実践方法につ
いて検討する。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの援助関係の特徴

コンサルテーション時の援助関係の特徴とコンサルタント、
コンサルティに求められる態度について概観し、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深め実践方法について検
討する。【講義】【ディスカッション】

コンサルテーションの実際①
コンサルティ中心・クライエント中心のケースコンサルテー
ションの事例検討を通して、コンサルテーションの理解を
深める。【講義】【ディスカッション】

テーマ 内容

コンサルテーション概論①

コンサルテーションの概念と類似概念との比較からコンサ
ルテーションの目的と役割について概観する。参加者で
ディスカッションを行い、理解を深め、実践方法について検
討する。【講義・ディスカッション】

コンサルテーション概論②
コンサルテーションの4つのモデルと2つのタイプについて
について概観し、事例を通して理解を深める。【講義】【ディ
スカッション】

① コンサルテーションの定義と理論等の知識と技術について説明できる。
② コンサルテーションを実践するために必要な能力について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

コンサルテーション論
渡邉 眞理 ・ 岡多恵

片山 典子 ・ 山勢 善江 ・ 羽生 貞親

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

看護職を含むケア提供者が抱える実践的な問題を解決するために必要なコンサルテーションの知識と技術を学修する。その上で、文献検討や
事例検討を通じてコンサルテーションの過程と実際を学び、高度実践看護師として必要な能力を養う。

到達目標

1

13 羽生 貞親

14・15 渡邉 眞理

事前・事後学習
留意事項

積極的な参加を望む。検討したいコンサルテーション事例を準備しておく。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的で、
授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その旨を了
解した上で授業に臨むこと。

評価 プレゼンテーションおよび、討論等への参加状況、出席日数、レポートの評価（80%）等による。

教科書

・Schein EH. Process Consultation Revisited: Building Helping Relationship. 稲葉元吉, 尾川丈一訳. プロ
セス・コンサルテーション 援助関係を築くこと. 東京: 白桃書房; 1998.
・Lippitt G, Lippitt R. The consulting Process in Action. San Francisco: Pfeiffer; 1986.
・Schein EH. Process Consultation Revisited: Building Helping Relationship. 稲葉元吉, 尾川丈一訳. プロ
セス・コンサルテーション 援助関係を築くこと. 東京: 白桃書房; 1998.
・Lippitt G, Lippitt R. The consulting Process in Action. San Francisco: Pfeiffer; 1986.
・日本専門看護師協議会 監修.宇佐美しおり,野末聖香 編集.精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法.日本看護協会出版会．2009．
・日本精神科看護技術協会監. コンサルテーション リーダーシップ. 精神看護出版.2007.
・Hamric,A.B. Advanced Practice Nursing An integrative approach 5th edtion.Saunders,2014.
・川野雅資. コンサルテーションを学ぶ. 東京: クオリティケア; 2013.

・日本専門看護師協議会 監修.宇佐美しおり,野末聖香 編集.精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法.日本看護協会出版会．2009．
・日本精神科看護技術協会監. コンサルテーション リーダーシップ. 精神看護出版.2007.
・Hamric,A.B. Advanced Practice Nursing An integrative approach 5th edtion.Saunders,2014.

参考図書
参考WEBページ

「教科書」欄に準ずる。適時紹介する。

コンサルテーションの機能と役割（領域・対
象別）
4）看護師のメンタルヘルスに関するコンサ
ルテーション

看護師のメンタルヘルスに関するコンサルテーション
の特徴と実際について理解を深め、コンサルテーションの
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

総括
学びの統合と共有を目標に、ディスカッションを中心に本
授業の総括を実施する。
【講義】【ディスカッション】
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義/演習 選択

授業回数 配当年次

15回 １年前期

授業回数 担当教員

1・2 山勢 善江

3 山勢 善江

4 ＊山田 哲也

5 ＊高田 順子

6 ＊岩澤 孝昌

7 ＊窪田 忠夫

8 ＊内田 一好

9 ＊三枝 邦康

10 ＊仲津留 恵日

11 片山 典子

12～15
山勢 善江
櫻井 友子

筋骨格系のフィジカルイグザミネーショ
ンとアセスメント

筋骨格系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、運動系のフィジカルイグザミネーションとアセスメント
について理解する。【e-learning】

精神系のメンタルステータスイグザミ
ネーションとアセスメント

精神系のアセスメントについて、精神機能の状態、精神疾
患を推論する技術について理解する。【講義】【演習】【ディ
スカッション】

フィジカルアセスメントの統合
これまでの授業の内容を踏まえて、Head to toeのフィジカ
ルイグザミネーションの実践としての病態把握の実技を実
践する。【演習】【ディスカッション】

消化器系のフィジカルイグザミネーショ
ンとアセスメント

消化器系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、消化器系のフィジカルイグザミネーションを理解する。
【e-learning】

腎・泌尿器系のフィジカルイグザミネー
ションとアセスメント

腎・泌尿器系の基本構造と生理機能、正常と異常につい
て学び、腎・泌尿器系のフィジカルイグザミネーションを理
解する。【e-learning】

神経系のフィジカルイグザミネーション
とアセスメント

神経系の基本構造と正常と異常について学び、神経系の
フィジカルイグザミネーションを理解する。【e-learning】

頭頚部のフィジカルイグザミネーション
とアセスメント

頭頚部のアセスメントについて、
HEENT(head,ears,eyes,nose,throat）の基本構造と生理機
能、正常と異常について学び、頭頚部のフィジカルイグザ
ミネーションとフィジカルアセスメントを理解する。【e-
learning】

呼吸器系のフィジカルイグザミネーショ
ンとアセスメント

呼吸器系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、呼吸器系のフィジカルイグザミネーションとフィジカル
アセスメントを理解する。【e-learning】

循環器系のフィジカルイグザミネーションとアセスメント
循環器系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、循環器系のフィジカルイグザミネーションとフィジカル
アセスメントを理解する。【e-learning】

テーマ 内容

看護師によるフィジカルアセスメントと
形態機能・病態 (Head to toeのフィジカ
ルイグザミネーションの考え方)

授業ガイダンス
高度実践看護者に必要なフィジカルアセスメントの目的・
方法について　 Head to toe（頭からつま先まで）のフィジ
カルイグザミネーション

フィジカルアセスメントとヘルスアセスメ
ント
健康関連QOLのアセスメント

フィジカルアセスメントを内包するヘルスアセスメントの考
え方について解説するとともに、医療や介護が直接介入
してその介入効果を評価できる範囲のQOL（健康関連
QOL）のアセスメントについて理解する。【講義】【ディス
カッション】

① フィジカルアセスメントの意義を述べることができる。
② 健康関連QOLをアセスメントができる。
③ Head to toe（頭からつま先まで）のフィジカルイグザミネーションを行うことができる。
④ 呼吸器系、循環器系、消化器系、中枢神経系、腎・泌尿器系、内分泌代謝系、筋骨格系等の全身を診査できる。
⑤ 精神系のアセスメントができる。
⑥ フィジカルアセスメントで得られた所見から病態を評価することができる。

授業科目名 科目担当教員

フィジカルアセスメント
山勢 善江、片山 典子、櫻井 友子

*(e-learning):山田 哲也 、高田 順子、岩澤 孝昌、窪田 忠夫、
内田 一好、三枝 邦康、仲津留 恵日

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 山勢 善江

授業概要

複雑な健康問題を持った対象の身体状況について系統的に全身を診査し、臨床看護判断を養うために必要な知識と技術について学修する。
全身を診査でき包括的に臨床病態および健康問題を把握できる能力を養うことを目的とする（ e-learningを含む科目である）。

到達目標

36

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義/演習 選択

授業回数 配当年次

15回 １年前期

授業回数 担当教員

1・2 山勢 善江

3 山勢 善江

4 ＊山田 哲也

5 ＊高田 順子

6 ＊岩澤 孝昌

7 ＊窪田 忠夫

8 ＊内田 一好

9 ＊三枝 邦康

10 ＊仲津留 恵日

11 片山 典子

12～15
山勢 善江
櫻井 友子

① フィジカルアセスメントの意義を述べることができる。
② 健康関連QOLをアセスメントができる。
③ Head to toe（頭からつま先まで）のフィジカルイグザミネーションを行うことができる。
④ 呼吸器系、循環器系、消化器系、中枢神経系、腎・泌尿器系、内分泌代謝系、筋骨格系等の全身を診査できる。
⑤ 精神系のアセスメントができる。
⑥ フィジカルアセスメントで得られた所見から病態を評価することができる。

授業科目名 科目担当教員

フィジカルアセスメント
山勢 善江 ・ 片山 典子 ・ 櫻井 友子

*(e-learning) :山田 哲也 ・ 高田 順子 ・ 岩澤 孝昌 ・ 窪田 忠夫
　内田 一好 ・ 三枝 邦康 ・ 仲津留 恵日

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 山勢 善江

授業概要

複雑な健康問題を持った対象の身体状況について系統的に全身を診査し、臨床看護判断を養うために必要な知識と技術について学修する。
全身を診査でき包括的に臨床病態および健康問題を把握できる能力を養うことを目的とする（ e-learningを含む科目である）。

到達目標

テーマ 内容

看護師によるフィジカルアセスメントと
形態機能・病態 (Head to toeのフィジカ
ルイグザミネーションの考え方)

授業ガイダンス
高度実践看護者に必要なフィジカルアセスメントの目的・
方法について　 Head to toe（頭からつま先まで）のフィジ
カルイグザミネーション

フィジカルアセスメントとヘルスアセスメ
ント
健康関連QOLのアセスメント

フィジカルアセスメントを内包するヘルスアセスメントの考
え方について解説するとともに、医療や介護が直接介入
してその介入効果を評価できる範囲のQOL（健康関連
QOL）のアセスメントについて理解する。【講義】【ディス
カッション】

頭頚部のフィジカルイグザミネーション
とアセスメント

頭頚部のアセスメントについて、
HEENT(head,ears,eyes,nose,throat）の基本構造と生理機
能、正常と異常について学び、頭頚部のフィジカルイグザ
ミネーションとフィジカルアセスメントを理解する。【e-
learning】

呼吸器系のフィジカルイグザミネーショ
ンとアセスメント

呼吸器系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、呼吸器系のフィジカルイグザミネーションとフィジカル
アセスメントを理解する。【e-learning】

循環器系のフィジカルイグザミネーションとアセスメント
循環器系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、循環器系のフィジカルイグザミネーションとフィジカル
アセスメントを理解する。【e-learning】

消化器系のフィジカルイグザミネーショ
ンとアセスメント

消化器系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、消化器系のフィジカルイグザミネーションを理解する。
【e-learning】

腎・泌尿器系のフィジカルイグザミネー
ションとアセスメント

腎・泌尿器系の基本構造と生理機能、正常と異常につい
て学び、腎・泌尿器系のフィジカルイグザミネーションを理
解する。【e-learning】

神経系のフィジカルイグザミネーション
とアセスメント

神経系の基本構造と正常と異常について学び、神経系の
フィジカルイグザミネーションを理解する。【e-learning】

筋骨格系のフィジカルイグザミネーショ
ンとアセスメント

筋骨格系の基本構造と生理機能、正常と異常について学
び、運動系のフィジカルイグザミネーションとアセスメント
について理解する。【e-learning】

精神系のメンタルステータスイグザミ
ネーションとアセスメント

精神系のアセスメントについて、精神機能の状態、精神疾
患を推論する技術について理解する。【講義】【演習】【ディ
スカッション】

フィジカルアセスメントの統合
これまでの授業の内容を踏まえて、Head to toeのフィジカ
ルイグザミネーションの実践としての病態把握の実技を実
践する。【演習】【ディスカッション】

1

事前・事後学習
留意事項

主体的な参加を期待する。
e-learning教材を十分に活用する。テストは必ず実施する。
解剖生理などは事前学習すると共にフィジカルイグザミネーションの技術は参考図書を用いて予習
しておく。

評価
e-learningは該当科目を全て受講する。その他は出席状況、演習・討論への参加状況、事前課題や
レポート等により総合的に評価する。

教科書
福井次矢，井部俊子，山内豊明 監修，ベイツ診察法 第2版（日本語版），メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル，2015

参考図書
参考WEBページ

藤崎郁，『フィジカルアセスメント完全ガイド 第3版』，学研メディカル秀潤社，2017
小野田千枝子監修，高橋照子，芳賀佐和子他 編集，実践　フィジカルアセスメント，金原出版株式
会社,2008.
古谷伸之 編集,診察と手技が見える〈1〉第2版,メディックメディア，2007
花田妙子，山内豊明，中木高夫 監訳，ヘルス・フィジカルアセスメント,上下巻,日総研,1998．
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 鈴木 勉

2 鈴木 勉

3 佐野 和美

4 佐野 和美

5 加藤 裕久

6 ＊村石 真起夫

7 ＊前田 幹広

8
＊吉田 捻

＊岩澤 孝昌

9 ＊濱田 優

10 ＊坪谷 綾子

11 ＊伊藤 慎介

12 ＊岩波 慶一

13 ＊中薗 健一

臨床における適切な薬物使用の実際
抗リウマチ・アレルギー薬

臨床における適切な薬物使用の実際について、抗リウマ
チ・アレルギー薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
感染症

臨床における適切な薬物使用の実際について、抗菌薬治
療の概要について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
呼吸器系作用薬
肺炎の薬物治療

臨床における適切な薬物使用の実際について、呼吸器系
作用薬について理解を深める【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
消化器系作用薬便秘・下痢

臨床における適切な薬物使用の実際について、消化器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
内分泌・代謝系作用薬糖尿病の薬物治
療

臨床における適切な薬物使用の実際について、内分泌・
代謝系作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
循環器系作用薬
虚血性心疾患の治療薬

臨床における適切な薬物使用の実際について循環器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
循環器系作用薬
高血圧の薬物治療

臨床における適切な薬物使用の実際について循環器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
循環器系作用薬
不整脈の薬物治療

臨床における適切な薬物使用の実際について循環器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

医薬品の適正使用Ⅱ
血中薬物濃度の臨床的意義と役割

医薬品の適正使用について、血中薬物濃度と臨床所見と
の対比の観点からその意義と役割について理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

医薬品の適正使用Ⅲ
PK/PDの応用：抗悪性腫瘍薬、など

医薬品の適正使用について、代表的な抗悪性腫瘍薬の
作用機序および体内動態を例に、体内動態と効果・毒性
との関係（PK／PD理論とその応用例）について理解を深
める。【講義】【ディスカッション】

医薬品の適正使用Ⅴ
特別な配慮を要する医薬品、相互作
用、
注射薬の配合変化、など

医薬品の適正使用について、臨床の場において特に特別
な配慮を要する医薬品、相互作用、注射薬の配合変化に
ついて理解を深める。【講義】【ディスカッション】

テーマ 内容

臨床薬理学とは
臨床薬理学の概論について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

医薬品の適正使用Ⅰ
個体差の要因

医薬品の適正使用について、主に患者ごとの個体差の要
因について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

① 臨床の場において、正しく医薬品を使用するために必要となる臨床薬理学の基礎知識を学び、対象患者の治療薬使用の判断の根拠、用い
方を説明できる。
② 薬剤投与後の患者モニタリングの意義を説明できる。
③ 患者の服薬管理能力が向上するような服薬に関する説明・観察・指導などが説明できる。

授業科目名 科目担当教員

臨床薬理学

鈴木 勉、佐野 和美、加藤 裕久、渡邉 眞理、岡 多恵
＊【e-learning】 村石 真起夫、前田 幹広、吉田 捻、

岩澤 孝昌、濱田 優、坪谷 綾子、伊藤 慎介、
岩波 慶一、中薗 健一、津久田 純平

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

救急応急処置、症状調節、慢性疾患管理に必要な薬剤を中心に、薬剤使用の判断、投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促進、
患者の服薬管理能力の向上を図るための知識と看護技術を学ぶ（e-learningを含む科目である）。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 鈴木 勉

2 鈴木 勉

3 佐野 和美

4 佐野 和美

5 加藤 裕久

6 ＊村石 真起夫

7 ＊前田 幹広

8
＊吉田 捻

＊岩澤 孝昌

9 ＊濱田 優

10 ＊坪谷 綾子

11 ＊伊藤 慎介

12 ＊岩波 慶一

13 ＊中薗 健一

① 臨床の場において、正しく医薬品を使用するために必要となる臨床薬理学の基礎知識を学び、対象患者の治療薬使用の判断の根拠、用い
方を説明できる。
② 薬剤投与後の患者モニタリングの意義を説明できる。
③ 患者の服薬管理能力が向上するような服薬に関する説明・観察・指導などが説明できる。

授業科目名 科目担当教員

臨床薬理学

鈴木 勉 ・ 佐野 和美 ・ 加藤 裕久 ・ 渡邉 眞理 ・ 岡 多恵
＊【e-learning】 村石 真起夫 ・ 前田 幹広 ・ 吉田 捻

 岩澤 孝昌 ・ 濱田 優 ・ 坪谷 綾子 ・ 伊藤 慎介
岩波 慶一 ・中薗 健一 ・ 津久田 純平

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

救急応急処置、症状調節、慢性疾患管理に必要な薬剤を中心に、薬剤使用の判断、投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促進、
患者の服薬管理能力の向上を図るための知識と看護技術を学ぶ（e-learningを含む科目である）。

到達目標

テーマ 内容

臨床薬理学とは
臨床薬理学の概論について理解を深める。
【講義】【ディスカッション】

医薬品の適正使用Ⅰ
個体差の要因

医薬品の適正使用について、主に患者ごとの個体差の要
因について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

医薬品の適正使用Ⅱ
血中薬物濃度の臨床的意義と役割

医薬品の適正使用について、血中薬物濃度と臨床所見と
の対比の観点からその意義と役割について理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

医薬品の適正使用Ⅲ
PK/PDの応用：抗悪性腫瘍薬、など

医薬品の適正使用について、代表的な抗悪性腫瘍薬の
作用機序および体内動態を例に、体内動態と効果・毒性
との関係（PK／PD理論とその応用例）について理解を深
める。【講義】【ディスカッション】

医薬品の適正使用Ⅴ
特別な配慮を要する医薬品、相互作
用、
注射薬の配合変化、など

医薬品の適正使用について、臨床の場において特に特別
な配慮を要する医薬品、相互作用、注射薬の配合変化に
ついて理解を深める。【講義】【ディスカッション】

臨床における適切な薬物使用の実際
循環器系作用薬
虚血性心疾患の治療薬

臨床における適切な薬物使用の実際について循環器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
循環器系作用薬
高血圧の薬物治療

臨床における適切な薬物使用の実際について循環器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
循環器系作用薬
不整脈の薬物治療

臨床における適切な薬物使用の実際について循環器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
呼吸器系作用薬
肺炎の薬物治療

臨床における適切な薬物使用の実際について、呼吸器系
作用薬について理解を深める【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
消化器系作用薬便秘・下痢

臨床における適切な薬物使用の実際について、消化器系
作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
内分泌・代謝系作用薬糖尿病の薬物治
療

臨床における適切な薬物使用の実際について、内分泌・
代謝系作用薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
抗リウマチ・アレルギー薬

臨床における適切な薬物使用の実際について、抗リウマ
チ・アレルギー薬について理解を深める。【e-learning】

臨床における適切な薬物使用の実際
感染症

臨床における適切な薬物使用の実際について、抗菌薬治
療の概要について理解を深める。【e-learning】

1

14 ＊津久田 純平

15
渡邉 眞理
岡 多恵

参考図書
参考WEBページ

適時提示する。

事前・事後学習
留意事項

主体的な参加を期待する。e-learningを十分に活用する。e-learningテストは必ず実施する。
事前に基本的事項として薬の代謝・排泄に関わる解剖生理は復習しておくこと。

生物薬剤の原理と使用の実際・薬物療
法におけるチーム医療と看護師の役割
まとめと統合討議

これまでの授業の内容を踏まえて、生物薬剤（医薬品が
生体に投与され、効果・副作用が発現するまで の過程、
血中薬物濃度の動きを考える意義）の原理とその使用の
実際について理解を深める。また投与後の患者モニタリン
グ、生活調整、回復力の促進、患者の服薬管理能力の向
上を図るための知識と看護技術を深める。薬物療法にお
けるチーム医療と看護師の役割について討議を行う。【講
義】【ディスカッション】

評価
e-learningは該当科目を全て受講する。その他は出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討議
への参加状況等により総合的に評価する。

教科書 適時提示する。

臨床における適切な薬物使用の実際
肺血症

臨床における適切な薬物使用の実際について、肺血症治
療薬の概要について理解を深める。【e-learning】
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Ⅲ　専門科目
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

担当教員

1  澤井 美奈子

2  澤井 美奈子

3  小林 和彦

4  小林 和彦

5 小林 紀明

6 小林 紀明

7 小林 紀明

8 小林 紀明

9 小林 紀明

10 小林 紀明

11 澤井 美奈子

12  澤井 美奈子

13  澤井 美奈子

14  澤井 美奈子

15 澤井　美奈子

１．地域に暮らす多様な健康レベルの人々に対するヘルスケアについて、幅広い視点から保健医療を考えることができる。
２．地域の様々な場における保健医療職の役割について、考察を深めることができる。
３．地域包括ケアシステム構築のために、保健医療職が果たすべき役割について、考察できる。
４．少子超高齢多死社会において地域の保健医療を担う人材育成のあり方について、考察できる。

授業科目名 科目担当教員

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 小林 紀明 ・ 小林 和彦 ・ 澤井 美奈子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 澤井　美奈子

授業概要

多様な健康レベルの人々の地域生活に関連する保健医療福祉の諸制度や歴史を概観し、行政単位から中学校区の規模
まで様々な枠組みにおける、関係機関・職種の役割と関係性、住民や住民組織との連携・協働を学ぶ。幅広い地域保健医
療活動の展望を見据え、地域における活動の現状を分析し、あるべき制度や体制、地域における保健医療専門職の役割
や可能性について広く深く学習する。

到達目標

テーマ 内容

オリエンテーション
公衆衛生看護の役割と課題１

科目の目的と進め方
公衆衛生看護の役割と課題：行政保健師

公衆衛生看護の役割と課題２ 公衆衛生看護の役割と課題：産業保健・学校保健

地域で働くリハビリテーション専門職の
役割と課題

地域リハビリテーションと介護予防

地域で働く保健医療職に必要な能力１ 地域リハビリテーションと老年症候群

訪問看護の役割と課題
訪問看護師を中心に在宅療養を支える看護職が担
う役割と課題を理解する

地域で働く保健医療職に必要な能力２ 訪問看護に携わる看護職に必要な能力

これからの在宅・公衆衛生を担う
人材育成１

訪問看護師の人材育成

地域で働く保健医療職の役割と課題
地域包括ケアシステムの中で活動する保健医療職
の役割や連携、新たな活動の形と課題

世界と日本の在宅分野における諸課題 在宅分野の今日的な課題を考える

まとめと展望１ 振り返りとまとめ、各自の今後の展望

日本の保健医療福祉 日本の保健医療福祉の動向と施策

地域で働く保健医療職に必要な能力３ 保健師に必要な能力

これからの在宅・公衆衛生を担う
人材育成２

保健師の人材育成

これからの在宅・公衆衛生を担う
人材育成３

地域における保健医療人材育成の課題

まとめと展望
全体の振り返りとまとめ、各自の今後の展望
（プレゼンテーション、ディスカッション）

評価 プレゼンテーション・討議50%、レポート50％

教科書 特に限定しない

43

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

担当教員

1  澤井 美奈子

2  澤井 美奈子

3  小林 和彦

4  小林 和彦

5 小林 紀明

6 小林 紀明

7 小林 紀明

8 小林 紀明

9 小林 紀明

10 小林 紀明

11 澤井 美奈子

12  澤井 美奈子

13  澤井 美奈子

14  澤井 美奈子

15 澤井　美奈子まとめと展望
全体の振り返りとまとめ、各自の今後の展望
（プレゼンテーション、ディスカッション）

評価 プレゼンテーション・討議50%、レポート50％

教科書 特に限定しない

地域で働く保健医療職に必要な能力３ 保健師に必要な能力

これからの在宅・公衆衛生を担う
人材育成２

保健師の人材育成

これからの在宅・公衆衛生を担う
人材育成３

地域における保健医療人材育成の課題

世界と日本の在宅分野における諸課題 在宅分野の今日的な課題を考える

まとめと展望１ 振り返りとまとめ、各自の今後の展望

日本の保健医療福祉 日本の保健医療福祉の動向と施策

地域で働く保健医療職に必要な能力２ 訪問看護に携わる看護職に必要な能力

これからの在宅・公衆衛生を担う
人材育成１

訪問看護師の人材育成

地域で働く保健医療職の役割と課題
地域包括ケアシステムの中で活動する保健医療職
の役割や連携、新たな活動の形と課題

地域で働くリハビリテーション専門職の
役割と課題

地域リハビリテーションと介護予防

地域で働く保健医療職に必要な能力１ 地域リハビリテーションと老年症候群

訪問看護の役割と課題
訪問看護師を中心に在宅療養を支える看護職が担
う役割と課題を理解する

テーマ 内容

オリエンテーション
公衆衛生看護の役割と課題１

科目の目的と進め方
公衆衛生看護の役割と課題：行政保健師

公衆衛生看護の役割と課題２ 公衆衛生看護の役割と課題：産業保健・学校保健

１．地域に暮らす多様な健康レベルの人々に対するヘルスケアについて、幅広い視点から保健医療を考えることができる。
２．地域の様々な場における保健医療職の役割について、考察を深めることができる。
３．地域包括ケアシステム構築のために、保健医療職が果たすべき役割について、考察できる。
４．少子超高齢多死社会において地域の保健医療を担う人材育成のあり方について、考察できる。

授業科目名 科目担当教員

在宅・公衆衛生学特論Ⅰ 澤井 美奈子 ・ 小林 和彦 ・ 小林 紀明

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 澤井　美奈子

授業概要

多様な健康レベルの人々の地域生活に関連する保健医療福祉の諸制度や歴史を概観し、行政単位から中学校区の規模
まで様々な枠組みにおける、関係機関・職種の役割と関係性、住民や住民組織との連携・協働を学ぶ。幅広い地域保健医
療活動の展望を見据え、地域における活動の現状を分析し、あるべき制度や体制、地域における保健医療専門職の役割
や可能性について広く深く学習する。

到達目標
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参考図書
参考WEBページ

厚生労働統計協会：国民衛生の動向、保険と年金の動向、国民の福祉と介護の動向（各最
新号）
二木 立（2017）．地域包括ケアと福祉改革．勁草書房
猪飼 周平(2010)．病院の世紀の理論．有斐閣
川上 裕子（2013）．日本における保健婦事業の成立と展開: 戦前・戦中期を中心に
保健師ジャーナル(医学書院)
産業保健と看護(メディカ出版)
公益財団法人 日本訪問看護財団：訪問看護基本テキスト　総論編（株式会社日本看護協会
出版会）
公益財団法人 日本訪問看護財団：訪問看護基本テキスト　各論編（株式会社日本看護協会
出版会）
本郷秀和．高齢者虐待と介護支援専門員 発見力向上に向けた課題と提案（中央法規出版）
畠山 由佳子．子ども虐待在宅ケースの家族支援「家族維持」を目的とした援助の実態分析
（明石書店）
公衆衛生・公衆衛生看護・在宅看護・訪問看護関連の国内外の各学会誌
他、必要時提示する

事前・事後学習
留意事項

在宅看護・公衆衛生・地域リハビリテーションに関する最近の情報や社会情勢について、マス
メディア等から知識を得ておくこと。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 小林 紀明

2 小林 紀明

3  小林 紀明

4  小林 紀明

5 小林 紀明

6  小林 紀明

7 小林 紀明

8 小林 紀明

9 澤井 美奈子

10 澤井 美奈子

11 澤井 美奈子

12 澤井 美奈子

13 澤井 美奈子

14 澤井 美奈子

15 澤井 美奈子まとめ２
振り返りとまとめ、各自の今後の展望について（講義・
ディスカッション）

評価 発表(資料とプレゼンテーション)30％、レポート70％

教科書 特になし

地域や組織をとらえる理論３ 産業保健分野の各種理論

海外の動きと理論２ 海外の公衆衛生看護の動向と理論

教育・人材育成に関する理論１ 地域で活動する看護職のキャリアデザイン

地域で暮らす個人/家族をとらえる理
論３

セルフケアとソーシャルサポート

地域や組織をとらえる理論２ 地域診断に用いるモデル

地域や組織をとらえる理論３ プリシード・プロシードモデル

海外の動きと理論１ 海外の在宅看護の動向と理論

教育・人材育成に関する理論２ 教育システム

まとめ1
振り返りとまとめ、各自の今後の展望について（講義・
ディスカッション）

地域で暮らす個人/家族をとらえる理
論１

ICFモデル

地域で暮らす個人/家族をとらえる理
論２

家族ケア理論

地域や組織をとらえる理論1 ケースメソッドを用いたプレゼンテーションと議論

テーマ 内容

オリエンテーション 科目の目的と進め方、自己紹介等

在宅看護に関する研究の動向
在宅看護に関連す最新の研究の動向について（論文ク
リティーク）

1）地域で暮らす個人への看護に関する最新知識や研究の動向を探る。
2）地域で暮らす家族を対象とした看護に関する最新の研究の動向を探る。
3）地域で暮らす集団（産業・学校等）を対象とした看護に関する最新の研究の動向を探る。
4）環境のアセスメントと看護との関連について理解する。
5）課題や研究に取り組むために、基礎となる理論やモデルについて理解し、活用することができる。

授業科目名 科目担当教員

在宅・公衆衛生学特論Ⅱ  小林 紀明 ・  澤井 美奈子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 小林　紀明

授業概要

地域で暮らす個人・家族、集団への看護を考える基盤となる最新の知識及び研究の動向を理解する。また豊かな発想力を養い、在
宅・公衆衛生分野における支援・協働対象となる人々の現状に対し、支援・協働の内容や方法を考察する。また健康と生活環境のア
セスメント、実践やキャリアを可視化する諸理論・モデルを学ぶ。以上を通し、在宅・公衆衛生分野における管理や施策化を含む実践・
研究及び教育能力を高める。

到達目標
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参考図書
参考WEBページ

上田 敏（2005）．ICF(国際生活機能分類)の理解と活用―人が「生きること」「生きることの困難
(障害)」をどうとらえるか．きょうされん
障害者福祉研究会 (2002) ．ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改定版．中央法規出版
金川 克子 (2007) ．コミュニティアズパートナー―地域看護学の理論と実際．医学書院
佐伯 和子（2007）． 地域看護アセスメントガイドアセスメント・計画・評価のすすめかた．医歯薬
出版
福田 洋、江口 泰正（2016）． ヘルスリテラシー :健康教育の新しいキーワード．大修館書店
田中 治彦ほか（2016）．SDGsと開発教育:持続可能な開発目標のための学び．学文社
ローレンス・W. グリーン（2005）．実践ヘルスプロモーション―PRECEDE‐PROCEEDモデルによ
る企画と評価．医学書院
金井 壽宏（2002）．働くひとのためのキャリア・デザイン．PHP研究所
株式会社キャンサースキャン：諸外国における訪問看護制度についての調査研究事業報告書
（平成25年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金　老人保健健康増進等事業）
他、必要時提示する

事前・事後学習
留意事項

地域・在宅・公衆衛生看護に関連する理論やモデルについて事前学習して臨むこと。事後に
は、各回でモデルや理論を用いた論文購読や実践の分析を行い、学修を深める。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1
小林 紀明

澤井 美奈子

2 小林 紀明

3 澤井美奈子

4
小林 紀明

澤井 美奈子

5～11 小林 紀明

12 小林 紀明

13
小林 紀明

澤井 美奈子

14
小林 紀明

澤井 美奈子

15 小林 紀明

16 澤井 美奈子

17
小林 紀明

澤井 美奈子

18～24 小林 紀明フィールドワークの実際
自己の研究課題によりフォーカスし、大学周辺および
活動領域に関連の深い地域や施設でのフィールド
ワークを行う

文献レビュー・フィールドワーク計画②-1
フィールドワーク①の結果および自己の研究課題を踏
まえて文献学習を行い、フィールドワークの計画②を
立てる

文献レビュー・フィールドワーク計画②-2
フィールドワーク①の結果および自己の研究課題を踏
まえて文献学習を行い、フィールドワークの計画②を
立てる

フィールドワーク計画の発表・討議
フィールドワーク計画について発表・討議し、効果的な
活動ができるよう修正する

フィールドワークのまとめ
フィールドワークで得られた情報のアセスメントから、
地域における人々の生活と保健福祉医療システムの
現状をまとめる

発表・討議
地域における人々の生活と保健福祉医療システムに
関する発表と討議を行い、研究課題を検討する　　【１
～２名程度】

発表・討議
地域における人々の生活と保健福祉医療システムに
関する発表と討議を行い、研究課題を検討する　　【１
～２名程度】

文献レビュー・フィールドワーク計画①-2
自己の研究課題を踏まえ、在宅・公衆衛生看護に関
する文献学習を行い、フィールドワークの計画①を立
てる

フィールドワーク計画の発表・討議
フィールドワーク計画について発表・討議し、効果的な
活動ができるよう修正する

フィールドワークの実際
大学周辺地域または自身の住まいに近いフィールド
ワークで、地域における人々の生活と保健福祉医療シ
ステムの現状の情報収集を行う

テーマ 内容

オリエンテーション 演習の進め方、ねらい

文献レビュー・フィールドワーク計画①-1
自己の研究課題を踏まえ、在宅・公衆衛生看護に関
する文献学習を行い、フィールドワークの計画①を立
てる

1）既存の研究の検討やフィールドワークを通して、在宅・公衆衛生看護分野の課題を根拠と共に説明できる。
2）各専門活動領域における課題の解決、改善に向けた方策を検討することができる。
3）在宅・公衆衛生看護の課題や実践について、適切な方法で発表し、議論することができる。

授業科目名 科目担当教員

在宅・公衆衛生学演習 小林 紀明 ・ 澤井 美奈子

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 小林 紀明

授業概要

在宅・公衆衛生看護学の各フィールドにおける実践、既存の研究やフィールドワークを踏まえ、自らの課題を明確化する。それに対する
研究方法を検討しながら専門職としての探究能力を養う。また、他者とのコミュニケーションを通して自らの課題を深めると同時に、自分
の意見を正確に他者に伝えたり表現したりする能力の向上を図る。

到達目標
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25 小林 紀明

26
小林 紀明

澤井 美奈子

27
小林 紀明

澤井 美奈子

28 小林 紀明

29 澤井 美奈子

30
小林紀明

澤井 美奈子

参考図書
参考WEBページ

中村好一（2012）．基礎から学ぶ楽しい疫学．医学書院
桜井 厚（2002）．インタビューの社会学―ライフストーリーの聞き方．せりか書房
佐藤 郁哉（2002）．フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる．新曜社
白水 智（2015）．古文書はいかに歴史を描くのか フィールドワークがつなぐ過去と未来 (NHKブックス)
．NHK出版
鵜飼 修、近江環人地域再生学座編 （2012）．地域診断法―鳥の目、虫の目、科学の目．新評論
筧 裕介(2013)．ソーシャルデザイン実践ガイド――地域の課題を解決する7つのステップ．英治出版
箕浦康子編著（1999）．フィールドワークの技法と実際 マイクロ・エスノグラフィー入門』．ミネルヴァ書
房

事前・事後学習
留意事項

地域・在宅・公衆衛生看護に関連する幅広い情報について調べて臨むこと。事後には、各回での内容
を整理し学修を深める。効果的な発表と議論ができるよう事前・事後学習を行うこと。

発表と討議 研究課題及び計画書（仮）の発表と討議

評価 発表(資料とプレゼンテーション)50％、フィールドワークと成果　50％

教科書 特に指定しない

発表・討議 これまでの成果を発表し討議を行う　【１～２名程度】

文献レビューとまとめ
研究課題を明確にした上で、プレゼンテーションに必
要な文献を追加検討し発表資料を作成する

文献レビューとまとめ
研究課題を明確にした上で、プレゼンテーションに必
要な文献を追加検討し発表資料を作成する

フィールドワークのまとめ
自己の研究課題に沿ってフィールドワークの成果をま
とめる

発表・討議 これまでの成果を発表し討議を行う　【１～２名程度】

48

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 山﨑圭子

2 山﨑圭子

3 加藤尚美

4・5 山﨑圭子

6・7 山﨑圭子

8 山﨑圭子

9 山﨑圭子

10 加藤尚美

11 山﨑圭子

12・13 山﨑圭子

14・15 山﨑圭子

事前・事後学習
留意事項

信憑性の高い情報源と幅広い情報収集を行う。資料をクリティークしながら知識の集積を行い, 多様
な概念の理解を深める。そのうえで、自分の考えを建設的に述べられるようにうすること。

評価 授業への主体的な態度30％、プレゼンテーション50％、レポート課題20％

教科書 授業内で適宜紹介する。

参考図書
参考WEBページ

授業内で適宜紹介する。

女性の健康と施策
女性の健康を守る健康施策，男女共同参画社会政策等、
自分の関心のあるテーマについて調べ、プレゼンテーショ
ンを行う。

ウィメンズヘルスの現状と課題につい
て発表①

女性を取り巻く社会的な現状と課題（ＤＶ，女性・子どもの
貧困，シングルマザー等）について調べ、プレゼンテーショ
ンを行う。それに対する看護や支援についてディスカッ
ションを行う。

ウィメンズヘルスの現状と課題につい
て発表②

女性を取り巻く社会的な現状と課題（ＤＶ，女性・子どもの
貧困，シングルマザー等）について調べ、プレゼンテーショ
ンを行う。それに対する看護や支援についてディスカッ
ションを行う。

更年期女性の健康問題と支援
老年期女性の健康問題と支援

更年期女性・老年期女性に多く見られる健康問題の特
徴，影響要因，看護とディスカッション（更年期障害，子宮
がんなど）

女性の健康とメンタルヘルス
ライフサイクル各期のメンタルヘルスの特徴，身体面への
影響

女性の就業、結婚、出産と健康
ワークライフバランス, 日本と諸外国の女性の就業、結
婚、出産に関する行動、価値観の比較

プレコンセプションケア
プレコンセプションケアの概要, プレコンセプションケアと看
護

思春期女性の健康問題と支援
思春期女性に多く見られる健康問題の特徴，影響要因，
看護とディスカッション（月経障害，PMSなど）

成熟期女性の健康問題と支援
成熟期女性に多く見られる健康問題の特徴，影響要因，
看護とディスカッション（子宮内膜症，子宮腺筋症，子宮筋
腫など）

リプロダクティブヘルス/ライツ リプロダクティブヘルス/ライツとは, 性, 性の多様性

２単位（３０時間） 山﨑　圭子

授業概要

女性およびその家族の健康支援にむけて、性と生殖に関する歴史を踏まえ、ウィメンズヘルスに関する理論や概念への理解を深め、女性とそ
の家族がより健康な生活をしていくための支援のあり方について探究する。具体的には、女性のライフサイクル各期（思春期・成熟期・更年
期・老年期）の特徴や健康問題、それに影響を及ぼす社会の動向、女性の意識の変化、保健施策などを分析・検討する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：思春期から老年期までのライフサイクル各期の女性の健康問題とその背景を理解し、課題解決に向けた看護や支援のあり
方について考える。

個別行動目標（ＳＢＯ）：
1）ウィメンズヘルスに関する概念や理論について理解し、説明できる。
2）女性の健康に影響をおよぼすライフサイクル各期の健康問題と影響要因、看護について説明できる。
3）プレコンセプションケアについて説明できる。
4)女性のメンタルヘルスの特徴について説明できる。
5）女性の就業、結婚、出産の動向と女性の健康問題との関係について考察できる。
6）女性をめぐる日本の保健・健康施策を理解し、説明できる。
7）女性を取り巻く現状と社会的な課題について考察できる。

テーマ 内容

オリエンテーション
科目ガイダンス, ウィメンズヘルスの概念，ライフフサイク
ルと健康問題

授業科目名 科目担当教員

女性保健学特論Ⅰ 山﨑圭子 ・ 加藤尚美

単位数（時間数） 科目責任者
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 加藤尚美

2 加藤尚美

3 山﨑圭子

4 山﨑圭子

5 山﨑圭子

6 山﨑圭子

7 山﨑圭子

8 山﨑圭子

9 山﨑圭子

10 山崎圭子

11 山﨑圭子

12 山﨑圭子

13・14 山﨑圭子

15 山﨑圭子

性感染症と看護
性感染症の基礎知識, 性感染症やＨＩＶ/ＡＩＤＳに感染して
いる対象への看護，感染しないための予防教育

リプロダクティブヘルスをめぐる現状と
課題

リプロダクティブヘルスも関する意思決定を促すための情
報提供及び相談・教育・援助について事例をもとに具体的
に検討する。看護師自らの倫理観・価値観について考察
する。

リプロダクティブヘルスをめぐる現状と
課題

リプロダクティブヘルスをめぐる女性の健康課題について
発表し、どのような支援・援助が必要か、学生間でテーマ
を決めディスカッションを行う。

出生前診断を受ける女性への看護①
出生前診断の基礎知識（検査方法，診断）, 出生前診断を
受ける女性の心理

出生前診断を受ける女性への看護② 出生前診断を受ける女性への看護

女性に対する暴力と看護
ドメスティックバイオレンスとは, ドメスティックバイオレンス
被害者への支援, 性暴力被害者への支援

不妊治療を受ける女性への看護③
不妊治療を受ける女性の看護・支援について、文献クリ
ティーク、ディスカッションを行う

流産・死産を繰り返す女性への看護
流産を繰り返し、子どもを望みながら出産できない女性
（不育症）の基礎知識と看護

がん生殖医療と看護
がん生殖医療の基礎知識と妊孕性温存，卵子凍結保存
を行なう女性への看護

女性の意思決定支援
リプロダクティブヘルスに関する意思決定, 意思決定支援
の方法

不妊治療を受ける女性への看護①
不妊女性の心理、 不妊症の基礎知識（原因，治療，妊娠
率など）

不妊治療を受ける女性への看護② 生殖医療民法特例法, 生殖医療と倫理

家族と出産・育児の変化 家族の概念、出産・育児に関する意識とその変化

２単位（３０時間） 山﨑　圭子

授業概要

女性の健康に影響を及ぼすリプロダクテイブヘルスに関する様々な健康問題を理解し、意思決定の場における女性の健康、女性が自ら
妊娠・出産を意思決定するための支援について考える。また、生命倫理や、意思決定モデルについて理解を深め、女性の意思決定に関
わる看護や支援のあり方について探究する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：リプロダクティブヘルスに関する女性の健康問題について身体的・心理的・社会的側面から理解し、女性の意思決定の
支援のあり方について学ぶ。

個別行動目標（ＳＢＯ）：
1）妊娠・出産の変遷を理解し、女性の人権と出産について説明できる。
2）女性の意思決定を促すための支援について、説明できる。
3）不妊治療を受ける女性の心理理解し、その看護について考察できる。
4）流産・死産を繰り返す女性の理理解し、その看護について考察できる。
5）出生前診断について理解を深め、受検する女性への看護について考察できる。
6）ドメスティックバイオレンス被害者および支援, 性暴力被害者への支援について考察できる。
7）人工妊娠中絶を受ける女性の看護について考察できる。
8）リプロダクティブヘルスに関する課題について、意思決定の支援について考察できる。

テーマ 内容

出産の変遷 文化と出産, 日本の出産の変遷, 女性の人権と出産

授業科目名 科目担当教員

女性保健学特論Ⅱ 山﨑圭子 ・ 加藤尚美

単位数（時間数） 科目責任者
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 加藤尚美

2 加藤尚美

3 山﨑圭子

4 山﨑圭子

5 山﨑圭子

6 山﨑圭子

7 山﨑圭子

8 山﨑圭子

9 山﨑圭子

10 山崎圭子

11 山﨑圭子

12 山﨑圭子

13・14 山﨑圭子

15 山﨑圭子

授業科目名 科目担当教員

女性保健学特論Ⅱ 加藤尚美 ・ 山﨑圭子

単位数（時間数） 科目責任者

家族と出産・育児の変化 家族の概念、出産・育児に関する意識とその変化

２単位（３０時間） 山﨑　圭子

授業概要

女性の健康に影響を及ぼすリプロダクテイブヘルスに関する様々な健康問題を理解し、意思決定の場における女性の健康、女性が自ら
妊娠・出産を意思決定するための支援について考える。また、生命倫理や、意思決定モデルについて理解を深め、女性の意思決定に関
わる看護や支援のあり方について探究する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：リプロダクティブヘルスに関する女性の健康問題について身体的・心理的・社会的側面から理解し、女性の意思決定の
支援のあり方について学ぶ。

個別行動目標（ＳＢＯ）：
1）妊娠・出産の変遷を理解し、女性の人権と出産について説明できる。
2）女性の意思決定を促すための支援について、説明できる。
3）不妊治療を受ける女性の心理理解し、その看護について考察できる。
4）流産・死産を繰り返す女性の理理解し、その看護について考察できる。
5）出生前診断について理解を深め、受検する女性への看護について考察できる。
6）ドメスティックバイオレンス被害者および支援, 性暴力被害者への支援について考察できる。
7）人工妊娠中絶を受ける女性の看護について考察できる。
8）リプロダクティブヘルスに関する課題について、意思決定の支援について考察できる。

テーマ 内容

出産の変遷 文化と出産, 日本の出産の変遷, 女性の人権と出産

女性の意思決定支援
リプロダクティブヘルスに関する意思決定, 意思決定支援
の方法

不妊治療を受ける女性への看護①
不妊女性の心理、 不妊症の基礎知識（原因，治療，妊娠
率など）

不妊治療を受ける女性への看護② 生殖医療民法特例法, 生殖医療と倫理

不妊治療を受ける女性への看護③
不妊治療を受ける女性の看護・支援について、文献クリ
ティーク、ディスカッションを行う

流産・死産を繰り返す女性への看護
流産を繰り返し、子どもを望みながら出産できない女性
（不育症）の基礎知識と看護

がん生殖医療と看護
がん生殖医療の基礎知識と妊孕性温存，卵子凍結保存
を行なう女性への看護

出生前診断を受ける女性への看護①
出生前診断の基礎知識（検査方法，診断）, 出生前診断を
受ける女性の心理

出生前診断を受ける女性への看護② 出生前診断を受ける女性への看護

女性に対する暴力と看護
ドメスティックバイオレンスとは, ドメスティックバイオレンス
被害者への支援, 性暴力被害者への支援

性感染症と看護
性感染症の基礎知識, 性感染症やＨＩＶ/ＡＩＤＳに感染して
いる対象への看護，感染しないための予防教育

リプロダクティブヘルスをめぐる現状と
課題

リプロダクティブヘルスも関する意思決定を促すための情
報提供及び相談・教育・援助について事例をもとに具体的
に検討する。看護師自らの倫理観・価値観について考察
する。

リプロダクティブヘルスをめぐる現状と
課題

リプロダクティブヘルスをめぐる女性の健康課題について
発表し、どのような支援・援助が必要か、学生間でテーマ
を決めディスカッションを行う。

1

事前・事後学習
留意事項

信憑性の高い情報源と幅広い情報収集を行う。資料をクリティークしながら知識の集積を行い, 多様な
概念の理解を深める。そのうえで、自分の考えを建設的に述べられるようにうすること。

評価 授業への主体的な態度30％、プレゼンテーション40％、レポート課題30％

教科書 授業内で適宜紹介する。

参考図書
参考WEBページ

授業内で適宜紹介する。
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事前・事後学習
留意事項

信憑性の高い情報源と幅広い情報収集を行う。資料をクリティークしながら知識の集積を行い, 多様な
概念の理解を深める。そのうえで、自分の考えを建設的に述べられるようにうすること。

評価 授業への主体的な態度30％、プレゼンテーション40％、レポート課題30％

教科書 授業内で適宜紹介する。

参考図書
参考WEBページ

授業内で適宜紹介する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1 山﨑圭子

2・3 山﨑圭子

4 山崎圭子

5 山﨑圭子

6 山﨑圭子

7 山﨑圭子

8 山﨑圭子

9 山﨑圭子

10 山﨑圭子

11 山﨑圭子

12～15 山﨑圭子

16～18 山﨑圭子

19・20 山﨑圭子

21 山﨑圭子

22 山﨑圭子

23～25 山﨑圭子

将来妊娠を希望する成熟期女性への
健康教育

妊娠前からの心身を整える準備、具体的に好ましい睡眠・
食事・運動や、青年期に増えている冷え症の改善、リラク
ゼーションについて検討する。

妊娠前の成熟期女性への健康教育
の指導案作成と実際

20代前半の助成を対象に、リプロダクティブヘルスに基づ
いた（子どもを希望するときにすみやかに妊娠できるため
の）健康教育の指導案を作成する。大学生に実施し、評
価する。

思春期の対象への健康教育
プレコンセプションケアとして、思春期を対象にした性教育
の内容を検討し、指導案と指導媒体を作成する。学生相
互で実施し、評価する。

思春期の対象への健康教育の実際
思春期を対象に作成した健康教育の指導案を、ピアカウ
ンセリング手法を用いて実施し、評価する。

女性の健康とライフプラン ライフプラン,  キャリアプラン

家族計画 家族計画の基本的概念，家族計画の目的・時期・方法

受胎調節法（バースコントロール） 避妊法の種類と方法，各避妊法の長所と短所

家族計画指導案作成と実際
産後1ヵ月健診に来た褥婦を対象にした、家族計画指導
案及び指導媒体の作成を行い、実施・評価を行う。

性の成熟と性行動
性意識と性行動の発達過程　健康教育の必要性と時期に
ついて検討

健康教育の指導案作成
健康教育の目的、指導案作成のプロセス　具体的に指導
目的，到達目標，対象，指導方法，指導上の留意点を検
討

性教育 性教育の基本的概念，本邦の歴史，国際的動向

女性の健康とヘルスプロモーション
ヘルスプロモーションの定義, ヘルスプロモーションの5つ
のプロセス, プリシード・プロシードモデル

家族や出産の変化 家族の概念、出産・育児に関する意識とその変化

親になるプロセスの理解

妊娠期の適応理論や母親役割獲得に獲得する理論、母
子の愛着理論等を調べ、プレゼンテーションを行う。親に
なることや子どもをもつ意味・価値についてディスカッショ
ンを行う。

女性の健康と理論
セルフケア理論，発達危機理論，ストレスコーピング・スト
レスマネジメントに関する理論等を調べ、プレゼンテーショ
ンを行う。

４単位（６０時間） 山﨑　圭子

授業概要

ウエルネスの視点から、女性の生涯において必要な健康教育を学ぶ。思春期・成熟期・更年期にある女性に対して、ライフサイクル各期
の特徴を踏まえた健康教育の指導案を立案し、実際に指導を行う。これらを通して、ヘルスプロモーションを促進させるための基本的な能
力を養う。自らの研究課題についても明確化する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：女性のライフサイクル各期の健康問題について、健康教育の指導案を作成し、実施・評価ができる。

個別行動目標（ＳＢＯ）：
1）ヘルスプロモーションの基本的な考え方、及びウィメンズヘルスを考えるときに必要な理論について説明できる。
2）家族計画の目的や受胎調節方法を理解し、産後の家族計画指導を立案、実施・評価できる。
3）将来妊娠を希望する成熟期女性への健康教育の指導案を作成し、実施・評価できる。
4）女性の健康な体づくりの必要性を理解し、実施できる。

テーマ 内容

オリエンテーション
科目コースガイダンス, 日本の女性の健康問題, 世界の女
性の健康問題

授業科目名 科目担当教員

女性保健学演習 山﨑圭子 ・ 櫻井好美

単位数（時間数） 科目責任者
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26 櫻井好美

27・28 櫻井好美

29 山﨑圭子

30 山﨑圭子

事前・事後学習
留意事項

評価 授業への主体的な態度30％、プレゼンテーション20％、指導案作成と実施30％、レポート課題20％

教科書 授業内で適宜紹介する。

参考図書
参考WEBページ

授業内で適宜紹介する。

女性の健康な体づくりの実際
クリニカルリーズニング, 骨盤ケア, 産後のコンディショニン
グの演習

女性の健康と東洋医学 東洋医学の基礎, 鍼灸, 漢方

まとめ
今まで実施してきた健康教育・指導を振り返り、指導案作
成や実施時の留意点を討議する。

女性の健康な体づくり
クリニカルリーズニング, 骨盤ケア, 腰痛と運動療法, 産後
のコンディショニング
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 片山　典子

2 片山　典子

3 片山　典子

4 片山　典子

5 片山　典子

6 片山　典子

7 片山　典子

8 片山　典子

9 片山　典子

10 片山　典子

11 片山　典子

12 片山　典子

13 片山　典子

14 片山　典子

15 片山　典子
日本の精神保健医療福祉における課
題と方略

日本の精神保健医療福祉における現状の課題と取り組むべき
方略について検討する。

評価 出席状況、各自の課題についてのプレゼンテーション内容、レポートにより総合的に判断する。

精神医療保健福祉に関する法制度②
障害者総合支援法の変遷について自己学習とプレゼンテー
ションに基づき、参加者でディスカッションを行い、理解を深め
る。

地域で生活する精神障害を抱えた人
への支援

地域で生活する精神障害を抱えた人への先駆的取り組みを
行っている支援機関、サービスの実践例から、これからの看護
のありようを検討する。

精神障害の就労に関する法制度
精神障害者の就労に関する法制度を概観し、これからの就労
支援のありようを検討する。

海外の精神保健医療福祉制度②
海外の精神保健医療福祉制度の歴史と法律・制度とその背景
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

精神障害者の人権擁護
精神障害者における人権擁護と倫理的問題について吟味し、
倫理的課題を検討する。

精神医療保健福祉に関する法制度①
精神保健福祉法の変遷について自己学習とプレゼンテーショ
ンに基づき、参加者でディスカッションを行い、理解を深める。

日本の精神医療保健福祉の歴史的
変遷

日本の精神医療保健福祉の歴史的変遷について参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

日本の精神医療保健福祉に関する法
律・制度

日本の精神医療保健福祉に関する法律・制度の現状と課題に
ついて参加者でディスカッションを行い、理解を深める。

海外の精神保健医療福祉制度①
海外の精神保健医療福祉制度の歴史と法律・制度とその背景
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

精神看護の基盤となる諸理論③
エンパワメント・アプローチの検討
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

精神看護の基盤となる諸理論④
Bio-Psycho-Socialモデルの検討
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

精神看護の基盤となる諸理論⑤
セルフケアモデルの検討
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

テーマ 内容

精神看護の基盤となる諸理論①
ストレングスモデルの検討
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

精神看護の基盤となる諸理論②
リカバリーモデルの検討
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参加者で
ディスカッションを行い、理解を深める。

1）精神看護学の基盤となる理論を学び、対象を理解するために理論を活用することができる。
2）国内外の精神保健医療福祉の変遷を理解する。
3）国内外の精神保健医療福祉制度の歴史と法体制を理解する。
4）わが国の精神保健医療福祉活動の課題と今後の発展可能性を論じることができる。

授業科目名 科目担当教員

精神保健医療学特論Ⅰ 片山　典子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 片山　典子

授業概要

精神看護学の基盤となる理論や概念を理解した上で、地域で生活する対象特性に合わせた包括的な看護援助について教授する。また国内外
の精神保健福祉活動の変遷と精神保健医療福祉制度の法制度を理解し、我が国の精神保健医療福祉活動の課題と今後の発展可能性につ
いて探究する。

到達目標

54

参考図書
参考WEBページ

ストレングスモデル　リカバリー志向の精神保健福祉サービス〔第３版〕　チャールズ・Ａ・ラップ/リ
チャード・ｊ・ゴスチャ著　田中英樹監訳　金剛出版
リカバリー―希望をもたらすエンパワーメントモデル　カタナ・ブラウン (編集),    パトリシア・ディーガン
(その他),    メアリー・エレン・コープランド (その他),    坂本 明子 (翻訳) 金剛出版
リカバリー・退院支援・地域連携のためのストレングスモデル実践活用術　萱間真美著　医学書院
萱間真美・野田文隆編,　精神看護学　こころ・からだ・かかわりのプラクティス　改訂第2版　１　精神保
健・多職種のつかがり,　南江堂
萱間真美・野田文隆編,　精神看護学　こころ・からだ・かかわりのプラクティス　改訂第2版　２　臨床で
活かすケア,　南江堂

事前・事後学習
留意事項

分担課題とプレゼンテーションに基づき、ディスカッションを行い、展開する。プレゼンテーションの担当
部分は、初回に提示する。

教科書 適宜、関連資料を配布する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 片山 典子

2 片山 典子

3 片山 典子

4 片山 典子

5 片山 典子

6 片山 典子

7 片山 典子

8 片山 典子

9 鶴見 隆彦

10 鶴見 隆彦

11 片山 典子

12 片山 典子

13 片山 典子

14 片山 典子

15 片山 典子
地域で生活する精神障害を抱えた人
への支援に関する文献検討と討議③

現状と今後の課題、方略について検討する。

多職種連携に関する理論と方法論②
多職種連携に関する理論と方法論
地域移行支援や地域定着支援の現状とニーズについて
文献検索し、実践方法について検討する。

地域で生活する精神障害を抱えた人
への支援に関する文献検討と討議①

地域で生活する精神障害を抱えた人への支援
各自文献クリティークを行いプレゼンテーション内容を参
加者で討議する。

地域で生活する精神障害を抱えた人
への支援に関する文献検討と討議②

地域で生活する精神障害を抱えた人への支援
各自文献クリティークを行いプレゼンテーション内容を参
加者で討議する。

司法精神科と地域支援①
医療観察制度と課題、他害リスクの高い精神障害者への
包括的支援について検討する。

司法精神科と地域支援②
医療観察制度と課題、他害リスクの高い精神障害者への
包括的支援について検討する。

多職種連携に関する理論と方法論①
多職種連携に関する理論と方法論
地域移行支援や地域定着支援の現状とニーズについて
文献検索し、実践方法について検討する。

カウンセリング技法②
カウンセリング技法を概観し、実践方法について検討す
る。

地域における精神障害者とその家族
が抱える問題とニーズ

地域における精神障害者とその家族が抱える問題とニー
ズ
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め実践方法につ
いて検討する。

家族機能に関する諸理論モデルと看
護実践への適応

家族機能に関する諸理論・モデルを概観し、実践方法に
ついて検討する。

ストレス対処モデル・リラクゼーション
①

ストレス対処モデル・リラクゼーション
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め実践方法につ
いて検討する。

ストレス対処モデル・リラクゼーション
②

ストレス対処モデル・リラクゼーション
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め実践方法につ
いて検討する。

カウンセリング技法①
カウンセリング技法を概観し、実践方法について検討す
る。

テーマ 内容

精神的健康生活および精神状態に関
する理論と技法①

精神的健康生活および精神状態に関する理論と技法
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め実践方法につ
いて検討する。

精神的健康生活および精神状態に関
する理論と技法②

精神的健康生活および精神状態に関する理論と技法
分担課題の自己学習とプレゼンテーションに基づき、参
加者でディスカッションを行い、理解を深め実践方法につ
いて検討する。

1）健康生活評価ならびに援助に必要な理論を理解する。
2）精神状態のアセスメントならびにカウンセリング技法について学び、実践への活用方法について考察することができる。
3）地域移行支援や地域定着支援について、その対象特性に合わせた包括的な看護援助について考察することができる。
4）家族支援に関する基礎理論を踏まえ、家族支援の援助方法について考察することができる。
5）地域で生活する精神看護の対象者を支援する多職種における連携協働の方略について考察することができる。

授業科目名 科目担当教員

精神保健医療学特論Ⅱ 片山 典子 ・ 鶴見 隆彦

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 片山　典子

授業概要

地域で生活する精神看護の対象理解にあたり、精神の健康と関わる諸理論、精神的健康生活状態の評価について概観し、地域移行支援
や地域定着支援について、事例をもとにその対象特性に合わせた包括的な看護援助について学修する。さらに、家族支援に関する基礎理
論や触法精神障害者等の法制度を踏まえ、患者を支援する医療・看護における連携協働の方略について探究する。

到達目標
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参考図書
参考WEBページ

精神看護スペシャリストに必要な理論と技法　日本専門看護師協議会監修,宇佐美しおり・野末聖香,
日本看護協会出版会
看護研究　原理と方法「第2版］　D.F.ポーリット& C.T.ベック著　近道潤子監訳
その他適宜、紹介する。

事前・事後学習
留意事項

分担課題とプレゼンテーションに基づき、ディスカッションを行い、展開する。プレゼンテーションの担
当部分は、初回に提示する。

評価 出席状況、各自の課題についてのプレゼンテーション内容、レポートにより総合的に判断する。

教科書 適宜、関連資料を配布する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1 片山 典子

2 片山 典子

3 片山 典子

4 片山 典子

5～8 片山 典子

9～15 片山 典子

16～20 片山 典子

21・22 片山 典子

23・24 片山 典子

25・26 片山 典子

27～30 片山 典子

事前・事後学習
留意事項

個人課題とプレゼンテーションに基づき、ディスカッションを行い、展開する。

評価 出席状況、各自の課題についてのプレゼンテーション内容、レポートにより総合的に判断する。

教科書 適宜、関連資料を配布する。

参考図書
参考WEBページ

看護研究　原理と方法「第2版］　D.F.ポーリット& C.T.ベック著　近道潤子監訳
その他適宜、紹介する。

精神看護学における研究方法②
精神看護学における量的研究方法に関する検討
精神の健康問題とその関連要因に関する研究テーマをもと
に量的研究方法、分析方法を検討する。

精神看護学における研究方法③
精神看護学における実験研究に関する検討
精神の健康問題とその関連要因に関する研究テーマをもと
に実験研究方法、分析方法を検討する。

研究課題および研究方法の検討
自らの研究課題および研究方法に関するプレゼンテーショ
ンを行い、参加者でディスカッションをとおして研究計画を
検討する。

精神保健医療福祉等の施設における
フィールドワーク②（フィールドワーク
の実際）

精神保健医療福祉等の施設における精神看護実践から高
度専門看護職に求められる課題・援助方法を検討する

精神保健医療福祉等の施設における
フィールドワーク③（フィールドワーク
分析）

精神保健医療福祉等の施設における精神看護実践から高
度専門看護職に求められる課題・援助方法を検討する

精神看護学における研究方法①
精神看護学における質的研究方法に関する検討
精神の健康問題とその関連要因に関する研究テーマをもと
に質的研究方法、分析方法を検討する。

精神看護学における文献クリティーク
③

精神に関する健康問題とその関連要因に関する文献検討
各自の関心のあるテーマの文献クリティークに関するプレ
ゼンテーションに基づき、参加者でディスカッションを行い、
検討する。

精神看護学における文献クリティーク
③

精神に関する健康問題とその関連要因に関する文献検討
各自の関心のあるテーマの文献クリティークに関するプレ
ゼンテーションに基づき、参加者でディスカッションを行い、
検討する。

精神保健医療福祉等の施設における
フィールドワーク①（フィールドワーク
の企画）

精神保健医療福祉等の施設における精神看護実践から高
度実践看護職に求められる課題・援助方法を検討する

テーマ 内容

精神看護学における文献クリティーク
①

精神看護学における文献クリティークの進め方について概
説する。

精神看護学における文献クリティーク
②

精神に関する健康問題とその関連要因に関する文献検討
各自の関心のあるテーマの文献クリティークに関するプレ
ゼンテーションに基づき、参加者でディスカッションを行い、
検討する。

1）精神看護学の視点から文献検討、フィールドワークを踏まえ、自らの研究課題を明確にすることができる。
2）自らの研究課題に沿って、これまでの研究動向、現状と課題、関連する概念や理論を整理することができる。
3）自らの研究課題に沿った研究方法を検討し、研究計画を検討できる。

授業科目名 科目担当教員

精神保健医療学演習 片山 典子

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 片山 典子

授業概要

精神看護学の視点から介入技法や看護実践のあり方を先行研究やフィールドワークを踏まえ検討し、自らの研究課題の明確化をはかる。
また精神看護学特論Ⅰ・Ⅱを基盤に精神医療保健福祉に関する現状と課題を踏まえ、研究課題の解決に向けて研究方法を探求する。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 牛田 貴子

2 牛田 貴子

3 牛田 貴子

4 牛田 貴子

5 牛田 貴子

6 牛田 貴子

7 牛田 貴子

8 牛田 貴子

9 牛田 貴子

10 牛田 貴子

11 牛田 貴子

12 牛田 貴子

13 牛田 貴子

14 牛田　貴子

15 牛田 貴子
生活の場の選択に関する今後の課
題

生活の場の選択に関する今後の社会的課題と医療につい
て検討する。

評価 プレゼンテーション内容、ディスカッションへの貢献度、出席状況による総合評価

教科書 黒田裕子:看護診断のための　よくわかる中範囲理論　第2版、Gakken、2015

生活と医療に関する研究
④通所系サービス

通所系サービスでの生活を題材とした研究を取り上げ、研
究背景を検討する

生活の場の移行時の医療に関する
研究①

生活の場の移行を題材とした研究を取り上げ、臨床実践と
研究の動向を検討する

生活の場の移行時の医療に関する
研究②

高齢者の生活の場の移行を題材とした研究を取り上げ、臨
床実践と研究の動向を検討する

生活と医療に関する研究
①医療施設

急性期-回復期-終末期の入院生活を題材とした研究を取
り上げ、研究背景を検討する

生活と医療に関する研究
②介護保険施設

介護保険施設での生活を題材とした研究を取り上げ、研究
背景を検討する

生活と医療に関する研究
③地域密着型サービス

地域密着型サービスでの生活を題材とした研究を取り上
げ、研究背景を検討する

概念、理論・モデルと高齢者の医療
⑥情緒的中範囲理論

ストレス・コーピング理論、危機理論等を活用した臨床実践
の紹介と検討

概念、理論・モデルと高齢者の医療
⑦社会的中範囲理論

役割理論、家族理論等を活用した臨床実践の紹介と検討

高齢者の医療と福祉の変遷
高齢者に関する保健医療福祉施策、保健衛生統計、保健
医療福祉に関する人々の意識の変化を概観する

概念、理論・モデルと高齢者の医療
③ライフレビュー

ライフレビューを活用した看護実践の紹介と検討

概念、理論・モデルと高齢者の医療
④保健行動的中範囲理論

セルフケア理論、保健行動理論等を活用した臨床実践の
紹介と検討

概念、理論・モデルと高齢者の医療
⑤認知的中範囲理論

自己概念、自己尊重、ポディイメージ等を活用した臨床実
践の紹介と検討

テーマ 内容

概念、理論・モデルと高齢者の医療
①生活機能・障害・健康の国際分類
(ICF)

ICFモデルを活用した臨床実践の紹介と検討

概念、理論・モデルと高齢者の医療
②ストレングスモデル

ストレングスモデルを活用した臨床実践の紹介と検討

1）生活の場の選択と移行に関連する課題を、概念、理論・モデルを用いて解釈や分析し、課題解決の見通しを立てることができる。
2）保健医療福祉施策、保健衛生統計、保健医療福祉に関する人々の意識の変化について理解できる。
3）人々の生活を、医療機関、介護保険施設、地域密着型サービス、通所系サービスというさまざまな暮らしの場の特徴から理解できる。
4）意思決定や生活の場の選択と移行に関する臨床実践と研究の動向を検討できる。
5）学習過程を通して自らの臨床実践における対象理解および実践の根拠等について他者に説明できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学特論Ⅰ 牛田 貴子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 牛田 貴子

授業概要

  生活の場の選択と移行を中心課題に取り上げ、人々が暮らす社会と健康、医療専門職のあり方について検討することを通して、医療保健
福祉の現場における臨床問題解決力と情報発信力を高める。関連する概念、理論・モデルに関する学修を土台に、自らが培ってきた臨床
での経験知を明確にし、対象理解の方法を拡大する。さらに研究の動向を概観し、背景となっている保健医療福祉施策、保健衛生統計、保
健医療福祉に関する人々の意識の変化などの理解を深める。

到達目標
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参考図書
参考WEBページ.

E.H.エリクソンほか著、朝長正徳ほか訳:老年期　生き生きしたかかわりあい、みすず書房1990
上田敏:ICFの理解と活用　人が「生きること」「生きることの困難(障害)」をどうとらえるか、きょうされ
ん、2005
萱間真美:リカバリー・退院支援・地域連携のための　ストレングスモデル実践活用術、医学書院、
2016
野口裕二:物語としてのケア ナラティヴ・アプローチの世界へ、医学書院、2002
ロバート・アトキンソン著、塚田守訳:私たちの中にある物語　人生のストーリーを書く意義と方法、ミネ
ルヴァ書房、2006
その他、適宜紹介する

事前・事後学習   留意事項
プレゼンテーションとディスカッションで授業を展開する。プレゼンテーション担当部分は、初回に提示
する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 鶴見 隆正

2 鶴見 隆正

3 鶴見 隆正

4 鶴見 隆正

5 小林 和彦

6 小林 和彦

7 小林 和彦

8 小林 和彦

9 田島　明子

10 田島　明子

11 田島　明子

12 田島　明子

13 田島　明子

14 鈴木　雄介

15 鈴木　雄介

参考図書
参考WEBページ

リハビリテーションの歩み　上田敏　著　医学書院

事前・事後学習
留意事項

各単元のテーマ、内容について事前学習し、講義後は課題について自学自習すること

地域在住障害者に対する生活支援法

地域で生活する高次脳機能障害者の社会的役割の獲得など
を踏まえた生活支援を中心に、その評価と家族支援を含む生
活支援のアプローチ法などについて論理的、実践的に教授す
る

評価 主体的な学修ならびに課題遂行とレポートから総合的に評価する

教科書 随時、資料を配布する

地域生活支援と作業療法④
パーソンセンタードケア・権利モデルの観点から地域生活支援
の課題を考える

地域生活支援と作業療法⑤
歴史的観点から作業療法学の系譜を知り、今後の作業療法の
課題について考える

地域在住障害者における認知課題
地域在住の高次脳機能障害者に関する実態と課題を教授す
る

地域生活支援と作業療法①
介護保険制度下における地域リハビリテーション業種の現状と
課題について教授する

地域生活支援と作業療法②
ヘルスプロモーション・健康生成論の観点から地域生活支援
の課題を考える

地域生活支援と作業療法③
障害学・障害の社会モデルの観点から地域生活支援の課題を
考える

行動科学による生活支援法① 行動科学の理論と技法の基本を学ぶ

行動科学による生活支援法② ADL指導や生活支援者への行動科学的指導法の実践を学ぶ

行動科学による生活支援法③ 介護職、家族などの生活支援者に対する指導法を学ぶ

地域生活支援①
限界集落の生活者、医療保険や介護保険下の高齢者の生活
行動や社会的参加などの現状と課題を分析し学ぶ

地域生活支援②
高齢者、障害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課
題を分析したうえでの支援法を学ぶ

行動科学と生活支援
介護保険下の老人保健施設などで利用者がより主体的な生
活行動を行動科学的に学修する

テーマ 内容

高齢・障害児・者のある地域生活実態
わが国の人口構成、障害児・者の推移、疾病構造の変遷を踏
まえ、医療社会保険システムとの関連を教授する

医療と地域連携
医療システムと介護保険システムの連携と継続の実態につい
て学び、課題とアプローチについて教授する

1）地域生活支援とリハビリテーション医療との関連性を医学・社会・心理学的な関連性を論理的に学び理解できる。
2）介護保険下の諸施設と在宅支援のシステムに加え、在宅障害児・者の地域生活支援の課題を理解し、実践的な取り組みを理解できる。
3）在宅生活者や施設利用者に対する支援者並びに専門職における生活指導、ADL指導を行動科学的に対処できる。
4）認知症に対する特性を評価把握し、地域生活者・家族等の認知レベルを踏まえた生活支援アプローチ法を理解できる。
5）介護保険下での通所リハ、グループホーム等における利用者の生活機能レベル等を踏まえた生活支援を論理的に理解できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学特論Ⅱ 鶴見 隆正 ・ 小林 和彦 ・ 鈴木　雄介 ・ 田島　明子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 鶴見　隆正

授業概要

医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課題をリハビリテーション医
療の視点で分析し、同時に地域の社会資源が地域生活支援に果たす機能や高齢者、障害児・者に対する在宅生活支援あるいは高次脳機能障
害者の復職支援の実践を多角的に学修する。本科目では、地域包括ケアシステムや介護保険下の施設、通所リハビリテーション等における地
域生活支援を理論的・実践的に探究することを目的に、高齢者、障害児・者が地域社会において自立的生活を推進できるための身体機能と生
活環境調整等の関連性を理論的に学ぶ。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 鶴見 隆正

2 鶴見 隆正

3 鶴見 隆正

4 鶴見 隆正

5 小林 和彦

6 小林 和彦

7 小林 和彦

8 小林 和彦

9 田島　明子

10 田島　明子

11 田島　明子

12 田島　明子

13 田島　明子

14 鈴木　雄介

15 鈴木　雄介

1）地域生活支援とリハビリテーション医療との関連性を医学・社会・心理学的な関連性を論理的に学び理解できる。
2）介護保険下の諸施設と在宅支援のシステムに加え、在宅障害児・者の地域生活支援の課題を理解し、実践的な取り組みを理解できる。
3）在宅生活者や施設利用者に対する支援者並びに専門職における生活指導、ADL指導を行動科学的に対処できる。
4）認知症に対する特性を評価把握し、地域生活者・家族等の認知レベルを踏まえた生活支援アプローチ法を理解できる。
5）介護保険下での通所リハ、グループホーム等における利用者の生活機能レベル等を踏まえた生活支援を論理的に理解できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学特論Ⅱ 鶴見 隆正 ・ 小林 和彦 ・ 田島　明子 ・ 鈴木　雄介

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 鶴見　隆正

授業概要

医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課題をリハビリテーション医
療の視点で分析し、同時に地域の社会資源が地域生活支援に果たす機能や高齢者、障害児・者に対する在宅生活支援あるいは高次脳機能障
害者の復職支援の実践を多角的に学修する。本科目では、地域包括ケアシステムや介護保険下の施設、通所リハビリテーション等における地
域生活支援を理論的・実践的に探究することを目的に、高齢者、障害児・者が地域社会において自立的生活を推進できるための身体機能と生
活環境調整等の関連性を理論的に学ぶ。

到達目標

テーマ 内容

高齢・障害児・者のある地域生活実態
わが国の人口構成、障害児・者の推移、疾病構造の変遷を踏
まえ、医療社会保険システムとの関連を教授する

医療と地域連携
医療システムと介護保険システムの連携と継続の実態につい
て学び、課題とアプローチについて教授する

地域生活支援①
限界集落の生活者、医療保険や介護保険下の高齢者の生活
行動や社会的参加などの現状と課題を分析し学ぶ

地域生活支援②
高齢者、障害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課
題を分析したうえでの支援法を学ぶ

行動科学と生活支援
介護保険下の老人保健施設などで利用者がより主体的な生
活行動を行動科学的に学修する

行動科学による生活支援法① 行動科学の理論と技法の基本を学ぶ

行動科学による生活支援法② ADL指導や生活支援者への行動科学的指導法の実践を学ぶ

行動科学による生活支援法③ 介護職、家族などの生活支援者に対する指導法を学ぶ

地域生活支援と作業療法①
介護保険制度下における地域リハビリテーション業種の現状と
課題について教授する

地域生活支援と作業療法②
ヘルスプロモーション・健康生成論の観点から地域生活支援
の課題を考える

地域生活支援と作業療法③
障害学・障害の社会モデルの観点から地域生活支援の課題を
考える

地域生活支援と作業療法④
パーソンセンタードケア・権利モデルの観点から地域生活支援
の課題を考える

地域生活支援と作業療法⑤
歴史的観点から作業療法学の系譜を知り、今後の作業療法の
課題について考える

地域在住障害者における認知課題
地域在住の高次脳機能障害者に関する実態と課題を教授す
る

参考図書
参考WEBページ

リハビリテーションの歩み　上田敏　著　医学書院

事前・事後学習
留意事項

各単元のテーマ、内容について事前学習し、講義後は課題について自学自習すること

地域在住障害者に対する生活支援法

地域で生活する高次脳機能障害者の社会的役割の獲得など
を踏まえた生活支援を中心に、その評価と家族支援を含む生
活支援のアプローチ法などについて論理的、実践的に教授す
る

評価 主体的な学修ならびに課題遂行とレポートから総合的に評価する

教科書 随時、資料を配布する
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 牛田 貴子

2 牛田 貴子

3 牛田 貴子

4 牛田 貴子

5 牛田 貴子

6 石井 映幸

7 石井 映幸

8 牛田 貴子

9 牛田 貴子

10 小林　紀明

11 小林　紀明

12 鈴木　雄介

13 鈴木　雄介

14
牛田・石井
小林・鈴木

15 牛田 貴子

参考図書
参考WEBページ

適宜紹介する

事前・事後学習
留意事項

①は講義、②③はプレゼンテーションやディスカッションを中心に授業展開する。

複雑な事例への多職種による認知症
ケア③

認知症ケアにおける権利擁護と多職種によるチームアプ
ローチ(まとめ)

評価 レポートまたはプレゼンテーション内容、ディスカッションへの貢献度、出席状況による総合評価

教科書 適宜紹介する

作業療法士の視点による認知症ケア
①

作業療法士の視点から高次脳機能の側面、人間作業モ
デル、役割獲得に焦点を当てた知識と介入の実際

作業療法士の視点による認知症ケア
②

作業療法士の視点から高次脳機能の側面、人間作業モ
デル、役割獲得に焦点を当てた知識と介入の実際

複雑な事例への多職種による認知症
ケア②

複雑な紙上事例に関して、学生を含む多職種参加の模擬
検討会

看護師の視点による認知症ケア②
医療機関および高齢者施設での看護の視点による認知
症ケアの基盤となる知識と介入の実際

訪問看護師の視点による認知症ケア
①

居宅での看護の視点による認知症ケアの基盤となる知識
と介入の実際

訪問看護師の視点による認知症ケア
②

居宅での看護の視点による認知症ケアの基盤となる知識
と介入の実際

医師の視点による認知症ケア①
病態、検査、診断、予防、治療等、認知症ケアの基盤とな
る知識と治療的アプローチの実際

医師の視点による認知症ケア②
病態、検査、診断、予防、治療等、認知症ケアの基盤とな
る知識と治療的アプローチの実際

看護師の視点による認知症ケア①
医療機関および高齢者施設での看護の視点による認知
症ケアの基盤となる知識と介入の実際

認知症者の家族①
介護負担感と介護肯定感ほか家族の健康課題の理解と
支援

認知症者の家族②
介護負担感と介護肯定感ほか家族の健康課題の理解と
支援

複雑な事例への多職種による認知症
ケア①

身体、心理、社会的健康課題が複雑な事例への医療・福
祉専門職によるチームアプローチ

テーマ 内容

当事者が体験している世界①
仮想体験、書籍や視聴覚教材による認知症当事者の理
解

当事者が体験している世界②
仮想体験、書籍や視聴覚教材による認知症当事者の理
解

1）認知症者が体験している世界に体験的に近づける。
2）認知症者の介護家族の健康課題と支援について理解する。
3）複雑な健康課題を持つ認知症事例に対してどのように理解し介入するか、自らの専門性から具体的に述べられる。
4）認知症ケアに関係する他の職種の専門性とその発揮の方法を理解する。
5）認知症ケアにおける権利擁護と多職種によるチームアプローチについて検討できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学特論Ⅲ 牛田 貴子 ・ 石井 映幸 ・ 鈴木　雄介 ・ 小林　紀明

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 牛田　貴子

授業概要

認知症当事者とその家族の体験と、専門職によるチームアプローチについて取り上げる。医療機関および高齢者施設に勤務する看護師、
訪問看護師、作業療法士、医師が、それぞれの専門の視点から認知症ケアをどのように考え、どう介入していくのかについて理解し、自らの
専門性をどのように発揮するのかについて検討する。

到達目標

62

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 牛田 貴子

2 牛田 貴子

3 牛田 貴子

4 牛田 貴子

5 牛田 貴子

6 石井 映幸

7 石井 映幸

8 牛田 貴子

9 牛田 貴子

10 小林　紀明

11 小林　紀明

12 鈴木　雄介

13 鈴木　雄介

14
牛田・石井
小林・鈴木

15 牛田 貴子

1）認知症者が体験している世界に体験的に近づける。
2）認知症者の介護家族の健康課題と支援について理解する。
3）複雑な健康課題を持つ認知症事例に対してどのように理解し介入するか、自らの専門性から具体的に述べられる。
4）認知症ケアに関係する他の職種の専門性とその発揮の方法を理解する。
5）認知症ケアにおける権利擁護と多職種によるチームアプローチについて検討できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学特論Ⅲ 牛田 貴子 ・ 石井 映幸 ・ 小林　紀明 ・ 鈴木　雄介

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 牛田　貴子

授業概要

認知症当事者とその家族の体験と、専門職によるチームアプローチについて取り上げる。医療機関および高齢者施設に勤務する看護師、
訪問看護師、作業療法士、医師が、それぞれの専門の視点から認知症ケアをどのように考え、どう介入していくのかについて理解し、自らの
専門性をどのように発揮するのかについて検討する。

到達目標

テーマ 内容

当事者が体験している世界①
仮想体験、書籍や視聴覚教材による認知症当事者の理
解

当事者が体験している世界②
仮想体験、書籍や視聴覚教材による認知症当事者の理
解

認知症者の家族①
介護負担感と介護肯定感ほか家族の健康課題の理解と
支援

認知症者の家族②
介護負担感と介護肯定感ほか家族の健康課題の理解と
支援

複雑な事例への多職種による認知症
ケア①

身体、心理、社会的健康課題が複雑な事例への医療・福
祉専門職によるチームアプローチ

医師の視点による認知症ケア①
病態、検査、診断、予防、治療等、認知症ケアの基盤とな
る知識と治療的アプローチの実際

医師の視点による認知症ケア②
病態、検査、診断、予防、治療等、認知症ケアの基盤とな
る知識と治療的アプローチの実際

看護師の視点による認知症ケア①
医療機関および高齢者施設での看護の視点による認知
症ケアの基盤となる知識と介入の実際

看護師の視点による認知症ケア②
医療機関および高齢者施設での看護の視点による認知
症ケアの基盤となる知識と介入の実際

訪問看護師の視点による認知症ケア
①

居宅での看護の視点による認知症ケアの基盤となる知識
と介入の実際

訪問看護師の視点による認知症ケア
②

居宅での看護の視点による認知症ケアの基盤となる知識
と介入の実際

作業療法士の視点による認知症ケア
①

作業療法士の視点から高次脳機能の側面、人間作業モ
デル、役割獲得に焦点を当てた知識と介入の実際

作業療法士の視点による認知症ケア
②

作業療法士の視点から高次脳機能の側面、人間作業モ
デル、役割獲得に焦点を当てた知識と介入の実際

複雑な事例への多職種による認知症
ケア②

複雑な紙上事例に関して、学生を含む多職種参加の模擬
検討会

参考図書
参考WEBページ

適宜紹介する

事前・事後学習
留意事項

①は講義、②③はプレゼンテーションやディスカッションを中心に授業展開する。

複雑な事例への多職種による認知症
ケア③

認知症ケアにおける権利擁護と多職種によるチームアプ
ローチ(まとめ)

評価 レポートまたはプレゼンテーション内容、ディスカッションへの貢献度、出席状況による総合評価

教科書 適宜紹介する
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1～2 羽生貞親

3～8 羽生貞親

9～10 羽生貞親

11～14 牛田 貴子

15～16 牛田 貴子

17～20 牛田 貴子

21～22 牛田 貴子

23～29 牛田 貴子

30 牛田 貴子

参考図書
参考WEBページ

Pamela J.Brink,Marilynn. J.Wood著、小玉香津子、輪湖史子訳:看護研究計画書　作成の基本ステップ、
日本看護協会出版会、1999年
牧本清子編集:エビデンスに基づく看護実践のためのシステマティックレビュー、日本看護協会出版会、
2013年
ジュディス・ガラード著、阿部陽子訳:看護研究のための文献レビュー　マトリックス方式、医学書院、
2012年

事前・事後学習
留意事項

初回とフィールドワークを除き、毎回プレゼンテーションとディスカッションで進めます。フィールドワークで
は自らの課題探索過程をレポートします。さらに生活支援医療の実践の場や状況を理解するための研究
方法として、質的分析を体験します。

看護研究計画素案の作成と検討
これまでの学修をもとに看護研究計画の素案を作成し、検討
する

評価 レポート、プレゼンテーション内容、ディスカッションへの貢献度、出席状況による総合評価

教科書

山川みえ、牧本清子編著:よくわかる看護研究論文のクリティーク、日本看護協会出版会、2014年
大木秀一:文献レビューのきほん、医歯薬出版株式会社、2013年
Immy Holloway、Stephanie Wheeler著、野口美和子監訳:ナースのための質的研究入門　第2版、医学書
院、2006

フィールドワーク②
研究計画の作成を希望するフィールドもしくは近似するフィー
ルドにおいて、探索的に実践を見学(一部参加)し、実践と研究
の課題について探究する

質的研究の特質と倫理的課題
質的研究と量的研究の特徴比較、質的研究の特徴と目的、
参加観察とデータとしての記録物

質的分析の実際 関心のあるテーマの記述データの質的分析の実施

文献統合
文献統合の方法、レビュー・マトリックスの考え方と方法
レビュー論文を用いた文献統合に関する検討

フィールドワーク①
関心のあるフィールドにおいて、探索的に見学(一部参加)し、
研究の意義、研究実施上の課題について探究する。

生活支援医療における実践と研究の
倫理的な課題

対象特性・フィールド特性から実践と研究の倫理的な課題につ
いて検討

テーマ 内容

文献検索
探索的な文献検索と系統的な文献検索
選択基準と検索の方法、検索の実際

文献クリティーク
クリティーク(批判的吟味)の目的と方法、さまざまな研究デザイ
ンの文献クリティークの実際、クリティークチェックシートを用い
た関心を持つテーマの批評的検討

1）生活支援医療における文献クリティークの方法を理解し、ツールを用いたクリティークの結果を説明できる。
2）さまざまな研究方法による原著論文をクリティークを通して、研究デザインの特徴を比較できる。
3）文献統合の方法を理解し、研究活動に活用できるレビューマトリックス作成の見通しが立てられる。
4）生活支援医療における実践と研究の倫理的な課題について、対象特性・フィールド特性から検討できる。
5)質的分析により「イーミック」な見方や文脈化などを体験し、研究課題に応じた研究デザインについて検討できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学演習Ⅰ 牛田 貴子 ・ 羽生貞親

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 牛田　貴子

授業概要

病院、施設、居宅など多様な生活の場で展開される医療の実践、さまざまな健康レベルの健康(安寧な死)を支援する医療の実践に関して、文献
のクリティークとフィールドワークを行い、倫理的課題、研究デザインの特徴、施策化の提言を含む研究の発展性などを検討し、倫理的判断能
力、研究計画力を高める。
さらに生活支援医療の実践の場や状況で動的に展開する現象を質的に分析し、全体論的な捉え方を体験する。

到達目標

63

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1～2 羽生 貞親

3～8 羽生 貞親

9～10 羽生 貞親

11～14 牛田 貴子

15～16 牛田 貴子

17～20 牛田 貴子

21～22 牛田 貴子

23～29 牛田 貴子

30 牛田 貴子

1）生活支援医療における文献クリティークの方法を理解し、ツールを用いたクリティークの結果を説明できる。
2）さまざまな研究方法による原著論文をクリティークを通して、研究デザインの特徴を比較できる。
3）文献統合の方法を理解し、研究活動に活用できるレビューマトリックス作成の見通しが立てられる。
4）生活支援医療における実践と研究の倫理的な課題について、対象特性・フィールド特性から検討できる。
5)質的分析により「イーミック」な見方や文脈化などを体験し、研究課題に応じた研究デザインについて検討できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学演習Ⅰ 羽生 貞親 ・ 牛田 貴子

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 牛田　貴子

授業概要

病院、施設、居宅など多様な生活の場で展開される医療の実践、さまざまな健康レベルの健康(安寧な死)を支援する医療の実践に関して、文献
のクリティークとフィールドワークを行い、倫理的課題、研究デザインの特徴、施策化の提言を含む研究の発展性などを検討し、倫理的判断能
力、研究計画力を高める。
さらに生活支援医療の実践の場や状況で動的に展開する現象を質的に分析し、全体論的な捉え方を体験する。

到達目標

テーマ 内容

文献検索
探索的な文献検索と系統的な文献検索
選択基準と検索の方法、検索の実際

文献クリティーク
クリティーク(批判的吟味)の目的と方法、さまざまな研究デザイ
ンの文献クリティークの実際、クリティークチェックシートを用い
た関心を持つテーマの批評的検討

文献統合
文献統合の方法、レビュー・マトリックスの考え方と方法
レビュー論文を用いた文献統合に関する検討

フィールドワーク①
関心のあるフィールドにおいて、探索的に見学(一部参加)し、
研究の意義、研究実施上の課題について探究する。

生活支援医療における実践と研究の
倫理的な課題

対象特性・フィールド特性から実践と研究の倫理的な課題につ
いて検討

フィールドワーク②
研究計画の作成を希望するフィールドもしくは近似するフィー
ルドにおいて、探索的に実践を見学(一部参加)し、実践と研究
の課題について探究する

質的研究の特質と倫理的課題
質的研究と量的研究の特徴比較、質的研究の特徴と目的、
参加観察とデータとしての記録物

質的分析の実際 関心のあるテーマの記述データの質的分析の実施

参考図書
参考WEBページ

Pamela J.Brink,Marilynn. J.Wood著、小玉香津子、輪湖史子訳:看護研究計画書　作成の基本ステップ、
日本看護協会出版会、1999年
牧本清子編集:エビデンスに基づく看護実践のためのシステマティックレビュー、日本看護協会出版会、
2013年
ジュディス・ガラード著、阿部陽子訳:看護研究のための文献レビュー　マトリックス方式、医学書院、
2012年

事前・事後学習
留意事項

初回とフィールドワークを除き、毎回プレゼンテーションとディスカッションで進めます。フィールドワークで
は自らの課題探索過程をレポートします。さらに生活支援医療の実践の場や状況を理解するための研究
方法として、質的分析を体験します。

看護研究計画素案の作成と検討
これまでの学修をもとに看護研究計画の素案を作成し、検討
する

評価 レポート、プレゼンテーション内容、ディスカッションへの貢献度、出席状況による総合評価

教科書

山川みえ、牧本清子編著:よくわかる看護研究論文のクリティーク、日本看護協会出版会、2014年
大木秀一:文献レビューのきほん、医歯薬出版株式会社、2013年
Immy Holloway、Stephanie Wheeler著、野口美和子監訳:ナースのための質的研究入門　第2版、医学書
院、2006
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 鶴見 隆正

3・4 鶴見 隆正

5・6 鶴見 隆正

7・8 鶴見 隆正

9・10 小林　和彦

11・12 小林　和彦

13・14 小林和彦

15・16 小林　和彦

17・18 田島　明子

19・20 田島　明子

21・22 田島　明子

23・24 田島　明子

25・26 田島　明子

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション④

パーソンセンタードケア・権利モデルにまつわる地域生活
支援の関連文献を輪読し、実践課題を討議する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション⑤

社会的処方・ソーシャルキャピタル・健康格差にまつわる
地域生活支援の関連文献を輪読し、実践課題を討議す
る。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション①

介護保険制度下における地域リハビリテーションの現状
について関連文献を紹介し、実践課題を討議する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション②

ヘルスプロモーション・健康生成論にまつわる地域生活支
援の関連文献を輪読し、実践課題を討議する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション③

障害学・障害の社会モデルにまつわる地域生活支援の関
連文献を輪読し、実践課題を討議する。

地域在住高齢者・障害者に対する行
動モデルによるアプローチ方法

高齢者・障害者の生活行動や社会的参加などの現状と課
題を行動分析学の視点から討議し、アプローチの視点に
ついて享受する。

地域在住高齢者・障害者に対する行
動モデルによる分析方法

高齢者・障害者の生活行動や社会的参加における問題
について議論し、行動分析学の視点から、その分析方法
について教授する。

地域生活支援としての行動科学の実
践

地域包括ケアシステムを軸に老人保健施設利用者、在宅
生活者などの主体的な生活行動へのアプローチについ
て、行動分析学の視点から教授する。

地域生活者支援のシステムと効用
①

医療システムと介護保険システムの連携と、他の社会資
源を活用した障害児・者の地域生活者支援の理想的なア
プローチを文献的かつ実践的に討議学修する。

地域生活者支援のシステムと効用
②

地域生活者と医療・介護保険システムの連携と、他の社
会資源を活用した障害児・者の地域生活者支援の理想的
なアプローチを文献的かつ実践的に討議学修する。

行動分析学の基礎と応用
行動分析学の理論と技法の基本を学ぶ。書籍・文献、資
料を基に教授する。

テーマ 内容

地域生活者の実態と課題　①
障害者の推移、疾病構造の変遷を踏まえ、リハビリテー
ションの視点と医療社会保険システムとの関連を文献抄
読し、問題点や課題を明確にする。

地域生活者の実態と課題　②
地域生活者の実態と課題　①を基にリハビリテーションの
視点と医療社会保険システムとの関連を文献抄読し、多
角的に討議し、解決案を思考する。

1）地域生活支援とリハビリテーションの関連性を医学・社会・心理学的な関連性を論理的に主体的に討議し説明ができる。
2）介護保険下の諸施設と在宅支援のシステムと地域生活支援の課題と実践的支援を行動科学的に説明し取り組みを理解できる。
3）認知症に対する特性を評価把握し、地域生活者・家族等の認知レベルを踏まえた生活支援アプローチ法に関する課題と対処法について
討議し、説明ができる。
4）介護保険下での通所リハ、グループホーム等における利用者の生活機能レベル等の課題を抽出し、それを法律的、行政的論点でを踏ま
えた生活支援を議論し説明できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学演習Ⅱ 鶴見 隆正 ・ 小林 和彦 ・ 鈴木　雄介 ・ 田島　明子

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 鶴見　隆正

授業概要

本演習科目では、医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課題を
文献や報告書等で抽出する。それを基盤にしながら同時に地域の社会資源を調査分析を加え高齢者、高次脳機能障害者、障害児・者に対
する在宅生活支援を復職支援なども含め多角的に議論し、地域包括ケアシステムや介護保険下の施設や通所リハビリテーション等における
具体的な地域生活支援を自ら考え討論し、効果的な地域生活支援を論理的かつ実践的に演習科目として学修する。

到達目標
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演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 鶴見 隆正

3・4 鶴見 隆正

5・6 鶴見 隆正

7・8 鶴見 隆正

9・10 小林　和彦

11・12 小林　和彦

13・14 小林和彦

15・16 小林　和彦

17・18 田島　明子

19・20 田島　明子

21・22 田島　明子

23・24 田島　明子

25・26 田島　明子

1）地域生活支援とリハビリテーションの関連性を医学・社会・心理学的な関連性を論理的に主体的に討議し説明ができる。
2）介護保険下の諸施設と在宅支援のシステムと地域生活支援の課題と実践的支援を行動科学的に説明し取り組みを理解できる。
3）認知症に対する特性を評価把握し、地域生活者・家族等の認知レベルを踏まえた生活支援アプローチ法に関する課題と対処法について
討議し、説明ができる。
4）介護保険下での通所リハ、グループホーム等における利用者の生活機能レベル等の課題を抽出し、それを法律的、行政的論点でを踏ま
えた生活支援を議論し説明できる。

授業科目名 科目担当教員

生活支援医療学演習Ⅱ 鶴見 隆正 ・ 小林 和彦 ・ 田島　明子 ・ 鈴木　雄介

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 鶴見　隆正

授業概要

本演習科目では、医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障害児・者の生活行動や社会的参加などの現状と課題を
文献や報告書等で抽出する。それを基盤にしながら同時に地域の社会資源を調査分析を加え高齢者、高次脳機能障害者、障害児・者に対
する在宅生活支援を復職支援なども含め多角的に議論し、地域包括ケアシステムや介護保険下の施設や通所リハビリテーション等における
具体的な地域生活支援を自ら考え討論し、効果的な地域生活支援を論理的かつ実践的に演習科目として学修する。

到達目標

テーマ 内容

地域生活者の実態と課題　①
障害者の推移、疾病構造の変遷を踏まえ、リハビリテー
ションの視点と医療社会保険システムとの関連を文献抄
読し、問題点や課題を明確にする。

地域生活者の実態と課題　②
地域生活者の実態と課題　①を基にリハビリテーションの
視点と医療社会保険システムとの関連を文献抄読し、多
角的に討議し、解決案を思考する。

地域生活者支援のシステムと効用
①

医療システムと介護保険システムの連携と、他の社会資
源を活用した障害児・者の地域生活者支援の理想的なア
プローチを文献的かつ実践的に討議学修する。

地域生活者支援のシステムと効用
②

地域生活者と医療・介護保険システムの連携と、他の社
会資源を活用した障害児・者の地域生活者支援の理想的
なアプローチを文献的かつ実践的に討議学修する。

行動分析学の基礎と応用
行動分析学の理論と技法の基本を学ぶ。書籍・文献、資
料を基に教授する。

地域在住高齢者・障害者に対する行
動モデルによるアプローチ方法

高齢者・障害者の生活行動や社会的参加などの現状と課
題を行動分析学の視点から討議し、アプローチの視点に
ついて享受する。

地域在住高齢者・障害者に対する行
動モデルによる分析方法

高齢者・障害者の生活行動や社会的参加における問題
について議論し、行動分析学の視点から、その分析方法
について教授する。

地域生活支援としての行動科学の実
践

地域包括ケアシステムを軸に老人保健施設利用者、在宅
生活者などの主体的な生活行動へのアプローチについ
て、行動分析学の視点から教授する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション①

介護保険制度下における地域リハビリテーションの現状
について関連文献を紹介し、実践課題を討議する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション②

ヘルスプロモーション・健康生成論にまつわる地域生活支
援の関連文献を輪読し、実践課題を討議する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション③

障害学・障害の社会モデルにまつわる地域生活支援の関
連文献を輪読し、実践課題を討議する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション④

パーソンセンタードケア・権利モデルにまつわる地域生活
支援の関連文献を輪読し、実践課題を討議する。

地域生活支援と作業療法・リハビリ
テーション⑤

社会的処方・ソーシャルキャピタル・健康格差にまつわる
地域生活支援の関連文献を輪読し、実践課題を討議す
る。

1

27・28 鈴木　雄介

29・30 鈴木　雄介

参考図書
参考WEBページ

リハビリテーションの歩み　上田敏　著　医学書院

事前・事後学習
留意事項

各単元のテーマ、内容について事前学習し、講義後は課題について自学自習すること。

地域在住障害者に対する生活支援法

地域で生活する高次脳機能障害者の社会的役割の獲得
などを踏まえた生活支援を中心に、その評価と家族支援
を含む生活支援のアプローチ法などについて論理的、実
践的に演習を交えて教授する。

評価 主体的な学修ならびに課題遂行とレポートと合わせ総合的に評価する。

教科書 随時、資料を配布する

地域在住障害者における認知課題
地域在住の高次脳機能障害者に関する実態と課題を演
習を交えて教授する。
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27・28 鈴木　雄介

29・30 鈴木　雄介

地域在住障害者における認知課題
地域在住の高次脳機能障害者に関する実態と課題を演
習を交えて教授する。

参考図書
参考WEBページ

リハビリテーションの歩み　上田敏　著　医学書院

事前・事後学習
留意事項

各単元のテーマ、内容について事前学習し、講義後は課題について自学自習すること。

地域在住障害者に対する生活支援法

地域で生活する高次脳機能障害者の社会的役割の獲得
などを踏まえた生活支援を中心に、その評価と家族支援
を含む生活支援のアプローチ法などについて論理的、実
践的に演習を交えて教授する。

評価 主体的な学修ならびに課題遂行とレポートと合わせ総合的に評価する。

教科書 随時、資料を配布する

2



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 1年前期

授業回数 担当教員

1 渡邉眞理

2 渡邉眞理

3～4 渡邉眞理

5～6 渡邉眞理

7 渡邉眞理

8 渡邉眞理

9～10 渡邉眞理

11
渡邉眞理
岡多恵

12
渡邉眞理

清水奈緒美

13 渡邉眞理

がん看護に関する理論の活用⑦家族
支援に関する理論の活用

がん看護に関する理論の活用について、家族支援に関す
る理論の概要と事例への適用についてプレゼンテーション
し、参加者間でディスカッションを通して理解を深める。【プ
レゼンテーション】【ディスカッション】

がん看護に関する理論の活用⑧がん
患者・家族の精神的支援に関する理
論の活用

がん患者および家族の精神的看護に関する理論の概要
と事例への適用についてプレゼンテーションし、参加者間
でディスカッションを通して理解を深める。【プレゼンテー
ション】【ディスカッション】

がん看護に関する理論の活用④セル
フケア理論の活用

がん看護に関する理論の活用について、セルフケア理論
の概要と事例への適用についてプレゼンテーションし、参
加者間でディスカッションを通して理解を深める。【プレゼ
ンテーション】【ディスカッション】

がん看護に関する理論の活用⑤エン
パワメント、自己効力理論の活用

がん看護に関する理論の活用について、エンパワメント、
自己効力理論の概要と事例への適用についてプレゼン
テーションし、参加者間でディスカッションを通して理解を
深める。【プレゼンテーション】【ディスカッション】

がん看護に関する理論の活用⑥全体
性のパラダイムに基づく理論の活用

がん看護に関する理論の活用について、全体性のパラダ
イムに基づく理論の概要と事例への適用についてプレゼ
ンテーションし、参加者間でディスカッションを通して理解
を深める。【プレゼンテーション】【ディスカッション】

がん看護に関する理論の活用①スト
レスコーピング理論の理解と事例へ
の適用

がん看護に関する理論の活用について、ストレスコーピン
グ理論の概要と事例への適用についてプレゼンテーショ
ンし、参加者間でディスカッションを通して理解を深める。
【プレゼンテーション】【ディスカッション】

がん看護に関する理論の活用②危機
理論の理解と事例への適応

がん看護に関する理論の活用について、危機理論の概要
と事例への適用についてプレゼンテーションし、参加者間
でディスカッションを通して理解を深める。【プレゼンテー
ション】【ディスカッション】

がん看護に関する理論の活用③喪
失・悲嘆に関する理論の理解と活用

がん看護に関する理論の活用について、喪失・悲嘆に関
する理論の概要と事例への適用についてプレゼンテー
ションし、参加者間でディスカッションを通して理解を深め
る。【プレゼンテーション】【ディスカッション】

テーマ 内容

オリエンテーション
がん看護に関連する概念、看護モデ
ルの必要性と活用

オリエンテーション
がん看護に関連する概念、看護モデルの必要性と活用に
ついて。【講義】【ディスカッション】

がん医療の歴史と政策、がん看護の
歴史的変遷、高度実践看護師に求め
られる能力

がん医療の歴史と政策、がん看護の歴史的変遷、高度実
践看護実践看護師に求められる能力について概観する。
【講義】

① がん患者・家族の理解と援助の基盤となる諸概念や理論について説明できる。
② がん医療、がん看護の歴史的変遷について理解し、がん看護実践に活用することができる。
③ 各講義でがん看護に関する研究論文をクリティークでき、実践に活用することができる。
④ がん政策について説明できる。
⑤ がん看護における高度実践看護師の役割・機能を具体的に説明することができる。
⑥ がん看護場面での倫理的諸問題について理解を深め倫理調整に必要な知識について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅰ 渡邉眞理 ・ 岡多恵 ・ 清水奈緒美

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん患者および家族に必要な看護を実践するために、がん看護の基盤となる諸概念や理論、関連する研究結果について理解し、活用で
きる。

到達目標
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14～15
渡邉眞理

清水奈緒美

事前・事後学習
留意事項

積極的に授業に臨むこと。授業後は配布資料、教科書等で復習を行い、疑問点を解決すること。

評価

レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況、出席状況等によって総合的に評価する。
・レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性など
を評価する。
・プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッションディ
スカッション能力も重視する。

教科書 適宜提示する。

参考図書
参考WEBページ

・Mary Fran Tracy,Eileen T.O’Grady著,中村美鈴,江川幸二監訳，高度実践看護総合的アプローチ
第2版　6th EDITION, へるす出版，2020．
・筒井真由美 編集, 看護理論家の業績と理論評価，医学書院，2016.
・松木光子 編集,看護倫理学 看護実践における倫理的基盤，NOUVELL HIROKAWA, 2010.

がん看護に関連する倫理的諸問題と
解決法の理解

がん看護に関連する倫理的諸問題と倫理的知識の活用
と倫理的意思決定ツールの活用法等の解決法について
概要と事例への適用についてプレゼンテーションし、参加
者間でディスカッションを通して理解を深める。【プレゼン
テーション】【ディスカッション】
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 渡邉眞理

2 寺本明

3 成松宏人

4 成松宏人

5 大川伸一

6 大川伸一

7 大川伸一

8
渡邉眞理
坂本芳雄

9 大川伸一

10・11 大川伸一

12 　　 石橋芳雄

13 吉見明香

14
渡邉眞理
平野克治

15 渡邉眞理

緩和ケア
診断された時からの緩和医療について理解を深める【講
義】

まとめ

臨床腫瘍学の専門的知識に関してがん看護への適用に
ついて理解を深める。医療・看護職者に対して、がん看護
に対する教育・相談活動に学修内容をいかす。【プレゼン
テーション】【ディスカッション】

難治性がんの治療：肝臓・胆のう・す
い臓がん①②

肝臓がん、膵臓がん、担当がんの特徴と治療について理
解を深める。【講義】

がんと感染症
治療中の易感染状態にあるがん患者の感染症と免疫に
関する理解を深める

サイコオンコロジー サイコオンコロジーについて理解を深める。【講義】

最新のがん治療　②大腸がん 大腸がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

最新のがん治療③肺がん 肺がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

最新のがん治療④乳がん 乳がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

遺伝性腫瘍 遺伝性腫瘍について理解を深める。【講義】

がんの病理診断の基礎 がんの病理診断の基礎について理解を深める。【講義】

最新のがんの治療　①胃がん 胃がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

テーマ 内容

発がんの機序、浸潤、転移の特徴、
がんと免疫　がんゲノム医療と今後の
展望

発がんの機序、浸潤、転移の特徴、がんと免疫、がんの
診断、検査、治療、及び予防、がんゲノム医療について理
解を深める。【講義】

がんの疫学的特性　がん検診のエビ
デンス、がんの統計データの読み方

がんの疫学的特性　がん検診のエビデンスについて理解
を深め、がんの予防及び早期発見のための教育・啓発お
よび相談活動に生かすことができる。【講義】

がん看護特論Ⅱの進め方 本科目のオリエンテーションと学習の進め方

① がんの発生、浸潤、転移の特徴と予防について説明できる。
② がんの疫学、がん検診について説明できる。
③ がんゲノム医療について説明できる。
④ がんの病理（がんの形態・分類）について説明できる。
⑤ がんの診断方法について説明できる。
⑥ 遺伝性腫瘍について説明できる。
⑦ 病態生理に基づいた代表的ながん治療方法について説明できる。
⑧ 治療に伴う有害事象について理解し、必要な看護について説明できる。
⑨ 病態生理に基づいたがん患者の栄養管理について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅱ
渡邉眞理、寺本　明、大川伸一、成松宏人、坂本芳雄、

石橋芳雄、吉見明香、平野克治

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がんの分子生物学、遺伝学を含む病態生理学全般を学び、がん看護に関連した専門的な知識を深め、エビデンスに基づく的確な臨床判
断ができる能力を理解し、活用できる。

到達目標
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講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 渡邉眞理

2 寺本明

3 成松宏人

4 成松宏人

5 大川伸一

6 大川伸一

7 大川伸一

8
渡邉眞理
坂本芳雄

9 大川伸一

10・11 大川伸一

12 　　 石橋芳雄

13 吉見明香

14
渡邉眞理
平野克治

15 渡邉眞理

① がんの発生、浸潤、転移の特徴と予防について説明できる。
② がんの疫学、がん検診について説明できる。
③ がんゲノム医療について説明できる。
④ がんの病理（がんの形態・分類）について説明できる。
⑤ がんの診断方法について説明できる。
⑥ 遺伝性腫瘍について説明できる。
⑦ 病態生理に基づいた代表的ながん治療方法について説明できる。
⑧ 治療に伴う有害事象について理解し、必要な看護について説明できる。
⑨ 病態生理に基づいたがん患者の栄養管理について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅱ
渡邉眞理 ・ 寺本　明 ・ 成松宏人 ・ 大川伸一
坂本芳雄 ・ 石橋芳雄 ・ 吉見明香 ・ 平野克治

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がんの分子生物学、遺伝学を含む病態生理学全般を学び、がん看護に関連した専門的な知識を深め、エビデンスに基づく的確な臨床判
断ができる能力を理解し、活用できる。

到達目標

テーマ 内容

発がんの機序、浸潤、転移の特徴、
がんと免疫　がんゲノム医療と今後の
展望

発がんの機序、浸潤、転移の特徴、がんと免疫、がんの
診断、検査、治療、及び予防、がんゲノム医療について理
解を深める。【講義】

がんの疫学的特性　がん検診のエビ
デンス、がんの統計データの読み方

がんの疫学的特性　がん検診のエビデンスについて理解
を深め、がんの予防及び早期発見のための教育・啓発お
よび相談活動に生かすことができる。【講義】

がん看護特論Ⅱの進め方 本科目のオリエンテーションと学習の進め方

遺伝性腫瘍 遺伝性腫瘍について理解を深める。【講義】

がんの病理診断の基礎 がんの病理診断の基礎について理解を深める。【講義】

最新のがんの治療　①胃がん 胃がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

最新のがん治療　②大腸がん 大腸がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

最新のがん治療③肺がん 肺がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

最新のがん治療④乳がん 乳がんの診断と治療について理解を深める。【講義】

難治性がんの治療：肝臓・胆のう・す
い臓がん①②

肝臓がん、膵臓がん、担当がんの特徴と治療について理
解を深める。【講義】

がんと感染症
治療中の易感染状態にあるがん患者の感染症と免疫に
関する理解を深める

サイコオンコロジー サイコオンコロジーについて理解を深める。【講義】

緩和ケア
診断された時からの緩和医療について理解を深める【講
義】

まとめ

臨床腫瘍学の専門的知識に関してがん看護への適用に
ついて理解を深める。医療・看護職者に対して、がん看護
に対する教育・相談活動に学修内容をいかす。【プレゼン
テーション】【ディスカッション】

1

教科書 適宜提示する。

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する。

事前・事後学習
留意事項

・当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。

評価

・レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況、出席状況等によって総合的に評価する。
・レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性など
を重視する。
・プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッション能力
も重視する。
・出席を原則とする。
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評価

・レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況、出席状況等によって総合的に評価する。
・レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性など
を重視する。
・プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッション能力
も重視する。
・出席を原則とする。

教科書 適宜提示する。

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する。

事前・事後学習
留意事項

・当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 渡邉眞理

2 岡多恵

3 渡邉眞理

4・5 坪井香

6・7 ｼｭﾜﾙﾂ史子

8
渡邉眞理
倉橋悠子

9
渡邉眞理
石橋史子

10 土師しのぶ

11 渡邉眞理

12 渡邉眞理

13・14 藤間勝子

15
渡邉眞理

清水奈緒美

がん看護専門看護師の役割　組織変
革者の役割、専門看護師に必要な看
護管理の知識　全体のまとめ

がん看護専門看護師の役割（組織変革者の役割、専門看
護師に必要な看護管理の知識）について理解を深める。
本授業の総括を行う。【講義】【ディスカッション】【総括】

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況、によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッションディス
カッション能力も重視する。

がんサバイバーの支援　③高齢がん
患者の看護

がんサバイバーの支援（高齢がん患者の看護）について
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　④サポート
グループとセルフヘルプ・グループの
活動の理解と支援

がんサバイバーの支援（サポートグループとセルフヘル
プ・グループの活動の理解と支援）について理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　⑤アピアラン
スケア

アピアランスケアの実際について理解を深める。【講義】
【ディスカッション】

造血幹細胞移植を受ける患者の看護
造血幹細胞移植を受ける患者の看護について理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　①治療の選
択と療養の場の意思決定支援

がんサバイバーの支援（治療の選択と療養の場の意思決
定支援）について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　②小児・AYA
世代の看護

がんサバイバーの支援（小児・AYA世代の看護）について
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がん治療に伴う看護　①最新の手術
療法と治療に伴う看護　術後合併症
予防と創傷管理

がん治療に伴う看護（最新の手術療法と治療に伴う看護、
術後合併症予防）について理解を深める。【講義】【プレゼ
ンテーション】【ディスカッション】

がん治療に伴う看護　②最新のがん
薬物療法と治療に伴う看護　がん薬
物療法の有害事象の予防と対処法

がん治療に伴う看護（最新のがん薬物療法と治療に伴う
看護　がん薬物療法の有害事象の予防と対処法）につい
て理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がん治療に伴う看護　③最新の放射
線療法と治療に伴う看護　放射線療
法の有害事象の予防と対処法

がん治療に伴う看護（最新の放射線療法と治療に伴う看
護、放射線療法の有害事象の予防と対処法）について理
解を深める。【講義】【ディスカッション】

テーマ 内容

オリエンテーション　がんサバイバー
シップの概念　がんサバイバーシップ
の各時期に必要な看護支援

オリエンテーションを実施する。　がんサバイバーシップの
概念、がんサバイバーシップの各時期に必要な看護支援
について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がんの集学的治療とチーム医療
がんの集学的治療とチーム医療（がんリハビリチーム・緩
和ケアチーム）におけるがん看護専門看護師の役割につ
いて理解を深める。【講義】【ディスカッション】

① がんサバイバーシップの概念、各時期に必要な看護について説明できる。
② がんの集学的治療とチーム医療について説明できる。
③ がん治療（手術療法、がん薬物療法、放射線療法）と治療に伴う看護について説明できる。
④ がんサバイバーの支援に必要な意思決定支援について説明できる。
⑤ がんサバイバーの支援に必要なサポートグループとセルフヘルプ・グループの活動について習得し、支援方法の実際を説明できる。
⑥ がんサバイバーのアピアランスケアについて説明できる。
⑦ がん看護専門看護師に必要な組織変革者の役割について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅲ
渡邉 眞理 ・ 岡 多恵 ・ 土師 しのぶ ・ 倉橋 悠子 ・石橋 史子

清水 奈緒美 ・ 坪井 香 ・シュワルツ 史子 ・ 藤間 勝子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん看護の対象となる患者および家族について、がんサバイバーシップの概念に基づき理解する。また、がん患者のライフサイクルに応じ
た複雑な健康問題に対して包括的な支援が提供できるよう看護援助の方法について理解する。がん看護専門看護師として必要な、組織変
革者としての役割について説明できる。

到達目標
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講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 渡邉眞理

2 岡多恵

3 渡邉眞理

4・5 坪井香

6・7 ｼｭﾜﾙﾂ史子

8
渡邉眞理
倉橋悠子

9
渡邉眞理
石橋史子

10 土師しのぶ

11 渡邉眞理

12 渡邉眞理

13・14 藤間勝子

15
渡邉眞理

清水奈緒美

① がんサバイバーシップの概念、各時期に必要な看護について説明できる。
② がんの集学的治療とチーム医療について説明できる。
③ がん治療（手術療法、がん薬物療法、放射線療法）と治療に伴う看護について説明できる。
④ がんサバイバーの支援に必要な意思決定支援について説明できる。
⑤ がんサバイバーの支援に必要なサポートグループとセルフヘルプ・グループの活動について習得し、支援方法の実際を説明できる。
⑥ がんサバイバーのアピアランスケアについて説明できる。
⑦ がん看護専門看護師に必要な組織変革者の役割について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅲ
渡邉 眞理 ・ 岡 多恵 ・ 坪井 香 ・シュワルツ 史子 ・ 倉橋 悠子

石橋 史子  ・ 土師 しのぶ ・ 藤間 勝子 ・ 清水 奈緒美

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん看護の対象となる患者および家族について、がんサバイバーシップの概念に基づき理解する。また、がん患者のライフサイクルに応じ
た複雑な健康問題に対して包括的な支援が提供できるよう看護援助の方法について理解する。がん看護専門看護師として必要な、組織変
革者としての役割について説明できる。

到達目標

テーマ 内容

オリエンテーション　がんサバイバー
シップの概念　がんサバイバーシップ
の各時期に必要な看護支援

オリエンテーションを実施する。　がんサバイバーシップの
概念、がんサバイバーシップの各時期に必要な看護支援
について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がんの集学的治療とチーム医療
がんの集学的治療とチーム医療（がんリハビリチーム・緩
和ケアチーム）におけるがん看護専門看護師の役割につ
いて理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がん治療に伴う看護　①最新の手術
療法と治療に伴う看護　術後合併症
予防と創傷管理

がん治療に伴う看護（最新の手術療法と治療に伴う看護、
術後合併症予防）について理解を深める。【講義】【プレゼ
ンテーション】【ディスカッション】

がん治療に伴う看護　②最新のがん
薬物療法と治療に伴う看護　がん薬
物療法の有害事象の予防と対処法

がん治療に伴う看護（最新のがん薬物療法と治療に伴う
看護　がん薬物療法の有害事象の予防と対処法）につい
て理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がん治療に伴う看護　③最新の放射
線療法と治療に伴う看護　放射線療
法の有害事象の予防と対処法

がん治療に伴う看護（最新の放射線療法と治療に伴う看
護、放射線療法の有害事象の予防と対処法）について理
解を深める。【講義】【ディスカッション】

造血幹細胞移植を受ける患者の看護
造血幹細胞移植を受ける患者の看護について理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　①治療の選
択と療養の場の意思決定支援

がんサバイバーの支援（治療の選択と療養の場の意思決
定支援）について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　②小児・AYA
世代の看護

がんサバイバーの支援（小児・AYA世代の看護）について
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　③高齢がん
患者の看護

がんサバイバーの支援（高齢がん患者の看護）について
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　④サポート
グループとセルフヘルプ・グループの
活動の理解と支援

がんサバイバーの支援（サポートグループとセルフヘル
プ・グループの活動の理解と支援）について理解を深め
る。【講義】【ディスカッション】

がんサバイバーの支援　⑤アピアラン
スケア

アピアランスケアの実際について理解を深める。【講義】
【ディスカッション】

がん看護専門看護師の役割　組織変
革者の役割、専門看護師に必要な看
護管理の知識　全体のまとめ

がん看護専門看護師の役割（組織変革者の役割、専門看
護師に必要な看護管理の知識）について理解を深める。
本授業の総括を行う。【講義】【ディスカッション】【総括】

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況、によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッションディス
カッション能力も重視する。

1

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な取り
組みを期待する。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。

教科書 適宜提示する｡
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参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な取り
組みを期待する。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。

教科書 適宜提示する｡

2



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 加賀谷肇

2 加賀谷肇

3 加賀谷肇

4 加賀谷肇

5 加賀谷肇

6 清水奈緒美

7
渡邉眞理
岡多恵

8・9 清水奈緒美

10 岡多恵

11 岡多恵

12 岡多恵

13 清水奈緒美

14 清水奈緒美

15 渡邉眞理

社会的苦痛の看護　就労支援　経済
的問題

社会的苦痛の看護　就労支援　経済的問題について理解
を深める。【講義】【ディスカッション】

End of Life Care、家族のグリーフケ
ア、地域への広がり

End of Life Care、家族のグリーフケアについて理解を深
め、さらに在宅緩和ケアの現状と今後の展望について理
解を深める。【講義】【ディスカッション】

様々な病期に求められる緩和ケアの
チーム医療と、がん看護専門看護師
に求められる役割

様々な病期に求められる緩和ケアのチーム医療と、がん
看護専門看護師に求められる役割について事例検討を行
い、本授業の総括を実施する。【プレゼンテーション】【ディ
スカッション】

症状マネジメント　④腹部膨満感　⑤
便秘

症状マネジメント（④腹部膨満感、⑤便秘）について理解
を深める。【講義】【ディスカッション】

がんリハビリチーム医療
がん治療や終末期におけるがんリハビリテーションにおけ
るチーム医療を学ぶ。

精神的支援
がんに伴う精神的苦痛及び精神症状（抑うつ・せん妄）と
その対処法について理解を深める。【講義】【ディスカッショ
ン】

全人的苦痛の包括的アセスメントと介
入

全人的苦痛のアセスメントと全人的苦痛緩和について理
解を深める。【講義】【ディスカッション】

診断期の苦痛緩和　告知後のケア、
意思決定支援

診断期の苦痛緩和　告知後のケア、意思決定支援につい
て理解を深める。【講義】【ディスカッション】

症状マネジメント　①がん性疼痛　②
呼吸困難感　③倦怠感

症状マネジメント（①がん性疼痛、②呼吸困難感、③倦怠
感）について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

緩和ケア薬理学②
各オピオイド鎮痛薬の特徴（作用機序、使用法）について
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

緩和ケア薬理学③
各オピオイド鎮痛薬の副作用について理解を深める。【講
義】【ディスカッション】

高齢がん患者の緩和ケア
高齢がん患者の緩和ケアの特徴について理解を深める。
【講義】（ディスカッション）

テーマ 内容

緩和ケア概論
緩和ケアに必要な基礎的な知識（WHO方式がん疼痛治療
法等）について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

緩和ケア薬理学①
非オピオイド鎮痛薬の特徴について理解を深める。【講
義】【ディスカッション】

① 緩和ケアの概念について説明できる。
② 全人的苦痛のアセスメントについて説明できる。
③ がんに伴う発生頻度の高い症状のマネジメント（がん性疼痛、呼吸困難感、倦怠感、腹部膨満感、便秘、抑うつ、せん妄）について説明
でき具体的な看護が説明できる。
④ がんの診断期から治療期、人生の最終段階において必要な緩和ケアについて説明できる。
⑤ がん患者に特有な精神症状や必要なケアについて説明できる。
⑥ 社会的苦痛の緩和について説明できる。
⑦ 家族のグリーフケアについて説明できる。
⑧ 緩和ケア、地域緩和ケアについて理解し、看護師の役割が説明できる。
⑨ 緩和ケアのチーム医療におけるがん看護専門看護師の役割について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅳ 渡邉 眞理 ・ 加賀谷 肇 ・ 岡 多恵 ・ 清水 奈緒美

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がんがもたらすあらゆる苦痛症状および苦悩を包括的に理解し、エビデンスに基づいたキュアとケアを統合した看護を実践できる。薬物療
法だけでなく理学療法的介入、心理的な支援など包括的な介入について、リソースを活用して展開する方法を学び、高度実践看護を提供
する能力や、病院や地域での緩和ケアチームの中のがん看護専門看護師の役割、End of Life Care、家族のグリーフワークについて説明
することができる。

到達目標

72

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1 加賀谷肇

2 加賀谷肇

3 加賀谷肇

4 加賀谷肇

5 加賀谷肇

6 清水奈緒美

7
渡邉眞理
岡多恵

8・9 清水奈緒美

10 岡多恵

11 岡多恵

12 岡多恵

13 清水奈緒美

14 清水奈緒美

15 渡邉眞理

① 緩和ケアの概念について説明できる。
② 全人的苦痛のアセスメントについて説明できる。
③ がんに伴う発生頻度の高い症状のマネジメント（がん性疼痛、呼吸困難感、倦怠感、腹部膨満感、便秘、抑うつ、せん妄）について説明
でき具体的な看護が説明できる。
④ がんの診断期から治療期、人生の最終段階において必要な緩和ケアについて説明できる。
⑤ がん患者に特有な精神症状や必要なケアについて説明できる。
⑥ 社会的苦痛の緩和について説明できる。
⑦ 家族のグリーフケアについて説明できる。
⑧ 緩和ケア、地域緩和ケアについて理解し、看護師の役割が説明できる。
⑨ 緩和ケアのチーム医療におけるがん看護専門看護師の役割について説明できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅳ 加賀谷 肇 ・ 清水 奈緒美 ・ 渡邉 眞理 ・ 岡 多恵

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がんがもたらすあらゆる苦痛症状および苦悩を包括的に理解し、エビデンスに基づいたキュアとケアを統合した看護を実践できる。薬物療
法だけでなく理学療法的介入、心理的な支援など包括的な介入について、リソースを活用して展開する方法を学び、高度実践看護を提供
する能力や、病院や地域での緩和ケアチームの中のがん看護専門看護師の役割、End of Life Care、家族のグリーフワークについて説明
することができる。

到達目標

テーマ 内容

緩和ケア概論
緩和ケアに必要な基礎的な知識（WHO方式がん疼痛治療
法等）について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

緩和ケア薬理学①
非オピオイド鎮痛薬の特徴について理解を深める。【講
義】【ディスカッション】

緩和ケア薬理学②
各オピオイド鎮痛薬の特徴（作用機序、使用法）について
理解を深める。【講義】【ディスカッション】

緩和ケア薬理学③
各オピオイド鎮痛薬の副作用について理解を深める。【講
義】【ディスカッション】

高齢がん患者の緩和ケア
高齢がん患者の緩和ケアの特徴について理解を深める。
【講義】（ディスカッション）

全人的苦痛の包括的アセスメントと介
入

全人的苦痛のアセスメントと全人的苦痛緩和について理
解を深める。【講義】【ディスカッション】

診断期の苦痛緩和　告知後のケア、
意思決定支援

診断期の苦痛緩和　告知後のケア、意思決定支援につい
て理解を深める。【講義】【ディスカッション】

症状マネジメント　①がん性疼痛　②
呼吸困難感　③倦怠感

症状マネジメント（①がん性疼痛、②呼吸困難感、③倦怠
感）について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

症状マネジメント　④腹部膨満感　⑤
便秘

症状マネジメント（④腹部膨満感、⑤便秘）について理解
を深める。【講義】【ディスカッション】

がんリハビリチーム医療
がん治療や終末期におけるがんリハビリテーションにおけ
るチーム医療を学ぶ。

精神的支援
がんに伴う精神的苦痛及び精神症状（抑うつ・せん妄）と
その対処法について理解を深める。【講義】【ディスカッショ
ン】

社会的苦痛の看護　就労支援　経済
的問題

社会的苦痛の看護　就労支援　経済的問題について理解
を深める。【講義】【ディスカッション】

End of Life Care、家族のグリーフケ
ア、地域への広がり

End of Life Care、家族のグリーフケアについて理解を深
め、さらに在宅緩和ケアの現状と今後の展望について理
解を深める。【講義】【ディスカッション】

様々な病期に求められる緩和ケアの
チーム医療と、がん看護専門看護師
に求められる役割

様々な病期に求められる緩和ケアのチーム医療と、がん
看護専門看護師に求められる役割について事例検討を行
い、本授業の総括を実施する。【プレゼンテーション】【ディ
スカッション】

1

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な
取り組みを期待する。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況等によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッション能力
も重視する。

教科書 適宜提示する｡

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡
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事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な
取り組みを期待する。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況等によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッション能力
も重視する。

教科書 適宜提示する｡

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

2



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 佐野和美

3 加藤裕久

4 坪井香

5 坪井香

6 大川伸一

7 小沢香

8 加藤裕久

9 　小沢香

10 佐野和美

11 小沢香

12 加藤裕久

13 渡邉眞理

14 加賀谷肇

薬物療法を受ける高齢がん患者の療
養過程の看護

薬物療法を受ける高齢がん患者の特徴を理解し、有害事
象のマネジメントとセルフケア支援を含めた療養過程（社
会資源の活用含む）の看護について理解を深める。【プレ
ゼンテーション】【ディスカッション】

がん薬物療法を受ける患者の栄養管
理

がん薬物療法を受ける患者の栄養管理について理解を
深め、がん患者の栄養サポートチームにおける看護職の
役割について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

肺がんの薬物療法ガイドラインの理
解

肺がんの薬物療法ガイドラインの理解と最新の薬物療法
につて理解を深める。【講義】【ディスカッション】

肺がんの薬物療法と有害事象のマネ
ジメント・療養過程の看護

肺がんの薬物療法と有害事象のマネジメント・セルフケア
支援を含めた療養過程の看護についてプレゼンテーショ
ン・討議をし、理解を深める。【プレゼンテーション】【ディス
カッション】

高齢がん患者の薬物療法
高齢がん患者のがん薬物療法の特徴について理解を深
める。【講義】【ディスカッション】

消化器がんの薬物療法の有害事象
のマネジメント・療養過程の看護

消化器がんの薬物療法からレジメンを1つ選択し、セルフ
ケア支援を含めた療養過程の看護についてプレゼンテー
ション・討議をし、理解を深める。【プレゼンテーション】
【ディスカッション】

乳がんの薬物療法ガイドラインの理
解

乳がんの薬物療法ガイドラインの理解と最新の薬物療法
について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

乳がんの薬物療法と有害事象のマネ
ジメント・療養過程の看護

乳がんの薬物療法と有害事象のマネジメント・セルフケア
支援を含めた療養過程の看護についてプレゼンテーショ
ン・討議をし、理解を深める。【プレゼンテーション】【ディス
カッション】

外来化学療法を受ける患者の看護
がん薬物療法の有害事象　Oncology
emergencyの看護　過敏反応、イン
フュージョンリアクション等

外来化学療法を受ける患者の看護（がん薬物療法の有害
事象、Oncology emergencyの看護、過敏反応、インフュー
ジョンリアクション等）について理解を深める。【講義】【プレ
ゼンテーション】【ディスカッション】

がん薬物療法の安全管理　血管外漏
出、ポート管理、曝露対策

がん薬物療法の安全管理（血管外漏出、ポート管理、曝
露対策等）について理解を深める。【講義】【ディスカッショ
ン】

消化器がん（大腸がん）の薬物療法
ガイドラインの理解

消化器がん（大腸がん）の薬物療法ガイドラインの理解と
最新の薬物療法について理解を深める。【講義】【ディス
カッション】

テーマ 内容

がん薬物療法　殺細胞抗悪性腫瘍
薬、分子標的治療薬、免疫チェックポ
イント阻害薬

がん薬物療法（臨床薬理、殺細胞抗悪性腫瘍薬、分子標
的治療薬、免疫チェックポイントの特徴について理解を深
める。【講義】【ディスカッション】

がん薬物療法の有害事象
がん薬物療法の有害事象評価基準について理解を深め、
セルフケア支援に活用できる。【講義】【ディスカッション】

① 代表的ながんのガイドラインに沿ったがん薬物療法の理解と有害事象について概観し、有害事象の予防、早期発見、早期対処ができ
る。
② がん薬物療法を受ける患者および家族の治療中、後の生活の変化について予測し、必要な看護が判断できる。
③ がん薬物療法を受ける患者および家族のセルフケア支援について指導できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅴ
渡邉 眞理 ・ 佐野 和美 ・ 加賀谷 肇

大川 伸一 ・ 加藤 裕久 ・ 坪井 香 ・ 小沢 香

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん薬物療法の実際と有害事象の予防・早期発見・早期対処を行い、治療の継続および療養生活の質の維持と向上のために、必要な看
護について理解できる。がん看護専門看護師に必要な患者および家族のセルフケア能力向上のための方略について説明することができ
る。

到達目標

74

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

15回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 佐野和美

3 加藤裕久

4 坪井香

5 坪井香

6 大川伸一

7 小沢香

8 加藤裕久

9 　小沢香

10 佐野和美

11 小沢香

12 加藤裕久

13 渡邉眞理

14 加賀谷肇

① 代表的ながんのガイドラインに沿ったがん薬物療法の理解と有害事象について概観し、有害事象の予防、早期発見、早期対処ができ
る。
② がん薬物療法を受ける患者および家族の治療中、後の生活の変化について予測し、必要な看護が判断できる。
③ がん薬物療法を受ける患者および家族のセルフケア支援について指導できる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学特論Ⅴ
佐野 和美 ・ 加藤 裕久 ・ 坪井 香 ・ 大川 伸一

小沢 香 ・ 渡邉 眞理 ・ 加賀谷 肇

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん薬物療法の実際と有害事象の予防・早期発見・早期対処を行い、治療の継続および療養生活の質の維持と向上のために、必要な看
護について理解できる。がん看護専門看護師に必要な患者および家族のセルフケア能力向上のための方略について説明することができ
る。

到達目標

テーマ 内容

がん薬物療法　殺細胞抗悪性腫瘍
薬、分子標的治療薬、免疫チェックポ
イント阻害薬

がん薬物療法（臨床薬理、殺細胞抗悪性腫瘍薬、分子標
的治療薬、免疫チェックポイントの特徴について理解を深
める。【講義】【ディスカッション】

がん薬物療法の有害事象
がん薬物療法の有害事象評価基準について理解を深め、
セルフケア支援に活用できる。【講義】【ディスカッション】

外来化学療法を受ける患者の看護
がん薬物療法の有害事象　Oncology
emergencyの看護　過敏反応、イン
フュージョンリアクション等

外来化学療法を受ける患者の看護（がん薬物療法の有害
事象、Oncology emergencyの看護、過敏反応、インフュー
ジョンリアクション等）について理解を深める。【講義】【プレ
ゼンテーション】【ディスカッション】

がん薬物療法の安全管理　血管外漏
出、ポート管理、曝露対策

がん薬物療法の安全管理（血管外漏出、ポート管理、曝
露対策等）について理解を深める。【講義】【ディスカッショ
ン】

消化器がん（大腸がん）の薬物療法
ガイドラインの理解

消化器がん（大腸がん）の薬物療法ガイドラインの理解と
最新の薬物療法について理解を深める。【講義】【ディス
カッション】

消化器がんの薬物療法の有害事象
のマネジメント・療養過程の看護

消化器がんの薬物療法からレジメンを1つ選択し、セルフ
ケア支援を含めた療養過程の看護についてプレゼンテー
ション・討議をし、理解を深める。【プレゼンテーション】
【ディスカッション】

乳がんの薬物療法ガイドラインの理
解

乳がんの薬物療法ガイドラインの理解と最新の薬物療法
について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

乳がんの薬物療法と有害事象のマネ
ジメント・療養過程の看護

乳がんの薬物療法と有害事象のマネジメント・セルフケア
支援を含めた療養過程の看護についてプレゼンテーショ
ン・討議をし、理解を深める。【プレゼンテーション】【ディス
カッション】

肺がんの薬物療法ガイドラインの理
解

肺がんの薬物療法ガイドラインの理解と最新の薬物療法
につて理解を深める。【講義】【ディスカッション】

肺がんの薬物療法と有害事象のマネ
ジメント・療養過程の看護

肺がんの薬物療法と有害事象のマネジメント・セルフケア
支援を含めた療養過程の看護についてプレゼンテーショ
ン・討議をし、理解を深める。【プレゼンテーション】【ディス
カッション】

高齢がん患者の薬物療法
高齢がん患者のがん薬物療法の特徴について理解を深
める。【講義】【ディスカッション】

薬物療法を受ける高齢がん患者の療
養過程の看護

薬物療法を受ける高齢がん患者の特徴を理解し、有害事
象のマネジメントとセルフケア支援を含めた療養過程（社
会資源の活用含む）の看護について理解を深める。【プレ
ゼンテーション】【ディスカッション】

がん薬物療法を受ける患者の栄養管
理

がん薬物療法を受ける患者の栄養管理について理解を
深め、がん患者の栄養サポートチームにおける看護職の
役割について理解を深める。【講義】【ディスカッション】

1

15 渡邉眞理

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な取り
組みを期待する。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況等によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッションディス
カッション能力も重視する。
･出席を原則とする。

教科書 適宜提示する｡

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

がん薬物療法におけるチーム医療と
組織横断的に携わるがん看護専門看
護師に必要な能力

がん薬物療法におけるチーム医療と組織横断的に携わる
がん看護専門看護師に必要な能力について、本授業の全
体のディスカッションと総括を行う。【プレゼンテーション】
【ディスカッション】

75

15 渡邉眞理
がん薬物療法におけるチーム医療と
組織横断的に携わるがん看護専門看
護師に必要な能力

がん薬物療法におけるチーム医療と組織横断的に携わる
がん看護専門看護師に必要な能力について、本授業の全
体のディスカッションと総括を行う。【プレゼンテーション】
【ディスカッション】

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な取り
組みを期待する。
当科目の全ての授業において、内容に記載がない場合でも、生徒の主体的な学習を推進する目的
で、授業内容や進行に応じ、討議やプレゼンテーション、事例検討を実施する場合があるので、その
旨を了解した上で授業に臨むこと。

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況等によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッションディス
カッション能力も重視する。
･出席を原則とする。

教科書 適宜提示する｡

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

30回 １年前期

授業回数 担当教員

1～3
渡邉眞理
岡多恵

4～8
渡邉眞理
岡多恵

清水奈緒美

9～13
渡邉眞理

清水奈緒美

14～15 渡邉眞理

16～20
渡邉眞理
岡多恵

21～30
渡邉眞理
岡多恵

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な
取り組みを期待する。

緩和ケアに関する文献検索とクリ
ティーク　臨床での活用の課題

緩和ケアにおけるがん緩和ケアの場面で患者、家族およ
び医療者が直面する倫理的問題について検討し、看護専
門看護師の役割としての倫理調整力を養う。【プレゼン
テーション】【ディスカッション】

評価

・出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況等によって総合的に評価する。
・レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
・プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッション能力
も重視する。

教科書 適宜提示する｡

全人的苦痛を有するがん患者および
家族の情報ニーズ、告知後のケア、
心理的支援、家族支援についての相
談支援技術

全人的苦痛を有するがん患者および家族の情報ニーズ、
告知後のケア、心理的支援、家族支援についてコミュニ
ケーションスキルNURSEを用いて、がん相談支援技術を
身につける。【ロールプレイ】【ディスカッション】

がん患者の意思決定支援と療養の場
の調整技術

がん看護専門看護師からスーパーバイズを受ける（相談
技術について）。【ロールプレイ】【ディスカッション】

緩和ケアにおけるがん緩和ケアの場
面で患者、家族および医療者が直面
する倫理的問題についてと看護専門
看護師の役割としての「倫理調整力」

がん患者の医療連携の特徴を理解し、具体的な事例を通
して、療養の場の意思決定支援と医療連携調整について
理解を深める（相談技術・調整技術）。【プレゼンテーショ
ン】【ディスカッション】

テーマ 内容

オリエンテーション　緩和ケアを必要と
する患者および家族の包括的アセス
メントと看護介入の実際

オリエンテーションの実施。　緩和ケアを必要とする患者お
よび家族の事例をプレゼンテーションし、包括的アセスメン
トの実際、適切な介入方法について検討する。　がん看護
専門看護師からスーパーバイズを受ける（実践につい
て）。【プレゼンテーション】【ディスカッション】

症状マネジメントに関してがん性疼
痛、呼吸困難感、倦怠感、腹部膨満
感、便秘、下痢、抑うつ、せん妄等の
症状マネジメント

がん看護学特論Ⅳで学んだ症状マネジメントに関してが
ん性疼痛、呼吸困難感、倦怠感、腹部膨満感、便秘、下
痢、抑うつ、せん妄等の中から関心のある症状マネジメン
トについて１つ選択し、エビデンスを明確にし、臨床判断過
程と必要な看護について事例を用いてプレゼンテーション
とディスカッションをする。　がん看護専門看護師からスー
パーバイズを受ける（実践、調整、教育について）。【プレ
ゼンテーション】【ディスカッション】

① 緩和ケアが必要な患者・家族および医療者が直面する問題状況について適切なアセスメントとその対処法について説明できる。
② 発生頻度の高い症状のマネジメント（がん性疼痛、呼吸困難感、倦怠感、腹部膨満感、便秘、下痢、抑うつ、せん妄等）について説明で
きる。
③ 全人的苦痛を体験しているがん患者および家族を対象としたがん相談支援技術について説明できる。
④ 緩和ケアのチーム医療でのがん看護専門看護師としての役割について説明できる。
⑤ 緩和ケアに関する全人的苦痛の緩和について説明できる。
⑥ 緩和ケアの場面で患者および家族、医療者が遭遇する倫理的課題を検討し、倫理調整について説明できる。
⑦ がん患者・家族に必要な意思決定支援に必要な知識・技術について説明できる。
⑧ 緩和ケアの場（病院、緩和ケア病棟、在宅療養）について広く捉え、がん患者および家族のQOLの向上のために必要な調整能力につ
いて説明できる。
⑨ 緩和ケアに関する文献を検索、講読、クリティークし、看護実践に活用することができる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学演習Ⅰ 渡邉 眞理 ・ 岡 多恵 ・ 清水 奈緒美

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（６０時間） 渡邉　眞理

授業概要

緩和ケアの場面で患者および家族が直面する苦痛や問題状況について臨床判断に基づいた適切な緩和ケアを提供するための高度な看
護実践について説明できる。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

30回 １年前期

担当教員

1～5
渡邉眞理
坪井香

6～10
渡邉眞理
岡多恵

11～15
渡邉眞理

清水奈緒美

16～20 渡邉眞理

21～30
渡邉眞理
岡多恵

清水奈緒美

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な
取り組みを期待する。

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況等によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッション能力
も重視する。
･出席を原則とする。

教科書 適宜提示する｡

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

がん薬物療法の有害事象予防と早期
対処のための患者教育について

がん薬物療法の有害事象予防と早期対処のための患者
教育内容について看護師を対象とした教育場面を設定
し、模擬授業を実施し、セルフケア支援能力を高める。
ディスカッションを通じて、患者教育の技術と専門看護師
に必要な教育の能力を説明できる。【模擬授業】【ディス
カッション】

薬物療法を受ける高齢がん患者の特
徴

がん看護学特論Ⅴの学習内容を踏まえて、薬物療法を受
ける高齢がん患者の事例を通して、必要な看護について
文献検索し、プレゼンテーション、ディスカッションを通して
必要な能力を修得する。【プレゼンテーション】【ディスカッ
ション】

がん薬物療法に関する文献検索とク
リティーク　臨床での活用の課題

がん薬物療法に関する文献検索とクリティークとそれを基
にした、臨床での活用の課題について検討し、がん看護
実践の場に活用できる。【プレゼンテーション】【ディスカッ
ション】

テーマ 内容

オリエンテーション　がん薬物療法に
関する医療安全について

科目のオリエンテーション　自施設等のフィールドワークを
通じて現場で活用しているがん薬物療法に関する医療安
全マニュアルを１つ選択し、内容の要約についてプレゼン
テーション、ディスカッションをする。　がん看護専門看護
師からスーパーバイズを受け、実践・調整についての理解
を深める。【プレゼンテーション】【ディスカッション】

がん薬物療法の有害事象の予防、早
期発見、早期対処についてのアセスメ
ントの実際、適切な介入方法について

がん薬物療法の中から殺細胞性抗悪性腫瘍薬、分子標
的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬の中から治療薬を
1つ選択し、有害事象の予防、早期発見、早期対処につい
て事例を用いて、有害事象のアセスメントの実際、チーム
医療で取り組む適切な介入方法について検討する。がん
看護専門看護師からスーパーバイズを受け、実践・相談・
調整・教育についての理解を深める。【プレゼンテーショ
ン】【ディスカッション】

① がん薬物療法を受ける患者・家族および医療者が直面する問題状況について適切なアセスメントとその対処法について説明できる。
② がん薬物療法の安全管理について説明できる。
③ がん薬物療法の発生頻度の高い有害事象について説明でき、予防、早期発見、早期対処のための方策がとれる。
④ がん薬物療法中の患者のセルフケア能力向上のためのエビデンスに基づいた患者教育ができる。
⑤ がん薬物療法におけるチーム医療でのがん看護専門看護師に必要な役割が説明できる。
⑥ がん薬物療法に関する文献を検索、講読、クリティークし、がん看護実践の場に活用することができる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学演習Ⅱ 渡邉 眞理 ・ 岡 多恵 ・ 清水 奈緒美 ・ 坪井香

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（６０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん薬物療法を受ける患者および家族の療養生活の質を維持、向上するための高度な看護実践を学修する。セルフケア能力向上のため
の方略について説明できる。

到達目標

77

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

30回 １年前期

担当教員

1～5
渡邉眞理
坪井香

6～10
渡邉眞理
岡多恵

11～15
渡邉眞理

清水奈緒美

16～20 渡邉眞理

21～30
渡邉眞理
岡多恵

清水奈緒美

① がん薬物療法を受ける患者・家族および医療者が直面する問題状況について適切なアセスメントとその対処法について説明できる。
② がん薬物療法の安全管理について説明できる。
③ がん薬物療法の発生頻度の高い有害事象について説明でき、予防、早期発見、早期対処のための方策がとれる。
④ がん薬物療法中の患者のセルフケア能力向上のためのエビデンスに基づいた患者教育ができる。
⑤ がん薬物療法におけるチーム医療でのがん看護専門看護師に必要な役割が説明できる。
⑥ がん薬物療法に関する文献を検索、講読、クリティークし、がん看護実践の場に活用することができる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学演習Ⅱ 渡邉 眞理 ・ 坪井香 ・ 岡 多恵 ・ 清水 奈緒美

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（６０時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん薬物療法を受ける患者および家族の療養生活の質を維持、向上するための高度な看護実践を学修する。セルフケア能力向上のため
の方略について説明できる。

到達目標

テーマ 内容

オリエンテーション　がん薬物療法に
関する医療安全について

科目のオリエンテーション　自施設等のフィールドワークを
通じて現場で活用しているがん薬物療法に関する医療安
全マニュアルを１つ選択し、内容の要約についてプレゼン
テーション、ディスカッションをする。　がん看護専門看護
師からスーパーバイズを受け、実践・調整についての理解
を深める。【プレゼンテーション】【ディスカッション】

がん薬物療法の有害事象の予防、早
期発見、早期対処についてのアセスメ
ントの実際、適切な介入方法について

がん薬物療法の中から殺細胞性抗悪性腫瘍薬、分子標
的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬の中から治療薬を
1つ選択し、有害事象の予防、早期発見、早期対処につい
て事例を用いて、有害事象のアセスメントの実際、チーム
医療で取り組む適切な介入方法について検討する。がん
看護専門看護師からスーパーバイズを受け、実践・相談・
調整・教育についての理解を深める。【プレゼンテーショ
ン】【ディスカッション】

がん薬物療法の有害事象予防と早期
対処のための患者教育について

がん薬物療法の有害事象予防と早期対処のための患者
教育内容について看護師を対象とした教育場面を設定
し、模擬授業を実施し、セルフケア支援能力を高める。
ディスカッションを通じて、患者教育の技術と専門看護師
に必要な教育の能力を説明できる。【模擬授業】【ディス
カッション】

薬物療法を受ける高齢がん患者の特
徴

がん看護学特論Ⅴの学習内容を踏まえて、薬物療法を受
ける高齢がん患者の事例を通して、必要な看護について
文献検索し、プレゼンテーション、ディスカッションを通して
必要な能力を修得する。【プレゼンテーション】【ディスカッ
ション】

がん薬物療法に関する文献検索とク
リティーク　臨床での活用の課題

がん薬物療法に関する文献検索とクリティークとそれを基
にした、臨床での活用の課題について検討し、がん看護
実践の場に活用できる。【プレゼンテーション】【ディスカッ
ション】

事前・事後学習
留意事項

各回の授業に向けて提示した事前課題や指定する資料等の内容を確認するとともに、主体的な
取り組みを期待する。

評価

･出席日数、レポート、プレゼンテーション及び討論への参加状況等によって総合的に評価する。
･レポートについては、課題に即した論証性・内容性（文献や具体例などの活用）・表現性などを重視
する。
･プレゼンテーション及び討論への参加度では、論証性・内容性・表現性に加えディスカッション能力
も重視する。
･出席を原則とする。

教科書 適宜提示する｡

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

1



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

実習 選択

授業回数 配当年次

2週間 １年後期

担当教員

1
渡邉眞理
岡多恵

2～全期間
渡邉眞理
岡多恵

シュワルツ史子

最終日
渡邉眞理
岡多恵

シュワルツ史子

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

事前・事後学習
留意事項

実習に向けては、各自の実習目標等を立案しその到達に向けて実習内容に取り組む。主体的な取
り組みを期待する。

実習総括・リフレクションと討議

実習Ⅰを通して得たがん看護専門看護師の役割と機能
（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究）と自己の課題
について、実習指導者・教員・学生の参加のもと発表、討
論し自己の課題を明確にする。

評価
実習目標に即した実践状況、レポート、実習記録、面接、出席状況などを総合的に評価する。
･出席を原則とする。

教科書 適宜提示する｡

テーマ 内容

ガイダンス
実習の目的、到達目標、実習内容の理解や提出物につい
ての理解

臨地実習

1.　実習施設の看護管理者より、実習施設の概要・がん看
護専門看護師への役割期待と支援体制などについてオリ
エンテ－ションを受ける。

2.　がん看護専門看護師の活動に可能な限り同行しなが
ら、直接ケア、コンサルテーション、調整、倫理調整、教
育、研究の専門看護師としての役割と機能について、参
加観察を通して学習する。

3.　毎日実習終了後にがん看護専門看護師とともにカン
ファレンスを行い、参加観察を通して実際に経験した専門
看護師の役割と機能、必要な知識、技術、態度について
学生が把握したことを発表し、不足している内容や学生が
把握できていない専門看護師の意図等についてフィード
バックを行うことで検討し、内容を深める。

4.　実習施設でがん看護専門看護師が担当している患者
を担当し、がん看護専門看護師のスーパービジョンを受
け、学習した知識を活用しながら患者理解、患者への直
接ケア、ケアの評価を行い、看護および医療チームで共
有することで、専門看護師の高度な看護実践の役割と機
能について理解を深める。なお、その際に、教員からも
スーパービジョンを受ける。

① がん看護専門看護師の活動の参加観察を通して、援助対象および実践の場の特徴を理解し、がん看護専門看護師としての役割と機
能を実践できる。
➁がん看護専門看護師に必要な知識・技術・態度について、参加観察を通して深め、実践できる。
③実習施設で患者を担当し、患者理解と適切な看護ケアについてスーパービジョンを受けながら、より高度な看護実践を実践できる。
④がん看護専門看護師の役割を担う上での自己の関心事や今後の課題を明らかにし、述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学実習Ⅰ 渡邉 眞理 ・ 岡 多恵 ・ シュワルツ 史子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（90時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん看護についての先駆的な看護実践の体験を通して、がん看護専門看護師の役割と機能（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究）
について学び、実施につなげることができる。

到達目標

78

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

実習 選択

授業回数 配当年次

4週間 ２年前期

担当教員

1
渡邉眞理
岡多恵

最終日
渡邉眞理
岡多恵

佐藤裕子
実習総括・リフレクションと討議

実習Ⅱを通して得たがん看護専門看護師の役割と機能
（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究）と自己の課題
について、実習指導者・教員・学生の参加のもと発表、討
論し自己の課題を明確にする。看護チーム、受け持ち患
者のケア提供にあたって連携している多職種、指導者、教
員とのディスカッションを通して、実践した看護を評価し、
がん看護専門看護師としての看護実践能力を向上させ
る。

４単位（180時間） 渡邉　眞理

授業概要

複雑で解決困難な状況にあるがん患者および家族に対して、対象を全人的に捉え、その解決に向けてがん看護専門看護師として必要な
実践、相談、調整、倫理調整、教育について実施できる。

到達目標

授業科目名 科目担当教員

がん看護学実習Ⅱ 渡邉 眞理 ・ 岡 多恵 ・ 佐藤裕子

単位数（時間数） 科目責任者

渡邉眞理
岡多恵

佐藤裕子

がん治療を専門的に行っている実習施設における専門看
護、相談、調整、倫理調整、教育活動に関する実習

1．　実習施設の看護管理者より、実習施設の概要・がん
看護専門看護師への役割期待と支援体制などについて
オリエンテ－ションを受ける。

2．　がん治療を専門的に行っている実習施設で患者を２
名受け持ち、学習した知識を活用しながら患者理解・患者
への直接ケア・ケアの評価を行い、看護および医療チ－
ムで共有する。なお、その際に、教員およびがん看護専門
看護師などからス－パ－ビジョンを受ける。

3.　看護チームメンバーからコンサルテーションを受ける場
面を意図的に持ち、問題の明確化を行い、看護ケアにつ
いてコンサルティにフィードバックをし、その後の反応や経
過を観察し、コンサルテーション過程を評価する。

4．　患者および家族の療養生活の質の維持、向上ができ
るように患者および家族、医療者に生じた倫理的問題の
調整、本人および家族への教育・相談活動、他職種間の
調整を行う。

5．　実習中は可能な限り看護師の実践モデルとしての教
育的役割を果たすと共に、実習施設における教育プログ
ラムに積極的に参加しながらがん看護専門看護師として
の教育活動の在り方について考察する。

6．外来化学療法室で通院治療する患者および家族に必
要な看護について実際に体験し、がん看護専門看護師の
役割について考察を深める。

7．実習施設で患者を担当し、学習した知識を活用しなが
ら患者理解・患者への直接ケア・ケアの評価を行い、看護
および医療チ－ムで共有する。なお、その際に、教員およ
びがん看護専門看護師などからス－パ－ビジョンを受け
る。

臨地実習2～全期間

①　がん治療を受ける患者の病態や包括的アセスメントを行い、キュアとケアの側面より看護上の問題を特定し、看護方針を設定できる。
➁　高度ながん治療を必要とする患者および家族に対し、早期解決に向けた治療処置への支援と療養生活の質の維持、向上を目指した
看護計画の立案、高度な看護実践、評価、計画修正ができる。
③　がん医療の臨床場面において遭遇する倫理的課題とその解決にむけた実践ができる。
④　がん患者、家族および看護チームに対して必要な課題解決に向けた教育活動ができる。
⑤　がん看護専門看護師の役割について自己の課題を明らかにし、述べることができる。

テーマ 内容

ガイダンス
実習の目的、到達目標、実習内容の理解や提出物につい
ての理解

79



参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

事前・事後学習
留意事項

実習に向けては、各自の実習目標等を立案しその到達に向けて実習内容に取り組む。主体的な取
り組みを期待する。

評価
実習目標に即した実践状況、レポート、実習記録、面接、出席状況などを総合的に評価する。
･出席を原則とする。

教科書 適宜提示する｡
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

実習 選択

授業回数 配当年次

4週間 2年前期

担当教員

1
渡邉眞理
岡多恵

2～全期間

渡邉眞理
岡多恵

太田周平
佐藤裕子

最終日
渡邉眞理
岡多恵

佐藤裕子

参考図書
参考WEBページ

適宜提示する｡

事前・事後学習
留意事項

実習に向けては、各自の実習目標等を立案しその到達に向けて実習内容に取り組む。主体的な取
り組みを期待する。

実習総括・リフレクションと討議

実習Ⅲを通して得た治療に伴う臨床判断および、がん看
護専門看護師の役割と機能（実践、相談、調整、倫理調
整、教育、研究）と自己の課題について、実習指導者・教
員・学生の参加のもと発表、討論し自己の課題を明確に
する。今後の活動に向けての展望や課題について共有す
る。

評価
実習目標に即した実践状況、レポート、実習記録、面接、出席状況などを総合的に評価する。
･出席を原則とする。

教科書 適宜提示する｡

テーマ 内容

ガイダンス
実習の目的、到達目標、実習内容の理解や提出物につい
ての理解

臨地実習

1.　実習施設の看護管理者より、実習施設の概要・がん看
護専門看護師への役割期待と支援体制などについてオリ
エンテ－ションを受ける。

2．実習施設で患者を担当し、学習した知識を活用しなが
ら患者理解・患者への直接ケア・ケアの評価を行い、看護
および医療チ－ムで共有する。なお、その際に、教員およ
びがん看護専門看護師などからス－パ－ビジョンを受け
る。

3．　実習前半は、医師およびがん看護専門看護師に同行
しながら、治療に伴う臨床判断について指導を受ける。

4.　実習後半は、がん患者の療養の場の変更に必要な地
域医療連携の場でのがん看護専門看護師の役割につい
て、実際の場面を見学し、がん看護専門看護師から適時
スーパーバイズを受けることで考察を深める。

5．毎日実習終了後にがん看護専門看護師とともにカン
ファレンスを行い、専門看護師の役割と機能、必要な知
識・技術・態度について検討し、内容を深める。

①　医師の指導のもと、受け持ち患者の有害事象の予防や症状緩和に関する病態把握、診断、処方、効果判定を実施する能力について
説明できる。
➁　1.に基づいてがん患者の状態を包括的にアセスメントし、問題解決に向けたがん看護実践ができる。
③　がん患者および家族の生活の質の維持・向上を目指した多職種連携とがん看護専門看護師の役割（実践、相談、調整、倫理調整、教
育、研究）について考察を深め、実践できる。
④がん患者および家族に必要な療養の場の地域医療連携に必要ながん看護専門看護師の役割を実践できる。
⑤がん看護専門看護師の役割について自己の課題を明らかにし、述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

がん看護学実習Ⅲ 渡邉 眞理 ・ 岡 多恵 ・ 太田 周平 ・ 佐藤 裕子

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（180時間） 渡邉　眞理

授業概要

がん患者および家族の療養生活の質の維持・向上を目指した看護実践を提供するために、医師の診断過程を学び、高度な臨床判断能力
と卓越したがん看護実践能力を養う。また長期的療養支援の観点から地域医療連携におけるがん看護専門看護師の役割と資源の活用、
多職種連携ができる。

到達目標

81



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

担当教員

1 柴田 昌和

2 柴田 昌和

3 柴田 昌和

4 柴田 昌和

5 柴田 昌和

6 柴田 昌和

7 柴田 昌和

8 柴田 昌和

9 櫻井 好美

10 櫻井 好美

11 櫻井 好美

12 櫻井 好美

13 櫻井 好美

14 櫻井 好美

15 櫻井 好美

２単位（３０時間） 柴田 昌和

授業概要

授業科目名 科目担当教員

運動・動作制御学特論 柴田 昌和 ・ 櫻井 好美

単位数（時間数） 科目責任者

運動器障害の病態と発生メカニズムの解明や、各種の日常生活動作の分析を多角的に行う上で基礎となる運動制御機構とその解析方法に
ついて、解剖学、運動学、運動力学的観点から講義を行う。具体的には、基本的な筋・骨格の構造と神経系の解析、筋・神経の障害発生につ
いての考察、各種基本動作の運動学特徴と運動力学的要求、三次元動作解析装置を用いた運動力学的評価の実践方法、身体運動の力学
的な解釈の方法について論じる。

到達目標

テーマ 内容

骨格系の正常構造と機能１ 骨格系の基本構造と機能について解説する。

1）骨格系の基本構造と機能について説明できる。
2）筋系の基本構造と機能について説明できる。
3）神経系の基本構造と機能について説明できる。
4）基本動作の力学的要求と筋の作用について説明できる。
5）三次元動作解析装置の基本原理と得られるデータの特性について説明できる。

骨格系の正常構造と機能２
骨格で構成される関節の正常構造および変異について解
説する。

筋系の正常構造と機能１ 筋系の組織学的な基本構造と機能について解説する。

筋系の正常構造と機能２ 筋系の肉眼的な基本構造と機能について解説する。

中枢神経系の正常構造と機能１ 中枢神経系の発生と基本構造について解説する。

中枢神経系の正常構造と機能２ 中枢神経系の形態・機能異常について解説する。

末梢神経系の正常構造と機能１ 末梢神経系の基本構造と機能について解説する。

末梢神経系の正常構造と機能２ 末梢神経系の走行異常と障害について解説する。

バイオメカニクスの原理１ 骨・軟骨・腱・靭帯のバイオメカニクスについて解説する。

バイオメカニクスの原理２ 関節のバイオメカニクスについて解説する。

基本動作の力学的要求１ 身体運動の力学的な解釈について解説する。

基本動作の力学的要求２ 基本動作と病態力学について解説する。

動作解析の基礎 各種計測機器の特性と限界について解説する。

三次元動作解析の基礎１
三次元動作解析装置を用いた運動力学的評価の実践方
法について解説する。

参考図書
参考WEBページ

柴田：Anatomy and Human Movement: Structure and function. Elsevier Health Sciences; 7th
Revised版 (2018/9/1) 、　エッセンシャル・キネシオロジ―第2版　南江堂（2015/8/6）
櫻井：オーチスのキネシオロジー原著第2版　ラウンドフラット（2012）、その他講義中に紹介する

事前・事後学習
留意事項

配布資料を予習し、学習後は復習すること。

三次元動作解析の基礎２
運動力学的評価におけるデータの解釈について解説す
る。

評価 期末試験80％、レポート20％で総合評価

教科書 随時資料を配布
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 柴田 昌和

3・4 柴田 昌和

5・6 柴田 昌和

7・8 柴田 昌和

9・10 柴田 昌和

11・12 柴田 昌和

13・14 柴田 昌和

15・16 柴田 昌和

17・18 櫻井 好美

19・20 櫻井 好美

21・22 櫻井 好美

23・24 櫻井 好美

25・26 櫻井 好美

27・28 櫻井 好美

29・30 櫻井 好美

４単位（６０時間） 柴田 昌和

授業概要

授業科目名 科目担当教員

運動・動作制御学演習 柴田 昌和 ・ 櫻井 好美

単位数（時間数） 科目責任者

運動・動作制御学特論で修得した理論を軸として、基本的な筋・骨格の構造と神経系の解析、筋・神経の障害発生に関して、具体的症例を取
り上げ、実践的な考察を深める。また、基本動作の運動学特徴と運動力学的要求、三次元動作解析装置を用いた具体的な測定の実践、そ
れらの解釈を具体的演習を通じて探求していく。

到達目標

テーマ 内容

骨格系の正常構造と解剖学的変異と
形態形成１

基本的な骨格系の正常構造と変異や形態形成について
解説する。

1）骨格系の解剖学的変異と形態形成について説明できる。
2）筋系の解剖学的変異と形態形成について説明できる。
3）神経系の解剖学的変異と形態形成について説明できる。
4）三次元動作解析装置を用いた計測を行うことができる。
5）データから予測される結果と考察について発表を行う。

骨格系の正常構造と解剖学的変異と
形態形成２

骨格系に関する論文報告例より解剖学的変異と形態形成
について解説する。

筋系の正常構造と解剖学的変異と形
態形成１

基本的な筋系の正常構造と変異や形態形成について解
説する。

筋系の正常構造と解剖学的変異と形
態形成２

筋系に関する論文報告例より解剖学的変異と形態形成に
ついて解説する。

神経系の正常構造と障害
基本的な中枢・末梢神経系の正常構造と変異や形態形成
について解説する。

運動器の構造と解剖学的変異と形態
形成の文献レビュー１

論文報告によるレビューのデータから障害の状態や治療
効果について実践的な考察ができるよう解説する。

運動器の構造と解剖学的変異と形態
形成の文献レビュー２

論文報告によるレビューのデータから障害の状態や治療
効果について実践的な考察ができるように解説する。

運動器の構造と解剖学的変異と形態
形成の文献レビュー３

各自に文献より得たデータを示し、予測される結果と考察
について発表を行う。

三次元動作解析装置を用いた計測手
法１

三次元動作計測の一連の流れと基本的な操作について
演習を行う

三次元動作解析装置を用いた計測手
法２

三次元動作計測の一連の流れと基本的な操作について
演習を行う

床反力データの解析 床反力データを用いた力学分析について演習を行う

慣性データの解析 加速度・角速度計測、関節角度の算出を行う

関節モーメントの解析 床反力データ、慣性データから関節モーメントを算出する

三次元動作計測に関する文献レ
ビュー１

三次元動作解析の臨床応用について文献レビューを行う

参考図書
参考WEBページ

柴田：Anatomy and Human Movement: Structure and function. Elsevier Health Sciences; 7th
Revised版 (2018/9/1) 、　エッセンシャル・キネシオロジ―第2版　南江堂（2015/8/6）、　医学中央雑
誌
櫻井：オーチスのキネシオロジー原著第2版　ラウンドフラット（2012）、その他講義中に紹介する

事前・事後学習  留意事項 配布資料を予習し、学習後は復習すること。

三次元動作計測に関する文献レ
ビュー２

三次元動作解析の臨床応用についての文献レビュー結果
を発表する

評価 筆記試験50％、研究報告50％で総合評価する。

教科書 随時論文等の資料を配布
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1
定本　清美
浦　裕之

2
定本　清美
浦　裕之

3 森尾 裕志

4 森尾 裕志

5 森尾 裕志

6 森尾 裕志

7 森尾 裕志

8 森尾 裕志

9 森尾 裕志

10 横山　仁志

11 横山　仁志

12 横山　仁志

13 横山　仁志

14 横山　仁志

15 横山　仁志

1）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者の疫学と支援の目標を具体的に述べることができる。
2）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に生じる身体機能、構造、能力、活動と社会参加の変化を具体的に述べることができる。
3）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援方法を具体的に述べることができる。
4）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援課題を説明し、その解決策を述べることができる。
5）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する体系化した支援を、理論と実践の両面から述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

呼吸循環機能学特論 定本 清美 ・ 森尾 裕志 ・ 横山 仁志 ・ 浦 裕之

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 森尾 裕志

授業概要

呼吸と循環の機能は、循環器疾患患者や呼吸器疾患患者のみならず、神経筋疾患患者や高齢者などでも低下が生じ、これら機能の低下が活
動や社会参加の制限をもたらす原因となることがある。本特論では、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関する最近の学説とエビ
デンスを整理・統合する。また、呼吸循環機能低下者に対する介入の原則と理論の再検を行う。これらを踏まえ、呼吸循環機能の低下した者の
活動回復と社会参加の機会向上に対する包括的支援の体系化を考え論じる。

到達目標

テーマ 内容

呼吸器疾患および循環器疾患患者に
対する支援の必要性

呼吸器疾患および循環器疾患患者の疫学を踏まえ、支援の
必要性を考える。

呼吸器疾患患者に生じる身体の機能
と構造の変化

呼吸器疾患患者の身体の機能と構造の変化を考える。

循環器疾患患者に生じる身体の機能
と構造の変化

循環器疾患患者の身体機能と身体構造の変化について教授
する。

循環器疾患患者に生じる能力低下，
活動と社会参加の制限

循環器疾患患者に生じる能力低下、活動と社会参加の制限
について教授する。

循環器疾患に生じる身体機能と構造
の変化への支援

循環器疾患患者の身体機能と構造の変化に対する支援の方
法と根拠について教授する。

循環器疾患に生じる能力低下，活動
と社会参加制限への支援

循環器疾患患者の能力低下、活動と社会参加の制限に対す
る支援の方法と根拠について教授する。

循環器疾患に対する支援課題 循環器疾患患者への支援課題を再検する。

循環器疾患患者に対する支援課題の
解決

循環器疾患患者への支援課題解決に対する具体的な方法を
教授する。

循環器疾患患者に対する支援の体系
化

循環器疾患患者に対する包括的支援の体系化の必要性につ
いて教授する。

呼吸器疾患患者に生じる能力低下，
活動と社会参加の制限

呼吸器疾患患者に生じる能力低下、活動と社会参加の制限
を考える。

呼吸器疾患患者に生じる身体機能と
構造の変化への支援

呼吸器疾患患者の身体機能と構造の変化に対する支援の方
法と根拠を再検する。

呼吸器疾患患者に生じる能力低下，
活動と社会参加の制限への支援

呼吸器疾患患者の能力低下、活動と社会参加の制限に対す
る支援の方法と根拠を再検する。

呼吸器疾患患者に対する支援課題 呼吸器疾患患者への支援課題を再検する。

呼吸器疾患患者に対する支援課題の
解決

呼吸器疾患患者への支援課題の解決を、理論的に考える。

参考図書
参考WEBページ

内部障害 理学療法学テキスト：細田多穂（監修），南江堂（ISBN 978-4-524-25479-8）
疾患別リハビリテーションリスク管理マニュアル：聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部（編
集），ヒューマン・プレス（ISBN 978-4-908933-11-0）

事前・事後学習
留意事項

講義中、毎回発言を求める。必ず事前学習を行って授業に臨んでいただきたい。

呼吸器疾患患者に対する支援の体系
化

呼吸器疾患患者に対する包括的支援の体系化を考える。

評価 レポート 100%として評価する。

教科書 随時論文等の資料を配布する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1
定本　清美
浦　裕之

2
定本　清美
浦　裕之

3 森尾 裕志

4 森尾 裕志

5 森尾 裕志

6 森尾 裕志

7 森尾 裕志

8 森尾 裕志

9 森尾 裕志

10 横山　仁志

11 横山　仁志

12 横山　仁志

13 横山　仁志

14 横山　仁志

15 横山　仁志

参考図書
参考WEBページ

内部障害 理学療法学テキスト：細田多穂（監修），南江堂（ISBN 978-4-524-25479-8）
疾患別リハビリテーションリスク管理マニュアル：聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部（編
集），ヒューマン・プレス（ISBN 978-4-908933-11-0）

事前・事後学習
留意事項

講義中、毎回発言を求める。必ず事前学習を行って授業に臨んでいただきたい。

呼吸器疾患患者に対する支援の体系
化

呼吸器疾患患者に対する包括的支援の体系化を考える。

評価 レポート 100%として評価する。

教科書 随時論文等の資料を配布する。

呼吸器疾患患者に生じる能力低下，
活動と社会参加の制限への支援

呼吸器疾患患者の能力低下、活動と社会参加の制限に対す
る支援の方法と根拠を再検する。

呼吸器疾患患者に対する支援課題 呼吸器疾患患者への支援課題を再検する。

呼吸器疾患患者に対する支援課題の
解決

呼吸器疾患患者への支援課題の解決を、理論的に考える。

循環器疾患患者に対する支援の体系
化

循環器疾患患者に対する包括的支援の体系化の必要性につ
いて教授する。

呼吸器疾患患者に生じる能力低下，
活動と社会参加の制限

呼吸器疾患患者に生じる能力低下、活動と社会参加の制限
を考える。

呼吸器疾患患者に生じる身体機能と
構造の変化への支援

呼吸器疾患患者の身体機能と構造の変化に対する支援の方
法と根拠を再検する。

循環器疾患に生じる能力低下，活動
と社会参加制限への支援

循環器疾患患者の能力低下、活動と社会参加の制限に対す
る支援の方法と根拠について教授する。

循環器疾患に対する支援課題 循環器疾患患者への支援課題を再検する。

循環器疾患患者に対する支援課題の
解決

循環器疾患患者への支援課題解決に対する具体的な方法を
教授する。

循環器疾患患者に生じる身体の機能
と構造の変化

循環器疾患患者の身体機能と身体構造の変化について教授
する。

循環器疾患患者に生じる能力低下，
活動と社会参加の制限

循環器疾患患者に生じる能力低下、活動と社会参加の制限
について教授する。

循環器疾患に生じる身体機能と構造
の変化への支援

循環器疾患患者の身体機能と構造の変化に対する支援の方
法と根拠について教授する。

テーマ 内容

呼吸器疾患および循環器疾患患者に
対する支援の必要性

呼吸器疾患および循環器疾患患者の疫学を踏まえ、支援の
必要性を考える。

呼吸器疾患患者に生じる身体の機能
と構造の変化

呼吸器疾患患者の身体の機能と構造の変化を考える。

1）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者の疫学と支援の目標を具体的に述べることができる。
2）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に生じる身体機能、構造、能力、活動と社会参加の変化を具体的に述べることができる。
3）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援方法を具体的に述べることができる。
4）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援課題を説明し、その解決策を述べることができる。
5）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する体系化した支援を、理論と実践の両面から述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

呼吸循環機能学特論 定本 清美 ・ 浦 裕之 ・ 森尾 裕志 ・ 横山 仁志

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 森尾 裕志

授業概要

呼吸と循環の機能は、循環器疾患患者や呼吸器疾患患者のみならず、神経筋疾患患者や高齢者などでも低下が生じ、これら機能の低下が活
動や社会参加の制限をもたらす原因となることがある。本特論では、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関する最近の学説とエビ
デンスを整理・統合する。また、呼吸循環機能低下者に対する介入の原則と理論の再検を行う。これらを踏まえ、呼吸循環機能の低下した者の
活動回復と社会参加の機会向上に対する包括的支援の体系化を考え論じる。

到達目標

1

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2
定本　清美
浦　裕之

3・4
定本　清美
浦　裕之

5・6 森尾　裕志

7・8 森尾　裕志

9・10 森尾　裕志

11・12 森尾　裕志

13・14 森尾　裕志

15・16 森尾　裕志

17・18 森尾　裕志

19・20 横山　仁志

21・22 横山　仁志

23・24 横山　仁志

25・26 横山　仁志

27・28 横山　仁志

29・30 横山　仁志

1）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援を立案できる。
2）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援を実施できる。
3）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援を再検し、再立案できる。
4）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援効果を論理的に説明できる。
5）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援の限界に対する代替手段を提示できる。

授業科目名 科目担当教員

呼吸循環機能学演習 定本 清美 ・ 森尾 裕志 ・ 横山 仁志・浦 裕之

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 森尾 裕志

授業概要

呼吸循環機能学特論で修得した理論を軸として、呼吸循環機能低下者に対する介入の具体例を検証し、実践的な考察を深め、問題点の具体化と
改善方法の探求を展開する。また、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関する最近の学説を具体例を通じて検証していく。

到達目標

テーマ 内容

事例検討の必要性
呼吸器疾患および循環器疾患患者に関する事例検討の必要
性を演習形式で考える。

呼吸循環器疾患患者を対象とした調査
研究

呼吸器疾患患者を対象とした調査研究のレビューを演習す
る。

循環器疾患患者を対象とした調査研究
循環器疾患患者を対象とした調査研究のレビューを演習す
る。

循環器疾患患者を対象とした介入研究
循環器疾患患者を対象とした介入研究のレビューを演習す
る。

循環器疾患患者に対する支援プログラ
ムの立案

近年の学説を再検し、循環器疾患患者に対する支援プログ
ラムの立案を演習する。

循環器疾患患者に対する支援の実施 模擬循環器疾患患者に対して支援を演習する。

循環器疾患患者に対する支援の再検と
支援プログラムの再立案

模擬循環器疾患患者に対して実施した支援の再検と支援プ
ログラムの再立案を演習する。

循環器疾患患者に対する支援効果の解
釈

循環器疾患患者に対する支援プログラムから得られた変化
の論理的な解釈を演習する。

循環器疾患患者に対する支援の体系化
循環器疾患患者に対する支援に用いる事のできる代替手段
について演習する。

呼吸器疾患を対象とした介入研究
呼吸器疾患患者を対象とした介入研究のレビューを演習す
る。

呼吸器疾患患者に対する支援プログラ
ムの立案

呼吸器疾患患者に対する支援プログラムの立案を演習す
る。

呼吸器疾患患者に対する支援の実施 模擬呼吸器疾患患者に対して支援を演習する。

呼吸器疾患患者に対する支援の再検と
支援プログラムの再立案

模擬呼吸器疾患患者に対して実施した支援の再検と支援プ
ログラムの再立案を演習する。

呼吸器疾患患者に対する支援効果の解
釈

得られた変化の論理的な解釈を演習する。

参考図書
参考WEBページ

呼吸・心臓リハビリテーション 第2版：居村茂幸（監修），羊土社（ISBN 978-4-7581-0794-5）
疾患別リハビリテーションリスク管理マニュアル：聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部（編集），
ヒューマン・プレス（ISBN 978-4-908933-11-0）

事前・事後学習
留意事項

講義中、毎回発言を求める。必ず事前学習を行って授業に臨んでいただきたい。

呼吸器疾患患者に対する支援の体系化
呼吸器疾患患者に対する支援に用いることのできる代替手
段を演習する。

評価 レポート 100%として評価する。

教科書 随時論文等の資料を配布する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2
定本　清美
浦　裕之

3・4
定本　清美
浦　裕之

5・6 森尾　裕志

7・8 森尾　裕志

9・10 森尾　裕志

11・12 森尾　裕志

13・14 森尾　裕志

15・16 森尾　裕志

17・18 森尾　裕志

19・20 横山　仁志

21・22 横山　仁志

23・24 横山　仁志

25・26 横山　仁志

27・28 横山　仁志

29・30 横山　仁志

参考図書
参考WEBページ

呼吸・心臓リハビリテーション 第2版：居村茂幸（監修），羊土社（ISBN 978-4-7581-0794-5）
疾患別リハビリテーションリスク管理マニュアル：聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部（編集），
ヒューマン・プレス（ISBN 978-4-908933-11-0）

事前・事後学習
留意事項

講義中、毎回発言を求める。必ず事前学習を行って授業に臨んでいただきたい。

呼吸器疾患患者に対する支援の体系化
呼吸器疾患患者に対する支援に用いることのできる代替手
段を演習する。

評価 レポート 100%として評価する。

教科書 随時論文等の資料を配布する。

呼吸器疾患患者に対する支援の実施 模擬呼吸器疾患患者に対して支援を演習する。

呼吸器疾患患者に対する支援の再検と
支援プログラムの再立案

模擬呼吸器疾患患者に対して実施した支援の再検と支援プ
ログラムの再立案を演習する。

呼吸器疾患患者に対する支援効果の解
釈

得られた変化の論理的な解釈を演習する。

循環器疾患患者に対する支援の体系化
循環器疾患患者に対する支援に用いる事のできる代替手段
について演習する。

呼吸器疾患を対象とした介入研究
呼吸器疾患患者を対象とした介入研究のレビューを演習す
る。

呼吸器疾患患者に対する支援プログラ
ムの立案

呼吸器疾患患者に対する支援プログラムの立案を演習す
る。

循環器疾患患者に対する支援の実施 模擬循環器疾患患者に対して支援を演習する。

循環器疾患患者に対する支援の再検と
支援プログラムの再立案

模擬循環器疾患患者に対して実施した支援の再検と支援プ
ログラムの再立案を演習する。

循環器疾患患者に対する支援効果の解
釈

循環器疾患患者に対する支援プログラムから得られた変化
の論理的な解釈を演習する。

循環器疾患患者を対象とした調査研究
循環器疾患患者を対象とした調査研究のレビューを演習す
る。

循環器疾患患者を対象とした介入研究
循環器疾患患者を対象とした介入研究のレビューを演習す
る。

循環器疾患患者に対する支援プログラ
ムの立案

近年の学説を再検し、循環器疾患患者に対する支援プログ
ラムの立案を演習する。

テーマ 内容

事例検討の必要性
呼吸器疾患および循環器疾患患者に関する事例検討の必要
性を演習形式で考える。

呼吸循環器疾患患者を対象とした調査
研究

呼吸器疾患患者を対象とした調査研究のレビューを演習す
る。

1）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援を立案できる。
2）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援を実施できる。
3）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援を再検し、再立案できる。
4）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援効果を論理的に説明できる。
5）呼吸器疾患患者と循環器疾患患者に対する支援の限界に対する代替手段を提示できる。

授業科目名 科目担当教員

呼吸循環機能学演習 定本 清美 ・ 浦 裕之 ・ 森尾 裕志 ・ 横山 仁志

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 森尾 裕志

授業概要

呼吸循環機能学特論で修得した理論を軸として、呼吸循環機能低下者に対する介入の具体例を検証し、実践的な考察を深め、問題点の具体化と
改善方法の探求を展開する。また、身体の機能と構造、身体能力、活動と社会参加に関する最近の学説を具体例を通じて検証していく。

到達目標

1



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 田邉　浩文

2 田邉　浩文

3 田邉　浩文

4 田邉　浩文

5 田邉　浩文

6 田邉　浩文

7 大森　圭貢

8 大森　圭貢

9 大森　圭貢

10 大森　圭貢

11 光金　正官

12 光金　正官

13 中尾　陽光

２単位（３０時間） 田邉 浩文

授業概要

授業科目名 科目担当教員

運動機能回復学特論 田邉 浩文  ・大森 圭貢 ・ 光金 正官 ・ 中尾 陽光

単位数（時間数） 科目責任者

身体の運動機能回復の視点から、高齢者や骨関節疾患患者における運動機能障害を広くとらえ、それらを科学的に評価し、回復のためのメカニズ
ムを考慮した治療へ繋げる方法論に関して論じる。また、中枢神経系障害患者に対する運動機能回復も同様に、評価・治療原理・実践的な方法論
に関して論じる。

到達目標

テーマ 内容

脳血管疾患における運動機能回復
論文抄読1，ディスカッション

担当教員が示す脳血管疾患の運動機能回復に関する論文を発表し，効
果的な評価法およびアプローチ実践方法について講義し，ディスカッション
をする。

運動機能障害の評価と治療に関する研究手法について理解を深めることを目標に、次の到達目標を設定する。
1）中枢神経疾患及び運動器疾患の運動器障害の治療効果の判定と治療法に関する最新の知見を知る。
2）科学的手法による研究成果を，学術的背景に基づき発表できる。

脳血管疾患における運動機能回復
論文抄読2，ディスカッション

担当教員が示す脳血管疾患の運動機能回復に関する論文を発表し，効
果的な評価法およびアプローチ実践方法について講義し，ディスカッション
をする。

脳血管疾患における運動機能回復
論文抄読3，ディスカッション

担当教員が示す脳血管疾患の運動機能回復に関する論文を発表し，効
果的な評価法およびアプローチ実践方法について講義し，ディスカッション
をする。

脳血管疾患における運動機能回復
論文抄読4，ディスカッション

担当教員が示す脳血管疾患の運動機能回復を支援するロボット工学に関
する論文を発表し，効果的なアプローチ実践方法について講義し，ディス
カッションをする。

運動失調における運動機能回復
論文抄読5，ディスカッション

脳血管疾患の運動機能回復分析方法に関する症例報告論文を発表し，
その内容についてディスカッションをする。

運動失調における運動機能回復
論文抄読6，ディスカッション

脳血管疾患の運動機能回復分析方法に関する症例報告論文を発表し，
その内容についてディスカッションをする。

高齢者を中心とした機能・能力障害を
捉える理学療法評価および理学療法
論文抄読11，ディスカッション

授業テーマに関する論文を講読し，特に下肢筋力を中心に適切な機能・能
力障害評価および理学療法を論議し，この分野に関するエビデンスの理
解と実践力を深める。

高齢者を中心とした機能・能力障害を
捉える理学療法評価および理学療法
論文抄読12，ディスカッション

授業テーマに関する論文を講読し，特に下肢筋力を中心に適切な機能・能
力障害評価および理学療法を論議し，この分野に関するエビデンスの理
解と実践力を深める。

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読９、ディスカッション

パーキンソン病などの中枢神経疾患の運動機能向上に関する症例報告
論文を発表し、その内容をディスカッションする

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読10、ディスカッション

パーキンソン病などの中枢神経疾患の運動機能向上に関する症例報告
論文を発表し、その内容をディスカッションする

上肢整形外科疾患における運動機能
回復に関する事例検討
論文抄読13，ディスカッション

上肢整形外科疾患の運動機能回復に関する症例報告論文を発表し、そ
の内容についてディスカッションをする。

上肢整形外科疾患における運動機能
回復に関する事例検討
論文抄読13，ディスカッション

上肢整形外科疾患の運動機能回復に関する症例報告論文を発表し、そ
の内容についてディスカッションをする。

下肢整形外科疾患およびスポーツ外
傷・障害に対する運動機能回復に関
する事例検討，文献抄読13，ディス
カッション

授業テーマに関する論文を講読し，特に下肢の整形外科疾患やスポーツ
疾患を中心に適切な機能・能力評価および理学療法実践方法を論議し，
この分野に関するエビデンスの理解と実践力を深める。
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14 中尾　陽光

15 中尾　陽光

下肢整形外科疾患およびスポーツ外
傷・障害に対する運動機能回復に関
する事例検討，文献抄読14，ディス
カッション

授業テーマに関する論文を講読し，特に下肢の整形外科疾患やスポーツ
疾患を中心に適切な機能・能力評価および理学療法実践方法を論議し，
この分野に関するエビデンスの理解と実践力を深める。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

抄読論文は事前に提示しますので、必ず目を通し、質問事項を準備して授業に臨んでください。

下肢整形外科疾患およびスポーツ外
傷・障害に対する運動機能回復に関
する事例検討，文献抄読15，ディス
カッション

授業テーマに関する論文を講読し，特に下肢の整形外科疾患やスポーツ
疾患を中心に適切な機能・能力評価および理学療法実践方法を論議し，
この分野に関するエビデンスの理解と実践力を深める。

評価
出席状況，授業態度などを総合し，到達目標の達成度を評価する。成績評価に占める割合は、出席率と授業態度
（ディスカッション）が40％、発表内容が60％とする。

教科書 運動機能障害に関連した主な原著論文を用いる。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 田邉　浩文

3・4 田邉　浩文

5・6 田邉　浩文

7・8 田邉　浩文

9・10 田邉　浩文

11・12 田邉　浩文

13.14 大森　圭貢

15.16 大森　圭貢

17.18 大森　圭貢

19.20. 大森　圭貢

21.22 光金　正官

23.24 光金　正官

25.26 中尾　陽光

４単位（６０時間） 田邉 浩文

授業概要

授業科目名 科目担当教員

運動機能回復学演習 田邉 浩文 ・ 大森 圭貢 ・ 光金 正官 ・ 中尾 陽光

単位数（時間数） 科目責任者

運動機能回復学特論で修得した理論を軸として、高齢者や骨関節疾患患者、脳卒中やパーキンソン病を中心とした中枢神経系患者等、具体
的な事象や事例を通じて、実践的な考察を深め、運動機能回復に関する問題点の具体化と改善方法に関して探求していく。

到達目標

テーマ 内容

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読1，ディスカッション

脳血管疾患の運動機能回復に関する症例報告論文を発
表し，その内容についてディスカッションをする。

運動機能障害の各種事象・事例に対して、具体的な介入研究方法を知るために、次の到達目標を設定する。
1）中枢神経疾患及び運動器疾患の事例に対して、問題点を具体化するとともに改善方法について探求できる。
2）事例研究成果を学術的背景に基づき解釈し発表できる。

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読2，ディスカッション

脳血管疾患の運動機能回復に関する症例報告論文を発
表し，その内容についてディスカッションをする。

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読3，ディスカッション

脳血管疾患の運動機能回復に関する症例報告論文を発
表し，その内容についてディスカッションをする。

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読4，ディスカッション

脳血管疾患の運動機能回復を支援するロボット工学に関
する症例報告論文を発表し，その内容についてディスカッ
ションをする。

脳血管疾患における運動機能回復
論文抄読5，ディスカッション

担当教員が示す脳血管疾患の運動機能回復に関する分
析方法についての論文を発表し，効果的な評価・分析実
践方法についてディスカッションをする。

脳血管疾患における運動機能回復
論文抄読6，ディスカッション

担当教員が示す脳血管疾患の運動機能回復に関する分
析方法についての論文を発表し，効果的な評価・分析実
践方法についてディスカッションをする。

高齢者を中心とした機能・能力障害を
捉えるための理学療法評価に関する
事例検討
論文抄読11，ディスカッション

授業テーマに関する症例報告および1事例実験研究の論
文を講読し，特に下肢筋力を中心に適切な理学療法評価
と理学療法について討論し，実践・研究および教育の能力
の向上を図る。

高齢者を中心とした機能・能力障害を
捉えるための理学療法評価に関する
事例検討
論文抄読12，ディスカッション

授業テーマに関する症例報告および1事例実験研究の論
文を講読し，特に下肢筋力を中心に適切な理学療法評価
と理学療法について討論し，実践・研究および教育の能力
の向上を図る。

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読9，ディスカッション

パーキンソン病などの中枢神経疾患の運動機能回復に関
する症例報告論文を発表し、その内容についてディスカッ
ションする。

運動機能障害に関する事例検討
論文抄読10，ディスカッション

パーキンソン病などの中枢神経疾患の運動機能回復に関
する症例報告論文を発表し、その内容についてディスカッ
ションする。

上肢整形外科疾患における運動機能
回復に関する事例検討
論文抄読13，ディスカッション

上肢整形外科疾患の運動機能回復に関する症例報告論
文を発表し、その内容についてディスカッションをする。

上肢整形外科疾患における運動機能
回復に関する事例検討
論文抄読13，ディスカッション

上肢整形外科疾患の運動機能回復に関する症例報告論
文を発表し、その内容についてディスカッションをする。

下肢整形外科疾患およびスポーツ外
傷・障害における運動機能回復に関
する事例検討，論文抄読13，ディス
カッション

下肢整形外科疾患およびスポーツ疾患の運動機能回復
に関する症例報告論文を発表し、その内容についてディス
カッションをする。

88

授業回数 担当教員テーマ 内容

27.28 中尾　陽光

29・30 中尾　陽光

下肢整形外科疾患およびスポーツ外
傷・障害における運動機能回復に関
する事例検討，論文抄読13，ディス
カッション

下肢整形外科疾患およびスポーツ疾患の運動機能回復
に関する症例報告論文を発表し、その内容についてディス
カッションをする。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

抄読論文は事前に提示しますので，必ず目を通し，質問事項を準備して授業に臨んでください。

下肢整形外科疾患およびスポーツ外
傷・障害における運動機能回復に関
する検討，ディスカッション

下肢整形外科疾患やスポーツ疾患の運動機能回復に関
する評価方法について、測定器具を用いて実践し、その内
容についてディスカッションする。

評価
出席状況，授業態度などを総合し，到達目標の達成度を評価する。成績評価に占める割合は、出席
率と授業態度（ディスカッション）が40％、発表内容が60％とする。

教科書 運動機能障害に関連した主な原著論文を用います。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 鈴木 雄介

2 鈴木 雄介

3 鈴木 雄介

4 鈴木 雄介

5 鈴木 雄介

6 鈴木 雄介

7 鈴木 雄介

8 坂上 昇

9 坂上 昇

10 増田 雄亮

11 増田 雄亮

12 鶴見 隆彦

13 鶴見 隆彦

14 三川 年正

15 三川 年正精神疾患と脳機能（関わり） 脳機能の視点を中心に、精神疾患に対する関わり方

評価 レポート100%

教科書
リハビリテーション学、理学療法学、作業療法学、看護学などに関連した主な原著論文を用いる。
その他は適宜資料配布する。

精神機能と行動１
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の解析（評
価）の講義

精神機能と行動２
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の適正化（マ
ネージメント）及び制度の講義

精神疾患と脳機能（評価） 脳機能の視点を中心に、精神疾患に対する評価方法

運動発達と中枢神経機構２
運動発達障害に関する脳病態の理解と理学療法につい
て

神経可塑性とエビデンス１
神経可塑性に関与するリハビリテーションのエビデンス・セ
ラピストのエビデンスに基づく実践スキル

神経可塑性とエビデンス２ 神経科学を基盤としたリハビリテーションの臨床応用

高次脳機能障害各論 高次脳機能障害者への実践的支援アプローチ

高次脳機能障害各論 高次脳機能障害者への家族支援

運動発達と中枢神経機構１
運動発達、特に歩行獲得までの中枢神経機構の関連に
ついて

高次脳機能障害各論 注意・記憶に関する高次脳機能障害とリハビリテーション

高次脳機能障害各論
高次知覚・行為に関する高次脳機能障害とリハビリテー
ション

高次脳機能障害各論
遂行機能・情緒と感情に関する高次脳機能障害とリハビリ
テーション

テーマ 内容

オリエンテーション/高次脳機能障害
総論

大脳皮質の解剖と機能の理解、高次脳機能障害の総論

高次脳機能障害各論 高次脳機能障害と背景にある脳病態との関連性の理解

（鈴木）疾病あるいは外傷による脳損傷、それに付随する高次脳機能障害と背景にある脳病態との関連性を理解し、さらにそのリハビリテー
ションにおける応用について理解することを到達目標とする。
(鶴見)精神機能面からの問題行動へのマネージメントを考えたアプローチ方法を説明できる。また，触法精神障害者の法と制度における社会
適応について説明できる。
（坂上）運動発達と中枢神経機構の関連、脳性麻痺に代表される小児の中枢神経疾患の病態と障害を理解し、その概略を述べることができ
る。
（三川）精神疾患の違いを説明でき、それぞれの関わり方を説明できる。
（増田）神経可塑性に関与するリハビリテーションのエビデンスと神経科学を基盤としたリハビリテーションの臨床応用について理解できる。

授業科目名 科目担当教員

脳機能回復学特論
鈴木 雄介 ・ 鶴見 隆彦 ・ 坂上 昇

 三川 年正 ・ 増田 雄亮

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 鈴木 雄介

授業概要

脳機能の障害を理解し、対象者の多様な障害像に応じた実践的アプローチについて、最新の実践技術を探究することを目的とする。脳の機
能不全によって引き起こされるところの、脳・神経による運動制御の機能障害、高次脳機能障害、発達障害、精神機能障害等の多様な障害
像、ならびに地域社会で生きる上での生活障害について論じる。本科目の特色は、脳機能と障害の関係、具体的には運動制御機能、認知機
能、高次脳機能、精神機能等への効果的な運動、動作、行動、ならびに社会参加含む、具体的アプローチについての理論と実践技術の科学
的磨き方について論じる。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業回数 担当教員

1 鈴木 雄介

2 鈴木 雄介

3 鈴木 雄介

4 鈴木 雄介

5 鈴木 雄介

6 鈴木 雄介

7 鈴木 雄介

8 坂上 昇

9 坂上 昇

10 増田 雄亮

11 増田 雄亮

12 鶴見 隆彦

13 鶴見 隆彦

14 三川 年正

15 三川 年正精神疾患と脳機能（関わり） 脳機能の視点を中心に、精神疾患に対する関わり方

評価 レポート100%

教科書
リハビリテーション学、理学療法学、作業療法学、看護学などに関連した主な原著論文を用いる。
その他は適宜資料配布する。

精神機能と行動１
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の解析（評
価）の講義

精神機能と行動２
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の適正化（マ
ネージメント）及び制度の講義

精神疾患と脳機能（評価） 脳機能の視点を中心に、精神疾患に対する評価方法

運動発達と中枢神経機構２
運動発達障害に関する脳病態の理解と理学療法につい
て

神経可塑性とエビデンス１
神経可塑性に関与するリハビリテーションのエビデンス・セ
ラピストのエビデンスに基づく実践スキル

神経可塑性とエビデンス２ 神経科学を基盤としたリハビリテーションの臨床応用

高次脳機能障害各論 高次脳機能障害者への実践的支援アプローチ

高次脳機能障害各論 高次脳機能障害者への家族支援

運動発達と中枢神経機構１
運動発達、特に歩行獲得までの中枢神経機構の関連に
ついて

高次脳機能障害各論 注意・記憶に関する高次脳機能障害とリハビリテーション

高次脳機能障害各論
高次知覚・行為に関する高次脳機能障害とリハビリテー
ション

高次脳機能障害各論
遂行機能・情緒と感情に関する高次脳機能障害とリハビリ
テーション

テーマ 内容

オリエンテーション/高次脳機能障害
総論

大脳皮質の解剖と機能の理解、高次脳機能障害の総論

高次脳機能障害各論 高次脳機能障害と背景にある脳病態との関連性の理解

（鈴木）疾病あるいは外傷による脳損傷、それに付随する高次脳機能障害と背景にある脳病態との関連性を理解し、さらにそのリハビリテー
ションにおける応用について理解することを到達目標とする。
(鶴見)精神機能面からの問題行動へのマネージメントを考えたアプローチ方法を説明できる。また，触法精神障害者の法と制度における社会
適応について説明できる。
（坂上）運動発達と中枢神経機構の関連、脳性麻痺に代表される小児の中枢神経疾患の病態と障害を理解し、その概略を述べることができ
る。
（三川）精神疾患の違いを説明でき、それぞれの関わり方を説明できる。
（増田）神経可塑性に関与するリハビリテーションのエビデンスと神経科学を基盤としたリハビリテーションの臨床応用について理解できる。

授業科目名 科目担当教員

脳機能回復学特論
鈴木 雄介 ・ 坂上 昇

増田 雄亮 ・ 鶴見 隆彦 ・ 三川 年正

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 鈴木 雄介

授業概要

脳機能の障害を理解し、対象者の多様な障害像に応じた実践的アプローチについて、最新の実践技術を探究することを目的とする。脳の機
能不全によって引き起こされるところの、脳・神経による運動制御の機能障害、高次脳機能障害、発達障害、精神機能障害等の多様な障害
像、ならびに地域社会で生きる上での生活障害について論じる。本科目の特色は、脳機能と障害の関係、具体的には運動制御機能、認知機
能、高次脳機能、精神機能等への効果的な運動、動作、行動、ならびに社会参加含む、具体的アプローチについての理論と実践技術の科学
的磨き方について論じる。

到達目標

1

参考図書
参考WEBページ

（鈴木）高次脳機能障害学／石合純夫／医歯薬出版／2版／978-4-263-21396-4
　　　　 脳のしくみとそのみかた／植村研一／医学書院／978-4-260-03195-0
（鶴見）司法精神科作業療法／鶴見隆彦，井坂真規　監訳／三輪書店／978-4-89590-394-3
（坂上）発達を学ぶ　人間発達学レクチャー／森岡周 著／協同医書出版社／978-4-7639-1077-6
（三川）講義内で随時紹介する。
（増田）ニューロリハビリテーション／道免和久／医学書院／978-4-260-02009-1
　　　　みんなのEBMと臨床研究／神田善伸／南江堂／978-4-524-25548-1

事前・事後学習
留意事項

各単元のテーマ、内容について事前学習し、講義後は復習すること。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 鈴木 雄介

3・4 鈴木 雄介

5・6 鈴木 雄介

7・8 鈴木 雄介

9・10 鈴木 雄介

11・12 鈴木 雄介

13・14 鈴木 雄介

15・16 坂上 昇

17・18 坂上 昇

19・20 増田 雄亮

21・22 増田 雄亮

23・24 鶴見 隆彦

25・26 鶴見 隆彦

27・28 三川 年正

29・30 三川 年正精神疾患と脳機能（関わり） 精神疾患の事例を用いて、実際の関わり方を検討する。

精神機能と行動１
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の解析（評価）の論
考

精神機能と行動２
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の適正化（マネー
ジメント）及び制度の論考

精神疾患と脳機能（評価） 精神疾患の事例を用いて、実際の評価方法を検討する。

運動発達障害の評価およびリハビ
リテーションに関する文献抄読

運動発達障害の評価およびリハビリテーションに関するさまざ
まな分野の分野の研究論文を抄読し、論考演習を行う。

リハビリテーション科学・神経科学
分野の文献抄読

自身の研究がリハビリテーション科学や神経科学の全体像に
対してどのような位置づ付けにあるのか、独自性・新規性・創造
性の観点から議論する。

リハビリテーション科学・神経科学
分野の文献抄読

リハビリテーション科学や神経科学に関する国外の質の高い研
究論文を抄読し、批判的吟味のスキルを高め、臨床適用の可
能性について考察する。

高次脳機能障害に関する文献抄読
と自己の研究の進展

高次脳機能障害に関する自身の研究における重要な参考文献
を一つ選び、自身の研究における位置づけについて検討する。

自己の研究の進展
高次脳機能障害に関する自身の研究において困難に感じてい
る点とそれを克服するための方略について検討する。

運動発達障害の病態に関する文献
抄読

運動発達障害の病態に関するさまざまな分野の分野の研究論
文を抄読し、論考演習を行う。

高次脳機能障害に関する文献の批
判的解釈課題

高次脳機能障害に関する科学論文をクリティカルに読み論考演
習を行う。

高次脳機能障害に関する文献の批
判的解釈課題

高次脳機能障害に関する科学論文をクリティカルに読み論考演
習を行う。

高次脳機能障害に関する文献抄読
と自己の研究の進展

高次脳機能障害に関する自身の研究における重要な参考文献
を一つ選び、自身の研究における位置づけについて検討する。

テーマ 内容

高次脳機能障害に関する文献抄読
高次脳機能障害に関するさまざまな側面からの具体的アプ
ローチについての文献を抄読し論考演習を行う。

高次脳機能障害に関する文献抄読
高次脳機能障害に関するさまざまな側面からの具体的アプ
ローチについての文献を抄読し論考演習を行う。

（鈴木）脳機能回復学特論において学んだ知識を深めるために高次脳機能障害の評価あるいはそれのリハビリテーションに関連する内外の
文献について討議し、研究の進展方法、まとめ方、発表、表現方法について学習し、自己の研究を効率的に遂行する。
（鶴見）精神機能障害と問題行動へのアプローチ方法を文献，症例等含めてより具体的に説明する。また，触法精神障害者の法と制度につい
て文献，症例等含めてより具体的に説明する思考過程と療法の具体的実施を論じる。
（坂上）運動発達障害の病態、評価およびリハビリテーションに関する最近の研究動向を、論文抄読を通じて知り、その概略を述べることがで
きる。
（三川）精神疾患の評価方法を理解でき、それぞれの関わり方を実践で用いる事ができる。
（増田）自身の研究テーマと関連性が深い研究論文を抄読し、研究の独自性・新規性・創造性などについて議論する。また、リハビリテーション
科学・神経科学分野に関連する質の高い研究論文の抄読を通して、批判的吟味のスキルを高め、臨床適用の可能性について考察する。

授業科目名 科目担当教員

脳機能回復学演習
鈴木 雄介 ・ 鶴見 隆彦 ・ 坂上 昇

 三川 年正 ・ 増田 雄亮

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 鈴木 雄介

授業概要

脳機能回復学特論で修得した理論を軸として、脳機能と障害の関係、具体的には身体制御機能、高次脳機能、精神機能等への効果的な運
動、動作、行動、作業方法ならびに社会参加を含む、具体的アプローチを演習として実践する。そして実践技術を創造する院生の能力の向上
を図る。

到達目標

92

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年後期

授業回数 担当教員

1・2 鈴木 雄介

3・4 鈴木 雄介

5・6 鈴木 雄介

7・8 鈴木 雄介

9・10 鈴木 雄介

11・12 鈴木 雄介

13・14 鈴木 雄介

15・16 坂上 昇

17・18 坂上 昇

19・20 増田 雄亮

21・22 増田 雄亮

23・24 鶴見 隆彦

25・26 鶴見 隆彦

27・28 三川 年正

29・30 三川 年正

（鈴木）脳機能回復学特論において学んだ知識を深めるために高次脳機能障害の評価あるいはそれのリハビリテーションに関連する内外の
文献について討議し、研究の進展方法、まとめ方、発表、表現方法について学習し、自己の研究を効率的に遂行する。
（鶴見）精神機能障害と問題行動へのアプローチ方法を文献，症例等含めてより具体的に説明する。また，触法精神障害者の法と制度につい
て文献，症例等含めてより具体的に説明する思考過程と療法の具体的実施を論じる。
（坂上）運動発達障害の病態、評価およびリハビリテーションに関する最近の研究動向を、論文抄読を通じて知り、その概略を述べることがで
きる。
（三川）精神疾患の評価方法を理解でき、それぞれの関わり方を実践で用いる事ができる。
（増田）自身の研究テーマと関連性が深い研究論文を抄読し、研究の独自性・新規性・創造性などについて議論する。また、リハビリテーション
科学・神経科学分野に関連する質の高い研究論文の抄読を通して、批判的吟味のスキルを高め、臨床適用の可能性について考察する。

授業科目名 科目担当教員

脳機能回復学演習
鈴木 雄介 ・ 坂上 昇

増田 雄亮 ・ 鶴見 隆彦 ・ 三川 年正

単位数（時間数） 科目責任者

４単位（６０時間） 鈴木 雄介

授業概要

脳機能回復学特論で修得した理論を軸として、脳機能と障害の関係、具体的には身体制御機能、高次脳機能、精神機能等への効果的な運
動、動作、行動、作業方法ならびに社会参加を含む、具体的アプローチを演習として実践する。そして実践技術を創造する院生の能力の向上
を図る。

到達目標

テーマ 内容

高次脳機能障害に関する文献抄読
高次脳機能障害に関するさまざまな側面からの具体的アプ
ローチについての文献を抄読し論考演習を行う。

高次脳機能障害に関する文献抄読
高次脳機能障害に関するさまざまな側面からの具体的アプ
ローチについての文献を抄読し論考演習を行う。

高次脳機能障害に関する文献の批
判的解釈課題

高次脳機能障害に関する科学論文をクリティカルに読み論考演
習を行う。

高次脳機能障害に関する文献の批
判的解釈課題

高次脳機能障害に関する科学論文をクリティカルに読み論考演
習を行う。

高次脳機能障害に関する文献抄読
と自己の研究の進展

高次脳機能障害に関する自身の研究における重要な参考文献
を一つ選び、自身の研究における位置づけについて検討する。

高次脳機能障害に関する文献抄読
と自己の研究の進展

高次脳機能障害に関する自身の研究における重要な参考文献
を一つ選び、自身の研究における位置づけについて検討する。

自己の研究の進展
高次脳機能障害に関する自身の研究において困難に感じてい
る点とそれを克服するための方略について検討する。

運動発達障害の病態に関する文献
抄読

運動発達障害の病態に関するさまざまな分野の分野の研究論
文を抄読し、論考演習を行う。

運動発達障害の評価およびリハビ
リテーションに関する文献抄読

運動発達障害の評価およびリハビリテーションに関するさまざ
まな分野の分野の研究論文を抄読し、論考演習を行う。

リハビリテーション科学・神経科学
分野の文献抄読

自身の研究がリハビリテーション科学や神経科学の全体像に
対してどのような位置づ付けにあるのか、独自性・新規性・創造
性の観点から議論する。

リハビリテーション科学・神経科学
分野の文献抄読

リハビリテーション科学や神経科学に関する国外の質の高い研
究論文を抄読し、批判的吟味のスキルを高め、臨床適用の可
能性について考察する。

精神機能と行動１
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の解析（評価）の論
考

精神機能と行動２
脳機能の精神機能面からの問題行動・行為の適正化（マネー
ジメント）及び制度の論考

精神疾患と脳機能（評価） 精神疾患の事例を用いて、実際の評価方法を検討する。

精神疾患と脳機能（関わり） 精神疾患の事例を用いて、実際の関わり方を検討する。

1

参考図書
参考WEBページ

（鈴木）クリティカルシンキング　研究論文編／J.メルツォフ（中澤潤　監訳）／北大路書房／4-7628-
2459-3
（鶴見）講義内で随時紹介する。
（坂上）適宜紹介する。
（三川）講義内で随時紹介する。
（増田）みんなのEBMと臨床研究／神田善伸／南江堂／978-4-524-25548-1

事前・事後学習
留意事項

各単元のテーマ、内容について事前学習し、講義後は復習すること。

評価 レポート100%

教科書
リハビリテーション学、理学療法学、作業療法学、看護学などに関連した主な原著論文を用いる。
その他適宜資料配布する。
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参考図書
参考WEBページ

（鈴木）クリティカルシンキング　研究論文編／J.メルツォフ（中澤潤　監訳）／北大路書房／4-7628-
2459-3
（鶴見）講義内で随時紹介する。
（坂上）適宜紹介する。
（三川）講義内で随時紹介する。
（増田）みんなのEBMと臨床研究／神田善伸／南江堂／978-4-524-25548-1

事前・事後学習
留意事項

各単元のテーマ、内容について事前学習し、講義後は復習すること。

評価 レポート100%

教科書
リハビリテーション学、理学療法学、作業療法学、看護学などに関連した主な原著論文を用いる。
その他適宜資料配布する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2

3

4

5

6

7

8

9

10 島田　啓子

11 鶴見　薫

12 鶴見　薫

13

14

15
島田　啓子
鶴見　薫

総括･評価 総括、目標到達についてミニテストおよび学習課題の討論

助産師の定義・使命・責務
国内外の助産師教育とコア・コンピテ
ンシー

１）助産師の定義と使命・責務
２）助産師教育と、ICMグローバルスタンダード
３）日本の助産師に求められる助産実践能力
４）助産師のコアコンピテンシーの国内外の比較

島田　啓子

１）リプロダクションに関連する身体的特徴・ホルモン・卵巣機能
２）妊娠の成立と不妊

母子の免疫、感染 母子と免疫、母子と感染、性感染症

リプロダクションに関する解剖・生理

リプロダクティブ・ヘルス/ライツと
倫理的課題

１）リプロダクテイブヘルス/ライツ現在の課題（レポート課題）
２）母体保護法と出生前診断など
３）助産師の倫理的課題に関する文献レビューと発表・討論
４）Thompson Model の適用、意思決定１０ステップ

島田　啓子

女性のライフサイクルと親になる支援
と遺伝看護

島田　啓子

助産のkey概念と基盤モデル/対象理
解

授業科目名 科目担当教員

助産学概論 島田 啓子 ・ 鶴見　薫

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 島田　啓子

授業概要

助産学のkey概念と助産業務の専門性及びそのコアコンピテンシーおよび助産の倫理・使命・役割に関する法規、制度、活動等に
ついて考究する。さらに助産実践の主要・指示理論や助産モデルを発表・討論して深化する助産師養成について歴史的、社会的背
景をレビューする。ICM動向から助産政策や助産師活動の専門性を通して助産師のIdentity形成を教授する。

到達目標

１）女性のライフサイクルにおける性と生殖に関する健康問題と援助
２）家族の形成から発達支援　（課題学習とDVD視聴）
３）周産期における遺伝看護・カウンセリング

１）助産学のKey 概念
２）助産学を構成・支持する理論と関連理論
３）基盤モデル（Roy適応モデル）からの臨床推論

島田　啓子

一般目標（ＧＩＯ）：専門性の高い助産実践の基盤になる主要概念、理論、倫理、使命、役割、専門的責務等を理解して、助産師の
identity の形成を通してコア･コンピテンシーを修得する方向性を展望できる。

セクシュアリテイ支援

１）ひとの性の特徴と健康に関する概念
２）ジェンダーの多様性の理解とLGBTの対応
３）病の特性とセクシュアリテイの関係
４）性的健康のアセスメント
５）DVD（DV急性期ケア）視聴と討論

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比し
て理解に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入･ガイダンス
１）授業ガイダンスをＣＰに沿って説明。
２）ミニマムリクワイアメンツなどの参考資料の解説と事前学習課題

94

事前・事後学習
留意事項

助産学カリキュラムの基盤になる科目であることをカリキュラムマップから理解して、履修科目全体から本科
目の構成と位置づけを理解させ、連結する科目への発展的理解を深めていくことを周知する。　４巻第1、5、
6、7章は自己学習・プレゼンテーション。

評価 基本的理解テスト60％、　レポート20％、　課題の発表と討論20％

教科書
助産学講座（医学書院）１～10巻を全科目で適時に流動的に使用
本科目では基礎助産学１～４（助産学概論、母子の基礎科学、母子の健康科学、母子の心理・社会学題）を
主に使用

参考図書
参考WEBページ http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86332
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講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年前期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2 島田　啓子

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 日下　桃子

24

25

26 日下　桃子産褥期の保健指導

出生直後から退院までの新生児の生理、フィジカルアセスメントと検査

褥婦のフィジカルイグザミネーションとメンタルスク
リーニング

１）褥婦の退行性変化と進行性変化の観察、産褥・新生児期の助産診断の系統
的アセスメント
２）産後の心理社会的変化とメンタルスクリーニング

妊婦健診の方法と健診結果の記録

〔妊娠期の助産診断〕
1）Ｒｏｙ　ｍｏｄｅｌ　の概説と助産診断への適用
２）妊婦健診の時期診断、状態（適応）診断、予測診断
３）NANDA看護診断について、看護診断と看護介入および看護アウトカム

１）問診と医療面接
２）身体計測・骨盤計測
３）視診・触診・聴診（頭部、頸部、胸部、四肢、腹部）

妊娠期の助産診断過程

妊娠期の心理的・社会的変化とアセスメント、　妊婦への支援妊娠の心理的・社会的変化と支援

妊娠期のフィジカルイグザミネーション

分娩の生理と分娩期の心理社会的変化
１）分娩の定義と種類
２）分娩の3要素、と産婦の心理社会的側面
３）分娩の機序

正常新生児の生理と健康診査

分娩の介助法と産婦の支援 分娩経過と介助法

胎児心拍数モニタリング 胎児心拍モニタリングの基本と判読、胎児心拍数への影響要因と臨床推論

分娩期の助産診断
分娩期の助産診断の系統的アセスメント
〔分娩期の助産診断〕

分娩期：助産過程の展開と記録
１）分娩期の展開
２）助産記録（パルトグラム、助産録、分娩記録）
３）ケーススタディ

褥婦と新生児を対象とした保健指導

授業科目名 科目担当教員

助産学特論Ⅰ 島田　啓子  ・鶴見　薫 ・ 日下　桃子

単位数（時間数） 科目責任者

妊婦健診の視点と健診記録
１）妊娠初期、中期、末期の健診の診断要点
２）系統的な臨床推論と健診記録
〔助産診断・技術学の概要〕

４単位（６０時間） 島田　啓子

授業概要

妊娠の確定診断から分娩、産褥の各期（以下、マタニティステージ）において母体と胎児（新生児）のフィジカルイグザミネーションができる知識理解を目標と
する。基本的にミニマムリクワイアメンツ（全助協資料98項目）を基にして、周産期ガイドライン等の文献資料の精読と発表･討論を統合して学びを深化する。
助産師が行う診察法とアセスメント、助産診断までの効果的な臨床推論を系統的に理解する。主にローリスク事例の生理・心理社会的な視点から助産診断
の展開を解説する。最後に推論した結果から助産診断記録が的確にできるように解説･教授する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：マタニティステージ各期における助産診断とエビデンスのある助産ケアを理解し実践展開できる能力を修得する。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努め、助産実践の
向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス
履修科目全体における本科目の位置づけと他の科目との感染性、学習の仕方、
到達目標の概説

島田　啓子

島田　啓子

島田　啓子

日下　桃子

鶴見　薫

鶴見　薫

鶴見　薫

鶴見　薫

鶴見　薫
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講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年前期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2 島田　啓子

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 日下　桃子

24

25

26 日下　桃子

島田　啓子

島田　啓子

島田　啓子

日下　桃子

鶴見　薫

鶴見　薫

鶴見　薫

鶴見　薫

鶴見　薫

妊婦健診の視点と健診記録
１）妊娠初期、中期、末期の健診の診断要点
２）系統的な臨床推論と健診記録
〔助産診断・技術学の概要〕

４単位（６０時間） 島田　啓子

授業概要

妊娠の確定診断から分娩、産褥の各期（以下、マタニティステージ）において母体と胎児（新生児）のフィジカルイグザミネーションができる知識理解を目標と
する。基本的にミニマムリクワイアメンツ（全助協資料98項目）を基にして、周産期ガイドライン等の文献資料の精読と発表･討論を統合して学びを深化する。
助産師が行う診察法とアセスメント、助産診断までの効果的な臨床推論を系統的に理解する。主にローリスク事例の生理・心理社会的な視点から助産診断
の展開を解説する。最後に推論した結果から助産診断記録が的確にできるように解説･教授する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：マタニティステージ各期における助産診断とエビデンスのある助産ケアを理解し実践展開できる能力を修得する。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努め、助産実践の
向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス
履修科目全体における本科目の位置づけと他の科目との感染性、学習の仕方、
到達目標の概説

授業科目名 科目担当教員

助産学特論Ⅰ 島田　啓子  ・鶴見　薫 ・ 日下　桃子

単位数（時間数） 科目責任者

分娩の生理と分娩期の心理社会的変化
１）分娩の定義と種類
２）分娩の3要素、と産婦の心理社会的側面
３）分娩の機序

正常新生児の生理と健康診査

分娩の介助法と産婦の支援 分娩経過と介助法

胎児心拍数モニタリング 胎児心拍モニタリングの基本と判読、胎児心拍数への影響要因と臨床推論

分娩期の助産診断
分娩期の助産診断の系統的アセスメント
〔分娩期の助産診断〕

分娩期：助産過程の展開と記録
１）分娩期の展開
２）助産記録（パルトグラム、助産録、分娩記録）
３）ケーススタディ

褥婦と新生児を対象とした保健指導

妊婦健診の方法と健診結果の記録

〔妊娠期の助産診断〕
1）Ｒｏｙ　ｍｏｄｅｌ　の概説と助産診断への適用
２）妊婦健診の時期診断、状態（適応）診断、予測診断
３）NANDA看護診断について、看護診断と看護介入および看護アウトカム

１）問診と医療面接
２）身体計測・骨盤計測
３）視診・触診・聴診（頭部、頸部、胸部、四肢、腹部）

妊娠期の助産診断過程

妊娠期の心理的・社会的変化とアセスメント、　妊婦への支援妊娠の心理的・社会的変化と支援

妊娠期のフィジカルイグザミネーション

産褥期の保健指導

出生直後から退院までの新生児の生理、フィジカルアセスメントと検査

褥婦のフィジカルイグザミネーションとメンタルスク
リーニング

１）褥婦の退行性変化と進行性変化の観察、産褥・新生児期の助産診断の系統
的アセスメント
２）産後の心理社会的変化とメンタルスクリーニング

1

27
島田　啓子
鶴見　薫

28
島田　啓子
鶴見　薫

29
島田　啓子
鶴見　薫

30
島田　啓子
鶴見　薫

産後から退院までの褥婦および新生児のケーススタディ（展開と記録含む）

正常分娩における分娩期のケーススタディ

全体総括 小テストの評価と特論Ⅱへの課題確認

妊娠前期、中期、後期のケーススタデイ（情報の分析・系統的視点とアセスメント
および助産診断、ケア）と記録

総括：ケーススタデイ

事前・事後学習
留意事項

マタニティステージにおける助産診断と助産ケアの評価に至るまでの臨床推論の基本の学びである。その臨床推論の集積から助産診
断プロセスとケア評価を洗練させていくことに留意する。事前学習として、周産期および助産業務に関する種々のガイドラインを予習し
て、妊娠･分娩･産褥･新生児のそれぞれを分断せずに連結して理解する。授業後は理解したことをイメージしながらケース展開の振り
返りを行い、自己の学習の深化について定期的に行う。

評価 基本的理解テスト　６０％、　レポート・課題　２０％、課題の発表と討論　２０％

教科書

〇助産学講座（２、５～８巻）、医学書院
〇北川眞理子他、今日の助産改訂版、南江堂
〇病気がみえる10　産科、メディックメディア
○産婦人科診療ガイドライン―産科編2020―、日本産婦人科学会

参考図書
参考WEBページ

〇我部山キヨ子、大石時子、助産師のためのフイジカル・イグザミネーション第２版、2018
〇他、多数の医学教材ＤＶＤ視聴資料
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27
島田　啓子
鶴見　薫

28
島田　啓子
鶴見　薫

29
島田　啓子
鶴見　薫

30
島田　啓子
鶴見　薫

事前・事後学習
留意事項

マタニティステージにおける助産診断と助産ケアの評価に至るまでの臨床推論の基本の学びである。その臨床推論の集積から助産診
断プロセスとケア評価を洗練させていくことに留意する。事前学習として、周産期および助産業務に関する種々のガイドラインを予習し
て、妊娠･分娩･産褥･新生児のそれぞれを分断せずに連結して理解する。授業後は理解したことをイメージしながらケース展開の振り
返りを行い、自己の学習の深化について定期的に行う。

評価 基本的理解テスト　６０％、　レポート・課題　２０％、課題の発表と討論　２０％

教科書

〇助産学講座（２、５～８巻）、医学書院
〇北川眞理子他、今日の助産改訂版、南江堂
〇病気がみえる10　産科、メディックメディア
○産婦人科診療ガイドライン―産科編2020―、日本産婦人科学会

参考図書
参考WEBページ

〇我部山キヨ子、大石時子、助産師のためのフイジカル・イグザミネーション第２版、2018
〇他、多数の医学教材ＤＶＤ視聴資料

全体総括 小テストの評価と特論Ⅱへの課題確認

妊娠前期、中期、後期のケーススタデイ（情報の分析・系統的視点とアセスメント
および助産診断、ケア）と記録

総括：ケーススタデイ

産後から退院までの褥婦および新生児のケーススタディ（展開と記録含む）

正常分娩における分娩期のケーススタディ
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講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

４５回 １年通年

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2 島田　啓子

3 鶴見　薫

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

小林　藍子

ハイリスク妊婦・異常妊婦と助産ケア

分娩の誘発・促進の適応、無痛分娩 小林　藍子

小林　藍子

鶴見　薫

１）ハイリスク妊産婦のアセスメントおよびケア
２）異常妊産婦の観察とケア
３）チーム医療における助産師の役割・支援

島田　啓子

１）妊娠期の異常に関する病態生理と検査・薬剤・手術／治療法
　　・悪阻、切迫流産・早産の病態と治療
２）分娩時の異常に関する病態生理と検査・薬剤・手術／治療法
　　・HDP、子癇、産後大出血、ショックインデックス
３）産褥期の異常に関する病態生理との検査・薬剤・手術／治療法

産科手術・母体搬送、産後の異常

産婦人科ＭＥの手技・判読

4）糖代謝異常妊婦への支援（GDMの基礎理解、母児への影響、ケア）

エビデンスに基づく周産期関連ガイドラ
イン

１）「助産業務ガイドライン2020」について理解
２）「産婦人科診療ガイドライン2020」の活用

生殖補助医療 生殖補助医療と支援

小林　藍子

鶴見　薫

１）ハイリスク・異常分娩
２）ハイリスク・異常分娩時のアセスメントと支援
３）院内助産の適応要件と対応
４）産科急変時のアセスメントと助産診断
５）急変時に求められる助産師の役割

授業科目名 科目担当教員

助産学特論Ⅱ 島田　啓子 ・ 鶴見　薫 ・ 小林　藍子 ・ 日下　桃子

単位数（時間数） 科目責任者

６単位（７５時間） 島田　啓子

授業概要

助産業務ガイドライン及び産婦人科診療ガイドラインにもとづく判断基準とローリスクケースからハイリスクになるメカニズム及び基本的
対応についてケーススタディを行う。ハイリスク妊産婦、母児の救急処置等における知識を深め、産科危機的大出血時等の対応の基本
を解説する。産科MEを助産実践で用いる基本的スキルや産科薬理の理解を深めて救急・災害時に必要な基本を教授する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：ハイリスク妊産婦および異常妊産婦・新生児と家族を対象に、助産師として産婦人科診療ガイドライン、助産業務ガイド
ラインに基づく助産実践ができる知識･技術･対応を修得する。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解
に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

助産診断に適用されるME機器の原理と手技、判断

導入･ガイダンス・課題
ガイダンス、助産学特論Ⅰの理解確認からハイリスク対象母児への応
用編に継続連結する

１）分娩の誘発・促進時の原理と安全管理
２）無痛分娩の原理と安全管理
３）助産師の役割

１）頚管縫縮術、帝王切開、会陰縫合など
２）緊急産科手術･母体搬送時の助産師の役割と支援
３）産後の母児の異常
〔産科手術および産科的医療処置〕

ハイリスク・異常分娩と助産ケア

異常妊産褥婦の病態と検査

98

授業
回数

担当教員テーマ 内容

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
島田　啓子
鶴見　薫

小林　藍子

２）ハイリスク分娩のケーススタデイ
（誘発・促進、胎児機能不全、回旋異常など）
正常からハイリスクへと移行する産婦のケースを基に、ＴＢＬ方式でアセ
スメント、助産診断、助産ケア計画の立案を行いチーム間で発表・討論
を行う。助産師の役割に限らず、多職種連携を意識して課題に取り組
む。

１）ハイリスク妊婦のケーススタデイ（切迫流・早産、妊娠高血圧症候
群、多胎妊娠、糖代謝異常合併妊娠、 HELLP症候群など）
正常な経過において生理的な所見から逸脱するサインを早期に観察で
きるポイントを理解できるための事例を挙げて、2人組のチームでTBLを
行う。アセスメントおよび臨床推論できて、さらに予測に基づき医師への
報告・連携を考える。

多職種の連携・支援と助産師の役割

１）低出生体重児のNICUに入院した母児の事例
２）特定妊婦の事例
上記の２事例の妊娠期から分娩、および産後の母児の支援について、
多職種で関わる連携システムを考え、継続した切れ目のない支援の有
り方について発表討論。

島田　啓子
鶴見　薫

NCPRの理解とシミュレーション
１）NCPRの理解
２）NCPRのシミュレーション
３）NCPR　Aコースの取得

島田　啓子
鶴見　薫

事前・事後学習
留意事項

周産期および助産業務に関する種々のガイドラインを予習して、妊娠･分娩･産褥･新生児のそれぞれを分断せず
に連結して理解する。　助産師として産婦人科診療ガイドラインに基づく助産実践ができる知識･技術･対応につい
て、ＰＢＬ方式で理解する。授業後は理解したことをイメージしながらケース展開の振り返りを自主的に行う。

評価 基本的理解テスト 60％、レポート・課題 20％、課題の発表と討論 20％

教科書

〇日本産婦人科学会編：産婦人科診療ガイドライン　2020
〇日本助産学会編：エビデンスに基づく助産ガイドライン
〇田村正徳編：日本版救急蘇生ガイドに基づく新生児蘇生法テキスト、メジカルビュー社
〇医学書院：助産学講座5～10巻

参考図書
参考WEBページ

〇村島温子、編集「妊娠・授乳と薬の知識」
〇NCPR：E-ラーニング - 新生児蘇生法講習普及事業WEB会議室www.ncpr.jp/guideline/concept_elearning.html
〇日本母体救命システム普及協議会（J-CIMELS）　https://www.j-cimels.jp/userfiles/files/
〇福井トシ子、井本寛子編著、助産師のための妊娠糖尿病ケア実践ガイド、医歯薬出版株式会社

ハイリスク妊産婦・母児のケーススタ
ディ、TBLと討論
　　・リスクサインの観察
　　・アセスメント
　　・臨床推論と対応力

３）産後のハイリスク母児のケーススタデイ
（マタニティーブルー、DV、新生児黄疸、TTNなど）
ハイリスク褥婦や新生児のケースを基に、ＴＢＬ方式でアセスメント、助
産診断、助産ケア計画の立案を行いチーム間で発表・討論を行う。助産
師の役割に限らず、多職種連携を意識して課題に取り組む。

ＴＢＬの解説とケーススタディ

島田　啓子

島田　啓子
鶴見　薫

総括 小テストからみた補足学習と確認

ハイリスク母児

１）褥婦　産褥期の異常のアセスメントと支援
２）新生児　新生児の病態生理と検査・治療法とケア、低出生体重児・早
産児の特徴とケア
３）褥婦のメンタルヘルス、虐待など

日下　桃子

99

講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

４５回 １年通年

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2 島田　啓子

3 鶴見　薫

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

小林　藍子

ハイリスク妊婦・異常妊婦と助産ケア

分娩の誘発・促進の適応、無痛分娩 小林　藍子

小林　藍子

鶴見　薫

１）ハイリスク妊産婦のアセスメントおよびケア
２）異常妊産婦の観察とケア
３）チーム医療における助産師の役割・支援

島田　啓子

１）妊娠期の異常に関する病態生理と検査・薬剤・手術／治療法
　　・悪阻、切迫流産・早産の病態と治療
２）分娩時の異常に関する病態生理と検査・薬剤・手術／治療法
　　・HDP、子癇、産後大出血、ショックインデックス
３）産褥期の異常に関する病態生理との検査・薬剤・手術／治療法

産科手術・母体搬送、産後の異常

産婦人科ＭＥの手技・判読

4）糖代謝異常妊婦への支援（GDMの基礎理解、母児への影響、ケア）

エビデンスに基づく周産期関連ガイドラ
イン

１）「助産業務ガイドライン2020」について理解
２）「産婦人科診療ガイドライン2020」の活用

生殖補助医療 生殖補助医療と支援

小林　藍子

授業科目名 科目担当教員

助産学特論Ⅱ 島田　啓子 ・ 鶴見　薫 ・ 小林　藍子 ・ 日下　桃子

単位数（時間数） 科目責任者

６単位（７５時間） 島田　啓子

授業概要

助産業務ガイドライン及び産婦人科診療ガイドラインにもとづく判断基準とローリスクケースからハイリスクになるメカニズム及び基本的
対応についてケーススタディを行う。ハイリスク妊産婦、母児の救急処置等における知識を深め、産科危機的大出血時等の対応の基本
を解説する。産科MEを助産実践で用いる基本的スキルや産科薬理の理解を深めて救急・災害時に必要な基本を教授する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：ハイリスク妊産婦および異常妊産婦・新生児と家族を対象に、助産師として産婦人科診療ガイドライン、助産業務ガイド
ラインに基づく助産実践ができる知識･技術･対応を修得する。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解
に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

助産診断に適用されるME機器の原理と手技、判断

導入･ガイダンス・課題
ガイダンス、助産学特論Ⅰの理解確認からハイリスク対象母児への応
用編に継続連結する

１）分娩の誘発・促進時の原理と安全管理
２）無痛分娩の原理と安全管理
３）助産師の役割

１）頚管縫縮術、帝王切開、会陰縫合など
２）緊急産科手術･母体搬送時の助産師の役割と支援
３）産後の母児の異常
〔産科手術および産科的医療処置〕

異常妊産褥婦の病態と検査

1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
島田　啓子
鶴見　薫

小林　藍子

２）ハイリスク分娩のケーススタデイ
（誘発・促進、胎児機能不全、回旋異常など）
正常からハイリスクへと移行する産婦のケースを基に、ＴＢＬ方式でアセ
スメント、助産診断、助産ケア計画の立案を行いチーム間で発表・討論
を行う。助産師の役割に限らず、多職種連携を意識して課題に取り組
む。

１）ハイリスク妊婦のケーススタデイ（切迫流・早産、妊娠高血圧症候
群、多胎妊娠、糖代謝異常合併妊娠、 HELLP症候群など）
正常な経過において生理的な所見から逸脱するサインを早期に観察で
きるポイントを理解できるための事例を挙げて、2人組のチームでTBLを
行う。アセスメントおよび臨床推論できて、さらに予測に基づき医師への
報告・連携を考える。

多職種の連携・支援と助産師の役割

１）低出生体重児のNICUに入院した母児の事例
２）特定妊婦の事例
上記の２事例の妊娠期から分娩、および産後の母児の支援について、
多職種で関わる連携システムを考え、継続した切れ目のない支援の有
り方について発表討論。

島田　啓子
鶴見　薫

NCPRの理解とシミュレーション
１）NCPRの理解
２）NCPRのシミュレーション
３）NCPR　Aコースの取得

島田　啓子
鶴見　薫

鶴見　薫

１）ハイリスク・異常分娩
２）ハイリスク・異常分娩時のアセスメントと支援
３）院内助産の適応要件と対応
４）産科急変時のアセスメントと助産診断
５）急変時に求められる助産師の役割

事前・事後学習
留意事項

周産期および助産業務に関する種々のガイドラインを予習して、妊娠･分娩･産褥･新生児のそれぞれを分断せず
に連結して理解する。　助産師として産婦人科診療ガイドラインに基づく助産実践ができる知識･技術･対応につい
て、ＰＢＬ方式で理解する。授業後は理解したことをイメージしながらケース展開の振り返りを自主的に行う。

評価 基本的理解テスト 60％、レポート・課題 20％、課題の発表と討論 20％

教科書

〇日本産婦人科学会編：産婦人科診療ガイドライン　2020
〇日本助産学会編：エビデンスに基づく助産ガイドライン
〇田村正徳編：日本版救急蘇生ガイドに基づく新生児蘇生法テキスト、メジカルビュー社
〇医学書院：助産学講座5～10巻

参考図書
参考WEBページ

〇村島温子、編集「妊娠・授乳と薬の知識」
〇NCPR：E-ラーニング - 新生児蘇生法講習普及事業WEB会議室www.ncpr.jp/guideline/concept_elearning.html
〇日本母体救命システム普及協議会（J-CIMELS）　https://www.j-cimels.jp/userfiles/files/
〇福井トシ子、井本寛子編著、助産師のための妊娠糖尿病ケア実践ガイド、医歯薬出版株式会社

ハイリスク妊産婦・母児のケーススタ
ディ、TBLと討論
　　・リスクサインの観察
　　・アセスメント
　　・臨床推論と対応力

３）産後のハイリスク母児のケーススタデイ
（マタニティーブルー、DV、新生児黄疸、TTNなど）
ハイリスク褥婦や新生児のケースを基に、ＴＢＬ方式でアセスメント、助
産診断、助産ケア計画の立案を行いチーム間で発表・討論を行う。助産
師の役割に限らず、多職種連携を意識して課題に取り組む。

ＴＢＬの解説とケーススタディ

島田　啓子

島田　啓子
鶴見　薫

総括 小テストからみた補足学習と確認

ハイリスク・異常分娩と助産ケア

ハイリスク母児

１）褥婦　産褥期の異常のアセスメントと支援
２）新生児　新生児の病態生理と検査・治療法とケア、低出生体重児・早
産児の特徴とケア
３）褥婦のメンタルヘルス、虐待など

日下　桃子
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

１5回 １年通年

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 島田　啓子

地域の母子保健施策と現状の課題

母子保健行政と統計資料から見た日
本の動向

１）日本の母子保健の現状と課題
２）地域母子保健活動の基盤と国としての政策や動向
３）地域における助産師の役割を考察・発表

１）地域母子保健政策の変遷と助産師の活動
＜課題ワーク＞
２）母子の地域包括支援と助産師の活動
３）産後うつ症状のある事例の多職種の支援
４）産後の育児虐待のスクリーニングと退院後の地域保健師との継続支援
５）課題の発表と多職種チームで討論
（地域子育て支援拠点センターの事業と活動成果を含む）

鶴見　薫

鶴見　薫

島田　啓子

災害時の母子支援
１）災害時の周産期および小児医療の体制
２）災害時に向けた助産師としての準備・役割

事前・事後学習
留意事項

日本助産師会、日本助産学会、ＩＣＭ、ＦＩＧＯなどの関連専門団体および関連学会の活動に関心をもって専門誌の
一読を習慣化する。地域における助産政策･研修会等に参加し幅広い視点で活動のあり方を考える。国際的な助
産の動向を理解できるために、3年毎のＩＣＭ大会に自主的に参加し視野を広げて自己の課題を発展させる。

評価 基本的理解テスト60％、　課題・レポート20％、　課題の発表と討論20％

教科書 助産学講座5～10巻、医学書院

参考図書
参考WEBページ

〇日本助産師会　www.midwife.or.jp
〇日本助産学会square.umin.ac.jp/jam
〇国際助産師連盟 (ICM)
〇日本看護協会、 www.nurse.or.jp/nursing/international/icm

国際母子保健
１）国内における外国人妊産婦と家族への支援
２）助産師としての役割についてディスカッション

鶴見　薫

小テストと実習に連結する課題討論 

２単位（３０時間） 島田　啓子

授業概要

妊産婦、母児が生活する地区特性に応じた母児の健康支援を考えて、助産師の役割、活動のしかたを文献レビューから考究できることを
教授する。また外国人の妊産婦の出産文化や支援課題について文献レビューを行い、政策的課題を考える。さらにＩＣＭの動向と諸外国
の助産政策を参考にコミュニテイにおける妊婦や出産後の母子訪問について保健師との協働支援のあり方を解説する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：地域における多様な母子のニーズに切れ目のない支援ができるや助産師の地域包括支援を理解できる

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解
に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入･ガイダンス
１）ガイダンス助産学関連科目と連携できる学習方略
２）事前課題と施設内外での多職種の関わり

総括

授業科目名 科目担当教員

地域・国際
助産学特論

島田　啓子 ・ 鶴見　薫

単位数（時間数） 科目責任者
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講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業
回数

担当教員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 島田　啓子

12

13

14 島田　啓子

15 加藤　尚美

宮下　美代子

助産院の開設と計画
１）助産院の開設計画を立案WG（業務基準と法的基盤）
２）開設計画を踏まえて助産院実習で経営管理の展開

産科医療保障～原因分析報告書から探る
助産管理の課題

１）産科医療補償制度の成り立ち
２）産科医療事故からみえる助産師としての役割、管理と責務
３）事故原因分析報告の精読、発表・討論

井本　寛子

助産院の管理・運営・経営と助産師の働き
方

１）助産院の開設と運営・管理、ガイドライン
２）助産院の業務管理
３）妊婦・褥婦訪問の実際
４）地域子育て支援活動、地域相談活動

助産師に関する法規、業務、管理の基本・
概念と助産師の義務と責任

１）関係法規
２）助産師の業務範囲
３）助産管理の基本と概念
４）妊産婦および新生児訪問の関連法規
５）地域包括支援と子育て支援に関する課題
６）助産師の働き方と課題および討論

加藤　尚美

病院・診療所・院内助産・外来の助産管理
と助産師の働き方

１）日本の周産期医療と助産師の現状と課題
２）様々な助産師の活動の場における助産管理と助産師の業務
３）母子センター助産師長の経験知と語りから考える助産管理の今日的課題・討
論

井本　寛子

事前・事後学習
留意事項

日本看護協会のＷＬＢ、看護管理学会、日本産婦人科医会「産科医療保障制度」の検討課題に関する知識・情報を分析し授
業理解につなげる。

評価 基本的理解テスト70％、　レポート20％、　課題のプレゼンテーションと討論10％

教科書
助産学講座　医学書院
助産師業務要覧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　日本看護協会出版会
助産学概論　日本助産師会出版

参考図書
参考WEBページ

http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86332　　助産所開業マニュアル　日本助産師会出版

総括･評価 助産業務管理に関する基本的理解を、小テストから確認し課題を確認する。

助産院開設計画の発表討論 助産院の開設と経営・業務管理計画および現状の課題について発表討論

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努め、助産実
践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス ガイダンスと事前課題（助産業務管理の基本）を提示

一般目標（ＧＩＯ）：助産師の活動場所に応じた助産業務の特性と管理について･法規に準じて理解し･運営の計画･評価を述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

助産管理・経営学 加藤尚美 ・ 島田啓子 ・ 宮下美代子 ・ 井本　寛子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 加藤　尚美

授業概要

１）助産業務管理と助産師の責務について、保助看法や医療法など関連法規や倫理規定、助産業務にかかわる法律について解説する。
２）また、施設と地域連携を考えた、クリニック、病院施設などにおける助産師の役割と多職種機能について考える。
３）助産所の開設から経営管理の基本を解説する。
４）各種の関係機関と連携・協働しながら地域母子保健を推進する周産期医療システムや地域包括支援、日本医療機能評価機構における産科医療とリス
クマネジメントについて事例と状況対応を解説する。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年前期

授業
回数

担当教員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 島田　啓子

12

13

14 島田　啓子

15 加藤　尚美

宮下　美代子

助産院の開設と計画
１）助産院の開設計画を立案WG（業務基準と法的基盤）
２）開設計画を踏まえて助産院実習で経営管理の展開

産科医療保障～原因分析報告書から探る
助産管理の課題

１）産科医療補償制度の成り立ち
２）産科医療事故からみえる助産師としての役割、管理と責務
３）事故原因分析報告の精読、発表・討論

井本　寛子

助産院の管理・運営・経営と助産師の働き
方

１）助産院の開設と運営・管理、ガイドライン
２）助産院の業務管理
３）妊婦・褥婦訪問の実際
４）地域子育て支援活動、地域相談活動

助産師に関する法規、業務、管理の基本・
概念と助産師の義務と責任

１）関係法規
２）助産師の業務範囲
３）助産管理の基本と概念
４）妊産婦および新生児訪問の関連法規
５）地域包括支援と子育て支援に関する課題
６）助産師の働き方と課題および討論

加藤　尚美

病院・診療所・院内助産・外来の助産管理
と助産師の働き方

１）日本の周産期医療と助産師の現状と課題
２）様々な助産師の活動の場における助産管理と助産師の業務
３）母子センター助産師長の経験知と語りから考える助産管理の今日的課題・討
論

井本　寛子

事前・事後学習
留意事項

日本看護協会のＷＬＢ、看護管理学会、日本産婦人科医会「産科医療保障制度」の検討課題に関する知識・情報を分析し授
業理解につなげる。

評価 基本的理解テスト70％、　レポート20％、　課題のプレゼンテーションと討論10％

教科書
助産学講座　医学書院
助産師業務要覧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　日本看護協会出版会
助産学概論　日本助産師会出版

参考図書
参考WEBページ http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86332　　助産所開業マニュアル　日本助産師会出版　

総括･評価 助産業務管理に関する基本的理解を、小テストから確認し課題を確認する。

助産院開設計画の発表討論 助産院の開設と経営・業務管理計画および現状の課題について発表討論

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努め、助産実
践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス ガイダンスと事前課題（助産業務管理の基本）を提示

一般目標（ＧＩＯ）：助産師の活動場所に応じた助産業務の特性と管理について･法規に準じて理解し･運営の計画･評価を述べることができる。

授業科目名 科目担当教員

助産管理・経営学 加藤 尚美 ・ 井本 寛子 ・ 宮下 美代子 ・ 島田 啓子

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（３０時間） 加藤　尚美

授業概要

１）助産業務管理と助産師の責務について、保助看法や医療法など関連法規や倫理規定、助産業務にかかわる法律について解説する。
２）また、施設と地域連携を考えた、クリニック、病院施設などにおける助産師の役割と多職種機能について考える。
３）助産所の開設から経営管理の基本を解説する。
４）各種の関係機関と連携・協働しながら地域母子保健を推進する周産期医療システムや地域包括支援、日本医療機能評価機構における産科医療とリス
クマネジメントについて事例と状況対応を解説する。

到達目標

1



講義・演習・実習の別 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

８回 １年前期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2 島田　啓子

3 島田　啓子

4

5

6

7

8 島田　啓子

１）乳房・乳房トラブル、児の状態などによる母乳育児が困難な事例紹介と支援方
法
２）事例の特性に合わせた支援計画の立案と助産師のあり方
３）産院退院後の継続支援

島田　啓子

母乳授乳のアセスメントツールのシミュレーション

国内外の母乳育児に関する文献レビュー（ワーク）

参考図書
参考WEBページ

〇UNICEF/WHO赤ちゃんとお母さんにやさしい母乳育児支援ガイド ベーシック・コース―「母乳育児成功のための10カ条」
の実践、医学書院（2015）
〇日本ラクテーションコンサルタント協会編、母乳育児支援スタンダード、医学書院（2007）
○ＮＩＣＵに入院した新生児のための母有育児支援ガイドライン（2020年度改訂版の発行予定）
○ペリネイタルケア2009年夏季増刊号　「母乳育児支援ブック」　メディカ出版（2016）

母乳育児が困難な母児に対する支援
と退院後の継続支援

母乳育児アセスメントと支援

宮下　美代子

事前・事後学習
留意事項

エビデンスのある母乳育児支援のケアについて、参考書籍を一読しておくこと。母乳を希望する母、希望できない母子の
ニーズを満たすケアのあり方について他職種の支援を考えておく。

総括
振り返り、理解度チェック、第5回目講義の課題発表
小テスト

評価 基本的理解テスト60％、　レポート20％、　課題の発表と討論20％

教科書
助産学講座（医学書院）、助産師基礎教育テキスト（日本看護協会出版会）
水野克己、水野紀子著：母乳育児支援講座　南山堂（2014）
宮下美代子、「優れた助産師の母乳育児支援技術を見て・学べる」（DVD） 2017

ＷＨＯ国際基準、国内外の母乳育児
支援

母乳育児の保護と推進にかかるＷＨＯ国際基準
母乳育児支援ガイド

母乳分泌の機序 母乳分泌の機序、母児の状態に合わせた母乳育児支援法の考え方

一般目標（ＧＩＯ）：母乳育児を望む（望めない･望まない）母親と家族に、助産師として出産前後を通して支援できるために必要な知識と心身の専
門的ケアを修得できる。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努
め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

ガイダンス 妊娠・分娩・産褥各期における継続した母乳育児支援のスタンダードと学習方法

授業科目名 科目担当教員

母乳育児支援論 島田　啓子 ・ 宮下　美代子

単位数（時間数） 科目責任者

１単位（１５時間） 島田　啓子

授業概要

母乳育児を望む／望めない／望まない母親と家族のために、妊娠中から出産を通してケアし支援するために助産師が修得すべき専門的知識と
技術・心構えを解説する。さらに産前・産後を通して母親が母乳授乳をセルフ・ケアできるように、母親自身が意志決定をできる支援方略を解説
する。同時に合併症などで母乳育児ができない母児および家族への支援も探究する。病院、診療所、地域、開業助産所などのさまざまな場所や
立場で母乳育児支援のあり方を考究できるように教授する。

到達目標
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講義・演習・実習 必修・選択

講義 選択

授業回数 配当年次

８回 ２年前期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2 島田　啓子

3

4

5 島田　啓子

6 島田　啓子

7 島田　啓子

8 島田　啓子

事前・事後学習
留意事項

国内外の助産師の先駆的業務に関心を持ち、わが国の母子保健向上につなげていく政策提言を考えていく。

評価 基本的理解テスト５０％、　課題・レポート３０％、　発表討論２０％

教科書 助産学講座5～10巻、医学書院

助産の文化と地域の慣習（通過儀
礼）

１）日本の助産文化
２）妊産婦や家族に対して産前産後の通過儀礼の意味

アジア系の助産文化、TBA（伝統的産婆）など

諸外国の助産業務とＴＢＡに関する文献レビュー討論

参考図書
参考WEBページ

ドゥーラ CASE編：www.blog.crn.or.jp/lab/03/38.html
マリリン・テイラー(著）他：「コミュニティをエンパワメントするには何が必要か」 、ミネルヴァ書房（2017）
小浜正子、松岡悦子編、アジア遊学119　「アジアの出産、リプロダクションから見る文化と社会」、勉誠出版、
2009
千葉大学21世紀ＣＯＥプログラム、「日本文化型看護学への序章」、千葉大学大学院看護学研究科、2008
Sakae kikuchi 、et al.、 Childbirth in Japan、Past/Present/Future、 Birth International

島田　啓子

異文化における助産とＴＢＡの存在
国内外の助産業務

総括
助産に関する文化や慣習などを理解して国際的に活動できる素養と文
化的対応力の課題について討論、レポート

日本の助産文化と海外の違い
１）フイリピンの助産活動事例（ＤＶＤ視聴）発表と討論
２）「助産師とドゥーラ：について文献レビューレポート

東洋的治療および補完代替支援
スキル、ケアの視学研修・文献学習

東洋的ケア・慣習に関するエビデンス探索、発表討論

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解
に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入･ガイダンス
学習課題　(私は、実母、祖母は、どの時代に産まれ、どのような支援が
存在していたか)

一般目標（ＧＩＯ）：わが国の助産の歴史･文化の意義と海外の異文化助産を理解してグローバル社会における助産の向上・政策提言を
考える。

授業科目名 科目担当教員

比較文化助産論 島田　啓子

単位数（時間数） 科目責任者

１単位（１５時間） 島田　啓子

授業概要

わが国の伝統的助産文化について科学的エビデンス視点からその限界と検証点を探究する。一方で国内外の補完代替支援スキルおよ
び多様な支援スキルの中から東洋的治療、ケアについて文献学習および視学研修を行う。その成果の討論発表を通してグローバル社
会における学際的な助産力を深め、助産の専門性とわが国の助産文化を土台に助産師の働きかたを考察する。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

講義 選択

授業回数 配当年次

８回 ２年前期

授業回数 担当教員

1 島田　啓子

2 島田　啓子

3

4

5 島田　啓子

6

7

8 島田　啓子

教科書 規定しない、関連資料を適宜に配布

参考図書
参考WEBページ

関連資料を適宜に配布

事前・事後学習
留意事項

自主的に自身の学び成果をリフレクションしてポートフォリオを整理する。その過程から将来どのよ
うな高度専門職業人としての助産師活動をめざして、助産学を考究する研究課題に着手するか、
その契機にする。

キャリア形成の基礎
助産学生としてアイデンテイテイ基盤形成と文献学習の
課題発表と討論、レポート

総括 今後の学修課題（研究課題も含む）と発表討論

評価 基本的理解テスト70％、　レポート20％、　課題のプレゼンテーションと討論10％

島田　啓子

テーマ 内容

導入･ガイダンス
「なぜ、いまこの科目を選択するか」の自己分析と他の履
修科目との関連性

アドバンス助産師のキャリアパスと
「専門性」について討論交流

熟達助産師が語る助産教育とキャリアパス～学生との交
流･意見交換

教育理念とカリキュラムの評価 助産師教育のカリキュラム評価と研究による改善 島田　啓子

授業科目名 科目担当教員

助産学教育・研究・実践論 島田　啓子

単位数（時間数） 科目責任者

国内外の助産師の政策参画
国内外の助産師の政策活動と医療システムの違いを文
献レビュー、ワークと発表討論

１単位（１５時間） 島田　啓子

授業概要

助産学の基盤を発展するため、助産学の基礎履修を統合的に掌握して理解できるように解説する。学生個々の学習課題が深
化できるために、助産師に求められる資質・能力を育む教育と研究と実践が円環的に協調して発展･向上する連関性を解説す
る。助産学カリキュラムの理解と卒業後のキャリアパスを積んだ熟達助産師（ロールモデル）の実践力、それを助産ケア現象を
探究できる助産研究で探索・検証して、教育･実践･研究の成果を残すことを考究する。熟達実践モデル者も参加して建設的に
クリティークしながらロールプレイ学習を行い、エビデンス研究から助産師が行うwell-being careの質向上を目指して教授す
る。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：助産学の基礎教育で養成された一人の助産師が熟練助産師として実践力を発揮する。その熟達ケアを現象
学的に探究した成果は教育と臨床に還元される、と同時にエビデンスのあるケアの検証研究にステップアップされて助産学の
教育･実践･研究の向上･発展することを考究できる。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対
比して理解に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。
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演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年前期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2

3

4

5

6

7

8

9

10 島田　啓子

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 鶴見　薫

23

24

島田　啓子

授業科目名 科目担当教員

助産学演習Ⅰ 島田　啓子 ・ 鶴見　薫 ・ 日下　桃子 ・ 四戸　千香

単位数（時間数） 科目責任者

一般目標（ＧＩＯ）：助産実践ができるための基本的スキルの修得にむけて、ローリスク妊産婦を主に妊婦健診から分娩介助を通して産後の母児
の適応支援ができる基本スキルからハイリスクへの移行状況に対応できる知識･スキルを修得できる。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努
め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス
特論Ⅰ、Ⅱの理解をもとに診断とスキルの習得、ミニマムリクワイアメンツの
活用について

２単位（６０時間） 島田　啓子

授業概要

ローリスク妊産婦と胎児、分娩経過および産後1ヶ月までの母児の、フィジカルイグザミネーションの手法と臨床推論をシミュレーション方法で教授
する。 助産診断を導く問診からアセスメントを通して診断スキルと助産診断に基づくエビデンスのある妊産婦へ保健指導と経膣分娩介助の基本
スキルをロールプレイを通して教授する。ハイリスク妊産婦および異常妊産婦や家族に対する助産師の役割を理解しながら、観察、検査、処置な
どの対応スキルを教授する。ハイリスク分娩、異常への移行にともなう緊急分娩への対応スキルを主体的に実習で経験できるための模擬演習を
行う。異常産褥および異常新生児の初期観察と基本的なケア対応をペーパーシミュレーションで教授する。

到達目標

分娩期ケアのシミュレーション･チェック 鶴見　薫

産褥のフィジカルイグザミネーション（産後の退行性変化、進行性変化の観
察とアセスメント）、心理社会的変化のアセスメント、ペーパーシミュレーショ
ン、ロールプレイ

産褥期の助産診断とケア

フィジカルイグザミネーションの基本的手技と判断
　１）妊娠を確定する診察手法
　２）フィジカル・イグザミネーション（問診）
　３）妊婦のフィジカル・イグザミネーション（身体計測・骨盤計測、頭部、頸
部、胸部、四肢、腹部）
　４）視診・触診・聴診・胎児心拍モニタリング、生殖器等
　５）妊娠期の健診、スクリーニング技術チェック（NST装着・判断、内診技術
ほか

フリースタイル分娩介助法

島田　啓子

島田　啓子

分娩介助法
１）仰臥位における分娩介助の方法の理解と実践
２）基本的な分娩期技術とロールプレイ（ＣＴＧ装着・判読、内診、分娩進行
観察スキル、ほか）

事例を用いて、産婦の入院の判断から分娩期の助産診断について演習す
る
１）問診（入院のタイミング、陣痛開始の診断）
２）初期アセスメントとケアプランの立案
３）分娩開始～分娩進行時の産婦と胎児のアセスメント、診断とケアプラン
の立案

産婦の分娩進行と助産診断 鶴見　薫

妊婦の健診・指導の総括
妊婦健診の流れにそった状態診断、経過予測、分娩・産褥への影響につい
て討論と課題

妊婦の健康診査

妊婦健診シミュレーション･チェック
妊娠の確定診断から妊婦健診および助産ケア、分娩予測についてシミュ
レーション･チェック

妊婦健診臨地演習 臨地にて、実際の妊婦健診につき助産師の役割を理解する

日下　桃子

分娩開始から産後2時間までの経過にそった産婦の助産ケアについて基本
的技術のシミュレーション･チェック　〔産婦の支援〕

鶴見　薫

フリースタイル分娩介助スキル 四戸　千香

正常分娩の実践総括 分娩期の助産実践スキル･対応の総括
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演習 選択

授業回数 配当年次

３０回 １年前期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2

3

4

5

6

7

8

9

10 島田　啓子

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 鶴見　薫

23

24

日下　桃子

分娩開始から産後2時間までの経過にそった産婦の助産ケアについて基本
的技術のシミュレーション･チェック　〔産婦の支援〕

鶴見　薫

フリースタイル分娩介助スキル 四戸　千香

正常分娩の実践総括 分娩期の助産実践スキル･対応の総括

フィジカルイグザミネーションの基本的手技と判断
　１）妊娠を確定する診察手法
　２）フィジカル・イグザミネーション（問診）
　３）妊婦のフィジカル・イグザミネーション（身体計測・骨盤計測、頭部、頸
部、胸部、四肢、腹部）
　４）視診・触診・聴診・胎児心拍モニタリング、生殖器等
　５）妊娠期の健診、スクリーニング技術チェック（NST装着・判断、内診技術
ほか

フリースタイル分娩介助法

島田　啓子

島田　啓子

分娩介助法
１）仰臥位における分娩介助の方法の理解と実践
２）基本的な分娩期技術とロールプレイ（ＣＴＧ装着・判読、内診、分娩進行
観察スキル、ほか）

事例を用いて、産婦の入院の判断から分娩期の助産診断について演習す
る
１）問診（入院のタイミング、陣痛開始の診断）
２）初期アセスメントとケアプランの立案
３）分娩開始～分娩進行時の産婦と胎児のアセスメント、診断とケアプラン
の立案

産婦の分娩進行と助産診断 鶴見　薫

妊婦の健診・指導の総括
妊婦健診の流れにそった状態診断、経過予測、分娩・産褥への影響につい
て討論と課題

妊婦の健康診査

妊婦健診シミュレーション･チェック
妊娠の確定診断から妊婦健診および助産ケア、分娩予測についてシミュ
レーション･チェック

妊婦健診臨地演習 臨地にて、実際の妊婦健診につき助産師の役割を理解する

産褥のフィジカルイグザミネーション（産後の退行性変化、進行性変化の観
察とアセスメント）、心理社会的変化のアセスメント、ペーパーシミュレーショ
ン、ロールプレイ

産褥期の助産診断とケア

ローリスク妊産婦と胎児、分娩経過および産後1ヶ月までの母児の、フィジカルイグザミネーションの手法と臨床推論をシミュレーション方法で教授
する。 助産診断を導く問診からアセスメントを通して診断スキルと助産診断に基づくエビデンスのある妊産婦へ保健指導と経膣分娩介助の基本
スキルをロールプレイを通して教授する。ハイリスク妊産婦および異常妊産婦や家族に対する助産師の役割を理解しながら、観察、検査、処置な
どの対応スキルを教授する。ハイリスク分娩、異常への移行にともなう緊急分娩への対応スキルを主体的に実習で経験できるための模擬演習を
行う。異常産褥および異常新生児の初期観察と基本的なケア対応をペーパーシミュレーションで教授する。

到達目標

分娩期ケアのシミュレーション･チェック 鶴見　薫

島田　啓子

授業科目名 科目担当教員

助産学演習Ⅰ 島田　啓子 ・ 鶴見　薫 ・ 四戸　千香 ・ 日下　桃子

単位数（時間数） 科目責任者

一般目標（ＧＩＯ）：助産実践ができるための基本的スキルの修得にむけて、ローリスク妊産婦を主に妊婦健診から分娩介助を通して産後の母児
の適応支援ができる基本スキルからハイリスクへの移行状況に対応できる知識･スキルを修得できる。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努
め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス
特論Ⅰ、Ⅱの理解をもとに診断とスキルの習得、ミニマムリクワイアメンツの
活用について

２単位（６０時間） 島田　啓子

授業概要

1



25

26

27 日下　桃子

28

29

30
島田　啓子
鶴見　薫

参考図書
参考WEBページ

〇進純郎他：正常分娩の助産術-トラブルへの対応と会陰裂傷縫合－、医学書院
〇 NCPR e-ラーニング、www.ncpr.jp/e-learning.html
〇「産婦人科必修　母体急変時の初期対応　第２版、J-CIMELS公認講習会ベーシックコーステキスト」日本母体救命シ
ステム普及協議会 編著、メディカ出版
○村上明美他、DVDで学ぶ開業助産師の「わざ」フリースタイル分娩介助、医歯薬出版株式会社．
○村上明美他、DVDで学ぶ助産師の「わざ」仰臥位分娩介助技術‐熟練の技を求めて、医歯薬出版株式会社．

事前・事後学習
留意事項

助産診断の基本パターンは時期診断・状態適応診断・予測診断で展開することに留意。ケアは診断に基づいたエビデン
スの高いケアの選択に努める。系統的な思考方法を習得することに留意。ＮＣＰＲの研修は履修の年間計画に応じて、自
主的参加希望者に個別に検討する。

教科書
○助産学講座5～10巻、医学書院
○我部山キヨ子、大石時子、助産師のためのフイジカル・イグザミネーション第２版、2018
○進純郎、助産師必携　会陰保護技術、メディカ出版

日下　桃子

基本的理解テスト 60％、レポート・課題 20％、課題の発表と討論 20％評価

総括
小テスト
質疑応答、振り返り
ミニマムリクワイアメンツのチェック

新生児のフィジカルイグザミネーションと健診スキルの基本、ペーパーシミュ
レーション

産褥期の保健指導

１）正常母児のケアシミュレーション、ロールプレイ
２）ハイリスク母児のケアシミュレーション、ロールプレイ

褥婦・新生児のケアシミュレーション

新生児の健診とケア

入院中の褥婦・新生児を対象とした保健指導のシミュレーション

日下　桃子
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講義・演習・実習の別 必修・選択

演習 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年通期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2

3

4 島田　啓子

5

6

7

8

9

10

11

12 鶴見　薫

13

14

15 島田　啓子

島田　啓子

出産前教育の概念枠組み
出産前教育の理念とその展開に関する概念枠組み、出産教育・
親準備教室のモデル案

家族計画 家族計画と受胎調節指導

参考図書
参考WEBページ

http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86332

事前・事後学習
留意事項

演習内容の事前に行った資料収集から演習展開までに要した時間数を履修時間にカウントする

評価 基本的理解テスト60％、　レポート20％、　課題のプレゼンテーションと討論20％

教科書 助産学講座5～10巻、医学書院

２単位（３０時間） 島田　啓子

授業概要

「卒業時の助産師教育の技術項目の卒業時の到達度（Ｈ２０年厚労省医政局看護課長通知）」を網羅する技術演習の概要を解説す
る。また親になる対象とその家族の多様なニーズに対応できる出産準備教育支援の企画･運営･評価ができる実践力とコミュニケー
ション能力を教授する。次いで関連文献の抄読から模擬クラスの計画を立案して討論、評価を行い、「助産実習」につなげられる方向
性を教授する。加えて、助産師が実施する家族計画と実践を学ぶ。さらに「母乳育児支援」の科目に連結して、妊産婦や家族のニー
ズに沿った母乳育児に必要な授乳スキルとコンサルテーション技能を文献学習およびエビデンスのあるケアについて解説する。

到達目標

一般目標（ＧＩＯ）：わが国の助産師に求められる能力４つ（Ⅰ．助産における倫理的課題に対応する能力. Ⅱ．マタニティケア能力. Ⅲ．
性と生殖のケア能力. Ⅳ．専門的自律能力. ）に相応する、助産師のコミュニケーションスキルをはじめ、触れて感じて行動して模擬的
に修得できる種々の健康教育および助産実践の知識とスキルを教授する

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して
理解に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス 基礎科目に関連させて発展的に助産実践力の学びの深化

総括 小テストおよび基本的な助産スキルについて質疑応答

母乳育児支援の基本的スキル

島田　啓子

ペアレントクラス（出産前準備教育）の企画・
運営・評価

課題発表と討論 上記の5、6、7回目の発表 島田　啓子

出産前教育の歴史･変遷、関連理論･概念

出産前教育の歴史的変遷とその社会・文化的背景および出産
前教育と自己効力感、エンパワーメント概念からスキル工夫
〔助産活動を支える理論・技術の基本、相談・教育活動の技術、
相談・教育活動の実際、健康教育〕

島田　啓子

四戸　千香

課題ワークと文献レビュー

出産準備・親準備教室における支援方法・カウンセリング技法
の見学･運営協力
（見学とレポート）

１）「いのちと心の教育」に関する文献レビュー
２）「出産前教育」に関する文献レビュー
３）「バースレビュー」に関する文献レビュー

母乳育児における児の吸着、含ませ方、母乳吸綴力、母乳ポジ
ショニング（授乳姿勢、抱き方とラッチオン）などEmotional
Support／ Counceling　などの「母乳育児アセスメントツール」を
用いて母児の母乳授乳状態の適否を判断、予測、支援ケア

授業科目名 科目担当教員

助産学演習Ⅱ 島田　啓子 ・ 鶴見　薫 ・ 四戸　千香

単位数（時間数） 科目責任者
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講義・演習・実習の別 必修・選択

演習 選択

授業回数 配当年次

１５回 １年通期

授業
回数

担当教員

1 島田　啓子

2

3

4 島田　啓子

5

6

7

8

9

10

11

12 鶴見　薫

13

14

15 島田　啓子

授業科目名 科目担当教員

助産学演習Ⅱ 島田　啓子 ・ 四戸　千香 ・ 鶴見　薫

単位数（時間数） 科目責任者

総括 小テストおよび基本的な助産スキルについて質疑応答

母乳育児支援の基本的スキル

島田　啓子

ペアレントクラス（出産前準備教育）の企画・
運営・評価

課題発表と討論 上記の5、6、7回目の発表 島田　啓子

出産前教育の歴史･変遷、関連理論･概念

出産前教育の歴史的変遷とその社会・文化的背景および出産
前教育と自己効力感、エンパワーメント概念からスキル工夫
〔助産活動を支える理論・技術の基本、相談・教育活動の技術、
相談・教育活動の実際、健康教育〕

島田　啓子

四戸　千香

課題ワークと文献レビュー

出産準備・親準備教室における支援方法・カウンセリング技法
の見学･運営協力
（見学とレポート）

１）「いのちと心の教育」に関する文献レビュー
２）「出産前教育」に関する文献レビュー
３）「バースレビュー」に関する文献レビュー

母乳育児における児の吸着、含ませ方、母乳吸綴力、母乳ポジ
ショニング（授乳姿勢、抱き方とラッチオン）などEmotional
Support／ Counceling　などの「母乳育児アセスメントツール」を
用いて母児の母乳授乳状態の適否を判断、予測、支援ケア

一般目標（ＧＩＯ）：わが国の助産師に求められる能力４つ（Ⅰ．助産における倫理的課題に対応する能力. Ⅱ．マタニティケア能力. Ⅲ．
性と生殖のケア能力. Ⅳ．専門的自律能力. ）に相応する、助産師のコミュニケーションスキルをはじめ、触れて感じて行動して模擬的
に修得できる種々の健康教育および助産実践の知識とスキルを教授する

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して
理解に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・ガイダンス 基礎科目に関連させて発展的に助産実践力の学びの深化

２単位（３０時間） 島田　啓子

授業概要

「卒業時の助産師教育の技術項目の卒業時の到達度（Ｈ２０年厚労省医政局看護課長通知）」を網羅する技術演習の概要を解説す
る。また親になる対象とその家族の多様なニーズに対応できる出産準備教育支援の企画･運営･評価ができる実践力とコミュニケー
ション能力を教授する。次いで関連文献の抄読から模擬クラスの計画を立案して討論、評価を行い、「助産実習」につなげられる方向
性を教授する。加えて、助産師が実施する家族計画と実践を学ぶ。さらに「母乳育児支援」の科目に連結して、妊産婦や家族のニー
ズに沿った母乳育児に必要な授乳スキルとコンサルテーション技能を文献学習およびエビデンスのあるケアについて解説する。

到達目標

参考図書
参考WEBページ

http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86332

事前・事後学習
留意事項

演習内容の事前に行った資料収集から演習展開までに要した時間数を履修時間にカウントする

評価 基本的理解テスト60％、　レポート20％、　課題のプレゼンテーションと討論20％

教科書 助産学講座5～10巻、医学書院

島田　啓子

出産前教育の概念枠組み
出産前教育の理念とその展開に関する概念枠組み、出産教育・
親準備教室のモデル案

家族計画 家族計画と受胎調節指導
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講義・演習・実習 必修・選択

実習 選択

授業回数 配当年次

１年前期

授業
回数

担当教員

1

13

評価 指導者、教員、学生の三者で行うルーブリック評価　６０％、実習態度および記録　４０％

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理解に努
め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

ガイダンス 実習の目的、到達目標、実習内容の理解や提出物についての理解

島田　啓子
鶴見　薫

2～12 臨地実習

【妊娠期】
・妊婦健診における助産師の実践や臨床思考の見学・一部実施を通して理
解を深める
・妊婦健診における自身の課題を探求する
・継続事例となる妊婦の妊婦健診を主体的に実践することを目指す

【分娩期】
・産婦とその家族に対する支援を助産師の実践や臨床思考の見学・一部実
施を通して理解を深める
・産婦とその家族への助産実践の記録、必要な支援技術を確認し理解を深
める
・実習施設における分娩期の助産師の業務・責務を把握し、今後主体的に
実践できるよう理解・一部実施する
・分娩第Ⅰ期～第Ⅳ期の実際を理解する
・分娩期における自身の課題を探求する

【産褥期】
・褥婦とその家族に対する支援を助産師の実践や臨床思考の見学・一部実
施を通して理解を深める
・母性看護学実習を振り返り、産褥期の支援を復習し実践する
・産褥期における自身の課題を探求する

【新生児期】
・分娩直後の児への支援を、助産師の実践や臨床思考の見学・一部実施を
通して理解を深める
・新生児の生理を理解し、新生児への支援を復習し実践する
・新生児期における自身の課題を探求する

●全期間において、臨床指導者と適宜コミュニケーションを取り、効果的な
学習を実践することが期待される
●看護師免許を取得している助産学生として、主体的な行動と社会人として
の態度が期待される

実習総括・リフレクションと討論
実習Ⅰを通して得た助産実践の臨床思考と実践スキルの学びと個別の課
題について、臨床指導者・教員・学生の３者参加のもと発表・討論し、実習
Ⅱへの発展的課題について明確にする

一般目標（ＧＩＯ）：助産学演習および助産学実習に連結･発展できるための助産スキル・行動･実践力について、不足･不十分なものをチェック
して、個別に自己の学習課題を理解できる。

授業科目名 科目担当教員

助産学実習Ⅰ 島田　啓子　・　鶴見　薫

単位数（時間数） 科目責任者

２単位（９０時間） 島田　啓子

授業概要

臨床で助産学実習に入る最初の段階で母性看護学での実習経験に基づく事前確認を行う。また「助産学実習Ⅰ」で表出された不足技術や実
践経験について、「助産学実習Ⅱ」に連結発展できる基本的実践力の修得のためのプレ実習の位置づけである。先ず助産師が行う妊婦健診
および安全な分娩介助･家族支援と産後の支援について、見学や一部実践を通して基本的な判断・技能・行動力を修得できるために、何が不
足・不十分であるかを自己認識し、指導教員と協議して課題を明確に理解し補足技術や実践見学を課題にして取り組む指導を行う。

到達目標

108

事前・事後学習
留意事項

母性看護学で履修した経験知を整理し復習しておく。その復習をしながら助産実践への課題を考えておくことが望まし
い。見学は受身でなく自主的に実践スキル習得に努めながら、適宜、熟練助産師に一部介助を申し出る積極性が重
要。提示された事前ワークは速やかに着手する。
▼実習開始2週間前と終了時に施設の実習指導者（メンター）と担当教員、学生の三者実習会議を行い、実習学生の
事前準備および実習方法と到達目標の到達度、次の実習への課題について夫々の立場から意見交換して共通理解
を深める。

教科書
○今日の助産
○助産学講座（医学書院）、助産師基礎教育テキスト（日本看護協会出版会）
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86332

参考図書
参考WEBページ

適宜、学生の経験と必要に応じて資料提示する。
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講義・演習・実習 必修・選択

実習 選択

授業回数 配当年次

８週間（日中と夜間）
交替制で分娩介助実習

１年後期～
２年前期

授業
回数

担当教員

▼分娩介助から産後の母児の助産ケアについて、実習指導助産師（メンター）と学生はメンター形式で実習計画を組む。実習指
導助産師の勤務形態にそって実習時間を柔軟に組み実習できる内容は学生の経験度により異なるため、逐次に学生の進度と
自立度に合わせて、安全な範囲で指導者と相談･調整して見学･一部介助・指導の下で実施する。適宜にその調整と相談に教員
と管理師長に行う。

▼実習開始2週間前と終了時に施設の実習指導助産師（メンター）と担当教員、学生の三者実習会議を行い、実習学生の事前準
備および実習方法と到達目標の到達度、次の実習への課題について夫々の立場から意見交換して共通理解を深める。

全
期
間
を
通
し
て

▼上記の助産実践内容は、周産期医療チームのなかで、助産師の役割と法的業務の倫理、責務について理解し、適宜に医師へ
の報告、相談、連絡が自律してできるように主体的に行う。

１）妊婦健診
　産科外来において妊婦健診における助産師としての役割や支援を主
体的に見学・実施し、最終的にほぼ自律して妊婦健診を実施することを
目指す。

２）分娩介助
　病棟において、産婦とその家族へ分娩期の助産支援を主体的に見
学・実施し、最終的にはほぼ自律して分娩介助を実施することを目指
す。また、帝王切開へと移行した際には、帝王切開における助産師の支
援を主体的に見学し、一部実施を目指す。

３）出生後の母児支援
　妊娠期、分娩期の経過を理解しながら産後の母児に必要な助産師と
しての支援および役割を主体的に見学し、自律して入院中の褥婦と児
およびその家族への支援の実施を目指す。継続事例においては、家庭
訪問など退院後の支援および産後の健診を実施する。

４）NICU・GCU
　正常な母児の成り立ちから逸脱した経路をたどる母児とその家族の実
際を学び、助産師としてどのような支援が望まれるのかを理解し考察す
る。日本のNICUの必要性や、周産期医療体制のあり方から浮き上がる
課題について理解し、助産師のあり方を探求する。

●分娩介助10例以上を目指すため、分娩介助事例数と到達レベルの
程度に応じて、実習期間の調整を行う。

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対比して理
解に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

島田　啓子
鶴見　薫

一般目標（ＧＩＯ）：１）妊娠から分娩を通して産後の母児1組の助産ケアを自立して実践できる。
　　　　　　　　　　　２）助産実践に必要な基本的技術と卒業時の到達レベル（厚労省2020）の修得ができる。

１）妊婦健診

２）分娩介助

３）出生後の母児支援

４）NICU・GCU

授業科目名 科目担当教員

助産学実習Ⅱ 島田　啓子 ・ 鶴見　薫

単位数（時間数） 科目責任者

８単位（３６０時間） 島田　啓子

授業概要

妊娠期の診断から妊娠経過にそった妊婦健診および指定規則に相応する事例（母児1組）の分娩入院から産後2時間までの分娩介助と
助産ケアをほぼ自立して基本的な実践力を修得する。母児をそれぞれ10例以上を継続担当して、出産準備教育や産後の母児の1ヶ月
健診まで自立して助産実践ができることを目標とする。担当する事例は原則的に母児1組を妊娠後期から産後1ヶ月まで少なくとも2事例
以上継続的なケアを通して助産実践力を修得できる実習を行う。

到達目標
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事前・事後学習
留意事項

初回事例から過度の緊張を避けて、臨床実習指導の担当助産師の指導の下で、主体的に計画を述べて、一部
介助から実践知を集積していくこと。ヒヤリハットなどの状況時には逐次に教員、医師、指導助産師に報告するこ
とに努める。

評価 指導者、教員、学生の三者で行うルーブリック評価　６０％、実習態度および記録　４０％

教科書
○今日の助産
○助産学講座（医学書院）、助産師基礎教育テキスト（日本看護協会出版会）

参考図書
参考WEBページ

○厚生労働省：（看護学生の母性看護実習へに協力）http://www.mhlw.go.jp
○平澤 美惠子著：写真でわかる母性看護技術 アドバンス (DVD BOOK)、2014
○堀内成子編集、母性看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド)
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

実習 選択

授業回数 配当年次

８回 ２年前期

授業回数 担当教員

1

2～7

8

参考図書
参考WEBページ

専門看護師の教育課程などを参照して助産師の専門性を考究できる関連資料。

事前・事後学習
留意事項

助産の実践への課題確認、実習計画の調整について、適宜に指導教員に相談･報告をしながら進
める。

ロールモデル助産師の実践活動
専門的な実践活動を行っている助産師の実践内容の紹
介と活動について討論する

評価
・実習の自主性と計画性、実践･経験についてポートフォリオ作成（５０％）
・リフレクションレポート（２０％）
・個別行動目標の到達度から総合的に評価（３０％）

教科書
助産学講座5～10巻、医学書院
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86332

　個別行動目標（ＳＢＯ）：
１．助産学および助産に関する主要概念と諸理論を説明できる。
２．助産業務の専門性とコア･コンピテンシーを他職種との関係、法規、制度、活動などから考究できる。
３．国内外の助産師教育の相違とＩＣＭのグローバルスタンダードを通してわが国の諸課題を説明できる。
４．助産に関する国内外の動向や諸課題について、文献・資料等のクリテイークと発表討論から他者の考えと自身の考えを対
比して理解に努め、助産実践の向上につながる説明ができる。

テーマ 内容

導入・オリエンテーション：以下の日程
は臨床状況に合わせて展開

ガイダンス

島田　啓子
鶴見　薫

助産学実習Ⅰ・Ⅱをもとに実践課題
の追加実習の計画と実施

助産学実習Ⅰ、Ⅱからの課題・総括評価を基に、個別の
自らの実践的課題を明確にし、学生自身の到達レベルに
応じて実習計画を立案し、適切な施を選択し実習依頼と
実習を行い、課題への取り組みを発表・討論する
【課題例】
・母乳育児支援
・分娩介助
・地域管理

一般目標（ＧＩＯ）：修了時の助産実践が自立レベルに到達できてない課題を解決し修得する。

授業科目名 科目担当教員

助産学実習Ⅲ 島田　啓子 ・ 鶴見　薫

単位数（時間数） 科目責任者

１単位（４５時間） 島田　啓子

授業概要

・学生の分娩介助実践力（実習Ⅰ、Ⅱ）の到達度評価から学生個々の実践力について省察記録とポートフォリオから課題探索
を行う。
・学生個々の自立レベルに到達していない課題に必要な実習（妊婦健診および分娩介助、母乳育児支援・ケア等）を行うことを
目標とする。
・妊産婦や家族支援について助産熟達者との発表討論・を通して助産実践力を総括する。

到達目標
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Ⅳ　特別研究科目
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 牛田 貴子

5～10 牛田 貴子

11～16 牛田 貴子

17～20 牛田 貴子

21～26 牛田 貴子

27～34 牛田 貴子

35～38 牛田 貴子

39～50 牛田 貴子

51～60 牛田 貴子

61～72 牛田 貴子

73～75 牛田 貴子

事前・事後学習
留意事項

特論、演習等の学習が基盤となるため、これまでの学修成果を整理しておく。学習進度によって柔
軟に授業形態や方法を変えていきます。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果に基づいて、追加実験や検討を行い、再分析しなが
ら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

研究の中間まとめ
研究計画およびデータ収集の途中経過をまとめる。公開
での中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさら
に発展させる。

研究における後段階の遂行 中間発表の結果を勘案し、本研究の推進を実施する。

研究計画書の作成

研究対象・方法、予測される結果および研究の意義を検
討し、研究計画書ならびに研究倫理審査申請書を作成す
る。またフィールドワークを行い、研究遂行上の課題を明
らかにする。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
文献の追加精査や予備調査等により、さらに研究計画を
推敲し、計画に基づいてデータ収集を行う。

テーマ 内容

研究課題の決定

老年看護学への興味・関心から研究テーマの絞り込みを
行う。批判的文献検討を集積し、関連諸科学等も含めた
広い視野を持ちつつ、保健医療の質向上に貢献しうる研
究課題を精選する。

研究計画の立案
研究課題に適した研究方法について熟考しつつ、研究課
題やその背景、意義をさらに明確にする。

1）高齢者の「新たな生活の再構築」を支援する老年看護の実践に関する一連の研究過程により、論理性・整合性のある論文を作成すること
ができる。
2）高齢者や家族の視点に立った看護実践の解釈、分析ができる。
3）研究を遂行するための倫理的感受性を身につけ、対象の尊厳を守ることができる。
4)複雑な問題や状況の全体を見渡して、最適な介入を提案し参画するスキルを身につける。
5）自律的に最新の知識・技術を探求し続ける課題発見力と発信力を身につける。
6）今後の老年看護実践および研究活動について見通しをもつ。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 牛田 貴子

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

加齢変化、疾患、障害をかかえつつも、それぞれの生活の場で、その人らしくいきいきと暮らし続けるために、医療専門職としてどのように支
援するか、履修した教育研究の知識と技術と、看護学、理学療法学、作業療法学を基盤として、各大学院生の研究課題について各種研究
手法に沿った分析や検証を加え、研究論文を完成させ、発表を行う。またこの過程を通して、看護学、理学療法学、作業療法学におけるそ
れぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術の高度化を目指す。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 片山　典子

5～10 片山　典子

11～20 片山　典子

21～26 片山　典子

27～34 片山　典子

35～38 片山　典子

39～50 片山　典子

51～60 片山　典子

61～72 片山　典子

73～75 片山　典子

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において
発表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

研究計画に基づいたプレテスト
研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進め
る。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、
討議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実
施可能性もふまえた研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される
結果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研
究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

テーマ 内容

研究課題の検討
精神看護学分野における現状分析に関わる情報を収集、
解析し、自身の専門領域における研究課題について整理
する。

研究課題の決定
情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定す
る。

1）精神保健および精神看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4）研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 片山　典子

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した特論や演習を基盤に、精神保健および精神看護学にとって意義ある研究課題を明確にするとともに、当該研究課題の解
決に向けて課題に適した研究方法を探索し、研究論文を完成し発表を行う。また一連の研究プロセスを通して質の高い実践者・研究者とし
ての基本的能力を修得し、精神看護学の発展のために高度化を目指す。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 川本 利恵子

5～10 川本 利恵子

11～20 川本 利恵子

21～26 川本 利恵子

27～34 川本 利恵子

35～38 川本 利恵子

39～50 川本 利恵子

51～60 川本 利恵子

61～72 川本 利恵子

73～75 川本 利恵子

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分析し
ながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において発
表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

研究計画に基づいたプレテスト 研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進める。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、討
議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実施可
能性もふまえた研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される結果
および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研究倫理
審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき研究
計画の修正を行う。

テーマ 内容

研究課題の検討
臨床看護学分野における現状分析に関わる情報を収集、解
析し、自身の専門領域における研究課題について整理す
る。

研究課題の決定 情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定する。

1）臨床看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4）研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 川本 利恵子

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本課程で履修した特論や演習を基盤に、疾病や治療に伴う健康問題を抱える人々の生活やQOLへの影響と健康支援に必要な看護実践ケア
の課題などを中心にした臨床看護学の意義ある研究課題を明確にするとともに、当該研究課題の解決に向けて課題に適した研究方法を探
索し、研究論文を完成し発表を行う。また一連の研究プロセスを通して質の高い実践者・研究者としての基本的能力を修得し、臨床看護学の
発展のために高度化を目指す。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 小林　紀明

5～10 小林　紀明

11～20 小林　紀明

21～26 小林　紀明

27～34 小林　紀明

35～38 小林　紀明

39～50 小林　紀明

51～60 小林　紀明

61～72 小林　紀明

73～75 小林　紀明

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分析し
ながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において発
表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

研究計画に基づいたプレテスト 研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進める。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、討
議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実施可
能性もふまえた研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される結果
および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研究倫理
審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき研究
計画の修正を行う。

テーマ 内容

研究課題の検討
在宅看護学分野における現状分析に関わる情報を収集、解
析し、自身の専門領域における研究課題について整理す
る。

研究課題の決定 情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定する。

１０単位（１５０時間）

授業概要

本課程で履修した特論や演習を基盤に、在宅看護学の意義ある研究課題を明確にするとともに、当該研究課題の解決に向けて課題に適し
た研究方法を探索し、研究論文を完成し発表を行う。また一連の研究プロセスを通して質の高い実践者・研究者としての基本的能力を修得
し、臨床看護学の発展のために高度化を目指す。

到達目標

1）在宅看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4）研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 小林　紀明

単位数（時間数）
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 坂上 昇

5～10 坂上 昇

11～16 坂上 昇

17～20 坂上 昇

21～26 坂上 昇

27～34 坂上 昇

35～38 坂上 昇

39～50 坂上 昇

51～60 坂上 昇

61～72 坂上 昇

73～75 坂上 昇

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 リハビリテーション学、理学療法学に関連した主な原著論文を用いる。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間での結果をまとめる。公開での
中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさら
に発展させる。

研究における後段階の遂行 中間発表の結果を勘案し、本研究の推進を実施する。

研究計画書の作成
立案した研究計画に則り、研究対象・方法、予測される結
果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研究
倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
文献を精査し、先行研究の整理を行い仮説を設定する。
仮説に基づいた予備実験等を検討し、研究を始める。

テーマ 内容

研究課題の決定
少子高齢社会や障害構造の変化における地域生活支援
（特に障害児）の現状分析に関わる情報を収集、解析し、
研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究課題をより明確にし、地域生活支援（特に障害児）に
関わる社会・医学的なエビデンスを背景として研究計画を
立案する。

1）リハビリテーション学の発展に貢献できる研究課題を設定する発想力や着眼力を修得する。
2）研究を実施する企画力と実践力および倫理観を身につける。
3）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
4）研究成果を教育や実践の場に応用する方略が考えられる。
5）上記を通して地域住民や実践者・教育者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を修得する。
6）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 坂上　昇

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、地域生活支援を展開するために必要な高齢者・障害児・者の生活行動や社会的参
加などの現状と課題等について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、理学療法学を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高
度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、理学療法学におけるそれぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術について
も高度化を目指す。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 田島　明子

5～10 田島　明子

11～16 田島　明子

17～20 田島　明子

21～26 田島　明子

27～34 田島　明子

35～38 田島　明子

39～50 田島　明子

51～60 田島　明子

61～72 田島　明子

73～75 田島　明子

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 リハビリテーション学、作業療法学に関連した主な原著論文を用いる。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間での結果をまとめる。公開での
中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさら
に発展させる。

研究における後段階の遂行 中間発表の結果を勘案し、本研究の推進を実施する。

研究計画書の作成
地域支援科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予
測される結果および研究の意義を検討し、研究計画書な
らびに研究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
文献を精査し、先行研究の整理を行い仮説を設定する。
仮説に基づいた予備実験等を検討し、研究を始める。

テーマ 内容

研究課題の決定
自身の研究疑問に即して、現状分析に関わる情報を収
集、解析し、研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究課題をより明確にし、地域生活支援に関わる社会・
医学的なエビデンスを背景として研究計画を立案する。

1）リハビリテーション学の発展に貢献できる研究課題を設定する発想力や着眼力を修得する。
2）研究を実施する企画力と実践力および倫理観を身につける。
3）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
4）研究成果を教育や実践の場に応用する方略が考えられる。
5）上記を通して地域住民や実践者・教育者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を修得する。
6）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 田島　明子

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、地域生活支援を展開するために必要な高齢者・障害児・者の生活行動や社会的参
加などの現状と課題等について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、作業療法学を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高
度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、作業療法学におけるそれぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術について
も高度化を目指す。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 田島　明子

5～10 田島　明子

11～16 田島　明子

17～20 田島　明子

21～26 田島　明子

27～34 田島　明子

35～38 田島　明子

39～50 田島　明子

51～60 田島　明子

61～72 田島　明子

73～75 田島　明子

1）リハビリテーション学の発展に貢献できる研究課題を設定する発想力や着眼力を修得する。
2）研究を実施する企画力と実践力および倫理観を身につける。
3）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
4）研究成果を教育や実践の場に応用する方略が考えられる。
5）上記を通して地域住民や実践者・教育者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を修得する。
6）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 田島　明子

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、地域生活支援を展開するために必要な高齢者・障害児・者の生活行動や社会的参
加などの現状と課題等について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、作業療法学を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高
度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、作業療法学におけるそれぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術について
も高度化を目指す。

到達目標

テーマ 内容

研究課題の決定
自身の研究疑問に即して、現状分析に関わる情報を収
集、解析し、研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究課題をより明確にし、地域生活支援に関わる社会・
医学的なエビデンスを背景として研究計画を立案する。

研究計画書の作成
地域支援科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予
測される結果および研究の意義を検討し、研究計画書な
らびに研究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
文献を精査し、先行研究の整理を行い仮説を設定する。
仮説に基づいた予備実験等を検討し、研究を始める。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間での結果をまとめる。公開での
中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさら
に発展させる。

研究における後段階の遂行 中間発表の結果を勘案し、本研究の推進を実施する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 リハビリテーション学、作業療法学に関連した主な原著論文を用いる。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

1

講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 鶴見 隆正

5～10 鶴見 隆正

11～16 鶴見 隆正

17～20 鶴見 隆正

21～26 鶴見 隆正

27～34 鶴見 隆正

35～38 鶴見 隆正

39～50 鶴見 隆正

51～60 鶴見 隆正

61～72 鶴見隆正

73～75 鶴見 隆正

1）リハビリテーション学の発展に貢献できる研究課題を設定する発想力や着眼力を修得する。
2）研究を実施する企画力と実践力および倫理観を身につける。
3）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
4）研究成果を教育や実践の場に応用する方略が考えられる。
5）上記を通して地域住民や実践者・教育者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を修得する。
6）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 鶴見 隆正

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、地域生活支援を展開するために必要な高齢者・障害児・者の生活行動や社会的参
加などの現状と課題等について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、理学療法学を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高
度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、理学療法学におけるそれぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術について
も高度化を目指す。

到達目標

テーマ 内容

研究課題の決定
少子高齢社会における地域生活支援の現状分析に関わ
る情報を収集、解析し、研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究課題をより明確にし、地域生活支援に関わる社会・
医学的なエビデンスを背景として研究計画を立案する。

研究計画書の作成
地域支援科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予
測される結果および研究の意義を検討し、研究計画書な
らびに研究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
文献を精査し、先行研究の整理を行い仮説を設定する。
仮説に基づいた予備実験等を検討し、研究を始める。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間での結果をまとめる。公開での
中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさら
に発展させる。

研究における後段階の遂行 中間発表の結果を勘案し、本研究の推進を実施する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 リハビリテーション学、理学療法学に関連した主な原著論文を用いる。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 土師　しのぶ

5～10 土師　しのぶ

11～20 土師　しのぶ

21～26 土師　しのぶ

27～34 土師　しのぶ

35～38 土師　しのぶ

39～50 土師　しのぶ

51～60 土師　しのぶ

61～72 土師　しのぶ

73～75 土師 しのぶ

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

事前に小児看護学に必要な理論（発達理論および家族発達理論等）、子どもの環境や社会経済動
向に関する国内外の文献を読み、理解を深めること。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において発
表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 特になし。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、討
議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分析
しながら論文を作成する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される結果
および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研究倫理
審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき研
究計画の修正を行う。

研究計画に基づいたプレテスト 研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進める。

研究課題の検討
小児看護学分野における現状分析に関わる情報を収集、解
析し、自身の専門領域における研究課題について整理す
る。

研究課題の決定 情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実施
可能性もふまえた研究計画を立案する。

授業概要

本課程で履修した特論や演習を基盤に、健康問題を抱える子どもとその家族の生活やQOLへの影響と健康支援に必要な看護実践ケアの課
題などを中心にした小児看護学の意義ある研究課題を明確にするとともに、当該研究課題の解決に向けて課題に適した研究方法を探索し、
研究論文を完成し発表を行う。また一連の研究プロセスを通して質の高い実践者・研究者としての基本的能力を修得し、臨床看護学の発展
のために高度化を目指す。

到達目標

1）小児看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4）研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

テーマ 内容

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 土師　しのぶ

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 羽生　貞親

5～10 羽生　貞親

11～20 羽生　貞親

21～26 羽生　貞親

27～34 羽生　貞親

35～38 羽生　貞親

39～50 羽生　貞親

51～60 羽生　貞親

61～72 羽生　貞親

73～75 羽生　貞親

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において
発表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

研究計画に基づいたプレテスト
研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進め
る。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、
討議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実
施可能性もふまえた研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される
結果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研
究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

テーマ 内容

研究課題の検討
臨床看護学分野における現状分析に関わる情報を収集、
解析し、自身の専門領域における研究課題について整理
する。

研究課題の決定
情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定す
る。

1）　臨床看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）　自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）　研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4)　研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5)　研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）　研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）　修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 羽生　貞親

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

臨床看護場面における看護ケアの質向上の影響要因となるさまざまな課題、特に看護を実践する看護職自身の課題も含めた分野におい
て、文献検討やフィールドワークを行い、自己の研究課題を明確化する。研究課題の解決に向けて、研究遂行に必要となる健康問題への介
入方法の知識や医療専門職としての倫理観を基盤として、研究計画の立案、データ収集、研究結果の分析、考察、論文作成のまでのプロ
セスを指導する。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 山勢 善江

5～10 山勢 善江

11～20 山勢 善江

21～26 山勢 善江

27～34 山勢 善江

35～38 山勢 善江

39～50 山勢 善江

51～60 山勢 善江

61～72 山勢 善江

73～75 山勢 善江

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分析し
ながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において発
表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

研究計画に基づいたプレテスト 研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進める。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、討
議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実施可
能性もふまえた研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される結果
および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研究倫理
審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき研究
計画の修正を行う。

テーマ 内容

研究課題の検討
臨床看護学分野における現状分析に関わる情報を収集、解
析し、自身の専門領域における研究課題について整理す
る。

研究課題の決定 情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定する。

1）臨床看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4）研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 山勢　善江

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本課程で履修した特論や演習を基盤に、救急・クリティカルケアを受ける患者や家族への看護実践を中心に、臨床看護学においての意義あ
る研究課題の明確化、課題解決のための研究方法の探索、研究論文作成・発表を行う。また一連の研究プロセスを通して質の高い実践者・
研究者としての基本的能力を修得し、臨床看護学の発展をめざす。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 渡邉眞理

5～10 渡邉眞理

11～20 渡邉眞理

21～26 渡邉眞理

27～34 渡邉眞理

35～38 渡邉眞理

39～50 渡邉眞理

51～60 渡邉眞理

61～72 渡邉眞理

73～75 渡邉眞理

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において
発表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

研究計画に基づいたプレテスト
研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進め
る。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、
討議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実
施可能性もふまえた研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される
結果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研
究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

テーマ 内容

研究課題の検討
がんの臨床看護学分野における現状分析に関わる情報
を収集、解析し、自身の専門領域における研究課題につ
いて整理する。

研究課題の決定
情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定す
る。

1）　臨床看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）　自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）　研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4)　研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5)　研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）　研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）　修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 渡邉　眞理

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本課程で履修した特論や演習を基盤に、がんの予防から診断、治療に伴う健康問題を抱える人々の生活やQOLへの影響と健康支援に必
要ながん看護実践ケアの研究課題を明確にするとともに、当該研究課題の解決に向けて課題に適した研究方法を探索し、研究論文を完成
し発表を行う。また一連の研究プロセスを通して質の高い実践者・研究者としての基本的能力を修得し、臨床看護学の発展のために高度化
を目指す。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 渡邉眞理

5～10 渡邉眞理

11～20 渡邉眞理

21～26 渡邉眞理

27～34 渡邉眞理

35～38 渡邉眞理

39～50 渡邉眞理

51～60 渡邉眞理

61～72 渡邉眞理

73～75 渡邉眞理

教科書 特になし。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加調査や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を発表会において
発表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

研究計画に基づいたプレテスト
研究計画に基づいたプレテスト等を検討し、研究を進め
る。

調査と分析、結果、考察の展開
研究計画に基づき研究を実施する。途中定期的に発表、
討議を行い、目的に沿った研究を遂行する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

研究計画の立案
研究課題に関連するより詳細な情報や文献をもとに、実
施可能性もふまえた研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される
結果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研
究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき
研究計画の修正を行う。

テーマ 内容

研究課題の検討
がんの臨床看護学分野における現状分析に関わる情報
を収集、解析し、自身の専門領域における研究課題につ
いて整理する。

研究課題の決定
情報収集、解析した結果から、自己の研究課題を決定す
る。

1）　臨床看護学における研究課題について、論理的に説明することができる。
2）　自身の研究課題を見出し、その背景や意義について説明することができる。
3）　研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
4)　研究計画書を作成し、一連の研究プロセスにより論理性・整合性のある論文を作成することができる。
5)　研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
6）　研究成果を教育や実践の場に応用する方略を説明できる。
7）　修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

健康増進・予防特別研究 渡邉　眞理

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本課程で履修した特論や演習を基盤に、がんの予防から診断、治療に伴う健康問題を抱える人々の生活やQOLへの影響と健康支援に必
要ながん看護実践ケアの研究課題を明確にするとともに、当該研究課題の解決に向けて課題に適した研究方法を探索し、研究論文を完成
し発表を行う。また一連の研究プロセスを通して質の高い実践者・研究者としての基本的能力を修得し、臨床看護学の発展のために高度化
を目指す。

到達目標

1



講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 大森 圭貢

5～9 大森 圭貢

10～14 大森 圭貢

15～18 大森 圭貢

19～22 大森 圭貢

23～26 大森 圭貢

27～34 大森 圭貢

35～38 大森 圭貢

39～50 大森 圭貢

51～60 大森 圭貢

61～72 大森 圭貢

73～75 大森 圭貢

1）身体に障害のある者の心身機能，活動と参加を回復，改善に貢献できる研究課題を設定できる。
2）研究に必要な倫理のもと実行可能な研究計画を立案できる。
3）研究計画に基づいて研究を実施することができる。
4）研究成果をまとめ、国内外に発信する能力を身につける。
5）研究成果を教育や実践の場でに展開するためのネットワーク構築の方略を考えることができる。
6）修士論文の作成を通して、実践者や後輩を論理的に指導することができる。

授業科目名 科目担当教員

心身機能回復特別研究 大森 圭貢

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、各大学院生の研究課題について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、理学
療法学及び作業療法学を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、理学療法
学・作業療法学におけるそれぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術についても高度化を目指す。

到達目標

テーマ 内容

研究課題の決定
研究分野の文献レビューを行い，当該分野の既知と未知
を明らかにし研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究課題の解決に必要な取り扱うべき変数の抽出と研究
デザインを考え，研究計画を立案する。

研究計画書の作成
立案した研究計画に則り、研究対象、方法、予測される結
果を検討し、研究計画書と研究倫理審査申請書を作成す
る。

研究計画の発表および評価 研究計画を発表し、評価を受ける。

研究計画の修正
研究計画の発表で受けた評価に基づき研究計画の修正
を行う。

予備研究等の実施 予備研究等を実施し、研究を開始する。

研究の中間まとめ
研究実施によって得られた結果の中間まとめを行う。公
開での中間発表にむけて検討、資料作成を行う。

研究中間発表
公開での中間発表を行う。中間発表で受けた評価を考慮
し、研究をさらに発展させる。

本研究の実施 中間発表の結果を踏まえ、本研究を実施する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、その
結果を論文にする。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 リハビリテーション、理学療法学に関連した主な原著論文を用いる。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 柴田　昌和

5～10 柴田　昌和

11～16 柴田　昌和

17～20 柴田　昌和

21～26 柴田　昌和

27～34 柴田　昌和

35～38 柴田　昌和

39～50 柴田　昌和

51～60 柴田　昌和

61～72 柴田　昌和

73～75 柴田　昌和

1）基礎的研究を医学的に発展できる研究課題を設定する発想力や着眼力を修得する。
2）研究を実施する立案力とそれを実行する実践力および倫理観を身につける。
3）得られた研究データをまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
4）得られた研究データを教育や実践の場に応用する方略が考えられる。
5）研究を通して地域住民への貢献や教育者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を修得する。
6）修士論文作成を通して、臨床実践者や後輩の指導スキルや学部学生への教育スキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

心身機能回復特別研究 柴田　昌和

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本研究過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、各大学院生の研究課題について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、理
学療法、作業療法および看護の各領域を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習
得し、理学療法、作業療法および看護の各領域におけるそれぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術についても高度化を目指す。

到達目標

テーマ 内容

研究課題の決定
基礎的研究分野における情報を収集、解析、現状分析を
行い研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究課題をより明確にし、身体の構造や機能、神経系、お
よびリハビリテーションに関わるエビデンスを背景として目
的とする研究計画を立案する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される
結果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研
究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、他者の評価を受ける。受けた評価に
基づき研究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
文献を精査し、先行研究の整理を行い仮説を設定する。
仮説に基づいた予備実験等を検討し、データ収集を始め
る。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間データの結果をまとめる。公開
での中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究遂行をさらに
発展させる。

研究における後段階の遂行
中間発表の結果の批評を勘案し、本研究の推進を実施す
る。

研究結果のまとめ
研究結果を科学的・客観的に検討し、基礎医学とリハビリ
テーション分野および地域貢献とのつながりを考察し、ま
とめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会にお
いて発表し、最終試験として評価を受ける。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 基礎分野、研究専門分野に関連した主な原著論文を用いる。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 鈴木 雄介

5～10 鈴木 雄介

11～16 鈴木 雄介

17～20 鈴木 雄介

21～26 鈴木 雄介

27～34 鈴木 雄介

35～38 鈴木 雄介

39～50 鈴木 雄介

51～60 鈴木 雄介

61～72 鈴木 雄介

73～75 鈴木 雄介

1）高次脳機能ならびに心身機能回復学分野の発展に貢献できる研究課題を設定する発想力や着眼力を修得する。
2）研究課題に取り組み研究を遂行するための科学的知識・技術・倫理観を身につける。
3）研究計画書を作成し一連の研究プロセスにより整合性のある論文を作成することができる。
4）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
5）研究成果を高次脳機能ならびに心身機能回復学分野の実践の場に応用する方略を説明できる。
6）上記を通して臨床実践者や研究者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を修得する。
7）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、臨床実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

心身機能回復特別研究 鈴木 雄介

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、各大学院生の研究課題について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、臨床
実践・研究を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、高次脳機能ならびに心
身機能回復学分野におけるそれぞれの課題を整理するとともに、各種の技術についても高度化を目指す。

到達目標

テーマ 内容

研究課題の決定
当該大学院生の研究分野における現状分析に関わる情
報を収集、解析し、研究課題を決定する。

研究計画の立案
批判的文献検討を集積し、研究課題に適した研究方法に
ついて熟考しつつ、研究課題やその背景、意義をさらに
明確にする。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される
結果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研
究倫理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し評価を受ける。受けた評価に基づき研
究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
文献の追加精査や予備調査等により、さらに研究計画を
推敲し、計画に基づいてデータ収集を行う。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間での結果をまとめる。公開での
中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさら
に発展させる。

研究における後段階の遂行 中間発表の結果を勘案し、本研究の推進を実施する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、再分
析しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 高次脳機能ならびに心身機能回復学分野に関連した主な原著論文を用いる。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 田邉 浩文

5～10 田邉 浩文

11～16 田邉 浩文

17～20 田邉 浩文

21～26 田邉 浩文

27～34 田邉 浩文

35～38 田邉 浩文

39～50 田邉 浩文

51～60 田邉 浩文

61～72 田邉 浩文

73～75 田邉 浩文

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 中枢神経疾患及びニューロリハビリテーション工学に関連した主な原著論文を用いる。

参考図書
参考WEBページ

講義に先立ち、適宜、所要の図書・雑誌等を提示する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、再分析
しながら論文を作成する。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会にお
いて発表し、最終試験として評価を受ける。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間での結果をまとめる。公開での中
間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさらに
発展させる。

研究における後段階の遂行 中間発表の結果を勘案し、本研究の推進を実施する。

研究計画書の作成
科学的研究方法論に則り、研究対象・方法、予測される結
果および研究の意義を検討し、研究計画書ならびに研究倫
理審査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価
研究計画を発表し、評価を受ける。受けた評価に基づき研
究計画の修正を行う。

研究における前段階の遂行
研究結果に影響を及ぼす変数を検討・整備し、状況に応じ
て予備研究を行い、仮説を明確化して研究に着手する。

テーマ 内容

研究疑問の統合と研究課題の決定
研究疑問及びその先行研究に関わる情報を収集、解析し、
研究課題を決定する。

研究計画の立案
研究疑問に関わる変数を明確にし、心身機能と構造、脳機
能及び、医工産学連携に関わるエビデンスを背景として研
究計画を立案する。

1）リハビリテーション学の発展に貢献できる研究課題を設定する発想力や着眼力を修得する。
2）研究を実施する企画力と実践力および倫理観を身につける。
3）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
4）研究成果を教育や実践の場に応用する方略が考えられる。
5）上記を通して地域住民や実践者・教育者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を修得する。
6）修士論文の作成を含む実践的な演習経験を通して、実践者や後輩を指導するスキルを身につける。

授業科目名 科目担当教員

心身機能回復特別研究 田邉 浩文

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、各大学院生の研究課題について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、理学療
法学を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、理学療法学におけるそれぞ
れの課題を再度整理するとともに、各種の技術についても高度化を目指す。

到達目標
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1～4 森尾　裕志

5～9 森尾　裕志

10～15 森尾　裕志

16～19 森尾　裕志

20～22 森尾　裕志

23～27 森尾　裕志

28～34 森尾　裕志

35～38 森尾　裕志

39～50 森尾　裕志

51～60 森尾　裕志

61～72 森尾　裕志

73～75 森尾　裕志

1）保健医療における呼吸循環機能障害者・虚弱高齢者に対するリハビリテーションの発展に貢献できる研究課題を設定できる。
2）研究を実施する企画力と実践力および倫理観を身につける。
3）研究計画に基づいて研究を実施することが出来る。
4）研究成果をまとめ、国内外に発信できる能力を身につける。
5）上記を通して地域住民や実践者・教育者とのネットワークを構築し、研究遂行能力を習得する。
6）修士論文の作成を通して、実践者や後輩を論理的に指導する技術を身につける。

授業科目名 科目担当教員

心身機能回復特別研究 森尾　裕志

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要

本過程で履修した教育研究の知識と技術を基本として、各大学院生の研究課題について各種研究手法に沿った分析や検証を加え、保健
医療学を基盤として研究論文を完成させ、発表を行う。高度な臨床実践者・研究者としての基本的能力を習得し、保健医療学におけるそれ
ぞれの課題を再度整理するとともに、各種の技術についても高度化を目指す。

到達目標

テーマ 内容

研究課題の決定
研究分野における文献レビューを行い、研究課題を決定
する。

研究計画の立案
身体の機能や能力、社会的背景などから研究課題の解
決に必要な取り扱うべき変数の抽出と研究デザインを考
える。

研究計画書の作成
立案した研究計画に則り、研究対象、方法、予測される結
果および研究の意義を検討し、研究計画書と研究倫理審
査申請書を作成する。

研究計画の発表および評価 研究計画を発表し、評価を受ける。

研究計画の修正
研究計画発表で受けた評価に基づき研究計画の修正を
行う。

予備研究等の実施 予備研究等を実施し、研究を開始する。

研究の中間まとめ
研究実施に基づいて中間での結果をまとめる。公開での
中間発表へ向けて検討を進める。

研究中間発表
公開での中間発表を実施し、その後の研究の遂行をさら
に発展させる。

本研究の実施 中間発表の結果を踏まえ、本研究を実施する。

研究結果のまとめ 研究結果を科学的・客観的に検討し、まとめる。

論文作成
結果のまとめに基づいて、追加実験や検討を行い、その
結果を論文として作成する。

参考図書
参考WEBページ

適宜、必要に応じた図書等を提示する。

事前・事後学習
留意事項

中間発表や論文発表会は公開を原則とする。

研究論文の発表および評価
研究論文の完成に基づいて、その成果を公開発表会に
おいて発表し、最終試験として評価を受ける。

評価 研究計画・研究実践ならびに修士論文審査結果により評価する。

教科書 保健医療学、リハビリテーション学に関連した主な原著論文を提示する。
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1・2 島田　啓子

3～6 島田　啓子

7～15 島田　啓子

16～22 島田　啓子

23～30 島田　啓子

31～33 島田　啓子

34～36 島田　啓子

37～42 島田　啓子

43～53 島田　啓子

54～65 島田　啓子

66～75 島田　啓子

論文作成と投稿準備
データ分析の妥当性を確認して論文作成に着手する。
論文投稿先（専門学会誌）を検討し、学術誌の投稿規程に
そった論文を作成する

研究論文の発表準備と評価
学内の公開発表会および学外の学術集会で発表する準備を
し、口頭試問の準備と修士論文を学内規定に準じて完了する

事前・事後学習
留意事項

評価 研究計画50％、論文完成度50％

教科書
・Polit、 D. & Beck、 T.(2016). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing 
Practice (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.　翻訳：近藤潤子監修、看護研究、医学書院
・山崎茂明、六本木淑恵、文献検索ガイド、第4版増補版、日本看護協会出版会、978-4-8180-1498-5

参考図書
参考WEBページ

適宜に配布資料を講義時に提示する。
・ウヴェ・フリック質的研究入門、新版、春秋社、2011
・牧本清子編集、システマテイックレビュー、日本看護協会出版会、978-4-8180-1791-7

論文クリティークの実際
（演習・発表・討議を含む）

助産ケアの提供システム、助産の専門的自立、エビデンス研
究に関する論文クリティークの発表と討論

倫理申請と計画書の発表
研究課題にそった倫理申請の作成について概説する。
個々の研究課題に関する倫理的配慮にもとづき申請書を作
成する

助産研究のゼミ討論・発表指導
研究課題の進め方を支援をするために、ゼミ形式で研究段
階の発表と討論を重ねて洗練する

研究目的にそった研究デザイン
データの種類と分析

1）量的・質的研究のデータ収集（標本の抽出）
2）記述的探索研究、関係探索研究、関連検証研究、準実験
的研究
3）面接法、観察法
4）質問紙法、量的測定法など
5）帰納的推論、演繹的推論

エビデンス研究
これまでの研究成果を継続してエビデンスになる研究を理解
する。ＰＥＣＯデザインとエビデンスレベル（コクランＤＢからシ
ステマティック・レビュー手法の実際）

アクション・リサーチ
教育的関わりモデル（TKモデル）の検
討

周産期において出産準備教育における助産師が関わる「教
育的関わりモデル（TKモデル）」の解説を文献学習

データ分析と統計解析

1）上記のデザイン別、データ分析と統計処理
2）質的データのコード化、カテゴリー化、テーマ抽出
3）量的研究の妥当性と信頼性
4）尺度開発の手法

テーマ 内容

ガイダンス
助産学研究の位置づけと意義

助産学に関する研究動向を理解するための課題を提示す
る。
目標到達できる履修計画を立案する

研究のプロセス
研究計画の作成手順

研究疑問から文献レビュー、研究疑問から研究課題と実現
可能性までを概説する。

助産学研究の動向と課題について概説し、研究プロセスについて各種の研究デザインから基本を解説する。
助産ケアの向上に還元できる臨床研究を解説する
助産学教育に関する研究・論文クリティークから解説する。

到達目標

1）助産実践における研究の価値・重要性を理解できる。
2）研究疑問から文献検索する手法を理解し、文献レビューの総括を記述できる。
3）助産・看護・医療・保健等に関する研究論文をクリティークできる。
4）個別に研究課題を探索し、研究計画書を作成できる。
5）研究成果を公表できる学会への参加を計画的に遂行して発表し今後の研究を継続して取り組むことへの展望をもつ。

授業科目名 科目担当教員

助産学特別研究 　島田　啓子

単位数（時間数）

１０単位（１５０時間）

授業概要
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講義・演習・実習の別 必修・選択の別

演習 必修

授業回数 配当年次

７５回 １年～２年通年

授業回数 担当教員

1・2 山﨑　圭子

3・4 山﨑　圭子

5～15 山﨑　圭子

16・17 山﨑　圭子

18・19 山﨑　圭子

20～27 山﨑　圭子

28・29 山﨑　圭子

30・31 山﨑　圭子

32～61 山﨑　圭子

62～72 山﨑　圭子

73～75 山﨑　圭子

事前・事後学習
留意事項

評価 研究計画50％、研究遂行過程30％、論文完成度20％

教科書
Polit, D. & Beck, T.(2016). Nursing Research: Generating and Assessing Eviden
ce for Nursing Practice (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.　翻訳：近藤潤子監修、看護研究、医学
書院

参考図書
参考WEBページ

適宜に配布資料を講義時に提示する。
〇ウヴェ・フリック質的研究入門、新版、春秋社、2011

助産研究のゼミ討論・発表指導
研究課題の遂行支援をするために、ゼミ形式で研究段階
の発表と討論を重ねて洗練する

論文作成と投稿準備
データ分析の妥当性を確認して論文作成に着手する。そ
の段階で投稿先を検討し、学術誌の投稿規程にそった論
文を作成する

研究論文の発表準備と評価
学内の公開発表会および学外の学術集会で発表する準
備をし、最終審査で評価を受ける

データ分析と統計解析

１）助産学で適用される統計解析
２）量的研究の妥当性と信頼性
３）量的研究の分析手法
４）質的データのコード化、カテゴリー化

文献クリティークの実際（演習・発表・討
議を含む）

助産ケアの提供システム、助産の専門的自立、次世代育
成支援に関する研究課題を提示して論文クリテイーク指
導

倫理申請と計画の発表（中間発表の準
備）

研究課題と計画について倫理申請し、承認を得て、研究
作業を進め、その経過進展の発表準備

研究デザインとデータ収集法

１）データ収集（標本の抽出）
２）面接法、質問紙法、尺度
３）観察法
４）量的測定法
５）記述的探索研究、関係探索研究、関連検証研究、准実
験的研究

調査研究
助産師確保対策など横断的調査研究における質問紙の
作成手順から分析方法までを解説、関係する論文の分析

アクション・リサーチ
住民主体のソーシャルキャピタル形成活動プロセスと支援
体制に関する介入実証研究から、継続

テーマ 内容

ガイダンス、研究の位置づけと意義
論文クリティークできる課題を提示し、助産学研究の動向
と意義を共有理解

研究のプロセスと計画の作成手順
帰納的推論と演繹的推論、量的・質的研究の種類　研究
疑問から文献レビュー

授業科目名 科目担当教員

助産学特別研究 山﨑　圭子

単位数（時間数）

授業概要

研究の基本的能力及び実践能力の向上を目的に、助産領域で適用される理論や根拠に基づいた助産実践を実証するための研究方法を学び、
研究・成果を実践に役立てることができる基礎的な研究指導を行う。

到達目標

１．助産実践提供システムに関する研究の価値・重要性を理解できる。
２．助産研究の計画書作成から文献レビューし研究論文作成・学会に発表までの過程を理解できる。
３．助産・医療・保健・看護に関する研究論文をクリティークできる。
４．個別に研究課題を探索し，研究計画を立案できる。助産実践の改善・向上に寄与できる研究過程・方法を説明できる。
５．研究課題に合致したデザインの選定から、助産学研究の特性を理解してオリジナリテイのある研究論文を完遂できる能力を修得する。
６．助産実践に還元できる研究成果を発表し、今後の継続研究への展望をもつ。

１０単位（１５０時間）
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Ⅴ　教員一覧
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2022年3月15日時点の情報をもとに作成しています。

氏名　 職位 研究室 E-mail

寺本　明 副学長 A棟2F学部長室 akira.teramoto@sums.ac.jp

喜多村　健 副学長/研究科長 A棟1F研究室2 kitamura.oto@tmd.ac.jp

専任教員（健康増進・予防領域）
氏名　 職位 研究室 E-mail

牛田　貴子 教授 A棟1F研究室5 takako.ushida@sums.ac.jp

加藤　尚美 教授 A棟1F研究室6 n.kato@sums.ac.jp

川本　利恵子 教授 A棟2F研究室1 rieko.kawamoto@sums.ac.jp

小林　紀明 教授 A棟2F研究室20 noriaki.kobayashi@sums.ac.jp

坂上　昇 教授 A棟1F研究室3 noboru.sakanoue@sums.ac.jp

田島　明子 教授 A棟2F研究室27 akiko.tajima@sums.ac.jp

鶴見　隆正 教授 A棟2F研究室2　 takamasa.tsurumi@sums.ac.jp

羽生　貞親 教授 A棟2F研究室25 yoshichika.habu@sums.ac.jp

本田　芳香 教授 C棟2F研究室46 yoshika.honda@sums.ac.jp

望月　聡一郎 教授 A棟1F研究室7 soichiro.mochizuki@sums.ac.jp

山勢　善江 教授 A棟1F研究室10 yoshie.yamase@sumf.ac.jp

渡邉　眞理 教授 A棟1F研究室9 mari.watanabe@sums.ac.jp

片山　典子 准教授 A棟2F研究室26 noriko.katayama@sums.ac.jp

澤井　美奈子 准教授 A棟2F研究室21 minako.sawai@sums.ac.jp

土師　しのぶ 准教授 A棟1F研究室8 shinobu.hashi@sums.ac.jp

岡　多恵 講師 A棟1F研究室12 tae.oka@sums.ac.jp

菊池　有紀 講師 C棟2F研究室40 yuki.kikuchi@sums.ac.jp

櫻井　友子 講師 C棟2F研究室29 tomoko.sakurai@sums.ac.jp

石橋　史子 助教 C棟2F研究室30 fumiko.ishibashi@sums.ac.jp

稲垣　尚美 助教 C棟2F研究室43 naomi.inagaki@sums.ac.jp

大胡　晴香 助教 C棟2F研究室37 haruka.ogo@sums.ac.jp

倉橋　悠子 助教 C棟2F研究室36 yuko.kurahashi@sums.ac.jp

塚原　ゆかり 助教 C棟2F研究室42 yukari.tsukahara@sums.ac.jp

専任教員（心身機能回復領域）
氏名　 職位 研究室 E-mail

大森　圭貢 教授 A棟2F研究室13 yoshitsugu.omori@sums.ac.jp

小林　和彦 教授 A棟2F研究室14 kazuhiko.kobayashi@sums.ac.jp

柴田　昌和 教授 A棟2F研究室16 masakazu.shibata@sums.ac.jp

鈴木　雄介 教授 A棟2F研究室18 yusuke.suzuki@sums.ac.jp

田邉　浩文 教授 A棟1F研究室4 hirofumi.tanabe@sums.ac.jp

森尾　裕志 教授 A棟2F研究室15 yuji.morio@sums.ac.jp

鶴見　隆彦 教授 A棟2F研究室19 takahiko.tsurumi@sums.ac.jp

齋藤　琴子 准教授 C棟2F研究室31 kotko.saito@sums.ac.jp

櫻井　好美 准教授 A棟2F研究室28 yoshimi.sakurai@sums.ac.jp

中尾　陽光 講師 C棟2F研究室32 yoko.nakao@sums.ac.jp

増田　雄亮 講師 C棟2F研究室34 yusuke.masuda@sums.ac.jp

三川　年正 講師 C棟2F研究室38 toshimasa.mikawa@sums.ac.jp

光金　正官 講師 C棟2F研究室33 masahiro.mitsukane@sums.ac.jp

教員一覧
副学長・研究科長
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氏名　 職位 研究室 E-mail
島田　啓子 教授 A棟2F研究室24 keiko.shimada@sums.ac.jp

山﨑　圭子 教授 別途通知 keiko.yamazaki@sums.ac.jp

日下　桃子 助教 A棟1F研究室6 momoko.kusaka@sums.ac.jp

鶴見　薫 助教 C棟2F研究室35 kaoru.tsurumi@sums.ac.jp

専任教員（湘南医療大学薬学部教員）
氏名　 職位 研究室 E-mail

石橋　芳雄 教授 薬学棟教授室23 yashio.ishibashi@sums.ac.jp

加賀谷　肇 教授 薬学棟教授室17 hajime.kagaya@sums.ac.jp

加藤　裕久 教授 薬学棟教授室19 yasuhisa.kato@sums.ac.jp

坂本　芳雄 教授 別途通知 sakamoto@fureai-g.or.jp

定本　清美 教授 薬学棟教授室8 kiyomi.sadamoto@sums.ac.jp

鈴木　勉 教授 薬学棟教授室16 tsutomu.suzuki@sums.ac.jp

佐野　和美 准教授 薬学棟教授室18 kazumi.sano@sums.ac.jp

非常勤講師
氏名　 職位 控室 オフィスアワー

石井　映幸 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

井本　寛子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

浦　裕之 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

江花　有亮 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

扇谷　秀樹 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

大川　伸一 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

大道　久 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

大森　千草 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

小沢　香 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

景山　晶子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

川地　義雄 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

窪田　和巳 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

甲畑　宏子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

小林　藍子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

五味　郁子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

小山 紳一郎 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

清水　奈緒美 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

四戸　千香 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

シュワルツ　史子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

関根　透 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

坪井　香 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

土井尻 達紀 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

成松　宏人 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

平野　克治 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

藤間　勝子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

宮下　美代子 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

横山　仁志 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

吉見　明香 非常勤講師 A棟2F非常勤講師室 講義の開始前、終了後

専任教員（助産学領域）
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