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Ⅰ　カリキュラム(教育課程)
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Ⅰ 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム（
教
育
課
程
）





必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

１前 ○

４後 ○

１前 ○

２前 ○

２後 ○

１前 ○

１後 ○

１前 ○

１後 ○

１前 ○

１前 ○

１後 ○

１後 ○

１前 ○

１後 ○

２後 ○

１前・後 ○

１前・後 ○

１前 ○

１後 ○

２前 ○

２前 ○

１前 ○

１前 ○

１前 ○

１後 ○

１前 ○

１後 ○

１後 ○

１前 ○

１後 ○

１前 ○

１後 ○

１後 ○

１後 ○

－ －

総
合
教
育
科
目

人
間
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

コミュニケーション論

必修
１６単位

＋
選択１７単位

以上、

計３３単位
以上

取得すること

チーム医療論

英語Ⅰ

英語Ⅱ

英語Ⅲ

中国語

韓国語

人
間
の
本
質
と
尊
厳

哲学

倫理学

社会学

心理学

発達心理学

ボランティア学

生命倫理学

小計（３５科目）

人
間
と

情
報

情報リテラシー

研究法入門

人
間
と
環
境

公衆衛生学

保健行政論

法学（含日本国憲法）

生物学

物理学

生化学

環境論

放射線概論

人
間
と
健
康

栄養学

薬理学

社会福祉論

障害者スポーツ

レクリエーションスポーツ

人
間
と
文
化

文学

教育学

文化人類学

国際関係論

国際保健医療論

音楽論

学則　別表１

教　育　課　程　等　の　概　要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

卒業要件
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カ
リ
キ
ュ
ラ
ム（
教
育
課
程
）



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

卒業要件

１前 ○

１後 ○

２前 ○

２前 ○

２後 ○

１前 ○

１後 ○

２前 ○

２後 ○

２後 ○

２前 ○

２後 ○

２後 ○

２前 ○

２後 ○

２前 ○

－

１前 ○

２前 ○

１前 ○

１前 ○

１後 ○

２前 ○

１後 ○

１後 ○

２後 ○

－

２前 ○

２前 ○

２後 ○

２後 ○

４前 ○

３後 ○

３後 ○

２前 ○

２後 ○

３前 ○

４前 ○

３後 ○

３後 ○

２前 ○

２後 ○

３前 ○

４前 ○

３後 ○

２前 ○

２後 ○

３前 ○

４前 ○

３後 ○

２後 ○

３前 ○

３前 ○

３後 ○

－

専
門
科
目
Ⅱ

専
門
看
護
学

成人看護学概論

母性看護方法論Ⅰ 

母性看護方法論Ⅱ

母性看護方法論Ⅲ（女性論）

母性看護学実習

精神看護学概論

精神看護方法論Ⅰ（主要症状への支援技術）

小児看護学概論

小児看護方法論Ⅰ（対象理解の方法）

小児看護方法論Ⅱ（看護展開の方法）

小児看護方法論Ⅲ（子どもと遊び）

小児看護学実習

母性看護学概論

精神看護方法論Ⅱ（社会生活適応への支援）

精神看護学実習

小計（２７科目）

必修
３７単位

＋
選択２単位
以上、

計３９単位
以上

取得すること

成人看護方法論Ⅰ（周手術期ケア・クリティカルケア）

成人看護方法論Ⅱ（慢性期・ターミナル期）

成人看護方法論Ⅲ（生活調整・生活再構築）

がん看護論

成人看護学実習Ⅰ（急性期）

成人看護学実習Ⅱ（慢性期）

必修
１３単位

取得すること

看護倫理

看護援助論Ⅰ（看護技術概論）

看護援助論Ⅱ（生活援助技術）

看護援助論Ⅲ（診療に伴う援助技術）

看護援助論Ⅳ（健康診査）

看護援助論Ⅴ（看護過程）

基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ

小計（９科目）

老年看護学概論

老年看護方法論Ⅰ(生活支援技術）

老年看護方法論Ⅱ（療養生活支援技術）

認知症看護論

老年看護学実習Ⅰ

老年看護学実習Ⅱ

－

専
門
科
目
Ⅰ

基
礎
看
護
学

看護学概論

－

微生物学

病理学

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

現代医療論

精神保健論

臨床心理学

看護関係法規

リハビリテーション概論

臨床栄養学

疫学

専
門
基
礎
科
目

人
体
の
構
造
と
機
能
・

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復

人体の構造・機能Ⅰ　

必修

２１単位
＋

選択１単位
以上、

計２２単位
以上

取得すること

人体の構造・機能Ⅱ

病態学Ⅰ（診断と治療）

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）

病態学Ⅲ（診断と治療）

保健統計学

保健医療情報処理論

小計（１６科目） －

3



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

卒業要件

２後 ○

３前 ○

４前 ○

４前 ○

３前 ○

４前 ○

３前 ○

４前 ○

異文化看護論 ４前 ○

２前 ○

２前 ○

３前 ○

４後 ○

２前 ○

４前 ○

４前 ○

４前 ○

－

必修 選択 自由 講義 演習
実験
実習

３前 ○

３前 ○

３前 ○

３前 ○

３前 ○

３前 ○

３前 ○

３前 ○

４前 ○

４後 ○

－

－ ―

２期

１５週

９０分

卒業要件は、総合教育科目では３３単位以上（必修１６単位および選択科目１７単位
以上）、専門基礎科目は２２単位以上（必修２１単位および選択科目１単位以上）専
門科目Ⅰは必修科目１３単位、専門科目Ⅱは３９単位以上（必修３７単位選択科目２
単位以上）、統合科目１５単位以上（必修１３単位、選択科目２単位以上）、公衆衛
生科目必修科目４単位を履修し、合計１２６単位以上を取得していること。
保健師国家試験受験資格を取得する者は、卒業要件（１２６単位）の他に、公衆衛生
科目の選択科目１７単位すべて（公衆衛生看護方法論Ⅰ２単位、公衆衛生看護方法論
Ⅱ２単位、公衆衛生看護活動論２単位、産業保健・学校保健論２単位、公衆衛生看護
管理論２単位、保健医療福祉行政論２単位、公衆衛生看護学実習Ⅰ４単位、公衆衛生
看護学実習Ⅱ１単位）を履修し、合計１４３単位以上取得していること。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

１時限の授業時間

卒　業　要　件　及　び　履　修　方　法 授業期間等

保健医療福祉行政論　※

公衆衛生看護学実習Ⅰ　※

公衆衛生看護学実習Ⅱ　※

小計（１０科目） －

合計（１１４科目） －

公
衆
衛
生
科
目

公
衆
衛
生
看
護
学

公衆衛生看護学概論

必修
４単位

取得すること

※は保健師国
家試験受験者
は必修科目と

する。

公衆衛生看護方法論Ⅰ　※

公衆衛生看護方法論Ⅱ　※

公衆衛生看護活動論　※

産業保健・学校保健論　※

健康危機管理論

公衆衛生看護管理論　※

学位又は称号 　学士（看護学） 学位又は学科の分野 保健衛生学関係（看護学関係）

看護研究

看護カウンセリング

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数 授業形態

卒業要件

キャリア形成論

インターンシップ

統合実習

小計（１７科目） －

教　育　課　程　等　の　概　要

必修
１３単位

＋
選択２単位
以上、

計１５単位
以上

取得すること

在宅看護方法論Ⅱ

在宅看護方法論Ⅲ（在宅医療機器論）

家族看護学

在宅看護学実習

看護管理学

感染看護学

国際医療と看護

災害看護

危機管理

統
合
科
目

統
合
看
護
学

在宅看護学概論

在宅看護方法論Ⅰ

4
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カ
リ
キ
ュ
ラ
ム（
教
育
課
程
）
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科
目
進
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表





コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論

〇
韓
国
語

英
語
Ⅱ

〇
英
語
Ⅲ

チ
ー
ム
医
療
論

英
語
Ⅰ

〇
中
国
語

〇
文
学

教
育
学

〇
文
化
人
類
学

〇
国
際
保
健
医
療
論

〇
国
際
関
係
論

〇
音
楽
論

栄
養
学

薬
理
学

社
会
福
祉
論

〇
レ
ク
リ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ

〇
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

人
間
と
情
報

〇
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー

〇
研
究
法
入
門

法
学
（
含
日
本
国
憲
法
）

〇
生
化
学

公
衆
衛
生
学

〇
生
物
学

〇
放
射
線
概
論

保
健
行
政
論

〇
物
理
学

〇
環
境
論

〇
倫
理
学

〇
哲
学

心
理
学

〇
社
会
学

〇
発
達
心
理
学

〇
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学

〇
生
命
倫
理
学

人
体
の
構
造
・
機
能
Ⅰ

人
体
の
構
造
・
機
能
Ⅱ

病
態
学
Ⅰ
（
診
断
と
治
療
）

病
態
学
Ⅲ
（
診
断
と
治
療
）

微
生
物
学

病
理
学

現
代
医
療
論

精
神
保
健
論

看
護
関
係
法
規

臨
床
心
理
学

疫
学

○
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
概
論

〇
保
健
医
療
情
報
処
理
論

○
臨
床
栄
養
学

保
健
統
計
学

看
護
学
概
論

看
護
援
助
論
Ⅲ

（
診
療
に
伴
う
援
助
技
術
）

看
護
倫
理

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ

看
護
援
助
論
Ⅰ
（
看
護
技
術
概
論
）

看
護
援
助
論
Ⅴ
（
看
護
過
程
）

看
護
援
助
論
Ⅳ
（
健
康
診
査
）

看
護
援
助
論
Ⅱ
（
生
活
援
助
技
術
）

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ

成
人
看
護
学
概
論

成
人
看
護
方
法
論
Ⅱ

（
慢
性
期
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
期
）

老
年
看
護
方
法
論
Ⅱ

（
療
養
生
活
支
援
技
術
）

成
人
看
護
学
実
習
Ⅰ

（
急
性
期
）

○
が
ん
看
護
論

成
人
看
護
方
法
論
Ⅰ

（
周
手
術
期
ケ
ア
・
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
ケ
ア
）

成
人
看
護
方
法
論
Ⅲ

（
生
活
調
整
・
生
活
再
構
築
）

小
児
看
護
方
法
論
Ⅱ

（
看
護
展
開
の
方
法
）

成
人
看
護
学
実
習
Ⅱ

（
慢
性
期
）

○
認
知
症
看
護
論

老
年
看
護
学
概
論

老
年
看
護
方
法
論
Ⅰ

（
生
活
支
援
技
術
）

母
性
看
護
方
法
論
Ⅱ

老
年
看
護
学
実
習
Ⅰ

○
小
児
看
護
方
法
論
Ⅲ

（
子
ど
も
と
遊
び
）

小
児
看
護
学
概
論

母
性
看
護
方
法
論
Ⅰ

精
神
看
護
方
法
論
Ⅰ

（
主
要
症
状
へ
の
支
援
技
術
）

老
年
看
護
学
実
習
Ⅱ

○
母
性
看
護
方
法
論
Ⅲ

（
女
性
論
）

小
児
看
護
方
法
論
Ⅰ

（
対
象
理
解
の
方
法
）

精
神
看
護
方
法
論
Ⅱ

（
社
会
生
活
適
応
へ
の
支
援
）

小
児
看
護
学
実
習

母
性
看
護
学
概
論

母
性
看
護
学
実
習

精
神
看
護
学
概
論

精
神
看
護
学
実
習

国
際
医
療
と
看
護

在
宅
看
護
学
概
論

在
宅
看
護
方
法
論
Ⅰ

在
宅
看
護
方
法
論
Ⅱ

看
護
研
究

災
害
看
護

家
族
看
護
学

○
在
宅
看
護
方
法
論
Ⅲ

（
在
宅
医
療
機
器
論
）

○
看
護
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

看
護
管
理
学

在
宅
看
護
学
実
習

危
機
管
理

○
感
染
看
護
学

○
異
文
化
看
護
論

○
キ
ャ
リ
ア
形
成
論

○
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

統
合
実
習

公
衆
衛
生
看
護
学
概
論

○
公
衆
衛
生
看
護
学
実
習
Ⅰ

○
公
衆
衛
生
看
護
学
実
習
Ⅱ

○
公
衆
衛
生
看
護
方
法
論
Ⅰ

○
公
衆
衛
生
看
護
方
法
論
Ⅱ

○
公
衆
衛
生
看
護
活
動
論

○
産
業
保
健
・
学
校
保
健
論

健
康
危
機
管
理
論

○
公
衆
衛
生
看
護
管
理
論

○
保
健
医
療
福
祉
行
政
論

専 門 科 目 Ⅱ

専 門 看 護 学

統 合 科 目

統 合 看 護 学

公 衆 衛 生 科 目

公 衆 衛 生 看 護 学

　 専 門 基 礎 科 目

人
体
の
構
造

と
機
能
・
疾
病

の
成
り
立
ち
と

回
復

病
態
学
Ⅱ
　
（
診
断
と
外
科
的
治
療
、

含
救
急
と
麻
酔
学
）

健 康 支 援 と

社 会 保 障 制

度

専 門 科 目 Ⅰ

基 礎 看 護 学

後
期

前
期

後
期

総 合 教 育 科 目

人
間
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

人
間
と
文
化

人
間
と
健
康

人
間
と
環
境

人
間
の
本
質

と
尊
厳

分
野

前
期

後
期

前
期

後
期

4
年
次

前
期

　
科
目
進
行
表
　
看
護
学
科
　
　
〇
：
選
択
科
目

時
期

１
年
次

2
年
次

3
年
次

6
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

コミュニケーション論

ケアや社会福祉援助ではつねに人と人との関係性のあり方が問題となる。人
間存在と人間関係、社会的相互作用と社会的役割の理解の上に、医療を受け
る人々を一人の人間として、心から大切にしようとする「誠実さ」と、それ
に支えられた「出会い」によって、対話が成立し、医療を受ける対象および
その家族の理解が充実発展でき、より良い関係を築く基礎を学習する。

1年前期

チーム医療論

前半はふれあいグループ関連施設で実施される褥瘡対策・緩和ケア・在宅医
療等のチーム医療実践例について学び、臨地実習・臨床実習で得た知識と経
験を集約する。後半では演習形式で模擬ケースに必要な医学的ケア・社会資
源の活用についてグループで議論する。本演習では、教員があらかじめチー
ムの構成を指定するのではなく、学生同士でケースを支援するため時期に応
じたチームとしての目標設定と構成メンバー、協力体制のあり方までを議論
して発表する。

４年後期

英語Ⅰ

高等学校で学んで基本的事項を確認しながら、さらに高度な英文の文化に触
れるとともに、まとまりのある文章の概念や要点をできるだけ速く、多く読
み取るという高度な読解力を養い、目的に応じた読みを可能にすることを目
的として学習する。

1年前期

英語Ⅱ
医学英語の知識をつけ、医療専門家としてのコミュニケーションの基礎（読
み・書き）を身に付ける。
医療に関わる基本用語（英語・英語表現）を修得する。

２年前期

英語Ⅲ
医療の臨床実践に必要な用語や表現、外国人患者と接する際に必要な英語や
心構え、医療従事者間での英語によるコミュニケーションについて学ぶ。

２年後期

中国語
中国語の基礎的知識を学習するとともに、中国の文化についても触れながら
日常的なコミュニケーションを身につけることを目指す。

１年前期

韓国語
韓国語の文字と発音および基礎的な文法を学習するとともに、韓国の文化に
ついても触れながら、日常的なコミュニケーションを身につけることを目指
す。

1年後期

文学

文学の概念と日本の代表的な韻文を中心に学習する。様々な形態の韻文を味
わいながら、文学的価値を学習することを通して、時代背景や個々の文学の
特徴をとらえるとともに、そこから日本の伝統美、ことばの美しさ、ことば
のリズム、日本人の美意識について理解するとともに文学の基礎的な力、感
性を養い、その過程で表現する能力を身につけるよう学習する。

1年前期

教育学

教育学の基本的な概念や知識、今日の教育における諸問題について学習す
る。具体的には、教育学の歴史的展開、今日まで教育学が果たしてきた役割
を踏まえ、人間の成長と教育の意義、教育の目的、家庭教育、生涯学習支援
の社会教育、学校教育の制度、学習指導、生活指導と教育評価および特別支
援教育の推進について学習する。

1年後期

文化人類学

我々人間が無意識のうちに認識し実践している文化は、社会によって極めて
多様であり、ある社会にとっての常識が別の社会ではそうではないことがめ
ずらしくない。文化人類学とは、そのような文化の多様性を認識しつつ、共
通の理解が可能な普遍性も求めていく学問である。授業では、毎回一定の
テーマに沿って様々な文化的事象の解説と事例研究を行い、文化相対主義的
な考え方を学ぶ。

1年前期

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

総
合
教
育
科
目

人
間
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

人
間
と
文
化
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

国際関係論

国際関係論の学問的背景を理解し、リアリズム、リベラリズムなど国際問題
を理解するうえで基本となる諸概念について学習する。国際社会で生起する
諸問題のうち、特に人々が安全で安心して生きていくための諸課題を国際的
見地から考えられるような基礎づくりをする。

1年前期

国際保健医療論

進行するグローバル化の中で、世界の医療分野で活躍できるような人材を育
成するために、開発国と開発途上国での保健医療の実態と主体的関わり方を
学ぶ。また、ＷＨＯの役割とその実際の成果を学ぶ。ワークショップを通し
て日本の看護師・理学療法士・作業療法士が特にアジアやアフリカの開発途
上国で何ができるかを考え（援助の方法）、まとめる。

1年後期

音楽論

芸術領域である音楽を広く理解し、音楽を取り入れた療法への知見を学習す
る。具体的には音楽が持つ生理的、心理的、社会的働きを意図的・計画的な
活用方法を学習する。また、音楽療法における個人の幸福や人間的成長を追
求することを通して、心身の障害の回復、健康維持機能の改善と健康増進お
よび生活の質向上への支援方法の基礎を学習する。

1年後期

栄養学

生命を維持し、成長、生活活動を続けていくために必要な食物と栄養につい
て、栄養学の側面から学ぶ。また、今日の食生活の現状と栄養問題である生
活習慣病や若年女性、傷病者・高齢者にみられる低栄養障害者の治療や健康
回復、健康維持および健康増進、疾病予防についてその基礎を学習する。

1年前期

薬理学

疾病の回復促進において薬物療法は重要な役割を果たしている。本教科で
は、薬理学の総論および各論の基礎的知識を学習し、薬物治療の目指すも
の、薬物の作用機序を学ぶ。薬物治療における看護師の役割が重視されてい
ることを踏まえ、薬物動態（吸収･分布･代謝･排泄）、薬効に影響する因
子、副作用及び薬物の取り扱いと管理について理解を深める。併せて臨床で
多く用いられる代表的な薬物の作用機序、特徴、副作用、及び薬物の取り扱
いとその安全管理について学習する。

1年後期

社会福祉論
現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係、福祉の原理を
めぐる理論と哲学、福祉政策におけるニーズと資源、福祉政策の課題、相談
援助活動と福祉政策との関係について学ぶ。

2年後期

障害者スポーツ

対象者に適応させるスポーツ（Adapted Sports）という考え方のもと、全て
の人に通じるスポーツ（Sports for All）やノーマライゼーションの理念を
めざす上でより幅広い考え方を養うため、障害の特性とスポーツのかかわ
り、障害者のスポーツの意義や効果、歴史や現状、指導法等について学ぶ。
また、内容は日本障害者スポーツ協会の初級、中級指導員資格カリキュラム
に準じて行う。

1年
前期・後期

レクリエーションスポーツ

年代、体力、障害等を考慮した身体運動の必要性及び指導上の注意事項に関
する基礎的知識を理解する。高齢者を対象としたQOLを高めるための測定、
体操、各種ニュースポーツの基礎的能力を身につける。

1年
前期・後期

情報リテラシー

学習においてコンピュータを有効に活用するための能力（コンピュータリテ
ラシー）を身につける。現代社会における情報と、ICT(Information and
Communication Technology)の意義について理解し、情報を収集・活用して
いくための方法と技術を修得する事を目的とする。

1年前期

研究法入門
研究を行うに必要な研究の目的、対象の選び方と方法、結果の解析、関連論
文の検索方法、研究発表の方法について学ぶ。さらに研究倫理についても把
握する。またレポート作成・発表資料作成の基本的能力を身につける。

1年後期

総
合
教
育
科
目

人
間
と
文
化

人
間
と
健
康

人
間
と
情
報
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

公衆衛生学

公衆衛生の概念及び歴史を踏まえて、健康の指標、人口問題と公衆衛生、衛
生統計、疫学、医療・保健・福祉における衛生行政、労働衛生および環境衛
生・公害及び公衆衛生の国際協力等について学習する。また、疾病予防と健
康管理、地域保健と衛生行政、学校保健、産業保健および健康成立の要因と
保健活動、人間を取り巻く環境と公衆衛生活動の意義と役割と組織的な公衆
衛生活動について学習する。

２年前期

保健行政論

保健医療福祉行政の基礎知識、地域における健康問題とその解決に必要な社
会資源と保健医療福祉サービスおよびその評価・調整する基礎的な方法につ
いて学習する。特に保健医療福祉行政の根拠、保健医療福祉行政の目指すも
の、プライマリヘルスケア、ヘルスプロモーションを中心に、保健医療福祉
における課題と政策の発展について学習する。

２年前期

法学（含日本国憲法）

我が国の法の核である日本国憲法を中心に我が国の法体系全体と法の仕組み
とはたらきを学習する。また、大学生が教養として持つべき基本的な法に関
する知識について学習する。その際必要に応じて、現実に起こった問題に対
して自ら考察できるように、民法、刑法などの重要な法律の概要および裁判
員制度などを含めて学習する。

1年前期

生物学

生物にかかわる現象を研究する生物学を通して、生物の本質と生命観を学習
するとともに、ヒトとその他の動物を比較しながら、生態系、細胞の構造、
骨格、消化、吸収、排泄、及び生殖・発生・進化などについて学習し、生物
学的にヒトはどのようなものかを探求しヒトの理解を深める基礎とする。

1年前期

物理学

自然を支配する基本的法則のうち、力学、流体、波動、電磁気学の分野につ
いて、生体の機能に関係した物理現象を例にして学ぶ。具体的には物体の位
置と速度・加速度、質量・重さ・重力、力と加速度・仕事と力学的エネル
ギー・力のモーメント・温度と気体の法則・力と圧力・生体の発生する電気
信号等について学ぶ。

1年前期

生化学
人体の生命現象を化学的方法で解明するために、生体を構成する糖質、脂
質、タンパク質等の物質を理解すると共に、それらの生体内の物質代謝とエ
ネルギー獲得、および遺伝情報とその発現について学習する。

1年後期

環境論

環境保全は２１世紀に生きる人類にとって、その存亡をかけた最大の問題で
ある。環境問題とは何か。環境保全の歴史、環境問題が地球全体にかかわる
問題であることを学習し、その問題にどう対処するかを現代人として論考で
きる能力を養う。

1年前期

放射線概論
臨床現場で必要とされる放射線の知識および放射線治療総論、放射線による
障害と防護や放射線の身体への影響について学習する。また、発がんへの心
理的・社会的問題についても学ぶ。

1年後期

人
間
の
本
質
と
尊
厳

哲学

文明の発祥から現代に至るまでの東西を問わず先人の哲学思想を通して、人
間とは何か、生きるとは何かについて思索する。「哲学を学ぶことの意義、
科学と宗教と哲学、私であるということ、物質と生命の神秘、身体と精神、
自由、および美しく善く生きること」等の学習内容を通して、「生きるこ
と」や「存在の意味」について、主体的に深く思索する姿勢と建設的批判力
を身につけ、自己の人間観や世界観を醸成できることを目的とし、幅広く人
間を理解する能力を養う。

1年後期

総
合
教
育
科
目

人
間
と
環
境
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

倫理学

倫理学は私たち人間の「よい（善良な）生き方」および「幸せな生き方」に
ついて考える学問である。然も自分だけの「善良（幸福）な生き方」ではな
く、「倫」という語が意味する「秩序ある人間関係」すなわち社会全体が混
乱せず、より「よく（幸福に）なる」ために各人はお互いにどう行動すれば
よいのかについて考える学問である。これらをとりわけ医療分野における問
題を例にしながら医療における善悪の判断の基準や根拠について学習する。

1年前期

社会学

社会的行為、社会的集団、地位と役割、社会変動、文化などの社会学の基本
概念を理解するとともに身近な社会現象である家族や職場、地域社会、健康
問題、福祉問題など、現実の社会や社会問題がどのように分析され、理解さ
れているかを学習する。さらに生物学的な性とは別の、社会的・文化的な性
である「ジェンダー」が私たちの社会・文化の中でどのように現れているか
学習する。

1年後期

心理学

心理学は、人間の行動の法則性に関する科学である。本教科では、知覚、欲
求、思考、学習、人格、カウンセリングなどの心理学の基礎から、発達の心
理・医療と心理学について学習する。さらに、錯覚、記憶、学習、集団心
理、性格検査、知能検査等についても学習する。

1年前期

発達心理学

人間の一生涯という全行程を発達のプロセス、すなわち人は発達し続ける存
在としてとらえ、人間への深い理解と愛情を育むことができるように、心身
の発達および人格の成熟、発達課題と諸問題について学習する。具体的に
は、社会的存在としての人びとの生涯的な発達過程を主としてライフコース
論の視点から整理し、社会の変動と人びとの人生コースとの関連について学
習する。

1年後期

ボランティア学

少子高齢化や地方自治の深化に伴い、市民の自発的な活動（ボランタリー活
動）に対する期待や関心が高まっている。その領域は、従来の福祉や国際協
力だけでなく環境や災害救援、まちづくりなど多岐に渡っており、非営利で
はあっても無償ではない事業型ＮＰＯやコミュニティ・ビジネスも増えてい
る。本講義では、そのようなボランティアの変化や意義を、時代背景から読
みとき、受講者自らも行動できるような素養・知識の修得を狙いとする。

1年後期

生命倫理学

生命倫理の成立の歴史を含め、医療人として必要な生命倫理学の基礎的知識
を関連規程を含め学習する。また、医療技術の進歩に伴い生じる生命倫理上
の問題について最近の動向を知るとともに、諸問題について医療職が果たす
べき役割を学ぶ。

1年後期

人体の構造・機能Ⅰ

看護学を学ぶ基礎知識として、「人体の構造と機能Ⅰ」では、細胞・組織、
器官・骨格系、筋系、呼吸器系、循環器系および血液・造血器の構造と機能
について学ぶ。また、解剖見学を通して人体を構成する器官系について系統
的に学習する。

1年前期

人体の構造・機能Ⅱ
看護学を学ぶ基礎知識として、「人体の構造・機能Ⅱ」では、消化器系、内
分泌・代謝、脳・神経系、腎・泌尿器系、女性・生殖器系、免疫系、皮膚・
眼・耳鼻咽喉・歯・口腔の構造とその機能について学習する。

1年後期

病態学Ⅰ
（診断と治療）

人体の構造と機能、病理学の学習内容と関連させながら、系統別疾患の病
因、症状、診断、検査、治療について学習する。「病態学Ⅰ」では、呼吸器
系、循環器系、血液・造血器系、消化器系、内分泌・代謝、脳・神経系、
腎・泌尿器系疾患について診断と治療について学習する。

２年前期

病態学Ⅱ
（診断と外科的治

療、
含救急と麻酔学）

「人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ」や病理学の学習内容と関連させながら、救急・
救命について、救急処置の範囲と対象、救急処置法の原則と実際について学
ぶ。また、外科的治療を必要とする主な疾患の病態、病因、症状、診断、検
査、治療について学習する。さらに、麻酔法について、その概念、種類、麻
酔における管理および、全身麻酔と局所麻酔法について学習する。

２年前期

総
合
教
育
科
目

人
間
の
本
質
と
尊
厳

　
専
門
基
礎
科
目

人
体
の
構
造
と
機
能
・
疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

病態学Ⅲ
（診断と治療）

「人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ」や病理学の学習内容と関連させながら、感覚器
系疾患とアレルギー膠原病の診断と治療について学習する。
感覚器系疾患では、耳鼻咽喉科疾患、眼の疾患、歯牙・口腔疾患および皮膚
の疾患を学習する。またアレルギー疾患及び膠原病の診断と治療について
は、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、関節リュウマチ、全身性エリ
テマトーデス、多発性筋炎、皮膚筋炎を中心に学ぶ。

２年後期

微生物学

生活環境において人体に感染症を引き起こす微生物（細菌・真菌・原虫・ウ
イルス）の性質、生態を含め病原微生物学の総論を学ぶ。また、感染と発
病、感染防御のための免疫と感染予防、検査方法、治療等に関する基礎的知
識を学ぶ。

1年前期

病理学

疾病の基本的な原因と病態の発生過程を病理学的観点より把握するために、
奇形・退行性病変、進行性病変、炎症、腫瘍などの知識を学び、それらの病
変が組織や臓器に現れた場合の疾患の成り立ちについて学習する。 1年後期

現代医療論

生命とは、健康とは、病気とはなど保健・医療に携わる者に必要な医療の原
点について学習する。また、医療の変遷を学ぶとともに、現代医療が抱えて
いる諸問題とその特徴、変化する社会と医療のあるべき姿について展望す
る。西洋、日本、中国の医療の歴史、生命、健康、病気の考え方、現代医療
における看護の役割、日本とアジアの医療体制、超高齢化社会と生命倫理、
脳死と臓器移植、死の哲学等について学び、医療に関する考え方を熟成させ
ていく。

２年前期

精神保健論

精神の健康の考え方をふまえ、さまざまな場や現代社会が精神に及ぼす影
響、精神障害の捉え方とその予防について学習する。特にライフサイクルや
家庭、学校、職場、地域という生活の場における精神保健の諸相を詳細に学
習する。そして、予防精神医学的観点から精神保健がどうあるべきかを学習
する。

２年後期

臨床心理学

臨床心理学の基礎的知識を学ぶ。ライフサイクルと心理臨床、臨床心理学で
行うアセスメントの方法と臨床心理学的アプローチの方法について学習す
る。特に臨床心理学における人間へのアプローチについて学習するととも
に、力動的立場を中心に据え基礎理論、対象理解、援助手法を学習すること
により、看護師が直面する多様な問題への解決方法を身につける。

２年後期

看護関係法規

法の概念、法の意義、目的を踏まえ、保健師助産師看護師法、看護師等の人
材確保の促進に関する法律など看護師に関する法規について学習するととも
に医療法、老人福祉法、母子保健等、精神保健福祉法など看護活動を行う上
で必要な法規について学習する。さらに、法の活用に当たり、人権擁護の立
場から、医療を受ける側、医療を行う側の双方の立場を理解して活用するこ
との重要性について学習する。

２年前期

リハビリテーション概論

リハビリテーション概論では、リハビリテーションの歴史と理念およびその
仕組みなどについて教授する。具体的にはリハビリテーションの歴史、定義
から始まり、障害の分類と実態、リハビリテーションチームの役割、障害の
受容、各制度上の問題点などについて概説する。また、医学的・社会的・職
業的・教育的・地域的なリハビリテーションについて解説する。

２年後期

　
専
門
基
礎
科
目

人
体
の
構
造
と
機
能
・
疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

臨床栄養学

ライフステージと栄養・食生活と健康との関係について学習する。その人に
とって望ましい栄養・食生活を日常生活の中で継続することの重要性を認識
する。栄養・食生活に問題がある場合に生じやすい健康障害についても学
び、免疫力を高め、疾病を予防する方法についても学習する。さらに、さま
ざまな疾病を抱えた人の食事療法・食事指導ならびに指導効果を判定する方
法について学習する。

２年後期

疫学

疫学の概念、因果関係、指標、暴露など疫学で使用される基本用語について
学習する。具体的には、疫学の概念、疾病頻度の指標、暴露効果の指標、疫
学調査法、スクリーニング、疾病登録について学ぶとともに、がん、心血管
疾患、脳血管疾患、糖尿病、感染症、難病など主な疾患の疫学等について学
習する。さらに、保健活動に際しては、疫学研究の結果を活用し、エビデン
スに基づく活動ができる学びとする。
また、保健師資格の取得を予定している学生のために、疫学調査法、社会疫
学、政策疫学、臨床疫学、産業保健の疫学を含む内容とする。

２年前期

保健統計学

データの種類と分布、測定と尺度、確率分布、代表値と散布度、関連指標な
ど統計学の基礎を学ぶ。また、人口静態統計、人口動態統計、生命表、主な
健康指標などの人口統計、根幹統計や医療経済統計などの保健統計調査、情
報処理の技術、統計情報の活用方法等について学習する。さらに、国際疾病
分類（ＩＣＤ）、国際生活機能分類（ＩＣＦ）などの疾病・障害の定義と分
類について学び、自国民の健康問題のみならずグローバルな視点から人々の
健康問題に関心が持てるようにする。
さらに、保健活動において、多種多様な数的データを正しく理解した上で実
際に活用できる学びとする。

２年後期

保健医療情報処理論

医療の電子化に伴い、増大した保健医療情報のしくみについて理解する。保
健医療情報には有用性と個人情報の保護の両側面があることを理解する。情
報を有効活用する方法を学ぶとともに、情報活用にあたっては人権への配
慮、プライバシー保護など倫理的配慮が必要であることについて理解する。

２年前期

看護学概論

看護学の根幹科目として看護の本質を探究し、専門職として看護学を学習し
ていくための基礎的知識について学習する。看護学を構成する基本概念、看
護とは何か、看護の変遷、主な看護理論等について学習する。また、看護に
おける人間の見方、いのちと健康、環境が及ぼす健康への影響、生活行動と
看護、ＱＯＬとセルフケア、職業倫理、看護実践の方法、看護実践の組織
化、他職種との連携など看護学の基礎的知識を学び、人々の健康に寄与する
看護職の役割・機能について学習する。

1年前期

看護倫理

看護の職業倫理を看護の実践に結びつけて学習する。看護の歴史と看護の職
業倫理、人間の尊厳、人権、アドボカシー、正義の倫理、ケアの倫理など看
護倫理の基本概念について学ぶとともに、看護師の倫理綱領や倫理の諸規程
とその変遷、活用方法について学習し、医療をめぐる倫理問題で看護が負う
べき責任について考察する。また、遭遇しやすい倫理的ジレンマの事例につ
いて、既習の知識を活用し、ディベート学習を行い最良の判断を導く過程に
ついて学習する。以上の学びを通して生涯にわたり倫理的感性を培っていけ
る内容とする。

２年前期

看護援助論Ⅰ
（看護技術概論）

看護学に関する基礎的知識を看護実践に繋げるため，看護援助の目的・意義
ならびに看護援助の特性について学ぶ。また、コミュニケーション技術、観
察技術、安楽を促す技術、安全を守る技術、ボディメカニクス、学習を助け
る技術、自立を促す技術、記録などの看護援助に共通する技術ならびに主な
援助項目の基礎的知識について学習する。技術を学ぶに当たり、単に方法を
覚えるのではなく、できるだけ研究成果を活用し、エビデンスに基づき技術
を学ぶ。

1年前期

　
専
門
基
礎
科
目

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

専
門
科
目
Ⅰ

基
礎
看
護
学
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

看護援助論Ⅱ
（生活援助技術）

専門基礎分野の「人体の構造・機能Ⅰ」および「人体の構造・機能Ⅱ」にお
いて学習する知識を統合・活用し、看護の対象の日常生活行動における援助
技術を安全性と安楽性を考慮して提供できるように学習する。
具体的な学習内容は、ボデイ・メカニクス、姿勢と動作、生活環境、活動と
休息、栄養と食生活、排泄、身体の清潔、衣生活等に関する援助技術を学
ぶ。また終焉を迎える患者とその家族が尊厳を保ちながら過ごせるようにそ
の支援方法も学習する。なお、援助技術については２クラスに分かれて学習
する。

1年前期

看護援助論Ⅲ
（診療に伴う援助技

術）

診断・治療が及ぼす患者への影響を踏まえ、安全面や苦痛緩和に配慮し、診
療効果をあげるための援助技術について学習する。
診療に伴う援助技術総論、診療時の看護師の役割、感染予防、薬物療法の援
助、検査における援助、栄養状態を整える援助、苦痛緩和、安楽のための援
助、診療に伴う排便・排尿の援助、呼吸を整える援助等の基礎知識について
学習し、手指消毒法・滅菌法、診療介助、包帯法、薬物療法、経管栄養療
法、罨法、導尿、浣腸、酸素療法、吸入・吸引等の技術について演習により
学習する。なお、援助技術については２クラスに分かれて学習する。

1年後期

看護援助論Ⅳ
（健康診査）

「人体の構造と機能」などで学習した知識を統合し、看護の観点から人間を
理解するために必要な健康診査の方法を学ぶ。インタビュー、バイタルサイ
ン測定、視診、聴診、触診、打診等の方法とそれを活用し系統的に全身観察
を行う方法について学習する。なお、援助技術については２クラスに分かれ
て学習する。

２年前期

看護援助論Ⅴ
（看護過程）

知識・理論を有効活用し、科学的・効果的に看護を進めるための方法である
問題解決法に基づく「看護過程」について学習する。看護を必要とする人を
看護の観点から全人的に捉え、顕在的・潜在的に存在する健康上の課題を識
別し、知識・技術・経験を総動員し、その人に、よりふさわしい援助を導
き、実践し、結果を検証する過程を学習する。さらに、生活行動に健康障害
を持つ事例等で演習を行い知識の定着をはかる。

1年後期

基礎看護学実習Ⅰ

基礎的な看護学の知識を看護の実践に繋げ、医療・看護が療養者中心に行わ
れることの重要性について実際の看護場面を通して学習する。学習経験が看
護の魅力を高め、より専門的な看護学の学習に意欲的に取り組めるような学
びとする。具体的には、了承の得られた患者を一人受け持ち、コミュニケー
ションや観察を通して、日常生活行動にケアを必要としている援助を相互作
用を大切にしながら導き出し、それらを安全・安楽に行うための援助方法を
学ぶ。さらに責任ある行動についても学習する。

1年後期

基礎看護学実習Ⅱ

了承の得られた患者を受け持ち、看護過程のプロセスを踏みながら看護を実
践する。患者の背景、生活歴、健康観、人生観などを総合的に判断し、その
人に必要な看護を考え、援助を行う。学びの過程を振り返り看護を探求し、
次の学習に生かす。具体的には「看護援助論Ⅴ（看護過程）」での学習を活
用し、受け持ち患者とのコミュニケーション、観察等から看護情報を収集
し、顕在的・潜在的に存在している健康上の課題をアセスメント、および看
護診断をする。またケア計画の立案・実施・評価を通して、看護実践の実際
と看護過程の展開方法を学習する。

２年後期

専
門
科
目
Ⅱ

専
門
看
護
学

成人看護学概論

成人期にある人の身体的・心理的・社会的特徴について学ぶ。生活習慣、生
活上のストレス、職業と健康問題など成人期特有の健康問題、ならびに健康
維持・増進、健康破綻、周手術、健康生活の慢性的な揺らぎ、リハビリテー
ション、緩和ケア、終末期、家族ケアなど健康レベルに応じた看護の概要を
学ぶ。さらに、ヘルスプロモーション、身体侵襲と生体反応、ストレスコー
ピング、病みの奇跡、セルフケア、自己効力、悲嘆、喪失など成人期にある
人および家族を看護する上で基盤となる概念や理論を理解し、看護の概要に
ついて学習する。

２年前期

専
門
科
目
Ⅰ

基
礎
看
護
学
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

成人看護方法論Ⅰ
（周手術期ケア・

クリティカルケア）

入院治療を必要とする成人期の患者の特徴を学び、合併症を予防し、回復を
促進する援助の方法を学習する。急性発症あるいは慢性疾患の急性増悪によ
り集中治療管理を必要とする人や周手術期にある人の病態を学び援助に生か
す。学びを基に胃切除術、回腸人工肛門造設術、乳房切除術、急性心筋梗
塞、くも膜下出血などの事例に対して看護過程を展開しながら適切な看護を
考え看護の実践に繋がる学びとする。

２年前期

成人看護方法論Ⅱ
（慢性期・ターミナ

ル期）

慢性的・長期的に経過する健康障害を持つ人のセルフケアを促進し、その人
らしい健康生活を維持するための支援の方法について学習する。また、リハ
ビリテーションを必要とする人に対し、リハビリへの意欲を損なわないよう
支え、ＱＯＬの向上を目指す援助について学ぶ。また、健康障害を抱えたま
ま生活する人及び家族の支援方法を学ぶ。さらに、ターミナル期にある人と
その家族に対するケア、遺族へのグリーフケアについて学習する。

２年後期

成人看護方法論Ⅲ
（生活調整・生活再

構築）

生活習慣病などにより疾病の進行をコントロールしながら生活する人、ある
いは中途障害により生活の再構築が必要となった人の身体的・心理的・社会
的特徴について学習する。また、健康障害を抱えた人がその人にふさわしい
生活の仕方を獲得していくための支援方法について学習する。

２年後期

がん看護論

がんという病気およびがんの診断・治療に関する基礎的知識を加味し、がん
患者およびその家族の特徴を理解し、全人的に支援する看護について学習す
る。また、終末期にある人およびその家族の特徴を理解し、全人的苦痛の緩
和およびその人らしく生きることを支援する看護についても学習する。さら
に、遺族の置かれた状況について理解し、グリーフケアについて学ぶ。

４年前期

成人看護学実習Ⅰ
（急性期）

「成人看護方法論Ⅰ（周手術期ケア・クリティカルケア）」での学びを生か
し、実際の医療現場で患者を受け持ち、その人がどのような援助を必要とし
ているかを考え、援助を実施する。行った援助がその人のニーズ解決に役
立ったか否かを検証し、急性期看護の学びを深める。

３年後期

成人看護学実習Ⅱ
（慢性期）

成人看護方法論Ⅱ（慢性期・ターミナル期）での学びを生かし、慢性の経過
をとる疾患をもち療養している患者を受け持ち、その人が必要としているケ
アを考え、援助を実施する。行った援助がその人のニーズ解決に役立ったか
否かを検証し、慢性期看護の学びを深める。

３年後期

老年看護学概論

老年期にある看護の対象の特徴を身体的・精神的・社会的側面から理解する
と共に、さまざまな健康レベルにある老年期の看護の対象に適正な援助がで
きる知識・技術・態度を身につける。
具体的には老いの意味および健康と生活の概念、および老年看護の特徴を理
解する。老年期の人々を取り巻く医療・保健・福祉対策の現状を踏まえ，長
寿を生きる社会生活の条件について検討し，人権擁護の視点を重視した看護
の役割について学習する。

２年前期

老年看護方法論Ⅰ
（生活支援技術）

加齢変化と高齢者に特徴的な健康障害に関する病態，治療，予防に関する基
礎的知識とそれらの障害を持つ高齢者への看護方法を学習する。また、高齢
者の特徴を基盤とした高齢者のいつもの生活を支える看護、高齢者に特有な
症候・疾患・障害と看護を学習する。さらに、高齢者家族の看護、身体拘束
ゼロの実現に向けた看護等に焦点をあて、看護方法の根拠や工夫、チームに
よる技術提供等について検討する。なお、援助技術については２クラスに分
かれて学習する。

２年後期

老年看護方法論Ⅱ
（療養生活支援技

術）

事例を基に、既習知識を活用し、高齢者及び家族のアセスメントを適切に行
い、対象に適した援助を行うための計画、実践、評価の過程を学習する。対
象は、多面的、総合的に理解し、看護課題は、問題指向性と目的指向性の両
面から思考し把握する。また、対象に適した援助を実践するためには、エビ
デンスに基づく援助を対象特性に合わせて活用する。これらの学習を通し
て、対象者の立場に立脚し適切な援助を実践するために看護実践能力を培う
ことの重要性を認識し、実習に繋げる学びとする。

３年前期

専
門
科
目
Ⅱ

専
門
看
護
学
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

認知症看護論

講義、臨地実習での学習を発展させる形で、認知症ケアに関する知識、技術
を理解し習得する。認知症治療の最新動向を知るとともに、薬物治療と非薬
物治療の特徴と看護の役割について理解する。回想法、リアリティオリエン
テーション等の実際、評価を体験的に理解し、臨床実践における有用性と限
界について検討する。

４年前期

老年看護学実習Ⅰ

高齢者が生活する介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症グループホー
ムにおいて実習を行う。実習先で行われている看護活動に参加し、高齢者と
のコミュニケーションや観察を通して高齢者の気持ちや生活実態を知るとと
もに、その人らしい生活を維持するうえで必要な援助は何かを考える。ま
た、援助においてチーム連携の重要性を認識し、看護職の役割・機能につい
て理解すると共に自己の老年観をみつめ、老年看護学について考えを深める
ことができる。

３年後期

老年看護学実習Ⅱ

これまでの知識、技術に加え、長年生活してきた高齢者個人に対応するため
の知識・技術を深め学習する。高齢者が療養する医療施設において臨地実習
を行うことにより、健康課題をアセスメントし、看護の実践能力を高め、高
齢者看護の役割りと機能、チーム連携について学習する。また、受け持ち患
者とのかかわりを通して自己の老年観をみつめ、老年看護学についての考え
を深めることができる。

３年後期

小児看護学概論

子どもと家族をとりまく環境とその変化について学び、小児看護の特徴と理
念について学習する。子どもの成長・発達、成長・発達に影響する因子、成
長・発達の評価、発達段階の各期の形態的、生理的、知的・情緒的特徴等に
ついて学習し、小児看護の対象である子どもと家族の理解を深め、小児看護
の概念と役割について学習する。また、様々な健康レベルにある子どもとそ
の家族を理解し、適切な支援の概要を学ぶ。

２年前期

小児看護方法論Ⅰ
（対象理解の方法）

疾病を持つ小児とその家族の理解を深め、看護実践に役立てることをねらい
とする。小児に多い健康障害の診断と治療について学習し、対象理解、看護
に役立てる。具体的な健康障害として、先天異常、新生児、代謝性疾患、内
分泌、アレルギー性疾患、感染症、呼吸器疾患、循環器疾患、周手術期等の
疾患や状況にある小児・家族、受診形態、主な症状、検査・処置などを体験
する小児の理解に努め、家族を含めた支援、援助技術等について学習する。

２年後期

小児看護方法論Ⅱ
（看護展開の方法）

小児看護学概論での学習を基盤として、子どもとその家族の健康と課題を総
合的に理解し、小児看護実践に必要な基礎的知識・技術・態度について学習
する。具体的には、検査処置を受ける子ども、さまざまな症状のある子ど
も、急性に経過する子ども、慢性に経過子ども、事故や救急状況にある子ど
も、障害を持つ子どもと家族への援助について学習するとともに、健康障害
をもつ子どもの事例について、看護過程を展開し、子どもとその家族への適
切な援助の方法を学習する。

３年前期

小児看護方法論Ⅲ
（子どもと遊び）

子どもが健やかに成長発達をとげる上で“遊び”の果たす役割は大きい。特
に入院を余儀なくされた子どもにとって、健康レベルや発達段階に応じた遊
びは療養生活を豊かにし、健康回復への意欲を高める。行動が制約された場
面、身体的訓練の必要な子どもなど日常生じやすい場面、状態で生活する子
供に対し、看護の視点から健康に配慮した遊びを援助に生かす方法について
学習する。

４年前期

小児看護学実習

集団の中での健康な小児の成長・発達の特徴を幼稚園での生活や養育環境を
通して学習する。また、健康障害および発達障害をもつ子どもとその家族に
ついてさまざまな側面から把握する。それを基に、個別性を踏まえ安全・安
楽に配慮し、健康の回復、健康維持･増進、疾病予防のための援助と健康教
育の方法について実習を通して学習する。

３年後期

母性看護学概論

人間は誕生から死までのすべてのライフステージにおいて、何らかの形で生
殖にかかわっている。自らの性を肯定すると共に、互いの生命・性を大切に
することは、新しい命を生み育てる上で重要である。母性看護の概念及び看
護の対象への看護活動の概要について学習する。また、母性の特徴を身体
的・心理的・社会的側面を統合し理解すると共に、母性の健康に関する諸問
題とヘルスケアシステムについて学習する。母性看護を展開するための理論
および看護技術を学習する。

２年前期

専
門
科
目
Ⅱ

専
門
看
護
学
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

母性看護方法論Ⅰ

母性看護の対象の理解をねらいとし、オムニバスにより妊娠・分娩・産褥及
び新生児の生理的変化、各期の異常な経過について学習する。具体的には妊
娠の成立から分娩・産褥期における身体的・心理的変化、起こりやすい健康
問題・マイナートラブルと治療、新生児の適応について学習する。

２年後期

母性看護方法論Ⅱ

母性看護学概論及び母性生理的変化で学んだ学習内容を基礎とし、妊婦・分
娩・褥婦・新生児に必要な看護の実際について家族という視点で学習する。
具体的には妊娠の成立から分娩・産褥・新生児が正常な経過をたどるために
必要な看護と、異常を伴う看護について学習する。必要な看護について既習
の看護過程の思考を基に援助の実際を学習する。また、技術演習を通し看護
技術の修得をする。

３年前期

母性看護方法論Ⅲ
（女性論）

現代女性のライフサイクルは、女性の長寿化、少子化さらには生き方の多様
化といった社会的な変化に伴い、大きく変わりつつある。また、女性の健康
のとらえ方も母性保健領域にとどまらず生涯を通じた健康権利として行使で
きるように「リプロダクティブヘルス・ライツ」の概念と重要性が明文化さ
れている。その視点から思春期・成熟期・更年期・老年期の女性を理解し、
それぞれの母性領域での問題とその対応を学ぶ。

４年前期

母性看護学実習

母性看護学の対象は、すべてのライフサイクルにおける女性を対象とする
が、母性看護学実習においては、対象を狭義の妊娠・分娩・産褥期とする。
「母性看護学概論」、「母性看護方法論Ⅰ」等の学習をふまえ、妊･産･褥婦
と新生児の特徴を理解し、看護過程の展開を通して、対象に必要な看護を提
供する。また、実習を通して生命の誕生とその神秘さ、人を尊び、命を尊
び、併せて母性看護の役割を理解することができる。さらに女性のライフサ
イクルについて自己の考えを深めることができる

３年後期

精神看護学概論

精神看護の対象について理解し、精神看護学の基本となる概念や人間関係
論、セルフケア論などの理論について学習し、援助の基盤となる考え方を学
ぶ。また、臨床における精神障害者に対する看護、地域で生活する精神障害
者への支援、地域精神保健活動の国内外の動向について学習する。また、オ
ムニバスにより統合失調症、気分障害を中心に精神科領域に多くみられる疾
患の基礎的知識と病態論を学び看護援助に生かす。

２年後期

　
精神看護方法論Ⅰ

（主要症状への支援
技術）

精神障害を持ち入院加療中の人とその家族を対象に、精神看護学概論での学
びを基に、対象を理解し、状態の安定維持、社会復帰に向けた看護援助の方
法について学習する。具体的には、自己の振り返り、集団療法、生活技能訓
練（ＳＳＴ）、認知行動療法、地域看護、家族への援助等について学ぶ。ま
た、精神疾患の主な症状に対する看護について学ぶとともに統合失調症をも
つ事例に対して看護過程を展開し、個別的な看護について援助のプロセスを
学習する。さらに精神障害をもつ人とその家族のＱＯＬの向上を目的とした
支援の在り方についても学習する。

３年前期

　
精神看護方法論Ⅱ

（社会生活適応への
支援）

精神疾患を持つ患者の社会復帰に向けた援助と社会に適応し自立をめざして
生活を維持していくための支援の方法について学習する。また、活用できる
諸制度、マンパワー、チーム医療等社会資源の有効活用の方法についても学
習する。

３年前期

精神看護学実習

精神科病院および地域リハビリテーション施設等の機能を知るとともに、精
神疾患をもつ患者の回復過程、社会復帰および状態安定の維持に必要な看護
援助について学習する。精神の健康に障害をもつ人の把握においては、全体
的印象、背景情報、身体諸機能、精神状態、発達課題その達成、受けている
医療に対する反応、持っている力の７つの側面から情報収集し、健康課題を
明確にし、一つ以上の健康課題について対象とともにケアプランを立案し看
護を実施・評価する。

３年後期

専
門
科
目
Ⅱ

専
門
看
護
学
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

在宅看護学概論

在宅看護の理念・目的、在宅看護の背景、変遷など在宅看護学の基礎的概念
や歴史について学ぶ。さらに、現行の在宅看護に関わる諸制度を理解し、在
宅看護の場、活動内容、他職種、多機関との連携・協働の必要性を学習する
ことにより、少子超高齢社会において、地域で活動する訪問看護師への社会
がもつニーズと、訪問看護師の果たす役割を理解する。

２年後期

在宅看護方法論Ⅰ

自宅で療養生活を送る人とその家族に対する基礎的援助技術について学習す
る。また、在宅療養者の多様な価値観・療養環境等に配慮した援助の在り方
について知識・技術に経験や創造性を加味し諸条件に合った援助とはどのよ
うなものかについて探究する。

３年前期

在宅看護方法論Ⅱ

在宅看護を必要とする人々の、身体的、精神・心理的、社会的特徴を理解
し、発生しやすい健康問題について学ぶ。また、在宅療養者の療養生活を支
援するためのフィジカルアセスメントを学習し、事例で看護過程を展開する
ことにより、訪問看護師に必要な論理的思考や問題解決能力を養う。また、
健康・医療・福祉活動の中での在宅看護の役割を理解し、関係職種との連
携・チームケアについて学習する。

４年前期

在宅看護方法論Ⅲ
（在宅医療機器論）

自宅で在宅酸素療法、気管切開、吸引、経管栄養法、胃瘻の管理、在宅中心
静脈栄養法、膀胱留置カテーテル等の医療処置を受けながら療養する人なら
びに家族等に対し、自宅で使用する医療・福祉機器を安全かつ有効に使用す
るための知識、技術ならびに療養者や家族への指導上のポイント等について
学習する。さらに、緩和ケア、家族ケアの方法について学習する。

４年前期

家族看護学

看護では、援助の対象者とともに家族を含めた援助が求められている。本科
目では、家族看護学とは何か、家族看護学の目的、、家族の健康維持にとっ
て看護職の果たす役割等家族看護学の基礎的知識について学習する。さら
に、家族看護アセスメント、家族看護の支援計画ならびに実施・評価のプロ
セスについても学習する。

３年前期

在宅看護学実習

在宅療養者とその家族に対し、実際の看護活動を通して地域における看護の
機能と看護職の役割について学習する。訪問看護ステーション、ディケア
サービスセンター、地域支援センターでの実習を通して、在宅生活の中で看
護を必要としている人々やその家族を理解し、在宅療養者を中心として保
健・医療・福祉などが連携し、地域ケアシステムの中でチーム医療を有効に
推進していくことの重要性についても学習する。

４年前期

看護管理学

看護専門職として管理に関する基礎的知識を修得し，看護管理上の問題を解
決する方策の検討方法を学ぶ、（リーダーシップ，マネジメントを含む）ま
た、医療の国際的動向と我が国の特色を理解し，医療システム、医療ケアの
質に関する概念を学ぶ。看護者としてのリーダーシップ、調整、カウンセリ
ング、コンサルタント、教育意志決定などの臨床実践能力を構築するための
理論を体系的に学び，看護マネジメントに関する視点および実践能力を高め
る。

３年前期

感染看護学

感染看護を施設内看護および地域看護活動で展開するための基本的な考え
方、対策方法および看護の果たす役割について学習する。具体的には各看護
学領域の看護学実習での看護実践を振り返り統合させ、感染症患者、易感染
患者の看護と看護者の感染予防行動について学びを深める。更にはそれらの
学びを卒業後に発展させていく基礎を学習する。

４年前期

異文化看護論

看護者が文化の異なる対象者へのケア提供を行う際、看護者には異文化間能
力が必要とされている。すなわち、ケアの受け手が有する文化に敏感にな
り、それに合致するケアを提供する能力が求められる。この概念は文化が人
間の生活様式の全体あるいは統一体に焦点をあてているためである。文化を
考慮したケアは、宗教（スピリチュアル）、親族関係、政治、法律、教育、
技術、言語、背景となる環境や世界観といった全てを尊重するものである。
これらを含め異文化看護を理解するための基礎看護論や国際看護協力につい
て学ぶ。

４年前期

統
合
科
目

統
合
看
護
学
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授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

国際医療と看護

グローバル化の進む社会において、保健・医療の分野で看護職が国際的に果
たすべき役割について学ぶ。また、外国人と接する機会の多い地域特性を生
かし、他国の人びとの健康問題に関心をもち、看護職が寄与できる健康支援
について学ぶ。さらに、国際的に活躍している看護職の現状を知り、
“ ”の目標を達成するための課題と解決方法について国際保
健医療協力の観点から探求する。

２年前期

災害看護

災害医療の基本的な対応体制、災害看護における看護師の役割りの実際につ
いて学び、市民としての災害時の行動、医療従事者としての基本的な対応方
法、および災害発生時に求められる看護技術を修得する。具体的には、災害
に対する政策、災害の分類、災害サイクル、災害時の心身の健康障害、災害
後の心の状態とケア、トリアージの方法、災害時のアセスメントなどについ
て学ぶ。また、災害時の看護に対する責任と役割を学習する。

２年前期

危機管理

高度化･複雑化を続ける医療環境の中で、健康回復を目指し療養している人
やそこで働く人びとの安全を脅かすものは何かについて学習する。また、リ
スクに対する科学的な評価と意志決定のためのリスクアセスメント、リスク
マネージメントについて概要を学ぶとともに、リスクの予防や対処に必要な
情報システムのしくみや管理について学習する。

３年前期

看護研究

看護研究の目的と意義、倫理的配慮の重要性、看護実践と研究の関連性、研
究の進め方など看護研究の基礎的事項について学習する。文献検索とクリ
テークを行い、既存文献を活用することの重要性を認識し、自己の研究課題
について研究計画書を作成する。
以上の学習過程を通し看護の質向上に欠かせない研究活動を自らも推進して
いくための動機づけとする。

４年後期

看護カウンセリング

既習学習の「コミュニケーション論」、「心理学」、「発達心理学」および
「精神保健論」科目と関連を持ちながら、学生自身の健康管理におけるセル
フケア能力を身につけることをねらいに学習する。また、「看護援助論Ⅰ」
で学習した看護援助に共通する技術である観察やコミュニケーションの学習
をふまえて、カウンセリング技術を学び、看護場面における看護カウンセリ
ングの能力が身につくように学習する。

２年前期

キャリア形成論

3年次までの学習を振り返り、知的好奇心をもち、生涯にわたって看護学を
主体的に学ぶ基礎的能力や社会人としての姿勢を学ぶことができていたかを
確認し、キャリア意識を醸成させる。さらに、自らのキャリアデザインを構
築すると共に、卒業後も知的好奇心を持って専門職として生涯にわたって学
習できるように社会人基礎力を身につけ、キャリアアップできる基礎を学習
する。

４年前期

インターンシップ
湘南ふれあい学園の施設においてインターンシップを体験する。医療現場の
実践を見学・体験することを通して、医療の場で実践されているアカデミッ
クな医療と既習学習内容を結びつけ統合させる。このプロセスを通して、学
生が自己の職業適性や将来設計について考える機会とし、主体的な職業選択
や、就職後の職場への適応力を養い、高い職業意識を養う。

４年前期

統合実習

これまでの既習学習を統合させ、看護の対象に看護理論および基礎看護技術
等の学習内容を活用・提供することを学ぶ。具体的には、外来、病棟での看
護実践における看護管理者、チームリーダー、メンバーの役割とその実際を
学習する。また、複数の患者を受け持ち、優先順位を付けて看護を実施する
方法を学び、臨床現場で行われている看護実践の実際を学ぶ。またチームの
一員としての協働する心構えを養う。さらに卒業や卒業後を視野に入れて、
卒業までの基礎知識や看護技術等における自己の学習課題を明確にする。

４年前期

統
合
科
目

統
合
看
護
学

19



授業科目の名称 講義等の内容 配当年次

授業科目の概要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

公衆衛生看護学概論

地域で生活するすべての人々の健康の保持・増進をめざす公衆衛生看護の理
念、目的、保健師の機能と役割、活動の場、活動方法などを総合的に学習す
る。保健師活動の歴史的変遷を通して、社会環境の変化とともに変わる健康
問題の改善・解決に向けて展開される公衆衛生看護活動について理解を深め
る。特に保健師資格の取得を予定している学生のため、ヘルスプロモーショ
ンや予防、住民活動、住民参加の意義と重要性を含める。

３年前期

公衆衛生看護方法論
Ⅰ

地域を構成する人々の心身の健康、疾病・障害の予防、発生、回復、改善の
過程のアセスメントおよび健康課題の明確化について学習する。また、人々
が主体的に問題を解決できるよう地域特性を踏まえた適切な接近方法・技術
の選択および支援方法について学習する。

３年前期

公衆衛生看護方法論
Ⅱ

地域に顕在化・潜在化している健康課題を把握し、地域診断に基づく活動計
画・実践・評価について学習する。また、住民ニーズの施策化や地域におけ
る組織的な解決方法を学習する。

３年前期

公衆衛生看護活動論
発達段階、健康課題に応じた個人・家族、集団および組織の生活と健康状態
の評価方法について学習する。また、人々が主体的に課題を解決できるよう
地域の社会資源を活用した支援活動の基本について学習する。

３年前期

産業保健・学校保健
論

我が国の産業保健および学校保健の歴史的変遷について学修する。それを踏
まえ、産業保健の現状、諸制度、対象、看護職の職務・役割ならびに活動展
開の実際について学修する。また、海外の産業保健活動を学び我が国の産業
保健活動の課題と将来展望について学修する。
学校保健については、学校保健の概念、安全、関連職種、組織、関連法規な
らびに養護教諭の専門性、活動と実際等について学修する。

３年前期

健康危機管理論

健康危機管理の理念と健康危機管理の目的や制度・システムについて学ぶ。
また、関係法令や行政や関連機関との連携、危機管理の対象や健康危機管理
における保健師の役割・機能など健康危機管理の基礎的知識について学習す
る。それらの知識を基に、感染症の集団発生時の保健活動について学習す
る。
さらに、災害と保健活動については、シュミレーション事例を通して学びを
深め、健康危機管理対策、感染症集団発生時の保健活動および災害と保健活
動について理解を深める。

３年前期

公衆衛生看護管理論
公衆衛生看護管理の構成要素、専門的自律と人材育成方法について学習す
る。具体的には、公衆衛生看護管理の目的と機能、情報管理、地域ケアの質
の保証、人事管理、予算管理、組織運営と管理および保健師教育について学
習する。

３年前期

保健医療福祉行政論

保健医療福祉行政・財政の理念としくみ、地域の健康課題の解決に必要な社
会資源の開発、保健医療福祉サービスの評価と調査方法について学習する。
また、地方公共団体の保健医療福祉行政施策の計画策定、実行、評価のサイ
クルを学習する。これらを踏まえて、公衆衛生行政の各分野における保健師
の役割、地域での活動方法の基本を学習する。

３年前期

公衆衛生看護学実習
Ⅰ

保健所ならびに市町村での実習を通して、地域社会で生活する住民や家族の
個別保健ニーズと地域の健康課題を包括的にとらえ、課題を解決するための
地域看護活動の方法と実際の活動について学習する。さらに、公衆衛生看護
活動におけるチーム医療の実際についても実習を通して学習する。

４年前期

公衆衛生看護学実習
Ⅱ

公衆衛生看護活動展開の場である学校・産業保健、病院の外来、訪問看護ス
テーションおよび老健施設での実習を通して、それぞれの場における保健活
動の概要と健康課題および実践されている看護活動の実際とその展開方法に
ついて学習する。

４年後期

公
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
1年前期

回数 講義日程

留意事項
授業時の私語は授業妨害となるので厳禁とします
※必ず事後学習を行うこと。

評価 定期試験 60％　提出物および授業参加状況 40％

教科書 なし（適宜資料を配布します）

参考図書など 適宜紹介します

6月1日
コミュニケーション実習

・伝達 ②　指定した文章をいくつかの感情で言ってみる
・まとめ

事前学習：全体の復習をし、不明な点は質問できるようにしておく　　( 30分）

事後学習：授業全体について復習する　　　　　　　　　　　　　　　( 60 分）

5月25日
コミュニケーション実習

・伝達 ①　指定した文章をいくつかの感情で言ってみる

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：授業全体について復習し ワークシートを仕上げる 　　　　( 60 分）

5月18日
コミュニケーション実習

・伝言と理解（感情）　言葉なしで感情を伝えられるか、伝わるかの実践

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：授業全体について復習し ワークシートを仕上げる 　　　　( 60 分）

5月11日

コミュニケーション概論

コミュニケーション実習

・聴くこと　話すこと
・耳をすます（エクササイズ）

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：授業全体について復習する　　　　　　　　　　  　　　　( 60 分）

4月27日
コミュニケーション概論

・ノンバーバル（非言語的）コミュニケーション ②

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：授業全体について復習する 　　　　　　　　　　　　　 　( 60 分）

4月20日
コミュニケーション概論

・ノンバーバル（非言語的）コミュニケーション ①

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：授業全体について復習する　　　　　　　　　　　　　　　( 60 分）

事後学習：授業全体について復習する　　　　　　　　　　　　　　　( 60 分）

4月13日
コミュニケーション概論

・コミュニケーションの構図
・コミュニケーションの特徴
・バーバル（言語的）コミュニケーション

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：授業全体について復習する　　　　　　　　　　　　　　　( 60 分）

4月6日
コミュニケーション概論

・コミュニケーションとは その語源や重要性の説明
・コミュニケーションの種類

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

ケアや社会福祉援助ではつねに人と人との関係性のあり方が問題となる。人間存在と人間関係、社会的相互作用と社会的役割の理
解の上に、医療を受ける人々を一人の人間として、心から大切にしようとする「誠実さ」と、それに支えられた「出会い」によっ
て、対話が成立し、医療を受ける対象およびその家族の理解が充実発展でき、より良い関係を築く基礎を学習する。

到達目標

人間関係の基礎となるコミュニケーションを理論的側面と実践的側面から理解できる

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間とコミュニケーション・必修

授業科目名 担当教員

コミュニケーション論 長澤　里絵
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
４年後期

教科書
1）水本清久、ほか：
インタープロフェッショナル・ヘルスケア実践チーム医療論実際と教育プログラム
医歯薬出版、東京、2011．

参考図書など
1)鷹野和美・編：チーム医療論、医歯薬出版、東京、2002．
2)細田満和子：「チーム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチ、2012．

留意事項
看護学科、理学療法学専攻、作業療法学専攻の学生が、事例を通してチームとなり、クライア
ントの実生活について検討して下さい。

評価 事例検討と発表70％，レポート30％

授業科目区分：看護･リハ総合教育科目・人間とコミュニケーション・必修

授業科目名 担当教員

チーム医療論 寺本明・全教員

授業概要

前半はふれあいグループ関連施設で実施される褥瘡対策・緩和ケア・在宅医療等のチーム医療実践例について学び、臨地実習・臨床実習
で得た知識と経験を集約する。後半では演習形式で模擬ケースに必要な医学的ケア・社会資源の活用についてグループで議論する。本演
習では、教員があらかじめチームの構成を指定するのではなく、学生同士でケースを支援するため時期に応じたチームとしての目標設定
と構成メンバー、協力体制のあり方までを議論して発表する。

到達目標

1．チーム医療の定義を述べることができる。
2．チーム医療に影響する課題を列挙できる。
3．チーム医療に携わる多職種の役割を述べることができる。
4．事例について、クライエント中心の視点で検討することができる。
5．事例について、多職種が捉える保健・医療・福祉の視点から検討することができる。

授業の進め方

１．本授業は、講義、事例検討、グループワーク、発表等により構成される。

２．チーム医療とは何か、その概要が講義される。

３．グループ病院で展開されているチーム医療の実際（呼吸サポート、緩和ケア、認知症サポート等）について
　　講義がなされる。

４．実際のチーム医療における事例について、看護学科、理学療法学専攻、作業療法学専攻学生がチームとなり、検討す
る。

５．得られた事例検討成果を学生のチームで発表する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

4月4日

4月11日

4月18日

4月25日

5月2日

5月9日

5月16日

5月23日

5月30日

6月6日

6月13日

6月20日

6月27日

7月4日

7月11日

留意事項
無断欠席、無断遅刻、無断退出、写真撮影は減点対象とする。復習時には、英文解釈や作文に出て来た英語
表現が自分のものになるまで何度も筆記や発音練習をする。

評価 試験６０％、授業参加度２０％、課題提出２０％

教科書
船田秀佳、ジョン・C・ウエストビー、フィリップ・ビーチ：話せて書けるコミュニカティヴ・イングリッ
シュ・グラマー　英宝社　2013年

参考図書など 佐藤誠司　英作文のためのやさしい英文法（岩波ジュニア新書） 岩波書店　2010年

前置詞・副詞・複文

前置詞・副詞・複文の役割や表現を解説する（14章、15章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

まとめ

本講義で指導した内容を振り返り、重要点の解説をする。

これまでの学習での疑問点を確認する（30分）

事後学習：学習内容を振り返り、試験に備える（30分）

受動態

能動態表現との違いを確認しながら受動態の文法や表現を解説する（11章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

比較

比較に関する文法や表現の解説をする（12章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

不定詞、動名詞

不定詞と代名詞の違いを解説する（９章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

否定

否定に関する表現を解説する（10章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

名詞修飾、名詞構文

文法で名詞が果たす役割を解説をする（６章、７章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

助動詞

助動詞の役割や表現の解説をする（８章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

冠詞

文法で冠詞が果たす役割を解説する（４章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

名詞の加算性

可算名詞と不可算名詞の違いを解説する（５章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

代名詞It

代名詞Itを使った文法や表現を解説する（13章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

時制

現在形と現在進行形、過去形と完了形などの違いを解説する（３章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

人間主語

人間を主語にした時の文法や表現を解説する（１章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

無生物主語

人間以外を主語にした時の文法や表現を解説する（２章）。

事前学習：単語の意味を調べて発音練習し、英文をある程度考えておく　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、単語や文の発音練習をする　(30分）

高等学校で学んだ基本的事項を確認しながら、さらに高度な英文の文化に触れるとともに、まとまりのある文章の概念や要点をできるだけ速く、多く
読み取るという高度な読解力を養い、目的に応じた読みを可能にすることを目的として学習する。

到達目標

１）日常の基本語彙の修得。
２）学習した文法を使用して、自分の考えを英語で表現する力をつける。
３）学習した文法を使用して、まとまった英文を読みこなす力をつける。

単元 内容

導入

テキストその他の教材を使用した授業の進め方と英語学習法の紹介

事前学習：テキストを一読しておく(20分）

事後学習：参考表現をまとめて、発音練習する　(20分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間とコミュニケーション・必修

授業科目名 担当教員

英語Ⅰ
小山田幸永／西川百合子

※履修したいずれかの教員となります
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
2年前期

回数 講義日程

4月4日

4月11日

4月18日

4月25日

5月2日

5月9日

5月16日

5月23日

5月30日

6月6日

6月13日

6月20日

6月27日

7月4日

7月11日

留意事項
無断欠席、無断遅刻、無断退出、写真撮影は減点対象とする。授業前にはテキストを一読して問題演習を行い、疑
問点をまとめる。授業後は、問題演習で理解したことを確認する。

評価 試験60%、出席20%、課題提出20%

教科書 岡田 聚、名木田 恵理子：最新医学用語演習＜改定新版＞　南雲堂　2018年

参考図書など
田淵アントニオ ：トシ、聴くだけであなたの医療英単語が100倍になるCDブックよ。 SCICUS　2017年
笹島 茂、 Chad Godfrey、 小島 さつき：音声と例文でおぼえる基本医療英語1000　南雲堂　2015年

体の各部分と方向
側腹部など体の各部分と方向の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（16章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

まとめ
本講義で指導した内容を振り返り、重要点の解説をする。

事前学習：これまでの学習での疑問点を確認する（30分）

事後学習：学習内容を振り返り、試験に備える（30分）

感覚器官
目や耳など感覚器官の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（15章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

撮影・検査・測定・治療
乳房撮影など撮影・検査・測定・治療の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（14章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

脳神経系
大脳など脳神経系の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（12章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

筋・骨格系
関節など筋・骨格系の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（13章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

体内物質及び前半のまとめ
尿など体に関する物質の重要語彙の説明と、前半までの学習項目の復習を行う（７章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

循環器系
心臓など循環器系の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（９章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

婦人科系
子宮など婦人科系の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（８章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

呼吸器系
気管支など呼吸器系の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（10章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

消化器系
臓器など消化器系の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（４章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

泌尿器系
腎臓など泌尿器系の重要語彙の説明と英文の読解指導及び解説をする（６章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

医学用語の基本構造
医学用語の成り立ちや由来を解説する（１章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

接頭辞、接尾辞
医学用語を構成する重要な接頭辞・接尾辞の解説をする（２、３章）。

事前学習：単語の意味を調べ、発音練習する　(30分）

事後学習：授業で出来なかった問題をやり直し、発音練習をする　(30分）

医学英語の知識をつけ、医療専門家としてのコミュニケーションの基礎（読み・書き）を身に付ける。医療に関わる基本用語（英語・英語
表現）を修得する。

到達目標

１）医療に関する基本語彙の修得。
２）医療に関する英文を読みこなす力をつける。

単元 内容

導入
医療に関する英語を学ぶ上で重要な語彙と、英文の読み方を解説する。

事前学習：他の科目で出て来た医療英単語を20語以上調べる（30分）

事後学習：英文の読み方（語句の意味上のかたまりの見分け方）を確認する。（30分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間とコミュニケーション・必修

授業科目名 担当教員

英語Ⅱ
小山田幸永／西川百合子

※履修したいずれかの教員となります
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
２年後期

回数 講義日程

10月1日

10月8日

10月15日

10月22日

10月29日

11月5日

11月12日

11月19日

11月22日

木2限

11月26日

12月17日

1月7日

1月21日

1月28日

2月4日

留意事項
英語はコミュニケーション・ツールです。がんばって自分の意思を伝えようとする前向きな姿勢を評価します。
医学単語も難しそうに見えますが、授業では単語をパズルのように繋げて作る練習をしますので、英語に自
信の持てなかった人でも単語の意味がわかるようになります。

評価 定期試験（５０％）、授業内での積極性（５０％）

教科書

参考図書など 英和・和英辞典を用意して下さい。電子辞書でも結構です。

長文読解（What is a
Stroke?）   実用英語（日本
文化の紹介）

医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）復習

事前学習：　　　　　「病気の名称」の単語を調べる　　　　　　　　　　　　　　                　(３０分）

事後学習：　　　　　「病気の名称」の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 (３０分）

実用英語（日本文化の紹
介）

これまでの授業内容の確認テスト

事前学習：　　　　　長文読解の内容を確認する。　　　　　　　　　　　　　　　               　(３０分）

事後学習：　　　　　試験勉強の準備をする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　(６０分）

診療場面（問診　３）
実用英語（日本文化の紹
介）

医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）リンパ・免疫系
事前学習：　　　　　「薬　Ⅱ」の問題を解く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　(３０分）

事後学習：　　　　　「薬　Ⅱ」の　確　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　(３０分）

長文読解（Treating
Diabetes）   実用英語（日本
文化の紹介）

医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）細胞・組織系
医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）腹部系

事前学習：　　　　　「看護師の携行品」の単語を調べる　　　　　　　　　　　　                 (６０分）

事後学習：　　　　　「看護師の携行品」の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　                   (３０分）

診療場面（症状をより詳しく
聞く）
実用英語（出身地の紹介）

Let's Ask about Mr. Anderson's Symptoms医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）耳鼻・咽喉系

事前学習：　　　　　「痛みの表現」の問題を解く　　　　　　　　　　　　　　　　               　(３０分）

事後学習：　　　　　「痛みの表現」の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 (３０分）

診療場面（診断　２）
実用英語（日本文化の紹
介）

Explaining Blood Test Results　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）皮膚・関節系

事前学習：　　　　　「薬　Ⅰ」の問題を解く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 (３０分）

事後学習：　　　　　「薬　Ⅰ」の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   (３０分）

これまでの授業の総復習
実用英語（出身地の紹介）

問題演習による総復習と口頭試問　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）骨格・筋肉系

事前学習：　　　　　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）の確認　　　　　　　　　　　         (３０分）

事後学習：　　　　　配布プリントの復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　(３０分）

診療場面（問診　２）
実用英語（出身地の紹介）

Mr. Anderson's Symptoms　　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）泌尿器・生殖器系

事前学習：　　　　　「症状の表現」の問題を解く　　　　　　　　　　　　　　　　　　              (３０分）

事後学習：　　　　　「症状の表現」の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              (３０分）

診療場面（脈拍・血圧・体重
の測定）
実用英語（友達の紹介）

Medical Check Up 1　　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）循環器・血液系
人体のパーツ３　臓器
事前学習：　　　　人体のパーツの各名称（臓器）の単語を調べる　　　　　　　　　            (３０分）

事後学習：　　　　人体のパーツの各名称を覚える　　　　　　　　　　　　　　　　　　            (３０分）

診療場面（採血・採尿）
実用英語（出身地の紹介）

Medical Check Up 2　　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）呼吸器系

事前学習：　　　　　「病院スタッフ１」の単語を調べる　　　　　　　　　　　　　　                  (３０分）

事後学習：　　　　　重要表現の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　(３０分）

診療場面（生活習慣を聞く）
実用英語（友達の紹介）

Let's Ask about Mr. Brown 's Daily Activities 医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）脳・神経系

事前学習：　　人体のパーツの各名称の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　               (３０分）

事後学習：　　重要表現の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 (３０分）

診療場面（問診　１）
実用英語（友達の紹介）

Mr. Brown 's Symptoms 医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）消化器系

事前学習：　　　人体のパーツの各名称の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　               (３０分）

事後学習：　　　重要表現の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　(３０分）

診療場面（来院）
人体のパーツ②人体
実用英語(自己紹介)

Human Body 2　　　First Visit to a Hospita　　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）

事前学習：　　　「総合病院部局名称」を調べる　　　　　　　　　　　　　　　　　             (３０分）

事後学習：　　　人体のパーツの各名称を覚える　　　　　　　　　　　　　　　　              　(３０分）

診療場面（初診受付）
実用英語（自己紹介）

How to Fill in a Registration Form　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）

事前学習：　　「登録票　」に目を通す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                (３０分）

事後学習：　　重要表現の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　(３０分）

医療の臨床実践に必要な用語や表現、外国人患者と接する際に必要な英語や心構え、医療従事者間での英語によるコミュニケーションについて学ぶ。

到達目標

1) 医師・看護師と患者の会話文を聞き、内容が理解できる。2) 医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）は理解できる。
3) 診療場面における重要表現を暗記し、使いこなせる。

単元 内容

ガイダンス
人体のパーツ①頭部
実用英語（自己紹介）

Human Body 1　　　医学用語の語構成（語幹＋接尾辞）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　             (　　分）

事後学習：　　　人体のパーツの各名称を覚える　　　　　　　　　　　　　　　　             (３０分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間とコミュニケーション・選択

授業科目名 担当教員

英語Ⅲ 大森　千草
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

4月16日

4月23日

5月7日

5月14日

5月21日

5月28日

6月4日

6月11日

6月18日

6月25日

7月2日

7月9日

7月18日

※水曜

7月23日

7月30日

留意事項 予習、復習、繰り返すことが言葉上達のカギである。

評価 出席状況３０%、学習態度２０%、試験５０%、総合的に評価する

教科書 「話してみよう、中国語」温琳　宮本大輔　著駿河台出版社２２００+税）

参考図書など 「中国語発音マスター」高田裕子　著　大修館書店　２０００+税

ピンイン、第6，7，8，9課
内容の再来

今まで習った発音の練習、会話文を実践

事前学習：CDを聞きながらピンインを予習する。　　　　　　　　　　(60　分）

事後学習：　各課内容の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30　分）

中国語勉強のまとめ

ピンイン　自己紹介　中国文化についてなど。

事前学習：中国語で自己紹介を言えるよう、予習する。　　　　　　　(30　分）

事後学習：会話文の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　　　　(30　分）

テキスト第九課

あなたはテニスをするのが上手です。文法

事前学習：42ページの内容を予習する。　　　　　　　　　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った本文をCDを聞きながら練習する。　　　　　　(30　分）

テキスト第九課

練習問題　発音練習、テストの説明

事前学習：43ページの調べと46ページの練習を予習する。　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った中国文化（京劇）を覚える。　　　　　　　　(30　分）

テキスト第八課

あなたの家は何人家族ですか？　文法

事前学習：36ページの内容を予習する。　　　　　　　　　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った本文をCDを聞きながら練習する。　　　　　　(30　分）

テキスト第八課

練習問題　発音練習など

事前学習：37ページの調べと40ページの練習を予習する。　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った中華料理の特徴を覚える。　（41ページ）　　(30　分）

テキスト第七課

今日は何月何日ですか？文法

事前学習：30ページの内容を予習する。　　　　　　　　　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った本文をCDを聞きながら練習する。　　　　　　(30　分）

テキスト第七課

練習問題　発音練習など

事前学習：34ページの内容を予習する。　　　　　　　　　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った中国の大学の一日を覚える　（34ページ）　　(30　分）

テキスト第六課

私は中国人です。文法

事前学習：　テキスト23ページの中国語を予習する。　　　　　　　　(30　分）

事後学習：　授業で習った本文をCDを聞きながら練習する。　　　　　(30　分）

テキスト第六課

練習問題　発音練習など

事前学習：25ページの調べてと28ページの練習を予習する。　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った一休みの内容を覚える。　（29ページ）　　　(30　分）

テキスト第四課

発音　鼻母音　練習　簡単なあいさつ

事前学習：テキスト15ページの練習を予習する。　　　　　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った簡単なあいさつを覚える　（20ページ）　　　(30　分）

テキスト第五課

発音　発音規則　授業中に使われる中国語

事前学習：テキスト19ページの練習を予習する　　　　　　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った発音規則を練習する。　　　　　　　　　　　(30　分）

テキスト第二課

発音　子音　練習

事前学習：テキスト7ページの声調と8ページの練習を予習する。　　　(30　分）

事後学習：授業で習った子音をCDを聞きながら発音練習する。　　　　(30　分）

テキスト第三課

発音　複合母音　練習

事前学習：テキスト12ページの練習を予習する。　　　　　　　　　　(30　分）

事後学習：授業で習った複合母音を練習する。　　　　　　　　　　　(30　分）

中国語の基礎的知識を学習するとともに、中国の文化についても触れながら日常的なコミュニケーションを身につけることを目指す。

到達目標

１）中国語のピンイン（ローマ字による発音表記）に基づいて正確に発音できる。
２）中国語で自己紹介を言えるように目指す。

単元 内容

テキスト第一課

中国と中国語の基本知識などについて説明する。中国語で自己紹介内容。第一課単母音

事前学習：テキスト6ページの内容を読んでくる。　　　　　　　　　(20　分）

事後学習：授業で習ったピンイン、自己紹介を練習する。　　　　　　(30　分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間とコミュニケーション・選択

授業科目名 担当教員

中国語 魯　大鳴
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
１年後期

回数 講義日程

9月27日

10月11日

10月18日

10月25日

11月1日

11月8日

11月15日

11月22日

11月29日

12月6日

12月13日

12月20日

1月10日

1月17日

1月24日

留意事項 予習・復習の際には教科書のCDを活用して，声を出して練習する．積極的に授業に参加していただきたい．

評価 授業態度30%　小テストと課題：20%　期末テスト：50%　

教科書 野間秀樹，金珍娥　著　韓国語学習講座「凛」１入門　大修館　2012年

参考図書など 野間秀樹（2014）　日本語とハングル

自己紹介を作成

韓国語で自己紹介を作成

事前学習：自分の名前をハングルで表記ｐ．236-237　　　　　  　(　15　分）

事後学習：自己紹介文の発表練習　　　　　　　　　　　　　　 　(　30　分）

総まとめ

第1課～第5課までの文法及び表現を復習

事前学習：1課～5課の会話文を予習　　　　　　　　　　　　　　(　60　分）

事後学習：1課～5課の会話を日本語訳だけを見て言う　　　　 　　(　60　分）

私はキム・ユソクと申しま
す

第5課：이 그 저 어느（こそあどの完形詞）,-(이 라고 합니다　…と申します

事前学習：5課の文法と表現を復習　　　　　　　　　　　　　　 (　30　分）

事後学習：5課の本文の復習　　　　　　　　　　　　　　　 　　(　30　分）

私はキム・ユソクと申しま
す

第5課：人を紹介する表現

事前学習：指定詞-이다（…である）の해요体と합니다体を予習 p.55  (20分）

事後学習：練習問題提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    (40分）

徳川さんは先生です

第4課：発音の変化（濃音化と鼻音化）,体言＋です（か）-입니다 입니까

事前学習：濃音化と鼻音化について予習　　　　　　　　　　　　(　20　分）

事後学習：日本語の体言＋です（か）を합니다体と해요体に訳す　(　30　分）

徳川さんは先生です

第4課：AのB 感謝や謝りの表現と応答

事前学習：4課の文法と表現を予習　　　　　　　　　　　　　　 (　20　分）

事後学習：4課の会話文を復習　　　　　　　　　　　　　　　 　(　20　分）

発音の復習

第1課～第3課までの発音と表現の復習及び応用練習

事前学習：小テスト（第1課～第3課の単語）　　　　　　　　　　(　40　分）

事後学習：합니다体と해요体を予習（ｐ.40－41）　　　　　　 　(　15　分）

こんにちは

第3課：丁寧な２つの文体　합니다体と해요体，挨拶

事前学習：第3課の会話を予習　ｐ．38－39　　　　　　　　　　 (　20　分）

事後学習：第3課の会話を日本語訳だけみて韓国語で言う　　　　　(　30　分）

子音：終声

第3課：子音：終声

事前学習：小テスト（初声の発音）として位置づける　　　　　　　(　40　分）

事後学習：終声の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　20　分）

終声規則と終声字母

第3課：終声の初声化，助詞-는 은（…は）

事前学習：第3課の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(　20　分）

事後学習：第1課～第3課までの発音を復習　　　　　　　　　 　　(　30　分）

子音：初声1

第2課：初声　鼻音と平音 , 対話練習　-세요（…でいらっしゃいますか） -예요（…です）

事前学習：小テスト（母音の発音）として位置づける　　　　 　 　(　40　分）

事後学習：第2課の予習　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(　20　分）

子音：初声2

第2課：初声　激音と濃音，流音

事前学習：初声について予習　　　　　　　　　　　　　　　 　 　(　20　分）

事後学習：第3課の予習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(　20　分）

母音１

第1課：８つの短母音と半母音のついた母音

事前学習：前回の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　20　分）

事後学習：母音の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

母音２

第1課：前回の復習，二重母音

事前学習：前回の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　15　分）

事後学習：母音の発音を覚える　　　　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

韓国語の文字と発音および基礎的な文法を学習するとともに、韓国の文化についても触れながら、日常的なコミュニケー
ションを身につけることを目指す。

到達目標

韓国語の正確な発音を見につけ，基礎的な文法と語彙を習得する．挨拶，自己紹介といった簡単な日常会話ができる．

単元 内容

韓国語とその文字ハングル

第0課　韓国語の概念

事前学習：第0課を読んでくる 　　　　　　　　　　　　　　　　　(　15　分）

事後学習：ハングルの構造を理解　　　　　　　　　　　　　　　　(　20　分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間とコミュニケーション・選択

授業科目名 担当教員

韓国語 金　美玹
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項

・配布資料（プリント）が多いので、毎回きちんとファイルするようにしてください。
・必ず、事前学習(含む、家庭での学習）を行って、授業に臨んでいただきたい。
・講義中、適宜指名し、読みの依頼や発言を求めます。
・授業の進度によっては、講義内容の変更もあります。

評価 定期試験８０％、提出物１０％、授業態度５％、出席状況５％として評価する。

教科書 プリントによる教材

参考図書など 適宜紹介する

7月30日

・短歌と俳句に関して(2)
・古典文学史における韻文
  の展開に関して
・まとめ

・提出された短歌・俳句を整理した冊子に基づき、鑑賞する。
・古典文学史における韻文の流れを理解する。
・全体の講義内容のまとめ

事前学習：事前の配布資料を読んでくる。 (３０分）

事後学習：配布資料等に基づき、本科目全体の講義内容を総括する。(６０分）

7月23日 ・短歌と俳句に関して(1)

・短歌と俳句の形式・特徴等を理解する。
・創作した短歌（２首）と俳句（２句）の発表・合評をする。

事前学習：事前に配布した「短歌・俳句の創作シート」に作品を記入してくる 。  (４０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：各自の作品を発表・合評し合った後、提出する。 (６０分）

7月18日
(水)

・川柳と狂歌に関して

・川柳・狂歌の起こりをさぐり、作品を通してその特徴を理解する。

事前学習：事前の配布資料を読み、設問の解答を考えてくる。（４０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：配布資料等に基づき、作品の読解・鑑賞等を通し、授業の総括をする。（６０分）

7月9日 ・俳諧に関して

・近世三大俳人（芭蕉・蕪村・一茶）の神奈川県に関連する作品を理解する。
・三大俳人の俳風を理解する。

事前学習：事前の配布資料を読み、設問の解答を考えてくる。(４０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：配布資料に基づき、作品の読解・鑑賞等を通し、授業の総括をする 。 (６０分）

7月2日 ・和歌に関して

・『万葉集』『新古今和歌集』『金槐和歌集』中、神奈川県に関連する和歌作品を理解する。
・各和歌集の歌風を理解する。

事前学習：事前の配布資料を読み、設問の解答を考えてくる。 (４０分）

事後学習：各歌集の作品の読解・鑑賞等を通し、授業の総括をする。（６０分）

6月25日
・韻文の概念に関して(2)
・古典学習の意義について
・文学の発生に関して

・韻文の概念(定義）のまとめ　・古典学習の意義　・文学の発生

事前学習：韻文に関する事前配布資料を読み、整理してくる。 また別紙プリントに自分
　　　　　の思う「古典学習の意義」「文学の発生」をそれぞれ１００字程度にまとめて
　　　　　くる。(４０分)

事後学習：班ごとのまとめを発表し合い、それを踏まえて、講義の統括をする。 (７０分）

事後学習：設問の解答。班ごとのまとめを発表し合い、それを踏まえて、講義の総括をする。
　　　　　（７０分）

6月18日
・文学の概念に関して(2)
・韻文の概念に関して(1)

・文学の概念(定義）のまとめ
・韻文とは何か　・韻文に対する自分の思い

事前学習：文学に関する事前配布資料を読み、整理してくる。（２０分）
　　　　　事前配布プリントに「韻文とは何か」「韻文に対する自分の思い」をそれぞれ
　　　　　１００字程度にまとめてくる。(４０分）

事後学習：事前配布資料等に基づき、文学の概念(定義）のまとめをする。(２０分）
　　　　　班ごとのまとめを発表し合い、それを踏まえて、授業の総括をする。(６０分）

6月11日

・開講説明
・戌、戌年に関して
・文学の科目を選んだ
　理由について
・文学の概念について(1)

・開講にあたって　・戌、戌年に関する理解　・文学の科目を選んだ理由　・文学とは何か
・文学に対する自分の思い

事前学習：事前配布プリントを読み、設問を解き、理解を深める。また、別紙プリントに
　　　　「文学の科目を選んだ理由」「文学とは何か」「文学に対する自分の思い」を、
　　　　　それぞれ１００字程度にまとめてくる。（６０分）

文学の概念と日本の代表的な韻文を中心に学習する。様々な形態の韻文を味わいながら、文学的価値を学習することを通して、時代背景
や個々の文学の特徴をとらえるとともに、そこから日本の伝統美、ことばの美しさ、ことばのリズム、日本人の美意識について理解する
とともに文学の基礎的な力、感性を養い、その過程で表現する能力を身につけるよう学習する。

到達目標

１）文学とは何か・韻文とは何かの定義づけができる。
２）韻文の中における和歌・俳諧・川柳・狂歌等の形態の違い、特徴を古典文学の作品を通して理解することができる。
３）短歌・俳句の実作を通して、言葉のリズム・物に対する見方・捉え方等を学ぶことができる。また、創作する難しさ・楽しさ・喜び
　  等を味わうことができる。
４）古典文学での韻文の大まかな流れを理解し、説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と文化・選択

授業科目名 担当教員

文学 近藤　正臣
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項
今までの自分の学校教育歴と照合することで、教育学を身近なものと考え理解を深めて欲し
い。毎回、発言を求める。

評価 定期試験６０％、出席状況４０％として評価する。

教科書 教育学をつかむ（２０１１年）有斐閣

参考図書など 教育学キーワード（２０１０年）有斐閣　教育学の教科書（２０１１年）文化書房博文社

11月30日 特別支援教育

インクルーシブ教育への２つの流れ、特別ニーズ教育と特別支援教育の異同。特
別支援教育の課題を説明できる。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分)

事後学習：配付資料を参照し該当箇所を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

11月16日 生活指導とキャリア教育

生活指導の変遷と指導観、進路指導からキャリア教育への転換、などを理解す
る。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：配付資料を参照し該当箇所を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

11月9日 学習指導と教育評価

教育目標、学力、到達度目標と相対評価、絶対評価、形成評価などを理解する。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：配付資料を参照し該当箇所を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

11月2日
社会教育の定義と学校教育
の相違

生涯教育から生涯学習への転換の背景にある社会構造の変化を説明できる。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：配付資料を参照し該当箇所を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

10月26日
家庭教育の変遷をたどり、
今後の家庭と学校のあり方

家族・地域・学校の構造変化とこれからの家庭と学校の関係を理解する。

事前学習:授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。 　　　　(３０分）

事後学習：配付資料を参照し該当箇所を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

10月19日
公教育制度下の学校機能と
役割と学校教育の意義

近代における学校の成立の理由とその展開を説明できる。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：配付資料を参照し該当箇所を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：配付資料を参照し授業全体を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

10月12日
学問としての教育学の魅力
と難しさ

教育学の対象は広く、家庭や学校だけでなく人が人と関わる様々な場面が対象と
なることを述べることができる。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：配付資料を参照し授業全体を復習する。　　　　　　　　　(６０分）

9月28日
教育するのは誰か。その目
的と内容

教育とは人が人を変える、もしくは人を変える営みであることを理解する。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

教育学の基本的な概念や知識、今日の教育における諸問題について学習する。具体的には、教育学の歴史的展開、今日まで
教育学が果たしてきた役割を踏まえ、人間の成長と教育の意義、教育の目的、家庭教育、生涯学習支援の社会教育、学校教
育の制度、学習指導、生活指導と教育評価および特別支援教育の推進について学習する。

到達目標

１）教育の基本的な原理を社会や歴史との関係を踏まえて理解する。
２）教えることと学ぶことに関わるペタゴジーの特徴を理解する。
３）今日の教育が直面する現代的諸課題から教育の現在を具体的に述べることができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と文化・看護必修

授業科目名 担当教員

教育学 石野　郁也
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項
普段から新聞やニュースを読むようにしておいてください。質問は随時口頭、またはコメント
カードへの記述によって受付けます。小テストは予告無く実施します。その際、自筆ノートと配
布プリンタの持ち込みを許可します。内容・順番は一部変更になることがあります。

評価 授業時のコメントカードの記述内容計2回40％、授業内小テスト計2回60％

教科書 『文化人類学入門<増補改訂版』祖父江孝男 著　中公新書 

参考図書など 必要に応じて紹介する。

7月27日
文化と心理
まとめ

心理人類学につながる流れと考え方、日本人の民族性との関わりを知る。

事前学習：ルース・ベネディクト著『菊と刀』について調べておく。(30分）

事後学習：これまでに配付した全ての資料と教科書から、これまでの授業全体について復習する。(60分）

事後学習：配付資料や教科書の関連個所を読み、授業全体について復習する。(30分）

事後学習：配付資料や教科書の関連個所を読み、授業全体について復習する。(30分）

事後学習：配付資料や教科書の関連個所を読み、授業全体について復習する。(30分）

事後学習：配付資料や教科書の関連個所を読み、授業全体について復習する。(30分）

事後学習：配付資料や教科書の関連個所を読み、授業全体について復習する。　(20分）

事後学習：配付資料や教科書の関連個所を読み、授業全体について復習する。(30分）

7月20日 家族・親族と文化

家族・親族のあり方にに見られる文化的背景・多様性を知る。

事前学習：アニメなどに登場する家族パターンを比較しておく。(30分）

事後学習：配付資料を読み、授業全体について復習する。(30分）

7月13日 文化の機能

機能論について知り、社会が直面する課題についてより多面的に考える手法を理
解する。

事前学習：コンビニが社会に存在する理由について考えておく(30分）

7月6日 文化の進化と伝播

社会進化論や伝播論について知り、社会や科学・技術のあり方に対する影響を理
解する。

事前学習：上記の内容に関連するニュース・新聞記事を探す。(30分）

6月29日 民族・人種と文化

民族および人種の定義とこれまでの考え方の変遷や問題点について理解する。

事前学習：上記の内容に関連するニュース・新聞記事を探す。(30分）

6月22日
エミックとエティックの概
念、及び文化変容について

事例を踏まえながらエミックとエティックの概念、及び文化変容について理解す
る。

事前学習： 捕鯨に関する国内と国外の世論の違いについて調べておく。(30分）

6月15日 フィールドワークについて

文化人類学の基本であるフィールドワークについて理解する。

事前学習：これまで経験したフィールドワークについて考えておく。　(30分）

6月8日
文化とは？

文化という言葉の定義や風土が文化を形成することを知る。

事前学習：ニュースや新聞などで国内外の動きを知っておく。　(　20分）

我々人間が無意識のうちに認識し実践している文化は、社会によって極めて多様であり、ある社会にとっての常識が別の社
会ではそうではないことがめずらしくない。文化人類学とは、そのような文化の多様性を認識しつつ、共通の理解が可能な
普遍性も求めていく学問である。授業では、毎回一定のテーマに沿って様々な文化的事象の解説と事例研究を行い、文化相
対主義的な考え方を学ぶ。

到達目標

基本的な理論的枠組みによって身近な社会現象を説明できる。グローバルな視点で物事を考えることができる。規制概念に
とらわれず多様な発想ができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と文化・選択

授業科目名 担当教員

文化人類学 牧野　久実
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項 新聞、テレビ、インターネットなどで国際ニュースを読むこと

評価 定期試験７０％、レポート１５％、出席状況１５％

教科書 特に指定せず、プリントを配布予定

参考図書など 国際関係論講義（有斐閣）、外交白書、ODA白書

5月31日 ODA概要とまとめ

ODAの仕組、保健医療協力現状、まとめ

事前学習：日本のODA・保健医療協力の状況を調べる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業全体を総復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

5月24日
世界が抱える主要課題（貧
困と格差）

拡大する格差と差別、途上国の絶対貧困問題と日本の相対的貧困

事前学習：格差拡大の状況、途上国の貧困について調べる。

事後学習：授業全体を復習し レポート提出  (６０分）

5月17日
世界の抱える主要課題（エ
ネルギーと温暖化）

地球環境問題（（エネルギー、温暖化、生態系劣化）

事前学習：温暖化の現状を調べる。　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業全体を復習する。　レポート（　ミニテスト）提出　　　　　　　　　　(６０分）

5月10日
世界が抱える主要課題（人
口問題、食糧問題）

途上国の人口増加と先進諸国の少子高齢化問題、食糧問題

事前学習：人口と食糧問題の現状と将来の課題を調べる。（３０分）

事後学習：授業全体を復習する。　ミニテスト提出　　(６０分）

事後学習：ＰＫＯ活動と日本の役割を中心に授業全体を復習する。　（６０分）

事前学習：イスラム社会の特徴を調べ、その社会でなぜ紛争が多発するのか考える。(３０分）

事後学習：授業全体を復習する。ミニテスト提出（６０分）

事前学習：国際社会の主要課題について国際ニュースの解説などを読む。(３０分）

4月26日
国連の平和維持活動と日本
の役割

PKOの仕組みと活動状況、日本の対応、難民、人間の安全保障

事前学習：難民の状況、人間の安全保障について考える。　　　　　　(３０分）

4月19日
世界が抱える主要課題（紛
争問題）

中東など紛争多発地帯の状況・テロの事例を紹介しその背景などを探る

事後学習：　主要課題の概要など授業全体を復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

4月12日 国際機関とその役割

国連などを含む各種専門国際機関の役割

事前学習：最近話題となった国際機関を挙げ、活動内容を調べる(３０分）

事後学習：主要国際機関の役割をまとめ、授業全体を復習する。　　(６０分）

4月5日 国際関係論概要

国際関係論とは、国際社会の成立、国際社会の構成、現代国際社会の特徴

国際関係論の理論的背景、歴史的経緯を理解し、国際問題を理解するうえで基本となる諸概念について学習する。国際社会
で生起する諸問題のうち、特に我々人類が安全で安心して持続的に生きていくための諸課題を日本の立場と国際的見地を踏
まえて学習する。

到達目標

1）国際社会の仕組みと役割を理解する。２）世界の抱える重要課題について理解する。3）国際社会における日本の役割を
理解する。４）保健医療などの国際協力について理解する。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と文化・選択

授業科目名 担当教員

国際関係論 庵原　宏義

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項 新聞、テレビ、インターネットなどで国際ニュースを読むこと

評価 定期試験７０％、レポート１５％、出席状況１５％

教科書 特に指定せず、プリントを配布予定

参考図書など 国際関係論講義（有斐閣）、外交白書、ODA白書

8 7月26日 ODA概要とまとめ

ODAの仕組、保健医療協力現状、まとめ

事前学習：日本のODA・保健医療協力の状況を調べる。　(30分）

事後学習：授業全体を総復習する。　　　　　　　　　(60分）

7 7月19日
世界が抱える主要課題（貧
困と格差）

拡大する格差と差別、途上国の絶対貧困問題と日本の相対的貧困

事前学習：格差拡大の状況、途上国の貧困について調べる。(30分)

事後学習：授業全体を復習し レポート提出  (60分）

6 7月12日
世界の抱える主要課題（エ
ネルギーと温暖化）

地球環境問題（（エネルギー、温暖化、生態系劣化）

事前学習：温暖化の現状を調べる。　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：授業全体を復習する。　レポート（　ミニテスト）提出　  (60分）

5 7月5日
世界が抱える主要課題（人
口問題、食糧問題）

途上国の人口増加と先進諸国の少子高齢化問題、食糧問題

事前学習：人口と食糧問題の現状と将来の課題を調べる　　　　（30分）

事後学習：授業全体を復習する。　ミニテスト提出　　　　　　(60分）

4 6月28日
国連の平和維持活動と日本
の役割

PKOの仕組みと活動状況、日本の対応、難民、人間の安全保障

事前学習：難民の状況、人間の安全保障について考える。　　　　　　(30分）

事後学習：ＰＫＯ活動と日本の役割を中心に授業全体を復習する。　（60分）

3 6月21日
世界が抱える主要課題（紛
争問題）

中東など紛争多発地帯の状況・テロの事例を紹介しその背景などを探る

事前学習：イスラム社会の特徴を調べ、その社会でなぜ紛争が多発するのか考える(30分）

事後学習：授業全体を復習する。ミニテスト提出　　　　　　　　　　　（60分）

事後学習：　主要課題の概要など授業全体を復習する。　　　　　      (60分）

2 6月14日 国際機関とその役割

国連などを含む各種専門国際機関の役割

事前学習：最近話題となった国際機関を挙げ、活動内容を調べる       (30分）

事後学習：主要国際機関の役割をまとめ、授業全体を復習する。　　   (60分）

1 6月7日 国際関係論概要

国際関係論とは、国際社会の成立、国際社会の構成、現代国際社会の特徴

事前学習：国際社会の主要課題について国際ニュースの解説などを読む。(30分）

国際関係論の理論的背景、歴史的経緯を理解し、国際問題を理解するうえで基本となる諸概念について学習する。国際社会で生起す
る諸問題のうち、特に我々人類が安全で安心して持続的に生きていくための諸課題を日本の立場と国際的見地を踏まえて学習する。

到達目標

1）国際社会の仕組みと役割を理解する。２）世界の抱える重要課題について理解する。3）国際社会における日本の役割を理解す
る。
4）保健医療などの国際協力について理解する。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と文化・選択

授業科目名 担当教員

国際関係論 庵原　宏義
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項
適宜提示する。ワークシート（今の私にできること・未来の私にできること・途上国関係者への
メッセージ等）

評価 授業への参加度60％、グループ発表40％

教科書
①新版IPPFセクシャル/リプロダクティブ・ヘルス用語集ジョイセフ　ISBN978-4-906581-28-3
②世界女の子白書　木楽舎　ISBN978-4-86324-067-4
③I LADYノート

参考図書など

・国連広報センター（持続可能な開発）

　HP：http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/post-2015-development-agenda.html

・ジョイセフHP：
・世界人口白書2017　国連人口基金(UNFPA)

1月23日
5限

発表会・まとめ

グループ発表会・まとめ

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

1月23日
4限

発表に向けたグループワー
ク

アクションプラン（グループワーク）：ピンキーリングをプロデュース！今の私
たち…これからの私たちにできること

事前学習：世界女の子白書　　　　　　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

1月16日
5限

開発途上国における事例か
ら学ぶ④（思春期）

思春期の若者をとりまく世界の状況（グループワーク含む）

事前学習：I LADYノート　　　　　　　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

1月16日
4限

開発途上国における事例か
ら学ぶ③（思春期）

思春期の若者をとりまく世界の状況（グループワーク含む）

事前学習：I LADYノート　　　　　　　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

1月9日
5限

開発途上国における事例か
ら学ぶ②

妊産婦をとりまく世界の状況（グループワーク含む）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

1月9日
4限

開発途上国における事例か
ら学ぶ①

妊産婦をとりまく世界の状況

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

12月19日
5限

グローバルヘルス（国際保
健）とは ②～世界の視点か
ら

グローバルヘルス（地球規模の課題とグローバルギャグルール）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　(10分）

事後学習：講義内容の復習をすること　　　　　                  　(10分）

12月19日
4限

グローバルヘルス（国際保
健）とは①～一人ひとりの
視点から

全体オリエンテーション
グループワーク：途上国の女性の健康。一人ひとりから考える
リプロダクティブ・ヘルスの概念とその背景、日本の経験とジョイセフ、保健シ
ステムの強化、保健格差の改善、ソーシャルキャピタル等

事前学習：世界女の子白書　　　　　　　　　　                  　(10分）

進行するグローバル化の中で、世界の医療分野で活躍できるような人材を育成するために、開発国と開発途上国での保健医
療の実態と主体的関わり方を学ぶ。また、WHOの役割とその実際の成果を学ぶ。ワークショップを通して日本の看護師､理学
療法士､作業療法士が特にアジアやアフリカの開発途上国で何ができるかを考え（援助の方法）、まとめる。

到達目標

１）グローバルヘルスの現状と課題、国際機関・NGOの役割や国際保健政策について理解する。
２）保健医療問題の格差改善への取り組み、国際保健医療の現状と支援のアプローチについて理解する。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と文化・選択

授業科目名 担当教員

国際保健医療論 浅村里紗(代表）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項 質問は対面、メールで受付、回答する。演習や発表には、積極的かつ真摯な姿勢で臨むこと。

評価 試験40%、演習への参加とレポートおよび音楽活動発表とレポート（自己評価レポートとピア評価含む）60%

教科書
①高橋多喜子著（2017）補完・代替医療　音楽療法　改訂3版　金芳堂（ISBN978-4-7653-1425-1）
②羽石英里著（2012）パーキンソン病のための歌による発声リハビリテーション　春秋社(ISBN978-4-393-93564-4)

参考図書など
アリシア・クレア著（2017）高齢者のための療法的音楽活用（ISBN4-900666-39-4）
宮本啓子、二俣泉編著　（2014）音楽療法を知る―その理論と技法―　杏林書院（ISBN978-4-7644-0532-5)

1月28日
音楽の療法的活用　発表
（２）まとめ：対人援助職と
しての基本姿勢

音楽活動の発表とピア評価（続き)、対人援助職としての基本姿勢について考察する

事前学習：発表準備　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：講義と演習の総復習、対人援助職としての自己について考える　　 (60分）　　　　　　　　　　　　

1月21日
音楽の療法的活用　発表
（１）

音楽活動の発表とピア評価

事前学習：発表準備　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 (60分）

事後学習：発表の振り返り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (10分）

1月7日 音楽の療法的活用　発表準備

対象者領域と音楽療法の目的を設定し、音楽活動の発表を準備する

事前学習：演習での体験を振り返り、教科書の音楽療法実践例を復習する    （30分）　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

事後学習：発表準備                                              　　　 (10分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

12月17日
精神障害者の支援、緩和ケア
その他の領域と音楽療法　演
習

精神科、緩和ケアで行われる音楽療法を体験する

事前学習：教科書①第６章＆第7章　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 (60分）

事後学習：精神障害、緩和ケアその他 音楽療法体験についてのレポート作成  (30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12月10日
緩和ケアその他の領域と音楽
療法

緩和ケアとその他の領域（NICU、被災者支援等）と音楽療法の役割を理解する

事前学習：教科書①第7章　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

12月3日 精神障害者の支援と音楽療法

精神障害者の特性と支援および音楽療法の役割を理解する

事前学習：教科書①第6章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

11月26日
神経疾患リハビリテーション
と音楽療法（3）演習

神経疾患リハビリテーションにおける音楽療法体験（総合）

事前学習：教科書①第７章　教科書②第6章＆第7章　　　　　　 　　　　　　(60分）

事後学習：神経疾患リハビリテーション 音楽療法体験についてのレポート作成(30分）　　　　　　　      

11月19日
神経疾患リハビリテーション
と音楽療法（２）

神経疾患リハビリテーションにおける音楽療法の役割を理解する（発声・嚥下）

事前学習：教科書①第7章　教科書②第3章　　　 　　　　 　　　　　　　　 (60分）

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　 　 　　　　　　　　　 (30分）

11月12日
神経疾患リハビリテーション
と音楽療法（１）

神経疾患リハビリテーションにおける音楽療法の役割を理解する（運動・認知）

事前学習：教科書①第7章　教科書②第2章　　　　　　　　　　　　         (60分）

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分)

11月5日
高齢者の支援と音楽療法
（２）演習

高齢者を対象とした音楽療法の体験

事前学習：教科書①第4章　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

事後学習：高齢者を対象とした音楽療法体験についてのレポート作成　　　　（30分）

10月29日
高齢者の支援と音楽療法
（１）

高齢者の特性と音楽療法の役割を理解する

事前学習：教科書①第4章　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

10月22日
障がい児・者の支援と音楽療
法（２）演習

障がい児・者を対象とした音楽療法体験

事前学習：教科書①第5章　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）　　　　　　 

事後学習：障がい児・者領域　音楽療法体験についてのレポート作成　　　　 (30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

10月15日
障がい児・者の支援と音楽療
法（１）

様々な障がいの特性と支援,および音楽療法の役割について理解する

事前学習：教科書①第5章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　   (30分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と文化・選択

授業科目名 担当教員

音楽論 羽石　英里

授業概要

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　　　　　　　　 　      (30分）　　　　　　　　　　　 

10月8日 音楽療法の概要

音楽療法の定義、原理、基本的考え方、形態、対象を理解する

事前学習：教科書①第3章                         　　　               　(60分）　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

事後学習：配布資料、授業内容の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

芸術領域である音楽を広く理解し、音楽を取り入れた療法への知見を学習する。具体的には音楽が持つ生理的、心理的、社会的働
きを意図的・計画的な活用方法を学習する。また、音楽療法における個人の幸福や人間的成長を追求することを通して、心身の障
害の回復、健康維持機能の改善と健康増進および生活の質向上への支援方法の基礎を学習する。

到達目標

1.音楽の持つ特性を広い観点から説明できる。3.音楽療法の基本的な原理と考え方を説明できる。4.対象者のニーズに合わせて音
楽の持つ働きを療法的にどのように活用するのか説明できる。5．療法士、看護師として対象者を支援する基礎を学ぶ。

単元 内容

10月1日 音楽の特性と働き

音楽の特性とその働きを理解する。音楽療法の歴史と現状を知る。

事前学習：教科書①第1章、第2章、第9章　　　　　 　　　　　　　　　 　  (30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
看護

１年前期

回数 講義日程

4月6日

4月13日

4月20日

4月27日

5月11日

5月18日

5月25日

6月1日

6月8日

6月15日

6月22日

6月29日

7月6日

7月13日

7月20日

留意事項 学生は、この授業をふまえて自身の栄養状態をふりかえり、食生活の改善にとりくんで頂きます。

評価 定期試験９５％、授業参加状況５％

教科書
新体系看護学全書 人体の構造と機能②「栄養生化学」メヂカルフレンド社
系統看護学講座 専門基礎分野 人体の構造と機能③「栄養学」医学書院

参考図書など 適宜紹介する。

傷病者・要介護者の栄養管理
１

疾病関連低栄養とその対応

事前学習：栄養生化学（P139～140）                                （ 45分 )

事後学習：疾病関連低栄養について理解する。                        ( 45分 ）

傷病者・要介護者の栄養管理
２

栄養・食事ケアの実際、事例検討

事前学習：栄養・食事ケアについて                                  ( 45分 ）

事後学習：検討した事例について整理する。                          ( 45分 ）

病院食、必要量栄養量と評価

入院患者の食事、必要栄養量の算出と評価

事前学習：栄養学（P186～198）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 45分 ）

事後学習：入院患者の食事の意義、必要栄養量の算出、評価を理解する。( 45分 ）

栄養補給法

経腸栄養法・静脈栄養法

事前学習：栄養学（P187～189）                         　　　　　  ( 45分 ）

事後学習：経腸栄養法、静脈栄養法を理解する。                    　( 45分 ）

ライフステージと栄養１

妊娠・授乳、乳児・幼児、青少年期の栄養と食生活

事前学習：栄養学（P148～168）、栄養生化学（P268～279）　　　　　　( 45分 ）

事後学習：各ライフステージにおける栄養に関する問題点を理解する。　( 45分 ）

ライフステージと栄養２

高齢期の栄養と食生活（摂食・嚥下障害、褥瘡、サルコペニア）

事前学習：栄養学（P175～183）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 45分 ）

事後学習：高齢期における栄養に関する問題点を理解する。　　　　　　( 45分 ）

食品と栄養素の機能

ビタミン・ミネラルの機能と代謝

事前学習：栄養学（P26～42）、栄養生化学（P150～166）を予習する。　( 45分 ）

事後学習：生体内でのビタミン・ミネラルの果たす役割を理解する。　　( 45分 ）

健康づくりと食生活

日本人の食事摂取基準

事前学習：栄養学（P244～254）、栄養生化学（P186～266） 　　　　　 ( 45分 ）

事後学習：食事摂取基準を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　( 45分 ）

疾病と栄養２

代謝性疾患の栄養療法（脂質異常症、動脈硬化性疾患）

事前学習：栄養学（P204～221）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 45分 ）

事後学習：疾病に対する栄養療法を理解する。　　　　　　　　　　　　( 45分 ）

疾病と栄養３

腎疾患、肝疾患の栄養療法

事前学習：栄養学（P211～214）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 45分 ）

事後学習：疾病に対する栄養療法を理解する　　　　　　　　　　　　　( 45分 ）

栄養生理３

たんぱく質の体内代謝

事前学習：栄養学（P23～26）、栄養生化学（P108～122）　　　　　　　( 45分 ）

事後学習：生体内でのたんぱく質の果たす役割を理解する。　　　　　　( 45分 ）　　　　　　　

疾病と栄養１

代謝性疾患の栄養療法（肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病）

事前学習：栄養学（P214～220）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 45分 ）

事後学習：疾病に対する栄養療法を理解する。　　　　　　　　　　　　( 45分 ）

栄養生理１

糖質の体内代謝

事前学習：栄養学（P18～20）、栄養生化学（P54～70）　　　　　　　　( 45分 ）

事後学習：生体内での糖質の果たす役割を理解する。　　　　　　　　　( 45分 ）

栄養生理２

脂質の体内代謝

事前学習：栄養学（P21～22）、栄養生化学（P72～105） 　　　　　　　( 45分 ）

事後学習：生体内での脂質の果たす役割を理解する。　　　　　　　　　( 45分 ）

生命を維持し、成長、生活活動を続けていくために必要な食物と栄養について、栄養学の側面から学ぶ。また、今日の食生
活の現状と栄養問題である生活習慣病や若年女性、傷病者・高齢者にみられる低栄養障害者の治療や健康回復、健康維持お
よび健康増進、疾病予防についてその基礎を学習する。

到達目標

１）健康の保持・増進や疾病の予防に栄養・食事がどのように関わっているか理解する。
２）生命維持に必要な各栄養素の代謝を理解する。
３）成長発達あるいは加齢による栄養状態の変化と食事・栄養管理について理解する。
４）傷病者や要介護者の栄養管理について理解する。

単元 内容

健康と栄養・食事

栄養と栄養素、食事・食生活と健康の関連

事前学習：栄養学（P2～16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 45分 ）

事後学習：栄養学を学ぶ意義を理解する。　　　　　　　　　　　　　　( 45分 ）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と健康・必修

授業科目名 担当教員

栄養学 中西　朋子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
1年後期

回数 講義日程

12月12日
アレルギー・免疫不全状態
の患者に使用する薬（１）

【気管支喘息と薬物療法】気管支喘息に使用する薬の分類、気管支拡張薬、ステロイド(吸
入・注射)、抗アレルギー薬【呼吸器疾患に使用する薬】鎮咳薬、去痰薬

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

12月5日
救命救急時に使用する薬
（２）

【救急カートに必要な薬】【麻酔時に使用する薬】麻酔薬、麻酔補助薬、筋弛緩
剤、【血液製剤】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

11月28日
救命救急時に使用する薬
（１）

【医薬品投与に関連する緊急状態】ショック、過量投与、救命救急時における注
意、【ショックに対して使用する薬】循環改善のために使用する薬、ステロイ
ド、輸液製剤と血液製剤【医薬品に関連した中毒の治療に使用する薬】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

11月21日 感染症に使用する薬

【細菌感染症】細菌感染症の基本事項、抗菌薬の作用機序による分類、抗抗酸菌薬、【ウ
イルス感染症】【真菌感染症】【寄生虫感染症】【消毒薬】【予防接種薬】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

11月14日
脳・中枢神経系疾患で使用
する薬（２）

【アルツハイマー型認知症治療薬】【精神疾患に用いる向精神薬】向精神薬の分
類、抗精神病薬、抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬、気分安定薬

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

11月7日
脳・中枢神経系疾患で使用
する薬（１）

【中枢神経系の働きと薬】【抗てんかん薬】【パーキンソン病治療薬】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

10月31日 癌・痛みに使用する薬

【癌に使用する薬】癌の薬物療法、薬物療法の効果と癌の種類、癌の薬物療法に
使用する薬、急性骨髄性白血病の治療薬、乳癌の治療薬、抗癌剤投与の実際、抗
癌剤の有害作用とその対策【癌性疼痛に使用する薬】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

10月24日
生活習慣病に使用する薬
(２)

【心不全】【脂質異常症】【糖尿病】【生活習慣病に随伴する急性期の脳血管障害】脳血
管障害の分類、脳血管障害(急性期)の薬物療法、頭蓋内圧亢進時の薬物療法

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

10月17日
生活習慣病に使用する薬
(１)

【生活習慣病】【高血圧】【狭心症】【心筋梗塞】【不整脈】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と健康・必修

授業科目名 担当教員

薬理学 加賀谷　肇

授業概要

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

10月10日 医薬品総論（２）

【医薬品の作用機序とその影響】薬理作用の原理、体内における薬の動き(薬物動態)体内
での動きに影響を与えるもの、好ましくない副作用(薬物有害反応)、相互作用、【医薬品
の適正使用】医薬品使用時の注意、医薬品添付文書の読み方、処方から投与まで

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

疾病の回復促進において薬物療法は重要な役割を果たしている。本教科では、薬理学の総論および各論の基礎的知識を学習し、薬物治療の目指す
もの、薬物の作用機序を学ぶ。薬物治療における看護師の役割が重視されていることを踏まえ、薬物動態（吸収･分布･代謝･排泄）、薬効に影響す
る因子、副作用及び薬物の取り扱いと管理について理解を深める。併せて臨床で多く用いられる代表的な薬物の作用機序、特徴、副作用、及び薬
物の取り扱いとその安全管理について学習する。

到達目標

薬が人体に対してどのように作用するか、薬が人体内でどのような挙動をするかなどを理解できる。人体における薬物の効果に関する科学的根拠
(有効性と安全性、作用機序、薬物の体内動態、有効性の評価、臨床的応用面など)を理解できる。薬物治療を患者ケアの視点から、薬の応用範
囲、効果、正しい使用法や投与法などを理解し、適正な薬物の管理や取り扱い方法を理解できる。

単元 内容

9月26日 医薬品総論（１）

【医薬品】医薬品を理解するために、医薬品とは、医薬品の分類、医薬品の名
前、医薬品に関連する法律、開発から臨床で使用されるまで

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項

医薬品総論(1)(2)で講義する内容は、その後の全ての講義内容で必要となる知識である。特
に、薬物の体内挙動を示す薬物動態は、医薬品の作用を理解する上で大変重要なので繰り返し
学習してほしい。講義中、必要に応じて適宜発言を求める場合があるので、必ず事前学習およ
び事後学習を行って授業に臨んで頂きたい。

評価 　授業への参加度10％　定期試験90％

教科書 　ナーシンググラフィカ　疾病の成り立ち(2)：臨床薬理学 第４版

参考図書など 　適宜紹介する

1月23日
その他の症状に使用する薬
（２）

【視覚障害】【痛みに使用する薬】頭痛、腹痛、月経痛【水分・電解質・カロ
リー不足】体内の水分・電解質組成と輸液、輸液の種類

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

1月16日
その他の症状に使用する薬
（１）

【代謝機能障害】【内分泌障害】【血液・造血器障害】【腎機能障害】【運動機
能障害】【皮膚障害】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

1月9日 消化器系疾患に使用する薬

【消化器系疾患に使用する薬の分類と特徴】消化性潰瘍治療薬、健胃消化薬、制
吐・鎮吐薬、胃腸機能調整薬、瀉下薬、止瀉薬、腸疾患治療薬、肝臓・胆嚢・膵
臓の疾患に使用する薬

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）

12月19日
アレルギー・免疫不全状態
の患者に使用する薬（２）

【関節リウマチと薬物療法】抗リウマチ薬（DMARDs）、非ステロイド性抗炎症

薬 （NSAIDs）【全身性エリトマトーデスの薬物療法】

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：板書内容を中心に授業全般について復習をする。　　　　　(６０分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年後期

回数 講義日程

留意事項
グループディスカッションなどの方法を用いて、学生同士の意見交換を行うことがあるの
で、積極的な態度で授業に臨むことを期待します。

評価 レポート50％、出席（リアクションペーパー）50％として評価する。

教科書 稲沢公一・岩崎晋也著（2014）：社会福祉をつかむ【改訂版】、有斐閣（ISBN978-4-641-17721-5）

参考図書など 適時紹介する

11月26日 これからの社会福祉

２０２５年に向けて私たちができること

事前学習：新聞記事などから関連する情報を収集する。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：2025年の自分をイメージして記録する。 　　　　　　　　　　　　　　(30分）

11月19日
社会福祉とソーシャルワー
ク

社会福祉とソーシャルワーク・ソーシャルワークの援助過程

事前学習：授業内容に関するテキスト箇所を読んでくる。　　　　　　　　　 　(30分）

事後学習：自分が感じた新しい発見とその理由を記録する。　　　　　　　 　(30分）

11月12日 社会福祉の運営

社会福祉の対象、行財政、供給体制、マンパワー

事前学習：授業内容に関するテキスト箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：自分が感じた新しい発見とその理由を記録する。　　　　　　　 　(30分）

11月5日 日本の社会福祉のあゆみ

日本の社会福祉の歴史

事前学習：授業内容に関するテキスト箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：自分が感じた新しい発見とその理由を記録する。　　　　　　　　　(30分）

10月29日 国家と社会福祉

国家はなぜ社会福祉政策を始めたのか

事前学習：新聞記事などから日本の社会福祉政策を見つけてくる。 　　  　(30分）

事後学習：自分なりの新しい発見とその理由を記録する。　　　　　  　　　　(30分）

10月22日 社会福祉の援助活動

人を助けるということ

事前学習：自分が助けられた、また、助けた経験を回想してくる。　　　　　  (30分）

事後学習：自分なりの新しい発見とその理由を記録する。　　　　　　　　  　(30分）

事後学習：事前学習のイメージと授業後のイメージの違いを記録する。　　　(30分）

10月15日 社会福祉の理念

ノーマライゼーション・ＱＯＬ・エンパワメント・ストレングスなど

事前学習：授業内容に関するテキスト箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：自分なりの新しい発見とその理由を記録する。　　　　　 　 　 　  (30分）

10月1日 社会福祉とは何か

社会福祉のイメージの共有

事前学習：自らのライフストーリーを振り返り、社会福祉のイメージを作る。　(30分）

現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係、福祉の原理をめぐる理論と哲学、福祉政策における
ニーズと資源、福祉政策の課題、相談援助活動と福祉政策との関係について学ぶ。

到達目標

１）私たちの生活と社会福祉の関わりを理解することができる。
２）何かしらの理由で日常生活を営むうえで困難な状況に置かれている人々、家族、コミュニティを理解することができる。
３）社会福祉の学びを通して、人を支援する専門職としての多角的な視点を培うことができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と健康・必修

授業科目名 担当教員

社会福祉論 岸川　学
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
1年後期

回数 講義日程

留意事項
質問は対面、メールで受け付け、回答する。学生はこの授業でアダプデッドスポーツの考え方
を熟成してください。

評価 定期試験40％、講義授業レポート10％、実技取り組み状況40％、授業レポート合10％

教科書 適宜資料等を配布する。

参考図書など  適宜紹介する

1月22日
実技・演習のまとめとミィ
―ティング

アダブテッドスポーツの理解度・到達度を確かめるために実技のまとめを行う
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

1月15日
アダブテッドスポーツ総合
的実技・演習

ブラインド・車いすバドミントン・卓球等の実習演習
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　31分）

1月8日
アダブテッドスポーツ（脊
髄損傷者）【5】

車いすバドミントン・卓球等の実習演習
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

12月18日
アダブテッドスポーツ（脊
髄損傷者）【4】

車いす卓球・車いすバドミントンの実技演習
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

12月11日
アダブテッドスポーツ（脊
髄損傷者）【3】

シッティングバレーボールの理解と実技
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

12月4日
アダブテッドスポーツ（脊
髄損傷者）【2】

車いすツインバスケットボールの理解と実技
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

11月27日
アダブテッドスポーツ（脊
髄損傷者）【1】

車いすバスケットボールの理解と実技
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

11月20日
アダブテッドスポーツ（視
覚障害【2】）

アダブテッドスポーツの実技・演習
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

11月13日
アダブテッドスポーツ（視
覚障害者【1】）実技・演習

視覚障がい者スポーツの理解と実技（サウンドテーブルテニスとゴールボール）
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

11月6日
アダブテッドスポーツの意
義と体験実習

アダブテッドスポーツの意義を通して、残存機能の活用　視覚障害者の擬似体験
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

10月30日
障がい者の社会参加とリハ
ビリテーション

障害者のスポーツ活動をとおして社会参加とリハビリテーションの効果について説明
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

10月23日
アダブテッドスポーツと障
がい者福祉施策

アダブテッドスポーツを行う意義をとおして、障害者福祉施策のあり方（障害者
手帳の活用等）
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

10月16日
障がい者スポーツの歴史
（世界・日本）

障害がい者の競技スポーツの始まりからパラリンピック競技大会への発展についてに解説

事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と健康・選択

授業科目名 担当教員

障がい者スポーツ(後期) 山下輝明

授業概要

事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

10月9日
障がいの理解とアダブテッ
ドスポーツ

障がいの理解について障害者の体育・スポーツ活動、アダブテッドスポーツの提
唱と種目の説明（映像使用）
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
事後学習：資料にて復習しておくこと　　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

対象者に適応させるスポーツ（Adapted Sports）という考え方のもと、全ての人に通じるスポーツ（Sports for All）やノーマライゼーションの
理念をめざす上でより幅広い考え方を養うため、障害の特性とスポーツのかかわり、障がい者のスポーツの意義や効果、歴史や現状、指導法等に
ついて学ぶ。また、内容は日本がい害者スポーツ協会の初級、中級指導員資格カリキュラムに準じて行う。

到達目標

1)障がい者スポーツ（アダブテッドスポーツ）の基本・特性を知り、アダブテッドスポーツとは何かを理解する。
2)その障がい者とスポーツの結びつきをサポートすることによって、障害者にとって健康的な生活が生まれることを理解する。
3)障がい者スポーツの、実情とその振興について基本的な内容を理解する。
4)身近な障害者に対してスポーツ活動の実習・演習をとおして、支援が行えるよう学習する。

単元 内容

9月25日 オリエンテーション
担当教員の紹介、授業の目標、シラバスの説明
事前学習：実技に伴う演習のため特になし　　　　　　　　　　　　　(　　分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

4月4日

4月11日

4月18日

4月25日

5月2日

5月9日

5月16日

5月23日

5月30日

6月6日 ポートボールExe.Ⅱ
バドミントン

柔らかいボールを用いたレクリエーションおよび身体運動の実践（バドミントン）

事前学習：ソフトジムボール特性や用途について予習する　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

フライングディスクを用い
たレクリエーションExe.Ⅲ

フライングディスクを用いたレクリエーション及び身体運動（ディスクゴルフ、
アルティメット、ドッジビー）

事前学習：フライングディスクの特性や用途について予習する (30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

ポートボールExe.Ⅰ
バドミントン

柔らかいボールを用いたレクリエーションおよび身体運動の実践（バドミントン）

事前学習：ソフトジムボール特性や用途について予習する　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

フライングディスクを用い
たレクリエーションExe.Ⅰ

フライングディスクを用いたレクリエーション及び身体運動（ディスクゴルフ、
アルティメット、ドッジビー）

事前学習：フライングディスクの特性や用途について予習する　　　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

フライングディスクを用い
たレクリエーションExe.Ⅱ

フライングディスクを用いたレクリエーション及び身体運動（ディスクゴルフ、
アルティメット、ドッジビー）

事前学習：フライングディスクの特性や用途について予習する　　　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

バランスボールレクリエー
ションexe.Ⅰ

高齢者のためのバランスボールを用いたレクリエーション及び身体運動の実践

事前学習：レクエーション活動とスポーツの違いついて予習する　　　(30分）

事後学習：授業内容を踏まえ高齢者の身体活動における留意点についてまとめる(30分）

バランスボールレクリエー
ションexe.Ⅱ

高齢者のためのバランスボールを用いたレクリエーション及び身体運動の実践

事前学習：レクエーション活動とスポーツの違いついて予習する　　　(30分）

事後学習：授業内容を踏まえ高齢者における留意点についてまとめる　(30分）

体力測定実習Ⅰ

高齢者を対象とした体力測定の実践方法と評価について実施及び解説

事前学習：体力測定の方法について予習する　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：測定結果についてまとめる　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

ストレッチング/バランス
ボールExe.

柔軟性のチェック及びストレッチング指導方法の解説およびバランスボールを用いて
の簡単身体運動の実践

事前学習：バランスボールの特性について予習する　　　　　　　　　(30分）

事後学習：自己の柔軟性を踏まえボール用途について考察する　　　　(30分）

年代、体力、障害等を考慮した身体運動の必要性及び指導上の注意事項に関する基礎的知識を理解する。高齢者を対象とした
QOLを高めるための測定、体操、各種ニュースポーツの基礎的能力を身につける。

到達目標

1)身体運動の必要性及び重要性について理解し、説明できる。
2)対象者の状態に合わせたレクリエーションの計画立案と暗然を留意した運動指導ができる。
3)対象者が楽しく参加できる身体運動を支援するための子コミュ能力を養う。

単元 内容

オリエンテーション・身体
運動の重要性の理解

授業の内容についての説明及び身体運動の重要性についての解説

事前学習：身体活動と一般的な運動の違いについて予習する　　　　　(30分）

事後学習：これからの学生生活における身体活動の在り方をまとめる　(30分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と健康・選択

授業科目名 担当教員

レクリエーションスポーツ
（前期）

富田　エミ
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回数 講義日程 単元 内容

6月13日

6月20日

6月27日

7月4日

7月11日

留意事項
授業の内容はあくまで予定であり、施設のや用具の状況や授業の進行状況によって変更することが
あります。授業は学生諸君が主役です。体調に留意し積極的に参加してください。質問等ある場合
は、いつでも質問を聞きに来てください。

評価 授業への取り組み30％,レポートおよび試験60％,その他10％

教科書 適宜資料を配布する

参考図書など 適宜紹介する

体力測定実習Ⅱ

高齢者を対象とした体力測定の実践方法と評価について実施及び解説。

事前学習：体力測定の方法について予習する　　　(30分）

事後学習：当初に行った測定結果と比較し、自身の体力について考察する(30分）

その他のレクリエーション
スポーツ及びまとめ

その他レクリエーションスポーツを体験及びまとめ

事前学習：様々なレリエーションスポーツについて予習する　(30分）

事後学習：健康増進におけるレクリエーションの意義についてまとまる(30分）

卓球Ⅱ/ソフトバレーボール

卓球ゲームを用いての身体運動　（運動中の脈拍を測定）

事前学習：レクリエーションとしての卓球の在り方について考える(30分）

事後学習：ゲームを振り返り、レクリエーションとしての工夫をまとまる(30分）

卓球Ⅲ/ソフトバレーボール

卓球ゲームを用いての身体運動　（運動中の脈拍を測定）

事前学習：レクリエーションとしての卓球の在り方について考える　(30分）

事後学習：ゲームを振り返り、レクリエーションとしての工夫をまとまる(30分）

卓球Ⅰ/ソフトバレーボール

卓球ゲームを用いての身体運動　（運動中の脈拍を測定）

事前学習：卓球のルールについて予習する　　　(30分）

事後学習：運動中の強度について振り返り、身体運動として重要性を考察する(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

9月27日

10月11日

10月18日

10月25日

11月1日

11月8日

11月15日

11月22日

11月29日

フライングディスクを用い
たレクリエーションExe.Ⅲ

フライングディスクを用いたレクリエーション及び身体運動（ディスクゴルフ、
アルティメット、ドッジビー）

事前学習：フライングディスクの特性や用途について予習する (30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

ポートボールExe.Ⅰ
バドミントン

柔らかいボールを用いたレクリエーションおよび身体運動の実践（バドミントン）

事前学習：ソフトジムボール特性や用途について予習する　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

フライングディスクを用い
たレクリエーションExe.Ⅰ

フライングディスクを用いたレクリエーション及び身体運動（ディスクゴルフ、
アルティメット、ドッジビー）

事前学習：フライングディスクの特性や用途について予習する　　　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

フライングディスクを用い
たレクリエーションExe.Ⅱ

フライングディスクを用いたレクリエーション及び身体運動（ディスクゴルフ、
アルティメット、ドッジビー）

事前学習：フライングディスクの特性や用途について予習する　　　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

バランスボールレクリエー
ションexe.Ⅰ

高齢者のためのバランスボールを用いたレクリエーション及び身体運動の実践

事前学習：レクエーション活動とスポーツの違いついて予習する　　　(30分）

事後学習：授業内容を踏まえ高齢者の身体活動における留意点についてまとめる(30分）

バランスボールレクリエー
ションexe.Ⅱ

高齢者のためのバランスボールを用いたレクリエーション及び身体運動の実践

事前学習：レクエーション活動とスポーツの違いついて予習する　　　(30分）

事後学習：授業内容を踏まえ高齢者における留意点についてまとめる　(30分）

体力測定実習Ⅰ

高齢者を対象とした体力測定の実践方法と評価について実施及び解説

事前学習：体力測定の方法について予習する　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：測定結果についてまとめる　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

ストレッチング/バランス
ボールExe.

柔軟性のチェック及びストレッチング指導方法の解説およびバランスボールを用い
ての簡単身体運動の実践

事前学習：バランスボールの特性について予習する　　　　　　　　　(30分）

事後学習：自己の柔軟性を踏まえボール用途について考察する　　　　(30分）

年代、体力、障害等を考慮した身体運動の必要性及び指導上の注意事項に関する基礎的知識を理解する。高齢者を対象とした
QOLを高めるための測定、体操、各種ニュースポーツの基礎的能力を身につける。

到達目標

1)身体運動の必要性及び重要性について理解し、説明できる。
2)対象者の状態に合わせたレクリエーションの計画立案と暗然を留意した運動指導ができる。
3)対象者が楽しく参加できる身体運動を支援するための子コミュ能力を養う。

単元 内容

オリエンテーション・身体
運動の重要性の理解

授業の内容についての説明及び身体運動の重要性についての解説

事前学習：身体活動と一般的な運動の違いについて予習する　　　　　(30分）

事後学習：これからの学生生活における身体活動の在り方をまとめる　(30分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と健康・選択

授業科目名 担当教員

レクリエーションスポーツ
（後期）

富田　エミ
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回数 講義日程 単元 内容

12月6日

12月13日

12月20日

1月17日

1月24日

留意事項
授業の内容はあくまで予定であり、施設のや用具の状況や授業の進行状況によって変更することが
あります。授業は学生諸君が主役です。体調に留意し積極的に参加してください。質問等ある場合
は、いつでも質問を聞きに来てください。

事前学習：様々なレリエーションスポーツについて予習する　(30分）

事後学習：健康増進におけるレクリエーションの意義についてまとまる(30分）

教科書 適宜資料を配布する

参考図書など 適宜紹介する

評価 授業への取り組み30％,レポートおよび試験60％,その他10％

その他のレクリエーション
スポーツ及びまとめ

その他レクリエーションスポーツを体験及びまとめ

事後学習：ゲームを振り返り、レクリエーションとしての工夫をまとまる(30分）

体力測定実習Ⅱ

高齢者を対象とした体力測定の実践方法と評価について実施及び解説。

事前学習：体力測定の方法について予習する　　　(30分）

事後学習：当初に行った測定結果と比較し、自身の体力について考察する(30分）

1月10日
卓球Ⅲ/ソフトバレーボー
ル

卓球ゲームを用いての身体運動　（運動中の脈拍を測定）

事前学習：レクリエーションとしての卓球の在り方について考える　(30分）

卓球Ⅱ/ソフトバレーボー
ル

卓球ゲームを用いての身体運動　（運動中の脈拍を測定）

事前学習：レクリエーションとしての卓球の在り方について考える(30分）

事後学習：ゲームを振り返り、レクリエーションとしての工夫をまとまる(30分）

ポートボールExe.Ⅱ
バドミントン

柔らかいボールを用いたレクリエーションおよび身体運動の実践（バドミントン）

事前学習：ソフトジムボール特性や用途について予習する　　(30分）

事後学習：体験を通じて、考えられるレクリエーションについてまとめる(30分）

卓球Ⅰ/ソフトバレーボー
ル

卓球ゲームを用いての身体運動　（運動中の脈拍を測定）

事前学習：卓球のルールについて予習する　　　(30分）

事後学習：運動中の強度について振り返り、身体運動として重要性を考察する(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

教科書 「情報リテラシーOffice2010―30時間アカデミック」 　実教出版　1337円 ISBN：978-4-407-32256-9 

参考図書など

留意事項

毎回の講義にはPowerPointによるコンテンツを用い、事前にインターネットでダウンロード可
能とするので、予習並びに授業中に出来なかった点を復習すること。
URL：http://istrm.xsrv.jp/sums/it/　ID：sums　パスワード：2018

7月20日 PowerPoint（２）
プレゼンテーションの作成
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）

評価 授業への参加状況（毎回の課題提出 50％）、期末演習（50％）で評価する。 

7月13日 PowerPoint（１）
MS-PowerPointの基本
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

7月6日 Excel（７）
データベースの利用
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

6月29日 Excel（６）
グラフと図形
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

6月22日 Excel（５）
数式の演習（２）
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

6月15日 Excel（４）
数式の演習（１）
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

6月8日 Excel（３）
表の印刷と数式
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

6月1日 Excel（２）
表の作成
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

5月25日 Excel（１）
MS-Excelの基本とデータ入力・編集
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

5月18日 Word（４）
長文の作成
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

5月11日 Word（３）
文書の編集
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

4月27日 Word（２）
ページ設定と表の作成
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

4月20日 Word（１）
MS-Wordの基本
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と情報・選択

授業科目名 担当教員

情報リテラシー 相澤　直行

授業概要

事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

4月13日 コンピュータの基礎
Windowsの基本操作
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
事後学習：授業で行った課題を確認して自分のものとする。　(30分）

学習においてコンピュータを有効に活用するための能力（コンピュータリテラシー）を身につける。現代社会における情報
と、ICT（Information and Communication Technology）の意義について理解し、情報を収集・活用していくための方法と
技術を修得する事を目的とする。

到達目標

(1）コンピュータ（Windows）の基本的使い方を理解している。(2）WordやExcelを理解し、実務に使うことができる。
(3）PowerPointを使った研究発表ができる。

単元 内容

4月6日 ITリテラシーとは
SNSの安全な利用
事前学習：　ホームページにアップされた授業コンテンツを読んでくる。　(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項 研究法の学習経験は問わず、準備学習は特に求めない。復習に重点を置くこと。

評価 出席、提出物により判断する。

教科書 特に指定しない。

参考図書など 必要に応じて適宜照会する

1月24日 総括

第1〜14回で学習したことのまとめ

事前学習：第1〜14回で学習したことの復習　　　　　 

事後学習：第1〜14回で学習したことの復習　( 60 分）

1月17日 研究成果公表

成果を形にするには？その意義は？　学会発表、論文、特許について

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：論文投稿方法、特許取得までの流れについての復習　( 60 分）

1月10日 研究計画書の作成２

これまでに学んだ知識を活かして研究計画書を作製しよう

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：研究計画書の見直し　( 60 分）

12月20日 研究計画書の作成１

これまでに学んだ知識を活かして研究計画書を作製しよう

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：研究計画書の作製　　　　　　　　( 60 分）

12月13日 研究計画書の作成方法

研究計画書に必要なものは？計画書の構成と作成方法

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：研究計画書の構成に関する復習　　( 60 分）

12月6日 研究倫理

倫理を知らずして研究は行えない。倫理について学ぼう

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：研究倫理の復習　　　　　　　　　　( 60 分）

1限履修者
12/3(月)1限
2限履修者
12/4(火)5限

研究デザインの実際

様々な研究デザインの論文を検索して読んでみよう

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：研究デザインについての復習　　　( 60 分）

11月29日 研究デザイン

研究デザインの選択　目的を達成するために最適な研究方法は？

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：前回の復習　　　　　　　　　　　( 60 分）

11月22日
論文の絞り込み（実践
編）

効率的に英語論文を検索するには？　なぜ英語でなければならないのか？

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：論文の絞り込みについての復習　　( 60 分）

11月15日 論文検索（実践編）

これができなきゃはじまらない。英語論文を実際に検索しよう　

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：検索論文を読む　　　( 60 分）

11月8日 論文検索、論文の構造

研究開始前の下調べ。英語論文の検索

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：論文検索法の復習　　　　　　　　　( 60 分）

11月1日
疑問の構造化（実践
編）

自分の疑問をPICO/PECOにして構造化してみよう

事前学習： 特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：PICO/PECOの復習　　　　　　　　　　( 60 分）

10月25日 疑問の構造化

疑問を持ったことを研究の形にするには？ PICO/PECOとは

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：特になし　　　　　　　　　　　　  (　0 分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と情報・リハ必修

授業科目名 担当教員

研究法入門 内田健太郎

授業概要

事後学習：特になし　　　　　　　　　　　　  (　0 分）

10月18日 疑問を持つトレーニング

疑問がなければ研究は始まらない。疑問をもつトレーニング

事前学習：特になし　　　　　　　　　　      (　0 分）

事後学習：特になし　　　　　　　　　　　　  (　0 分）

研究を行うに必要な研究の目的、対象の選び方と方法、結果の解析、関連論文の検索方法、研究発表の方法について学ぶ。
さらに研究倫理についても把握する。

到達目標

1. 研究の意義と役割を理解することができる。2. 論文を検索し、研究に関連した情報を収集できるようになる. 研究課題
の選択・明確化をし、それに応じた研究方法を考えることができる。5. 研究を実施するにあたって必要となる倫理的配慮
を理解することができる。6. 研究計画書の作成方法を理解することができる。

単元 内容

9月27日 オリエンテーション

研究とは 研究に必要なことは？

事前学習：特になし　  　　　　　            (　0 分）

45



授業形態
単位数
(時間数）

配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年前期

回数 講義日程

4月18日

4月18日

5月2日

5月2日

5月9日

5月9日

5月23日

5月23日

留意事項 適宜提示する。

事後学習：　ポイントの整理　　（１５分）

教科書
シンプル衛生公衆衛生学　南江堂　小山洋・辻一郎編集　発行年月2015.3
ＩＳＢＮ：978-4-524-25713-3

参考図書など 適宜紹介する。

評価 レポート100％

国際保健・医療・まとめ

途上国の健康問題・まとめ

事前学習：

学校保健・産業保健

子どもの健康状況・労働災害

事前学習：　不要

事後学習：　　ポイントの整理　（１０分）

高齢者保健・医療・介護

高齢者の生活と健康・介護保険

事前学習：　　　不要

事後学習：　ポイントの整理　　（１０分）

環境保健

各種の環境要因

事前学習：　　　　　不要

事後学習：　ポイントの整理　　　（１０分）

地域保健と保健行政・母子保
健

地域保健活動・母子保健水準

事前学習：　　　　　不要

事後学習：　ポイントの整理　　（１０分）

疫学・疾病予防と健康管理

疫学の方法・健康管理

事前学習：　　　不要

事後学習：　　ポイントの整理　　（１０分）

主な疾病の予防

感染症・予防接種・各種の疾患

事前学習：　　　　不要

事後学習：　ポイントの整理　　　（１０分）

公衆衛生の概念及び歴史を踏まえて、健康の指標、人口問題と公衆衛生、衛生統計、疫学、医療・保健・福祉における衛生行政、労働
衛生および環境衛生・公害及び公衆衛生の国際協力等について学習する。また、疾病予防と健康管理、地域保健と衛生行政、学校保
健、産業保健および健康成立の要因と保健活動、人間を取り巻く環境と公衆衛生活動の意義と役割と組織的な公衆衛生活動について
学習する。

到達目標

疫学研究デザインを理解し、各領域の健康指標・疾病予防の実態が理解できる

単元 内容

ガイダンスとイントロダクショ
ン

ガイダンスと公衆衛生学の歴史

事前学習：　　不要

事後学習：　ポイントの整理　　　（１０分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・必修

授業科目名 担当教員

公衆衛生学 竹内　文乃
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年前期

回数 講義日程

留意事項 適宜提示する。

評価 定期試験100%

教科書
シンプル衛生公衆衛生学2016　南江堂　小山洋・辻一郎編集　発行年月201６.3
ＩＳＢＮ：978-4-524-25931-1

参考図書など 国民衛生の動向2016/2017

7月19日
5限

まとめ

総合演習

事前学習：不要

事後学習：確認　　　（15分）

7月19日
4限

保健　各論

母子保健・学校保健・産業保健・精神保健及び高齢者の保健につい
て学ぶ

事前学習：不要

事後学習：ポイントの整理　　　（10分）

7月5日
5限

環境保健

環境保健・環境衛生について学ぶ

事前学習：不要

事後学習：ポイントの整理　　（10分）

7月5日
4限

主な疾病の予防

生活習慣病やがんなどの予防について学ぶ

事前学習：不要

事後学習：ポイントの整理　　（10分）

6月21日
5限

疾病予防と健康管理・地域保
健と保健行政

個人及び地域における健康づくりについて学ぶ

事前学習：不要

事後学習：ポイントの整理　　（10分）

6月21日
4限

保健統計と疫学

公衆衛生を理解するツールとして保健統計と疫学について学ぶ

事前学習：不要

事後学習：ポイントの整理　　（10分）

事後学習：ポイントの整理    （10分）

6月7日
5限

保健医療福祉の制度と法規

日本における保健医療福祉行政と制度について学ぶ

事前学習：不要

事後学習：ポイントの整理　　（10分）

6月7日
4限

衛生学・公衆衛生学序論・国
際保健医療

公衆衛生に関する全体の枠組みをとらえる

事前学習：　　　不要

保健医療福祉行政の基礎知識、地域における健康問題とその解決に必要な社会資源と保健医療福祉サービスおよび
その評価・調整する基礎的な方法について学習する。特に保健医療福祉行政の根拠、保健医療福祉行政の目指すも
の、プライマリヘルスケア、ヘルスプロモーションを中心に、保健医療福祉における課題と政策の発展について学習す
る。

到達目標

医療従事者として必要な、公衆衛生についての基礎知識を身につける。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・必修

授業科目名 担当教員

保健行政論 亀田　義人
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項 私語は厳禁とする

評価 すべて試験の結果で判断する

教科書 適宜レジュメを配布する

参考図書など

7月30日 まとめ

法的思考に基づく事実の認定

事前学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：講義で学びえた内容について復習すること　　　　　　　　(６０分）

7月23日 医事法（３）

医療事故

事前学習：事前配布する判例の事実を読んでおくこと　　　　　　　　(３０分）

事後学習：講義で説明した判例について振り返ること　　　　　　　　(６０分）

7月9日 医事法（２）

患者の権利

事前学習：事前配布する判例の事実を読んでおくこと　　　　　　　　(３０分）

事後学習：講義で説明した判例について振り返ること　　　　　　　　(６０分）

7月2日 医事法（１）

医療従事者に関わるルール

事前学習：事前配布する判例の事実を読んでおくこと　　　　　　　　(３０分）

事後学習：講義で説明した判例について振り返ること　　　　　　　　(６０分）

6月25日 刑事法

犯罪の構成要件、刑事責任および刑事手続き

事前学習：講義内で指示された事項につき検討　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

6月18日 労働法

労働環境に関わるルール

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

6月11日 民法（４）

家族関係に関わるルール

事前学習：テキスト内の指定された箇所を読んでおくこと　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

6月4日 民法（３）

人に関わるルール

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(３０分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

5月28日 民法（２）

財産に関わるルール

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

5月21日 民法（１）

日常生活における法の役割

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

5月14日 憲法（３）
基本的人権

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

5月7日 憲法（２）
自由とは

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

4月23日 憲法（１）
基本的人権

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(３０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・看護必修

授業科目名 担当教員

法学（含日本国憲法） 長岐　郁也

授業概要

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

4月16日 法制度の基礎的理解
法の分類、解釈および裁判制度等

事前学習：講義内で指示された事項につき検討すること　　　　　　　(６０分）

事後学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

我が国の法の核である日本国憲法を中心に我が国の法体系全体と法の仕組みとはたらきを学習する。また、大学生が教養として持つべき基本的な
法に関する知識について学習する。その際必要に応じて、現実に起こった問題に対して自ら考察できるように、民法、刑法などの重要な法律の概
要などを含めて学習する。

到達目標

1) 憲法を筆頭に医療に従事する者として、その環境に関連する法律の存在とその内容について概観し、法の存在を意識付けできる。
2)講義において用いる判例を通じて、実際の法の適用であったり、基礎的解釈をおこなうことができる。
3）法が担う役割について考えることができる素地を身に付けることができる。

単元 内容

4月9日 ガイダンス
法の存在意義および医療と法のかかわりについて

事前学習：なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項 私語、スマートフォン・携帯電話の使用、内職などは厳重に対処する。

評価 定期試験80％、平常点20％　

教科書 南雲保編（2016）：やさしい基礎生物学第２版、羊土社（ISBN978-4-7581-2051-7）

参考図書など 授業および配布資料を通じて適宜紹介する。

7月11日 環境③

生命科学技術と社会

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

7月4日 環境②

生物の進化と多様性

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

6月27日 環境①

生物と環境が作る生態系

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

6月20日 生命体の反応と調整③

免疫の仕組み

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

6月13日 生命体の反応と調整②

遺伝の仕組み

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

6月6日 生命体の反応と調整①

多細胞生物の自己維持

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

5月30日 生命体の連続性③

生殖と発生

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

5月23日 生命体の連続性②

細胞の遺伝伝達

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

5月16日 生命体の連続性①

細胞の分裂

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

5月9日 生命体の構造と生命誕生⑤

生体とエネルギー

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

5月2日 生命体の構造と生命誕生④

遺伝子の構造と機能

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

4月25日 生命体の構造と生命誕生③

生命体を構成する物質

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

4月18日 生命体の構造と生命誕生②

細胞の構造

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・選択

授業科目名 担当教員

生物学 佐々木　博之

授業概要

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

4月11日 生命体の構造と生命誕生①

生命誕生と細胞の構造

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）

事後学習：配布資料の課題に取り組む　　　　　　　　　　　　　　(　30　分）

生物にかかわる現象を研究する生物学を通して、生物の本質と生命観を学習するとともに、ヒトとその他の動物を比較しな
がら、生態系、細胞の構造、骨格、消化、吸収、排泄および生殖・発生・進化などについて学習し、生物学的にヒトはどの
ようなものかを探求しヒトの理解を深める基礎とする。

到達目標

この講義を通じて生物学に関する基礎的なことを学習し、専門基礎科目を学ぶために必要な学力を身につけることを目標とする。

単元 内容

4月4日 総論と生物学の基礎

生物学の概要

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所に目を通す　　　　　(　10　分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

6月5日
周期運動
（八木　健一郎）

等速円運動をする物体の速度、加速度と運動方程式、単振動

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

5月29日
仕事とエネルギー２
（小宮　克美）

仕事と運動エネルギーの関係、重力のする仕事と重力ポテンシャルエネルギー、
力学的エネルギー保存則

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

5月22日
仕事とエネルギー１
（小宮　克美）

力と仕事、仕事率（パワー）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

5月15日
力と運動２
（小宮　克美）

地球の重力、力の合成と分解、摩擦力

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

5月8日
力と運動１
（小宮　克美）

ニュートンの運動の法則、直線運動での運動の法則

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

5月1日
運動３
（小宮　克美）

直線運動をする物体の加速度、等加速度直線運動

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

4月24日
運動２
（小宮　克美）

直線運動をする物体の速度と変位

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・選択

授業科目名 担当教員

物理学 八木　健一郎、小宮克美

授業概要

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

4月17日
運動１
（小宮　克美）

速さ、直線運動をする物体の位置と速度

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

自然を支配する基本的法則のうち、力学、流体、波動、電磁気学の分野について、生体の機能に関係した物理現象を例にし
て学ぶ。具体的には物体の位置と速度・加速度、質量・重さ・重力、力と加速度・仕事と力学的エネルギー・力のモーメン
ト・温度と気体の法則・力と圧力・生体の発生する電気信号等について学ぶ。

到達目標

１）　物理量の基本単位の定義を説明できる。
２）　基本単位を組み合わせた組立単位を説明できる。
３）　運動の法則について理解し、力、質量、加速度、仕事などの相互関係を説明できる。
４）　直線運動、円運動、単振動などの運動を、数式を用いて説明できる。
５）　運動エネルギー、位置エネルギー、熱エネルギー、化学エネルギーなどの相互変化について例を挙げて説明できる。
６）　光、音、電磁波などの波の性質を理解し、反射、屈折、干渉などの特性を説明できる。
７）　電荷と電流、電圧、電力、オームの法則などを説明できる。

単元 内容

4月10日
はじめに
（八木　健一郎）

物理学とは、物理量は「数値]×「単位」という形をしている、
国際単位系、大きな量と小さな量の表し方

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項 質問は対面、メールで受け付け、回答する。

評価 定期試験６０％、小テスト４０％

教科書 「第３版　物理学入門」原康夫、学術図書出版社（2015）ISBN 978-4-7806-0500-6

参考図書など 適宜紹介する。

7月17日
電磁気学
（八木　健一郎）

磁石と磁場、電流のつくる磁場、
運動する荷電粒子にはたらく磁気力と電流にはたらく磁気力

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

7月10日
電荷と電流２
（八木　健一郎）

電位、オームの法則、電源の仕事率と電流の仕事率

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

7月3日
電荷と電流１
（八木　健一郎）

電荷と電荷の保存則、電流、クーロンの法則、電場

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

6月26日
熱と温度
（八木　健一郎）

熱と温度

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

6月19日
波動２
（八木　健一郎）

光波

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）

6月12日
波動１
（八木　健一郎）

波の性質、音波

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(３０分）

事後学習：授業内容や小テストなど、授業全体について復習する。　　(６０分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

9月25日

10月9日

10月16日

10月23日

10月30日

11月6日 事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容をノートにまとめ、用語の理解につとめる　(30分）

11月13日

11月20日

事後学習：授業内容をノートにまとめ、用語の理解につとめる　(30分）

教科書 コンパス生化学（南江堂）

参考図書など プロッパー細胞生物学 (化学同人)、集中講義 生化学 (MEDICALVIEW)

留意事項
授業に関する質問は、講義中、または講義終了後に受け付けます。

代謝調節

細胞膜受容体と細胞内情報伝達経路

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　(30分）

評価 定期試験で評価する(100%)。

アミノ酸・ペプチド、タンパク質

アミノ酸とそのタンパク質の主要な機能、タンパク質の機能発現と翻訳後修飾

ビタミン・金属

ビタミンの構造・機能と欠乏症・過剰症

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　(30分）

事後学習：授業直前に配布する演習問題を解いて復習し、ノートにまとめる　(60分）

糖質代謝・脂質代謝

解糖系、クエン酸回路と電子伝達系、脂肪酸の合成・分解

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　(30分）

事後学習：授業内容をノートにまとめ、用語の理解につとめる　(30分）

核酸・ヌクレオチド

核酸の種類・構造とその役割、セントラルドグマ、ＤＮＡの複製、転写と翻訳の
メカニズム

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容をノートにまとめ、用語の理解につとめる　(30分）

糖質

糖質と脂質の分類，構造の特徴と役割

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容をノートにまとめ、用語の理解につとめる　(30分）

脂質

脂肪酸とコレステロールの生合成経路

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容をノートにまとめ、用語の理解につとめる　(30分）

人体の生命現象を化学的方法で解明するために、生体を構成する糖質、脂質、タンパク質等の物質を理解すると共に、それらの生体内の
物質代謝とエネルギー獲得、および遺伝情報とその発現について学習する。

到達目標

1.　原核細胞と真核細胞の違い、細胞内小器官の構造と機能について説明できる。
2.　単糖、二糖、多糖などの糖質と脂質を分類し，構造の特徴と役割を説明できる。
3.　解糖系、クエン酸回路と電子伝達系について説明できる。
4.　アミノ酸とそのタンパク質の主要な機能を列挙し、タンパク質の機能発現に必要な翻訳後修飾について概説できる。
5.　脂肪酸の分解、生合成経路、コレステロールの生合成と代謝を説明できる。
6　.ビタミンの機能と調節及び核酸の種類と構造、および役割について説明できる。
7.　遺伝子発現に関するセントラルドグマ、DNAの複製の過程、遺伝子の転写と翻訳のメカニズムを説明できる。
8.　細胞膜受容体、細胞内情報伝達に関与するセカンドメッセンジャーなど細胞内伝達経路について概説できる。

単元 内容

細胞の分類、構造と細胞小器
官の機能

原核細胞と真核細胞の相違点、細胞内小器官の構造と機能

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容をノートにまとめ、用語の理解につとめる　(30分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・選択

授業科目名 担当教員

生化学 里　史明
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項

評価 レポ－ト80％、出席状況20％として評価する。

教科書 特になし、配布資料をきちんとファイルしておくこと

参考図書など 吉原富子編著（2015）生活と環境（第３刷）宣協社

5月31日
生活環境の視点から衣・
食・住におけるリスク

身近な環境論という理解から衣・食・住の視点からリスクを考えてみる。そこか
らこれまでの学びとの関連性を見出してまとめとする。

事前学習：これまでの配布資料をまとめておく。　　　　(20　分）

事後学習：これまでの学びから興味のある分野について考えておく。　(　10分）

5月24日 廃棄物処理

廃棄物の定義と種類

事前学習：廃棄物について考えてみる。　　　　(　10分）

事後学習：廃棄物削減の方法を各自生活の中で実践してみる。　　　　(　480分）

5月17日
水質汚濁、大気汚染、土壌
汚染に関するまとめと補足
説明

３,４,５回のまとめと各単元で説明しきれなかった領域、箇所を説明する。過去
を学び現状を把握し今後の対策を学ぶ。さらにふれなかったラムサ－ル条約をは
じめ法規制についての解説をする。

事前学習：これまでの復習をしておく。　　　　(　90分）

事後学習：これまでのまとめと補足説明部分を理解しておく　　　　(60　分）

5月10日 土壌汚染

水質、大気、同様に土壌汚染について理解をする。これまでの水、大気を含め改
善法を紹介する。

事前学習：土壌での問題として何が考えられるか各自考えをまとめておく。(60分）

事後学習：大気汚染物質が影響を与える疾病、健康被害についてまとめておく。(90分）

事後学習：排出基準、環境基準を理解する。浄水場のシステムを調べる　(90分）

事後学習：配布資料について講義を聞きながらではあるがまとめていく。（90分）

事後学習：健康被害、環境汚染への対策改善はなされたか検証する　　(90　分）

4月26日 大気汚染

大気をテ－マに汚染物質を考える。水質同様に指標となっている項目について理
解する。ＰＭ2.5の実態は？

事前学習：大気汚染物質にはどんなものがあるか各自考えてくる。　(　60分）

4月19日 水質汚濁、指標

水質をテ－マに汚染物質を考える。水質汚濁の指標はどんな項目があげられるの
か。水質の基準値はどのように設定されているのか。

事前学習：住んでいる地域の河川の水質を調査をする。　　　　(60　分）

4月12日 生活領域における汚染物質

まずは身近な生活に影響した汚染物質の実態とは？

事前学習：生活環境での汚染物質の種類を各自考えておく。　　　　(60　分）

事後学習：配布資料に沿って理解を深める。　　　　(90　分）

4月5日 環境汚染・健康被害

過去のいわゆる公害病を事例として背景を知る。

事前学習：　公害病について一つは調べてくる。　　　(　60分）

環境保全は２１世紀に生きる人類にとって、その存亡をかけた最大の問題である。環境問題とは何か。環境保全の歴史、環
境問題が地球全体にかかわる問題であることを学習し、その問題にどう対処するかを現代人として論考できる能力を養う。

到達目標

環境汚染、健康被害についての事例、症例から環境問題を理解できるようになる。未来に向けて持続可能な社会を構築する
ための対策を考える能力を養うことができる。環境基本法が平成になって制定されたことへの理解を学びを深めることで理
解できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・選択

授業科目名 担当教員

環境論 吉原　富子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項 授業中、毎回発言を求める。事前学習を忘れても真摯な態度で授業に臨んでください。

評価 定期試験：９０％、出席・参加状況：１０％（１回欠席減点２％）

教科書 福田国彦ほか（２０１２）：系統看護学講座、別巻、臨床放射線医学、医学書院

参考図書など 適宜紹介する

11月21日
放射線治療各論
（星川　嘉一）

各種腫瘍に対する放射線治療の概要。
治療効果と早期反応。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　(30分）

事後学習：授業全体に復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

11月14日
放射線治療総論
（星川　嘉一）

放射線治療における原理と基礎及び医療者の役割。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　(30分）

事後学習：授業全体に復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

11月7日
（星川　嘉一）

IVR(Interventional Radiology)の概念。
実際と有用性。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　(30分）

事後学習：血管解剖を復習する。授業全体に復習する。　　　　　　　(60分）

10月31日
超音波検査・核医学
（須山　淳平）

超音波検査・核医学、原理と実際。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　(30分）

事後学習：授業全体に復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

10月24日
Ｘ線診断・CT・MRI
（須山　淳平）

Ｘ線診断・CT・MRIの実際。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　(30分）

事後学習：画像解剖を復習する。授業全体に復習する。　　　　　　　　(60分）

10月17日
画像診断概論
（須山　淳平）

医療現場における画像診断の有用性。
画像診断における安全性の確保とセーフティーマネジメント。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　(30分）

事後学習：授業全体に復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：授業全体に復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

10月10日
放射線被ばく
（星川　嘉一）

放射線による障害と防護。
放射線被ばくの心理的・社会的問題。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　(30分）

事後学習：授業全体に復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

9月26日
医療における放射線医学の
役割
（須山　淳平）

医療における放射線医療の役割および歴史。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　(30分）

(概要）臨床現場で必要とされる放射線の知識および放射線治療総論、放射線による障害と防護や放射線の身体への影響について学習する。また、
発がんへの心理的・社会的問題についても学ぶ。
（オムニバス方式／全８回）
（星川　嘉一／４回)放射線治療における原理と基礎および医療者の役割を学ぶ。また、各種腫瘍に対する放射線治療の概要、放射線による障害と
防護についてを発がんへの心理的・社会的問題も含めて学習する。
（須山　淳平／４回)医療における放射線医学の役割、画像診断、Ｘ線診断、超音波検査について学習する。

到達目標

1)医療における放射線医療の役割および歴史について説明できる。2)放射線による障害とその防護方法を説明できる。　3)
画像診断の概要について説明できる。4)放射線治療における医療者の役割を説明できる。5)IVRついて概要を説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間と環境・選択

授業科目名 担当教員

放射線概論 須山　淳平  星川　嘉一
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項
毎回、リアクションペーパーを書いていただき、授業中に紹介します。本講では、「語り・物
語」が一つのキーワードになりますが、ぜひ、自らを語り、表現することの喜びを感じてくだ
さい。

評価 試験60％、授業参加度（リアクションペーパー・出席・発言）30％、レポート10％

教科書 授業時にプリントを配布します

参考図書など 適宜紹介します

11月20日 まとめと試験

まとめとしてこれまでの授業をふりかえり、「他者とともに生きるということ」
を考察する。その後、授業内試験を行う。

事前学習：これまでの配付資料を全て読み、要点を理解しておくこと　　　(60分）

事後学習：当事者意識をもって配付資料を読み、授業全体について復習する(60分）

11月13日
ナラティブ・アプローチ応
用編2―「無知」の姿勢―

H.グーリシャンとH.アンダーソンの「無知」の姿勢という考え方を解説し、理解
の途上にとどまり続けることによって「いまだ語られなかった物語」が語られる
余地がひらけてくることの意義について考察を加える

事前学習：基礎編1・2の要点を理解しておく　　　　　　　　　　　    　(30分）

事後学習：レポート課題を期日までに提出する                     (60分）

11月6日
ナラティヴ・アプローチ応
用編1―外在化とオルタナ
ティヴ・ストーリー―

M.ホワイトの外在化という考え方を具体的事例の検討を通じて解説し、「人が問
題なのではなく、問題が問題なのである」ということの意味を考察する

事前学習：基礎編1・2の要点を理解しておく　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：当事者意識をもって配布資料を読み、授業全体について復習する(60分）

10月30日
ナラティヴ・アプローチ基
礎編2―物語としての自己―

自己をめぐる哲学史を概観したうえで、「自己は物語の形式で存在する」と捉え
る社会構成主義の立場に光をあて、それが他者への寄り添いを考えるうえで一つ
の手がかりとなることを解説する

事前学習：基礎編1の要点を理解しておく　　　　　　　　　　　　　　 　(30分）

事後学習：当事者意識をもって配付資料を読み、授業全体について復習する(60分）

10月23日
ナラティヴ・アプローチ基
礎編1―言葉・物語・ケア―

哲学、心理学、社会学の最前線で議論されているナラティヴ・アプローチの考え
方を紹介し、それがケア学に一つの理論的基礎を与えるものであることを示し、
新たな世界観との出会いを促す

事前学習：これまでの経験から「語る」ことの意味について検討しておく　(30分）

事後学習：当事者意識をもって配布資料を読み、授業全体について復習する(60分）

10月16日

時代の生きづらさに向き合
う2―〈まなざし〉による支
配と癒しの空間：身体感覚
のリアリティ―

視覚（まなざし）は、近代社会の成立とともに他の身体感覚に対して特権的な位
置を占めるようになった。とくに視覚が権力と結びつく場面に注目し、その支配
のメカニズムを解明する

事前学習：〈におい〉と〈まなざし〉の役割を事前にノートに書く　　(30分）

事後学習：当事者意識をもって配布資料を読み、授業全体について復習する(60分）

事後学習：当事者意識をもって配布資料を読み、授業全体について復習する(60分）

10月9日
時代の生きづらさに向き合
う1―いじめを生みだす「優
しい関係」―

人間存在のヴァルネラビリティ（傷つきやすさ）に光をあて、いじめという具体
的事例を検討することを通じて、「いのち」とは何か、「生きる」ことの意味に
ついて考察する

事前学習：新聞やインターネットなどでいじめの事例について調べておく　(30分）

事後学習：当事者意識をもって配布資料を読み、授業全体について復習する(60分）

9月25日
①オリエンテーション
②哲学と医療

①授業の目標、評価基準、シラバスの説明
②哲学とは何か、医療とは何か、について明らかにしたうえで、両者の関わりに
ついて述べる

事前学習：「哲学」ときいて関心のある諸問題について検討しておく　　　(30分）

文明の発祥から現代に至るまでの東西を問わず先人の哲学思想を通して、人間とは何か、生きるとは何かについて思索する。「哲学を学ぶことの意義、科学と宗
教と哲学、私であるということ、物質と生命の神秘、身体と精神、自由、および美しく善く生きること」等の学習内容を通して、「生きること」や「存在の意
味」について、主体的に深く思索する姿勢と建設的批判力を身につけ、自己の人間観や世界観を醸成できることを目的とし、幅広く人間を理解する能力を養う。

到達目標

1）人間存在のヴァルネラビリティ（傷つきやすさ）を理解したうえで、他者への寄り添いを考えることができる
2）ナラティヴ・アプローチを理解したうえで、実践することができる
3）具体的な社会事象に対し哲学の基礎的概念を用いて考察することができる

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・選択

授業科目名 担当教員

哲学 米田　祐介
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年前期

回数 講義日程

留意事項
「自ら考える」という意識を持ち、主体的に授業に参加して下さい。医療者になるという自覚
を持って、授業で学んだことを臨床の現場や日常で生かせるに、普段から倫理的な視点で物事
を考えるように心がけてみて下さい。

評価 定期試験60％、授業への取組み30％、出席状況10％とする。

教科書 特になし（授業時にプリントを配布します）。

参考図書など 適宜紹介します。

5月31日 「いのち」について

倫理の基盤となる「いのち」とは何であるかについて皆で考え、「いのち」の尊
厳について述べ、全体のまとめを行う。

事前学習：「いのち」について自分の考えを整理しておく。　　　　　(　45分）

事後学習：授業全体を振り返り、疑問点は質問して解決しておく。　　(　45分）

5月24日 医の倫理と倫理綱領

「ヒポクラテスの誓い」や「ナイチンゲール誓詞」を取上げ、医の倫理の系譜に
連なる系譜を列挙した上で、「医の倫理」の特徴やパターナリズムについても解
説する。

事前学習：「ヒポクラテスの誓い」や「ナイチンゲール誓詞」の読解。(  45分）

事後学習：各倫理綱領についてよく読んで理解する。　　　　　　　　(　45分）

5月17日 主要学説４〔ケアの倫理〕

ケアの倫理について解説し、その短所と長所を提示した上で、この学説を用いて
臨床現場での具体的事例を考察する。

事前学習：前回の配布プリントを読み返し、授業内容を再確認する。　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

5月10日 主要学説３〔徳倫理学〕

徳倫理学について解説し、その短所と長所を提示した上で、この学説を用いて臨
床現場での具体的事例事例を考察する。

事前学習：前回の配布プリントを読み返し、授業内容を再確認する。　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

4月26日 主要学説２〔功利主義〕

功利主義について解説し、その長所と短所を提示した上で、この学説を用いて臨
床現場での具体的事例を考察する。

事前学習：前回の配布プリントを読み返し、授業内容を再確認する。　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

4月19日
主要学説１〔人格の倫理：
義務論〕

カントの人格の倫理（義務論）について解説し、その長所と短所を提示した上
で、この学説を用いて臨床現場での具体的事例を考察する。

事前学習：前回の配布プリントを読み返し、授業内容を再確認する。　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

事後学習：提示された課題に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　(　90分）

4月12日 倫理的判断の基準と根拠

練習問題を用いて、倫理的判断（善悪の判断）の基準と根拠がどこにあるのかを
確認し、各倫理学説を位置づける。

事前学習：前回の配布プリントを読み返し、授業内容を再確認する。　(　30分）

事後学習：提示された課題に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

4月5日 倫理学とは何か

倫理学の起源や成立ちを説明し、医療と倫理とのつながりを述べる。

事前学習：特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

倫理学は私たち人間の「よい（善良な）生き方」および「幸せな生き方」について考える学問である。然も自分だけの「善良（幸福）な生き方」
ではなく、「倫」という語が意味する「秩序ある人間関係」すなわち社会全体が混乱せず、より「よく（幸福に）なる」ために各人はお互いにど
う行動すればよいのかについて考える学問である。これらをとりわけ医療分野における問題を例にしながら医療における善悪の判断の基準や根拠
について学習する。

到達目標

１）倫理とは何かを説明することができ、各倫理学説や倫理綱領について具体的に述べることができる。
２）倫理的観点から、具体的事柄を適切に判断することができる。
３）「いのち」の尊厳について述べることができ、配慮することができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・選択

授業科目名 担当教員

倫理学 小館　貴幸
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
１年後期

回数 講義日程

12月6日 闘病記の社会学的研究

門林『がん闘病記の社会学』より闘病記の社会的意義や書くことの意味について解
説する。

事前学習：　門林の著書に関するプリントを配布・読んでくること（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　

事後学習：課題レポートを書く（120分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

11月29日 社会調査の方法

社会学での調査方法を取り上げる。ここではとくに終末期研究でのグラウンデッド
セオリーに具体的に触れる。

事前学習：量的調査・質的調査のそれぞれの意義を考えてくる。(30分）

事後学習：質的調査やグラウンデッドセオリーの復習・理解　（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11月22日 集団論

「集団」とはなにか。個人と社会集団、組織・職業と社会について解説する。

事前学習：「集団」と「集まり」の違いを考えてくる(30分）

事後学習：個人にとって社会にとっての集団の存在意義を理解する（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　

11月15日 行為と欲求

人間の「行為」がどのように成り立つのか。行為の原動力となる「欲求」や行為の
構造・類型について解説する。

事前学習：「行為」とは、また「欲求」がどのように行為となるのか考える(30分）

事後学習：「行為」の成り立ちや学習した用語などを復習する（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

11月8日 現代家族論Ⅲ

「高齢者」をめぐって：「老年期」というライフステージを考える

事前学習：「高齢者」観について自分の考えをまとめる（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：「高齢者」と高齢者をめぐるさまざまな問題について理解する(60分）

11月1日 現代家族論Ⅱ

「家族」に何が起きているのか。介護や虐待などの諸問題をとりあげ、現状を理解
するとともに要因などを考える。

事前学習：新聞やテレビなどで　「家族」に起きている問題を調べておく（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：社会現象の背後にある要因を把握・理解するように努力する（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10月25日 現代家族論Ⅰ

「家族」とはなにか。基礎概念を理解したうえで、近現代における家族形態や機能
の変化をみていく。

事前学習：「家族」とはなにかを考えてくる（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：「家族」の基礎概念と、近現代における変化を復習する　(60分）

10月18日 現代社会論Ⅱ

昨今の社会問題から現代社会を考え、社会保障制度との関係等についてもみてい
く。「孤独死」や「孤立死」「葬送儀礼の変化」等を取り上げる予定である。

事前学習：人口動態統計からみる現代社会について小テストを実施：予習（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：　取り上げた社会問題についての復習（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・選択

授業科目名 担当教員

社会学 門林　道子

授業概要

事後学習：「社会」や「人間」「社会学とはなにか」についての復習（60分）　　　　　　　

10月11日 現代社会論Ⅰ

人口動態統計等を用いて「少子高齢社会」や「家族の小規模化」が進む現代社会を
理解する。

事前学習：厚生労働省発表のの人口動態統計などを事前に目を通してくる（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：「高齢化率」「高齢化社会」「高齢社会」など用語を理解する（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

社会的行為、社会的集団、地位と役割、社会変動、文化などの社会学の基本概念を理解するとともに身近な社会現象である家族や
職場、地域社会、健康問題、福祉問題など、現実の社会や社会問題がどのように分析され、理解されているかを学習する。さらに
社会的・文化的な性差である「ジェンダー」が私たちの社会・文化の中でどのように現れているか学ぶ。

到達目標

「人間とはなにか、社会とはなにか」を考え、｢現代｣という時代の全体をとらえ、私たちが生きる現代社会が、どのような社会な
のかを社会学的見方を通して理解する。人が、社会の中で関係性の中で生きていることを認識し、人間と社会を幅広い視野で取り
上げうる能力を養うことをめざす。社会生活を営むひとりの人間として社会を理解し考える力を涵養するとともに現代社会で起き
ている諸問題を把握し、客観的論理的に思考できる能力を養う。医療人として、また実生活に応用できる社会学的知見の習得を目
標にする。

単元 内容

9月27日 社会学とはなにか

「社会学」がどのような学問であるかに触れ、「社会」とはなにかを考え、人間が
「社会的存在」であることを理解する。

「社会」とはなにか、「人間」とはなにかを考えてくる（30分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項
現代社会がどのような状況にあるのか、つねにマスコミの報道などに関心をもってほしい。ま
た、欠席が続くと授業についていけなくなるため、毎回必ず主体的に出席するように。

評価 定期試験70％、課題レポート・授業時の小レポート・小テストなど25 ％、出席率5％で総合評価

教科書 とくになし（毎回使用するレジュメや資料を配布

参考図書など 門林道子『生きる力の源に：がん闘病記の社会学』（2011）ほか、適宜授業で紹介する

1月24日
ジェンダー論Ⅲ＋まとめ
の学習

生殖医療技術をめぐるジェンダー問題について解説する。

事前学習：どのような問題があるか、考えてみる(30分）

事後学習：ジェンダー問題の整理と学期全体を通してのまとめ（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

1月17日 ジェンダー論Ⅱ

教育や労働のなかにみられるジェンダーについて、男女参画社会を標榜する現代に
おいてもなお残される問題とは

事前学習：教育でみられた社会的文化的性差（ジェンダー）を考えてみる（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：労働問題におけるへジェンダ―、解決を探るには：考える（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

1月10日 ジェンダー論Ⅰ

社会のなかで形成される「男らしさ」「女らしさ」、ジェンダー論の基本について
解説する。

事前学習：「ジェンダー」とはなにか、事前に調べてくる　（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　

事後学習：日常生活における「男らしさ」「女らしさ」を考えてみる（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

12月20日 ハンセン病―差別と人権

ハンセン病を取り上げ、日本社会が生み出した｢差別｣と｢人権｣問題にふれることで
｢差別｣がどのように形成されていくのか、また人間の尊厳を考える機会とする。

事前学習：ハンセン病やハンセン病問題について知識を得る。（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：問題の整理とこれからの課題について考える（60分）

12月13日
ホスピス・緩和ケアの比
較社会学

日本と海外の終末期ケアをめぐる状況を門林の実際の調査研究に基づいて解説す
る。

事前学習：ホスピスケア・緩和ケアについて基本情報を知っておく（30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：日本と海外との比較など、要点を整理する(60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

4月9日

4月16日 事前学習：　教科書３章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

4月23日 事前学習：　教科書３章を再度読んでおく　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

5月7日 事前学習：　教科書４章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

5月14日 事前学習：　教科書４章を再度読んでおく　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

5月21日 事前学習：　教科書５章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

5月28日 事前学習：　教科書５章を再度読んでおく　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

6月4日 事前学習：　教科書６章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

6月11日 事前学習：　教科書７章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

6月18日 事前学習：　教科書７章を再度読んでおく　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　性格検査結果を確認する　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

6月25日

7月2日

7月9日

7月23日

7月30日

留意事項 　知的好奇心を大切にすること

評価 　レポート　３０％　試験　７０％　

教科書 　心理学　－行動の科学－　　東京教学社

参考図書など 　必要に応じて指示する

７．臨床心理

（２）心理療法　１）精神分析

事前学習：　教科書８章を再度読んでおく　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

７．臨床心理

　２）来談者中心療法　３）行動療法

事前学習：　教科書８章を再度読んでおく　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

６．社会心理

（１）対人認知　（２）社会的影響過程

事前学習：　教科書１０章を再度読んでおく　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

７．臨床心理

（１）心の病

事前学習：　教科書８章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

５．性格心理

（４）性格検査実習

６．社会心理

（１）対人認知　（２）社会的影響過程

事前学習：　教科書１０章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

５．性格心理

（１）性格とは　（２）性格の見方

５．性格心理

（３）性格の測定

４．学習心理

（１）学習とは　（２）学習課程のメカニズム　１）連合学習

４．学習心理

　２）認知学習

３．適応心理

（１）欲求とは　（２）欲求不満・欲求不満体制

３．適応心理

（３）適応機制

２．認知心理

（１）感覚器官　（２）知覚の一般的特性　１）知覚の選択性

２．認知心理

　２）錯視　３）知覚の恒常性　４）運動知覚

心理学は、人間の行動の法則性に関する科学である。本教科では、認知心理、適応心理、学習心理、性格心理、社会心理、臨床心理についての心
理学的基礎知識を解説する。性格検査などの実習も実施する。

到達目標

心理学の知見が医療場面にどのように関わり役立っているかを理解すること。
学んだ心理学的基礎知識をどのようにすれば応用できるかをイメージ出来ること。

単元 内容

１．心理学とは

（１）語源　（２）研究法

事前学習：　心理学が何を学ぶかを考える　　　　　　　　　　　　　(１０分）

事後学習：　心理学の考え方を復習する　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・必修

授業科目名 担当教員

心理学 浮谷　秀一
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項 　積極的に受講すること

評価 　理解確認試験　４０％　終了試験　６０％

教科書 　こころの発達と学習の心理　啓明出版

参考図書など 　必要に応じて指示する

11月19日 １．発達心理

（６）遺伝と環境の理解確認

事前学習：　教科書１章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

11月12日 １．発達心理

（５）発達段階の特徴　４）中高年期

事前学習：　試験の準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　試験の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

11月5日 １．発達心理

（５）発達段階の特徴　２）児童期　３）青年期

事前学習：　教科書１章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

10月29日 １．発達心理

（５）発達段階の特徴　１）乳幼児期

事前学習：　教科書１章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

10月22日 １．発達心理

（４）遺伝と環境に関連した事例検討

事前学習：　教科書１章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

10月15日 １．発達心理

（３）遺伝と環境

事前学習：　教科書１章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

10月8日 １．発達心理

（２）発達の特質

事前学習：　教科書１章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

事後学習：　授業内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

10月1日 １．発達心理

（１）発達とは

事前学習：　教科書１章を読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　(３０分）

人間の一生涯という全行程を発達し続ける存在としてとらえ、人間への深い理解と愛情を育むことができるように心身の発
達および発達課題と諸問題について解説する。それらの知識と医療がどのように関連しているかを考えていく。

到達目標

人間の発達過程を理解すると共に医療現場でどのように応用できるかをイメージできること。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・選択

授業科目名 担当教員

発達心理学 浮谷　秀一
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項
・講義中は、人数にもよりますが、小グループに分かれてのグループディスカッション等を適宜実施する予定
です。
・質問は対面、メールないし毎回のリアクションペーパーで受け付けし、回答します。

評価 試験50％、リアクションペーパー30％、参加状況20％

教科書 特に指定しません。

参考図書など

池上彰著（2012）『ノーベル平和賞で世の中がわかる』マガジンハウス。
内海成治他編（2014）『新ボランティア学のすすめ―支援する/されるフィールドで何を学ぶか』昭和堂
遠藤克弥編著（2004）『現代国際ボランティア教育論』勉誠出版。
笠虎崇著（2012）『検証・新ボランティア元年』共栄書房。
鎌田實著（2007）『幸せな仕事：命を支える人たちへ』PHP研究所。
桜井政成著（2013）『東日本大震災とNPO・ボランティア』ミネルヴァ書房。
森本友美他著（2005）『ボランティアのすすめ―基礎から実践まで』

1月30日
身近から始めるボランティ
ア

自分の一番身近な場所、地域、社会から始めるボランティアの意義と役割について考える。

事前学習：これまでの授業内容を踏まえ、自分の考えをまとめる(60分）

事後学習：グループディスカッションでの話し合いの内容などを復習する(60分）

1月23日 国際協力とボランティア

国際関係における一アクターとしての市民・NGOに力点を置き、地球規模で起こる問題群に対す
る市民・NGOの活動を説明する。

事前学習：授業内容に関する参考図書や新聞記事等の該当箇所を読んでくる(30分）

事後学習：配布資料やグループディスカッションでの話し合いの内容を復習する(30分）

1月16日
大規模災害とボランティア
（２）

大規模災害におけるボランティアの意義と役割について、2011年3月11日の東日本大震災への対
応とその後の復興過程を中心に学ぶことで検討する。

事前学習：授業内容に関する参考図書や新聞記事等の該当箇所を読んでくる(30分）

事後学習：配布資料やグループディスカッションでの話し合いの内容を復習する(30分）

1月9日
大規模災害とボランティア
（１）

大規模災害におけるボランティアの意義と役割について、2011年3月11日の東日本大震災への対
応とその後の復興過程を中心に学ぶことで検討する。

事前学習：授業内容に関する参考図書や新聞記事等の該当箇所を読んでくる(30分）

事後学習：配布資料やグループディスカッションでの話し合いの内容を復習する(30分）

12月19日 ボランティアの歴史的展開

ボランティアはそもそもいつ、どこで生まれたのか。ボランティアを巡る歴史的な展開を概観
し、今日におけるボランティアの意義や役割について再考する。

事前学習：授業内容に関する参考図書や新聞記事等の該当箇所を読んでくる(30分）

事後学習：配布資料やグループディスカッションでの話し合いの内容を復習する(30分）

12月12日 ボランティアをつなぐ

ボランティアをする人とされる人をつなぐボランティア・コーディネーターの役割や類型につ
いて説明する。

事前学習：授業内容に関する参考図書や新聞記事等の該当箇所を読んでくる(30分）

事後学習：配布資料やグループディスカッションでの話し合いの内容を復習する(30分）

事後学習：講義全体の概要及び到達目標など、授業内容を復習する　(30分）

12月5日 ボランティアとは何か

ボランティアに関わる様々な事例や実践例などを分析する際の視角について説明する。

事前学習：授業内容に関する参考図書や新聞記事等の該当箇所を読んでくる(30分）

事後学習：配布資料やグループディスカッションでの話し合いの内容を復習する(30分）

11月28日
□＋□＝ボランティア
あなたの回答は？

講義全体の概要及び到達目標を確認する。その上で、ボランティアに対する問題意識を高める
ためのオリエンテーションを行う。

事前学習：授業内容に関する参考図書や新聞記事等の該当箇所を読んでくる(30分）

少子高齢化や地方自治の深化に伴い、市民の自発的な活動（ボランタリー活動）に対する期待や関心が高まっている。その領域は、従来の福
祉や国際協力だけでなく環境や災害救援、まちづくりなど多岐に亘っており、非営利ではあっても無償ではない事業型ＮＰＯやコミュニ
ティ・ビジネスも増えている。本講義では、そのようなボランティアの変化や意義を、時代背景から読みとき、受講者自らも行動できるよう
な素養・知識の修得を狙いとする。

到達目標
１）ボランティアに関する問題意識を高め、自らボランティア活動の意義や役割について調べ、考えることが出来る。
２）ボランティアに関わる様々な事例や実践例などを分析する際の視角、着眼点などを理解する。
３）ボランティアにおけるボランティア・コーディネーターの意義と役割について理解する。
４）ボランティアに関する歴史的な流れを踏まえ、今日におけるボランティアの意義と役割について自ら考えることが出来る。
５）東日本大震災とその後の復興過程の検証を通じ、当事者、関係者らの立場を理解することが出来る。
６）東日本大震災とその後の復興過程におけるボランティア活動について、自分の考えを述べることが出来る。
７）国際協力にかかわる様々な諸アクターと市民・NGOの役割や違いについて理解することが出来る。
８）ボランティアの意義と役割を理解し、自分の身近なところから主体的にボランティア活動が実践出来る。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・選択

授業科目名 担当教員

ボランティア学 伊藤　和歌子

61



授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項
生命の始まりや終わりにまつわる諸問題について、日常の中で取り上げるニュースに敏感にな
り、生命倫理を普段から身近に感じるように心がけて下さい。授業では、すべて自分の問題と
置き換えて、「脳に汗をかく」ほど考え、「心が燃える」ほど感じてもらいたいと思います。

評価 定期試験60％、中間レポート15％、授業への取り組み15％、出席状況10％、という総合評価。

教科書 村上喜良『基礎から学ぶ生命倫理学』、勁草書房、2006年。

参考図書など 適宜紹介します。

11月19日
生命の終わりをめぐる諸問題

２

脳死の概念について検討した上で、脳死と臓器移植の現状と問題点について、多
角的に解説する。

事前学習：テキスト第六章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

11月12日
生命の終わりをめぐる諸問題

１

安楽死や尊厳死について、実際の事例を踏まえて、その概念の背景や考慮すべき
事柄、問題点などについて解説する。

事前学習：テキスト第七章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

11月5日
生命の始まりをめぐる諸問題

２

生殖補助医療について、いくつかのテーマを取り上げて解説し、その問題点を指
摘する。

事前学習：テキスト第四章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

10月29日
生命の始まりをめぐる諸問題

１

人工妊娠中絶の問題も踏まえつつ、「人の始まり」についての考察を行う。

事前学習：テキスト第三章を熟読しておく。　　　　　　　      　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

10月22日 インフォームド・コンセント

インフォームド・コンセントについて、臨床現場での事例を踏まえて多角的に解
説する。

事前学習：特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：提示された課題に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　(　90分）

10月15日 生命倫理学の四原則

生命倫理学の四原則とその意義について解説する。

事前学習：テキストの第二章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

事後学習：配布プリントを見直し、授業の復習を行う。　　　　　　　(　30分）

10月8日 生命倫理学とは何か

現代医療の礎をなす生命倫理学とは何かを述べ、その概略を明示する。

事前学習：前回の配布プリントを読み返し、授業内容を再確認する。　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

10月1日 生命倫理学の成立

「医の倫理」から「生命倫理」へと至るプロセスを解説し、生命倫理学の歴史や
意義を解説する。

事前学習：テキストの第一章と第二章をしっかり読んでおく。　　　　(　60分）

生命倫理の成立の歴史を含め、医療人として必要な生命倫理学の基礎的知識を関連規程を含め学習する。また、医療技術の
進歩に伴い生じる生命倫理上の問題について最近の動向を知るとともに、諸問題について医療職が果たすべき役割を学ぶ。

到達目標

１）「医の倫理」と「生命倫理」の違いを指摘でき、生命倫理とは何かを説明することができる。
２）生命倫理の四原則を列挙することができ、インフォームド・コンセントについて具体的に述べることができる。
３）生殖補助医療や安楽死・尊厳死、脳死・臓器移植など、生命倫理の諸問題について述べることができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・選択

授業科目名 担当教員

生命倫理学 小館　貴幸

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
１年後期

回数 講義日程

留意事項
生命の始まりや終わりにまつわる諸問題について、日常の中で取り上げるニュースに敏感にな
り、生命倫理を普段から身近に感じるように心がけて下さい。授業では、すべて自分の問題と
置き換えて、「脳に汗をかく」ほど考え、「心が燃える」ほど感じてもらいたいと思います。

評価 定期試験60％、中間レポート15％、授業への取り組み15％、出席状況10％、という総合評価。

教科書 村上喜良『基礎から学ぶ生命倫理学』、勁草書房、2006年。

参考図書など 適宜紹介します。

8 2月4日
生命の終わりをめぐる諸問題

２

脳死の概念について検討した上で、脳死と臓器移植の現状と問題点について、多
角的に解説する。

事前学習：テキスト第六章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

7 1月28日
生命の終わりをめぐる諸問題

１

安楽死や尊厳死について、実際の事例を踏まえて、その概念の背景や考慮すべき
事柄、問題点などについて解説する。

事前学習：テキスト第七章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

6 1月21日
生命の始まりをめぐる諸問題

２

生殖補助医療について、いくつかのテーマを取り上げて解説し、その問題点を指
摘する。

事前学習：テキスト第四章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

5 1月7日
生命の始まりをめぐる諸問題

１

人工妊娠中絶の問題も踏まえつつ、「人の始まり」についての考察を行う。

事前学習：テキスト第三章を熟読しておく。　　　　　　　      　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

4 12月17日 インフォームド・コンセント

インフォームド・コンセントについて、臨床現場での事例を踏まえて多角的に解
説する。

事前学習：特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：提示された課題に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　(　90分）

3 12月10日 生命倫理学の四原則

生命倫理学の四原則とその意義について解説する。

事前学習：テキストの第二章を熟読しておく。　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

事後学習：配布プリントを見直し、授業の復習を行う。　　　　　　　(　30分）

2 12月3日 生命倫理学とは何か

現代医療の礎をなす生命倫理学とは何かを述べ、その概略を明示する。

事前学習：前回の配布プリントを読み返し、授業内容を再確認する。　(　30分）

事後学習：内容を復習し、リアクションペーパーに整理しまとめる。　(　60分）

1 11月26日 生命倫理学の成立

「医の倫理」から「生命倫理」へと至るプロセスを解説し、生命倫理学の歴史や
意義を解説する。

事前学習：テキストの第一章と第二章をしっかり読んでおく。　　　　(　60分）

生命倫理の成立の歴史を含め、医療人として必要な生命倫理学の基礎的知識を関連規程を含め学習する。また、医療技術の
進歩に伴い生じる生命倫理上の問題について最近の動向を知るとともに、諸問題について医療職が果たすべき役割を学ぶ。

到達目標

１）「医の倫理」と「生命倫理」の違いを指摘でき、生命倫理とは何かを説明することができる。
２）生命倫理の四原則を列挙することができ、インフォームド・コンセントについて具体的に述べることができる。
３）生殖補助医療や安楽死・尊厳死、脳死・臓器移植など、生命倫理の諸問題について述べることができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：共通･総合教育科目・人間の本質と尊厳・選択

授業科目名 担当教員

生命倫理学 小館　貴幸
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Ⅴ　専門基礎科目・専門科目
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
１年前期

回数 講義日程

6月18日 血液の循環とその調節（3）

末梢循環器である血管の構造を理解し、全身の動脈の名称と走行を解説する。

事前学習：動脈の走行を図に描き血管の名称を調べる　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

6月11日 血液の循環とその調節（2）

心臓の拍出機能、興奮の伝播（刺激伝導系）、心電図の意味を解説する。

事前学習：心臓の拍出機能について調べる　　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

6月4日 血液の循環とその調節（1）

循環器系とはどのようなものかを理解し、心臓の構造と機能を解説する。

事前学習：心臓の構造を図に描き名称を調べる　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

5月28日 身体の支持と運動（4）

全身の骨格筋（表情筋、咀嚼筋、体幹の筋、四肢の筋）の名称および働きを解
説する。

事前学習：骨格筋にはどのような筋があるかを調べる　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

5月21日 身体の支持と運動（3）

下肢の骨格について解説する。骨格筋の基本的構造と機能について解説する。

事前学習：下肢の骨格筋にはどのようなものがあるか調べる　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

5月14日 身体の支持と運動（2）

頭蓋骨、脊柱、胸郭、上肢の骨にはどのようなものがあるか解説する。

事前学習：頭部・体幹・上肢の骨格にはどのような骨があるか調べる(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

5月7日 身体の支持と運動（1）

骨の構造，種類、成長、維持、骨の連結について解説する。骨粗鬆症とはどの
ようなものかを解説する。

事前学習：骨格とはどのようなものか図に描き名称を調べる　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

4月23日
解剖生理を学ぶための基礎
知識（3）

構造や機能からみた人体の区分、腔所、ホメオスタシスについて解説する。

事前学習：人体内部の腔所や膜にはどのようなものがあるか調べる　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

人体の構造・機能Ⅰ 柴田　昌和

授業概要

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

4月16日
解剖生理を学ぶための基礎
知識（2）

人体を構成する４つの組織（上皮組織、結合組織、筋組織、神経組織）を解説
する。

事前学習：４つの組織の特徴を調べる　　　　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

看護学を学ぶ基礎知識として、「人体の構造と機能Ⅰ」では、細胞・組織、器官・骨格系、筋系、呼吸器系、循環器系およ
び血液・造血器の構造と機能について学ぶ。また、解剖見学を通して人体を構成する器官系について系統的に理解する。

到達目標

1)解剖生理を学ぶための基礎知識では細胞、組織、器官、器官系を理解し、人体の基本的な構造と機能の説明ができる。
2)身体の支持と運動では骨の基本的な構造と働きを理解し、全身の骨格にはどのようなものがあるかを説明できる。
3)血液の循環とその調節では心臓の構造と機能、全身をめぐる脈管の構造と機能が説明できる。また、血液の組成と機能が説明できる。
4)呼吸と血液のはたらきでは呼吸器系器官の構造と機能が説明できる。また、呼吸のメカニズムが説明できる。

単元 内容

4月10日
火曜1限

解剖生理を学ぶための基礎
知識（1）

人体の素材としての細胞の構造とはたらきについて解説する。

事前学習：基本的な細胞の構造を調べる　　　　　　　　　　　　　(４５分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項

上記の参考書の他、田中越郎著　イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 第2版　医学書院
2011年，井上貴央著　カラー人体解剖学　西村書店　2003年等も参考。
見学実習終了後にレポート提出あり。

評価 小テスト10％、レポート提出10％、定期試験80％として評価する。

教科書 系統看護学講座 専門基礎①　解剖生理学[第10版]　人体の構造と機能〔1〕医学書院　2018年

参考図書など 薄井坦子著　ナースが視る人体　講談社　1987年

7月28日
土曜

7月23日

解剖実習見学

神奈川歯科大学において解剖実習見学を行い人体構造を肉眼的に理解をする。

事前学習：これまでに学んだ内容を再度確認する　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：見学実習を行った内容につてレポートを作成する　　　　(４５分）

呼吸と血液のはたらき（3）

呼吸のメカニズム、異常呼吸、呼吸器量を解説する。

事前学習：呼吸のメカニズムはどのようなものか調べる　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

7月9日 呼吸と血液のはたらき（2）

呼吸器系の器官（上気道、下気道、胸膜・縦隔）の構造と機能を解説する。

事前学習：呼吸器の構造と機能について調べる　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

7月2日 呼吸と血液のはたらき（1）

血液の組成と機能(赤血球、白血球、血小板）について解説する。

事前学習：血液の組成と機能について調べる　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

6月25日 血液の循環とその調節（4）

静脈の名称と走行を解説する。血圧の測定の原理を解説する。リンパ管の構造
と機能を解説する。

事前学習：静脈の走行と特徴を調べる　　　　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
１年後期

回数 講義日程

12月14日
生殖・発生と老化のしくみ
（2）

女性の生殖器の構造と機能およびホルモンとの関連について解説する。

事前学習：女性生殖器系にはどのような構造と機能があるか調べる　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

12月7日
生殖・発生と老化のしくみ
（1）

生殖器の概略、男性の生殖器の構造と機能について解説する。

事前学習：男性生殖器系にはどのような構造と機能があるか調べる （４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

11月30日 内臓機能の調節(3)

甲状腺と上皮小体、膵臓、副腎、性腺の機能について解説する。

事前学習：甲状腺、上皮小体、膵臓、副腎、性腺のホルモンを調べる　   　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

11月16日 内臓機能の調節(2)

視床、視床下部、下垂体の構造と機能について説明し、上位からのホルモンの支
配を解説する。

事前学習：下垂体からどのようなホルモンが出されるか調べる　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

11月9日 内臓機能の調節(1)

内分泌による調節機構と働きについて説明し、ホルモンの働きを解説する。

事前学習：内分泌にはどのような機能があるか調べる　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

11月2日 体液の調節と尿の生成(2)

排尿路の臓器である尿管、膀胱、尿道の構造的と機能を解説する。

事前学習：排尿路について調べる　　　　　　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

10月26日 体液の調節と尿の生成(1)

腎臓の構造と機能について解説する。特に老廃物排泄、水電解質調節、ホルモン
産生を解説する。

事前学習：腎臓の構造と機能について調べる　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

10月19日 栄養の消化と吸収(3)

肝臓・胆嚢・膵臓の構造と機能を解説する。また、ビリルビンについての解説を
する。

事前学習：肝臓・胆嚢・膵臓の機能を調べる　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

人体の構造・機能Ⅱ 柴田　昌和

授業概要

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

10月12日 栄養の消化と吸収(2)

腹部消化管（胃、小腸、大腸）の構造と機能を説明し、消化と吸収について解説
する。

事前学習：腹部消化管の構造と機能を調べる　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

看護学を学ぶ基礎知識として、「人体の構造・機能Ⅱ」では、消化器系、内分泌・代謝、脳・神経系、腎・泌尿器系、女
性・生殖器系、免疫系、皮膚・眼・耳鼻咽喉・歯・口腔の構造とその機能について学習する。

到達目標

1)栄養の消化と吸収では、口腔から肛門までの消化吸収の流れを説明できる。
2)体液の調節と尿の生成ではそれぞれのホルモンの働きを理解し、どのように体の調節をしているかを説明できる。
3)生殖・発生と老化のしくみでは、男性と女性の生殖器の構造を理解し、卵巣周期と月経周期について説明できる。発生においては胎児の血液循環を説明できる。
4)情報の受容と処理では中枢神経では脳幹や大脳の機能を末梢神経では自律神経の働きを説明できる。感覚器では障害との関連を理解する。

単元 内容

9月28日 栄養の消化と吸収(1)

口腔・咽頭・食道の構造と機能について解説する。

事前学習：口腔・咽頭・食道の構造と機能を調べる　　　　　　　　(４５分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項

上記の参考書の他、田中越郎著　イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 第2版　医学書院
2011年，井上貴央著　カラー人体解剖学　西村書店　2003年等を参考。

評価 小テスト10％、レポート提出10％、定期試験80％として評価する。

教科書 系統看護学講座 専門基礎①　解剖生理学[第10版]　人体の構造と機能〔1〕　医学書院　2018年

参考図書など 薄井坦子著　ナースが視る人体　講談社　1987年　

2月1日 情報の受容と処理（4）

感覚器（眼、鼻、耳、皮膚）についての構造と機能を解説する。また、視覚障害
についても解説する。

事前学習：眼、鼻、耳、皮膚についての構造と機能を調べる　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

1月25日 情報の受容と処理（3）

末梢神経の走行・分布とそれら神経の特徴・働きと自律神経系を解説する。

事前学習：脊髄神経（31対）、脳神経（12対）機能を調べる　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

1月18日 情報の受容と処理（2）

中枢神経系（大脳）についての構造と機能、それぞれの葉の役割について解説す
る。

事前学習：大脳の構造と機能について調べる　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

1月11日 情報の受容と処理（1）

中枢神経系（脊髄の構造、脳の脳幹、間脳）について解説する。ベル・マジャン
ディーの法則を解説する。

事前学習：脊髄の横断面の図を描き名称をいれる　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）

12月21日
生殖・発生と老化のしくみ
（3）

受精から胎児の発達（胚葉の形成含む）を説明し、胎児の血液循環を説明する。

事前学習：胎児の血液循環について調べる　　　　　　　　　　　　(４５分）

事後学習：小試験の内容の復習とノート作成　　　　　　　　　　　(４５分）
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授業形態 単位数(時間数） 配当年次

講義
2単位

（30時間）
2年前期

回数 日程

6月19日
5限

おもな内分泌・代謝疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（２）
（辻正富）

メタボリックシンドローム、糖尿病、痛風、甲状腺疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月13日
3限

おもな循環器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（１）
（東館雅文）

先天性心疾患、虚血性心疾患、心筋症

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月17日
2限

おもな内分泌・代謝疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（１）
（森山正敏）

内分泌機能障害（下垂体、副腎機能等：クッシング症候群、アルドステロン症を
中心に）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月17日
1限

おもな腎・泌尿器系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（１）
（森山正敏）

尿路結石、尿路系感染症、尿路系腫瘍（腎がん、膀胱がん）、前立腺肥大症･
前立腺腫瘍、排尿障害

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月16日
5限

おもな消化器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（２）
（荒井勝彦）

肝臓・胆嚢・膵臓疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月10日
2限

おもな血液・造血器系疾患の原因、
症状、診断、検査、治療（２）
（守屋慶一）

白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月10日
1限

おもな血液・造血器系疾患の原因、
症状、診断、検査、治療（１）
（守屋慶一）

貧血、出血傾向と凝固・線溶系の異常（播種性血管内凝固症候群）、白血球減少症

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

単元 内容

4月11日
1時限

おもな呼吸器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（１）
（橋本修）

呼吸不全、感染症（肺炎、肺結核等）、気管支喘息

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

5月9日
5限

おもな消化器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（１）（荒井勝彦）

食道・胃・十二指腸・腸・腹膜疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

4月18日
1時限

おもな呼吸器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（２）
（橋本修）

肺血栓塞栓症、慢性閉塞性肺疾患、肺腫瘍、気胸

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病態学Ⅰ
（診断と治療）

橋本修　石井映幸　　東舘雅文　森山正敏
守屋慶一　荒井勝彦　辻正富

授業概要

人体の構造と機能、病理学の学習内容と関連させながら、系統別疾患の病因、症状、診断、検査、治療について学習する。「病態学
Ⅰ」では、呼吸器系、循環器系、血液・造血器系、消化器系、内分泌・代謝、脳・神経系、腎・泌尿器系疾患の診断と治療について学
習する。

到達目標

１）おもな呼吸器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
２）おもな循環器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
３）おもな血液・造血器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
４）おもな消化器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
５）おもな内分泌・代謝疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
６）おもな脳・神経系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
７）おもな腎・泌尿器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。

授業形態 単位数(時間数） 配当年次

講義
2単位

（30時間）
2年前期

回数 日程

10
6月19日

5限

おもな内分泌・代謝疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（２）
（辻正富）

メタボリックシンドローム、糖尿病、痛風、甲状腺疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

9
6月13日

3限

おもな循環器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（１）
（東館雅文）

先天性心疾患、虚血性心疾患、心筋症

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

8
5月17日

2限

おもな内分泌・代謝疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（１）
（森山正敏）

内分泌機能障害（下垂体、副腎機能等：クッシング症候群、アルドステロン症を
中心に）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

7
5月17日

1限

おもな腎・泌尿器系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（１）
（森山正敏）

尿路結石、尿路系感染症、尿路系腫瘍（腎がん、膀胱がん）、前立腺肥大症･
前立腺腫瘍、排尿障害

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6
5月16日

5限

おもな消化器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（２）
（荒井勝彦）

肝臓・胆嚢・膵臓疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5
5月10日

2限

おもな血液・造血器系疾患の原因、
症状、診断、検査、治療（２）
（守屋慶一）

白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

4
5月10日

1限

おもな血液・造血器系疾患の原因、
症状、診断、検査、治療（１）
（守屋慶一）

貧血、出血傾向と凝固・線溶系の異常（播種性血管内凝固症候群）、白血球減少症

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

単元 内容

1
4月4日
1時限

おもな呼吸器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（１）
（橋本修）

呼吸不全、感染症（肺炎、肺結核等）、気管支喘息

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

3
5月9日
5限

おもな消化器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（１）（荒井勝彦）

食道・胃・十二指腸・腸・腹膜疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

2
4月11日
1時限

おもな呼吸器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（２）
（橋本修）

肺血栓塞栓症、慢性閉塞性肺疾患、肺腫瘍、気胸

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病態学Ⅰ
（診断と治療）

橋本修　石井映幸　　東舘雅文　森山正敏
守屋慶一　荒井勝彦　辻正富

授業概要

人体の構造と機能、病理学の学習内容と関連させながら、系統別疾患の病因、症状、診断、検査、治療について学習する。「病態学
Ⅰ」では、呼吸器系、循環器系、血液・造血器系、消化器系、内分泌・代謝、脳・神経系、腎・泌尿器系疾患の診断と治療について学
習する。

到達目標

１）おもな呼吸器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
２）おもな循環器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
３）おもな血液・造血器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
４）おもな消化器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
５）おもな内分泌・代謝疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
６）おもな脳・神経系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
７）おもな腎・泌尿器系疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
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回数 日程 単元 内容

その他 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。

評価 定期試験：90％、出席・参加状況：10％（1回欠席減点2％）

教科書

系統看護学講座　成人看護学②呼吸器　医学書院　2015、系統看護学講座　成人看護学③循環
器　医学書院2015、系統看護学講座成人看護学④血液･造血器医学書院2015、系統看護学講座
成人看護学⑤消化器医学書院2015、系統看護学講座成人看護学⑥内分泌･代謝　医学書院
2015、系統看護学講座成人看護学⑦脳･神経　医学書院2016、系統看護学講座成人看護学⑧腎･
泌尿器、医学書院2015

参考図書
参考WEBページ

随時紹介する。

7月6日
4限

おもな脳・神経系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（２）
（石井映幸）

脊椎・脊髄疾患、神経変性疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

7月6日
3限

おもな脳・神経系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（１）
（石井映幸）

脳血管障害、脳腫瘍、脳の感染症

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月27日
3限

おもな循環器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（３）
（東館雅文）

弁膜疾患、動脈系疾患、静脈系疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月26日
5限

おもな腎・泌尿器系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（２）
（辻正富）

ネフローゼ症候群、急性･慢性腎不全

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月20日
3限

おもな循環器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（２）
（東館雅文）

心不全、不整脈、心内膜炎

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

回数 日程 単元 内容

その他 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。

評価 定期試験：90％、出席・参加状況：10％（1回欠席減点2％）

教科書

系統看護学講座　成人看護学②呼吸器　医学書院　2015、系統看護学講座　成人看護学③循環
器　医学書院2015、系統看護学講座成人看護学④血液･造血器医学書院2015、系統看護学講座
成人看護学⑤消化器医学書院2015、系統看護学講座成人看護学⑥内分泌･代謝　医学書院
2015、系統看護学講座成人看護学⑦脳･神経　医学書院2016、系統看護学講座成人看護学⑧腎･
泌尿器、医学書院2015

参考図書
参考WEBページ

随時紹介する。

15
7月6日
4限

おもな脳・神経系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（２）
（石井映幸）

脊椎・脊髄疾患、神経変性疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

14
7月6日
3限

おもな脳・神経系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（１）
（石井映幸）

脳血管障害、脳腫瘍、脳の感染症

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

13
6月27日

3限

おもな循環器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（３）
（東館雅文）

弁膜疾患、動脈系疾患、静脈系疾患

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

12
6月26日

5限

おもな腎・泌尿器系疾患の原因、症
状、診断、検査、治療（２）
（辻正富）

ネフローゼ症候群、急性･慢性腎不全

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

11
6月20日

3限

おもな循環器系疾患の原因、症状、
診断、検査、治療（２）
（東館雅文）

心不全、不整脈、心内膜炎

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
2年前期

回数 講義日程

6月6日
5限

外科的治療（８）
（遠藤太刀男）

運動器の主な外科的治療（成人および小児の骨折、股関節、膝関節）

事前学習：教科書⑦の該当箇所および、教科書⑨の第14章運動器疾患と
          看護を読んでおく（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月5日
5限

外科的治療（６）
（小島淳一）

乳腺疾患の主な外科的治療

事前学習：教科書⑥の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月29日
5限

外科的治療（４）
（山川満）

消化器系および腹部の主な外科的治療②（肝切除術、胆道・胆のう系に対す
る手術、等）

事前学習：教科書④の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月23日
3限

外科的治療（７）
（小林藍子）

子宮、卵巣の主な外科的治療

事前学習：教科書⑥の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月22日
5限

外科的治療（３）
（山川満）

消化器系および腹部の主な外科的治療①（食道切除術、胃切除術、大腸切除
術、人工肛門造設術、等）

事前学習：教科書④の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月15日
5限

外科的治療（２）
（山川満）

心臓および脈管系の主な外科的治療（冠動脈バイパス術、弁置換術、人工血
管置換術、等）

事前学習：教科書③の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5月8日
5限

外科的治療（１）
（山川満）

肺および胸部の主な外科的治療（肺切除術、自然気胸・外傷性肺損傷等）

事前学習：教科書②の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

4月27日
1限

麻酔法（３）
（吉野秋男）

小児の麻酔の特徴、麻酔法のまとめ

事前学習：教科書①第11章手術を受ける小児の看護、教科書⑧第3章B急性期
にある子どもと家族の看護を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病態学Ⅱ
（診断と外科的治療、含救急と麻酔

寺本明　吉野秋男　山川満 小島淳一
小林藍子　遠藤太刀男　兼坂茂

授業概要

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

4月20日
1限

麻酔法（２）
（吉野秋男）

術中の呼吸管理、体液管理

事前学習：教科書①の第2章　Ｂ呼吸管理　C体液・栄養管理を読んでおく（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

「人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ」や病理学の学習内容と関連させながら、救急・救命について、救急処置の範囲と対象、救急処置法の
原則と実際について学ぶ。また、外科的治療を必要とする主な疾患の病態、病因、症状、診断、検査、治療について学習する。さ
らに、麻酔法について、その概念、種類、麻酔における管理および、全身麻酔と局所麻酔法について学習する。

到達目標

１）外科的治療を必要とする主な疾患をあげることができる。
２）外科的治療を必要とする主な疾患の病態、病因、症状、診断、検査、治療方法について説明できる。
３）救急処置の範囲と対象および救急処置法の原則と実際を説明できる。
４）救急患者のアセスメントとトリアージについて説明できる。
５）災害発生時の医療について説明できる。
６）麻酔における術前、術中、術後管理のポイントを説明できる。
７）全身麻酔の概略とそれによる合併症を説明できる。
８）局所麻酔の種類について説明できる。外科的治療を必要とする主な疾患の病態、病因、症状、診断、検査、治療につい
て学習する。また、救急・救命および麻酔についても学習する。

単元 内容

4月13日
1限

麻酔法（１）
（吉野秋男）

麻酔とは、麻酔の種類（全身麻酔、局所麻酔）

事前学習：教科書①の第2章　A麻酔法　を読んでおく　（20分）

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
2年前期

回数 講義日程

10
6月6日
5限

外科的治療（７）
（遠藤太刀男）

運動器の主な外科的治療（成人および小児の骨折、股関節、膝関節）

事前学習：教科書⑦の該当箇所および、教科書⑨の第14章運動器疾患と
          看護を読んでおく（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5
5月15日

5限
外科的治療（２）
（山川満）

心臓および脈管系の主な外科的治療（冠動脈バイパス術、弁置換術、人工血
管置換術、等）

事前学習：教科書③の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

9
6月5日
5限

外科的治療（６）
（小島淳一）

乳腺疾患の主な外科的治療

事前学習：教科書⑥の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

8
5月29日

5限
外科的治療（５）
（山川満）

消化器系および腹部の主な外科的治療②（肝切除術、胆道・胆のう系に対す
る手術、等）

事前学習：教科書④の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

7
5月23日

3限
外科的治療（４）
（小林藍子）

子宮、卵巣の主な外科的治療

事前学習：教科書⑥の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6
5月22日

5限
外科的治療（３）
（山川満）

消化器系および腹部の主な外科的治療①（食道切除術、胃切除術、大腸切除
術、人工肛門造設術、等）

事前学習：教科書④の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病態学Ⅱ
（診断と外科的治療、含救急と麻酔

寺本明　吉野秋男　山川満 小島淳一
小林藍子　遠藤太刀男　兼坂茂

授業概要

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

2
4月20日

1限
麻酔法（２）
(吉野秋男）

術中の呼吸管理、体液管理

事前学習：教科書①の第2章　Ｂ呼吸管理　C体液・栄養管理を読んでおく（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

「人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ」や病理学の学習内容と関連させながら、救急・救命について、救急処置の範囲と対象、救急処置法の
原則と実際について学ぶ。また、外科的治療を必要とする主な疾患の病態、病因、症状、診断、検査、治療について学習する。さ
らに、麻酔法について、その概念、種類、麻酔における管理および、全身麻酔と局所麻酔法について学習する。

到達目標

１）外科的治療を必要とする主な疾患をあげることができる。
２）外科的治療を必要とする主な疾患の病態、病因、症状、診断、検査、治療方法について説明できる。
３）救急処置の範囲と対象および救急処置法の原則と実際を説明できる。
４）救急患者のアセスメントとトリアージについて説明できる。
５）災害発生時の医療について説明できる。
６）麻酔における術前、術中、術後管理のポイントを説明できる。
７）全身麻酔の概略とそれによる合併症を説明できる。
８）局所麻酔の種類について説明できる。外科的治療を必要とする主な疾患の病態、病因、症状、診断、検査、
　　治療について学習する。また、救急・救命および麻酔についても学習する。

単元 内容

1
4月13日

1限
麻酔法（１）
(吉野秋男）

麻酔とは、麻酔の種類（全身麻酔、局所麻酔）

事前学習：教科書①の第2章　A麻酔法　を読んでおく　（20分）

4
5月8日
5限

外科的治療（１）
（山川満）

肺および胸部の主な外科的治療（肺切除術、自然気胸・外傷性肺損傷等）

事前学習：教科書②の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

3
4月27日

1限
麻酔法（３）
(吉野秋男）

小児の麻酔の特徴、麻酔法のまとめ

事前学習：教科書①第11章手術を受ける小児の看護、教科書⑧第3章B急性期
にある子どもと家族の看護を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。

評価
定期試験：90％（外科的治療：66%、救急・救命：18％、麻酔：18％）
出席・参加状況：１０％（１回欠席減点２％）

教科書

①系看　別巻　臨床外科看護総論　医学書院　②系統　専門分野Ⅱ成人看護学[2]呼
吸器　③系統　専門分野Ⅱ成人看護学[3]　循環器　④系統　専門分野Ⅱ成人看護学
[5]消化器　⑤　系統専門分野Ⅱ成人看護学[7]脳・神経　　⑥系統専門分野Ⅱ成人看
護学[9]女性生殖器　⑦系統専門分野Ⅱ成人看護学[10]運動器　　⑧系看専門分野Ⅱ
小児看護学概論小児臨床看護総論小児看護学1　⑨系看専門分野Ⅱ小児看護学各論小
児看護学2 ⑩系看別巻救急看護学

参考図書など 初講義日及び随時紹介する。

7月5日
4限

救急・救命（３）
（兼坂茂）

小児の救急処置法の実際

事前学習：教科書⑧の第6章⑩救急処置を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月28日
4限

救急・救命（２）
（兼坂茂）

主要病態に対する救急処置、救急患者発生時の対応

事前学習：教科書①第5章救急看護の基礎を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月21日
4限

救急・救命（１）
（兼坂茂）

救急処置法の原則と実際、救急患者の観察とアセスメント

事前学習：教科書①第5章救急看護の基礎を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月20日
5限

外科的治療（９）
（遠藤太刀男）

運動器の主な外科的治療（脊椎）

事前学習：教科書⑦の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6月12日
5限

外科的治療（５）
（山川満）

脳および神経、頸部の主な外科的治療（開頭術、穿頭術、等）

事前学習：教科書⑤の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

回数 講義日程 単元 内容

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。

評価
定期試験：90％（外科的治療：66%、救急・救命：18％、麻酔：18％）
出席・参加状況：１０％（１回欠席減点２％）

教科書

①系看　別巻　臨床外科看護総論　医学書院　②系統　専門分野Ⅱ成人看護学[2]呼
吸器　③系統　専門分野Ⅱ成人看護学[3]　循環器　④系統　専門分野Ⅱ成人看護学
[5]消化器　⑤　系統専門分野Ⅱ成人看護学[7]脳・神経　　⑥系統専門分野Ⅱ成人看
護学[9]女性生殖器　⑦系統専門分野Ⅱ成人看護学[10]運動器　　⑧系看専門分野Ⅱ
小児看護学概論小児臨床看護総論小児看護学1　⑨系看専門分野Ⅱ小児看護学各論小
児看護学2 ⑩系看別巻救急看護学

参考図書など 初講義日及び随時紹介する。

15
7月12日

4限
救急・救命（３）
（兼坂茂）

小児の救急処置法の実際

事前学習：教科書⑧の第6章⑩救急処置を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

14
6月28日

4限
救急・救命（２）
（兼坂茂）

主要病態に対する救急処置、救急患者発生時の対応

事前学習：教科書①第5章救急看護の基礎を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

13

6月14日
4限

救急・救命（１）
（兼坂茂）

救急処置法の原則と実際、救急患者の観察とアセスメント

事前学習：教科書①第5章救急看護の基礎を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

12

6月20日
5限

外科的治療（１０）
（遠藤太刀男）

運動器の主な外科的治療（脊椎）

事前学習：教科書⑦の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

11
6月12日

5限
外科的治療（８）
（山川満）

脳および神経、頸部の主な外科的治療（開頭術、穿頭術、等）

事前学習：教科書⑤の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年後期

回数 講義日程

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。

評価
定期試験：90％（アレルギー：20％、膠原病：20％、皮膚・眼・耳鼻咽喉：各10％、歯・口
腔：20％）、　出席・参加状況：10％（１回欠席減点2％）

教科書
①系統 専門分野Ⅱ成人看護学[11]アレルギー・膠原病・感染症、②系統 専門分野Ⅱ成人看護
学[12]　皮膚、③系統 専門分野Ⅱ成人看護学[13]眼、④系統 専門分野Ⅱ成人看護学[14]耳鼻
咽喉　、⑤系統 専門分野Ⅱ成人看護学[15]歯・口腔

参考図書など 初講義日及び随時紹介する。

1月18日
1限

看護の土台となる病態学
まとめ
（寺本明）

国家試験出題基準からみた病態学（全体）のまとめ、例題についてのレポート
作成

事前学習：病態学（全体）の復習  　(30分）

事後学習：例題および練習問題　 (30分）

1月15日
4限

感覚器系疾患の診断と治療
（１）
（藤原明子）

皮膚（悪性疾患、帯状疱疹、白癬、尋常性乾癬）、アトピー性皮膚炎、接触性
皮膚炎、蕁麻疹、褥瘡

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

12月21
日
2限

感覚器系疾患の診断と治療
（５）
(鈴木麻美）

口腔（悪性疾患、アフタおよびアフタ類似疾患、褥瘡性潰瘍、カンジタ症）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

12月21
日
1限

感覚器系疾患の診断と治療
（４）
(鈴木麻美）

歯（齲蝕、萌出異常、歯肉炎、歯周炎、急性口底炎）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

11月22日
4限

感覚器系疾患の診断と治療
（２）
（金田英蘭）

眼（屈折異常、白内障、緑内障、網膜剝離・網膜症、感染症（細菌性結膜炎、
等）、ベーチェット病

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

11月20日
4限

感覚器系疾患の診断と治療
（３）
（石田克紀）

耳鼻咽喉（舌がん等悪性疾患、中耳炎、メニエール病、突発性難聴、鼻出血、
副鼻腔炎、扁桃炎、流行性耳下腺炎）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

10月24日
2限

おもな膠原病の診断と治療
(橋本修）

関節リウマチ、全身性エリテマト－デス、シェーングレン症候群、多発性筋
炎、皮膚筋炎

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

10月17日
2限

おもなアレルギー疾患の診断
と治療
(橋本修）

花粉症（アレルギー性鼻炎）、喘息、咳喘息、食物アレルギー、ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

「人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ」や病理学の学習内容と関連させながら、感覚器系疾患とアレルギー膠原病の診断と治療につ
いて学習する。感覚器系疾患では、耳鼻咽喉科疾患、眼の疾患、歯牙・口腔疾患および皮膚の疾患を学習する。またアレ
ルギー疾患及び膠原病の診断と治療については、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、関節リュウマチ、全身性エリ
テマトーデス、多発性筋炎、皮膚筋炎を中心に学ぶ。

到達目標

１）おもなアレルギー疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
２）おもな膠原病の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
３）おもな皮膚疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
４）おもな眼疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
５）おもな耳鼻咽喉疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
６）おもな歯牙疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
７）おもな口腔疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病態学Ⅲ（診断と治療）
寺本明　橋本修　石田克紀

鈴木麻美　金田英蘭　藤原明子

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年後期

回数 講義日程

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。

評価
定期試験：90％（アレルギー：20％、膠原病：20％、皮膚・眼・耳鼻咽喉：各10％、歯・口
腔：20％）、　出席・参加状況：10％（１回欠席減点2％）

教科書
①系統 専門分野Ⅱ成人看護学[11]アレルギー・膠原病・感染症、②系統 専門分野Ⅱ成人看護
学[12]　皮膚、③系統 専門分野Ⅱ成人看護学[13]眼、④系統 専門分野Ⅱ成人看護学[14]耳鼻
咽喉　、⑤系統 専門分野Ⅱ成人看護学[15]歯・口腔

参考図書など 初講義日及び随時紹介する。

8
1月18日

1限
看護の土台となる病態学
まとめ（寺本明）

国家試験出題基準からみた病態学（全体）のまとめ、例題についてのレポート作
成

事前学習：病態学（全体）の復習  　(30分）

事後学習：例題および練習問題　 (30分）

7
1月15日

4限

感覚器系疾患の診断と治療
（５）
（藤原明子）

皮膚（悪性疾患、帯状疱疹、白癬、尋常性乾癬）、アトピー性皮膚炎、接触性皮
膚炎、蕁麻疹、褥瘡

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

6
12月21

日
2限

感覚器系疾患の診断と治療
（４）
(鈴木麻美）

口腔（悪性疾患、アフタおよびアフタ類似疾患、褥瘡性潰瘍、カンジタ症）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

5
12月21

日
1限

感覚器系疾患の診断と治療
（３）
(鈴木麻美）

歯（齲蝕、萌出異常、歯肉炎、歯周炎、急性口底炎）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

4
11月22日

4限

感覚器系疾患の診断と治療
（２）
（金田英蘭）

眼（屈折異常、白内障、緑内障、網膜剝離・網膜症、感染症（細菌性結膜炎、
等）、ベーチェット病

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

3
11月20日

4限

感覚器系疾患の診断と治療
（１）
（石田克紀）

耳鼻咽喉（舌がん等悪性疾患、中耳炎、メニエール病、突発性難聴、鼻出血、副
鼻腔炎、扁桃炎、流行性耳下腺炎）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

2
10月24日

2限
おもな膠原病の診断と治療
(橋本修）

関節リウマチ、全身性エリテマト－デス、シェーングレン症候群、多発性筋炎、
皮膚筋炎

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

事後学習：配布資料と教科書で復習しておく　(40分）

1
10月17日

2限

おもなアレルギー疾患の診断
と治療
　(橋本修）

花粉症（アレルギー性鼻炎）、喘息、咳喘息、食物アレルギー、ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ

事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　（20分）

「人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ」や病理学の学習内容と関連させながら、感覚器系疾患とアレルギー膠原病の診断と治療につい
て学習する。感覚器系疾患では、耳鼻咽喉科疾患、眼の疾患、歯牙・口腔疾患および皮膚の疾患を学習する。またアレル
ギー疾患及び膠原病の診断と治療については、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、関節リュウマチ、全身性エリテマ
トーデス、多発性筋炎、皮膚筋炎を中心に学ぶ。

到達目標

１）おもなアレルギー疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
２）おもな膠原病の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
３）おもな皮膚疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
４）おもな眼疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
５）おもな耳鼻咽喉疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
６）おもな歯牙疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。
７）おもな口腔疾患の原因、症状、診断、検査、治療について説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病態学Ⅲ（診断と治療）
寺本明　橋本修　石田克紀

鈴木麻美　金田英蘭　藤原明子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
1年前期

回数 講義日程

6月21日 真菌感染症

真菌の構造，分類，病原性　（教科書第7章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

6月14日 寄生虫感染症

寄生虫の分類，原虫と疾患（教科書第8章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

6月7日 ウイルス感染症Ⅱ

ウイルスの病原性と疾患（教科書第6章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

5月31日 ウイルス感染症Ⅰ

ウイルスの形態・構造，感染・増殖　（教科書第6章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

5月24日 細菌感染症Ⅱ

細菌感染症の主な原因菌（院内感染症）（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

5月17日 細菌感染症Ⅰ

細菌感染症の主な原因菌（市井感染症）（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

5月10日
免疫システムと免疫担当細
胞，自然免疫と獲得免疫

ヒトの体に備わった免疫について，その基本的なしくみ，感染症に対する人体の
抵抗力・感染防御機構としての役割（教科書第3章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

4月26日
細菌の生活現象（栄養素と
エネルギーの獲得），細菌
の遺伝と変異

細菌の生活現象，遺伝と変異，病原性（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

4月19日 細菌の細胞構造と役割

細菌の形態・構造と分類（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

微生物学 岡崎　充宏

授業概要

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　  　(60分）

4月12日
感染・感染症の機構（しく
み）と種類，細菌の分類と
命名

感染の機構，感染症の種類，感染症の現状（教科書第2章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　    　(60分）

生活環境において人体に感染症を引き起こす微生物（細菌・真菌・原虫・ウイルス）の性質、生態を含めた病原微生物学の
総論を学ぶ。また、感染防御における宿主の免疫と感染予防、治療、検査方法、及びそれらに関わるチーム医療
（infection control team; ICT）等に関する基礎的知識を学ぶ。

到達目標

１）感染と生体防御（免疫学）について説明できる。
２）微生物の構造と性質を説明できる。
３）おもな病原細菌の病原性とその感染症について説明できる。
４）おもな病原真菌の病原性とその感染症について説明できる。
５）おもな病原寄生虫の病原性とその感染症について説明できる。
６）おもなウイルスの病原性とその感染症について説明できる。
７）感染症の診断における検査の実際を理解できる。
８）感染制御とチーム医療について説明できる。

単元 内容

4月5日
ヒトと感染症，歴史，正常
細菌叢について

人間の社会生活と感染症との関係，ヒトとヒトにおける正常細菌叢との関係3
（教科書第１章と第3章一部）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
1年前期

回数 講義日程

6月28日11

6月21日

真菌感染症

真菌の構造，分類，病原性　（教科書第7章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

10

6月14日

寄生虫感染症

寄生虫の分類，原虫と疾患（教科書第8章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

9

6月7日

ウイルス感染症Ⅱ

ウイルスの病原性と疾患（教科書第6章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

8

5月31日

ウイルス感染症Ⅰ

ウイルスの形態・構造，感染・増殖　（教科書第6章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

7

5月24日

細菌感染症Ⅱ

細菌感染症の主な原因菌（院内感染症）（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

6

5月17日

細菌感染症Ⅰ

細菌感染症の主な原因菌（市井感染症）（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

5

5月10日

免疫システムと免疫担当細
胞，自然免疫と獲得免疫

ヒトの体に備わった免疫について，その基本的なしくみ，感染症に対する人体の
抵抗力・感染防御機構としての役割（教科書第3章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

4

4月26日

細菌の生活現象（栄養素と
エネルギーの獲得），細菌
の遺伝と変異

細菌の生活現象，遺伝と変異，病原性（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

3

4月19日

細菌の細胞構造と役割

細菌の形態・構造と分類（教科書第5章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

微生物学 岡崎　充宏

授業概要

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　  　(60分）

2
感染・感染症の機構（しく
み）と種類，細菌の分類と
命名

感染の機構，感染症の種類，感染症の現状（教科書第2章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　    　(60分）

生活環境において人体に感染症を引き起こす微生物（細菌・真菌・原虫・ウイルス）の性質、生態を含めた病原微生物学の
総論を学ぶ。また、感染防御における宿主の免疫と感染予防、治療、検査方法、及びそれらに関わるチーム医療
（infection control team; ICT）等に関する基礎的知識を学ぶ。

到達目標

１）感染と生体防御（免疫学）について説明できる。
２）微生物の構造と性質を説明できる。
３）おもな病原細菌の病原性とその感染症について説明できる。
４）おもな病原真菌の病原性とその感染症について説明できる。
５）おもな病原寄生虫の病原性とその感染症について説明できる。
６）おもなウイルスの病原性とその感染症について説明できる。
７）感染症の診断における検査の実際を理解できる。
８）感染制御とチーム医療について説明できる。

単元 内容

1 4月12日
ヒトと感染症，歴史，正常
細菌叢について

人間の社会生活と感染症との関係，ヒトとヒトにおける正常細菌叢との関係3
（教科書第１章と第3章一部）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項
講義内容は，それほど難しいことは述べないが，配布資料と教科書を読んで予習・復習を行
い，医療に関する専門用語を理解して使いこなせるようにする．第6回の授業においてこれまで
の授業内容の理解度チェック（授業到達試験）を行う．

評価 定期試験、及び授業到達試験を各45％，出席状況、及び授業態度10％として評価する

教科書 藤本秀士編著（2017）：わかる　身につく　病原体・感染・免疫　南山堂（isbn978-4-525-16232-0）

参考図書など
はじめよう看護の感染と防御（小林寅喆著，ヴァンメディカル）
病気が見える⑥（免疫，膠原病，感染症）　メディックメディア

7月19日
感染症の予防と感染制御Ⅲ
（標準予防策，チーム医
療）

院内感染予防対策，法律による感染症対策，メディカルスタッフによるチーム医
療　（教科書第4章，配布資料）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

7月12日
感染症の予防と感染制御Ⅱ
（抗菌薬）

抗菌薬，抗真菌薬，抗結核薬，抗ウイルス薬，その体内動態（PK/PD理論）（配
布資料）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

7月5日
感染症の予防と感染制御Ⅰ
（滅菌と消毒，予防接種）

滅菌・消毒，予防接種　（教科書第4章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

6月28日
感染症の検査・診断・治療
の概要

感染症の診断に必要な微生物検査の実際，検査結果報告書の見方　（教科書第2
章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

回数 講義日程 単元 内容

7月19日

7月12日

留意事項
講義内容は，それほど難しいことは述べないが，配布資料と教科書を読んで予習・復習を行
い，医療に関する専門用語を理解して使いこなせるようにする．第6回の授業においてこれまで
の授業内容の理解度チェック（授業到達試験）を行う．

評価 定期試験、及び授業到達試験を各45％，出席状況、及び授業態度10％として評価する

教科書 藤本秀士編著（2017）：わかる　身につく　病原体・感染・免疫　南山堂（isbn978-4-525-16232-0）

参考図書など
はじめよう看護の感染と防御（小林寅喆著，ヴァンメディカル）
病気が見える⑥（免疫，膠原病，感染症）　メディックメディア

15 7月26日
感染症の予防と感染制御Ⅲ
（標準予防策，チーム医
療）

院内感染予防対策，法律による感染症対策，メディカルスタッフによるチーム医
療　（教科書第4章，配布資料）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

14
感染症の予防と感染制御Ⅱ
（抗菌薬）

抗菌薬，抗真菌薬，抗結核薬，抗ウイルス薬，その体内動態（PK/PD理論）（配
布資料）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

13

7月5日

感染症の予防と感染制御Ⅰ
（滅菌と消毒，予防接種）

滅菌・消毒，予防接種　（教科書第4章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）

12
感染症の検査・診断・治療
の概要

感染症の診断に必要な微生物検査の実際，検査結果報告書の見方　（教科書第2
章）

事前学習：授業内容に関する配布資料や教科書の該当箇所を読んでくる　(30分）

事後学習：配布資料や教科書など，授業全体について復習する　　　　(60分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
1年後期

回数 講義日程

9月28日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

10月12日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

10月19日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

10月26日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月2日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月9日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月16日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月30日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

12月7日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

12月14日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

12月21日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

1月11日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

1月18日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

1月25日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

2月1日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

留意事項 適宜掲示する

評価 筆記試験：７０％、出席状況：３０％
教科書 ≪系統看護学講座 専門基礎分野≫疾病のなりたちと回復の促進[1]　病理学

参考図書など なるほどなっとく！病理学　病態形成の基本的なしくみ　南山堂

老化と死

細胞の老化と個体の老化、個体の死

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

循環器系の疾患

虚血性心疾患、心不全、その他

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

代謝異常

肥満、脂質異常症、動脈硬化症、糖尿病

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

感染症

病原体と感染症

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

先天異常（１）

遺伝子・染色体異常による先天性疾患

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

先天異常（２）

奇形をきたす原因、臨界期、さまざまな奇形

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

腫瘍（１）

がんの疫学、良性腫瘍と悪性腫瘍、細胞異型と構造異型

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

腫瘍（２）

転移・播種、がんの発生原因、治療

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

循環障害（３）

浮腫、脱水、ショック、高血圧

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

炎症と免疫

滲出性炎と増殖性炎、特異性炎、免疫、アレルギー

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

循環障害（１）

充血・うっ血、側副循環、出血・止血、血栓症、塞栓症

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

循環障害（２）

虚血・梗塞、虚血性心疾患について

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

細胞障害と反応（１）

退行性変化（変性、壊死、アポトーシス、萎縮）

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

細胞障害と反応（２）

進行性病変（過形成、肥大、化生、再生、創傷治癒）

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

病理学とは

病理学とは、細胞の構造・機能、発生学

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病理学 福田　平

授業概要

疾病の基本的な原因と病態の発生過程を病理学的観点より把握するために、奇形・退行性病変、進行性病変、炎症、腫瘍などの知識を学び、それ
らの病変が組織や臓器に現れた場合の疾患の成り立ちについて学習する。

到達目標

1）病気の原因、疾病の分類を説明できる。2）おもな先天異常と遺伝子異常の病理を説明するできる。3）おもな代謝疾患の病理を説明すること
ができる。
4）循環障害によるおもな疾患の病理を説明することができる。5）炎症の定義とおもな免疫、自己免疫疾患の病理を説明することができる。
6）おもな感染症の病原体の病理を説明できる。7）腫瘍の定義と分類を説明できる。8）老化と死について病理学的見地から説明できる。
9）主な疾患（心不全、白血病、各種の腫瘍、ネフローゼ症候群、褐色細胞腫、脳梗塞、脳内出血、アルツハイマー型認知症）の病理について説
明できる。

単元 内容

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
1年後期

回数 講義日程

9月28日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

10月12日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

10月19日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

10月26日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月2日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月9日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月16日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

11月30日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

12月7日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

12月14日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

12月21日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

1月11日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

1月18日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

1月25日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

2月1日 事前学習：教科書の該当箇所を読んでおく　　　　　　 　　　(　10　分）

留意事項 適宜掲示する

評価 筆記試験：７０％、出席状況：３０％
教科書 ≪系統看護学講座 専門基礎分野≫疾病のなりたちと回復の促進[1]　病理学

参考図書など なるほどなっとく！病理学　病態形成の基本的なしくみ　南山堂

14 老化と死

細胞の老化と個体の老化、個体の死

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

15 循環器系の疾患

虚血性心疾患、心不全、その他

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

12 代謝異常

肥満、脂質異常症、動脈硬化症、糖尿病

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

13 感染症

病原体と感染症

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

10 先天異常（１）

遺伝子・染色体異常による先天性疾患

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

11 先天異常（２）

奇形をきたす原因、臨界期、さまざまな奇形

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

8 腫瘍（１）

がんの疫学、良性腫瘍と悪性腫瘍、細胞異型と構造異型

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

9 腫瘍（２）

転移・播種、がんの発生原因、治療

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

6 循環障害（３）

浮腫、脱水、ショック、高血圧

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

7 炎症と免疫

滲出性炎と増殖性炎、特異性炎、免疫、アレルギー

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

4 循環障害（１）

充血・うっ血、側副循環、出血・止血、血栓症、塞栓症

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

5 循環障害（２）

虚血・梗塞、虚血性心疾患について

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

2 細胞障害と反応（１）

退行性変化（変性、壊死、アポトーシス、萎縮）

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

3 細胞障害と反応（２）

進行性病変（過形成、肥大、化生、再生、創傷治癒）

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

1 病理学とは

病理学とは、細胞の構造・機能、発生学

事後学習：教科書で復習しておく　　　　　　　             (　20　分）

授業科目区分：看護･専門基礎科目・人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復・必修

授業科目名 担当教員

病理学 福田　平

授業概要

疾病の基本的な原因と病態の発生過程を病理学的観点より把握するために、奇形・退行性病変、進行性病変、炎症、腫瘍などの知識を学び、それ
らの病変が組織や臓器に現れた場合の疾患の成り立ちについて学習する。

到達目標

1）病気の原因、疾病の分類を説明できる。2）おもな先天異常と遺伝子異常の病理を説明するできる。3）おもな代謝疾患の病理を説明すること
ができる。
4）循環障害によるおもな疾患の病理を説明することができる。5）炎症の定義とおもな免疫、自己免疫疾患の病理を説明することができる。
6）おもな感染症の病原体の病理を説明できる。7）腫瘍の定義と分類を説明できる。8）老化と死について病理学的見地から説明できる。
9）主な疾患（心不全、白血病、各種の腫瘍、ネフローゼ症候群、褐色細胞腫、脳梗塞、脳内出血、アルツハイマー型認知症）の病理について説
明できる。

単元 内容
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年前期

回数 講義日程

留意事項 授業毎に最後の30分を利用して討論とレポート作成を行う。

評価 授業毎のレポート（60%）＋授業中の討論への参加（40%）

教科書 資料を授業毎に配布する。教科書は使用しない。

参考図書など
総合医療論（小泉俊三・平尾智弘・有吉浩美）医学書院、ナーシング・グラフィカ：健康の回
復と看護④脳・神経機能障害/感覚機能障害（田村綾子）メディカ出版

6月29日
現代のチーム医療における
看護師の役割

チームが成立するための原理、厚労省のチーム医療推進会議での論点

事前学習：チームとは何かを調べてくる。　　　　　　　　　　　　(  30分）

事後学習：チームが生み出す活力の源泉は何かを考える。　　　　　(  30分）

6月22日
植物状態（遷延性意識障
害）

植物状態の定義とその原因疾患、植物状態から離脱させることを目指す看護

事前学習：植物状態の定義を調べてくる。　　　　　　　　　　　　(  30分）

事後学習：植物状態での延命が生む問題をまとめる。　　　　　　　(  30分）

6月15日 脳死・臓器移植

脳死の定義と法的な脳死判定、脳死下での臓器移植に伴う課題

事前学習：脳死の定義を調べてくる。　　　　　　　　　　　　　　(  30分）

事後学習：脳死下での延命によって生まれる問題をまとめる。　　　(  30分）

6月8日
終末期医療と尊厳死・安楽
死

尊厳死・安楽死の定義とその起源、その実現のための課題と対策

事前学習：尊厳死・安楽死の定義を調べてくる。　　　　　　　　　(  30分）

事後学習：蘇生や延命を断念することに伴う問題をまとめる。　　　(  30分）

6月1日 人工知能からみた神経倫理

人工知能やブレイン・マシン・インターフェースが脳の機能に及ぼす影響、神経
倫理の取り組む課題

事前学習：人工知能の意味を調べてくる。　　　　　　　　　　　　(  30分）　　　　　　　　

事後学習：人工知能は生きようとする意志を持ち得るかを考える。　(  30分）

5月25日 生殖医療からみた生命倫理

生殖医療の現状（不妊治療を中心に）、生命倫理の取り組む課題

事前学習：配偶子の提供とは何かを調べてくる。　　　　　　　　　(  30分）

事後学習：出自を知る権利に伴う問題をまとめる。　　　　　　　　(  30分）

事後学習：外国人労働者を導入することに伴う問題をまとめる。　　(　30分）

5月18日
医療情報と臨床研究からみ
た医療倫理

医療におけるインフォームド・コンセントの要点、その臨床研究における課題、
患者の個人情報を守るために留意すべき事項

事前学習：守秘義務とは何かを調べてくる。　　　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：医療情報を電子化することに伴う問題をまとめる　　　　(  30分）

5月11日
超高齢社会における医療制
度

わが国および各国の医療制度の成り立ち・医療観の変遷、超高齢社会における課
題と対策

事前学習：超高齢社会の定義を調べてくる。　　　　　　　　　　　(  30分）

生命とは、健康とは、病気とはなど保健・医療に携わる者に必要な医療の原点について学習する。また、医療の変遷を学ぶ
とともに、現代医療が抱えている諸問題とその特徴、変化する社会と医療のあるべき姿について展望する。西洋、日本、中
国の医療の歴史、生命、健康、病気の考え方、現代医療における看護の役割、日本とアジアの医療体制、超高齢化社会と生
命倫理、脳死と臓器移植、死の哲学等について学び、医療に関する考え方を熟成させていく。

到達目標

①医療制度、医療倫理、生命倫理、神経倫理について、各々が取り組む主な課題を列挙できる。②尊厳死・安楽死、脳死、
植物状態の定義を述べ、各々の持つ問題を指摘できる。③チーム医療を推進すべき理由を述べ、そこにおいて求められる看
護師の役割を説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・必修

授業科目名 担当教員

現代医療論 寺本　明
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年後期

回数 講義日程

9月25日

2時限

10月2日

2時限

10月16日

2時限

10月23日

2時限

10月29日

3時限

10月31日

3時限

11月2日

3時限

11月6日

2時限

留意事項

精神保健論で学習する内容は、「精神看護学概論」「精神看護方法論Ⅰ」「精神看護方法論
Ⅱ」「精神看護学実習」での学習に関連する。また各専門看護学とも関連する内容なので、必
ず事前学習・事後学習を行って積極的に授業に臨んでください。回によって使用テキストが違
いますので事前学習の項を確認して下さい。

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。（60分）

教科書
吉松和哉、小泉典章、川野雅資編：精神看護学Ⅰ精神保健学第6版　ヌーベルヒロカワ

川野雅資編：精神看護学Ⅱ精神臨床看護学第6版　ヌーベルヒロカワ(ISBN:978-4-86174-065-7)

参考図書など

災害時のこころのケア　サイコロジカルファーストエイド　実施の手引き 原著第2版　医学書
院（ISBN: 978-4-260-01437-3）
精神保健医療福祉白書2017　地域社会での共生に向けて　精神保健医療福祉白書編集委員会＝
編集　中央法規（ISBN: 978-4-8058-5424-2）
他は適宜紹介する。

評価
定期試験70％、提出物30％を総合して評価します。
※課題を未提出の場合は、定期試験を受験しても評価の対象とはならない。

医療の場におけるメンタル
ヘルス

リエゾン精神看護、身体疾患をもつ人の心の健康、さまざまな心理的反応におけ
るメンタルヘルス、家族の心の健康

事前学習：教科書（精神看護学Ⅰ）の第2章（P59-136）を読み、重要部分にマー
カーする。(30分）

社会とメンタルヘルス②

家族・家庭、学校、職場、地域におけるメンタルヘルス

事前学習：グループワークを各自進める。 (30分）

事後学習：グループワークを各自進める。 (60分）

社会とメンタルヘルス③

グループワークによる発表とまとめ

事前学習：事前に配布された発表資料を熟読し、疑問点を明確にする。(30分）

事後学習：グループ発表後、【個人課題２】（クリティークシート、投票用紙）
を指定した時間に提出する。配布資料や教科書の内容など、授業全体について復
習し【個人課題３】（個人レポート）を行う。　(60分）

危機とメンタルヘルス

危機の概念、危機介入、危機と予防、ストレスと対処、ストレスと適応

事前学習：教科書（精神看護学Ⅰ）の第1章（P48-55）を読み、重要部分にマー
カーする。　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。（60分）

社会とメンタルヘルス①

精神医学的問題と社会要因、さまざまな社会病理現象

事前学習：メンタルヘルスに影響を及ぼす社会病理現象に着目した資料を準備す
る。一部は授業日の指定した時間に提出する【個人提出１】。必ず自分用にコ
ピーを取り、授業に持参する。　(30分）

事後学習：グループワークを各自進める。(60分）

心の機能と発達

フロイトの精神力動論と精神情緒の発達論、エリクソンの発達論、自我同一性、自我の機能

事前学習：教科書（精神看護学Ⅰ）の第1章（P17-36）を読み、重要部分にマー
カーする。　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。（60分）

脳の仕組みと精神機能

脳の部位と精神機能、神経伝達物質と精神機能、ストレス脆弱性仮説、脳と免疫
機能、睡眠障害とサーカディアンリズム

事前学習：教科書（精神看護学Ⅱ）の第2章（P61-72）を読み、重要部分にマー
カーする。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。（60分）

精神の健康の考え方をふまえ、さまざまな場や現代社会が精神に及ぼす影響、精神障害の捉え方とその予防について学習す
る。特にライフサイクルや家庭、学校、職場、地域という生活の場における精神保健の諸相を詳細に学習する。そして、予
防精神医学的観点から精神保健がどうあるべきかを学習する。

到達目標

１）精神の健康について説明することができる。
２）精神力動的な考え方や精神の発達論について説明することができる。
３）危機およびストレスと対処行動が説明することができる。
４）さまざまな場と現代社会が精神保健上に及ぼす影響について説明することができる。

単元 内容

精神の健康

精神保健の概念、精神保健の領域、精神障害の予防、心の健康の概念

事前学習：教科書（精神看護学Ⅰ）の第1章（P6-16）を読み、重要部分にマー
カーする。　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。（60分）

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・必修

授業科目名 担当教員

精神保健論 片山　典子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年後期

回数 講義日程

留意事項 適宜提示する。

評価
出席・授業態度（10％程度）およびテストの成績（90％程度）にて評価する。このため、欠席し
た授業があった場合には担当教員に相談すること。

教科書
「はじめての臨床心理学」森谷寛之・竹松志乃　編著出版社：北樹出版
ＩＳＢＮ：４-８９３８４－５５０－０

参考図書など 随時紹介する

11月16日 心理療法２

心理療法各論　および体験学習

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

11月9日 心理療法１

心理療法の定義　および基本的態度

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

11月2日 心理アセスメント２

心理査定の種類　各論

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

10月26日 心理アセスメント１

心理査定とは　および心理査定のとり方

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

10月19日 臨床心理学と精神医学

正常と異常、ストレスと心身の連関

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

10月12日 ライフサイクル２

成人期～老年期、発達課題と年代別の精神的な諸問題

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

10月5日 ライフサイクル１

生涯発達論について、乳幼児期～青年期

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：資料および上記箇所の振り返り　　　　　　　　　　　　(20分）

9月28日 臨床心理学概論

臨床心理学の歴史と現状　および人間の心理学的理解について

事前学習：教科書上の該当箇所の通し読み　　　　　　　　　　　　(20分）

臨床心理学の基礎的知識を学ぶ。ライフサイクルと心理臨床、臨床心理学で行うアセスメントの方法と臨床心理学的アプローチの方法
について学習する。特に臨床心理学における人間へのアプローチについて学習するとともに、力動的立場を中心に据え基礎理論、対
象理解、援助手法を学習することにより、看護師が直面する多様な問題への解決方法を身につける。

到達目標

生涯発達の視点から人の成長過程（心身全般）について学ぶ。また、臨床心理学的な視点で人と関わるには、どのような配慮をして、
どう関わるのかを知ることで、今後の対人援助に活かす基礎を学ぶ

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・必修

授業科目名 担当教員

臨床心理学 黒住　享弘
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年前期

回数 講義日程

留意事項 オムニバス形式であることを考慮して事前・事後学修に取り組むこと。

評価 定期試験による。

教科書
 系統別看護学講座　看護関係法令　健康支援と社会保障制度④ 森山幹夫　医学書院  2018
 ISBN　978-4-260-03449-4

参考図書など 適宜紹介する。

5月29日
第3章　医事法（２）
　 まとめ
（相馬朝江）

第3章医事法　D医療を支える法④人の死に関する法　⑤緊急時の看護・医療
に関する法　その他　人々の健康被害にかかわる法律等 薬剤被害者の救済など
科目のまとめ　科目「到達目標」達成状況の確認　授業評価

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修　（60分）

事後学修：科目全体の復習と「目標達成」状況を確認する　(60分）

5月22日
福祉の基盤となる法と高
齢者に関する法
(牛田貴子)

第８章福祉法:A福祉の基礎(生活保護法など)、
C高齢分野(老人福祉法、高齢者虐待防止法など)、介護保険法等の追加説明

事前学修：前週に配付された事前課題プリントに解答する。　(30分）

事後学修：終了前に実施した小テストの理解不足内容を整理する。　(60分）

5月15日
保健衛生と社会保険の基
盤となる法
(牛田貴子)

第４章保健衛生法:A共通保健法(地域保健法など)、
第７章社会保険法:A費用保障(健康保険法、介護保険法など)・B年金

事前学修：在住する市町村の介護保険に関する資料を印刷して持参する。(30分）

事後学修：学習内容を整理する(次回冒頭に小テストを行う)　(60分）　　　

5月8日
感染症及び小児の保健・福
祉に関する法
（高橋　泉）

第4章 保健衛生法：C 感染症に関する法、第7章 社会保険法：C 手当、
第8章 福祉法：B 児童分野

事前学修：第4章Ｃ、第7章Ｃ、第8章Ｂを読み重要部分にマーカーする。（30分）

事後学修：教科書・講義資料の整理と提示した課題の解答・自己採点(60分）

5月1日

母子の保健に関する法規
及び労働法と社会基盤整
備
（加藤　尚美）

第４章Ｂ②母子保健法　③母体保護法　第9章Ａ：労働法　労働基準法　育児休業
等　第9章Ｂ：社会基盤整備等 男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律　等

事前学修：教科書の該当するページを読み重要部分をノートに記載し持参（60分）

事後学修：ノートの整理と重要事項の記憶（60分）

4月24日
精神の保健及び障害者福
祉に関する法規
 （片山典子）

第4章保健衛生法　B：分野別保健法　①精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律、心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す
る法律等　第8章福祉法 D：障害分野　①障害者基本法、②障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律、個別的な障害者法等

事前学修：教科書の該当ページを読み重要部分にマーカーする。（60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学修：教科書の該当ページを読み重要部分にマーカーする。まとめテストに
解答・自己採点する。（60分）

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の到達状況を確認する （60分）

4月17日
第3章　医事法（１）
 （相馬朝江）

第3章　医事法　A医療法　B医療関係資格法　C保健医療福祉資格法

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修 （60分）

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の到達状況を確認する （60分）

4月10日
第1章　法の概念
第2章　看護法
 （相馬朝江）

第1章 法の概念
第2章 看護法 A保健師助産師看護師法 B看護師等の人材確保の促進に関する法律

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修 （60分）

法の概念、法の意義、目的を踏まえ、保健師助産師看護師法、看護師等の人材確保の促進に関する法律など看護師に関する法規について学修する
とともに医療法、老人福祉法、母子保健等、精神保健福祉法など看護活動を行う上で必要な法規について学修する。さらに、法の活用に当たり、
人権擁護の立場から、医療を受ける側、医療を行う側の双方の立場を理解して活用することの重要性について学修する.

到達目標

１）法の概念を理解し、関係法規を学ぶ意義について説明できる。
２）人権擁護の立場から法を活用することの重要性について説明できる。
３）保健師助産師看護師法について説明できる。
４）関連職種の法規の基礎的事項について説明できる。
５）保健と福祉に関する法規の基礎的事項について説明できる。
６）看護活動で活用する主な法規の基礎的事項について説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・必修

授業科目名 担当教員

看護関係法規
　相馬　朝江　加藤　尚美　牛田　貴子

　高橋　泉　片山　典子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年後期

講義日程

留意事項 初回講義時に説明する

評価 定期試験80％、プレゼンテーション貢献度合い20％、合計で60点以上を合格

教科書 配布資料

参考図書など
三上 真弘監修 (2016): リハビリテーション医学テキスト(改訂第4版) 南江堂　ISBN-13: 978-
4524265497,　中村隆一編集(2009)：入門リハビリテーション概論 (第7版) 医歯薬出版

11月15日
事例のリハチーム医療の発
表

発表と討議, 後半で試験

事前学習：事例のリハチーム医療について討議する                  (30分）　　　　　　　　　　　　

事後学習：チーム医療における看護の役割を確認する                (30分）

11月8日 リハ対象事例のチーム医療

リハチーム医療のアプローチ（整形外科疾患・呼吸，循環，代謝疾患を中心に）

事前学習：リハ対象疾患について確認する　　　　　　　　　　　　　(15分）　　　　　　　　　　　　

事後学習：リハチームアプローチの役割と意義について確認する　　 （20分）

11月1日
リハビリテーション関連職
種とチームアプローチ

リハ各専門職の役割とチーム医療（神経難病による機能障害を中心に）

事前学習：リハ関連職種とチーム医療について確認する　　　　　　　(15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：チーム医療の目標、リハアプローチの過程を確認する　　　(15分）　　　　　　　　　　　

10月25日 障害の概念とＷＨＯ分類

障害分類のICIDH・ICFの変遷と意義（脳血管障害による機能障害を中心に）

事前学習：疾病と障害分類について事前確認する　　　　　　　　　　(15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：ICIDH・ICFの変遷の背景と考え方を確認する　　　　　　　(15分）　　　

10月18日 リハビリテーションの対象

医学的リハとリハ医学の対象の捉え方とリハアプローチについて

事前学習：疾病と障害の関連性とリハビリテーションの定義を確認する(15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：医学的リハとリハ医学の差異を資料から確認する　　　　　(15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　

10月11日 リハビリテーション総論Ⅲ

QOL（quality of life）、ADL（activities of daily living）とリハとの関連

事前学習：リハビリテーションの理念とQOL、ADLの定義を確認する　　(15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：ADL定義、評価法と課題を、QOLの背景を確認する　　　　　(15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：リハビリテーションの理念、定義について確認する　　　　(15分）

10月4日 リハビリテーション総論Ⅱ

ノーマライゼーションとIL運動

事前学習：リハ定義とノーマライゼーションを確認する　　　　　　　(15分）

事後学習：IL運動とその背景からリハ理念を思考する　　　　　　　　(15分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9月27日 リハビリテーション総論Ⅰ

オリエンテーションとリハビリテーションの定義、語源について

事前学習：看護学について確認する　　　　　　　　　　　　　　　　(15分）

リハビリテーション概論では、リハビリテーションの歴史と理念およびその仕組みなどについて教授する。具体的にはリハ
ビリテーションの歴史、定義から始まり、障害の分類と実態、リハビリテーションチームの役割、障害の受容、各制度上の
問題点などについて概説する。また、医学的・社会的・職業的・教育的・地域的なリハビリテーションについて解説する。

到達目標

1.リハビリテーションの定義、理念,障害分類との位置づけを理解できる。
2.患者・障害者の心理・社会的側面を理解し、IL運動やノーマライゼーションの背景と意味を理解できる。
3.リハビリテーション医療の過程と看護の役割を理解できる。
4.リハビリテーション医療（各機能障害別）におけるチーム医療について理解できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・選択

授業科目名 担当教員

リハビリテーション概論 長澤　弘
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年後期

回数 講義日程

留意事項 生命維持と栄養について理解を深めることが出るよう、積極的な授業参加を求めます。

評価 定期試験８０％　提出物　１０％　授業中の学習参加状況１０％

教科書 關戸恵子（２０１７）：疾病の成り立ちー臨床栄養学、メディカ出版

参考図書など 適宜紹介する

11月15日 食事指導の実際・まとめ

健康保持・増進　食習慣の改善
グループワークによるまとめ（テキスト第6章）

事前学習：学習内容に関する該当箇所を読んでくる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：グループワークで学びを纏めておく。　　　　　　　　　(３０分）

11月8日 療養生活と栄養・食事

疾患別の食事療法（テキスト第5章）

事前学習：学習内容に関する該当箇所を読んでくる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業を振り返り、まとめておく。　　　　　　　　　　　(３０分）

11月1日 療養生活と栄養・食事

検査のための食事
治療による回復を促すための食事（テキスト第4章）

事前学習：学習内容に関する該当箇所を読んでくる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業を振り返り、まとめておく。　　　　　　　　　　　(３０分）

10月25日
ライフステージと栄養・食
生活が健康に及ぼす影響

成人期、妊娠・授乳期、高齢期（テキスト第3章　３－４・５・６）

事前学習：学習内容に関する該当箇所を読んでくる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業を振り返り、まとめておく。　　　　　　　　　　　(３０分）

10月18日
ライフステージと栄養・食
生活が健康に及ぼす影響

乳幼児期、学童期、青年期（テキスト第3章　３－１・２・３）

事前学習：学習内容に関する該当箇所を読んでくる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業を振り返り、まとめておく。　　　　　　　　　　　(３０分）

10月11日 日常生活と栄養・食事

食文化、活動と栄養（テキスト第2章・第3章　１・２）

事前学習：授業内容に関する該当箇所を読んでくる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業を振り返り、まとめておく。　　　　　　　　　　　(３０分）

10月4日
食生活が及ぼす健康への影
響

栄養アセスメント（テキスト第1章・2章）

事前学習：授業内容に関する該当箇所を読んでくる。　　　　　　　(３０分）

事後学習：授業を振り返り、まとめておく。　　　　　　　　　　　(３０分）

9月27日 臨床栄養学の基礎知識

臨床栄養学とはどのような学問か、臨床栄養学の意義（テキスト第1章）

事前学習：　授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　(３０分）

事後学習：授業内容を振り返り、まとめておく。　　　　　　　　　(３０分）

単元 内容

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・選択

授業科目名 担当教員

臨床栄養学 梅澤　眞由美

授業概要

ライフステージと栄養・食生活と健康との関係について学習する。その人にとって望ましい栄養・食生活を日常生活の中で継続すること
の重要性を認識する。栄養・食生活に問題がある場合に生じやすい健康障害についても学び、免疫力を高め、疾病を予防する方法につい
ても学習する。さらに、さまざまな疾病を抱えた人の食事療法・食事指導ならびに指導効果を判定する方法について学習する。

到達目標
１）臨床栄養学の基礎知識について、理解できる。

２）ライフステージと栄養・食生活と健康との関連性について理解できる

３）疾病を抱えた人の食事療法及び食事指導の必要性について理解できる
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
2年前期

回数 講義日程

4月9日

3限

5月7日

3限

5月14日

3限

5月21日

3限

5月28日

3限

6月13日

1限

6月13日

2限

6月18日

3限

6月18日

4限

疫学研究で必要な統計学

疫学研究で最低限必要となる統計手法について学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な公式や数
的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

スクリーニング

スクリーニングの手法と社会的意義および簡単なデータを使った演習

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連用語の理
解、必要な公式や数的処理の手法と実践処理の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学研究の様々なデザイ
ン

疫学調査手法について学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な公式や数
的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学研究の質

疫学研究の質（バイアス等）について学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な公式や数
的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疾病頻度の表し方

記述疫学と分析疫学の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な知識、関
連用語の捉え方、必要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

曝露の効果を表す指標

疫学の測度と指標1

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な公式や数
的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学研究の基本的な用語
理解

疫学の目的・対象・方法

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な知識、関
連用語の捉え方、公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疾病の原因・疫学な因果
関係の考え方

人間集団の健康事象の見方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な知識、関
連用語の捉え方、公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学の概念、因果関係、指標、暴露など疫学で使用される基本用語について学習する。具体的には、疫学の概念、疾病頻度の指標、暴露効果の指
標、疫学調査法、スクリーニング、疾病登録について学ぶとともに、がん、心血管疾患、脳血管疾患、糖尿病、感染症、難病など主な疾患の疫学
から最近の遺伝疫学、社会疫学、ライフコース疫学についてまで学習する。さらに、保健活動に際しては、疫学研究の結果を活用し、エビデンス
に基づく活動ができる学びとする。また、保健師資格の取得を予定している学生のために、疫学調査法、社会疫学、政策疫学、臨床疫学、産業保
健の疫学を含む内容とする。

到達目標

１． 疫学とは何か、疫学の歴史的変遷について理解できる。
２． 疫学として、医学・看護学の統計の考え方について理解できる。
３． 疫学の測度と指標を理解し、統計データの処理 、実務的な活用の仕方がわかる。
４． 医療、看護の実践場面でパソコンや電卓により遭遇しやすい疫学としての統計内容について適切な処理とその評価ができる。

単元 内容

ガイダンスと導入

ガイダンスと疫学研究の歴史を学ぶ

事前学習：不要

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・必修

授業科目名 担当教員

疫学 竹内文乃
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回数 講義日程 単元 内容

7月23日

3限

7月23日

4限

7月25日

1限

7月25日

2限

7月30日

3限

留意事項
事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。必要に応じて電卓を
用いて各データの処理を行う（ルート演算が可能であれば専用機ではなくスマートフォンアプ
リでもよい）。

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

評価 課題レポート３０％、定期試験６０％、出席１０％とし評価する。

教科書 「基本からわかる　看護疫学入門　第2版」  　大木 秀一著　医歯薬出版社

参考図書など 保健師をめざす学生のためのなぜ?どうして?疫学・保健統計  医療情報科学研究所メディックメディア

7月30
日
4限

まとめ

目標の達成状況の確認、質疑・応答

事前学習：これまでの授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要
な知識、考え方、公式や数的処理の未理解の部分を明確化する。(30分）

疫学各論（ライフコース
疫学）

疫学各論のうち，胎児期から始まる健康リスクを捉えるライフコース疫学につい
て学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連用語の理
解、必要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学各論（遺伝疫学と環
境疫学）

疫学各論のうち，遺伝疫学について，遺伝要因と環境要因のかかわりを学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連用語の理
解、必要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学各論（社会疫学）

疫学各論のうち，社会構造が健康に与える影響についてを学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連用語の理
解、必要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学各論（臨床疫学とエ
ビデンスに基づく看護）

疫学各論のうち，臨床疫学，EBNについて学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な公式や数
的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）

疫学各論（地域保健）

疫学各論のうち，地域保健と疫学のかかわりについて学ぶ

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な公式や数
的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分について再復習す
る。(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
２年後期

回数 講義日程

9月26日

1限

9月26日

2限

10月3日

1限

10月10日

1限

10月31日

1限

10月31日

2限

11月7日

1限

確率分布と推定2

母集団と標本　区間推定の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理の手法にも理解を深める。
(60分）

統計学的検定1

帰無仮説　平均値の検定の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理の手法にも理解を深める。
(60分）

統計データの処理2

図示法　散布図　平均の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理の手法にも理解を深める。
(60分）

確率分布と推定1

正規分布　ボアソン分布　カイ二乗分布の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理の手法にも理解を深める。
(60分）

統計学基礎2

健康指標の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習する。(30分）

統計データの処理1

度数分布表　分割表の理解

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理の手法にも理解を深める。
(60分）

データの種類と分布、測定と尺度、確率分布、代表値と散布度、関連指標など統計学の基礎を学ぶ。また、人口静態統計、人口動態統計、生命
表、主な健康指標などの人口統計、根幹統計や医療経済統計などの保健統計調査、情報処理の技術、統計情報の活用方法等について学習する。さ
らに、国際疾病分類（ＩＣＤ）、国際生活機能分類（ＩＣＦ）などの疾病・障害の定義と分類について学び、自国民の健康問題のみならずグロー
バルな視点から人々の健康問題に関心が持てるようにする。さらに、保健活動において、多種多様な数的データを正しく理解した上で実際に活用
できる学びとする。

到達目標

１． 保健統計学とは何か、保健統計学の歴史的変遷について理解できる。
２． 医学・看護学・健康科学の統計の考え方について理解できる。
３． 統計データの処理 の仕方を理解し、実務的な活用の仕方がわかる。
４． 医療、看護の実践場面でパソコンや電卓により、遭遇しやすい統計内容について適切な処理とその評価ができる。

単元 内容

統計学基礎1

医学・看護学・健康科学の統計の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習する。(30分）

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・必修

授業科目名 担当教員

保健統計学 竹内文乃
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回数 講義日程 単元 内容

11月7日

2限

11月14日

1限

11月14日

2限

11月21日

1限

11月21日

2限

11月28日

1限

12月19日

1限

12月19日

2限

留意事項
事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは、初回の講義時に提示する。必要に応じてイン
ターネットを利用する。パソコンによりワード、エクセルを用いて各データの処理を行う。

評価 課題レポート３０％、定期試験６０％、出席１０％とし評価する。

教科書 「統計学」　系統看護学講座　　医学書院

参考図書など 適宜指示する。

国際疾病分類　死亡統
計の評価の実践演習

人口動態統計　生命表の評価の考え方と実践演習

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての考え方や数
的処理などの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理にも理解を深め
る。(30分）

まとめ

目標の達成状況の確認、質疑・応答

事前学習：これまでの授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、必要な
知識、考え方、公式や数的処理の未理解の部分を明確化する。(30分）

事後学習：これまでの授業内容に関して、必要な知識、考え方、公式や数的処理に
ついて、実務や国家試験にも結び付けた理解を高める(120分）

疫学と統計学の実践演
習

危険度　曝露指標　偏り　交絡　介入研究　追跡研究　症例対照研究の考え方と実
践演習

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理にも理解を深める。(30
分）

保健統計の実際の実践
演習

国際疾病分類　死亡統計の評価の考え方と実践演習

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての考え方や数
的処理などの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理にも理解を深め
る。(30分）

統計データ、推定、検
定についての実践演習2

統計データ、確率分布、推定、検定についての実践演習

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理にも理解を深める。(30
分）

疫学と統計学1

危険度　曝露指標　偏り　交絡の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての考え方や数
的処理などの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理にも理解を深め
る。(30分）

統計学的検定2

帰無仮説　平均値の検定の考え方

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理の手法にも理解を深める。
(60分）

統計データ、推定、検
定についての実践演習1

統計データ、確率分布、推定、検定についての実践演習

事前学習：授業内容に関するテキストの該当箇所を読み込んで、関連する用語、必
要な公式や数的処理の手法の基礎理解を進める。(30分）

事後学習：テキストと配布資料による演習後、未理解の部分についての数的処理な
どの手法を再復習し、エクセルや電卓によるデータ処理にも理解を深める。(60
分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年前期

回数 講義日程

留意事項
各単元の順序は必ずしも教科書通りではないが、講義に際してはその都度教科書との対応を示
す。

評価 定期試験80%，出席数20%の割合で総合評価を行う

教科書
太田勝正,前田樹海編著(2014):エッセンシャル看護情報学第2版、医歯薬出版(ISDN978-4-263-

参考図書など 適宜紹介する

7月26日 ９.これからの保健医療情報

高齢化社会の到来とともに、医療、看護、保健、介護、福祉諸領域の連携の必
要性が強く求められている。このような状況の下で、情報システムの果たす役
割やその将来像を考える。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(20分）

7月19日 ８.生体での情報処理

各種情報がわれわれの身体の中でどのように受容され処理されているかを知
り、自己や他人の情報行動を理解する上で役立てられるようにする。とくに、
機械と人間の間の情報マッチングの問題点を考え理解する。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(30分）

7月12日
７.情報セキュリティと医療
安全

情報の安全を守るために必要な知識と技術を学ぶ。しかしそれでも避けられないヒュー
マンエラーへの存在を知り，その対策についても考える。また、保健医療情報を含む個
人情報は法による人権やプライバシー保護の対象となるので、その取り扱いの心得を知る。

保健医療情報の扱い方や考え方について知る目的や理由を考える。そして、そ
のために何をどのような方法で学ぶのかを知る。
つぎに、情報の概念や基本的な性質を学ぶ。とくに情報を量的に評価する方法を学ぶ。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(30分）

7月5日
６.電子カルテのさらなる活
用

電子カルテシステムのさらなる活用法を知る。また、その導入による利点と問
題点を整理し，電子カルテシステムがもたらした新しい医療と看護のあり方に
ついて考える。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(20分）

6月28日 ５.看護と電子カルテ

実際の電子カルテシステムを看護の視点で理解し、その実際を学ぶとともによ
り有効な活用法を知る。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(20分）

6月21日 ４.電子カルテ

医療機関で活用されている電子カルテシステムについてその実際を知るととも
に、その導入による利点と問題点を整理し，電子カルテシステムがもたらした
新しい医療のあり方について考える。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(20分）

6月14日
２.情報ネットワーク
３.医療情報システム

情報通信やそれ利用した情報ネットワークのしくみを学び、インターネットの
考え方と実際を知る。
また、医療を支えている医療情報システムの全体像や運用実態を学ぶ。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(20分）

事後学習：配布資料と教科書をもとに、授業全体を復習する　　　　(20分）

6月7日
０.はじめに/保健医療情報
処理論を学ぶ目的と方法
１.情報について 事前学習：授業内容に関する教科書の該当部分に目を通す　　　　　(15分）

医療の電子化に伴い、増大した保健医療情報のしくみについて理解する。保健医療情報には有用性と個人情報の保護の両
側面があることを理解する。情報を有効活用する方法を学ぶとともに、情報活用にあたっては人権への配慮、プライバ
シー保護など倫理的配慮が必要であることについて理解する。

到達目標

１）情報のもつ性質、およびそれを扱う情報システムや情報ネットワークの構成と活用法を説明できる。
２）電子カルテシステムを中心とする保健医療情報システムを理解し、その利点と問題点をあげることができる。
３）保健医療情報の安全を守るための方法と倫理上配慮すべき事柄を列挙できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門基礎科目・健康支援と社会保障制度・選択

授業科目名 担当教員

保健医療情報処理論 西村　千秋
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
1年前期

回数 講義日程

6月1日
第３章　国民の健康・生
活の全体像の把握（２）

　D ライフサイクルと健康・生活　　E 日本人の健康と生活を考えるキーワード
　　教科書　第３章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）　　　

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

5月25日
第３章　国民の健康・生
活の全体像の把握（１）

　A 健康・生活の全体像把握の必要性　 B 健康の捉え方
　C 国民の健康の全体像　　教科書　第３章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）　

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

5月18日
第2章　看護の対象の理解
      （２）

　B　生涯発達し続ける存在としての人間　C　人間の「暮らし」の理解
　　 教科書　第２章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

5月11日
第2章　看護の対象の理解
       （１）

　A　人間の「こころ」と「からだ」
　　教科書　第２章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

4月27日 第1章　看護とは（４）

　B　看護の役割と機能　③看護の役割・機能拡大
　C　看護の継続性と情報共有　　教科書　第２章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

4月20日
第1章　看護とは（３）

　B　看護の役割と機能　①看護ケアについて　②看護実践とその質保証に必要な
　　　要件　教科書　第1章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護学概論 相馬朝江

授業概要

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。 (60分）

4月13日
第1章　看護とは（２）

　A　看護の本質　③看護の定義　教科書　第1章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）　

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

看護学の根幹科目として看護の本質を探究し、専門職として看護学を学修していくための基礎的知識について学修する。
看護学を構成する基本概念、看護とは何か、看護の変遷、主な看護理論等について学修する。また、看護における人間の
見方、いのちと健康、環境が及ぼす健康への影響、生活行動と看護、ＱＯＬとセルフケア、職業倫理、看護実践の方法、
看護実践の組織化、他職種との連携など看護学の基礎的知識を学び、人々の健康に寄与する看護職の役割・機能について
学修する。

到達目標

１）看護とは何かについて説明できる。
２）看護の対象としての人間を看護の視点から説明できる。
３）人間の健康と看護について説明できる。
４）職業としての看護について変遷を踏まえて説明できる。
５）看護と倫理について説明できる。
６）看護提供のしくみについて説明できる。
７）「看護」について自分なりの考え方をもつことができる。

単元 内容

4月6日
第1章　看護とは（１）

　A　看護の本質　①看護学をはじめるにあたって　②看護の変遷
　教科書　第１章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項

　本科目は、全ての専門科目の基盤かつ中核をなす科目であることを念頭に置き学修して欲し
い。自分でも問いを立て意味を考えながら主体的に学びを深めていって欲しい。理解状況確認
のため適宜課題レポートやミニテストを課す。なお、関連科目を学ぶ際は、知識を関連付け統
合的学修を心がけて欲しい。

評価 　定期試験３０％、ミニテスト４０％、提出物３０％

教科書 　系統別看護学講座 看護学概論　茂野香おる編　医学書院　2016年　ISBN978-4-260-02181-4

参考図書など 　適宜紹介する

7月20日 　まとめ

　　まとめ　「到達目標」達成状況の確認　授業評価
　　教科書　第１章～第６章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）　　　　　　　　　　　　　

　事後学修：科目全体の復習と科目の「到達目標」達成状況の確認(60分）

7月13日
第６章　看護の提供の
　　　　仕組み（２）

　C　看護をめぐる制度と政策　D　看護サービスの管理
　　 教科書　第６章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）　　　　

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

7月6日
第６章　看護の提供の
　　　　仕組み（１）

　A　サービスとしての看護　B　サービス提供の場
　　 教科書　第６章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

6月29日
第５章　看護における
　　　　倫理（２）

　C　看護実践における倫理問題への取り組み
　　 教科書　第６章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

6月22日
第５章　看護における
　　　　倫理（１）

　A　現代社会と倫理　B　医療をめぐる倫理の歴史的経緯と看護倫理
　　 教科書　第５章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

6月15日
第４章　看護の提供者
（２）

　C　看護職者の就業状況と継続教育　　D看護職養成制度の課題
　　 教科書　第４章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）　　　　

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）

6月8日
第４章　看護の提供者
（１）

　A　職業としての看護　　B　看護職の資格と要請にかかわる制度
　 　教科書　第４章

　事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（60分）

　事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(60分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
２年前期

回数 講義日程

6月5日
　さまざまな看護活動と
　倫理（３）

演習：倫理的ジレンマを抱えた事例の分析・思考プロセス（２）
教科書　第Ⅴ章

事前学修：課題学修（３０分）

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）　　

5月29日
　さまざまな看護活動と
　倫理（２）

演習：倫理的ジレンマを抱えた事例の分析・思考プロセス（１）
教科書　第Ⅴ章

事前学修：課題学修（３０分）　

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。　(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０分）　　

5月22日
　さまざまな看護活動と
　倫理（１）

看護学実習と倫理の問題
配布資料　教科書　第Ⅴ章

事前学修：課題学修　（３０分）　　　　　　　　　　　　　　　       

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）

5月15日
　倫理的意思決定のステ
  ップと事例検討

倫理的ジレンマとは、倫理的意思決定のプロセス
教科書　第Ⅳ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（３０分）

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０分）　　　　　　　　　　　　　　

5月8日
　看護倫理に関する重要な
　言葉（3）

看護職の責任、インフォームド・コンセント、看護情報と守秘義務
教科書　第Ⅲ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（３０分）

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０分）

5月1日
　看護倫理に関する重要な
　言葉（2）

患者中心の看護、アドボカシー、協力、パターナリズム、個人の権利
教科書　第Ⅲ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（３０分）　

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０分）

4月24日
　看護倫理に関する重要な
　言葉（１）

和、東アジア文化圏の文化と倫理、コンパッション、ケアリング、専門職
教科書　第Ⅲ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（３０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護倫理 相馬　朝江

授業概要

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する（２０分） 

4月17日 　看護倫理のアプローチ

徳の倫理、原則の倫理
教科書　第Ⅱ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（３０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０分）

看護の職業倫理を看護の実践に結びつけて学修する。看護の歴史と看護の職業倫理、人間の尊厳、人権、アドボカシー、
正義の倫理、ケアの倫理など看護倫理の基本概念について学ぶとともに、看護師の倫理綱領や倫理の諸規程とその変遷、
活用方法について学修し、医療をめぐる倫理問題で看護が負うべき責任について考察する。また、遭遇しやすい倫理的ジ
レンマの事例について、既習の知識を活用し、ディベート学習を行い最良の判断を導く過程について学習する。以上の学
びを通して生涯にわたり倫理的感性を培っていける内容とする。

到達目標

１） 看護倫理を学ぶ目的について説明できる。
２） 看護倫理の歴史的変遷について理解できる。
３） 看護倫理の主なアプローチについて説明できる。
４） 看護倫理に関する主な用語について説明できる。
５） 倫理的意思決定のステップを実践例に繋げて理解できる。
６） さまざまな看護活動と倫理的課題について理解できる。
７） 広汎の看護活動と倫理的課題について理解できる。
８） 看護研究と倫理について理解できる。

単元 内容

4月10日
　看護倫理を学ぶ目的
　看護倫理の基礎知識

看護倫理を学ぶ目的、倫理の基礎、看護倫理の基礎、看護倫理の歴史的推移
教科書　第Ⅰ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（２０分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項
事前学修・事後学修は受講の必須条件とする。理解状況確認のため適宜ミニテストや課題レ
ポートを課す。倫理問題に関心をもち、アクティブラーニングに積極的に取り組んで欲しい。

評価 定期試験３０％、ミニテスト４０％、演習レポート３０％

教科書 看護倫理　改訂第2版　小西恵美子編　南江堂　2014年　ISBN978-4-524-26412-4

参考図書など 適宜紹介する。

7月17日 　まとめ

まとめ・到達目標の確認　授業評価

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（２０分）

事後学修：全学修内容を振り返り、「到達目標」の達成状況を確認（３０分）

7月10日 　看護研究における倫理

臨床倫理委員会、看護と研究、研究参加者保護に関する歴史的事項、
看護研究における倫理的配慮
教科書　第Ⅵ章  第Ⅶ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（２０分）

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。　(３０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０分）

7月3日
　その他の看護活動と
　倫理（２）

看護専門職組織の役割と倫理綱領
教科書　第Ⅵ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（３０分）

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。　(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０分）　

6月26日
　その他の看護活動と
　倫理（１）

世界の諸事情と看護倫理の問題
教科書　第Ⅵ章

事前学修：教科書該当頁の精読と課題学修（３０分）　　　　　

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。　(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０分）

6月19日
　さまざまな看護活動と
　倫理（５）

演習：発表「事例に対する考え方のプロセスとその根拠」討論（２）
教科書　第Ⅴ章

事前学修：課題学修（３０分）

事後学修め：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（６０分）

6月12日
　さまざまな看護活動と
　倫理（４）

演習：発表「事例に対する考え方のプロセスとその根拠」討論（１）
教科書　第Ⅴ章

事前学修：課題学修（３０分）　

事後学修：復習・課題学修を行い単元目標の達成状況を確認する。(２０分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０分）　
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授業形態
単位数

(時間数)
配当年次

講義
1単位

(15時間)
1年前期

回数 講義日程

4月9日

(月)

2時限

4月16日

(月)

3時限

4月23日

(月)

3時限

5月7日

(月)

3時限

5月14日

(月)

3時限

5月21日

(月)

3時限

5月28日

(月)

3時限

6月4日

(月)

3時限

留意事項 自らの力で考えようとする主体的な学修を期待します。

事後学修：講義内容を復習し、定期試験に備える。(60分)

教科書

①Ｖ.ヘンダーソン著、湯槇ます・小玉香津子訳(2016):看護の基本となるもの、日本看護協会出版会

②深井喜代子編集(2017):新体系 看護学全書 基礎看護学②基礎看護技術Ⅰ第5版、メヂカルフレンド社

参考図書など
フロレンス・ナイチンゲール(2014):看護覚え書、現代社(ISBN978-4-87474-099-6)
他、随時提示する。

評価 定期試験70％、課題30％

看護援助に共通する技術７
まとめ

看護記録・まとめ(目標達成状況の確認)

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

看護援助に共通する技術５

自立を促す技術(セルフケア)

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：講義内容を復習し、課題に取り組む。(60分)

看護援助に共通する技術６

学習を助ける技術(看護における学習支援)

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：講義内容を復習し、課題に取り組む。(60分)

看護援助に共通する技術３

安楽を促す技術１(看護における安楽性、安楽な体位)

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：講義内容を復習し、課題に取り組む。(60分)

看護援助に共通する技術４

安楽を促す技術２(ボディメカニクス)

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：講義内容を復習し、課題に取り組む。(60分)

看護援助に共通する技術１

コミュニケーションの技術、観察の技術

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：講義内容を復習し、課題に取り組む。(60分)

看護援助に共通する技術２

安全を守る技術(ヒューマンエラー、医療事故防止、感染予防)

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：講義内容を復習し、課題に取り組む。(60分)

看護学に関する基礎的知識を看護実践に繋げるため、看護援助の目的・意義ならびに看護援助の特性について学ぶ。ま
た、コミュニケーション技術、観察技術、安楽を促す技術、安全を守る技術、ボディメカニクス、学習を助ける技術、自
立を促す技術、記録などの看護援助に共通する技術ならびに主な援助項目の基礎的知識について学習する。技術を学ぶに
当たり、単に方法を覚えるのではなく、できるだけ研究成果を活用し、エビデンスに基づき技術を学ぶ。

到達目標

１)看護援助が人々の日常生活に寄り添う実践であることを理解し、看護援助の目的や意義・特性について説明することが
できる。
２)看護援助に共通する技術の基礎的な知識について説明することができる。
３)看護援助技術における科学的根拠の重要性について説明することができる。

単元 内容

看護技術とは
看護援助の目的・意義・特
性

看護技術とは何か、看護援助の目的・意義・特性

事前学修：講義内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：講義内容を復習し、課題に取り組む。(60分)

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護援助論Ⅰ
(看護技術概論)

高畠有理子
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授業形態
単位数　　　　
(時間数） 配当年次

演習
2単位

（60時間）
1年前期

回数 講義日程

クラス
別
Ａ

6／12
3・4限

Ｂ
6／14
1・2限

清潔・衣生活の援助技術（５）
（鈴木良子他担当教員）

演習（２）全身清拭

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

クラス
別
Ａ

6／5
3・4限

Ｂ
6／7

1・2限

清潔・衣生活の援助技術（３）
（鈴木良子・吉見早紀子他担当教
員）

演習（１）寝衣交換

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

清潔・衣生活の援助技術（４）
（鈴木良子・吉見早紀子他担当教
員）

演習（１）寝衣交換

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

合同
6／5

1・2限

清潔・衣生活の援助技術（１）
（鈴木良子）

講義
Ⅰ  清潔の意義　　Ⅱ  入浴　　Ⅲ  手浴　　Ⅳ  足浴　　　Ⅴ  陰部洗浄（「排泄の援助技術」単元で履修）　Ⅵ
全身清拭　　Ⅶ  洗髪　　Ⅷ  口腔ケア（「食生活と栄養摂取の援助技術」単元で履修）

事前学修：教科書①　第５章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

清潔・衣生活の援助技術（２）
（鈴木良子・吉見早紀子）

講義
Ⅸ　整容　　Ⅹ　衣生活（寝衣交換）

事前学修：教科書①　第５章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

クラス
別
Ａ

5／29
3・4限

Ｂ
5／31
1・2限

活動・休息の援助技術（３）
(鈴木良子・稲垣尚美他担当教員）

演習（１）　体位変換

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

活動・休息の援助技術（４）
(鈴木良子・稲垣尚美他担当教員）

演習（２）　移動・移送（車椅子・ストレッチャー）

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

クラス
別
Ａ

5／22
3・4限

Ｂ
5／24
1・2限

環境を整える技術（４）
(鈴木良子他担当教員）

演習（３）ベッドメーキング、臥床患者（ベッド上で動ける患者）のシーツ交換

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

環境を整える技術（５）
(鈴木良子他担当教員）

合同
5／29
2限

活動・休息の援助技術（２）
(鈴木良子・稲垣尚美）

講義
Ⅴ  安静保持の援助　　　Ⅵ　睡眠の援助

事前学修：教科書①　第４章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

演習（３）ベッドメーキング、臥床患者（ベッド上で動ける患者）のシーツ交換

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

合同
5／29
１限

活動・休息の援助技術（１）
(鈴木良子・稲垣尚美）

講義
Ⅰ 活動と休息　　　Ⅱ 活動のアセスメント　　Ⅲ  運動機能の維持・回復のための援助　　Ⅳ  運動機能の低下し
た人の援助

事前学修：教科書①　第４章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

単元 内容

合同
5／15
2限

環境を整える技術（１）
（鈴木良子）

講義
Ⅰ　環境の諸要素とその調整   Ⅱ　病室と病床の環境調整

事前学修：教科書①　第1章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

クラス
別
Ａ

5／15
3・4限

Ｂ
5／17

１・2限

環境を整える技術（２）
(鈴木良子他担当教員）

演習（１）手指衛生（手洗い）、ベッドメーキング（クローズドベッド）

事前学修：クローズドベッド作成に備え、技術のポイント（根拠・留意点）を理解し手順をイメージトレーニングす
る。　(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

環境を整える技術（３）
(鈴木良子他担当教員）

演習（２）ベッドメーキング（クローズドベッド・オープンベッド）

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護援助論Ⅱ
（生活援助技術）

鈴木良子　相馬朝江　高畠有理子 遠藤順子　稲垣尚美　吉見早紀子

授業概要

（概要）専門基礎分野の「人体の構造・機能Ⅰ」および「人体の構造・機能Ⅱ」において学習する知識を統合・活用し、看護の対象の日常生活行動における援助技
術を安全性と安楽性を考慮して提供できるように学習する。具体的な学習内容は、ボデイ・メカニクス、姿勢と動作、生活環境、活動と休息、栄養と食生活、排
泄、身体の清潔、衣生活等に関する援助技術を学ぶ。また終焉を迎える患者とその家族が尊厳を保ちながら過ごせるようにその支援方法も学習する。なお、援助技
術については２クラスに分かれて学習する。（オムニバス方式／全３０回）
（鈴木良子／９回）ボディメカニクス、姿勢と動作、生活環境、活動と休息、栄養と食生活、排泄、身体の清潔、衣生活および終焉を迎えた人々の援助について学
習する。
（鈴木良子、髙畠有理子、遠藤順子、稲垣尚美、吉見早紀子／21回）（共同）ボデイ・メカニクス、姿勢と動作、生活環境、活動と休息、栄養と食生活、排泄、身
体の清潔、衣生活の援助について演習により学習する。

到達目標

１）　環境の諸要素とその調整の知識を活用して病室と病床の環境調整が実施できる。
２）　活動と休息、活動のアセスメント、運動機能の維持・回復のための援助および運動機能の低下した人の援助法が説明できる。
３）　活動と休息の知識を活用して、体位変換、移乗・移送が実施できる。
４）　清潔の意義と休息の知識をふまえ、全身清拭、洗髪、手浴、足浴のそれぞれの意義を理解し実施できる。
５）　整容と衣生活の意義を理解し、寝衣交換が実施できる。
６）　食事・栄養摂取のしくみと食事・栄養摂取のアセスメントが説明できる。
７）　食事の意義をふまえ、経口摂取が可能である患者の食事介助と口腔ケアの意義を理解し実施できる。
８）　排泄の意義としくみを理解し、ベッド上での便・尿器を使用した排泄の援助、および陰部洗浄、おむつ交換が実施できる。
９）　最期のときを迎えた患者とその家族への援助を理解するとともに臨終時の看護と死後のケアについて説明できる。
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Ⅴ 

専
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目
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専
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科
目



回数 講義日程 単元 内容

留意事項

1.事前学修や事後学修をしっかり行い、本科目の学修成果を基礎看護学実習Ⅰに活用できるようにしてください。
2.演習前の講義を受講しない場合は基本的に演習ができない場合がある。演習はグループ学修になるので、欠席、遅刻はしないように留意してください。
3.看護学概論および看護援助論Ⅰの学修内容と関連付けながら学修していきましょう。
4.同時期に学修する「人体の構造・機能Ⅰ」の学修内容は各援助技術を安全・安楽に提供する際の根拠となります。しっかり学修し本教科に活用していくよ
うにしましょう。
5.演習準備としてＤＶＤの視聴を予定しています。詳細は、初講日にガイダンスします。
6.講義はAB合同クラスで火曜日に原則実施予定です。一部木曜日実施もあるので留意してください。演習は原則、Ａクラスは火曜日に、Ｂクラスは木曜日に
実施予定ですが、変更の場合もありますのでご留意ください。

評価

定期試験50％（講義、演習および事前・事後学習より出題）
事前・事後学修課題20％（4課題を行う予定。その取り組みを採点。課題は後日）
演習への参加度10％（全出席で10点。なお参加度についての注意を受けた時は各1点減点）
技術試験20％（技術試験評価表による。再試験は実施しない。）

教科書
①深井喜代子編　新体系看護学全書　基礎看護学❸　基礎看護技術Ⅱ　第3版　メヂカルフレンド社　　平成28年　ISBN978-4-8392-3294-8
②深井喜代子編　新体系看護学全書　基礎看護学❸　基礎看護技術Ⅰ　第4版　メヂカルフレンド社　　平成28年　ISBN978-4-8392-3293-１
③竹尾恵子監修　医療安全と感染管理を踏まえた看護技術プラクティス　第３版　学研メディカル秀瀾社　2015年　ISBN978-4-7809-1202-9

参考図書など
・藤野彰子、長谷部佳子　看護技術ベーシック　サイオ出版　2017年　第2版　ISBN 978‐4‐907176‐57‐0
・山口瑞穂子監修 看護技術　講義・演習ノート　医学芸術社　2011年　）ISBN978-4-87054-275-4
・その他、資料や文献などを適宜配布、または学会等の検索を指示します。

合同
7／19
2限

看護援助論Ⅱのまとめ
（鈴木良子）

講義
Ⅰ　看護援助論Ⅱ（生活援助技術）到達目標の確認　　　Ⅱ　授業評価

事前学修：看護援助論Ⅱ（生活援助技術）の到達目標について確認し自己の課題をあげてくる。　(45分）

事後学修：本教科における自己の課題とその解決策を具体的にあげる。　(60分）

事後学修：技術試験の振り返りを行う。(30分）

合同
7／19
1限

死の看取りの援助
(鈴木良子）

講義
Ⅰ　終末期におけるニーズと援助　　Ⅱ　臨終時の看護

事前学修：教科書②　第2章を読んでノート整理する。

事後学修：配布資料や授業全体について復習する。(30分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

合同
7／17
１・
２・

３・４
限

技術試験
（鈴木良子他担当教員）

生活援助技術の確認

事前学修：技術試験項目の基礎知識の復習と自己練習をする。(90分）

事後学修：技術試験の振り返りを行う。(30分）

生活援助技術の確認

事前学修：技術試験項目の基礎知識の復習と自己練習をする。(90分）

クラス
別
Ａ

7／10
3・4限

Ｂ
7／12
1・2限

排泄の援助技術（２）
（鈴木良子他担当教員）

演習（１）便・尿器介助の実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

排泄の援助技術（３）
（鈴木良子他担当教員）

演習（２）陰部洗浄、おむつ交換の実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

合同
7／10
２限

排泄の援助技術（１）
(鈴木良子）

講義
Ⅰ 排泄の意義としくみ　　Ⅱ  排泄のアセスメント　　Ⅲ  排泄の援助　　Ⅳ  排便障害のある患者の援助
Ⅴ 排尿障害のある患者の援助（陰部洗浄を含む）

事前学修：教科書①　第３章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

クラス
別
Ａ

7／3
3・4限

Ｂ
7／5

1・2限

食生活と栄養摂取の援助技術
（３）
（鈴木良子、稲垣尚美他担当教
員）

演習（１）食事介助と口腔ケアの実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

食生活と栄養摂取の援助技術
（４）
（鈴木良子、稲垣尚美他担当教
員）

演習（１）食事介助と口腔ケアの実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

合同
7／3
2限

食生活と栄養摂取の援助技術
（２）
（鈴木良子・稲垣尚美）

講義
Ⅲ  患者への食事の援助・口腔ケアの援助

事前学修：教科書①　第２章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

合同
7／3
１限

食生活と栄養摂取の援助技術
（１）
（鈴木良子・稲垣尚美）

講義
Ⅰ 食事・栄養摂取のしくみ　　　Ⅱ  食事・栄養摂取のアセスメント

事前学修：教科書①　第２章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

合同

3限
クラス

別
Ａ

6／19
1・2限

Ｂ
6／21
1・2限

清潔・衣生活の援助技術（７）
（鈴木良子他担当教員）

演習（３）洗髪　　　講義　３限：技術試験ガイダンス

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

清潔・衣生活の援助技術（10）
（鈴木良子・稲垣尚美他担当教
員）

演習（４）手浴・足浴

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

清潔・衣生活の援助技術（８）
（鈴木良子他担当教員）

演習（３）洗髪

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

クラス
別
Ａ

6／26
3・4限

Ｂ
6／28
1・2限

清潔・衣生活の援助技術（９）
（鈴木良子・稲垣尚美他担当教
員）

演習（４）手浴・足浴

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

クラス
別
Ａ

6／12
3・4限

Ｂ
6／14
1・2限

清潔・衣生活の援助技術（６）
（鈴木良子他担当教員）

演習（２）全身清拭

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項

1.事前学修や事後学修をしっかり行い、本科目の学修成果を基礎看護学実習Ⅰに活用できるようにしてください。
2.演習前の講義を受講しない場合は基本的に演習ができない場合がある。演習はグループ学修になるので、欠席、遅刻はしないように留意してください。
3.看護学概論および看護援助論Ⅰの学修内容と関連付けながら学修していきましょう。
4.同時期に学修する「人体の構造・機能Ⅰ」の学修内容は各援助技術を安全・安楽に提供する際の根拠となります。しっかり学修し本教科に活用していくよ
うにしましょう。
5.演習準備としてＤＶＤの視聴を予定しています。詳細は、初講日にガイダンスします。
6.講義はAB合同クラスで火曜日に原則実施予定です。一部木曜日実施もあるので留意してください。演習は原則、Ａクラスは火曜日に、Ｂクラスは木曜日に
実施予定ですが、変更の場合もありますのでご留意ください。

評価

定期試験50％（講義、演習および事前・事後学習より出題）
事前・事後学修課題20％（4課題を行う予定。その取り組みを採点。課題は後日）
演習への参加度10％（全出席で10点。なお参加度についての注意を受けた時は各1点減点）
技術試験20％（技術試験評価表による。再試験は実施しない。）

教科書
①深井喜代子編　新体系看護学全書　基礎看護学❸　基礎看護技術Ⅱ　第3版　メヂカルフレンド社　　平成28年　ISBN978-4-8392-3294-8
②深井喜代子編　新体系看護学全書　基礎看護学❸　基礎看護技術Ⅰ　第4版　メヂカルフレンド社　　平成28年　ISBN978-4-8392-3293-１
③竹尾恵子監修　医療安全と感染管理を踏まえた看護技術プラクティス　第３版　学研メディカル秀瀾社　2015年　ISBN978-4-7809-1202-9

参考図書など
・藤野彰子、長谷部佳子　看護技術ベーシック　サイオ出版　2017年　第2版　ISBN 978‐4‐907176‐57‐0
・山口瑞穂子監修 看護技術　講義・演習ノート　医学芸術社　2011年　）ISBN978-4-87054-275-4
・その他、資料や文献などを適宜配布、または学会等の検索を指示します。

合同
7／19
2限

看護援助論Ⅱのまとめ
（鈴木良子）

講義
Ⅰ　看護援助論Ⅱ（生活援助技術）到達目標の確認　　　Ⅱ　授業評価

事前学修：看護援助論Ⅱ（生活援助技術）の到達目標について確認し自己の課題をあげてくる。　(45分）

事後学修：本教科における自己の課題とその解決策を具体的にあげる。　(60分）

事後学修：技術試験の振り返りを行う。(30分）

合同
7／19
1限

死の看取りの援助
(鈴木良子）

講義
Ⅰ　終末期におけるニーズと援助　　Ⅱ　臨終時の看護

事前学修：教科書②　第2章を読んでノート整理する。

事後学修：配布資料や授業全体について復習する。(30分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

合同
7／17
１・
２・

３・４
限

技術試験
（鈴木良子他担当教員）

生活援助技術の確認

事前学修：技術試験項目の基礎知識の復習と自己練習をする。(90分）

事後学修：技術試験の振り返りを行う。(30分）

生活援助技術の確認

事前学修：技術試験項目の基礎知識の復習と自己練習をする。(90分）

クラス
別
Ａ

7／10
3・4限

Ｂ
7／12
1・2限

排泄の援助技術（２）
（鈴木良子他担当教員）

演習（１）便・尿器介助の実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

排泄の援助技術（３）
（鈴木良子他担当教員）

演習（２）陰部洗浄、おむつ交換の実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

合同
7／10
２限

排泄の援助技術（１）
(鈴木良子）

講義
Ⅰ 排泄の意義としくみ　　Ⅱ  排泄のアセスメント　　Ⅲ  排泄の援助　　Ⅳ  排便障害のある患者の援助
Ⅴ 排尿障害のある患者の援助（陰部洗浄を含む）

事前学修：教科書①　第３章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

クラス
別
Ａ

7／3
3・4限

Ｂ
7／5

1・2限

食生活と栄養摂取の援助技術
（３）
（鈴木良子、稲垣尚美他担当教
員）

演習（１）食事介助と口腔ケアの実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

食生活と栄養摂取の援助技術
（４）
（鈴木良子、稲垣尚美他担当教
員）

演習（１）食事介助と口腔ケアの実際

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

合同
7／3
2限

食生活と栄養摂取の援助技術
（２）
（鈴木良子・稲垣尚美）

講義
Ⅲ  患者への食事の援助・口腔ケアの援助

事前学修：教科書①　第２章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

合同
7／3
１限

食生活と栄養摂取の援助技術
（１）
（鈴木良子・稲垣尚美）

講義
Ⅰ 食事・栄養摂取のしくみ　　　Ⅱ  食事・栄養摂取のアセスメント

事前学修：教科書①　第２章を読んで、講義ノートにポイントをまとめる。(60分）

事後学修：授業内容と配布資料を復習し次回演習の準備をする。(45分）

合同

3限
クラス

別
Ａ

6／19
1・2限

Ｂ
6／21
1・2限

清潔・衣生活の援助技術（７）
（鈴木良子他担当教員）

演習（３）洗髪　　　講義　３限：技術試験ガイダンス

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

清潔・衣生活の援助技術（10）
（鈴木良子・稲垣尚美他担当教
員）

演習（４）手浴・足浴

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

清潔・衣生活の援助技術（８）
（鈴木良子他担当教員）

演習（３）洗髪

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

クラス
別
Ａ

6／26
3・4限

Ｂ
6／28
1・2限

清潔・衣生活の援助技術（９）
（鈴木良子・稲垣尚美他担当教
員）

演習（４）手浴・足浴

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

クラス
別
Ａ

6／12
3・4限

Ｂ
6／14
1・2限

清潔・衣生活の援助技術（６）
（鈴木良子他担当教員）

演習（２）全身清拭

事前学修：演習に備え、演習技術のポイント（根拠・留意点）を理解し、手順をイメージトレーニングする。(60分）

事後学修：演習を振り返り、自己の不足部分を補う。　(30分）

授業形態
単位数

(時間数)
配当年次

演習
2単位

(60時間)
１年後期

回数 講義日程

9/28(金)

3時限

AB合同

10/8(月)

2時限

AB合同

10/15(月)

2時限

AB合同

10/22(月)

2時限

AB合同

10/29(月)

2時限

AB合同

11/5(月)

2時限

AB合同

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

苦痛の緩和・安楽のための援助
１
(高畠有理子・稲垣尚美)

講義：罨法の基礎知識

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　　　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

11/9(金)
3時限B
4時限A

苦痛の緩和・安楽のための援助２
(高畠有理子・稲垣尚美・他担当
教員)

演習：冷罨法、温罨法の実施(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

11/2(金)
3時限A
4時限B

診療時の看護師の役割２
(高畠有理子・稲垣尚美・他担
当教員)

演習：包帯法の演習(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

診療時の看護師の役割１
(高畠有理子・稲垣尚美)

講義：診療の介助、創傷管理技術、包帯法

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

観察の技術３
(高畠有理子)

講義：血圧の測定・観察方法と評価、意識状態

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　　　　　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

10/26(金)
3時限B
4時限A

観察の技術４
(高畠有理子・他担当教員)

演習：血圧の測定・観察方法と評価(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

10/19(金)
3時限A
4時限B

観察の技術２
(高畠有理子・他担当教員)

演習：呼吸、脈拍、体温の測定・観察方法と評価(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

観察の技術１
(高畠有理子)

講義：バイタルサインの定義、バイタルサインを測定・観察・評価する意義、バイ
タルサインの測定・観察方法と評価(呼吸・脈拍・体温)、一般状態の観察

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　　　　　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

感染予防に関する援助技術３
 (高畠有理子)

講義：洗浄、消毒、滅菌、無菌操作、針刺し事故防止、感染性廃棄物の取り扱い

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　　　　　　　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

10/12(金)
3時限B
4時限A

感染予防に関する援助技術４
(高畠有理子・他担当教員)

演習：滅菌手袋の装着、滅菌物の取り扱い(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護援助論Ⅲ
(診療に伴う援助技術)

高畠有理子 鈴木良子 相馬朝江
遠藤順子　稲垣尚美　吉見早紀子

授業概要

9/28(金)
4時限A

10/1(月)
2時限B

感染予防に関する援助技術２
(高畠有理子・他担当教員)

演習：手洗いの復習、手指消毒法、ガウンテクニックの演習(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

(概要)診断・治療が及ぼす患者への影響を踏まえ、安全面や苦痛緩和に配慮し、診療効果をあげるための援助技術について学習する。
診療に伴う援助技術総論、診療時の看護師の役割、感染予防、薬物療法の援助、検査における援助、栄養状態を整える援助、苦痛緩和、安楽の
ための援助、診療に伴う排便・排尿の援助、呼吸を整える援助等の基礎知識について学習し、手指消毒法・滅菌法、診療介助、包帯法、薬物療
法、経管栄養療法、罨法、導尿、浣腸、酸素療法、吸入・吸引等の技術について演習により学習する。なお、援助技術については２クラスに分
かれて学習する。(オムニバス方式／全３０回)
(高畠有理子／１５回)
診療時の看護師の役割、診療に伴う援助技術総論、感染予防、薬物療法の援助、検査における援助、栄養状態を整える援助、苦痛緩和、安楽の
ための援助、診療に伴う排便・排尿の援助、呼吸を整える援助等の基礎知識について学習する。
(鈴木良子、相馬朝江、高畠有理子、遠藤順子、稲垣尚美、吉見早紀子／１５回)(共同)
講義で学んだ診療時の看護師の役割、援助技術に関する基礎知識を基に、手指消毒法・滅菌法、診療介助、包帯法、薬物療法、経管栄養療法、
罨法、導尿、浣腸、酸素療法、吸入・吸引等の援助技術を演習により学習する。

到達目標

１)診療に伴う看護援助技術が及ぼす患者への影響について説明することができる。
２)診療に伴う看護援助技術が科学的根拠に基づくことを理解し、患者の安全面・安楽面に配慮して実施する方法について説明するこ
とができる。
３)演習において、診療に伴う看護援助技術を患者の安全面・安楽面に配慮して実施することができる。
４)看護師としての責任を認識し、自律的に行動することができる。

単元 内容

ガイダンス、診療に伴う看護援
助技術とは、感染予防に関する
援助技術１
 (高畠有理子)

講義：科目ガイダンス、診療に伴う看護援助技術の総論、感染予防とは

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読む。(60分)

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)
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回数 講義日程 単元 内容

11/12(月)

2時限

AB合同

1/29(火)

1･2時限

AB合同

教科書

①深井喜代子編集(2017):新体系 看護学全書 基礎看護学②基礎看護技術Ⅰ第5版、メヂカルフレンド社(ISBN978-4-8392-3321-1)
②深井喜代子編集(2017):新体系 看護学全書 基礎看護学③基礎看護技術Ⅱ第4版、メヂカルフレンド社(ISBN978-4-8392-3322-8)
③守田美奈子監修(2016):看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス(DVD付) 生活者の視点から学ぶ身体診察法、インターメディ
カ(ISBN978-4-89996-339-4）

参考図書など 随時提示します。

留意事項
出席の打刻は毎時限行ってください。
演習時はユニフォームを着用し、手洗いを済ませてグループで着席してください。

・
まとめ(目標達成状況の確認)
(高畠有理子)

講義：科目の到達目標に照らして、自己の学修の振り返りを行う。

事前学修：実施した看護技術の振り返りを行う。(60分)

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

評価 定期試験40％、課題60%

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

・

1/22(火)
1･2時限A
1/25(金)
3･4時限B

薬物療法の援助７・８
(高畠有理子・吉見早紀子・他
担当教員)

演習：点滴静脈内注射(2時限続き)(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

1/18(金)
3･4時限
AB合同

薬物療法の援助５
(高畠有理子・吉見早紀子)

講義：輸液に関する基礎知識、静脈内注射、留置針の管理

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　　　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

薬物療法の援助６
(高畠有理子・吉見早紀子)

講義：中心静脈カテーテル留置の介助、輸血の管理

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

・

1/11(金)
3･4時限A
1/15(火)
1･2時限B

薬物療法の援助３・４
(高畠有理子・遠藤順子・他担
当教員)

演習：筋肉内注射、皮下注射(2時限続き)(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

1/8(火)
1･2時限
AB合同

薬物療法の援助１
(高畠有理子・遠藤順子)

講義：薬物療法の基礎知識と看護師の役割、経口与薬、吸入、点眼、点鼻、経皮的
与薬、座薬

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習しておく。(60分)

薬物療法の援助２
(高畠有理子・遠藤順子)

講義：注射の基礎知識、筋肉内注射、皮下注射

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)

・

12/18(火)
1･2時限A
12/21(金)
3･4時限B

課題の演習
(高畠有理子・他担当教員)

演習：提示された課題の演習を実施する(2時限続き)　(クラス別)

事前学修：提示された課題に取り組み演習に向けて準備する。(60分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

・

11/27(火)
1･2時限B
11/30(金)
3･4時限A

検査における援助２・３
(高畠有理子・遠藤順子・他担
当教員)

演習：静脈血採血(2時限続き)　　(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

11/19(月)
1･2時限
AB合同

栄養状態を整える援助１
(高畠有理子・稲垣尚美)

講義：経管栄養療法の基礎知識

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　　　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)

検査における援助１
(高畠有理子・遠藤順子)

講義：検査における援助の基礎知識、静脈血採血の基礎知識

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　　　　　

11/16(金)
3時限A
4時限B

診療に伴う排尿の援助２
(高畠有理子・吉見早紀子・他
担当教員)

演習：導尿　(クラス別)

事前学修：演習単元に関するDVDを視聴し、演習内容をイメージする。(30分)

事後学修：演習後のレポートを書いて提出する。(60分)

診療に伴う排尿の援助１
(高畠有理子・吉見早紀子)

講義：診療に伴う排尿障害の援助、導尿

事前学修：授業内容に関する教科書の該当箇所を読み課題に取り組む。(60分)　

事後学修：資料・ノートを振り返り復習する。(60分)
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
２年前期

回数 講義日程

5月11日
(金）
3時限B
4時限A

腹部・消化器系②
（高畠有理子・吉見早紀子・他
担当教員）

演習：腹部・消化器系に関するフィジカルアセスメントの基本技術、正常所見(クラス別)

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

5月11日
(金）
2時限
AB合同

腹部・消化器系①
（高畠有理子・吉見早紀子）

講義：腹部・消化器系に関する基本的構造と機能、フィジカルアセスメントの意義、基本
技術、正常所見

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

4月27日
(金）
3時限A
4時限B

心臓・循環系②
（高畠有理子・他担当教員）

演習：心臓・循環系に関するフィジカルアセスメントの基本技術、正常所見(クラス別)

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

4月27日
(金）
2時限
AB合同

心臓・循環系①
（高畠有理子）

講義(演習)：心臓・循環系に関する基本的構造と機能、フィジカルアセスメントの意義、
基本技術、正常所見

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

4月20日
(金）
3時限B
4時限A

呼吸を整える援助②
酸素吸入療法、吸引、吸入
（高畠有理子・遠藤順子・他担
当教員）

演習：酸素吸入療法、吸引、吸入(クラス別)

事前学修：教科書②の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分)

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

4月20日
(金）
2時限
AB合同

呼吸を整える援助①
（高畠有理子・遠藤順子）

講義：酸素吸入療法の基礎知識、気道の浄化の基礎知識、排痰を促す援助

事前学修：教科書②の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分)

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

4月13日
(金）
3時限A
4時限B

胸部・肺②
（高畠有理子・遠藤順子・他担
当教員）

演習：胸部・肺に関するフィジカルアセスメントの基本技術、正常所見(クラス別)

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護援助論Ⅳ（健康診査）
高畠有理子　鈴木良子　遠藤順子

稲垣尚美　吉見早紀子

授業概要

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

4月13日
(金）
2時限
AB合同

胸部・肺①
（高畠有理子・遠藤順子）

講義(演習)：胸部・肺に関する基本的構造と機能、フィジカルアセスメントの意義、基本
技術、正常所見

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

（概要）「人体の構造と機能」などで学習した知識を統合し、看護の観点から人間を理解するために必要な健康診査の方法を学ぶ。イン
タビュー、バイタルサイン測定、視診、聴診、触診、打診等の方法とそれを活用し系統的に全身観察を行う方法について学習する。な
お、援助技術については２クラスに分かれて学習する。（オムニバス方式　全１５回）
（高畠有理子／５回）
看護学における健康診査の意義と概要、基本技術について学習する。
バイタルサイン、頭部・顔面・頸部・視聴覚系、胸部・肺、心臓・循環、腹部・消化系、筋・骨格系/脳・神経系に関する基本的構造と機
能、健康診査の意義、基本技術、正常所見について学習する。
（鈴木良子、高畠有理子、遠藤順子、稲垣尚美、吉見早紀子／１０回）（共同）
バイタルサイン、頭部・顔面・頸部・視聴覚系、胸部・肺、心臓・循環系、腹部・消化系、筋・骨格系/脳・神経系に関する基本的構造と
機能、健康診査の意義、基本技術、正常所見について演習により学習する。

到達目標

１) 「人体の構造と機能」の知識をふまえて、看護学におけるフィジカルアセスメントの意義と概要を説明することができる。
２） 身体診察に必要な基本技術（インタビュー、バイタルサイン測定、視診、聴診、触診、打診）を実施することができる。
３） 正常所見について理解し、説明することができる。

単元 内容

4月6日
(金）
2時限
AB合同

ガイダンス、フィジカルアセス
メントの意義と概要、基本技
術、一般状態の観察
（高畠有理子・遠藤順子）

講義(演習)：本科目の概要説明、フィジカルアセスメントの意義と概要、基本技術（問
診、視診、聴診、触診、打診）、一般状態の観察

事前学修：教科書①の該当部分を通読する。(60分）

96

Ⅴ 

専
門
基
礎
科
目
・
専
門
科
目



回数 講義日程 単元 内容

留意事項

出席の打刻は毎時限行ってください。
演習時はユニフォームを着用し、手洗いを済ませてグループで着席してください。

評価 定期試験50％、課題50％

教科書

①守田美奈子監修(2016):看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス(DVD付) 生活者の視点から学ぶ
身体診察法、インターメディカ(ISBN978-4-89996-339-4)
②深井喜代子編集(2016):新体系 看護学全書 基礎看護学③基礎看護技術Ⅱ第3版、メヂカルフレンド社、
（ISBN978-4-8392-3294-8）
③深井喜代子編集:新体系 看護学全書 基礎看護学②基礎看護技術Ⅰ第4版、メヂカルフレンド社、2016年
（ISBN978-4-8392-3293-1）

参考図書など

横山美樹(2009):はじめてのフィジカルアセスメント、メヂカルフレンド社(ISBN978-4-839-21353-4)
熊谷たまき他監修(2015):フィジカルアセスメントがみえる、メディックメディア(ISBN978-4-89632-566-

三上れつ他編(2010):看護学教科書NiCEヘルスアセスメント臨床実践能力を高める（DVD付)、南江堂
（ISBN978-4-524-24762-2）
山内豊明(2010):フィジカルアセスメントガイドブック　目と手と耳でここまでわかる、医学書院

6月1日
(金）
3時限A
4時限B

頭部・顔面・頸部・視聴覚系
脳神経系（意識状態）②
（高畠有理子・遠藤順子・他担
当教員）

演習：頭部・顔面・頸部・視聴覚系・脳神経系に関する基本的構造と機能、フィジカルア
セスメントの意義、基本技術、正常所見(クラス別)

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

6月1日
(金）
2時限
AB合同

頭部・顔面・頸部・視聴覚系
脳神経系（意識状態）①
科目全体のまとめ
（高畠有理子・遠藤順子）

講義：頭部・顔面・頸部・視聴覚系・脳神経系に関する基本的構造と機能、フィジカルア
セスメントの意義、基本技術、正常所見、科目全体のまとめ

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

5月25日
(金）
3時限B
4時限A

筋・骨格系②
（高畠有理子・遠藤順子・稲垣
尚美・他担当教員）

演習：筋・骨格系に関する基本的構造と機能、フィジカルアセスメントの意義、基本技
術、正常所見(クラス別)

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

5月25日
(金）
2時限
AB合同

筋・骨格系①
（高畠有理子・遠藤順子・稲垣
尚美）

講義：筋・骨格系に関する基本的構造と機能、フィジカルアセスメントの意義、基本技
術、正常所見

事前学修：教科書①の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分）

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

5月18日
(金）
3時限A
4時限B

排便を促す援助②
浣腸
（高畠有理子・吉見早紀子・他
担当教員）

演習：浣腸(クラス別)

事前学修：教科書②の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分)

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）

5月18日
(金）
2時限
AB合同

排便を促す援助①
（高畠有理子・吉見早紀子）

講義：診療に伴う排便の援助の基礎知識

事前学修：教科書②の該当部分を通読し、配付された課題に取り組む。(60分)

事後学修：配付された課題に取り組み復習する。(60分）
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授業形態
単位数　　　

　(時間数） 配当年次

演習 1単位（30時間） １年後期

講義日程

11月
12日

看護過程紙上展開
・アセスメント（２）
（鈴木良子他担当教員）

演習
情報の整理および分析（１）

事前学修：看護過程記録用紙記載手順に基づいて、事例の情報整理と分析をする。(60分）
事後学修：事例の情報整理と分析の修正・追加記入（30分）

11月
5日

看護過程紙上展開
・アセスメント（１）
（鈴木良子他担当教員）

演習
・各クラスに分かれ、事例を看護計画立案まで各教員の指導を受けて展開する。演習結果
の提出は、個人提出とするが演習においてはグループで相談しながらワークする。
・ヘンダーソン理論に基づくアセスメントと看護問題の明確化（復習）
１．看護過程記録用紙記載手順、事例の説明および演習方法のガイダンス
２．情報の整理および分析

事前学修：①看護学概論で学習したヘンダーソンの看護理論を復習する。特にヘンダーソ
ンのいう「常在条件、病理的状態および基本的看護の構成要素」について説明できるよう
にノート整理をする。
②事例患者の疾患について配布資料を読みとり、病因、症状、治療等についてノート整理
をする。(60分）

事後学修：看護過程記録用紙記載手順に基づいて事例を読み取り「フェイスシート」に情
報を整理する。(45分）

10月
29日

看護過程の各段階（２）
（鈴木良子）

１．看護計画の立案　２．実施および評価

事前学修：教科書①239頁～256頁を読んで学習内容のポイントをノートに整理する。(60
分）

事後学修：授業内容の全体を復習する。(45分）

10月
22日

看護過程の各段階（１）
（鈴木良子）

１．アセスメント（情報収集、整理および分析、全体像）  2.看護問題の明確化

事前学修：教科書①226頁～239頁を読んで学習内容のポイントをノートに整理する。(60
分）
事後学修：授業内容の全体を復習する。　(45分）

単元 内容

10月
１日

看護過程とは
（鈴木良子）

（講義）
看護過程とは
１．看護過程の定義と５つの構成要素
２．５つの構成要素の関係性
３．看護過程を用いることの利点

事前学修：教科書①206頁～210頁を読んで学習内容の該当箇所のポイントをノートに整理
する。(60分）

10月
15日

看護過程展開における基
盤
（鈴木良子）

１．倫理的配慮と価値判断およびリフレクション

事前学修：教科書①220頁～226頁を読んで学習内容のポイントをノートに整理する。(60
分）

事後学修：授業内容の全体を復習する。リフレクションシートの記載(45分）（事後学習
課題レポート２：配点5点、10月24日提出）

事後学修：授業内容の全体を復習する。(45分）

10月
8日

看護過程展開における基
盤
（鈴木良子）

（講義）
看護過程展開の基盤となる考え方
１．問題解決に必要な力と看護過程との関連性
２．クリティカルシンキングの特性およびクリティカルな思考の要素

事前学修：配布文献を読み「ケア」について発表できるように自己の考えをレポートす
る。（事前学習課題レポート１：配点5点）(60分）

事後学修：授業内容の全体を復習する。(45分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護援助論Ⅴ
（看護過程）

鈴木良子　　高畠有理子　　遠藤順子
稲垣尚美　　吉見早紀子

授業概要

（概要）知識・理論を有効活用し、科学的・効果的に看護を進めるための方法である問題解決法に基づく「看護過程」について学習す
る。看護を必要とする人を看護の観点から全人的に捉え、顕在的・潜在的に存在する健康上の課題を識別し、知識・技術・経験を総動員
し、その人に、よりふさわしい援助を導き、実践し、結果を検証する過程を学習する。さらに、生活行動に健康障害を持つ事例等で演習
を行い知識の定着をはかる。（オムニバス方式／全１５回）
（鈴木良子／５回）看護実践の方法である看護過程について学習する。
（鈴木良子、髙畠有理子、遠藤順子、稲垣尚美、吉見早紀子／１０回）（共同）生活行動に健康障害を持つ事例等で看護過程のプロセス
をふみながら援助方法を学習する。

到達目標

１）看護過程の定義と五つの構成要素とそれらの関連性を口述できる。
２）看護実践において看護過程を用いることの利点をあげることができる。
３）問題解決に必要な力を理解し、自己の不足を認識しその解決策をあげることができる。
４）クリティカルシンキングについて理解する。
５）看護過程における倫理的配慮と価値判断およびリフレクションについて説明でき、自己の日常生活をリフレクションする。
６）看護過程の各段階である「アセスメント（情報収集・分析、全体像の把握）、看護問題の明確化、看護計画、実施、評価」のそれぞ
れを具体的に説明できる。
７）看護過程の思考プロセスをふんで、日常生活行動に健康課題を持つ事例の看護援助計画を所定の記録用紙に展開できる。
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講義日程 単元 内容

事前学修：看護過程記録用紙記載手順に基づいて、全体像の記載(60分）

留意事項

・演習は原則、個人ワークで実施する。３名以上の教員で机間巡回し、質問等に対応する。授業時間内だけでの展開で
は展開が難しいと思われる。各教員のオフィスアワーを活用し積極的にアドバイスを受けて取り組むこと。
・演習の一部はグループ学習とする。具体的には11回目と13回目は「全体関連図」および「看護問題」をテーマにそれ
ぞれをクラス内で発表、全体討議をする。その後に各グループに分かれて各自のそれらを発表、質疑応答を通して学習
成果を共有する。これらの学習プロセスを通してグループ学習およびチームで学習することを学んでいただきたいと
願っている。
・本教科では講義と模擬患者の事例展開を通して、①問題解決に必要な力と看護過程との関連性、②クリティカルシン
キングの特性およびクリティカルな思考の要素、③倫理的配慮と価値判断についてしっかりと理解を深めて頂きたい。
・また本教科目は２年次履修「基礎看護学実習Ⅱ」において活用する学修内容であり、特に積極的な取り組みを期待す
る。
・更に本教科の学修内容は専門分野Ⅱの各教科の看護過程や臨地実習の土台となる学修内容である。事前学修や事後学
修内容に積極的に取り組みしっかりと理解を深めて頂きたい。特に６回目からの演習における課題は確実に行い、また
提出日も守って提出のこと。

評価
試験（授業時間内試験）50％、演習40％（配点、アセスメント25％、看護問題の明確化5％、看護計画
10％。採点基準は演習初講日に知らせる。）、事前学修レポート10％（レポートは２題、各5％）

教科書

①　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ　基礎看護学❷　医学書院　2015年 ISBN978-4-

②　Ｖ．ヘンダーソン著　湯槇ます・小玉香津子訳：看護の基本となるもの　日本看護協会出版会
2013年 ISBN978-4-8180-1226-4
③　江崎フサ子他　ヘンダーソンの基本的看護に関する看護問題リスト　第4版　ヒロカワ　ISBN978‐
4‐86174‐057‐2

参考図書など
①基礎看護学関係の教科書、資料など全て。
②「人体の構造・機能Ⅰ」はじめ「栄養学」等専門基礎分野科目で学習した全ての教科書、資料等。

1月
28日

看護過程紙上展開
・看護計画、看護援助計
画
看護援助論Ⅴのまとめ
授業評価
（鈴木良子他担当教員）

看護計画、看護援助計画と演習のまとめ（20分）
看護援助論Ⅴのまとめと到達度の確認（確認試験）（50分）
授業評価（15分程度）

事前学修：①看護計画および看護援助計画の修正をする。（45分）

事後学修：到達度確認試験を含め本教科全体（看護過程）の振り返りと未到達部分を2年次
の基礎看護学実習に向けて補充をする。(60分）

1月
21日

看護過程紙上展開
・看護計画および看護援
助計画
（鈴木良子他担当教員）

演習
看護計画および看護援助計画の立案

事前学修：看護過程記録用紙記載手順を活用し、看護計画および看護援助計画の立案を見
直し、修正加筆する。(45分）

事後学修：看護計画および看護援助計画立案の修正および加筆する。(60分）

事後学修：発表内容および質疑応答を参考に各自の記録を修正する。(60分）

１月
18日

（金）
2限

看護過程紙上展開
・看護問題の発表および
看護計画
（鈴木良子他担当教員）

演習
看護問題の発表、質疑応答（4期生全体）。その後各グループ内で看護問題を発表・討議す
る。これらのプロセスを通して学習内容の共有・拡充と修正をする。
看護計画立案および看護援助計画についての説明

事前学修：看護問題リストの発表準備（発表者は当日指名する。）(60分）

事後学修：発表内容を参考に看護問題の修正をする。看護計画と看護援助計画を看護過程
記録用紙記載手順を活用して記載する。(60分）

12月
17日

看護過程紙上展開
・アセスメント（５）
（鈴木良子他担当教員）

演習
全体関連図および全体像の発表、質疑応答（4期生全体）その後各グループに分かれて各自
の全体像の修正をする。看護問題の明確化

事後学修：事例患者の全体を統合させ、看護過程記録用紙記載手順に基づいて全体像を追
加記載、修正する。(60分）

１月
７日

1月11日
（金）
2限

看護過程紙上展開
・アセスメント（６）
（鈴木良子他担当教員）

演習
看護問題の明確化

事前学修：全体関連図および全体像の発表準備をする（発表者は当日指名する。）　(60
分）

11月
26日

看護過程紙上展開
・アセスメント（４）
（鈴木良子他担当教員）

演習
全体関連図

事前学修：事例患者の看護の構成要素の各アセスメント結果を統合させ、看護過程記録用
紙記載手順を参考に全体関連図を記載する。（60分）

事後学修：講義および看護過程記録用紙記載手順を参考に全体関連図の加筆、修正をす
る。（60分）

11月
19日

看護過程紙上展開
・アセスメント（３）
（鈴木良子他担当教員）

演習
情報の整理および分析（２）
事前学修：看護過程記録用紙記載手順に基づいて、事例の情報整理と分析をする。(60分）

事後学修：事例の情報整理と分析の修正と追加記入（60分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
1単位

（45時間）
１年後期

教科書 看護学概論、看護援助論Ⅰ、看護援助論Ⅱの教科書を中心に活用する。

参考図書など 実習ガイダンスで等で適宜紹介する。

留意事項 体調を整え、欠席・遅刻・早退のないよう留意しましょう。

評価
評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等を含めて総合的に評価する。

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

基礎看護学実習Ⅰ
高畠有理子　鈴木良子　相馬朝江
遠藤順子　稲垣尚美　吉見早紀子

授業概要

基礎的な看護学の知識を看護の実践に繋げ、医療・看護が療養者中心に行われることの重要性について実際の看護場面を通
して学習する。学習経験が看護の魅力を高め、より専門的な看護学の学習に意欲的に取り組めるような学びとする。具体的
には、了承の得られた患者を一人受け持ち、コミュニケーションや観察を通して、日常生活行動にケアを必要としている援
助を相互作用を大切にしながら導き出し、それらを安全・安楽に行うための援助方法を学ぶ。さらに責任ある行動について
も学習する。

到達目標

1. 見学実習を通じて医療施設における以下の概要を学び、説明することができる。
　　1) 医療施設の役割と機能
　　2) 医療施設における患者の療養環境
　　3) 入院による患者の生活への影響
　　4) 看護師の役割と機能
　　5) 看護師と他の専門職との連携の必要性
2. 患者を全人的に捉えるとはどういうことかについて考えることができる。
3. 実習生としての適切なふるまいについて考え、主体的に行動することができる。

授業の進め方

1.実習期間　：1週間

2.実習場所　(予定)
　　茅ヶ崎新北陵病院、ふれあい東戸塚ホスピタル、ふれあい鶴見ホスピタル、ふれあい平塚ホスピタル、
　　ふれあい横浜ホスピタル、汐見台病院

3.実習内容・展開
　　授業開始前；学内において実習要綱に沿ってガイダンスを受ける。体調を整え事前学習に取り組む。
　　実習1日目；学内実習(事前課題における学びの共有、ロールプレイング、カンファレンス方法の学修等)
　　実習2～4日目；病院実習(実習指導者や看護師の引率のもとで、病院内の施設や看護援助場面などを見学する)
　　実習5日目；学内実習(見学実習における学びの共有、面接)

4.記録提出
　実習最終日。提出方法の詳細は別途説明する。

5.その他
　詳細は実習要綱および臨地実習ガイドラインを参照する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
2単位

（90時間）
２年後期

教科書 「看護援助論Ⅴ（看護過程）」の教科書はじめ、基礎看護学の教科書・資料の全て。

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する。

留意事項
・事前学習内容は、約1カ月前の学内実習ガイダンスで提示する。
・留意事項：先修要件を満たしていること。

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

授業科目区分：看護･専門科目Ⅰ・基礎看護学・必修

授業科目名 担当教員

基礎看護学実習Ⅱ
鈴木　良子　相馬　朝江　髙畠　有理子

遠藤順子　稲垣　尚美　吉見早紀子

授業概要

了承の得られた患者を受け持ち、看護過程のプロセスを踏みながら看護を実践する。患者の背景、生活歴、健康観、人生
観などを総合的に判断し、その人に必要な看護を考え、援助を行う。学びの過程を振り返り看護を探求し、次の学習に生
かす。具体的には「看護援助論Ⅴ（看護過程）」での学習を活用し、受け持ち患者とのコミュニケーション、観察等から
看護情報を収集し、顕在的・潜在的に存在している健康上の課題をアセスメント、および看護診断をする。またケア計画
の立案・実施・評価を通して、看護実践の実際と看護過程の展開方法を学習する。

到達目標

１）受け持ち患者の情報を整理・分析し、アセスメントおよび統合することができる。
２）実在型・リスク型の看護問題を原因・誘因を踏まえて表現できる。
３）優先度の高い日常生活援助についての看護問題を一つ選び、それに対して適切な援助を導き出すことができる。
４）患者との関係性を保ちながら、必要な生活援助技術の実施および評価をすることができる。
５）問題解決法に基づく看護過程の方法が理解できる。
６）看護チームの一員として責任のある行動をすることができる。
７）実習を通して援助を必要としている患者を理解し、看護について考えることができる。

授業の進め方

1.実習期間：2週間
2.実習施設：湘南東部総合病院、茅ヶ崎新北陵病院、ふれあい横浜ホスピタル、ふれあい東戸塚ホスピタル、他
3.実習内容：
　・実習施設毎にいくつかのグループに分かれて実習する。
　・日常生活行動が自立していない患者を一人受け持ち、看護過程を展開する。
　・実習を通して日常生活に援助を必要としている患者を理解し、看護について考える。
4.実習の展開
　１）約1カ月前：学内で実習ガイダンスを受け、事前学修と実習準備をする。
　２）１週目：病棟実習初日に実習ガイダンスを受ける。その後、受け持ち患者のアセスメントをする。
　３）２週目：患者の全体像をふまえ、患者との関係性を保ちながら日常生活援助を実施および評価をする。
　　　　　　　受け持ち患者とのかかわりを通して学んだ患者理解と看護についてレポートする。
5.記録提出
　実習最終日の16：00～16：30に提出する。提出先は担当教員の指示に従う。
6.その他
　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年前期

回数 講義日程

留意事項

本講義は、｢成人看護方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」、さらに「成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ」の学習の基盤とな
るものである。学習を積み重ねられるよう、ノートの作成を推奨する。講義毎のリフレクショ
ンペーパーの提出がない場合、出席扱いにはしない。授業中の私語を慎むこと。大人の看護を
行う自身が大人であるという自覚をもって、授業に臨んでいただきたい。

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

評価 定期試験60％、提出物40％（講義毎のリフレクションペーパー、小テスト等を含む）として評価する。

教科書 小松浩子、他（2016）：成人看護学総論、医学書院（ISBN978-4-260-01806-7）

参考図書など 適宜紹介する

5月31日 まとめ　試験

授業のまとめ

事前学習：既習学習を復習してくる。　　　　　　　        　　　(　30分）

5月24日

成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ（が
ん看護、終末期を支える看
護）

がん治療とその看護、ヘルスリテラシー、緩和ケア、終末期（教科書p237～
254、391～402）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

5月17日
成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ（障
害とリハビリテーション）

ICF、障害の認識、リハビリテーション看護（教科書p221～236）

事前学習：事前課題に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

5月10日
成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ(慢性
的な揺らぎの再調整）

セルフケア、自己効力理論、エンパワメント、トランスセオリティカルモデル
（教科書ｐ206～220）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

4月26日

成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ(健康
生活の急激な破綻から回
復）

ストレス―コーピング理論、危機理論、ボディイメージ（教科書ｐ165～169、
195～199、311～318）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

4月19日
成人期にある人の生活と健
康

成人期にある人の生活に関連した特有な健康問題、保健・医療・福祉システム、
健康をおびやかす要因（教科書ｐ40～83、p161～180）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。事前課題を行う。　(　60分）

事後学習：講義資料等の復習をする。課題に取り組む。　　　　　　(　60分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

4月12日 成人期にある人の特徴

成人期にある人の理解（発達段階･課題、成人各期における身体的･心理的･社会
的特徴）、成人の生活（教科書ｐ4～38）

事前学習：該当する教科書の箇所を読み、事前課題を行う。　　　　(　60分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

4月5日 成人看護学の概要

コースガイド、成人期のとらえ方、成人看護の概要、健康のレベル（教科書はしがきｐ1～
2）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。　　　　　　　　　(　20分）

 成人期にある人の身体的・心理的・社会的特徴について学ぶ。生活習慣、生活上のストレス、職業と健康問題など成人期特有の
健康問題、ならびに健康維持・増進、健康破綻、周手術、健康生活の慢性的な揺らぎ、リハビリテーション、緩和ケア、終末期、
家族ケアなど健康レベルに応じた看護の概要を学ぶ。さらに、ヘルスプロモーション、身体侵襲と生体反応、ストレスコーピン
グ、病みの軌跡、セルフケア、自己効力、悲嘆、喪失など成人期にある人および家族を看護する上で基盤となる概念や理論を理解
し、看護の概要について学習する。

到達目標

1）ライフサイクルからみた成人期にある人の状況と成人看護の概要について説明できる。
2）成人期の発達段階や発達課題、また身体的･心理的･社会的特徴について説明できる。
3）成人期の特徴と特有な健康問題と看護の概要について説明できる。
4）成人期にある人々を支える保健・医療・福祉システムについて説明できる。
5) 成人期にある人のさまざまな健康レベルと、健康レベルに応じた看護アプローチの基盤となる概念や理論を説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護学概論

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年前期

回数 講義日程

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護学概論 小林　優子

成人看護学の概要

コースガイド、成人期のとらえ方、成人看護の概要、健康のレベル（教科書はしがきｐ1～
2）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。　　　　　　　　　(　20分）

 成人期にある人の身体的・心理的・社会的特徴について学ぶ。生活習慣、生活上のストレス、職業と健康問題など成人期特有の
健康問題、ならびに健康維持・増進、健康破綻、周手術、健康生活の慢性的な揺らぎ、リハビリテーション、緩和ケア、終末期、
家族ケアなど健康レベルに応じた看護の概要を学ぶ。さらに、ヘルスプロモーション、身体侵襲と生体反応、ストレスコーピン
グ、病みの軌跡、セルフケア、自己効力、悲嘆、喪失など成人期にある人および家族を看護する上で基盤となる概念や理論を理解
し、看護の概要について学習する。

到達目標

1）ライフサイクルからみた成人期にある人の状況と成人看護の概要について説明できる。
2）成人期の発達段階や発達課題、また身体的･心理的･社会的特徴について説明できる。
3）成人期の特徴と特有な健康問題と看護の概要について説明できる。
4）成人期にある人々を支える保健・医療・福祉システムについて説明できる。
5) 成人期にある人のさまざまな健康レベルと、健康レベルに応じた看護アプローチの基盤となる概念や理論を説明できる。

単元 内容

4月19日
3限

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

成人期にある人の特徴

成人期にある人の理解（発達段階･課題、成人各期における身体的･心理的･社会
的特徴）、成人の生活（教科書ｐ4～38）

事前学習：該当する教科書の箇所を読み、事前課題を行う。　　　　(　60分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

4月26日
3限

成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ(健康
生活の急激な破綻から回
復）

ストレス―コーピング理論、危機理論、ボディイメージ（教科書ｐ165～169、
195～199、311～318）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

5月10日
3限

成人期にある人の生活と健
康

成人期にある人の生活に関連した特有な健康問題、保健・医療・福祉システム、
健康をおびやかす要因（教科書ｐ40～83、p161～180）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。事前課題を行う。　(　60分）

事後学習：講義資料等の復習をする。課題に取り組む。　　　　　　(　60分）

成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ(慢性
的な揺らぎの再調整）

セルフケア、自己効力理論、エンパワメント、トランスセオリティカルモデル
（教科書ｐ206～220）

事前学習：該当する教科書の箇所を読んでくる。　　　　　　　　　(　30分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

5月17日
3限

5月24日
3限

5月31日
3限

まとめ　試験

授業のまとめ

事前学習：既習学習を復習してくる。　　　　　　　        　　　(　30分）

6月7日
1限

6月14日
1限

成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ（障
害とリハビリテーション）

ICF、障害の認識、リハビリテーション看護（教科書p221～236）

事前学習：事前課題に取り組む。　　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

成人期にある人に対する基
本的な看護アプローチ（が
ん看護、終末期を支える看
護）

がん治療とその看護、ヘルスリテラシー、緩和ケア、終末期（教科書p237～
254、391～402）

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

留意事項

本講義は、｢成人看護方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」、さらに「成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ」の学習の基盤とな
るものである。学習を積み重ねられるよう、ノートの作成を推奨する。講義毎のリフレクショ
ンペーパーの提出がない場合、出席扱いにはしない。授業中の私語を慎むこと。大人の看護を
行う自身が大人であるという自覚をもって、授業に臨んでいただきたい。

事後学習：講義資料等の復習をする。　　　　　　　　　　　　　　(　30分）

評価 定期試験60％、提出物40％（講義毎のリフレクションペーパー、小テスト等を含む）として評価する。

教科書 小松浩子、他（2016）：成人看護学総論、医学書院（ISBN978-4-260-01806-7）

参考図書など 適宜紹介する
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
２年前期

回数 講義日程

6月19日
手術を受ける人の看護５
－人工肛門造設術　1－

直腸がんについて，人工肛門造設術の周術期看護

事前学習：テキスト2，7の該当する部分を読む(60分）

事後学習：人工肛門造設術の看護について復習　(30分）

6月12日
手術を受ける人の看護４
－乳房切除術　2－

事例を用いた看護展開，グループワークと発表

事前学習：看護展開のための課題(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

6月5日
手術を受ける人の看護３
－乳房切除術　1－

乳がんについて，乳がんの治療および周術期看護

事前学習：テキスト4，7の該当する部分を読む(60分）

事後学習：乳がんの治療を受ける人の看護について復習　(30分）

5月29日
手術を受ける人の看護１
－胃切除術　1－

胃切除術の周術期看護と看護展開

事前学習：テキスト2，7の該当する部分を読む(60分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

5月22日
周術期ケア

手術中患者の看護，手術後の看護，手術侵襲と生体反応，術後疼痛緩和，術後合
併症に関する看護，回復を促すケア

事前学習：テキスト6 第8～9章を読む（60分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

5月15日
周術期ケア

周手術期看護の概論，手術前患者の看護

事前学習：テキスト6.第6～7章を読む(60分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

4月25日
水曜3限

成人期の患者の特徴
（東舘雅文）

周術期にある人の病態

事前学習：テキストの該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

4月18日
水曜3限

成人期の患者の特徴
（東舘雅文）

急性発症あるいは慢性疾患の急性増悪により集中治療管理を必要とする人の病態

事前学習：テキストの該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護方法論Ⅰ（周手術期
ケア・クリティカルケア）

小林優子　東舘雅文

授業概要

事後学習：授業まとめの課題(30分）

4月17日
周術期ケア・クリティカル
ケアの特徴　2

インフォームドコンセントと意思決定，危機理論，不安，ボディイメージ，倫理
的課題

事前学習：テキスト1第3，6，11章　テキスト6第5，6，10章　テキスト8第1～3
章を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題　(15分）

（概要）入院治療を必要とする成人期の患者の特徴を学び，合併症を予防し，回復を促進する援助の方法を学習する。急性発症あるいは慢性疾患
の急性増悪により集中治療管理を必要とする人や周術期にある人の病態を学び援助に生かす。学びを基に胃切除術，回腸人工肛門造設術，乳房切
除術，急性心筋梗塞，くも膜下出血などの事例に対して看護過程を展開しながら適切な看護を考え看護の実践に繋がる学びとする。（オムニバス
方式／全１５回）
（東舘雅文／２回）急性発症あるいは慢性疾患の急性増悪により集中治療管理を必要とする人や周手術期にある人の病態について学習する。
（小林優子／１３回）入院治療を必要とする成人期の患者の特徴を学び，合併症を予防し，回復を促進する援助の方法を学習する。
学びを基に事例に対して看護過程を展開しながら看護を考えることにより看護の実践に繋がる学びとする。

到達目標

１） 生命危機状況にある人，様々な疾患により侵襲的治療を受ける人とその家族の特徴を述べることができる．
２） 生命を維持し，侵襲に対する反応を最適化し，回復を促進するための援助を具体的に述べることができる．
３） 周術期にある人の事例に対して，看護問題を根拠に基づいて列挙することができる．

単元 内容

4月10日

科目ガイダンス
周術期ケア・クリティカル
ケアの特徴　1

この科目で学ぶこと，履修のルール
急性期ケア・周術期ケア・クリティカルケア・救急看護の概念，患者やその家族
の特徴

事前学習：テキスト1第3，6，11章　テキスト6第5，6，10章　テキスト8第1～3
章を読む(30分）

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
２年前期

回数 講義日程

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護方法論Ⅰ（周手術期
ケア・クリティカルケア）

小林優子　東舘雅文

授業概要

事後学習：授業まとめの課題(30分）

4月24日
周術期ケア・クリティカル
ケアの特徴　2

インフォームドコンセントと意思決定，危機理論，不安，ボディイメージ，倫理
的課題

事前学習：テキスト1第3，6，11章　テキスト6第5，6，10章　テキスト8第1～3
章を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題　(15分）

（概要）入院治療を必要とする成人期の患者の特徴を学び，合併症を予防し，回復を促進する援助の方法を学習する。急性発症あるいは慢性疾患
の急性増悪により集中治療管理を必要とする人や周術期にある人の病態を学び援助に生かす。学びを基に胃切除術，回腸人工肛門造設術，乳房切
除術，急性心筋梗塞，くも膜下出血などの事例に対して看護過程を展開しながら適切な看護を考え看護の実践に繋がる学びとする。（オムニバス
方式／全１５回）
（東舘雅文／２回）急性発症あるいは慢性疾患の急性増悪により集中治療管理を必要とする人や周手術期にある人の病態について学習する。
（小林優子／１３回）入院治療を必要とする成人期の患者の特徴を学び，合併症を予防し，回復を促進する援助の方法を学習する。
学びを基に事例に対して看護過程を展開しながら看護を考えることにより看護の実践に繋がる学びとする。

到達目標

１） 生命危機状況にある人，様々な疾患により侵襲的治療を受ける人とその家族の特徴を述べることができる．
２） 生命を維持し，侵襲に対する反応を最適化し，回復を促進するための援助を具体的に述べることができる．
３） 周術期にある人の事例に対して，看護問題を根拠に基づいて列挙することができる．

単元 内容

4月17日

科目ガイダンス
周術期ケア・クリティカル
ケアの特徴　1

この科目で学ぶこと，履修のルール
急性期ケア・周術期ケア・クリティカルケア・救急看護の概念，患者やその家族
の特徴

事前学習：テキスト1第3，6，11章　テキスト6第5，6，10章　テキスト8第1～3
章を読む(30分）

4月25日
水曜3限

成人期の患者の特徴
（東舘雅文）

周術期にある人の病態

事前学習：テキストの該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

4月18日
水曜3限

成人期の患者の特徴
（東舘雅文）

急性発症あるいは慢性疾患の急性増悪により集中治療管理を必要とする人の病態

事前学習：テキストの該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

5月8日
周術期ケア

手術中患者の看護，手術後の看護，手術侵襲と生体反応，術後疼痛緩和，術後合
併症に関する看護，回復を促すケア

事前学習：テキスト6 第8～9章を読む（60分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

5月1日
周術期ケア

周手術期看護の概論，手術前患者の看護

事前学習：テキスト6.第6～7章を読む(60分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

5月22日
手術を受ける人の看護３
－乳房切除術　1－

乳がんについて，乳がんの治療および周術期看護

事前学習：テキスト4，7の該当する部分を読む(60分）

事後学習：乳がんの治療を受ける人の看護について復習　(30分）

5月15日
手術を受ける人の看護１
－胃切除術　1－

胃切除術の周術期看護と看護展開

事前学習：テキスト2，7の該当する部分を読む(60分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

6月5日
手術を受ける人の看護５
－人工肛門造設術　1－

直腸がんについて，人工肛門造設術の周術期看護

事前学習：テキスト2，7の該当する部分を読む(60分）

事後学習：人工肛門造設術の看護について復習　(30分）

5月29日
手術を受ける人の看護４
－乳房切除術　2－

事例を用いた看護展開，グループワークと発表

事前学習：看護展開のための課題(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項

1.既習科目（成人看護概論，病態学Ⅱ）の知識を基盤にして，周術期，急性期にある成人に対
する看護を学習する。
2.この科目は成人看護学実習Ⅰの学習の基盤となるため，資料やノートを後に活用できるよう
にわかりやすく整理しておくこと。
3.毎回必要な教科書を確認して持参すること。
4.講義毎のリフレクションペーパーの提出がない場合出席扱いにはしない。
5.授業中の撮影および録音は禁止する。
6.携帯電話類は電源を切ってバッグにしまう。
7.私語は禁止。
8.ルールを守らない場合は退室を指示することがある。

評価
筆記試験70％，課題等の提出物30％
再試験の場合は筆記試験100％(再試験は実施するとは限らない）

教科書

1.系統看護学講座成人看護学①成人看護学総論　小松浩子他　医学書院
2.系統看護学講座成人看護学⑤消化器　　　　　松田明子他　医学書院
3.系統看護学講座成人看護学⑦脳・神経　　　　井手隆文他　医学書院
4.系統看護学講座成人看護学⑨女性生殖器　　　末松　浩他　医学書院
5.系統看護学講座成人看護学⑩運動器　　　　　織田弘美他　医学書院
6.系統看護学講座別巻臨床外科看護総論　　　　矢永勝彦他　医学書院
7.系統看護学講座別巻臨床外科看護各論　　　　北島政樹他　医学書院
8.系統看護学講座別巻救急看護学　            山勢博彰他　医学書院

参考図書など

1.成人看護学ー急性期　　　　　　　　　　　　　　　　　 中西睦子他　建帛社
2.周術期の臨床判断を磨く　　　　　　　　　　　　　　　 鎌倉やよい他　医学書院
3.クリティカルケア看護理論と臨床への応用　　　　　　　 寺町優子他 日本看護協会出版会
4.新看護観察のキーポイントシリーズ急性期・周手術期ⅠⅡ 富田幾枝他　中央法規
5.新看護観察のキーポイントシリーズ脳神経外科　　　　　 小林繁樹他　中央法規
6.新看護観察のキーポイントシリーズ整形外科　　　　　　 加藤光宝他　中央法規
7.今日の治療薬2018　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浦部晶夫他　南江堂
8.今日の臨床検査2017ー2018　　　　　　　　　　　　　　 櫻林郁之介他　南江堂

7月24日

救急搬送された人の看護３
－脊髄損傷－
授業全体のまとめ

救急処置，生命危機状態における看護，呼吸管理，循環管理，損傷高位による
ゴールと看護，急性期リハビリテーション

事前学習：テキスト5，8の該当部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

7月17日
救急搬送された人の看護２
－クモ膜下出血　2－

開頭術を受ける人の看護，回復期に向けたケア，急性期リハビリテーション

事前学習：前回の授業の復習と，テキスト3，7，8の該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

7月10日
救急搬送された人の看護１
－クモ膜下出血　1－

救急処置，生命危機状態における看護，呼吸管理，循環管理

事前学習：テキスト3，7，8の該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

7月3日
手術を受ける人の看護７
－人工股関節置換術－

運動器の疾患について，周術期看護，回復期へ向けた看護

事前学習：テキスト5の該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

6月26日
手術を受ける人の看護６
－人工肛門造設術　2－

事例を用いた看護展開，グループワークと発表

事前学習：看護展開のための課題(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

回数 講義日程 単元 内容

6月19日
手術を受ける人の看護７
－人工股関節置換術－

運動器の疾患について，周術期看護，回復期へ向けた看護

事前学習：テキスト5の該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

6月12日
手術を受ける人の看護６
－人工肛門造設術　2－

事例を用いた看護展開，グループワークと発表

事前学習：看護展開のための課題(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

7月3日
救急搬送された人の看護２
－クモ膜下出血　2－

開頭術を受ける人の看護，回復期に向けたケア，急性期リハビリテーション

事前学習：前回の授業の復習と，テキスト3，7，8の該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

6月26日
救急搬送された人の看護１
－クモ膜下出血　1－

救急処置，生命危機状態における看護，呼吸管理，循環管理

事前学習：テキスト3，7，8の該当する部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）

留意事項

1.既習科目（成人看護概論，病態学Ⅱ）の知識を基盤にして，周術期，急性期にある成人に対
する看護を学習する。
2.この科目は成人看護学実習Ⅰの学習の基盤となるため，資料やノートを後に活用できるよう
にわかりやすく整理しておくこと。
3.毎回必要な教科書を確認して持参すること。
4.講義毎のリフレクションペーパーの提出がない場合出席扱いにはしない。
5.授業中の撮影および録音は禁止する。
6.携帯電話類は電源を切ってバッグにしまう。
7.私語は禁止。
8.ルールを守らない場合は退室を指示することがある。

評価
筆記試験70％，課題等の提出物30％
再試験の場合は筆記試験100％(再試験は実施するとは限らない）

教科書

1.系統看護学講座成人看護学①成人看護学総論　小松浩子他　医学書院
2.系統看護学講座成人看護学⑤消化器　　　　　松田明子他　医学書院
3.系統看護学講座成人看護学⑦脳・神経　　　　井手隆文他　医学書院
4.系統看護学講座成人看護学⑨女性生殖器　　　末松　浩他　医学書院
5.系統看護学講座成人看護学⑩運動器　　　　　織田弘美他　医学書院
6.系統看護学講座別巻臨床外科看護総論　　　　矢永勝彦他　医学書院
7.系統看護学講座別巻臨床外科看護各論　　　　北島政樹他　医学書院
8.系統看護学講座別巻救急看護学　            山勢博彰他　医学書院

参考図書など

1.成人看護学ー急性期　　　　　　　　　　　　　　　　　 中西睦子他　建帛社
2.周術期の臨床判断を磨く　　　　　　　　　　　　　　　 鎌倉やよい他　医学書院
3.クリティカルケア看護理論と臨床への応用　　　　　　　 寺町優子他 日本看護協会出版会
4.新看護観察のキーポイントシリーズ急性期・周手術期ⅠⅡ 富田幾枝他　中央法規
5.新看護観察のキーポイントシリーズ脳神経外科　　　　　 小林繁樹他　中央法規
6.新看護観察のキーポイントシリーズ整形外科　　　　　　 加藤光宝他　中央法規
7.今日の治療薬2018　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浦部晶夫他　南江堂
8.今日の臨床検査2017ー2018　　　　　　　　　　　　　　 櫻林郁之介他　南江堂

7月10日

救急搬送された人の看護３
－脊髄損傷－
授業全体のまとめ

救急処置，生命危機状態における看護，呼吸管理，循環管理，損傷高位による
ゴールと看護，急性期リハビリテーション

事前学習：テキスト5，8の該当部分を読む(30分）

事後学習：授業まとめの課題(15分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
2年後期

回数 講義日程

9月28日

4限

9月28日

5限

10月3日

4限

10月5日

4限

10月5日

5限

10月10日

4限

10月12日

4限

10月12日

5限

身体防御機能障害のある患
者の看護

全身性エリテマトーデス（SLE）患者の病態・症状・治療、それらが対象者の生
活に与える影響、アセスメントする視点、セルフケア獲得に向けた支援（教科書
⑤p130～133、170～173、182～192）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

内部環境調節障害のある人
の看護（２）

糖尿病患者の生活をアセスメントする視点、セルフケアの獲得を目指すための支
援等(教科書④ｐ236～271）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。事前課題に取り組む。　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

内部環境調節障害のある人
の看護（１）

糖尿病の病態･症状･治療、それらが対象者の生活に与える影響(教科書④ｐ132～
164）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。事前課題に取り組む。　　　　　　　　　  (60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

慢性的な栄養代謝障害のあ
る人の看護

肝炎（B・C型）及び肝硬変の病態・症状・治療、肝硬変患者に特有な症状とその
緩和方法、肝硬変患者の全人的理解および生活への影響・アセスメントの視点、
看護援助　　　　　　　　　　　　　　(教科書③ｐ256、270～278）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。（30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　 　(60分）

循環機能障害のある人の看
護（３）

冠状動脈バイパス術を受ける患者の看護、心臓リハビリテーションと看護(教科
書②ｐ90-102、289～293、348～357）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。                                         (60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　 (60分）

循環機能障害のある人の看
護（２）

虚血性心疾患の病態・症状・治療および看護(教科書②ｐ120～149、306～316）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。課題に取り組む　　　　　　　　  (60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　    (60分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護方法論Ⅱ
（慢性期・ターミナル期）

金嶋祐加

授業概要

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　 　　　(30分）

循環機能障害のある人の看
護（１）

心不全の病態・症状・治療および心不全患者の看護(教科書②ｐ16-30、48～81、
254～265、149～161、316～328）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　  　(30分）

慢性的・長期的に経過する健康障害を持つ人のセルフケアを促進し、その人らしい健康生活を維持するための支援の方法について学習す
る。また、リハビリテーションを必要とする人に対し、リハビリへの意欲を損なわないよう支え、ＱＯＬの向上を目指す援助について学
ぶ。また、健康障害を抱えたまま生活する人及び家族の支援方法を学ぶ。さらに、ターミナル期にある人とその家族に対するケア、遺族
へのグリーフケアについて学習する。

到達目標

１）慢性的な経過をたどる健康障害を有する対象者の特徴、および慢性期における看護の特徴について説明できる。
２）慢性的な経過をたどる健康障害の病態、治療過程を理解し、アセスメントの視点について説明できる。
３）慢性的な経過をたどる健康障害の病態や治療が、対象者の生活に与える影響について説明できる。
４）慢性的な経過をたどる健康障害を有する対象者への看護援助について説明できる。
５）慢性的な経過をたどる健康障害を有する対象者がセルフケアを獲得できるための支援について説明できる。
６）終末期ケアおよび緩和ケアの概念について説明できる。
７）終末期にある人及び家族の特徴を全人的に理解し、QOLの維持･向上を目指す支援について説明できる。

単元 内容

慢性期看護の概要

慢性期な健康障害を有する人および看護の特徴　　(教科書①ｐ206～235）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　 (60分）

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
2年後期

回数 講義日程

9月28日

2限

10月1日

3限

10月3日

3限

10月3日

4限

10月5日

3限

10月8日

3限

10月8日

5限

10月10日

4限

身体防御機能障害のある患
者の看護

全身性エリテマトーデス（SLE）患者の病態・症状・治療、それらが対象者の生
活に与える影響、アセスメントする視点、セルフケア獲得に向けた支援（教科書
⑤p130～133、170～173、182～192）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

内部環境調節障害のある人
の看護（１）

糖尿病の病態･症状･治療、それらが対象者の生活に与える影響(教科書④ｐ132～
164）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。事前課題に取り組む。　　　　　　　　　  (60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

内部環境調節障害のある人
の看護（２）

糖尿病患者の生活をアセスメントする視点、セルフケアの獲得を目指すための支
援等(教科書④ｐ236～271）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。事前課題に取り組む。　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

循環機能障害のある人の看
護（３）

冠状動脈バイパス術を受ける患者の看護、心臓リハビリテーションと看護(教科
書②ｐ90-102、289～293、348～357）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。                                         (60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　 (60分）

慢性的な栄養代謝障害のあ
る人の看護

肝炎（B・C型）及び肝硬変の病態・症状・治療、肝硬変患者に特有な症状とその
緩和方法、肝硬変患者の全人的理解および生活への影響・アセスメントの視点、
看護援助　　　　　　　　　　　　　　(教科書③ｐ256、270～278）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。（30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　 　(60分）

循環機能障害のある人の看
護（１）

心不全の病態・症状・治療および心不全患者の看護(教科書②ｐ16-30、48～81、
254～265、149～161、316～328）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　  　(30分）

循環機能障害のある人の看
護（２）

虚血性心疾患の病態・症状・治療および看護(教科書②ｐ120～149、306～316）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。課題に取り組む　　　　　　　　  (60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　    (60分）

慢性的・長期的に経過する健康障害を持つ人のセルフケアを促進し、その人らしい健康生活を維持するための支援の方法について学習す
る。また、リハビリテーションを必要とする人に対し、リハビリへの意欲を損なわないよう支え、ＱＯＬの向上を目指す援助について学
ぶ。また、健康障害を抱えたまま生活する人及び家族の支援方法を学ぶ。さらに、ターミナル期にある人とその家族に対するケア、遺族
へのグリーフケアについて学習する。

到達目標

１）慢性的な経過をたどる健康障害を有する対象者の特徴、および慢性期における看護の特徴について説明できる。
２）慢性的な経過をたどる健康障害の病態、治療過程を理解し、アセスメントの視点について説明できる。
３）慢性的な経過をたどる健康障害の病態や治療が、対象者の生活に与える影響について説明できる。
４）慢性的な経過をたどる健康障害を有する対象者への看護援助について説明できる。
５）慢性的な経過をたどる健康障害を有する対象者がセルフケアを獲得できるための支援について説明できる。
６）終末期ケアおよび緩和ケアの概念について説明できる。
７）終末期にある人及び家族の特徴を全人的に理解し、QOLの維持･向上を目指す支援について説明できる。

単元 内容

慢性期看護の概要

慢性期な健康障害を有する人および看護の特徴　　(教科書①ｐ206～235）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　 (60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　 　　　(30分）

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護方法論Ⅱ
（慢性期・ターミナル期）

金嶋祐加
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回数 講義日程 単元 内容

10月24日

4限

11月2日

4限

11月2日

5限

11月14日

4限

11月21日

4限

11月28日

4限

12月5日

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(60分）

4限 事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

教科書

①小松浩子、他（2018）：成人看護学総論、医学書院（ISBN978-4-260-03173-8）
②吉田俊子、他（2016）：成人看護学③循環器、医学書院（ISBN978-4-260-01987-3）
③松田明子、他（2016）：成人看護学⑤消化器、医学書院（ISBN978-4-260-02000-8）
④黒江ゆり子、他（2016）：成人看護学⑥内分泌・代謝、医学書院（ISBN978-4-260-01988-0）
⑤岩田健太郎、他（2017)：成人看護学⑪アレルギー 膠原病 感染症、医学書院（ISBN978-4-
260-02192-0）
⑥織田弘美、他（2016）:成人看護学⑩運動器、医学書院（ISBN978-4-260-02176-0）
⑦小松浩子、他（2017）：成人看護⑭耳鼻咽喉、医学書院（ISBN978-4-26002767）
⑧飯野京子、他（2016）：成人看護学④血液・造血器、医学書院（ISBN978-4-260-02001-5）
⑨浅野浩一郎、他（2016）：成人看護学②呼吸器、医学書院（ISBN978-4-260-01991-0）

参考図書など 適宜紹介する

留意事項

既習科目（特に専門基礎科目）の知識を基盤にして、慢性期・終末期にある成人に対する看護
を学習する。関連する科目の復習を必ずして講義に臨んでいただきたい。学習を積み重ねられ
るよう、ノートの作成を推奨する。講義毎のリフレクションペーパーの提出がない場合、出席
扱いにはしない。授業中の私語を慎むこと。大人の看護を行う自身が大人であるという自覚を
もって、授業に臨んでいただきたい。

終末期にある人および家族
の看護（３）

終末期にある人および家族に対する看護援助の実際、グリーフケア
(教科書①ｐ249～254、教科書⑨ｐ72-109、198～210、229～231、343～352）

評価 定期試験70％、提出物30％（講義毎のリフレクションペーパー、小テスト等を含む）として評価する。

終末期にある人および家族
の看護（２）

終末期にある人の特徴（全人的苦痛とアセスメント）、苦痛軽減等の看護援助
(教科書①ｐ244～248）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

終末期にある人および家族
の看護（１）

人間にとっての死、終末期ケアおよび緩和ケアの概念、終末期にある人の理解
(教科書①ｐ238～244）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

造血機能障害のある人の看
護（２）

抗がん剤療法を受ける急性骨髄性白血病患者のアセスメントの視点および看護
(教科書⑧ｐ151～168）

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

造血機能障害のある人の看
護（１）

血液・造血器疾患の概要、患者の特徴と看護の役割、白血病の病態･検査･症状・
治療（造血幹細胞移植を含む）および看護の概要(教科書⑧ｐ6～15、69～98、
148～150）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。事前課題に取り組む。　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

感覚機能障害のある人の看
護

メニエール病などの病態･症状･治療、それらが対象者の生活に与える影響、
看護援助の実際（教科書⑦p123～124、210～214、236～241 ）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　                　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。  　　　　　　(60分）

運動機能障害のある人の看
護

関節リウマチ患者の病態・症状・治療、それらが対象者の生活に与える影響、ア
セスメントする視点、リハビリテーションやセルフケア獲得に向けた支援（教科
書⑥p137～143）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　                (30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

回数 講義日程 単元 内容

10月12日

3限

11月2日

5限

11月5日

3限

11月6日

1限

11月14日

4限

11月26日

3限

11月26日

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(60分）

4限 事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

留意事項

既習科目（特に専門基礎科目）の知識を基盤にして、慢性期・終末期にある成人に対する看護
を学習する。関連する科目の復習を必ずして講義に臨んでいただきたい。学習を積み重ねられ
るよう、ノートの作成を推奨する。講義毎のリフレクションペーパーの提出がない場合、出席
扱いにはしない。授業中の私語を慎むこと。大人の看護を行う自身が大人であるという自覚を
もって、授業に臨んでいただきたい。

評価 定期試験70％、提出物30％（講義毎のリフレクションペーパー、小テスト等を含む）として評価する。

教科書

①小松浩子、他（2018）：成人看護学総論、医学書院（ISBN978-4-260-03173-8）
②吉田俊子、他（2016）：成人看護学③循環器、医学書院（ISBN978-4-260-01987-3）
③松田明子、他（2016）：成人看護学⑤消化器、医学書院（ISBN978-4-260-02000-8）
④黒江ゆり子、他（2016）：成人看護学⑥内分泌・代謝、医学書院（ISBN978-4-260-01988-0）
⑤岩田健太郎、他（2017)：成人看護学⑪アレルギー 膠原病 感染症、医学書院（ISBN978-4-
260-02192-0）
⑥織田弘美、他（2016）:成人看護学⑩運動器、医学書院（ISBN978-4-260-02176-0）
⑦小松浩子、他（2017）：成人看護⑭耳鼻咽喉、医学書院（ISBN978-4-26002767）
⑧飯野京子、他（2016）：成人看護学④血液・造血器、医学書院（ISBN978-4-260-02001-5）
⑨浅野浩一郎、他（2016）：成人看護学②呼吸器、医学書院（ISBN978-4-260-01991-0）

参考図書など 適宜紹介する

終末期にある人および家族
の看護（３）

終末期にある人および家族に対する看護援助の実際、グリーフケア
(教科書①ｐ249～254、教科書⑨ｐ72-109、198～210、229～231、343～352）

終末期にある人および家族
の看護（２）

終末期にある人の特徴（全人的苦痛とアセスメント）、苦痛軽減等の看護援助
(教科書①ｐ244～248）

造血機能障害のある人の看
護（２）

抗がん剤療法を受ける急性骨髄性白血病患者のアセスメントの視点および看護
(教科書⑧ｐ151～168）

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

終末期にある人および家族
の看護（１）

人間にとっての死、終末期ケアおよび緩和ケアの概念、終末期にある人の理解
(教科書①ｐ238～244）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

感覚機能障害のある人の看
護

メニエール病などの病態･症状･治療、それらが対象者の生活に与える影響、
看護援助の実際（教科書⑦p123～124、210～214、236～241 ）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　                　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。  　　　　　　(60分）

造血機能障害のある人の看
護（１）

血液・造血器疾患の概要、患者の特徴と看護の役割、白血病の病態･検査･症状・
治療（造血幹細胞移植を含む）および看護の概要(教科書⑧ｐ6～15、69～98、
148～150）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。事前課題に取り組む。　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）

運動機能障害のある人の看
護

関節リウマチ患者の病態・症状・治療、それらが対象者の生活に与える影響、ア
セスメントする視点、リハビリテーションやセルフケア獲得に向けた支援（教科
書⑥p137～143）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　                (30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(60分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
２年後期

　 講義日程

12月14日

4限

12月14日

5限

1月9日

4限

1月11日

4限

1月11日

5限

1月18日

4限

1月18日

5限

内部環境調節障害のある人
の看護（１）

主な腎疾患の病態理解と発生のメカニズム・症状のアセスメント、慢性腎不全の
治療とその看護(教科書④ｐ18～37、117～126、196～203）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。 　　　　　　   (　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　 (　60分）

慢性的な脳・神経機能障害
のある人の看護（２）

脳梗塞の回復時における日常生活動作の自立への支援、生活の再構築におけるア
セスメントの視点および看護援助(教科書③ｐ336～338）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。事例のアセスメントに必要となる事
項を調べてくる。　　　　　　　　　　　　　　     　(　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　       (　60分）

慢性的な脳・神経機能障害
のある人の看護（１）

脳梗塞の病態・症状･治療、発症時における看護の概要(教科書③ｐ20～87、90～
109、117～121、124～146、331～336）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　　　　　      （　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　   　(　60分）

脊髄損傷により生活の再構
築が必要な人の看護

脊髄損傷の病態・治療、回復期リハビリテーション、脊髄損傷による生活への影
響、生活調整・生活の再構築のアセスメントの視点、看護援助

事前学習：「人体の機能と構造」「成人看護方法論Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書⑤の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　　　　　(　40分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　         （  40分）

慢性的な呼吸器障害のある
人の看護

慢性閉塞性肺疾患（COPD)の病態・治療、それらが対象者の生活に与える影響、
生活調整・生活の再調整のアセスメントの視点、および看護援助
(教科書②ｐ97～108、119～122、183～188、ｐ321～336）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。　　　                        　(　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護方法論Ⅲ
（生活調整・生活再構築）

金嶋祐加

授業概要

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　30分）

呼吸機能低下により生活の
再構築が必要な人の看護

肺がんの病態・治療、手術による生活への影響、生活調整・生活の再構築のアセ
スメントの視点、看護援助

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ・Ⅱ」の該当する部分を復習する。
教科書②の該当する部分を読んでくる。　　　　　　　　(40分)

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　 （　40分）

生活習慣病などにより疾病の進行をコントロールしながら生活する人、あるいは中途障害により生活の再構築が必要となっ
た人の身体的・心理的・社会的特徴について学習する。また、健康障害を抱えた人がその人にふさわしい生活の仕方を獲得
していくための支援方法について学習する。

到達目標

１）生活の調整や再構築を必要とする対象者の身体的･心理的･社会的特徴および看護の特徴について説明できる。
２）生活の調整や再構築を必要とする健康障害の病態、治療過程を理解し、アセスメントの視点について説明できる。
３）生活の調整や再構築を必要とする健康障害の病態や治療が、対象者の生活に与える影響について説明できる。
４）生活の調整や再構築を支える看護援助について説明できる。
５）慢性期にある患者および家族（紙上）に対して必要な看護を提供するために、個人学習およびグループ学習を通して
    看護過程を展開することができる。

単元 内容

生活調整・生活の再構築

生活調整および生活の再構築の概要、およびリハビリテーションと看護の概要
（教科書①ｐ222～234）

事前学習：成人看護学概論の「慢性期」の部分を復習する。　　　　(　30分）

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（30時間）
２年後期

　 講義日程

12月17日

3限

12月19日

3限

12月21日

4限

1月8日

1限

1月8日

2限

1月10日

1限

1月10日

2限

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護方法論Ⅲ
（生活調整・生活再構築）

金嶋祐加

1 生活調整・生活の再構築

生活調整および生活の再構築の概要、およびリハビリテーションと看護の概要
（教科書①ｐ222～234）

事前学習：成人看護学概論の「慢性期」の部分を復習する。　　　　(　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　30分）

生活習慣病などにより疾病の進行をコントロールしながら生活する人、あるいは中途障害により生活の再構築が必要となっ
た人の身体的・心理的・社会的特徴について学習する。また、健康障害を抱えた人がその人にふさわしい生活の仕方を獲得
していくための支援方法について学習する。

到達目標

１）生活の調整や再構築を必要とする対象者の身体的･心理的･社会的特徴および看護の特徴について説明できる。
２）生活の調整や再構築を必要とする健康障害の病態、治療過程を理解し、アセスメントの視点について説明できる。
３）生活の調整や再構築を必要とする健康障害の病態や治療が、対象者の生活に与える影響について説明できる。
４）生活の調整や再構築を支える看護援助について説明できる。
５）慢性期にある患者および家族（紙上）に対して必要な看護を提供するために、個人学習およびグループ学習を通して
    看護過程を展開することができる。

単元 内容

3
慢性的な呼吸器障害のある
人の看護

慢性閉塞性肺疾患（COPD)の病態・治療、それらが対象者の生活に与える影響、
生活調整・生活の再調整のアセスメントの視点、および看護援助
(教科書②ｐ97～108、119～122、183～188、ｐ321～336）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。　　　                        　(　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

2
呼吸機能低下により生活の
再構築が必要な人の看護

肺がんの病態・治療、手術による生活への影響、生活調整・生活の再構築のアセ
スメントの視点、看護援助

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ・Ⅱ」の該当する部分を復習する。
教科書②の該当する部分を読んでくる。　　　　　　　　(40分)

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　 （　40分）

5
慢性的な脳・神経機能障害
のある人の看護（１）

脳梗塞の病態・症状･治療、発症時における看護の概要(教科書③ｐ20～87、90～
109、117～121、124～146、331～336）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　　　　　      （　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　   　(　60分）

4
脊髄損傷により生活の再構
築が必要な人の看護

脊髄損傷の病態・治療、回復期リハビリテーション、脊髄損傷による生活への影
響、生活調整・生活の再構築のアセスメントの視点、看護援助

事前学習：「人体の機能と構造」「成人看護方法論Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書⑤の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　　　　　(　40分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　         （  40分）

7
内部環境調節障害のある人
の看護（１）

主な腎疾患の病態理解と発生のメカニズム・症状のアセスメント、慢性腎不全の
治療とその看護(教科書④ｐ18～37、117～126、196～203）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。
教科書の該当箇所を読んでくる。 　　　　　　   (　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　 (　60分）

6
慢性的な脳・神経機能障害
のある人の看護（２）

脳梗塞の回復時における日常生活動作の自立への支援、生活の再構築におけるア
セスメントの視点および看護援助(教科書③ｐ336～338）

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。事例のアセスメントに必要となる事
項を調べてくる。　　　　　　　　　　　　　　     　(　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　       (　60分）

107



　 講義日程 単元 内容

1月16日

4限

1月16日

5限

1月18日

4限

1月18日

5限

1月23日

4限

1月23日

5限

1月25日

4限

1月25日

5限

留意事項

関連する既習科目の学習を、必ず事前に行って授業に臨んでいただきたい。生活の調整や再構
築を必要とする慢性期にある成人の看護の他、成人看護学における看護過程を学ぶ。グループ
学習主体で行うが、自己学習をした上で参加すること。学習を積み重ねられるよう、ノートの
作成を推奨する。講義毎のリフレクションペーパーの提出がない場合、出席扱いにはしない。
授業中の私語を慎むこと。大人の看護を行う自身が大人であるという自覚をもって、授業に臨
んでいただきたい。

評価
定期試験60％、提出物40％（講義毎のリフレクションペーパー、小テスト等を含む）。それぞ
れ60％以上の獲得を必要とする。

教科書

①小松浩子、他（2016）：成人看護学総論、医学書院（ISBN978-4-260-01806-7）
②浅野浩一郎、他（2016）：成人看護学②呼吸器、医学書院（ISBN978-4-260-01991-0）
③井手隆文、他（2016）：成人看護学⑦脳･神経、医学書院（ISBN978-4-260-02190-6）
④大東貴志、他（2016）：成人看護学⑧腎･泌尿器、医学書院（ISBN978-4-260-01996-5）
⑤織田弘美、他（2016）：成人看護学⑩運動器、医学書院（ISBN978-4260021760）

参考図書など 適宜紹介する

成人看護学における看護過
程（７）

演習(6)　全体のまとめ②

事前学習：提示された課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：全体を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　　　(　60分）

成人看護学における看護過
程（６）

演習(5) 全体のまとめ①

事前学習：提示された課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：演習内容を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

成人看護学における看護過
程（５）

演習(4) 計画立案

事前学習：提示された課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：演習内容を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

成人看護学における看護過
程（４）

演習(3)　全体像の描写、看護問題の明確化、看護問題の優先順位

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(　60分）

事後学習：演習内容を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

成人看護学における看護過
程（３）

演習(2)　情報収集とアセスメントの実際

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(　60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、事例の理解を深める。　　　　　　(　60分）

成人看護学における看護過
程（２）

演習(1)事例に対して看護を提供するために必要となる知識の整理、アセスメン
トの視点

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　30分）

成人看護学における看護過
程（１）

成人看護学において看護過程を使用する意義･目的、看護過程の概要

事前学習：「看護援助論Ⅴ（看護過程）」の復習をする。　　　　　(　60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

内部環境調節障害のある人
の看護（２）

人工透析のしくみ、および人工透析を必要とする患者の看護支援(教科書④ｐ103
～110、251～265）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

　 講義日程 単元 内容

1月11日

4限

1月15日

3限

1月15日

5限

1月18日

2限

1月21日

1限

1月23日

2限

1月25日

2限

1月25日

3限

9
成人看護学における看護過
程（１）

成人看護学において看護過程を使用する意義･目的、看護過程の概要

事前学習：「看護援助論Ⅴ（看護過程）」の復習をする。　　　　　(　60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

8
内部環境調節障害のある人
の看護（２）

人工透析のしくみ、および人工透析を必要とする患者の看護支援(教科書④ｐ103
～110、251～265）

事前学習：「人体の機能と構造」「病態学Ⅰ」の該当箇所を復習する。教科書の
該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

11
成人看護学における看護過
程（３）

演習(2)　情報収集とアセスメントの実際

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(　60分）

事後学習：講義資料等をまとめ、事例の理解を深める。　　　　　　(　60分）

10
成人看護学における看護過
程（２）

演習(1)事例に対して看護を提供するために必要となる知識の整理、アセスメン
トの視点

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(　30分）

事後学習：講義資料等をまとめ、ノートを整理する。　　　　　　　(　30分）

13
成人看護学における看護過
程（５）

演習(4) 計画立案

事前学習：提示された課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：演習内容を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

12
成人看護学における看護過
程（４）

演習(3)　全体像の描写、看護問題の明確化、看護問題の優先順位

事前学習：事例のアセスメントに必要となる事項を調べてくる。　　(　60分）

事後学習：演習内容を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

15
成人看護学における看護過
程（７）

演習(6)　全体のまとめ②

事前学習：提示された課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：全体を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　　　(　60分）

14
成人看護学における看護過
程（６）

演習(5) 全体のまとめ①

事前学習：提示された課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：演習内容を振り返り、ノートを整理する。　　　　　　　(　60分）

留意事項

関連する既習科目の学習を、必ず事前に行って授業に臨んでいただきたい。生活の調整や再構
築を必要とする慢性期にある成人の看護の他、成人看護学における看護過程を学ぶ。グループ
学習主体で行うが、自己学習をした上で参加すること。学習を積み重ねられるよう、ノートの
作成を推奨する。講義毎のリフレクションペーパーの提出がない場合、出席扱いにはしない。
授業中の私語を慎むこと。大人の看護を行う自身が大人であるという自覚をもって、授業に臨
んでいただきたい。

評価
定期試験60％、提出物40％（講義毎のリフレクションペーパー、小テスト等を含む）。それぞ
れ60％以上の獲得を必要とする。

教科書

①小松浩子、他（2016）：成人看護学総論、医学書院（ISBN978-4-260-01806-7）
②浅野浩一郎、他（2016）：成人看護学②呼吸器、医学書院（ISBN978-4-260-01991-0）
③井手隆文、他（2016）：成人看護学⑦脳･神経、医学書院（ISBN978-4-260-02190-6）
④大東貴志、他（2016）：成人看護学⑧腎･泌尿器、医学書院（ISBN978-4-260-01996-5）
⑤織田弘美、他（2016）：成人看護学⑩運動器、医学書院（ISBN978-4260021760）

参考図書など 適宜紹介する

108

Ⅴ 

専
門
基
礎
科
目
・
専
門
科
目



授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

4月5日

5限

4月12日

5限

4月19日

1限

4月26日

1限

5月10日

1限

5月17日

1限

5月24日

1限

5月31日

1限

留意事項

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

教科書

参考図書など

評価

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

がんの診断・治療(2)
（新海哲） 事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

がんという病気およびがんの診断・治療に関する基礎的知識を加味し、がん患者およびその家族の特徴を理解し、全人的に支援す
る看護について学習する。また、終末期にある人およびその家族の特徴を理解し、全人的苦痛の緩和およびその人らしく生きるこ
とを支援する看護についても学習する。さらに、遺族の置かれた状況について理解し、グリーフケアについて学ぶ。

到達目標

1）
2）
3）
4）
5）

単元 内容

がんの診断・治療(1)
（新海哲） 事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・選択

授業科目名 担当教員

がん看護論 新海哲

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

留意事項

2年次に開講した「成人看護学概論」「成人看護方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」、また3年次に行われた
「成人看護学実習Ⅰ･Ⅱ」での学習を基盤にして、がん看護の学びをさらに深める。がん医療や
看護の最近の動向・課題について主体的に思考し、考察することを望む。また、演習等を通
し、看護の本質について考察できることも望む。

評価 レポート（80％）、他出席状況等にて総合的に判断する。

教科書 小松浩子、他（2017）：がん看護学、医学書院（ISBN978-4-260-02763-2）

参考図書など 適宜紹介する。

5月18
日(2限）

がん患者の療養支援（地域連携・地域包括ケア）

事前学習：事前課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：演習内容を復習する。課題に取り組む。　　　　　　　　(60分）

5月25
日(2限）

がん患者・家族とのコミュ
ニケーション

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

がん患者の課題とケアの実
際(4)

シミュレーション演習

事前学習：補完代替療法について調べてくる。　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

4月27
日(2限）

5月11
日(2限）

補完代替療法②　演習

事前学習：事前課題を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：演習内容を復習する。課題に取り組む。　　　　　　　　(60分）

4月12
日(5限）

がんの診断・治療(2)

がん治療と合併症

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

4月13
日(2限）

がん患者の課題とケアの実
際(3)

がんを取り巻く状況および看護の概要、がん医療およびチーム医療における看護
の役割・看護の専門性

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する。課題に取り組む。　　　　　　　　(90分）

がん看護の現状と課題

4月18
日(2限）

がん患者の課題とケアの実
際(1)

がんリハビリテーション、がん患者の就労支援

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する。課題に取り組む。　　　　　　　　(90分）

がん患者の課題とケアの実
際(2)

補完代替療法①　概要

がんという病気およびがんの診断・治療に関する基礎的知識を加味し、がん患者およびその家族の特徴を理解し、全人的に支援す
る看護について学習する。また、終末期にある人およびその家族の特徴を理解し、全人的苦痛の緩和およびその人らしく生きるこ
とを支援する看護についても学習する。さらに、遺族の置かれた状況について理解し、グリーフケアについて学ぶ。

到達目標

1）がんを取り巻く医療および看護の現状と課題を理解できる。
2）がんの病態や臨床経過、および主ながん治療とそれに伴う合併症を理解し、それらが患者にもたらす影響を理解できる。
3）がん看護の現状、およびがん看護における看護師の役割を理解できる。
4）がん患者および家族が抱える課題を概観し、必要となるケアを理解し、考察できる。
5）がん患者および家族とのコミュニケーション演習を通し、がん看護について考察できる。

単元 内容

事後学習：講義内容を復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

4月5日
(5限）

がんの診断・治療(1)

がん医療の現在（疫学、がん医療が直面する課題と施策）、がんの病態と臨床経過

事前学習：教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　　　　　　　　(30分）

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・選択

授業科目名 担当教員

がん看護論 新海　哲
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
3単位

（135時間）
３年後期

教科書
写真でわかる臨床看護技術②アドバンス　インターメディカ　2016年　978-4-89996-342-4
授業で使用した教科書全て

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する。

留意事項
・事前学習内容は、実習ガイダンスにて提示する。
・留意事項：先修要件を満たしていること。

評価 評価表に基づき、実習内容･実習記録･実習態度等で総合的に評価する。

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護学実習Ⅰ
(急性期）

小林優子　・　相澤　桂

授業概要

「成人看護学方法論Ⅰ（周手術期ケア・クリティカルケア）」での学びを生かし、実際の医療現場で患者を受け持ち、そ
の人がどのような援助を必要としているかを考え、援助を実施する。行った援助がその人のニーズ解決に役立ったか否か
を検証し、急性期看護の学びを深める。

到達目標

1.周手術期にある人およびその家族を全人的に理解することができる。
2.患者および家族の全人的理解をもとにした思考過程を基盤に、科学的根拠に基づいた看護を安全に実践できる。
3.チーム医療の実際を学び、チームメンバーそれぞれの役割を理解し、チームの連携について説明することができる。
4.看護実践を通して、自らの看護に対する考えを深めることができる。
5.看護を学ぶ学生として自らの課題をもち、看護専門職として望ましい態度を身につけることができる。

授業の進め方

1.実習期間：3週間
2.実習施設：大和成和病院、さがみ野中央病院、汐見台病院
3.実習内容
1)患者を受け持ち、看護過程の展開を通して看護を実践する。
2)カンファレンス等を通し、対象者の理解、看護の展開方法および看護実践における学びを共有する。
3)対象者の看護に提供される看護技術を習得する。
4.実習展開
1)1週目：学内実習（実習オリエンテーション、技術演習）、病棟実習
2)2週目：病棟実習
3)3週目：病棟実習、学内にて実習のまとめ
5.記録提出
実習最終日の17時とする。提出先は、担当教員の指示に従う。
6.その他
詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
３単位

（135時間）
３年後期

　

教科書
授業で使用した教科書全て
写真でわかる臨床看護技術①アドバンス　インターメディカ　2016年 978-4-89996-341-7

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する。

留意事項

・事前学習内容は、実習ガイダンスにて提示する。
・留意事項：先修要件を満たしていることの他、「成人看護方法論Ⅲ」で行った看護過程演習
の記録用紙を提出していることが履修の前提となる。

評価 評価表に基づき、実習内容･実習記録･実習態度等で総合的に評価する。

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

成人看護学実習Ⅱ
（慢性期）

金嶋祐加　櫻井友子

授業概要

成人看護方法論Ⅱ（慢性期・ターミナル期）での学びを生かし、慢性の経過をとる疾患をもち療養している患者を受け持
ち、その人が必要としているケアを考え、援助を実施する。行った援助がその人のニーズ解決に役立ったか否かを検証
し、慢性期看護の学びを深める。

到達目標

1.慢性的な健康課題を有している人、また終末期にある人、およびその家族を全人的に理解することができる。
2.患者および家族の全人的理解をもとにした思考過程を基盤に、科学的根拠に基づいた看護を安全に実践できる。
3.チーム医療の実際を学び、チームメンバーそれぞれの役割を理解し、チームの連携について説明することができる。
4.看護実践を通して、自らの看護に対する考えを深めることができる。
5.看護を学ぶ学生として自らの課題をもち、看護専門職として望ましい態度を身につけることができる。

授業の進め方

1.実習期間：3週間
2.実習施設：汐見台病院、湘南東部総合病院
3.実習内容
1)患者を受け持ち、看護過程の展開を通して看護を実践する。
2)カンファレンス等を通し、対象者の理解、看護の展開方法および看護実践における学びを共有する。
3)対象者の看護に提供される看護技術を習得する。
4.実習展開
1)1週目：学内実習（実習オリエンテーション、技術演習）、病棟実習
2)2週目：病棟実習
3)3週目：病棟実習、学内にて実習のまとめ
5.記録提出
実習最終日の17時とする。提出先は、担当教員の指示に従う。
6.その他
詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年前期

回数 講義日程

7月24日

留意事項

毎回事前学習の用紙を配布します。自分自身の身近なところから、高齢者を理解していきま
す。1回の講義範囲が広いため、事前学習・事後学習が理解度に影響します。指名または学生
からの発言で講義をすすめます。レポートでは1年次の学習内容をさらに発展して文献の検索
や活用等を求めます。

評価
試験50点、レポート①～④の合計で50点。試験、レポート①～④の合計それぞれ60%以上。
レポートの配点内訳　①高齢者生活史20点、  ②指定書籍DVDの感想10点、
                    ③生活の場の選択10点、④身体拘束の分析10点。

教科書
①水谷信子監修(2016)最新老年看護学第3版、日本看護協会出版会、(ISBN978-4-8180-1995-

参考図書など 適宜紹介する

試験 　

7月24日 まとめ

試験返却・解説、学習の積み重ね/老年看護方法論Ⅰの演習説明、
レポート返却

事前学習：試験内容に関する自己採点　　　　　　　　　　 (30分）

事後学習：返却された解答用紙、レポートの再確認　　　 　(30分）

7月17日 老年看護の基本2

保健医療制度の歴史と概念、老年看護の特徴
*レポート④の提出

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　     (30分）
事後学習：講義資料とノートの整理、内容確認　           (30分）

7月10日 老年看護の基本1

老年看護の倫理　レポート④の提示
*レポート①,②の提出

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する     　(30分）

事後学習：レポート④の作成　                           (30分）

7月3日 高齢者の健康2

加齢に伴う身体機能の変化、認知機能の変化、心理社会的機能の変化
*レポート③の提出

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　     (30分）
事後学習：レポート①,②の作成　                        (30分）　

6月26日 高齢者の健康1

高齢者の健康と疾病、加齢に伴う身体機能の変化

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する     　(30分）

事後学習：レポート①,②,③の作成　                     (30分）　　

6月19日 高齢者の生活2

医療機関に入院している高齢者の暮らしと看護、介護保険施設等に入所している
高齢者の暮らしと看護、地域密着型サービス・居宅サービスを利用している高齢
者の暮らしと看護、生活の場の移動と看護の継続

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　     (30分）

事後学習：レポート①,②,③の作成　                     (30分）

事後学習:レポート①,②の作成　　　　　　　　　　　     (30分）

6月12日 高齢者の生活1

高齢者の生活機能、保健医療福祉制度の活用、その人らしい生活の継続、
レポート③の提示

事前学習:教科書の当該部分を読んで疑問を整理する 　     (30分）
事後学習：レポート①,②,③の作成　　　　　　　　       (30分）　　　　　　　　

6月5日 高齢者の理解

老年看護学の学習構造と進め方、老年期の定義、老年期と発達、高齢者の生活の
保障、加齢への適応、レポート①,②の提示

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　     (30分）

老年期にある看護の対象の特徴を身体的・精神的・社会的側面から理解すると共に、さまざまな健康レベルにある老年期の看護の対象に適正な
援助ができる知識・技術・態度を身につける。具体的には老いの意味および健康と生活の概念、および老年看護の特徴を理解する。老年期の
人々を取り巻く医療・保健・福祉対策の現状を踏まえ、長寿を生きる社会生活の条件について検討し、人権擁護の視点を重視した看護の役割に
ついて学習する。

到達目標

１） 加齢変化とそれによって生じる生活と健康の変化について、例を挙げて説明できる。
２） 高齢者を取り巻く生活環境について調べて発表できる。
３） 倫理的側面も含めて、高齢者をケアする上での課題について興味を持って探究できる。
４） 高齢者ケアチームにおいて、看護の専門性をどのように発揮できるかについて意見を述べられる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護学概論 牛田貴子

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年前期

回数 講義日程

留意事項

毎回事前学習の用紙を配布します。自分自身の身近なところから、高齢者を理解していき
ます。1回の講義範囲が広いため、事前学習・事後学習が理解度に影響します。指名また
は学生からの発言で講義をすすめます。レポートでは1年次の学習内容をさらに発展して
文献の検索や活用等を求めます。

評価

試験50点、レポート①～③の合計で50点。試験60%以上および小レポート①～③の合計60%
以上の
獲得する
小レポート①指定書籍DVDの感想10点、②身体拘束の分析20点、③生活の場の選択20点。

教科書
①北川公子ほか(2018)系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学　第9版、医学書院、
(ISBN978-4-260-03186-8)

参考図書など 適宜紹介する

8 7月24日
老年看護学における今日
的課題

「老いるということ、老いを生きるということ」を再考する
老年看護方法論Ⅰの学習方法について

事前学習：事前配布資料を読んで意見を整理する　　　　　 (30分）

事後学習：返却された小レポートの再確認　　　 　　　　　(30分）

6 7月17日
高齢者のリスクマネジメ
ント

高齢者と医療安全、救急救命、災害

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　  　 (30分）

事後学習：小レポートの作成　          　               (30分）

5 7月10日 老年看護の成り立ち

老年看護学の成立と発展、老年看護の役割、老年看護における理論・概念の活
用

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　     (30分）

事後学習：小レポートの作成                             (30分）　

4 7月3日 超高齢社会と社会保障4

高齢者の権利擁護
小レポート③提示　(提出〆切　7月17日18時)

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する    　 (30分）

事後学習：小レポートの作成　                    　　　 (30分）　　

授業概要

超高齢社会の統計的輪郭

事前学習:教科書の当該部分を読んで疑問を整理する 　   　(30分）

事後学習：小レポートの作成　　　　　　　　     　　　  (30分）　　　　　　　　

1 6月5日
老いるということ、
老いを生きるということ

加齢変化、高齢者の定義、発達と成熟
小レポート①提示　(提出〆切　7月23日18時)

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　     (30分）

2 6月12日 超高齢社会と社会保障1

老年期にある看護の対象の特徴を身体的・精神的・社会的側面から理解すると共に、さまざまな健康レベルにある老年期の看護の対象に適正
な援助ができる知識・技術・態度を身につける。具体的には老いの意味および健康と生活の概念、および老年看護の特徴を理解する。老年期
の人々を取り巻く医療・保健・福祉対策の現状を踏まえ、長寿を生きる社会生活の条件について検討し、人権擁護の視点を重視した看護の役
割について学習する。

到達目標

１） 加齢変化とそれによって生じる生活と健康の変化について、例を挙げて説明できる。
２） 超高齢社会の現状と保健医療福祉の動向と課題を説明できる。
３） 高齢者の権利擁護や主たる理論について検討し、高齢者看護のあり方について考察できる。
４） 高齢者の生活する場に応じたケアと多職種連携、看護の専門性について意見を述べられる。

単元

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護学概論 牛田貴子

内容

事後学習:小レポートの作成　　　　　　　　　　　　　    (30分）

4 6月26日 超高齢社会と社会保障3

保健医療福祉システム、高齢者を支える多職種連携と看護活動の多様化

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　   　(30分）

事後学習：小レポートの作成      　　　　　　　　　     (30分）

3 6月19日 超高齢社会と社会保障2

保健医療福祉システム、高齢者を支える多職種連携と看護活動の多様化
小レポート②提示　(提出〆切　7月2日18時)

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　   　(30分）

事後学習：小レポートの作成                             (30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
2単位

（60時間）
２年後期

回数 講義日程

11月13日
3・4限

治療を必要とする高齢者
の看護1 (牛田)

検査を受ける高齢者、薬物療法を受ける高齢者、手術を受ける高齢者
演習2、演習3の説明

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する       (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理、演習3の計画立案・準備 　　　   (30分）

11月6日
3・4限

健康逸脱のからの回復を
促す看護2 (牛田)

認知機能障害のある高齢者の看護

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する　     (30分）

事後学習：学習ポイントの整理　　　　　　　　　　　　　　　　 (30分）

10月30日
3・4限

健康逸脱のからの回復を
促す看護1 (牛田)

症候のアセスメントと看護、身体疾患のある高齢者の看護

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する　　 　(30分）

事後学習：学習ポイントの整理                                 (30分）　　

10月23日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護3　(牛田)

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の
生活機能を整える看護を考える

事前学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）　　

10月16日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護2　(牛田)

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の
生活機能を整える看護を考える

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

単元 内容

9月25日
3・4限

高齢者のヘルスアセスメ
ントの基本　(牛田)

ヘルスアセスメントの留意点、生活歴・病歴インタビュー、CGAの活用
*方法論Ⅰの進め方、グループプレゼン・演習1・新聞記事レポートの説明

10月9日
AG 1･2限
BG 3･4限

高齢者の生活機能を整え
る看護1
笠原、荒木、牛田)

【演習1:加齢への適応】高齢書疑似体験+グループによる体験の振り返り

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

事後学習：演習1の記録作成　　　　　　　*10月12日18時提出〆切　(30分）

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する     　　　 (30分）

事後学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

10月2日
3・4限

高齢者のリスクマネジメ
ント (牛田)

高齢者と医療安全、高齢者と救急救命、高齢者と災害

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護方法論Ⅰ
（生活支援技術）

牛田　貴子、荒木美千子、笠原　順子

授業概要
加齢変化と高齢者に特徴的な健康障害に関する病態、治療、予防に関する基礎的知識とそれらの障害を持つ高齢者への看護方法を学習する。ま
た、高齢者の特徴を基盤とした高齢者のいつもの生活を支える看護、高齢者に特有な症候・疾患・障害と看護を学習する。さらに、高齢者家族
の看護、身体拘束ゼロの実現に向けた看護等に焦点をあて、看護方法の根拠や工夫、チームによる技術提供等について検討する。なお、援助技
術については、２クラスに分かれて学習する。

到達目標

1)加齢変化、高齢者の暮らしと健康を身近なものとして実感できる。
2)高齢者に特徴的な看護援助の方法とその根拠が理解できる。
3)治療を受ける高齢者の看護と人権の擁護の関係が具体例で説明できる。
4)多職種連携で支える高齢者の健康と生活のイメージを持つことができる。
5)高齢者の家族看護について興味関心が深まる。
6)グループで学びを深める方法を工夫できる。

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
１単位

（45時間）
３年後期

参考図書など オリエンテーション等で適宜紹介する

事前・事後学習
留意事項

事前学習内容は、夏季休暇前に提示します。
少人数グループでの学習となります。グループダイナミクスをうまく発揮しましょう。
実習期間が短いため、目的意識と健康管理が大変重要です。

授業概要

高齢者が生活する介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症グループホームにおいて実習を行う。実習先で行われている看護活動に参加
し、高齢者とのコミュニケーションや観察を通して高齢者の気持ちや生活実態を知るとともに、その人らしい生活を維持するうえで必要な援
助は何かを考える。また、援助においてチーム連携の重要性を認識し、看護職の役割・機能について理解すると共に自己の老年観をみつめ、
老年看護学について考えを深めることができる。

到達目標

教科書 授業で使用した教科書すべて

1)施設の特徴と概要を踏まえ、施設で生活する高齢者の暮らしの特徴を説明できる。
2)高齢者との対話場面をふりかえり、高齢者とのコミュニケーションの特徴を説明できる。
3)ライフレビューにより、生きてきた歴史と現在の生活や健康とのつながりを説明できる。
4)多職種連携によるその人らしい生活の継続を可能とするケア、生活を豊かにするケアの実際を説明できる。
5)各自が設定した「学習の焦点」の体験を整理し、文献を用いて説明できる。
6)高齢者に対する自己の態度や心情を表現し、整理できる。

　1.実習期間 : 1週間

　2.実習場所 : ふれあいグループの介護老人保健施設、有料老人ホーム
　　         実習期間中、同じ施設で実施する

　3.実習内容・展開
　　1日目　学内　1)全体オリエンテーション、施設別オリエンテーション
　　　　　　　 　2)事前学習課題によるグループワーク
                 3)文献検索、関連学習

　　2日目　臨地　1)施設オリエンテーション
　　　～　　　　 2)高齢者の生活の流れに沿って、実習目標および「学習の焦点」を意識した実習を行う
 　 4日目　      3)専門職による臨床講義、ケアに関する諸調整や連携場面の見学
　　　　　　　　 4)カンファレンス

　　5日目　学内　1)まとめのカンファレンス
                 2)到達目標達成度のための確認と補足

　4.記録提出
　　実習最終日(5日目)の16時までとする。提出先は担当の教員の指示に従う

　5.その他
　　詳細は老年看護学実習Ⅰ実習要綱および臨地実習ガイドラインを参照する

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護学実習Ⅰ 牛田 貴子・荒木美千子・笠原 順子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
2単位

（60時間）
２年後期

回数 講義日程

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護方法論Ⅰ
（生活支援技術）

牛田　貴子、荒木美千子、笠原　順子

授業概要

単元 内容

9月25日
3・4限

高齢者のヘルスアセスメ
ントの基本　(牛田)

ヘルスアセスメントの留意点、生活歴・病歴インタビュー、CGAの活用
*方法論Ⅰの進め方、グループプレゼン・演習1・新聞記事レポートの説明

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する     　　　 (30分）

事後学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の生
活機能を整える看護を考える

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の生
活機能を整える看護を考える

加齢変化と高齢者に特徴的な健康障害に関する病態、治療、予防に関する基礎的知識とそれらの障害を持つ高齢者への看護方法を学習する。また、
高齢者の特徴を基盤とした高齢者のいつもの生活を支える看護、高齢者に特有な症候・疾患・障害と看護を学習する。さらに、高齢者家族の看護、
身体拘束ゼロの実現に向けた看護等に焦点をあて、看護方法の根拠や工夫、チームによる技術提供等について検討する。なお、援助技術について
は、２クラスに分かれて学習する。

到達目標

1)加齢変化、高齢者の暮らしと健康を身近なものとして実感できる。
2)高齢者に特徴的な看護援助の方法とその根拠が理解できる。
3)治療を受ける高齢者の看護と人権の擁護の関係が具体例で説明できる。
4)多職種連携で支える高齢者の健康と生活のイメージを持つことができる。
5)高齢者の家族看護について興味関心が深まる。
6)グループで学びを深める方法を工夫できる。

10月2日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護1　(牛田)

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の生
活機能を整える看護を考える

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

1
2

3
4

事後学習：演習1の記録作成　　　　　　　*10月12日18時提出〆切　(30分）

11月27日
BG 1･2限
AG 3･4限

高齢者の生活機能を整え
る看護4
(荒木、笠原、牛田)

12月18日
AG 1･2限
BG 3･4限

高齢者の生活機能を整え
る看護5
(笠原、荒木、牛田)

11月13日
3・4限

治療を必要とする高齢者
の看護1 (牛田)

症候のアセスメントと看護、身体疾患のある高齢者の看護

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する　　  　(30分）

事後学習：学習ポイントの整理                                  (30分）　　

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する　      (30分）

事後学習：学習ポイントの整理　　　　　　　　　　　　　　　 　 (30分）

認知機能障害のある高齢者の看護

10月30日
3・4限

健康逸脱のからの回復を
促す看護1 (牛田)

11月6日
3・4限

健康逸脱のからの回復を
促す看護2 (牛田)

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する            (30分）　

事後学習：演習2の記録作成　　*11月30日18時提出〆切　 　       (30分） 

【演習2:褥瘡予防】 講義+演習
　　福祉用具の活用による体圧分散ほか

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する        (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理、演習3の計画立案・準備 　　　    (30分）

21
22

【演習3:余暇支援】 グループ計画に基づいた余暇支援の発表+評価

事前学習：演習3のグループ計画立案、準備等 　                  (30分）　

事後学習：演習3の記録作成　　*12月21日18時提出〆切　 　       (30分）

19
20

17
18

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

検査を受ける高齢者、薬物療法を受ける高齢者、手術を受ける高齢者
演習2、演習3の説明

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する            (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理、演習3の計画立案・準備　         (30分）

リハビリテーションを受ける高齢者の看護、入院治療を受ける高齢者の看護
11月20日
1・2限

治療を必要とする高齢者
の看護2 (荒木)

10月9日
AG 1･2限
BG 3･4限

10月16日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護3　(牛田)

10月23日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護4　(牛田) 事前学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）　　

高齢者の生活機能を整え
る看護2
(笠原、荒木、牛田)

【演習1:加齢への適応】高齢書疑似体験+グループによる体験の振り返り

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）
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回数 講義日程 単元 内容

1月29日
4限

留意事項

グループワークや演習など、学生が協力しながら自ら学ぶ機会が多い講義です。貪欲に学び
を楽しみましょう。老年看護学概論だけでなく、基礎看護学の知識・技術も必要ですので、
学習の振り返りとしても有用です。老年看護学実習Ⅰ、Ⅱに直結する内容ですので、使える
知識として資料やノートを整理しておいてください。

評価
定期試験60点、グループプレゼン10点、演習記録①～③計15点、新聞記事レポート15点。
定期試験、新聞記事レポートはそれぞれに60%以上の点数を獲得する。

教科書

①北川公子ほか(2018)系統看護学講座 専門分野Ⅱ老年看護学、医学書院　購入済み
②v.ヘンダーソン著、湯槇ますほか訳(最新版)看護の基本となるもの、日本看護協会出版
会、
(ISBN978-4-81810-1226-4)購入済み
③牛田貴子(2009)ケア場面で考える家族看護の展開、エス・エム・エス(978-4938-93673-0)
④山田律子ほか(2016)生活機能からみた老年看護過程　第3版+病態・生活機能関連図、医学
書院、(ISBN978-4260028363)

参考図書など 適宜紹介する　基礎看護学で使用した教科書等

試験

2月1日ま
たは2月4
日のどこ

か

生活・療養の場における
看護3　(牛田)

試験返却と解説、方法論Ⅱの展開と事前課題の説明、臨地実習施設の特徴と看
護

事前学習：授業全体を通して理解不足、疑問点を整理する　　    (30分）

事後学習：方法論Ⅱ事前課題の理解　 　                 　  　(30分）

1月29日
3限

生活・療養の場における
看護2　(牛田)

介護家族への看護、多職種との連携協働による活動

事前学習：教科書①・③の当該部分を読んで疑問を整理する      (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理   　              　　　　　   (30分）

1月22日
3・4限

生活・療養の場における
看護1　(牛田)

在宅での暮らしを支える看護、保健医療福祉施設および居住施設における看護

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する          (30分）

事後学習：学習ポイントの整理         　　　　　　　　　　   (30分）

1月15日
1・2限

エンドオブライフケア
(笠原)

老年看護の展開における考え方、複数の疾患を持つ高齢者の捉え方、手術を必
要とする高齢者の捉え方、病態・生活機能関連図、事例展開

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する　 　　 　(30分）

事後学習：学習ポイントの整理  　　　　　　　　　　　　　    (30分）

1月8日
3・4限

生活行動モデルによる老
年看護過程 (牛田)

看護過程の考え方、事例展開の実際、実習におけるインシデント
　　　　　　　　　　　　　　*新聞記事レポート提出〆切　1月8日18時

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する      (30分）

事後学習：学習ポイントの整理                                (30分） 

12月18日
AG 1･2限
BG 3･4限

高齢者の生活機能を整え
る看護5
笠原、荒木、牛田)

【演習3:余暇支援】 グループ計画に基づいた余暇支援の発表+評価

事前学習：演習3のグループ計画立案、準備等 　                 (30分）　

事後学習：演習3の記録作成　　*12月21日18時提出〆切　 　      (30分）

11月27日
BG 1･2限
AG 3･4限

高齢者の生活機能を整え
る看護4
荒木、笠原、牛田)

【演習2:褥瘡予防】 講義+演習
　　福祉用具の活用による体圧分散ほか

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する           (30分）　

事後学習：演習2の記録作成　　*11月30日18時提出〆切　 　      (30分） 

11月20日
1・2限

治療を必要とする高齢者
の看護2 (荒木)

リハビリテーションを受ける高齢者の看護、入院治療を受ける高齢者の看護

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する           (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理、演習3の計画立案・準備　        (30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
2単位

（60時間）
２年後期

回数 講義日程

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護方法論Ⅰ
（生活支援技術）

牛田　貴子、荒木美千子、笠原　順子

授業概要

単元 内容

9月25日
3・4限

高齢者のヘルスアセスメ
ントの基本　(牛田)

ヘルスアセスメントの留意点、生活歴・病歴インタビュー、CGAの活用
*方法論Ⅰの進め方、グループプレゼン・演習1・新聞記事レポートの説明

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する     　　　 (30分）

事後学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の生
活機能を整える看護を考える

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の生
活機能を整える看護を考える

加齢変化と高齢者に特徴的な健康障害に関する病態、治療、予防に関する基礎的知識とそれらの障害を持つ高齢者への看護方法を学習する。また、
高齢者の特徴を基盤とした高齢者のいつもの生活を支える看護、高齢者に特有な症候・疾患・障害と看護を学習する。さらに、高齢者家族の看護、
身体拘束ゼロの実現に向けた看護等に焦点をあて、看護方法の根拠や工夫、チームによる技術提供等について検討する。なお、援助技術について
は、２クラスに分かれて学習する。

到達目標

1)加齢変化、高齢者の暮らしと健康を身近なものとして実感できる。
2)高齢者に特徴的な看護援助の方法とその根拠が理解できる。
3)治療を受ける高齢者の看護と人権の擁護の関係が具体例で説明できる。
4)多職種連携で支える高齢者の健康と生活のイメージを持つことができる。
5)高齢者の家族看護について興味関心が深まる。
6)グループで学びを深める方法を工夫できる。

10月2日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護1　(牛田)

【学生Gプレゼンテーション】基本的看護の構成要素別に加齢変化から高齢者の生
活機能を整える看護を考える

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

1
2

3
4

事後学習：演習1の記録作成　　　　　　　*10月12日18時提出〆切　(30分）

11月27日
BG 1･2限
AG 3･4限

高齢者の生活機能を整え
る看護4
(荒木、笠原、牛田)

12月18日
AG 1･2限
BG 3･4限

高齢者の生活機能を整え
る看護5
(笠原、荒木、牛田)

11月13日
3・4限

治療を必要とする高齢者
の看護1 (牛田)

症候のアセスメントと看護、身体疾患のある高齢者の看護

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する　　  　(30分）

事後学習：学習ポイントの整理                                  (30分）　　

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する　      (30分）

事後学習：学習ポイントの整理　　　　　　　　　　　　　　　 　 (30分）

認知機能障害のある高齢者の看護

10月30日
3・4限

健康逸脱のからの回復を
促す看護1 (牛田)

11月6日
3・4限

健康逸脱のからの回復を
促す看護2 (牛田)

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する            (30分）　

事後学習：演習2の記録作成　　*11月30日18時提出〆切　 　       (30分） 

【演習2:褥瘡予防】 講義+演習
　　福祉用具の活用による体圧分散ほか

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する        (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理、演習3の計画立案・準備 　　　    (30分）

21
22

【演習3:余暇支援】 グループ計画に基づいた余暇支援の発表+評価

事前学習：演習3のグループ計画立案、準備等 　                  (30分）　

事後学習：演習3の記録作成　　*12月21日18時提出〆切　 　       (30分）

19
20

17
18

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

検査を受ける高齢者、薬物療法を受ける高齢者、手術を受ける高齢者
演習2、演習3の説明

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する            (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理、演習3の計画立案・準備　         (30分）

リハビリテーションを受ける高齢者の看護、入院治療を受ける高齢者の看護
11月20日
1・2限

治療を必要とする高齢者
の看護2 (荒木)

10月9日
AG 1･2限
BG 3･4限

10月16日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護3　(牛田)

10月23日
3・4限

高齢者の生活機能を整え
る看護4　(牛田) 事前学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）

事後学習：グループプレゼンテーションによる学習内容の追加・整理(30分）　　

高齢者の生活機能を整え
る看護2
(笠原、荒木、牛田)

【演習1:加齢への適応】高齢書疑似体験+グループによる体験の振り返り

事前学習：グループプレゼンテーション計画、準備、資料作成等　  (30分）
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回数 講義日程 単元 内容

1月29日
4限

2月1日

3限

1月8日
3・4限

生活行動モデルによる老
年看護過程 (牛田)

看護過程の考え方、事例展開の実際、実習におけるインシデント
　　　　　　　　　　　　　　*新聞記事レポート提出〆切　1月8日18時

事前学習：教科書①・④の当該部分を読んで疑問を整理する        (30分）

事後学習：学習ポイントの整理                                  (30分） 

23
24

25
26

留意事項

グループワークや演習など、学生が協力しながら自ら学ぶ機会が多い講義です。貪欲に学び
を楽しみましょう。老年看護学概論だけでなく、基礎看護学の知識・技術も必要ですので、
学習の振り返りとしても有用です。老年看護学実習Ⅰ、Ⅱに直結する内容ですので、使える
知識として資料やノートを整理しておいてください。

評価
定期試験60点、グループプレゼン10点、演習記録①～③計15点、新聞記事レポート15点。
定期試験、新聞記事レポートはそれぞれに60%以上の点数を獲得する。

教科書

①北川公子ほか(2018)系統看護学講座 専門分野Ⅱ老年看護学、医学書院　購入済み
②v.ヘンダーソン著、湯槇ますほか訳(最新版)看護の基本となるもの、日本看護協会出版
会、
(ISBN978-4-81810-1226-4)購入済み
③牛田貴子(2009)ケア場面で考える家族看護の展開、エス・エム・エス(978-4938-93673-0)
④山田律子ほか(2016)生活機能からみた老年看護過程　第3版+病態・生活機能関連図、医学
書院、(ISBN978-4260028363)

参考図書など 適宜紹介する　基礎看護学で使用した教科書等

29
生活・療養の場における
看護2　(牛田)

介護家族への看護、多職種との連携協働による活動

事前学習：教科書①・③の当該部分を読んで疑問を整理する       (30分）　

事後学習：学習ポイントの整理   　              　　　　　    (30分）

1月29日
3限

試験

30
生活・療養の場における
看護3　(牛田)

試験返却と解説、方法論Ⅱの展開と事前課題の説明、臨地実習施設の特徴と看護

事前学習：授業全体を通して理解不足、疑問点を整理する　　     (30分）

事後学習：方法論Ⅱ事前課題の理解　 　                 　   　(30分）

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する            (30分）

事後学習：学習ポイントの整理         　　　　　　　　　　     (30分）

27
28

1月15日
1・2限

エンドオブライフケア
(笠原)

1月22日
3・4限

生活・療養の場における
看護1　(牛田)

事前学習：教科書①の当該部分を読んで疑問を整理する　 　　   　(30分）

事後学習：学習ポイントの整理  　　　　　　　　　　　　　      (30分）

老年看護の展開における考え方、複数の疾患を持つ高齢者の捉え方、手術を必要
とする高齢者の捉え方、病態・生活機能関連図、事例展開

在宅での暮らしを支える看護、保健医療福祉施設および居住施設における看護
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数 講義日程

留意事項
後日まとめて学習出来ない講義の構成です。着実に課題に取り組み、不明な点を明らかにして
いきましょう。看護過程では事前学習を重視し、毎回終了後に記録提出します。またグループ
ワークは、個人の学習内容を深めるために実施します。意見の相違が貴重な学習の機会です。

評価
老年看護過程60点、ヘルスアセスメントのための資料40点。
それぞれに60%以上の点数を獲得する。合格点に達しなかった場合、再提出はありません。

教科書

①山田律子ほか(2016)生活機能からみた老年看護過程　第3版+病態・生活機能関連図、医学書
院、(ISBN978-4260028363)購入済み
②水谷信子監修(2016)最新老年看護学第3版、日本看護協会出版会、(ISBN978-4-8180-1995-9)
購入済み　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ③横
山美樹(2009)はじめてのフィジカルアセスメント、メジカルフレンド社、(ISBN978-4-839-
21353-4)購入済み

参考図書など 適宜紹介する　

6月1日
4限

まとめ(牛田、荒木、笠原)

看護過程、高齢者のヘルスアセスメントのための資料の返却と説明、老年看護
学実習Ⅰ・Ⅱでの学習活用

事前学習：各自の老年看護学ポートフォリオの確認　　　　　　　　(　30分）

事後学習：老年看護学実習Ⅰ・Ⅱで学びたいことを整理　　　　　　(　30分）

5月25日
4限

高齢者のヘルスアセスメン
ト3(牛田、荒木、笠原)

高齢者のヘルスアセスメントのための資料の補足説明、個人ワークにて追加・
修正提出、終了時提出

事前学習：高齢者のヘルスアセスメントのための資料提出準備　　　(　60分）

事後学習：老年看護学関連の講義・演習資料の整理　　　　　　　　(　30分）

5月18日
4限

高齢者のヘルスアセスメン
ト2(笠原、荒木、牛田)

【演習】観察、測定、情報収集と報告の実際

事前学習：測定の方法とその根拠を確認して資料作成　　　　　　　(　60分）

事後学習：講義内容を整理・追加して提出資料提出準備　　　　　　(　30分）

5月11日
4限

高齢者のヘルスアセスメン
ト1(笠原、荒木、牛田)

観察・情報収集の2つの方法、老年看護で使用するアセスメントツールとその活
用、高齢者のヘルスアセスメントのための資料作成の説明

事前学習：教科書②③④の当該箇所を確認　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：講義内容を整理して提出資料作成　　　　　　　　　　　(　30分）

4月27日
4限

 事例による看護過程の展開
4(牛田、荒木、笠原)

看護過程のグループ内発表(全員)、記録の追加・修正、終了時提出

事前学習：発表、提出準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　60分）

事後学習：老年看護過程に関する不明点、疑問点の明確化　　　　　(　30分）

4月20日
4限

 事例による看護過程の展開
3(牛田、荒木、笠原)

病態・生活機能関連図の作成・援助の方向性、個人ワークにて追加・修正

事前学習：問題解決型思考と目標指向型思考の復習　　　　　　　　(　60分）

事後学習：老年看護過程の提出記録全体の追加・修正　　　　　　　(　30分）

事後学習：意見交換を元に、個人記録を修正・追加す　　　　　　　(　30分）

4月13日
4限

 事例による看護過程の展開
2(牛田、荒木、笠原)

情報追加のDVDの繰り返し視聴、高齢者の言動の意味の吟味と意見交換

事前学習：事例の病態、治療、処置等に関する学習の追加　　　　　(　60分）

事後学習：意見交換を元に、記録の追加・修正　　　　　　　　　　(　30分）

4月6日
4限

 事例による看護過程の展開
1(牛田、荒木、笠原)

事前学習の持ち寄り、グループでアセスメントについて意見交換

事前学習：配布済みの事例を、個人記録用紙に整理　　　　　　　　(　60分）

事例を基に、既習知識を活用し、高齢者及び家族のアセスメントを適切に行い、対象に適した援助を行うための計画、実践、評価の過程を学習する。対象は、多
面的、総合的に理解し、看護課題は、問題指向性と目的指向性の両面から思考し把握する。また、対象に適した援助を実践するためには、エビデンスに基づく援
助を対象特性に合わせて活用する。これらの学習を通して、対象者の立場に立脚し適切な援助を実践するために看護実践能力を培うことの重要性を認識し、実習
に繋げる学びとする。

到達目標

1)高齢者の健康状態や治療・処置が、高齢者の生活にどのように影響を与えるのか事例で説明できる。
2)目標志向型思考と問題解決型思考の2つを柔軟に活用して、紙上事例の看護の方向性を見いだせる。
3)病態・生活機能関連図を活用できそうだという見通しを持てる。
4)高齢者の観察、計測(アセスメントツールの使用を含む)の特徴を理解し、実施できる。
5)ヘルスアセスメントの結果をわかりやすく報告できる。
6)高齢者のヘルスアセスメントに有用な学習資料を作成できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護方法論Ⅱ
（療養生活支援技術）

牛田　貴子、笠原　順子、荒木美千子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数 講義日程

留意事項
記録・聴取・観察・測定により得られた情報は、看護師自身がもっている知識と照合すること
ではじめて情報としての意味をもちます。おきている異変や高齢者の潜在力に気づくことがで
きなければ、看護を喚起するヒントにつながらないことを自覚して取り組みましょう。

評価 老年看護過程の個人記録70点、ヘルスアセスメント提出資料30点、合わせて100点満点とする。

教科書

①山田律子ほか(2016)生活機能からみた老年看護過程　第3版+病態・生活機能関連図、医学書
院、(ISBN978-4260028363)購入済み
②水谷信子監修(2016)最新老年看護学第3版、日本看護協会出版会、(ISBN978-4-8180-1995-9)
購入済み
③横山美樹(2009)はじめてのフィジカルアセスメント、メジカルフレンド社、(ISBN978-4-839-
21353-4)購入済み

参考図書など 適宜紹介する。　

8
6月1日
4限

まとめ
(荒木、笠原、牛田)

看護過程、高齢者のヘルスアセスメントのための資料の返却と説明、老年看護
学実習Ⅰ・Ⅱでの学習活用について

事前学習：各自の老年看護学ポートフォリオの確認　　　　　　(30分）

事後学習：老年看護学実習Ⅰ・Ⅱに向けて、看護過程について理解できた点や
不明な点を明確にし、整理しておく　　　　　　　　　　　(30分）

7
5月25
日
4限

高齢者のヘルスアセスメン
ト3(笠原、荒木、牛田)

高齢者のヘルスアセスメントのための資料の補足説明、個人ワークにて追加・
修正提出、講義終了時提出

事前学習：高齢者のヘルスアセスメントのための資料提出準備　(60分）

事後学習：老年看護学関連の講義・演習資料の整理　　　　　　(30分）

観察・情報収集の2つの方法、老年看護で使用するアセスメントツールとその活
用、高齢者のヘルスアセスメントのための資料作成の説明

事前学習：教科書②③の当該箇所を確認　　　　　　　　　　  (60分）

事後学習：講義内容を整理して提出資料作成　　　　　　　　　(30分）

6
5月18
日
4限

高齢者のヘルスアセスメン
ト2(笠原、荒木、牛田)

【演習】観察、測定、情報収集と報告の実際

事前学習：測定の方法とその根拠を確認して資料作成　　　　　(60分）

事後学習：講義内容を整理・追加して提出資料提出準備　　　　(30分）

3
4月20
日
4限

 事例による看護過程の展開
3(荒木、笠原、牛田)

5
5月11
日
4限

高齢者のヘルスアセスメン
ト1(笠原、荒木、牛田)

4
4月27
日
4限

 事例による看護過程の展開
4(荒木、笠原、牛田)

2
4月13
日
4限

 事例による看護過程の展開
2(荒木、笠原、牛田)

事例展開の実際②情報の整理・分析（グループワーク）　　　　(60分）

事前学習：事例の病態、治療、検査、処置、看護に関する学習の追加(60分）

事後学習：意見交換をもとに、個人記録の追加・修正　　　　　(30分）

事例展開の実際④看護目標、看護計画の検討・立案（グループワーク）
講義終了時提出
事前学習：看護目標、看護計画の立案　　　　　　　　      　(60分）
事後学習：看護過程の展開における個人の課題を整理する　　　(30分）

事例展開の実際③看護の焦点の明確化（グループワーク）　　　(60分）
事前学習：看護の焦点についての検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事後学習：意見交換をもとに、個人記録の追加・修正　　　　　(30分）

 事例による看護過程の展開
1(荒木、笠原、牛田)

高齢者の特徴をいかした看護過程の考え方、
事例展開の実際①事例から必要な情報の抽出・分析（グループワーク）

事前学習：２年次の老年看護方法論Ⅰの講義内容の復習　　　　(60分）
事後学習：意見交換をもとに、個人記録を修正・追加する　　　(30分）

授業概要

1

事例を基に、既習知識を活用し、高齢者及び家族のアセスメントを適切に行い、対象に適した援助を行うための計画、実践、評価の過程を学習する。対象は、多
面的、総合的に理解し、看護課題は、問題指向性と目的指向性の両面から思考し把握する。また、対象に適した援助を実践するためには、エビデンスに基づく援
助を対象特性に合わせて活用する。これらの学習を通して、対象者の立場に立脚し適切な援助を実践するために看護実践能力を培うことの重要性を認識し、実習
に繋げる学びとする。

到達目標

1)複数の疾患を併存する病態理解のむずかしさ、言語障害や認知機能の低下に伴う情報収集のむずかしさなど、高齢者の特
徴に合わせた看護過程の展開方法について理解することができる。
2)老化や障害、慢性疾患に起因する生活行動上の困難によって療養生活を余儀なくされる高齢者の援助を考える際に、問題
解決型思考から目標志向型思考に転換させる必要性について理解することができる。
3)６つの生活行動と、生活行動やその人らしさに影響を及ぼす疾患関連情報を加えた10項目の情報収集フレームを用いて＜
情報のアセスメント＞をし、＜病態と生活機能を組み合わせた関連図＞を作成できる。
4)高齢者が望む（あるいは望むであろう）生活のあり方を看護目標に反映させることができる。
5)高齢者のもてる力を維持・継続させ、潜在している力を顕在化させるために、どのように生活環境にアプローチするかに
ついて、看護計画の立案をとおして具体的に思考することができる。
6)看護過程にいかす高齢者のヘルスアセスメントについて、目的と方法を理解することができる。

単元 内容

4月6日
4限

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護方法論Ⅱ
（療養生活支援技術）

荒木美千子、笠原　順子、牛田貴子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

講義日程

留意事項

老年看護学実習Ⅱでは「高齢者の特徴を理解しその高齢者に適切な援助方法を検討できる」が
目標でした。この授業では、援助の実際をより専門的に学修-実践-評価-理解の深化を目標とし
ます。授業は積み上げ式で全回出席し、主体的に参加しないと理解できません。そのために
は、毎回の事前学習・事後学習の90分は必要です。

評価 レポート①20点、レポート②40点、参加姿勢・ディスカッションへの貢献度40点。

教科書
堀内ふきほか(2016)ナーシング・グラフィカ老年看護学②高齢者看護の実践第4版、メディカ出
版(978-4840453806)、購入済み

参考図書など 適宜紹介する　老年看護学の講義・演習・実習で使用した資料、返却済みのﾚﾎﾟｰﾄ等

5月29日
4限

非薬物療法による集団への
働きかけの実際と評価③

修正した30分のプログラムを認知症者が多く入所している施設で再度実施し、評
価表を用いて個別に評価する。　*レポート②提出〆切　6月1日18時

事前学習：修正プログラムの作成、準備　　　　　　　(30分）

事後学習：レポート②の作成　　　　　　　　　　　　(60分）

5月22日
4限

非薬物療法による集団への
働きかけの実際と評価②

評価を元にプログラムの修正を行うと共に、臨床実践における有用性と限界につ
いてディスカッションする。

事前学習：ここまでの授業に関する疑問を整理する　　(30分）

事後学習：修正プログラムの作成、準備　　　　　　　(60分）

5月15日
4限

非薬物療法による集団への
働きかけの実際と評価①

作成した30分のプログラムを認知症者が多く入所している施設で実施し、評価表
を用いて個別に評価する。

事前学習：プログラムの作成、準備　　　　　　　　　(30分）

事後学習：実施・評価の記録　　　　　　　　　　　　(60分）

5月8日
4限

非薬物療法による集団への
働きかけの技法

リアリティオリエンテーション、音楽療法、回想法等を用いたグループを対象と
した働きかけ方の技法の考え方と基本を学び、30分のプログラムを作成する。

事前学習：関連文献を調べ、各自で資料を準備する　　(30分）

事後学習：プログラムの作成、準備　　　　　　　　　(60分）

5月1日
4限

薬物療法と非薬物療法

認知症の治療とケアに関連する薬物療法と非薬物療法の概要

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　(30分）

事後学習：授業で提示した課題　　　　　　　　　　　(60分）

4月24日
4限

認知症高齢者とのコミュニ
ケーションの実際と評価

高齢者ケア施設で、前週の学習をもとに認知症高齢者と対話し、記録・評価を行
う
　*レポート①提出〆切　5月1日13時

事前学習：実施計画の作成、準備　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：レポート①の作成　　　　　　　　　　　  (60分）

事後学習：授業で提示した課題　　　　　　　　　　　(60分）

4月17日
4限

認知症高齢者とのコミュニ
ケーションの基本

ユマニチュード、ヴァリデーションを中心に認知症高齢者とのコミュニケーショ
ンの基本について、病態と関連付けて再検討する

事前学習：関連文献を調べ、各自で資料を準備する　　(30分）

事後学習：授業で提示した課題　　　　　　　　　　　(60分）　

4月10日
4限

認知症ケアに関する基礎知
識と認知症治療の最新動向

講義、臨地実習での学習体験を再確認し、各自の学習課題を明確にする

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　(30分）

講義、臨地実習での学習を発展させる形で、認知症ケアに関する知識、技術を理解し習得する。認知症治療の最新動向を知
るとともに、薬物治療と非薬物治療の特徴と看護の役割について理解する。回想法、リアリティオリエンテーション等の実
際、評価を体験的に理解し、臨床実践における有用性と限界について検討する。

到達目標

1)自分の認知症高齢者とのコミュニケーション場面について分析できる。
2)非薬物療法による集団への働きかけを企画-実施-評価-企画修正-再実施できる。
3)臨床実践における有用性と限界についてディスカッションできる。
4)認知症ケアに興味を持ち、探求する方法を習得できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・選択

授業科目名 担当教員

認知症看護論 牛田　貴子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

講義日程

留意事項

老年看護学実習Ⅱでは「高齢者の特徴を理解しその高齢者に適切な援助方法を検討できる」が
目標でした。この授業では、援助の実際の学修-実践-評価-理解の深化を目標とします。授業は
積み上げ式で全回出席し、主体的に参加しないと理解できません。そのためには、毎回の事前
学習・事後学習の計90分は必要です。*履修者が7名以上となった場合、第3回、6回、8回を同週
の別曜日に実施します。

評価 レポート①20点、レポート②40点、参加姿勢・ディスカッションへの貢献度40点。

教科書
堀内ふきほか(2016)ナーシング・グラフィカ老年看護学②高齢者看護の実践第4版、メディカ出
版(978-4840453806)、購入済み

参考図書など 適宜紹介する　老年看護学の講義・演習・実習で使用した資料、返却済みのﾚﾎﾟｰﾄ等

8
5月29
日
3限

非薬物療法による集団への
働きかけの実際と評価③
【フィールド】

修正した30分のプログラムを認知症者が多く入所している施設で再度実施し、評
価表を用いて個別に評価する。　*レポート②提出〆切　6月1日18時

事前学習：修正プログラムの作成、準備　　　　　　　(30分）

事後学習：レポート②の作成　　　　　　　　　　　　(60分）

7
5月22
日
3限

非薬物療法による集団への
働きかけの実際と評価②

評価を元にプログラムの修正を行うと共に、臨床実践における有用性と限界につ
いてディスカッションする。

事前学習：ここまでの授業に関する疑問を整理する　　(30分）

事後学習：修正プログラムの作成、準備　　　　　　　(60分）

6
5月15
日
3限

非薬物療法による集団への
働きかけの実際と評価①
【フィールド】

作成した30分のプログラムを認知症者が多く入所している施設で実施し、評価表
を用いて個別に評価する。

事前学習：プログラムの作成、準備　　　　　　　　　(30分）

事後学習：実施・評価の記録　　　　　　　　　　　　(60分）

5
5月8日
3限

非薬物療法による集団への
働きかけの技法

リアリティオリエンテーション、音楽療法、回想法等を用いたグループを対象と
した働きかけ方の技法の考え方と基本を学び、30分のプログラムを作成する。

事前学習：関連文献を調べ、各自で資料を準備する　　(30分）

事後学習：プログラムの作成、準備　　　　　　　　　(60分）

4
5月1日
3限

薬物療法と非薬物療法

認知症の治療とケアに関連する薬物療法と非薬物療法の概要

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　(30分）

事後学習：授業で提示した課題　　　　　　　　　　　(60分）

3
4月24
日
3限

認知症高齢者とのコミュニ
ケーションの実際と評価
【フィールド】

高齢者ケア施設で認知症高齢者と対話し、記録・評価を行う
　*レポート①提出〆切　5月1日13時

事前学習：実施計画の作成、準備　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：レポート①の作成　　　　　　　　　　　  (60分）

事後学習：授業で提示した課題　　　　　　　　　　　(60分）

2
4月17
日
3限

認知症高齢者とのコミュニ
ケーションの基本

ユマニチュード、ヴァリデーションを中心に認知症高齢者とのコミュニケーショ
ンの基本について、病態と関連付けて再検討する

事前学習：関連文献を調べ、各自で資料を準備する　　(30分）

事後学習：授業で提示した課題　　　　　　　　　　　(60分）　

1
4月10
日
3限

認知症ケアに関する基礎知
識と認知症治療の最新動向

講義、臨地実習での学習体験を再確認し、各自の学習課題を明確にする

事前学習：教科書の当該部分を読んで疑問を整理する　(30分）

講義、臨地実習での学習を発展させる形で、認知症ケアに関する知識、技術を理解し習得する。認知症治療の最新動向を知
るとともに、薬物治療と非薬物治療の特徴と看護の役割について理解する。回想法、リアリティオリエンテーション等の実
際、評価を体験的に理解し、臨床実践における有用性と限界について検討する。

到達目標

1)自分の認知症高齢者とのコミュニケーション場面について分析できる。
2)非薬物療法による集団への働きかけを企画-実施-評価-企画修正-再実施できる。
3)臨床実践における有用性と限界についてディスカッションできる。
4)認知症ケアに興味を持ち、探求する方法を習得できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・選択

授業科目名 担当教員

認知症看護論 牛田　貴子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
１単位

（45時間）
３年後期

　

教科書 授業で使用した教科書すべて

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する

事前・事後学習
留意事項

事前学習内容は、老年看護方法論Ⅱで提示します。
少人数グループでの学習となります。グループダイナミクスをうまく発揮しましょう。
実習期間が短いため、目的意識と健康管理が重要です。

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護学実習Ⅰ 荒木 美千子・牛田貴子・笠原 順子

授業概要

高齢者が生活する介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症グループホームにおいて実習を行う。実習先で行われている看護活動に参加し、高
齢者とのコミュニケーションや観察を通して高齢者の気持ちや生活実態を知るとともに、その人らしい生活を維持するうえで必要な援助は何かを
考える。また、援助においてチーム連携の重要性を認識し、看護職の役割・機能について理解すると共に自己の老年観をみつめ、老年看護学につ
いて考えを深めることができる。

到達目標

1)施設の特徴と概要をふまえ、施設で生活する高齢者の生活状況を理解できる。
2)高齢者の生活状況を理解するために、その高齢者に適したコミュニケーションを図ることができる。
3)高齢者を身体、心理、社会の３側面の変化がそれぞれ影響しあう全体的存在として捉えることができる。
4)加齢変化とそれに適応した暮らし方(社会資源やサービスの活用を含む)の実際を説明できる。
5)その人らしい生活の継続を可能とするケア、生活を豊かにするケアの実際を説明できる。
6)高齢者の生活を支える多職種の役割・連携について知ることができる。
7)施設における看護師の役割を理解できる。
8)実習を通して自己の老年観を深めることができる。

1.実習期間 : 1週間

2.実習場所 : ふれあいグループの介護老人保健施設7か所、有料老人ホーム12か所
　　         実習期間中、同じ施設で実施する

3.実習内容・展開
　　1日目　学内　1)施設の特徴等よる到達目と実習方法の具体化の検討(グループワーク)
　　　　　　　 　2)各自の実習目標と3日間の行動計画の作成
                 3)事前学習の確認

　　2日目　臨地　1)施設オリエンテーション、看護師・介護士等の専門職による臨床講義
　　　～　　　　 2)高齢者の生活の流れに沿って実習を行う
 　 4日目　      3)さまざまな健康レベルの高齢者との交流や援助を通じて、高齢者の生活や加齢変化への理解、
　　　　　　　　　　高齢者に応じたコミュニケーション技術、老化や生活の場の移動への適応などについて学ぶ

　　5日目　学内　1)まとめのカンファレンス
                 2)到達目標達成度のための確認と補足

4.記録提出
　　実習最終日(5日目)の16時までとする。提出先は担当の教員の指示に従う

5.その他
　　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
１単位

（45時間）
３年後期

参考図書など オリエンテーション等で適宜紹介する

事前・事後学習
留意事項

事前学習内容は、夏季休暇前に提示します。
少人数グループでの学習となります。グループダイナミクスをうまく発揮しましょう。
実習期間が短いため、目的意識と健康管理が大変重要です。

授業概要

高齢者が生活する介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症グループホームにおいて実習を行う。実習先で行われている看護活動に参加
し、高齢者とのコミュニケーションや観察を通して高齢者の気持ちや生活実態を知るとともに、その人らしい生活を維持するうえで必要な援
助は何かを考える。また、援助においてチーム連携の重要性を認識し、看護職の役割・機能について理解すると共に自己の老年観をみつめ、
老年看護学について考えを深めることができる。

到達目標

教科書 授業で使用した教科書すべて

1)施設の特徴と概要を踏まえ、施設で生活する高齢者の暮らしの特徴を説明できる。
2)高齢者との対話場面をふりかえり、高齢者とのコミュニケーションの特徴を説明できる。
3)ライフレビューにより、生きてきた歴史と現在の生活や健康とのつながりを説明できる。
4)多職種連携によるその人らしい生活の継続を可能とするケア、生活を豊かにするケアの実際を説明できる。
5)各自が設定した「学習の焦点」の体験を整理し、文献を用いて説明できる。
6)高齢者に対する自己の態度や心情を表現し、整理できる。

　1.実習期間 : 1週間

　2.実習場所 : ふれあいグループの介護老人保健施設、有料老人ホーム
　　         実習期間中、同じ施設で実施する

　3.実習内容・展開
　　1日目　学内　1)全体オリエンテーション、施設別オリエンテーション
　　　　　　　 　2)事前学習課題によるグループワーク
                 3)文献検索、関連学習

　　2日目　臨地　1)施設オリエンテーション
　　　～　　　　 2)高齢者の生活の流れに沿って、実習目標および「学習の焦点」を意識した実習を行う
 　 4日目　      3)専門職による臨床講義、ケアに関する諸調整や連携場面の見学
　　　　　　　　 4)カンファレンス

　　5日目　学内　1)まとめのカンファレンス
                 2)到達目標達成度のための確認と補足

　4.記録提出
　　実習最終日(5日目)の16時までとする。提出先は担当の教員の指示に従う

　5.その他
　　詳細は老年看護学実習Ⅰ実習要綱および臨地実習ガイドラインを参照する

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護学実習Ⅰ 牛田 貴子・荒木美千子・笠原 順子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
３単位

（135時間）
３年後期

　

教科書

授業で使用した教科書すべて
特に山田律子ほか(2016)生活機能からみた老年看護過程　第3版+病態・生活機能関連図、医学書
院、(ISBN978-4260028363)、横山美樹(2009)はじめてのフィジカルアセスメント、メジカルフレン
ド社、(ISBN978-4-839-21353-4)は使用頻度が高い

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する

留意事項

これまで学習してきたすべてを活用します。特に老年看護方法論Ⅱの授業資料は重要です。
加齢変化、高齢者と家族の意思決定、ストレングス、生活史、生活リズム、なじみの関係、生きが
い、予防的介入、生活リハビリ、看護と介護の連携、地域包括ケアなど、臨地だからこそ学べる方
法で多方面から学びを深めていきましょう。

評価 学習課題の達成状況、プレゼンテーション、実習態度等により教員が総合的に評価する

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護学実習Ⅱ 牛田 貴子・荒木美千子・ 笠原 順子

授業概要

これまでの知識、技術に加え、長年生活してきた高齢者個人に対応するための知識・技術を深め学習する。高齢者が療養する医療施設において臨地実習
を行うことにより、健康課題をアセスメントし、看護の実践能力を高め、高齢者看護の役割りと機能、チーム連携について学習する。また、受け持ち患
者とのかかわりを通して自己の老年観をみつめ、老年看護学についての考えを深めることができる。

到達目標

1)高齢者を疾患や障害を有している生活者として幅広く捉え、生活機能の観点からアセスメントできる。
2)目標志向型思考と問題解決型思考の両方を用いて高齢者の健康課題を考え、高齢者とその家族が主体となって
　暮らせるための援助について検討できる。
3)高齢者の個別性を理解し、その高齢者に応じた健康維持・増進(あるいは安寧な死)、生活の質向上に向けた援助を提供し、
　評価計画修正できる。
4)認知症高齢者の特徴を理解し、その高齢者に適切な援助方法を検討できる。
5)高齢者の病院(病棟)での生活の特徴と、それに応じた高齢者とその家族への援助について説明できる。
6)専門多職種の連携や、他施設・事業所との看護間連携、社会資源の活用の実際などから高齢者ケアにおける看護の役割を
　説明できる。
7)提供した援助の実際とその思考過程について、プレゼンテーションできる。
8)高齢者に対する自己の態度や心情を表現し、自分を見つめなおす。

授業の進め方

1.実習期間 : 3週間

2.実習施設 : ふれあい東戸塚ホスピタル、ふれあい鶴見ホスピタル　(いずれかで実施する)

3.実習内容・展開
　　*原則として1週目月・金曜日、2週目の水曜日、3週目の水・木・金曜日を学内日とする

　　初日　学内　 老年看護過程の復習、オリエンテーション、演習(口腔ケア、清潔、排泄ケア)、受け持ち高齢者の決定

    1週目　　　　施設オリエンテーション
　　　　　　　　 受け持ち高齢者の日課やケアに沿いながら実習を行う。
               　看護師、リハビリテーションスタッフ、管理栄養士、MSW等による臨床講義を受講する
　　　　　　　　 高齢者へのケア・処置時には、実習指導者や他スタッフに同行して実習する
　　      学内(金曜日)　 合同カンファレンス、看護過程の確認(初期計画まで)

　　2・3週目　　 各自の看護過程に基づいてケアを実施・評価・修正(余暇支援を含む)
　 　          　看護師、リハビリテーションスタッフ、管理栄養士、MSW等による臨床講義を受講する
　　　　　　　　 高齢者へのケア・処置時には、実習指導者や他スタッフに同行して実習する
 　              多職種連携の機会があれば同席、同行する
　　　　　　　　 (病棟最終日)最終カンファレンス
 　　     学内(2週目水曜日)　 インシデントカンファレンス、個別面接(中間評価)
　　　　　学内(3週目水・木・金曜日)　プレゼンテーション資料作成・プレゼンテーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まとめのカンファレンス、個別評価面接
4.記録提出
    実習最終日の16時までとする。提出先は、担当教員の指示に従う

5.その他
　　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
３単位

（135時間）
３年後期

　

留意事項
既習の学習内容を活用し、高齢者の生命、健康、生活の妨げとなっている症状の軽快をはかり、
望まれる状態に回復すること、健康や生活の支えとなっているもてる力や潜在している力を最大
限に引き出すことを意識して、充実した実習内容にしていきましょう。

1)高齢者を疾患や障害を有している生活者として幅広くとらえ、生活行動モデルをもとに、生活機能の観点からアセスメン
トできる。
2)病院に入院中の高齢者の生活の特徴と、それに応じた高齢者とその家族への援助について考えることができる。
3)高齢者とその家族が望む生活のあり方をふまえて、高齢者とその家族が主体的に生活できる看護の方向性を考えることが
できる。
4)高齢者の個別性に応じた健康維持・増進(あるいは安寧な死)、生活の質の向上に向けた援助を計画し、実施、評価でき
る。
5)身体機能や認知機能の低下のある高齢者の特徴を理解し、その高齢者のもてる力を維持・継続させ、潜在している力を顕
在化するためのアプローチについて考えることができる。
6)専門多職種の連携や、他施設・事業所の看護職間連携、社会資源の活用の実際などから、高齢者ケアにおける看護職の役
割について考えることができる。
7)提供した援助の実際について振り返り、プレゼンテーションをとおして学びを深めることができる。
8)高齢者看護実践をとおして、自己の学びと成長について説明することができる。

授業の進め方

1.実習期間 : 2018年9月～2019年2月（この間の3週間）

2.実習施設 : ふれあい東戸塚ホスピタル、ふれあい鶴見ホスピタル(いずれかで実施する)

3.実習内容・展開
　　*原則として1週目の月・金曜日、2週目の水曜日、3週目の水・木・金曜日を学内日とする

　　初日　学内　 実習オリエンテーション、生活の援助技術演習、受け持ち高齢者に関する事前学習

    1週目   ： 　施設オリエンテーション、受け持ち高齢者の情報収集、全体像の把握、看護の焦点の明確化
　　　　　　　　 受け持ち高齢者の治療、ケアに沿いながら実習を行う
               　高齢者へのケア・処置時には、臨地実習指導者やスタッフナースに同行して実施する
　　      　　　 １週目学内日(金)：カンファレンス、看護過程の確認(情報収集～看護の焦点、計画立案まで)

　　2・3週目：　 各自の看護目標・計画に基づいてケアを実施・評価・修正
　 　          　看護師、リハビリテーションスタッフ、管理栄養士、MSW等による臨床講義を受講する
　　　　　　　　 受け持ち高齢者へのケア・処置時には、実習指導者や他スタッフに同行して実習する
 　              多職種連携の機会があれば同席、同行する
　　　　　　　　 病棟最終日は最終カンファレンス
 　　     　　　 ２週目学内日(水)：カンファレンス、個別面接(中間評価)
　　　　　　　　 ３週目学内日(水・木・金)：看護実践の振り返り、実習報告会資料作成、プレゼンテーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個別面接（最終評価）
4.記録提出
    実習最終日の16時を提出締切とし、提出先は、担当教員に直接手渡しとする

5.その他
　　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する

教科書

授業で使用した教科書すべて
特に山田律子ほか(2016)生活機能からみた老年看護過程　第3版+病態・生活機能関連図、医学書
院、(ISBN978-4260028363)、横山美樹(2009)はじめてのフィジカルアセスメント、メジカルフレ
ンド社、(ISBN978-4-839-21353-4)は使用頻度が高い

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する

評価 学習課題の達成状況、プレゼンテーション、実習態度等により教員が総合的に評価する

授業概要

これまでの知識、技術に加え、長年生活してきた高齢者個人に対応するための知識・技術を深め学習する。高齢者が療養する医療施設において臨地
実習を行うことにより、健康課題をアセスメントし、看護の実践能力を高め、高齢者看護の役割と機能、チーム連携について学習する。また、受け
持ち患者とのかかわりを通して自己の老年観をみつめ、老年看護学についての考えを深めることができる。

到達目標

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

老年看護学実習Ⅱ 荒木美千子・笠原順子・牛田貴子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年前期

回数 講義日程

留意事項

30分以上の遅刻は、講義への参加は認めるが、欠席扱いとする。また、リアクションペーパー
の提出がない場合にも欠席扱いにする。
第3回の講義より、母子手帳を使用するため持参する。
第4回から7回目の講義の最初に、前回の講義内容の小テストを実施する。点数は、評価に加算
する。
事後学習として課している課題の提出期限は、講義時に伝える。

評価 定期試験60％、小テスト20%、課題20％

教科書
奈良間美保編（2016）系統看護学講座 小児看護学① 小児看護学概論 小児臨床看護総論

参考図書など
馬場一雄監（2009）新版　小児生理学　へるす出版　<ISBN:978-4-89269-636-7>
上田礼子（2005）改訂第2版　生涯人間発達学 <ISBN:978-4-89590-399-8>
その他適宜紹介する

5月29日
子どもの健康と保健・統
計

現代社会における子どもの健康問題の特徴、小児保健統計、学校保健、予防接種

事前学習：小児保健統計から子どもの健康問題についてレポートする　　(60分）

事後学習：学校保健、予防接種について整理する　　　　　　　　　　　(60分）

5月22日 子どもの栄養

子どもにとっての栄養の意義、摂食機能の発達、各発達段階別子どもの栄養の特徴
と看護実際に離乳食の試食をし、咀嚼・嚥下の発達と関連づける。

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　　(60分）

事後学習：離乳食試食後に課題を整理し提出する。　　　　　　　　　　(60分）

5月15日
子どもの成長発達④
学童・思春期

学童・思春期の形態的・機能的・心理社会的発達の特徴、学童・思春期のこころと
体を育むための看護

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　　(30分）　　　　　　　　　　

事後学習：第2次性徴の変化について整理する　　　　　　　　　　　　　(60分）

5月8日
子どもの成長発達③
幼児期

幼児期の形態的・機能的・心理社会的発達の特徴、幼児のこころと身体を育むため
の養護と看護

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　　(30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：基本的生活習慣の確立と成長発達を関連づけて復習する　　　(60分）

5月1日
子どもの成長発達②
新生児・乳児期

新生児・乳児の形態的・機能的・心理社会的発達の特徴、新生児・乳児のこころと
体を育むための養育と看護

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　　(30分）

事後学習：自分の母子手帳と比較しながら講義内容の復習をする　　　　(60分）

4月24日
子どもの成長発達①
概説

成長発達の原理・原則と成長発達過程、成長発達に影響を及ぼす因子、発達評価

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　　(30分）

事後学習：母子手帳を基に、成長発達を所定の用紙に整理・評価し提出する(60分）

事後学習：小児看護の役割について復習する　　　　　　　　　　　　　(60分）

4月17日 子どもと家族

子どもにとっての家族とは、子どもを取り巻く社会の変化、様々な状況にある家
族、家族理論、家族アセスメント

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　　(30分）

事後学習：家族理論、家族アセスメントについて復習する　　　　　　　(60分）

4月10日 小児看護の特徴と理念

小児とは、小児看護の歴史、小児看護の理念と役割

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる　　　　　　(30分）　

子どもと家族をとりまく環境とその変化について学び、小児看護の特徴と理念について学習する。子どもの成長・発達、成
長・発達に影響する因子、成長・発達の評価、発達段階の各期の形態的、生理的、知的・情緒的特徴等について学習し、小
児看護の対象である子どもと家族の理解を深め、小児看護の概念と役割について学習する。また、様々な健康レベルにある
子どもとその家族を理解し、適切な支援の概要を学ぶ。

到達目標

1. 小児看護の歴史から、現代における子どもを看護する上で必要な理念と看護者の姿勢について述べることができる。
2. 小児看護の目標、対象、特徴について説明できる。
3. 小児看護を理解するために必要となる家族理論および家族支援の必要性について述べることができる。
4. 子どもの成長発達の原理・原則と成長過程について説明できる。
5. 各期の子どもの特徴を形態的・機能的・心理社会的側面から具体的に述べることができる。
6. 子どもにとっての栄養の重要性や各期の栄養の特徴について説明できる。
7. 様々な健康レベルにある子どもとその家族の支援について説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

小児看護学概論 高橋　泉
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年後期

回数 講義日程

留意事項

・授業開始30分以上の遅刻は、授業への参加は認めるが欠席扱いとする。また、リアクションペー
パーの提出がない場合には欠席扱いにする。
・第4回までに「身体測定」の演習時は、課題に基づいて実施するため、課題をしていないメン
バーがいた場合にはグループ全員が実施できない。
・第5回、6回の授業は、担当した症状について発表する。

評価 定期試験（70％）、小テスト（10％）、課題（20％）

教科書

奈良間美保編(2018)系統看護学講座 小児看護学① 小児看護学概論 小児臨床看護総論　医学書院.

奈良間美保編(2018)系統看護学講座 小児看護学② 小児臨床看護各論　医学書院.<ISBN:978-4-

参考図書など
筒井真優美編（2014）小児看護学　第7版　日総研.<ISBN:978-4-77601-725-7>
山元恵子監（2017）写真でわかる小児看護技術アドバンス　インターメディカ.<ISBN:978-4-89996-344-8>
北村聖編（2013）臨床病態学　小児編　ヌーヴェルヒロカワ.<ISBN:978-4-86174-051-0>

11月22日

診断・治療にともな
いさまざまな制限を
うける子どもと家族
の看護
(高橋泉）

診断・治療にともなう制限の種類、検査や処置を受ける子どもと家族の体験、子どもや
家族の力を引出し支える看護

事前学習：検査・処置の種類、活動制限とは　　　　　　　　　　       　 (60分）

事後学習：教科書 小児看護学①第6章と講義資料の整理　　　　　　　　　　(60分）

11月15日

事故・救急状態にあ
る子どもと家族の看
護
(高橋泉）

子どもの事故の特徴と事故発生時および事故を予防するための看護

事前学習：自己の幼少期の体験を家族から聴取し整理する　　　　　　　　  （30分）

事後学習：教科書 小児看護学② 第19章p515～と講義資料の整理　           (60分）

11月8日

子どもによくみられ
る症状と看護②（け
いれん、意識障害、
呼吸困難、痛み）
(高橋泉）

子どもによくみられる症状（けいれん、意識障害、呼吸困難、痛み）の発生機序および
子どもへの影響とその看護についてプレゼンテーションする

事前学習：脳神経系の発達、子どもの呼吸機能の特徴、痛みの特徴　　　　 　(60分）

事後学習：体の仕組みと症状の関連づけ　教科書 小児看護学①で各症状の整理(60分）

11月1日

子どもによくみられ
る症状と看護①（不
機嫌、発熱、発疹、
下痢・嘔吐・脱水）
(高橋泉）

子どもによくみられる症状（不機嫌、発熱、発疹、下痢・嘔吐・脱水）の発生機序およ
び子どもへの影響とその看護についてプレゼンテーションする

事前学習：各症状について自己学習　　　　　(60分）

事後学習：体の仕組みと症状の関連づけ　教科書 小児看護学①で各症状の整理(60分）

10月25日

子どもの健康状態を
把握するためのヘル
スアセスメント
(高橋泉）

子どものヘルスアセスメントの特徴と小児看護に必要な技術（子どもとのコミュニケー
ションのとり方を含む）、実施した身体測定の映像から課題を明らかにする

事前学習：所定の時間で身体測定の演習をグループで実施、 1回目提示課題提出(60分）

事後学習：ヘルスアセスメントの発達段階別方法(DVDによる確認)の整理　   　(60分）

10月17日

発育期からみる子ど
もの健康障害の特殊
性と診断・治療②
（藤原直）

幼児期以降に特有な病気の特徴とその診断・治療

事前学習：人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：受講した病気について小児看護学②を参考に各自ノートにまとめる(60分）

事後学習：子どもの病気や入院の受け止め方とストレス　課題提示　　　　(30分）

10月10日

発育期からみる子ど
もの健康障害の特殊
性と診断・治療①
（藤原直）

新生児、乳児期に特有な病気の特徴とその診断・治療

事前学習：人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：受講した病気について小児看護学②を参考に各自ノートにまとめる(60分）

9月27日

健康障害をもち入院
する子どもと家族の
理解と看護
(高橋泉）

健康障害・入院による子どもと家族の変化、小児看護における倫理的課題、ストレス状
況にある子どもと家族への看護

事前学習：小児看護学概論の子どもの成長発達の特徴　　　　　　　　　　(60分）

疾病を持つ小児とその家族の理解を深め、看護実践に役立てることをねらいとする。小児に多い健康障害の診断と治療につい
て学習し、対象理解、看護に役立てる。具体的な健康障害として、先天異常、新生児、代謝性疾患、内分泌、アレルギー性疾
患、感染症、呼吸器疾患、循環器疾患、周手術期等の疾患や状況にある小児・家族、受診形態、主な症状、検査・処置などを
体験する小児の理解に努め、家族を含めた支援、援助技術等について学習する。

到達目標

1.子どもの健康障害の特徴について述べることができる。
2.健康障害や入院が子どもと家族に与える影響について、社会の変化を踏まえ説明することができる。
3.発達各期の子どもや家族の病気や入院の受け止め方について説明できる。
4.子どものヘルスアセスメントの目的と方法を説明し実施できる。
5.子どもによくみられる症状とその看護について述べることができる。
6.子どもに多い事故・外傷の特徴を理解し事故予防のための看護について説明できる。
7.子どもの検査・処置や治療に対する体験を理解し、力を引き出す看護を述べることができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

小児看護方法論Ⅰ
(対象理解の方法)

高橋　泉、藤原　直
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
2単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

6月11日
事例による看護過程の
展開

演習：課題を持ちより、グループとして実施計画を完成させる

事前学習：各自が作成した計画内容について共有できるよう整理してくる(６０分）

事後学習：計画について整理する　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

6月4日
慢性に経過する子どもと
家族の看護　①

・慢性疾患をもつ子どもと家族
・終末期にある子どもと家族

事前学習：成人看護方法論Ⅱで学んだ内容の復習　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：講義内容の整理、復習　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

5月28日
事例による看護過程の
展開

演習：グループで考えたアセスメント・関連図をプレゼンする

事前学習：グループ間での共有、準備　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：プレゼンした内容の整理をし、必要時追加する　　　　　　(６０分）

5月21日
事例による看護過程の
展開

演習：課題を持ちより、グループでディスカッションし、アセスメント・関連図
を作成する②

事前学習：各自が作成した関連図を共有できるよう整理してくる　　　(６０分）

事後学習：ディスカッションした内容の整理をし、必要時追加する　　(６０分）

5月14日
事例による看護過程の
展開

演習：課題を持ちより、グループでディスカッションし、アセスメント・関連図
を作成する①

事前学習：各自が作成したアセスメント内容について共有できるよう整理してくる(６０分）

事後学習：ディスカッションした内容の整理をし、必要時追加する　　(６０分）

5月7日
急性状態にある子どもと
家族の看護

・ハイリスク新生児と家族
・先天的疾患のある子どもと家族
・周手術期における子どもと家族

事前学習：成人看護方法論Ⅰで学んだ内容の復習　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：講義内容の整理、復習　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

4月25日
水曜
1・2限

外来における小児と家族
の看護

・子どもの虐待とその対応
・外来の環境と安全
・外来を受診する子どもと家族

事前学習：看護援助論Ⅲの復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：講義内容の整理、復習　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

小児看護方法論Ⅱ
（看護展開の方法）

長田　泉　    藤原　直

授業概要

事後学習：看護過程に関する復習　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

4月16日
事例による看護過程の
展開

演習：
・情報の分類と整理
・子どもの発達段階の特徴の把握と理解
・疾患及び各種データの把握と理解

事前学習：人体の構造・機能Ⅰ、病態学Ⅰの復習　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：小児看護学方法論Ⅰで学んだ内容の復習　　　　　　　　 （６０分）

小児看護学概論での学習を基盤として、子どもとその家族の健康と課題を総合的に理解し、小児看護実践に必要な基礎的知識・技
術・態度について学習する。具体的には、検査処置を受ける子ども、さまざまな症状のある子ども、急性に経過する子ども、慢性
に経過子ども、事故や救急状況にある子ども、障害を持つ子どもと家族への援助について学習するとともに、健康障害をもつ子ど
もの事例について、看護過程を展開し、子どもとその家族への適切な援助の方法を学習する。

到達目標

１） 健康障害にともなってひきおこされる影響について考え、子どもとその家族に必要とされる看護について理解できる。
２） 子どもの特徴をふまえ情報の整理ができる。
３） 学習した知識をもとに健康障害をもつ子どものアセスメントができる。
４） 発達段階の特徴をふまえて計画を立案することができる。
５） 健康障害のある子どもに合った支援を安全で安楽な方法で実施することができる。
６） 子どもに多く見られる疾患の特徴を理解できる。

単元 内容

4月9日
健康障害を持つ子どもと
家族

ガイダンス
・小児看護の特徴
・病気や入院が子どもや家族に及ぼす影響
・事例の提示

事前学習：小児看護学概論で学んだ内容の復習　　　　　　　　　　　(６０分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項
グループ主体の演習のため、やむを得ない理由を除き、演習を欠席した場合、１回につき３点
の減点とする。

評価 定期試験60％、課題30％、グループメンバーによる他者評価10％

教科書 系統看護学講座 小児看護学［２］小児臨床看護各論　第１３版　医学書院　２０１５年

参考図書など

浅野みどり（2017）発達段階からみた 小児看護過程 第3版　医学書院
山城雄一郎監修（2009）小児の病態生理辞典　へるす出版
筒井真優美監修（2017）小児看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド) 照林社
浅野みどり（2016）根拠と事故防止からみた 小児看護技術 第2版　医学書院

7月25日
子どもの健康障害の特殊
性と診断・治療　②
（藤原 直）

小児期に多く見られる疾患・診断・治療

事前学習：人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：学習内容の整理とまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

7月11日
子どもの健康障害の特殊
性と診断・治療　①
（藤原 直）

小児期に多く見られる疾患・診断・治療

事前学習：人体の構造・機能Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：学習内容の整理とまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

7月9日 まとめ

演習：各グループのプレゼンテーション、ディスカッション

事前学習：一連の事例展開の整理、確認　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：プレゼンした内容を整理し、学習したステップを振り返る　(６０分）

7月2日
在宅における子どもと家
族の看護

・医療的ケアを必要として退院する子どもと家族
・災害時のこどもと家族

事前学習：在宅看護学概論、災害看護の復習　　　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：講義内容の復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）

6月25日
１限
２限

子どもに必要な
基本的技術の実践

演習：各グループで立案した看護計画に基づいた援助の実践・評価

事前学習：実践計画に関連した看護援助論Ⅰ・Ⅱの復習　　　　　　　(６０分）

事後学習：実践した内容の整理と振り返り　　　　　　　　　　　　　(６０分）

6月18日
慢性に経過する子どもと
家族の看護　②

・障がいのある子どもと家族
・障がいのある子どもををとりまく関係法規

事前学習：関係法規（小児・障害者）の復習　　　　　　　　　　　　(６０分）

事後学習：講義内容の整理、復習　　　　　　　　　　　　　　　　　(６０分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

留意事項
小児看護に必要な子どもの遊びについて、発達と関連づけながら自由な発想で創造することを
期待する。課題については、初回の講義で説明する。

評価 講義への参加度、遊びの計画・実施・評価、まとめのレポートの内容から総合的に評価する。

教科書 特に指定しない

参考図書など 必要に応じて適宜紹介する

5月31日
実施した遊びの報告・まと
め

実施した遊びの計画とその結果・評価を発表し全員で検討する。
子どもの遊びについてまとめる。

事前学習：プレゼンテーションの準備をする　　　　　　　　　　　　　 (60分）

事後学習：課題についてレポートにまとめる　　　　　　　　　　　　　 (60分）

5月24日
入院している子どもに対す
る遊びの援助の実際

病棟において計画した遊びを実施し、子どもたちの様子から遊びの評価をする。

事前学習：計画した遊びの意思と方法　　　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

事後学習：実施した遊びの評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

5月17日
健康な子どもに対する遊び
の援助の実際

幼稚園において計画した遊びを実施し、子どもたちの様子から遊びの評価をす
る。

事前学習：計画した遊びの意義と方法　　　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

事後学習：実施した遊びの評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

5月10日 子どもの遊びの計画②

健康な子どもや病気で入院している子どもたちの遊びを計画する。

事前学習：子どもの遊びの発達と種類を考慮し各自で遊びを計画する　　 (60分）

事後学習：子どもの遊びの計画を整理する　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

4月26日 子どもの遊びの計画①

健康な子どもや病気で入院している子どもたちの遊びを計画する。

事前学習：子どもの遊びの発達と種類について整理する　　　　　　　　 (60分）

事後学習：子どもの遊びの計画を立案する　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

4月19日
病気や状況の理解を子ども
に促す方法

熟読・整理した文献をプレゼンテーションし、遊びを通して子どもが自分の病気
や状況などを理解できる方法について検討する。

事前学習：内容に関連する文献を1編以上検索し熟読・整理する　　　　　(60分）

事後学習：子どもが病気や治療を理解できる方法を考える　　　　　　　 (30分）

事後学習：遊びの意義の整理                                         (30分）

4月12日 子どもにとっての入院環境

これまでの経験や文献を基に、入院環境(人的・物的）の現状を明らかにし、入
院している子どもたちにとっての理想の入院環境を考える。

事前学習：子どもの入院環境に関する文献を1編以上検索し熟読し持参する(60分）

事後学習：子どもの入院環境の現状と改善点を整理する　　　　　　　　 (60分）

4月5日
子どもにとって遊びが果た
す役割

授業概要の説明
既習学習の内容や実習での経験を踏まえ、子どもの健康レベルや発達段階に応じ
た遊びの意義、医療者側にとって遊びを援助する意味について検討する。

事前学習：遊びに関する既習学習の復習                               (60分）

子どもが健やかに成長発達をとげる上で“遊び”の果たす役割は大きい。特に入院を余儀なくされた子どもにとって、健康
レベルや発達段階に応じた遊びは療養生活を豊かにし、健康回復への意欲を高める。行動が制約された場面、身体的訓練の
必要な子どもなど日常生じやすい場面、状態で生活する子どもに対し、看護の視点から健康に配慮した遊びを援助に生かす
方法について学習する。

到達目標

1.子どもにとっての遊びの意義を説明することができる。
2.子どもにとっての入院環境（人的・物的）について課題を説明することができる。
3.看護の視点から日常生活や治療の場面で遊びを活かす方法を考えることができる。
4.子どもの健康レベルや発達段階に応じた遊びを計画・実施することができる。
5.実施した遊びの評価をし,遊びを援助に活かす方法について考察することができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・選択

授業科目名 担当教員

小児看護方法論Ⅲ
(子どもと遊び)

髙橋泉
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
２単位

（90時間）
３年後期

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する。

事前・事後学習
留意事項

・事前学習内容：小児看護方法論Ⅱにて提示する。
・事後学習内容：担当した子どもの成長発達、疾病治療、看護について再学習すること。

・留意事項：先修要件を満たしていること。

　やむを得ない理由を除き、欠席した場合には減点とする。

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

教科書 授業で使用した教科書全て

　　4) 幼稚園実習では、健康な子どもとのかかわりを通して、子どもを理解し健康教育の方法を学ぶ。

4．実習の展開

　　1) 1週目：学内実習1日（実習オリエンテーション、技術演習）、病棟実習4～6日

　　2) 2週目：外来実習1～2日、幼稚園実習2日、NICU(可能な施設）半日

　　3) 最終日：午前　学内にて実習まとめのカンファレンス、授業(実習）評価

　　　　　　　 午後　評価面接、記録整理

　　＊1)と2)は施設の状況により、逆になる場合もある。

5.記録提出

　　実習最終日の17時までとする。提出先は、担当教員の指示に従う。

6.その他

　　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する。

　　　 を考える。

1)健康な子どもの成長・発達の特徴や生活の様子を述べることができる。

2)子どもの成長発達を促すかかわり方を述べることができる。

3)集団生活における子どもの安全・事故防止・感染予防など健康管理について説明することができる。

授業の進め方

1.実習期間：2週間

2.実習施設：健心会汐見台病院、労働者健康安全機構横浜労災病院、独立病院機構相模原病院、認定こども園みどり幼稚園

3.実習内容

　　1) 病棟実習では、一人の子どもを受け持ち、看護過程を展開し、看護を実践する能力を高める。

　　2) 外来実習では、一般外来、専門外来を受診する子どもと家族の状況および看護の実際を学ぶ。

　　3) NICU実習では、小さく生まれた子どもの看護を見学し、身体的・心理的・社会的特徴と関連づけてケアの意味

【幼稚園実習】

集団の中での健康な小児の成長・発達の特徴を幼稚園での生活や養育環境を通して学習する。また、健康障害および発達障
害をもつ子どもとその家族についてさまざまな側面から把握する。それを基に、個別性を踏まえ安全・安楽に配慮し、健康
の回復、健康維持･増進、疾病予防のための援助と健康教育の方法について実習を通して学習する。

到達目標

【病院実習】

1)子どもの発達に応じた言語的・非言語的コミュニケーションにより、相互作用を発展させることができる。

2)さまざまな健康レベルにある子どもとその家族の状態について、意図的に必要な情報を収集できる。

3)入院・治療・健康障害が子どもや家族に及ぼしている影響を、身体・心理・社会的側面から説明することができる。

4)看護上の問題を明らかにし、子どもの健康障害、発達状況、優先順位に応じて具体的な看護計画を立案することができ
る。

5)子どものセルフケア能力に応じた看護を安全安楽に実施することができる。

6)実施した看護および子どもや家族の反応を的確に記録・報告することができる。

7)目標が達成されたかどうか自分の援助を振り返り、評価・修正することができる。

8)小児医療チームにおける看護師の役割を説明することができる。

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

小児看護学実習 高橋　泉・長田　泉・弓気田　美香
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年前期

回数 講義日程

留意事項 母性看護学概論と母性看護方法論Ⅰ・Ⅱ同じく、母性看護学実習の先修科目です。

評価 定期試験（60%）　課題学習提出（30%）小テスト（10%）

教科書
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学概論　母性看護学①　医学書院（ISBN 978-4-260-

参考図書など 適宜紹介する

7月24日
周産期医療におけるチーム
医療　まとめ

 チーム医療の必要性　職種間の連携･協働

事前学習：第1回～７回の授業ノートを整理する。　(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

7月17日 母性看護に関する法律

母性看護における主な法律　P.323-338

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

7月10日 母子保健統計からみた現状

母子保健統計、出生、死亡、人工妊娠中絶など  P.59-73

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

7月3日
母性看護の対象を取り巻く
社会の現状

母性看護の歴史的変遷と現状、母性を取り巻く環境  P.54-93

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

6月26日
女性のライフサイクルの理
解

女性のライフサイクルと家族  P.124-134

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

6月19日 母性看護の対象の理解

母性の身体的特徴、心理的特徴　P.97-123  P.134-143

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

6月12日
母性看護の主な概念、母性
看護と倫理

１） 母性の概念　P.2-12
２） 母性看護における倫理 P.45-51

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント(　60　分）

6月5日 母性看護の主な概念

１） 母性看護学の概念・母性看護の意義 P.34-44
２） リプロダクティブ・ヘルス/ライツ  P.24-27

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(30分）

人間は誕生から死までのすべてのライフステージにおいて、何らかの形で生殖にかかわっている。自らの性を肯定すると共
に、互いの生命・性を大切にすることは、新しい命を生み育てる上で重要である。母性看護学概論では、母性看護の概念及
び看護の対象への看護活動の概要について学習する。また、母性の特徴を身体的・心理的・社会的側面を統合し理解すると
共に、母性の健康に関する諸問題とヘルスケアシステムについて学習する。母性看護を展開するための理論および看護技術
を学習する。

到達目標

１） 母性看護に関連する諸概念を理解し，母性看護の役割を理解する
２） 母性の特徴を身体的･心理的･社会的側面を統合し理解する
３） 母子保健の動向や倫理的問題、母性を取り巻く環境について理解する

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

母性看護学概論 加藤　尚美
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年後期

回数 講義日程

留意事項
母性看護方法論Ⅰは、母性看護学概論と母性看護方法論Ⅱと同じく、母性看護学実習の先修科目
である。

評価 定期試験80％、課題学習の内容20％（課題レポート、講義後のリフレクションペーパー等を含む）。

教科書

1．系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②　医学書院（ISBN 978-4-260-

2．ナーシンググラフィカ　母性看護学②母性看護技術　メディカ出版(ISBN978-4-8404-4138-
4）

参考図書など
1．ナーシンググラフィカ　母性看護学①母性看護実践の基本　メディカ出版
2．石村由利子編：根拠と事故防止からみた母性看護技術第2版　医学書院

11月30日
ハイリスク妊産婦の看
護
（渡邊知佳子）

Ｃ．ハイリスク妊産婦の看護(p.393-400) (p.433-456）
授業評価

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習(60分）

11月14日
水3限

分娩の異常
（小林藍子）

Ｂ．分娩の異常(p.401-433)　①産道の異常　②娩出力の異常　③胎児・胎盤の異常
④胎児機能不全　⑤分娩時の損傷　⑥異常出血　⑦産科処置と産科手術

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(90分）

事後学習：授業内容の復習(90分）

11月7日
水3限

妊娠の異常
（小林藍子）

 Ａ．妊娠期の異常(p.358-392) ①ハイリスク妊娠　②妊娠期の感染症　③妊娠疾患
④妊娠持続期間の異常　⑤異所性妊娠

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習(60分）

10月26日
産婦と胎児、家族のア
セスメントとケア
（大塚克江）

第4章：Ｃ．産婦・胎児、家族のアセスメント（p.205-220)
Ｄ．産婦と家族の看護(p.220-251)

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習(60分）

10月19日
分娩期の身体的、心
理・社会的特性
（渡邊知佳子）

 第4章：Ａ．分娩の要素（p.178-189)
Ｂ．分娩の経過(p.190-204)

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習(60分）

10月12日
妊婦と胎児のアセスメ
ントとケア
（渡邊知佳子）

第3章：Ｃ．妊婦と胎児のアセスメント（p.87-125)
 Ｄ．妊婦と家族の看護（p.126-176)

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習(60分）

10月5日
妊娠期の身体的・心
理・社会的特性
（渡邊知佳子）

第3章：Ａ．妊娠期の身体的特性（p.58-77)
Ｂ．妊娠期の心理・社会的特性（p,78-86)

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習(60分）

9月28日

子どもを産み育てるこ
とと出生前からのリプ
ロダクティブヘルスケ
ア
  (渡邊知佳子）

第1章：子どもを産み育てるということ（p.2-9)
第2章：出生前からのリプロダクティブヘルスケア（p.12-56)

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　(60分）

母性看護の対象の理解をねらいとし、妊娠・分娩・産褥及び新生児の生理的変化、各期の異常な経過について学習する。具
体的には妊娠の成立から分娩・産褥期における身体的・心理的変化、起こりやすい健康問題・マイナートラブルと治療、新
生児の適応について学習する。

到達目標

1．妊婦及び産婦の身体的・心理的・社会的特徴を説明できる。
．妊婦、産婦、及び胎児のアセスメントと看護について説明できる。

3．妊娠期と分娩期の異常について説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

母性看護方法論Ⅰ 渡邊 知佳子　　小林 藍子　　大塚克江
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
2単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

5月24日
新生児の看護
（大塚克江）

第5章： Ｃ．新生児の看護（p.294-305）
新生児の看護にかかわる技術（メディカp.158-209）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

5月17日

褥婦の看護過程
情報整理とアセスメン
ト
（渡邊知佳子）

看護過程の情報の整理，褥婦のアセスメントの視点，妊娠・分娩が及ぼす影響について
看護目標の設定，看護計画立案

事前学習：基礎看護学の看護過程の復習、母性看護方法論Ⅰ及び産褥期の看護の復習を
してくる。　(120分）

事後学習：事例の看護過程記録用紙（看護目標と看護計画立案）を仕上げる。(120分）
⇒提出 5/24（木）13：00提出box

5月10日
産褥期の異常と看護
新生児の異常と看護
（渡邊知佳子）

第7章：産褥の異常と看護（p.484-502）
第7章：新生児の異常と看護（p.456-483）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

4月26日
新生児のアセスメント
と看護
　(渡邊知佳子）

第5章： Ａ．新生児の生理（p.254-270）　Ｂ．新生児のアセスメント（p.270-306）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

4月19日

母性の看護過程の特徴
ウェルネスの看護過程
の考え方
　（渡邊知佳子）

ウェルネスの看護過程の考え方、情報の整理とアセスメント

事前学習：基礎看護学の看護過程の復習、母性看護方法論Ⅰ及び産褥期の看護の復習を
してくる。　(120分）

事後学習：事例の看護過程記録用紙（情報の整理とアセスメント）を仕上げる。(120
分）⇒　提出 5/1（火）13：00までに提出boxへ

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。(60分）

4月12日
褥婦と家族の看護
（渡邊知佳子）

Ｃ．褥婦と家族の看護（p.331-355）
褥婦の看護にかかわる技術（メディカp.114-155）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

4月5日
産褥期の経過とアセスメ
ント
　（渡邊知佳子）

第6章： Ａ．産褥経過（p.308-319)　Ｂ．褥婦のアセスメント（p.320-331)

事前学習：母性看護方法論Ⅰの復習をしてくる。　(90分）

母性看護学概論及び母性生理的変化で学んだ学習内容を基礎とし、妊婦・分娩・褥婦・新生児に必要な看護の実際について家
族という視点で学習する。具体的には妊娠の成立から分娩・産褥・新生児が正常な経過をたどるために必要な看護と、異常を
伴う看護について学習する。必要な看護について既習の看護過程の思考を基に援助の実際を学習する。また、技術演習を通し
看護技術の修得をする。

到達目標

1．褥婦と家族の身体的・心理的・社会的特徴を説明できる。
2．早期新生児の胎外生活への適応過程を説明できる。
3．褥婦及び早期新生児のアセスメントと看護について説明できる。
3．産褥期及び早期新生児期の異常について説明できる。
4．ウェルネスの看護過程を展開するための基礎的な知識を修得できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

母性看護方法論Ⅱ 渡邊 知佳子　　大塚 克江　　加藤 尚美
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項
母性看護方法論Ⅱは、母性看護学概論と母性看護方法論Ⅰと同じく、母性看護学実習の先修科目で
ある。

評価
定期試験60％、課題学習内容40％（課題は個人の看護過程の提出物、ＧＷへの取り組みと発表内
容、技術演習課題の内容等を含む）。それぞれ60％以上の獲得を必要とする。

教科書
1．系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②　医学書院（ISBN 978-4-260-

2．ナーシンググラフィカ　母性看護学②母性看護技術　メディカ出版(ISBN978-4-8404-4138-4）

参考図書など

1．太田操編著：ウエルネス看護診断にもとづく母性看護過程第3版　医歯薬出版
2．石村由利子編：根拠と事故防止からみた母性看護技術第2版　医学書院
3．ナーシンググラフィカ　母性看護学①母性看護実践の基本　メディカ出版
4．佐世正勝他編：ウエルネスからみた母性看護過程第3版　医学書院

7月5日
4～5時
限

看護過程のまとめ
（渡邊知佳子）

看護過程のまとめ，留意点
母性看護学実習記録用紙の説明
授業評価

事前学習：個人及びＧＷの看護過程の復習を復習する。(60分）

事後学習：授業内容の復習を行う。（60分）

6月28日
4～5時
限

看護過程の発表

褥婦の看護過程（アセスメント・看護目標・看護計画とその根拠）について発表を行
う。

事前学習：発表準備をする。(90分）

事後学習：個人及びＧＷの看護過程の復習を復習する。　(60分）

6月21日

褥婦の看護目標・看護
計画立案
新生児の胎外生活適応
のアセスメント

（Aクラス 渡邊）
（Bクラス 大塚）

事例のアセスメントから褥婦の看護目標及び看護計画を立案する。また、新生児の胎外
生活適応過程のアセスメントを、各自が学習してきたものをもとに話し合い、グループ
内で検討する。 発表の準備を行う。

事前学習：前回のグループワークで討議した内容を復習してくる。(30分）

事後学習：グループワークの看護過程記録用紙を仕上げる。(60分）  ⇒提出 6/22
（金）13：00提出box

5月31日

母性看護における援助
技術
　(大塚克江，渡邊知佳
子，加藤尚美）

褥婦の看護目標・看護
計画立案のＧＷ

学生はＡ・Ｂ・Ｃの3グループに分かれ、1日は技術演習を行う。残りの2日間は看護過
程の課題に関するＧＷを行う。
演習は、下記の内容を小グループに分かれて行い、ローテーションする。
①新生児の観察・計測（体重測定，バイタルサイン測定）、新生児のオムツ交換
②新生児の清潔ケア（沐浴）、授乳姿勢と排気
③妊婦の観察・計測（妊婦体験ジャケット着用、腹囲・子宮底測定、レオポルド触診
法）

看護過程は、事例のアセスメントから褥婦の看護目標及び看護計画を立案する。また、
新生児の胎外生活適応過程のアセスメントを、各自が学習してきたものをもとに話し合
い、グループ内で検討する。

6月7日

6月14日
事前学習：演習内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(60分）

事後学習：実際に演習を行って学んだことを記載し、提出する。(60分）   ⇒課題は演
習の翌日の（金）16時までにboxへ提出する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

留意事項

評価
定期試験70％、課題学習内容30％（課題はＧＷへの取り組みと発表内容、講義後のリフレク
ションペーパー等を含む）。それぞれ60％以上の獲得を必要とする。

教科書 1．母性看護学概論　母性看護学①，森恵美他著，医学書院，2016（ISBN 978-4-260-02188-3)

参考図書など

1．高橋真理他編：女性のライフサイクルとナーシング　女性の生涯発達と看護　第2版　ヌー
ヴェルヒロカワ
2．大平美津子他編：母性看護学Ⅰ 概論・ライフサイクル　障害を通じた性と生殖の健康を支
える　南江堂
3．新藤幸恵他編：母性看護学概論　ウイメンズヘルスと看護　メヂカルフレンド社
4．吉沢豊予子他編：女性看護学　メヂカルフレンド社

5月29日 まとめ

女性が健康を維持していくための支援、まとめ
授業評価

事前学習：今までの授業内容を復習する。(900分）

事後学習：授業内容の復習を行う。（60分）

5月22日
女性の健康問題と支援につ
いて発表

関心のある女性の健康問題と、その支援・看護について調べ、発表を行う。

事前学習：発表の準備を行う。(120分）

事後学習：授業内容の復習を行う。（60分）

5月15日
リプロダクティブヘルスと
ケア

家族計画の意義と基礎知識、不妊に悩む女性への支援とケア、生殖補助医療

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

5月8日
女性のヘルスプロモーショ
ン

性感染症の診断・予防行動、栄養、嗜好品

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

5月1日
更年期・老年期の女性の健
康問題とケア

更年期・老年期女性の身体的・心理社会的特徴、更年期・老年期女性の健康問題
（更年期障害、骨粗鬆症、排尿障害、子宮がんなど）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

4月24日
成熟期女性の健康問題とケ
ア

成熟期女性の身体的・心理社会的特徴、成熟期女性にみられる健康問題（子宮内
膜症、子宮筋腫、乳がんなど）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

4月17日
思春期女性の健康問題とケ
ア

思春期女性の身体的・心理社会的特徴、思春期女性にみられる健康問題（月経障
害、月経前症候群、摂食障害など）

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習を行う。（60分）

4月10日
ウィメンズヘルスの考え方
と社会・文化的文脈

ウィメンズヘルスの考え方、女性のライフサイクル、女性の健康に関する保健施
策の変遷

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

現代女性のライフサイクルは、女性の長寿化、少子化さらには生き方の多様化といった社会的な変化に伴い、大きく変わり
つつある。また、女性の健康のとらえ方も母性保健領域にとどまらず生涯を通じた健康権利として行使できるように「リプ
ロダクティブヘルス・ライツ」の概念と重要性が明文化されている。その視点から思春期・成熟期・更年期・老年期の女性
を理解し、それぞれの母性領域での問題とその対応を学ぶ。

到達目標

1．ウィメンズヘルスの看護の理念と目的を説明できる。
2．女性のライフサイクル各期の健康問題とその看護について説明できる。
3．リプロダクティブヘルス/ライツを尊重していくための支援について説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・選択

授業科目名 担当教員

母性看護方法論Ⅲ（女性
論）

渡邊　知佳子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
２単位

（90時間）
３年後期

教科書 授業で使用した教科書全て

参考図書など 実習ガイダンス等で適宜紹介する。

事前・事後学習
留意事項

・事前学習内容：母性看護学方法論Ⅱにて提示する。
・留意事項：先修要件を満たしていること。

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

　　1) 1週目：学内実習1日（実習オリエンテーション，技術演習），病棟実習4日

　　2) 2週目：外来実習2日，病棟実習（分娩期実習、新生児期実習、課題実習）2日

　　3) 最終日：午前　カンファレンス，記録の整理

　　　　　　　 午後　記録整理

　　＊1)と2)は施設の状況により、逆になる場合もある。

5.記録提出

　　実習最終日の16時までとする。提出先は担当教員の指示に従う。

6.その他

　　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する。

4．実習の展開

5．新生児の成熟度や胎外生活への適応状態をアセスメントできる。また、胎外生活の適応や成長発達の促進を意識した
　　　看護援助を実施することができる。

6．生命の尊重やプライバシーの保護、守秘義務など倫理上の理解を深め、命や権利を保護する看護者の姿勢を考察でき
る。

授業の進め方

1.実習期間：2週間

2.実習施設：汐見台病院，ふれあい横浜ホスピタル

3.実習内容

　　1) 産褥・新生児実習では、一組の母親と新生児を受け持ち、看護過程を展開する。

　　2) 外来（産科外来）実習では、妊婦健康診査の流れに沿って、可能な範囲でケアを見学または実施する。妊婦との
　　　　　　コミュニケーションを通して、胎児や出産への思いを理解する。

　　3) 病棟実習では、分娩進行中の産婦が居り、了承が得られた場合は分娩期の看護の実際を学ぶ。進行中の産婦が居な

　　　　かった場合は、出生直後の新生児及び早期新生児期に行われる援助について学ぶ。

4．受け持ち褥婦に合わせた看護計画を立案し、それに基づき看護援助を実施した後、目標に照らし合わせて評価ができる。

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

母性看護学実習 渡邊 知佳子　　大塚 克江　　加藤 尚美

授業概要

母性看護学の対象は、すべてのライフサイクルにおける女性を対象とするが、母性看護学実習においては、対象を狭義の妊娠・分娩・産
褥期とする。「母性看護学概論」、「母性看護方法論Ⅰ」等の学習をふまえ、妊･産･褥婦と新生児の特徴を理解し、看護過程の展開を通
して、対象に必要な看護を提供する。また、実習を通して生命の誕生とその神秘さ、人を尊び、命を尊び、併せて母性看護の役割を理解
することができる。さらに女性のライフサイクルについて自己の考えを深めることができる

到達目標

1．妊婦健康診査を通して、母体の変化、胎児の成長過程、妊婦に必要な看護や、妊娠期にある女性の心理的特徴ならびに
　　　母性意識の発達について理解できる。

2．分娩の経過や、分娩が母子に及ぼす影響、分娩時の母子の相互作用について考えることができる。

3．受け持ち褥婦の産褥経過とその適応状態、妊娠や分娩に伴う変化、母子及び家族関係、母親役割獲得についてアセ
　　　スメントができる。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年後期

回数 講義日程

留意事項

精神看護学概論で学習する内容は、「精神保健論」「精神看護方法論Ⅰ」「精神看護方法論Ⅱ」
「精神看護学実習」での学習に関連する。必ず事前学習・事後学習を行って積極的に授業に臨ん
で下さい。また第4-6回の授業では、学生のための精神医学第3版を必ず持参して授業に臨んで下
さい。

評価
定期試験80％、レポート20％を総合して評価します。
※課題を未提出の場合は、定期試験を受験しても評価の対象とはならない。

教科書

精神看護学Ⅰ精神保健学第6版　吉松和哉、小泉典章、川野雅資編　ヌーベルヒロカワ(ISBN:978-

精神看護学Ⅱ精神臨床看護学第6版　川野雅資編　ヌーベルヒロカワ(ISBN:978-4-86174-065-7)
学生のための精神医学第3版　太田保之・上野武治編　医歯薬出版(ISBN978-4-263-23591-1)

参考図書など

現代臨床精神医学第12版　大熊輝雄　金原出版（ISBN: 978-4-307-15067-5）
DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル　日本精神神経学会 (監修)　医学書院（ISBN: 978-4-
260-01907-1）
精神保健医療福祉白書2017　地域社会での共生に向けて　精神保健医療福祉白書編集委員会＝編
集　中央法規（ISBN: 978-4-8058-5424-2）
その他は適宜紹介する。

1月18日
地域における精神医療福祉
（片山典子）

地域精神保健福祉活動の意義、予防精神医学、精神障害者の地域生活を支えるサー
ビス、地域精神福祉活動の諸外国の動向

事前学習：精神看護学Ⅱ（P54-60）を読み、重要部分にマーカーする。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容をふまえ、授業で提示するレポート課題【個人
課題２】を行う。指定された提出日に提出する。(60分）

1月11日
精神を病む人の理解
（片山典子）

精神障害者の理解、ストレングスモデル、リカバリ－モデル、エンパワメント概念

事前学習：精神看護学Ⅱ（P172-202）を読み、重要部分にマーカーする。(30分）　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）　　　　　　　　　　　　　　　

12月21日
人権と倫理
（片山典子）

精神科看護実践における倫理的諸問題と法的根拠、精神科看護倫理綱領、
精神看護とリスクマネージメント

事前学習：精神看護学Ⅰ（P246-252）を読み、重要部分にマーカーする。(30分）　

事後学習：配布資料や教科書の内容をふまえ、授業で提示するレポート課題【個人
課題１】を行う。次回の授業日に提出する。(60分）

12月17日
（月）
5時限

統合失調症
（成田耕介）

統合失調症の特徴、統合失調症の症状、診断、治療

事前学習：学生のための精神医学（P88-98）を読み、重要部分にマーカーする。
(30分）
事後学習：配布資料や教科書に目を通し、授業全体について復習する。(60分）

事前学習：学生のための精神医学（P74-88）を読み、重要部分にマーカーする。
(30分）
事後学習：配布資料や教科書に目を通し、授業全体について復習する。(60分）

12月17日
（月）
4時限

気分障害
（成田耕介）

気分障害の種類と特徴、気分障害の症状、診断、治療

11月30日
精神機能の診かた
（片山典子）

精神疾患の分類と枠組み、精神症状の種類と診かた、さまざまな精神症状、精神科
で行う検査

事前学習：学生のための精神医学（P1-36）、精神看護学Ⅱ（P120-128）を読み、
重要部分にマーカーする。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。（60分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

11月16日

精神看護に用いる理論・モ
デル
（片山典子）

人間関係論、セルフケア理論

事前学習：精神看護学Ⅱ（P10-43）を読み、重要部分にマーカーする。　(30分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。　(60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11月9日
精神看護学の考え方
（片山典子）

精神看護学の考え方、精神看護の対象、精神医療の概況、精神保健福祉の課題

事前学習：教科書の精神看護学Ⅰ（P1-3）、精神看護学Ⅱ（P1-8）を読み、重要部
分にマーカーする。　(30分）

（概要）精神看護の対象について理解し、精神看護学の基本となる概念や人間関係論、セルフケア論などの理論について学習し、援助の基盤とな
る考え方を学ぶ。また、臨床における精神障害者に対する看護、地域で生活する精神障害者への支援、地域精神保健活動の国内外の動向について
学習する。オムニバスにより統合失調症、気分障害を中心に精神科領域に多くみられる疾患の基礎的知識と病態論を学び看護援助に生かす。（オ
ムニバス方式／全８回）
（片山典子／６回）精神看護学の基本となる概念と理論を学び、臨床における精神障害者に対する看護、または地域で生活する精神障害者への支
援、地域精神保健活動について学ぶ。
（山本晴義／２回）統合失調症、気分障害の病態、治療について学習する。

到達目標

１） 精神看護の対象や考え方を説明できる。
２） 精神看護学の基本となる概念や理論、援助の基盤となる考え方を説明できる。
３） 代表的な精神疾患と治療を説明できる。
４） 地域における精神医療福祉活動の意義と精神障害者の地域生活を支えるサービスを説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

精神看護学概論 片山典子　　成田耕介
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
１単位

（30時間）
３年前期

回数

6月11日
統合失調症患者の看護過程
の展開（4）
（井上　喬太）

個人で行った事例の目標設定と援助計画の立案をもとにグループディスカッションと発表準備

事前学習：グループワークを各自進める。　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：グループワークを進め、プレゼンテーションの準備を行う。(60分）

6月4日
不安状態のある患者の看護
（寺戸　聡子）

神経性障害の種類と特徴、不安障害・身体表現性障害の生理学モデルによる治療とその影響、
アセスメントの視点

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

5月28日
統合失調症患者の看護過程
の展開（3）
（井上　喬太）

前半：精神障害者の看護目標（期待される結果）と計画立案の方法
後半：個人で行った事例の看護診断、全体像をもとにグループディスカッション

事前学習：グループワークを各自進める。　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：グループワークを進め、プレゼンテーションの準備を行う。(60分）

5月21日
依存状態の患者の看護
（井上　喬太）

不安感情や依存の考え方、依存物質の種類、依存の段階、生活への影響、家族の特徴と支援、
活用できる社会資源、アセスメントの視点

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

5月14日
統合失調症患者の看護過程
の展開（2）
（井上　喬太）

前半：精神障害者の看護診断の方法（NANDA-Iの活用方法）
後半：個人で行った事例のアセスメントをもとにグループディスカッション

事前学習：グループワークを各自進める。　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：グループワークを進め、目標設定と援助計画の立案を行う。(60分）

5月7日

うつ状態・躁状態にある患
者、睡眠障害のある患者の
看護
（寺戸　聡子）

うつ状態・躁状態による生活への影響、不眠の影響、生理学モデルによる治療とその影響、心
理社会的援助の視点と方法、アセスメントの視点

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

4月23日
統合失調症患者の看護過程
の展開（1）
（井上　喬太）

前半：精神障害者のアセスメントの方法
後半：事例の情報をもとに、患者像についてグループディスカッション

事前学習：事前に配布された事例を熟読し、疑問点を明確にする。　　(30分）

事後学習：グループワークを進め、事例のアセスメントを行い全体像を作成する。(60分）

4月16日

幻覚・妄想のある患者の看
護（3）－統合失調症の慢
性期－
（寺戸　聡子）

慢性期にみられる生活上の影響、心理社会的援助の視点とその方法（教育的アプローチ、社会
的支援）、退院支援、アセスメントの視点

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

4月13日
2限

幻覚・妄想のある患者の看
護（2）－統合失調症の回
復期－
（井上　喬太）

回復期にみられる生活上の影響、心理社会的援助の視点とその方法（教育的アプローチ、社会
支援）、退院支援、アセスメントの視点

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

4月9日

幻覚・妄想のある患者の看
護（1）－統合失調症の急
性期－
（井上　喬太）

病期の種類、幻覚の定義と種類、急性期にみられる生活上の影響、生理学モデルによる治療と
その影響、興奮・攻撃行動、自殺企図、自傷行為を引き起こす心理・社会的問題、アセスメン
トの視点

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

精神障害を持ち入院加療中の人とその家族を対象に、精神看護学概論での学びを基に、対象を理解し、状態の安定維持、社会復帰に向けた看護援助の方法について学習
する。具体的には、自己の振り返り、集団療法、生活技能訓練（SST）、認知行動療法、地域看護、家族への援助等について学ぶ。また、精神疾患の主な症状に対する
看護について学ぶとともに統合失調症をもつ事例に対して看護過程を展開し、個別的な看護について援助のプロセスを学習する。さらに精神障害をもつ人とその家族の
QOLの向上を目的とした支援の在り方についても学習する。
（井上喬太／12回）統合失調症（急性期～回復期）、依存症、家族看護の基本的な看護援助を学び、精神障害者および家族に対して必要な看護を提供するための思考過
程を展開することができる。また看護援助を提供するうえで必要な自己の振り返りやSSTは演習をとおして学ぶ。
（寺戸聡子／3回）統合失調症（慢性期）、うつ状態・躁状態、睡眠障害、不安状態にある患者の基本的な看護援助を学ぶ。

到達目標

１） 看護者の治療的関わりの重要性、患者-看護師関係の発展過程、自己の振り返りの重要性について、自らの考えを論理的に述べることができる。
２） 自らの行動と対人関係における行動の特徴について行動科学的視点から述べることができる。
３） 精神に障害を持つ人の病気の特徴および生活上の影響を理解し、その治療法と基本的な看護援助方法を説明することができる。
４） 精神に障害を持つ対象の捉え方と看護過程についての根拠を述べることができる。
５） 精神療法およびリハビリテーション療法のうち、SSTなどの心理社会的介入を理解することができる。

講義日程 単元 内容

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

精神看護方法論Ⅰ
（主要症状への支援技術）

井上　喬太　寺戸　聡子

授業概要
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回数 講義日程 単元 内容

Ａクラス Ｂｸﾗｽ

3時限 4時限

留意事項
精神看護方法論Ⅰで学習する内容は、「コミュニケーション論」「精神保健論」「精神看護学概論」「精神
看護方法論Ⅱ」「精神看護学実習」での学習内容と関連します。また精神看護学実習の看護場面に活用でき
る内容なので、必ず事前学習を行い積極的に授業に臨んで下さい。

評価
試験65％、演習課題25％、グループワークおよびグループ課題10％を総合して評価します。
※個人課題・グループ課題を未提出の場合は、評価の対象となりませんので注意して下さい。

教科書

川野雅資編：精神看護学Ⅱ　精神臨床看護学第6版　ヌーヴェルヒロカワ(ISBN：978-4-86174-065-7)
太田保之・上野武治編：学生のための精神医学第3版　　医歯薬出版(ISBN：978-4-263-23591-1)
T. ヘザー・ハードマン (編集),  上鶴 重美 (編集)：NANDA-I看護診断 定義と分類 2015-2017　第10版
医学書院（ISBN：978-4-260-02088-6）

参考図書など

山本勝則編著：看護実践のための根拠がわかる精神看護技術　第2版　メヂカルフレンド社（ISBN：978-4-
8392-1587-3）
宇佐美しおり編著：オレムのセルフケアモデル事例を用いた看護過程の展開　ヌーヴェルヒロカワ（ISBN:
978-4-902085-57-0）
前田ケイ：基本から学ぶSST　星和書店（ISBN: 978-4-7911-0849-7）
岡田 佳詠：進め方と方法がはっきりわかる看護のための認知行動療法　医学書院（ISBN: 978-4-260-
01482-3）

7月6日
4限

看護が用いる治療技術
（2）
－SSTの理論と演習－
（井上　喬太）

SST演習（グループ演習）

事前学習：グループ演習に関する教科書の該当箇所を読み、目的・方法を理解しておく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：グループ演習や資料、教科書など授業全体について復習し、演習課題を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

7月6日
3限

看護が用いる治療技術
（1）
－SSTの理論と演習－
（井上　喬太）

SSTの理論背景、SSTの留意事項

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

6月29日
4限

自己の振り返りの意義とそ
の方法（2）
（井上　喬太）

ロールプレイングおよび観察学習、プロセスレコードの記述

事前学習：面接技法、方法を計画してくる。　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料や事前課題で行ったプロセスレコードなどの振り返りを通し、授業全体に
ついて復習する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

6月29日
3限

自己の振り返りの意義とそ
の方法（1）
（井上　喬太）

看護者の治療的関わりの重要性、患者-看護師関係の発展過程、自己の振り返りの意義と方
法、プロセスレコードの活用方法

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

統合失調症患者の看護過程
の展開（5）
（井上　喬太）

成果報告（グループ毎にプレゼンテーション）、まとめ

6月22日 事前学習：グループワークを各自進める。　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：発表内容や資料、教科書のなど授業全体について復習しグループ課題を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数

留意事項
精神看護方法論Ⅱで学習する内容は、「精神保健論」「精神看護学概論」「精神看護方法論Ⅰ」
「精神看護学実習」での学習内容と関連します。また精神看護学実習の看護場面に活用できる内
容なので、必ず事前学習を行い積極的に授業に臨んで下さい。

評価
試験60％、個人課題30％、グループワークおよびグループ課題10％を総合して評価します。
※個人課題・グループ課題を未提出の場合は、評価の対象となりませんので注意して下さい。

教科書
精神看護学Ⅰ精神保健学第6版　吉松和哉、小泉典章、川野雅資編　ヌーベルヒロカワ(ISBN:978-

精神看護学Ⅱ精神臨床看護学第6版　川野雅資編　ヌーベルヒロカワ(ISBN:978-4-86174-065-7)

参考図書など

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（ISBN: 978-4-7724-1346-6）
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（ISBN: 978-4-7724-1255-1）
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（ISBN: 978-4-260-02798-4）
精神科訪問看護 (Q&Aと事例でわかる訪問看護)　公益財団法人日本訪問看護財団監修　萱間真美
著　中央法規出版（ISBN: 978-4-8058-5150-0）
その他は適宜紹介する。

7月6日 精神科訪問看護

地域生活支援と精神科訪問看護の現況、 在宅精神障害者・児と家族の特性ならびに健
康課題の特徴、在宅ケア・看護実践の特質、アセスメントの要素

事前学習：精神保健論、精神看護概論の関連の講義内容について再度見直しをする。
（30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

7月2日
3限

精神領域における家族支
援

家族支援の意義、教育的介入、患者家族関係

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。　　　　(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(　60分）

6月29日

リカバリーモデルによる
援助技法（3）
-WRAPの概念と演習-

グループ毎にプレゼンテーション

事前学習：グループ毎にプレゼンテーションの準備を行い、指示された提出日にグ
ループ発表の資料を提出する【グループ課題２】。(60分）

事後学習：配布資料や教科書の内容をふまえ、授業で提示するレポート課題を行う。
指定された提出日に提出する【個人課題４】。(60分）

6月22日
講義室
13・14

リカバリーモデルによる
援助技法（2）
-WRAPの概念と演習-

事例の情報をもとにグループディスカッション

事前学習：地域で生活する精神障害者のクライシスプランとは何かについて調べ、資
料を持参する【事前個人課題３】。(60分）

事後学習：各自グループワークに必要な学習を進める(60分）

6月15日
講義室
13・14

リカバリーモデルによる
援助技法（1）
-WRAPの概念と演習-

WRAPの概念、Wellness Toolbox、キーコンセプト、自己管理プラン、引き金、注意サ
イン、クライシスプラン

事前学習：精神看護方法論Ⅱ第3回のリカバリー・ストレングスモデルの概念間の関連
についての講義内容について復習する。（30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

6月8日
ストレングスモデルの実
践演習

グループ毎にプレゼンテーション

事前学習：効果的なプレゼンテーションが行えるように発表原稿を作成し、各自準備をする。　(30分）　

事後学習：配布資料や教科書の内容をふまえ、授業で提示するレポート課題を行う。
指定された提出日に提出する【個人課題２】。(60分）

6月1日
限

講義室
13・14

リカバリー・ストレング
スモデル

リカバリー・ストレングスモデルの概念間の関連、ストレングスモデルの目的、原
則、ストレングスアセスメント、個別計画
※講義、事例の情報をもとにグループディスカッション

事前学習：精神看護概論で学修したストレングスモデル、リカバリ－モデル、エンパ
ワメント概念のプリント、該当テキストを復習する。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。グループ毎に
プレゼンテーションの準備を行い、指示された提出日にグループ発表の資料を提出す
る【グループ課題１】(60分）

6月1日 社会復帰に向けた援助

退院支援のプロセス、社会復帰に向けたチーム医療、就労支援、活用できる社会資源

事前学習：日本における就労支援状況について調べ、資料を持参する【事前個人課題
１】。(60分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

精神疾患を持つ患者の社会復帰に向けた援助と社会に適応し自立をめざして生活を維持していくための支援の方法について学習する。また、活用できる諸制
度、マンパワー、チーム医療等社会資源の有効活用の方法についても学習する。

到達目標

1）精神に障害を持つ人の社会復帰に向けた支援方法を説明できる。
2）精神科看護実践の基本となる理論モデルについて説明できる。
3）精神に障害を持つ人が地域で生活するための援助及び資源について説明できる。

講義日程 単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

精神看護方法論Ⅱ
（社会生活適応への支援）

片山　典子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
2単位

（90時間）
３年後期

教科書

川野雅資編：精神看護学Ⅱ 精神臨床看護学第6版　ヌーヴェルヒロカワ(ISBN: 978-4-86174-

太田保之・上野武治編：学生のための精神医学第3版　医歯薬出版(ISBN: 978-4-263-23591-1)
川野雅資編：精神症状のアセスメントとケアプラン：32の症状とエビデンス集　メヂカルフレ
ンド社(ISBN: 978-4-8392-1470-8）
T. ヘザー・ハードマン (編集),  上鶴 重美 (編集)：NANDA-I看護診断 定義と分類 2018-2020
第11版　医学書院（ISBN: 978-4-260-03443297-8）

参考図書など

萱間真美編：パーフェクト臨床実習ガイド精神看護　第2版　照林社（ISBN:978-4-796-52341-
7）
その他は、実習ガイダンス等で適宜紹介する。

留意事項
・事前学習内容：実習ガイダンスで提示する。
・事後学習内容：担当した患者の疾患治療、看護について整理し、今後に役立てる。
・留意事項：先修要件を満たしていること。

評価 実習評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

精神看護学実習 片山典子　 井上喬太　寺戸聡子

授業概要

精神科病院および地域リハビリテーション施設等の機能を知るとともに、精神疾患をもつ患者の回復過程、社会復帰および状態安定の維
持に必要な看護援助について学習する。精神の健康に障害をもつ人の把握においては、全体的印象、背景情報、身体諸機能、精神状態、
発達課題その達成、受けている医療に対する反応、持っている力の７つの側面から情報収集し、健康課題を明確にし、一つ以上の健康課
題について対象とともにケアプランを立案し看護を実施・評価する。

到達目標

1．患者との対人関係の発展段階を理解し、治療的関わりを学ぶ。
2．精神に障害を持つ患者の急性期、回復期、慢性期の特徴を理解し、精神の健康回復のために必要な援助を行うことができる。
3．精神保健福祉における看護の役割・機能を学ぶ。
4．精神障害者の人権について理解し、実践を通して倫理観を養う。

授業の進め方

1.実習期間：2週間
2.実習施設：湘南東部総合病院、ティー・エイチ・ピーメディカルクリニック（メンタルヘルスデイケア）、
  ハローワーク横浜
3.実習内容
　1）病棟実習では、一人の患者を受持ち、看護過程を展開する。
　2）デイケア実習では、デイケアを利用する利用者の活動状況や看護の実際を学ぶ。
　3）ハローワーク実習では、精神障害者の就労状況や就労支援の実際を見学し、精神障害者の
     職業的自立と社会参加について考えを深める。
4.実習の展開
　1）1週目：病棟実習5日
　2）2週目：デイケア実習3日、ハローワーク実習１日
　※1）と 2）はグループにより、逆になる。
5.記録提出
　実習最終日の翌日の土曜日17時
6.その他
　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する。

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
2単位

（90時間）
３年後期

教科書

川野雅資編：精神看護学Ⅱ 精神臨床看護学第6版　ヌーヴェルヒロカワ(ISBN: 978-4-86174-
065-7)
太田保之・上野武治編：学生のための精神医学第3版　医歯薬出版(ISBN: 978-4-263-23591-1)
川野雅資編：精神症状のアセスメントとケアプラン：32の症状とエビデンス集　メヂカルフレ
ンド社(ISBN: 978-4-8392-1470-8）
T. ヘザー・ハードマン (編集),  上鶴 重美 (編集)：NANDA-I看護診断 定義と分類 2018-2020
第11版　医学書院（ISBN: 978-4-260-03443297-8）

参考図書など

萱間真美編：パーフェクト臨床実習ガイド精神看護　第2版　照林社（ISBN:978-4-796-52341-
7）
その他は、実習ガイダンス等で適宜紹介する。

留意事項
・事前学習内容：実習ガイダンスで提示する。
・事後学習内容：担当した患者の疾患治療、看護について整理し、今後に役立てる。
・留意事項：先修要件を満たしていること。

評価 実習評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

授業科目区分：看護･専門科目Ⅱ・専門看護学・必修

授業科目名 担当教員

精神看護学実習 片山典子　 井上喬太　寺戸聡子

授業概要

精神科病院および地域リハビリテーション施設等の機能を知るとともに、精神疾患をもつ患者の回復過程、社会復帰および状態安定の維
持に必要な看護援助について学習する。精神の健康に障害をもつ人の把握においては、全体的印象、背景情報、身体諸機能、精神状態、
発達課題その達成、受けている医療に対する反応、持っている力の７つの側面から情報収集し、健康課題を明確にし、一つ以上の健康課
題について対象とともにケアプランを立案し看護を実施・評価する。

到達目標

1．患者との対人関係の発展段階を理解し、治療的関わりを学ぶ。
2．精神に障害を持つ患者の急性期、回復期、慢性期の特徴を理解し、精神の健康回復のために必要な援助を行うことができる。
3．精神保健福祉における看護の役割・機能を学ぶ。
4．精神障害者の人権について理解し、実践を通して倫理観を養う。

授業の進め方

1.実習期間：2週間
2.実習施設：湘南東部総合病院、ティー・エイチ・ピーメディカルクリニック（メンタルヘルスデイケア）、
  ハローワーク横浜
3.実習内容
　1）病棟実習では、一人の患者を受持ち、看護過程を展開する。
　2）デイケア実習では、デイケアを利用する利用者の活動状況や看護の実際を学ぶ。
　3）ハローワーク実習では、精神障害者の就労状況や就労支援の実際を見学し、精神障害者の
     職業的自立と社会参加について考えを深める。
4.実習の展開
　1）1週目：病棟実習5日
　2）2週目：デイケア実習3日、ハローワーク実習１日
　※1）と 2）はグループにより、逆になる。
5.記録提出
　実習最終日の翌日の土曜日17時
6.その他
　詳細は実習要綱および実習ガイドラインを参照する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
２年後期

回数 講義日程

留意事項

・毎回、リアクションペーパーを提出（目的：授業の質の向上、疑問の解消）
・出席状況（６回以上出席で試験受験資格あり）
・試験（６０点以上合格）
・課題提出状況で評価時の点数加算あり（試験合格者のみ有効）

評価 出席状況、試験、課題提出状況などによって評価する

教科書 石垣和子、上野まり編：看護学テキストNice　在宅看護論　改訂第2版　南江堂　2017年

参考図書など 適宜紹介する

11月26日
（月）

まとめ

在宅看護学の理解を深める

事前学習：これまでの講義で感じた疑問をまとめてくる　　　　　　(15分）

事後学習：国家試験の過去問題等を利用して試験の準備をする　　　(30分）

11月19日
（月）

在宅看護活動の課題と展
望

現在の在宅看護活動が抱える課題と展望

事前学習：数年後訪問看護師となった自分をイメージし課題をまとめる(15分）

事後学習：現状と課題、展望について、自分の考えをまとめる　　　　(15分）

11月12日
（月）

在宅看護における多職種
連携２

多様な社会資源とつながる訪問看護活動の実際

事前学習：教科書の該当ページを読んでくる　　(10分）

課題：地域包括ケアシステム図の多職種と訪問看護の連携の具体例を考えて
記述する
　　　（Ａ４ 1枚両面使用可/提出期限：　　/   まで）

11月5日
（月）

在宅看護における多職種
連携１

地域包括ケアシステムにおける多職種・多機関との連携

事前学習：教科書の該当ページを読んでくる　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：地域包括ケアシステムにおける多職種・多機関の役割を説明する(20分）

10月29日
（月）

在宅看護に関連する法制
度２医療保険制度

医療保険制度による訪問看護活動

事前学習：教科書の該当ページを読んでくる　　　　　　　　　　(15分）

課題：在宅療養者が利用できるサービスを調べ、わかりやすく説明できるよ
うにまとめる（Ａ4用紙枚数自由　提出期限　　/　　まで）

10月22日
（月）

在宅看護に関連する法制
度１介護保険制度

介護保険制度による訪問看護活動

事前学習：教科書の該当ページを読んでくる　　　　　　　　　　(15分）

事後学習：介護保険制度による訪問看護の流れを図を用いて説明する(15分）

10月15日
（月）

在宅看護の対象と活動の
場

訪問看護サービスの利用者とその家族、サービス提供の場について


事前学習：利用者となる人はどんな人か、考えてくる

事後学習：訪問看護の対象者が、どんな場に存在しているのかを説明する（10分）

　在宅看護の理念・目的、在宅看護の背景、変遷など在宅看護学の基礎的概念や歴史について学ぶ。さらに、現行の在宅看護に関わ
る諸制度を理解し、在宅看護の場、活動内容、他職種、多機関との連携・協働の必要性を学習することにより、少子超高齢社会にお
いて、地域で活動する訪問看護師への社会がもつニーズと、訪問看護師の果たす役割を理解する。

到達目標

１） 在宅看護学のこれまでの発展の経緯を理解できる。
２） 訪問看護活動の背景となる諸制度や法的基盤について理解できる。
３） 在宅看護に求められる社会のニーズ（地域包括ケアシステムの中で活躍できる看護師）と、在宅看護活動を担う訪問看護師の
     役割を理解できる。

単元 内容

10月1日
（月）

在宅看護の歴史・変遷

看護の歴史と並行した訪問看護の歴史について

課題：これまでの自分が持っていた訪問看護のイメージと1回目の授業を聞
いた後のイメージの変化について記述する
（Ａ4版1枚字数自由、提出期限　　/　　まで）

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

在宅看護学概論 上野　まり
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授業形態 単位数
(時間数）

配当年次

演習
1単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

留意事項

・演習時の服装は、在宅看護学実習と同様の服装で、上は白色、淡い色の無地のポロシャツなければ白衣、下は黒
色、紺色、ベージュ色の無地のパンツスタイルなければ白衣、靴はナースシューズで受講すること。指示通りの服
装ができてない場合には演習には参加できないので、欠席とみなす。
・演習は、1グループ5～6人編成で16グループで行う。

評価 試験によって評価する

教科書 石垣和子、上野まり編：看護学テキストNice　在宅看護論　南江堂　２０１７年

参考図書など 適宜紹介する

5月23日

・まとめ・試験範囲について
過去問出題とまとめ

事前学習：これまでの疑問をまとめてくる　　　　　　　　　　　　(20分）

事後学習：国家試験の過去問題等を利用して試験の準備をする　　　(60分）

5月16日

・小児への在宅看護
第Ⅵ章６、小児在宅看護

事前学習：教科書186～197ページを読んでくる(15分）

事後学習：在宅療養生活を送る小児と家族へのケアについて復習する(20分）

5月9日

・精神科訪問看護と服薬管理
・在宅における感染管理と予防

第Ⅵ章７、第Ⅶ章１
精神科訪問看護・お薬手帳・お薬カレンダー・服薬ボックス・在宅の感染管理

事前学習：教科書198～207、218～224、337～346、370～373ページの該当部分を読んでくる（15分）

事後学習：在宅で遭遇しやすい感染症について概略を説明できるようにしておく(30分）

5月2日

・演習Ⅲ
在宅における医療と機器管理

　

第Ⅶ章２、３、４、６、９、10
⑤疼痛管理⑥褥瘡管理⑦経管栄養管理・在宅中心静脈栄養法⑧在宅酸素療法・在宅人工呼吸器管理
（輸液ポンプ・被覆保護材・胃瘻・在宅酸素吸入器・ポート・持続皮下注射・在宅人工呼吸器）

事前学習：教科書225～249、258～266、277～290ページの該当部分を読んでくる（15分）

事後学習：復習が必要と思った技術について、理解できるまで繰り返し学習する（60分）

4月25日

・演習の復習
・死とエンドオブライフ、ター
ミナルケア

演習の振り返り
第Ⅱ章３：死の捉え方とエンドオブライフケア、ターミナルケア

事前学習：教科書20～23、208～216ページを読んでくる（10分）

事後学習：自分の死の捉え方や自分や家族等の終生期の暮らしと死の迎え方について考える(30分）

4月18日

・演習Ⅱ
在宅における日常生活援助技術
排泄，環境整備

第Ⅶ章７、Ⅷ章２、
③排泄（摘便・膀胱留置カテーテル・様々なおむつの種類・安楽尿器・スカットクリーン）
④環境整備（シーツ・寝衣・おむつの同時交換・クッション類による良肢位保持）

事前学習：教科書267～272、301～310ページの該当部分を読んでくる（15分）　　　　　　

事後学習：復習が必要と思った技術をマスターできるまで繰り返し練習する（60分）

事後学習：実習で出会った患者と自分の援助関係形成について振り返り、考察する（15分）

4月11日

・演習Ⅰ
在宅における日常生活援助技術
清潔・移動

第Ⅷ章　１、２、５
①清潔（手作り洗髪機・手足浴）
②移動（床上移動・座位保持・車椅子移乗）

事前学習：教科書311～316、324～330ページの該当部分を読んでくる（15分）

事後学習：復習が必要と思った技術をマスターできるまで繰り返し練習する（60分）

4月4日

・オリエンテーション
・在宅療法と家族支援

在宅看護学概論の復習と在宅看護方法論Ⅰの進め方について
第Ⅳ章３．在宅療法と家族支援

事前学習：教科書118～121ページの該当部分を読んでくる（15分）

自宅で療養生活を送る人とその家族に対する基礎的援助技術について学習する。また、在宅療養者の多様な価値観・療養環境等に配慮した援
助の在り方について知識・技術に経験や創造性を加味し諸条件に合った援助とはどのようなものかについて探求する。

到達目標

１） 様々な在宅療養者に対する援助の基本を理解することができる。
２） 個々の利用者の療養生活の安定を図るために、適切で具体的な援助方法をイメージすることができる。
３） 在宅療養者に求められている看護職としての役割を認識し、医療依存度の高い療養者に対する在宅医療の意義と具体的な看護について
     学ぶことができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

在宅看護方法論Ⅰ 上野まり・塚原ゆかり
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授業形態 単位数
(時間数）

配当年次

演習
1単位

（30時間）
４年前期

回数 講義日程

留意事項
6月初旬からの在宅看護学実習は、提出物による評価と5月31日の筆記試験の合計点が60点以上でなければ、
履修することができないので、積極的に学習し、疑問点は教員に質問して必ず解決しておくこと。

評価 提出物：50％、筆記試験：50％　で評価し、合計60点以上を合格とする。

教科書 石垣和子、上野まり編：看護学テキストNice　在宅看護論　南江堂　2016年（2年次に使用した教科書）

参考図書など 正野逸子、本田彰子編著：関連図で理解する在宅看護過程　メジカルフレンド社　2014年

5月31日
（木）

１０．看護計画発表会（まとめ） 課題提出した5事例について、Gごとに発表し、全員で意見交換する。

試験 2コマ目の60分間で試験を実施
事前学習：課題発表の準備と試験勉強（2時間以上）

60分筆記試験（50点満点）

5月24日
（木）

９．認知症高齢者への在宅看護
　　過程の展開

⑨認知症高齢者への在宅看護過程の展開演習（p143）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月28日（月）17時まで

事前学習：認知症高齢者の在宅療養事例を読み、看護過程をイメージする。（10分）

事後学習：課題：認知症高齢者の在宅看護計画立案まで仕上げる。（60分）

5月17日
（木）

８．人工呼吸器を装着した小児
　　への在宅看護過程の展開

⑧人工呼吸器を装着した小児への在宅看護過程の展開演習（ｐ177）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月21日（月）17時まで

事前学習：小児の事例を事前に読み看護過程をイメージする。（10分）

事後学習：課題：小児の在宅看護計画立案まで仕上げる。（60分）

９ 5月10日
（木）

７．神経難病患者への在宅看護
　　過程の展開

⑦ＡＬＳ患者への在宅看護過程の展開演習（ｐ160）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月14日（月）17時まで

事前学習：（10分）ＡＬＳ患者の事例を事前に読み看護過程をイメージする

事後学習：（60分）課題：神経難病患者の在宅看護計画立案まで仕上げる

７
８

4月26日
（木）

６．がん患者への在宅看護過程の
　　展開

⑥がん患者の在宅看護過程の展開演習）（ｐ146）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月7日（月）17時

事前学習：がん患者の事例を事前に読み看護過程をイメージする。（10分）

事後学習：課題：がん患者の在宅看護計画立案まで仕上げる。（60分）

５
６

4月19日
（木）

５．寝たきり高齢者への在宅看護
　　過程の展開

⑤寝たきり高齢者の看護過程の展開演習（p131）
（財団方式・4側面から見るアセスメント方法を用いて）
●看護過程の展開（課題）　提出締切：4月24日（火）17時

事前学習：ｐ308－320、329－336を読んで理解しておく。（15分）

事後学習：課題：寝たきり高齢者のアセスメントから計画立案まで仕上げる。（60分）

事後学習：訪問看護ステーションについて他者に説明する。疑問を解決する。（15分）

３
４

4月12日
（木）

３．在宅における看護過程の展開

４．在宅看護における倫理的課題

③在宅看護過程
④在宅看護における倫理について

事前学習：教科書ｐ111－117を事前に読み、疑問を明確にしておく。（10分）

事後学習：在宅における看護過程の展開の特徴を説明する。（15分）

２
4月5日
（木）

１．訪問看護ステーション

２．在宅看護の姿勢と考え方

①訪問看護ステーションの経営と管理
②訪問看護師に必要なヘルスアセスメントと自立支援の視点

事前学習：教科書ｐ24－27、101－110を事前に読み、疑問を明確にしておく。（10分）

在宅看護を必要とする人々の、身体的、精神・心理的、社会的特徴を理解し、発生しやすい健康問題について学ぶ。また、在宅療養者の
療養生活を支援するためのフィジカルアセスメントを学習し、事例で看護過程を展開することにより、訪問看護師に必要な論理的思考や
問題解決能力を養う。また、健康・医療・福祉活動の中での在宅看護の役割を理解し、関係職種との連携・チームケアについて学習す
る。

到達目標

１）在宅看護を必要とする人々の身体・心理・社会・家族介護面の4側面から情報を取集し、整理することができる。
２）在宅療養者のアセスメントツール（成人用）を用いてアセスメントし、看護課題を抽出・統合して、最終的に在宅療養者と家族が納
得
　　できるように、看護計画の具体策まで説明しながら提示することができる。
３）療養者や家族に対する予防的視点や倫理的視点に留意しながら、看護過程が展開できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

在宅看護方法論Ⅱ 上野まり・塚原ゆかり

授業形態 単位数
(時間数）

配当年次

演習
1単位

（30時間）
４年前期

回数 講義日程

4月5日

（木）

3-4限

4月9日

(月)

1-2限

4月16日

(月)

1-2限

4月26日

（木）

3-4限

5月7日

(月)

1-2限

5月17日

（木）

3-4限

5月24日

（木）

3-4限

15

5月31日

（木）

3-4限

留意事項
6月初旬からの在宅看護学実習は、提出物による評価と5月31日の筆記試験の合計点が60点以上でなければ、
履修することができないので、積極的に学習し、疑問点は教員に質問して必ず解決しておくこと。

評価 提出物：50％、筆記試験：50％　で評価し、合計60点以上を合格とする。

教科書 石垣和子、上野まり編：看護学テキストNice　在宅看護論　南江堂　2016年（2年次に使用した教科書）

参考図書など 正野逸子、本田彰子編著：関連図で理解する在宅看護過程　メジカルフレンド社　2014年

１０．看護計画発表会（まとめ） 課題提出した5事例について、Gごとに発表し、全員で意見交換する。

試験 2コマ目の60分間で試験を実施
事前学習：課題発表の準備と試験勉強（2時間以上）

60分筆記試験（50点満点）

13
14

９．認知症高齢者への在宅看護
　　過程の展開

⑨認知症高齢者への在宅看護過程の展開演習（p143）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月28日（月）17時まで

事前学習：認知症高齢者の在宅療養事例を読み、看護過程をイメージする。（10分）

事後学習：課題：認知症高齢者の在宅看護計画立案まで仕上げる。（60分）

11
12

８．人工呼吸器を装着した小児
　　への在宅看護過程の展開

⑧人工呼吸器を装着した小児への在宅看護過程の展開演習（ｐ177）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月21日（月）17時まで

事前学習：小児の事例を事前に読み看護過程をイメージする。（10分）

事後学習：課題：小児の在宅看護計画立案まで仕上げる。（60分）

９
10

７．神経難病患者への在宅看護
　　過程の展開

⑦ＡＬＳ患者への在宅看護過程の展開演習（ｐ160）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月14日（月）17時まで

事前学習：（10分）ＡＬＳ患者の事例を事前に読み看護過程をイメージする

事後学習：（60分）課題：神経難病患者の在宅看護計画立案まで仕上げる

７
８

６．がん患者への在宅看護過程の
　　展開

⑥がん患者の在宅看護過程の展開演習）（ｐ146）（ＧＷ）
●看護過程の展開（課題）提出締切：5月7日（月）17時

事前学習：がん患者の事例を事前に読み看護過程をイメージする。（10分）

事後学習：課題：がん患者の在宅看護計画立案まで仕上げる。（60分）

５
６

５．寝たきり高齢者への在宅看護
　　過程の展開

⑤寝たきり高齢者の看護過程の展開演習（p131）
（財団方式・4側面から見るアセスメント方法を用いて）
●看護過程の展開（課題）　提出締切：4月24日（火）17時

事前学習：ｐ308－320、329－336を読んで理解しておく。（15分）

事後学習：課題：寝たきり高齢者のアセスメントから計画立案まで仕上げる。（60分）

事後学習：訪問看護ステーションについて他者に説明する。疑問を解決する。（15分）

３
４

３．在宅における看護過程の展開

４．在宅看護における倫理的課題

③在宅看護過程
④在宅看護における倫理について

事前学習：教科書ｐ111－117を事前に読み、疑問を明確にしておく。（10分）

事後学習：在宅における看護過程の展開の特徴を説明する。（15分）

1
２

１．訪問看護ステーション

２．在宅看護の姿勢と考え方

①訪問看護ステーションの経営と管理
②訪問看護師に必要なヘルスアセスメントと自立支援の視点

事前学習：教科書ｐ24－27、101－110を事前に読み、疑問を明確にしておく。（10分）

在宅看護を必要とする人々の、身体的、精神・心理的、社会的特徴を理解し、発生しやすい健康問題について学ぶ。また、在宅療養者の
療養生活を支援するためのフィジカルアセスメントを学習し、事例で看護過程を展開することにより、訪問看護師に必要な論理的思考や
問題解決能力を養う。また、健康・医療・福祉活動の中での在宅看護の役割を理解し、関係職種との連携・チームケアについて学習す
る。

到達目標

１）在宅看護を必要とする人々の身体・心理・社会・家族介護面の4側面から情報を取集し、整理することができる。
２）在宅療養者のアセスメントツール（成人用）を用いてアセスメントし、看護課題を抽出・統合して、最終的に在宅療養者と家族が納
得
　　できるように、看護計画の具体策まで説明しながら提示することができる。
３）療養者や家族に対する予防的視点や倫理的視点に留意しながら、看護過程が展開できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

在宅看護方法論Ⅱ 上野まり・塚原ゆかり
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

留意事項

・毎回、リアクションペーパーを提出（目的：授業の質の向上、疑問の解消）
・試験（60点以上合格）
・事前学習課題の提出で評価時の点数を加算する（5点×6回＝30点）
・第1、2、5、6回目の授業の際は下腿(膝下)を出しやすい服装で参加し、第1、2回の授業の際はペディ
キュアを落としてくること
・第2回目の授業までに、各自、足爪を伸ばしてくること

評価 出席状況、試験、課題提出状況などによって評価する

教科書 石垣和子、上野まり編：看護学テキストNice　在宅看護論　南江堂　2016年

参考図書など 適宜紹介する

5月29日
3限

在宅療養者と家族の支援方
法２

事例による在宅医療支援における在宅療養者と家族に対する対応（プレゼンテーション）

事前学習：各事例による在宅医療支援における在宅療養者と家族に対する対応をA4用紙2～
3枚にまとめる【授業後提出】(60分）

事後学習：グループ発表と授業の内容をまとめ、整理する(30分）

5月22日
3限

在宅療養者と家族の支援方
法１

事例による在宅医療支援における在宅療養者と家族に対する対応（グループワーク）

事前学習：教科書P102～110を復習してくる(20分）

事後学習：グループワークを進めて、プレゼンテーションの準備を行う(60分）

5月15日
3限

在宅療養者に対する
苦痛を緩和するケア３

リンパ循環と在宅療養者における苦痛を緩和するためのマッサージ（演習）

事前学習：リンパ系に関する人体の構造と機能をA4用紙1枚にまとめる【授業後提出】(60
分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

5月8日
3限

在宅療養者に対する
苦痛を緩和するケア２

在宅療養者における苦痛を緩和するためのアロママッサージ（アロマトリートメント）と
フットマッサージ（演習）

事前学習：アロママッサージ（アロマトリートメント）の作用について調べてA4用紙1枚に
まとめる【授業後提出】(60分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

5月1日
3限

在宅療養者に対する
苦痛を緩和するケア１

在宅療養者における苦痛を緩和するためのアロマセラピーとハンドマッサージ（演習）

事前学習：アロマセラピーとはどのような療法か、作用経路、精油、植物油について調べ
てA4用紙1枚にまとめる【授業後提出】(60分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

4月24日
3限

在宅医療支援としての在宅
療養者に対する疼痛管理
薬物療法と補完療法

在宅療養者に対する疼痛管理における薬物療法と補完療法（P253-259）

事前学習：①教科書P253～259を読んでくる、②補完療法について調べてA4用紙1枚にまと
める【授業後提出】(60分）

事後学習：講義の内容をまとめ、整理する(30分）

事後学習：講義の内容をまとめ、整理する(30分）

4月17日
3限

在宅療養者に対する
フットケア２

在宅療養者に対するフットケアの実際～足浴、足爪切り、ヤスリ掛け（演習）～（P296-
297）

事前学習：教科書P293～299を読んでくる(15分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

4月10日
3限

在宅療養支援としての
フットケア１

在宅療養者に対するフットケアの目的と特徴、フットケアと転倒予防（P.293-295）

事前学習：ヘルスアセスメントの項目(P.295)に沿って、自分の足を評価し、A4用紙1枚に
まとめる【授業後提出】(60分）

自宅で在宅酸素療法、気管切開、吸引、経管栄養法、胃瘻の管理、在宅中心静脈栄養法、膀胱留置カテーテル等の医療処置
を受けながら療養する人ならびに家族等に対し、自宅で使用する医療・福祉機器を安全かつ有効に使用するための知識、技
術ならびに療養者や家族への指導上のポイント等について学習する。さらに、緩和ケア、家族ケアの方法について学習す
る。

到達目標

１） 様々な在宅療養者と家族に対するより具体的な援助方法を理解することができる。
２） 医療依存度の高い療養者に対する在宅医療の意義と具体的な看護について学ぶことができる。
３） 在宅療養者と家族の希望する生活と健康上の課題に折り合いをつけながら、看護を提供することを理解できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

在宅看護方法論Ⅲ
(在宅医療機器論)

塚原　ゆかり

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

演習
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

留意事項

・毎回、リアクションペーパーを提出（目的：授業の質の向上、疑問の解消）
・試験（60点以上合格）
・事前学習課題の提出で評価時の点数を加算する（5点×6回＝30点）
・第1、2、5、6回目の授業の際は下腿(膝下)を出しやすい服装で参加し、第1、2回の授業の際はペディ
キュアを落としてくること
・第2回目の授業までに、各自、足爪を伸ばしてくること

評価 出席状況、試験、課題提出状況などによって評価する

教科書 石垣和子、上野まり編：看護学テキストNice　在宅看護論　南江堂　2016年

参考図書など 適宜紹介する

8
5月29日

4限
在宅療養者と家族の支援方
法２

事例による在宅医療支援における在宅療養者と家族に対する対応（プレゼンテーション）

事前学習：各事例による在宅医療支援における在宅療養者と家族に対する対応をA4用紙2～
3枚にまとめる【授業後提出】(60分）

事後学習：グループ発表と授業の内容をまとめ、整理する(30分）

7
5月22日

4限
在宅療養者と家族の支援方
法１

事例による在宅医療支援における在宅療養者と家族に対する対応（グループワーク）

事前学習：教科書P102～110を復習してくる(20分）

事後学習：グループワークを進めて、プレゼンテーションの準備を行う(60分）

6
5月15日

4限
在宅療養者に対する
苦痛を緩和するケア３

リンパ循環と在宅療養者における苦痛を緩和するためのマッサージ（演習）

事前学習：リンパ系に関する人体の構造と機能をA4用紙1枚にまとめる【授業後提出】(60
分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

5
5月8日
4限

在宅療養者に対する
苦痛を緩和するケア２

在宅療養者における苦痛を緩和するためのアロママッサージ（アロマトリートメント）と
フットマッサージ（演習）

事前学習：アロママッサージ（アロマトリートメント）の作用について調べてA4用紙1枚に
まとめる【授業後提出】(60分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

4
5月1日
4限

在宅療養者に対する
苦痛を緩和するケア１

在宅療養者における苦痛を緩和するためのアロマセラピーとハンドマッサージ（演習）

事前学習：アロマセラピーとはどのような療法か、作用経路、精油、植物油について調べ
てA4用紙1枚にまとめる【授業後提出】(60分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

3
4月24日

4限

在宅医療支援としての在宅
療養者に対する疼痛管理
薬物療法と補完療法

在宅療養者に対する疼痛管理における薬物療法と補完療法（P253-259）

事前学習：①教科書P253～259を読んでくる、②補完療法について調べてA4用紙1枚にまと
める【授業後提出】(60分）

事後学習：講義の内容をまとめ、整理する(30分）

事後学習：講義の内容をまとめ、整理する(30分）

2
4月17日

4限
在宅療養者に対する
フットケア２

在宅療養者に対するフットケアの実際～足浴、足爪切り、ヤスリ掛け（演習）～（P296-
297）

事前学習：教科書P293～299を読んでくる(15分）

事後学習：講義・演習の内容をまとめ、整理する(30分）

1
4月10日

4限
在宅療養支援としての
フットケア１

在宅療養者に対するフットケアの目的と特徴、フットケアと転倒予防（P.293-295）

事前学習：ヘルスアセスメントの項目(P.295)に沿って、自分の足を評価し、A4用紙1枚に
まとめる【授業後提出】(60分）

自宅で在宅酸素療法、気管切開、吸引、経管栄養法、胃瘻の管理、在宅中心静脈栄養法、膀胱留置カテーテル等の医療処置
を受けながら療養する人ならびに家族等に対し、自宅で使用する医療・福祉機器を安全かつ有効に使用するための知識、技
術ならびに療養者や家族への指導上のポイント等について学習する。さらに、緩和ケア、家族ケアの方法について学習す
る。

到達目標

１） 様々な在宅療養者と家族に対するより具体的な援助方法を理解することができる。
２） 医療依存度の高い療養者に対する在宅医療の意義と具体的な看護について学ぶことができる。
３） 在宅療養者と家族の希望する生活と健康上の課題に折り合いをつけながら、看護を提供することを理解できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

在宅看護方法論Ⅲ
(在宅医療機器論)

塚原　ゆかり
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数 講義日程

留意事項
これまでの生活体験や学習体験を学問として捉え直し、興味を持てるように事例を用いて展開します。
毎回提示する小レポートは授業後早めに取り組み、確実に理解しましょう。

評価 小レポート15点☓5回+課題レポート25点。合格点に達しなかった場合、再提出はありません。

教科書
①鈴木和子ほか(2012)家族看護学　理論と実践　第4版、日本看護協会出版会(978-4-8180-1697-2)
②牛田貴子(2009)ケア場面で考える家族看護の展開、エス・エム・エス(978-4938-93673-0)購入済み

参考図書など 松原まなみ・田中千絵(2015)周産期・子育て期の家族支援、メディカ出版(978-4-8404-5456-8)

7月24日
4限

さまざまな場面での家族
看護の実際

救急医療・集中治療の場における家族への看護(①p.226-248)、終末期患者の家族
への看護(①p.296-172)、小レポートの返却、説明
　　　　　*課題レポート提出　18時

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　　　   　(30分）

事後学習：返却された小レポートの理解不足箇所を明確にする。(30分）

7月17日
4限

家族看護過程

家族看護アセスメント-計画立案-実施-評価(①p.76-110、136-157)、日常的な看
護実践に活用するツール(②-p.44-48)、家族看護の実際:2年目看護師が家族との
悪循環パターンに気がついた体験から(②-p.59-65)

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　　　   　(30分）

事後学習：課題レポートの作成　　　　　　　　　　　　    　(30分）

7月10日
4限

家族看護における看護者
の役割と援助姿勢

家族看護における看護者の役割、家族を援助するときの基本姿勢(①p.162-174)、
ケア場面における家族(②p.10-36)、家族看護の実際:家族には脅威となった看護
介入(②p.125-134)、家族からの情報をどう扱うか(②p.26-30)

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　　　   　(30分）

事後学習：課題レポートの作成　　　　　　　　　　　　　    (30分）

7月3日
4限

家族を理解するため諸理
論とその活用

家族を理解するための諸理論:家族発達理論、家族システム理論、家族ストレス退
所理論(①p.46-60)、カルガリー式家族アセスメントモデル(②p.41-42)、カルガ
リー式家族介入モデル(②p.47-48)

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　　   　　(30分）

事後学習：*小レポート⑤　7月6日18時提出〆切　　　　　   　(30分）

6月26日
4限

健康問題への家族の対応
能力と看護

健康問題への家族の対応能力(①p.21-25)、家族看護の実際:高齢者介護を行って
いる家族への看護(①p.176-190)、家族看護の実際:②胃瘻造設後に自宅退院を予
定している高齢女性の主介護者への介入(②p.180-184)

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　　   　　(30分）

事後学習：*小レポート④　6月29日18時提出〆切　　　　    　(30分）

6月19日
4限

家族のセルフケア機能と
看護

家族のセルフケア機能とは何か(①p.16-20)、家族看護の実際:乳児を持つ家族へ
の援助(①p.176-190)、家族看護の実際:②気管支喘息で入退院を繰り返す事例か
ら(②p.80-85)

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　　   　　(30分）

事後学習：*小レポート③　6月22日18時提出〆切　　　    　　(30分）

事後学習：*小レポート①　6月8日18時提出〆切　　　   　　　(30分）

6月12日
4限

家族看護学とは何か

家族看護学の発展過程、今求められている家族看護学、家族看護の定義・目的・
評価・焦点(①p.4-15)、家族看護を解く二つのキーワード(②p.49-58)、家族看護
の実際:②退院調整における家族へのかかわりを考える(②p.92-96)

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　   　　　(30分）

事後学習：*小レポート②　6月15日18時提出〆切　　　   　　 (30分）

6月5日
4限

家族を理解する

わが国の家族(①p.43-45)、看護学における家族の概念・家族の健康の概念・家族
の形態と機能(①p.28-42)、家族を表現する方法:家族構成図・エコマップ(②
p.37-40)、円環的コミュニケーションの図式化(②p.42-44)　  *課題レポートの
説明

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　   　　　(30分）

看護では、援助の対象者とともに家族を含めた援助が求められている。本科目では、家族看護学とは何か、家族看護学の目的、、家族の健康維持に
とって看護職の果たす役割等家族看護学の基礎的知識について学習する。さらに、家族看護アセスメント、家族看護の支援計画ならびに実施・評価
のプロセスについても学習する。

到達目標

1)看護の対象としての家族の理解の方法について、例を挙げて説明できる。
2)家族を援助するときの基本姿勢について興味を持って意見を述べられる。
3)家族看護学に興味を持って探究できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

家族看護学 牛田　貴子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数 講義日程

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

家族看護学 牛田　貴子

家族看護とは

家族看護の特徴と理念、家族看護の実践の場面  *課題レポートの説明

事前学習：自分のライフサイクルと家族について作成する　 　 　(30分）

事後学習：*小レポート①　6月11日18時提出〆切　　　   　　 　(30分）

授業概要

1

看護では、援助の対象者とともに家族を含めた援助が求められている。本科目では、家族看護学とは何か、家族看護学の目的、、家族の健康維持
にとって看護職の果たす役割等家族看護学の基礎的知識について学習する。さらに、家族看護アセスメント、家族看護の支援計画ならびに実施・
評価のプロセスについても学習する。

到達目標

1)看護の対象としての家族の理解の方法について、例を挙げて説明できる。
2)家族を援助するときの基本姿勢について興味を持って意見を述べられる。
3)家族看護学に興味を持って探究できる。

単元 内容

6月5日
4限

家族看護の実践過程　特に家族情報の収集、アセスメントを中心に

事前学習：家族情報収集の難しさをできるだけ多く列挙する　　　(30分）

事後学習：*小レポート④　7月2日18時提出〆切　　　　 　　　　(30分）

家族を理解するための理論、家族の変化を把握するための理論、
家族に変化をもたらすための介入

事前学習：家族の変化を把握するための理論で報道記事を考える　(30分）

事後学習：*小レポート③　6月25日18時提出〆切　　　   　　　 (30分）

2
6月12日

4限
家族看護の対象理解

家族とは、家族構造、家族機能

事前学習：小説等の登場人物の家族構造について作成する　　　　(30分）

事後学習：*小レポート②　6月18日18時提出〆切　　　   　     (30分）

3
6月19日

4限
 家族看護を支える理論と
介入法

5
7月3日
4限

家族看護展開の方法2

4
6月26日

4限
家族看護展開の方法1

さまざまな家族アセスメントモデル　特にカルガリー家族看護モデルを中心に

事前学習：教科書②の中から一つの章を選び読む　　　　      　(30分）

事後学習：*小レポート⑤　7月9日18時提出〆切　　　　　     　(30分）

6
7月10日

4限
事例に基づく家族看護の
実践1

家族の発達課題別の実践事例(新婚期、養育期、教育期、排出期、老年期、孤老
期)、
健康障害のレベル別事例(超急性期、急性期、慢性期、終末期)

事前学習：教科書①の中から1つの章を選び読む　　　　　　　　 (30分）

事後学習：課題レポートの作成　　　　　　　　　　　　　      (30分）

7
7月17日

4限
事例に基づく家族看護の
実践2

さまざまな介入実践事例から、家族看護を考える
若年出産、障害のある子どもの出産・育児、発達障害のある人の出産、思春期系
感染症、LGBT、児童虐待、高齢者虐待、介護家族

事前学習：教科書①、配付資料の中から1つの章を選び読む　　　 (30分）

事後学習：課題レポートの作成　7月23日18時提出〆切　　　     (30分）

8
7月24日

4限
現代の家族とその課題

家族構造・形態の変遷、家族の多様性、現代家族の課題

事前学習：教科書②の中から1つの章を選び読む　　　　　  　 　(30分）

事後学習：返却された小レポートの理解不足箇所を明確にする　　(30分）

留意事項
2冊の教科書は毎回使用します。これまでの体験を学問として捉え直し、興味を持てるように事例を用い
て展開します。毎回提示する小レポートは授業後早めに取り組み、確実に理解しましょう。

評価 小レポート15点☓5回+課題レポート25点。合格点に達しなかった場合、再提出はありません。

教科書
①上別府圭子(2018)系統看護学講座別巻　家族看護学、医学書院(978-4-260-03192-9)
②牛田貴子(2009)ケア場面で考える家族看護の展開、エス・エム・エス(978-4938-93673-0)購入済み

参考図書など 松原まなみ・田中千絵(2015)周産期・子育て期の家族支援、メディカ出版(978-4-8404-5456-8)
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
2単位

（90時間）
４年前期

参考図書など 「訪問看護業務の手引き」

事前・事後学習
留意事項

「訪問看護業務の手引き」の最新版を事前に読み、訪問看護について理解できるように努力するこ
と。わからないことは、指導者や教員に積極的に質問し、未解決のまま実習を終了しないこと。

    記録の最終提出は、実習最終日の17時までに指定された場所に提出する。締め切り後の提出は、受け取らない。

6.その他

　　詳細は、実習ガイドライン、実習要綱を参照のこと。

評価 実習評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

教科書 在宅看護学で既習学習の教科書・配布資料すべてを活用する。

　　日々の記録は、原則翌日朝までにファイリングし、指導者に提出する。

3.実習内容

１）実習初日は、学内でこれまでの学びを復習し、訪問看護のマナー、在宅看護技術等について

　　シミュレーション学習を行う。

２）実習２日目からは、臨地に出向き、それぞれの事業所の特徴を知り、看護職・介護職・リハビリ専門職・医師等、

　　在宅ケアを担う看護職とそれ以外の専門職の活動に同行して、その実際を学ぶ。

３）地域で活動する看護職が担う役割を考察すると同時に、看護師が連携する他職種の役割を理解し、連携方法や

　　それぞれが専門とする領域、役割の違いを理解し考察する。

４）自身の学びをカンファレンスなどで共有し、実習の学びを深めることができる。

4．実習の展開

　実習要綱等を用いて、オリエンテーション時に具体的な展開について説明する。

5.記録提出

2.実習施設：在宅療養生活を支援している様々な地域資源となる事業所
１）ふれあいグループ内の訪問看護ステーションまたは医療機関の訪問看護部門
２）訪問介護（ホームヘルプ）事業所
３）通所リハ（デイケア）事業所
４）訪問診療部門
５）居宅介護支援事業所
６）地域包括支援センター
７）退院支援・相談部門　等

授業科目区分：統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

在宅看護学実習 上野まり・菊池有紀・塚原ゆかり

授業概要

在宅療養者とその家族に対し、実際の看護活動を通して地域における看護の機能と看護職の役割について学習する。訪問看護
ステーション、デイケア、地域包括支援センター等での実習を通して、在宅生活の中で看護を必要としている人々やその家族
を理解し、在宅療養者を中心として保健・医療・福祉などが連携し、地域ケアシステムの中でチーム医療を有効に推進してい
くことの重要性についても学習する。

到達目標

１）地域ケアを担う保健医療福祉職の果たす役割と活動の実際を簡単に説明できる。
２）在宅ケアの領域で、他職種から求められている看護専門職としての役割を述べることができる。
３）地域で活動する看護専門職に必要な知識、技術、マナー、態度などについて、述べることができる。
４）訪問看護師の果たす役割とその重要性を、他者にわかりやすく説明できる。

授業の進め方

1.実習期間：２週間
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数 講義日程

留意事項

評価 定期試験（60%）　課題学習提出（20%）小テスト（20%）

教科書 統看護学講座　統合分野　看護管理　医学書院　ＩＳＢＮ978－4－260－01573－8

参考図書など ナーシンググラフィカ：看護管理他適宜紹介する

6月1日 まとめ

病院組織を考える上で、歴史的にみて現在までの看護部門がどのように変化をして
来たか考えてみよう

事前学習：病院組織と看護部門の現状及び変遷について調べてくる　(120　分）

事後学習：看護管理とは何か本単元の復習をする　(120　分）

5月25日
マネジメントに必要な知識と
技術

組織と個人：キャリア形成　ストレスマネジメント他

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(　60　分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント　　　　　　　(　60　分）

5月18日
マネジメントに必要な知識と
技術

組織とマネジメント

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(　60　分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント　　　　　　　(　60　分）

5月11日 看護を取り巻く諸制度

看護職とは、看護と専門職性、医療制度

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(　60　分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント　　　　　　　(　60　分）

4月27日 看護サービスのマネジメント

看護サービスのマネジメント　　組織とマネジメント　人材のマネジメント他

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(　60　分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事後学習：実習先の看護サービスマネジメントについて調べる　(　　分）

4月20日 看護サービスのマネジメント

看護の質保証と看護管理　チーム医療における看護職の役割

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(　60　分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント　　　　　　　(　60　分）

事後学習：授業内容の復習、課題学習プリント　　　　　　　(　60　分）

4月13日 看護ケアのマネジメント

看護ケアのマネジメントと看護職の機能
患者の権利の尊重　　安全管理　医療事故防止

事前学習：平成28年度に起きた医療事故について調べてくる　　　　　(　120分）

事後学習：医療事故を起こさないために看護職は何をすべきか　　　　(　120分）

4月6日 看護管理とは

看護管理学とは、看護管理におけるマネジメントとは　Ｐ2－13

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(　60　分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

看護専門職として管理に関する基礎的知識を修得し，看護管理上の問題を解決する方策の検討方法を学ぶ、（リーダーシップ，マネジメントを含む）
また、医療の国際的動向と我が国の特色を理解し，医療システム、医療ケアの質に関する概念を学ぶ。看護者としてのリーダーシップ、調整、カウン
セリング、コンサルタント、教育意志決定などの臨床実践能力を構築するための理論を体系的に学び，看護マネジメントに関する視点および実践能力
を高める。

到達目標

1)病院組織並びに看護組織における管理とは何かを理解する
2）看護サービスのマネジメントについて理解する
3）より良いケアを行っていくための管理の機能について探究する

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

看護管理学 加藤　尚美
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

留意事項

評価

教科書

参考図書など 参考図書、文献は適宜紹介する。

6月1日 事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

5月25日 事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

5月18日 事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

5月11日
事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

4月27日
事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

4月20日
事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

4月13日
事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

事後学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

4月6日 事前学習：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　分）

感染看護を施設内看護および地域看護活動で展開するための基本的な考え方、対策方法および看護の果たす役割について学習す
る。具体的には各看護学領域の看護学実習での看護実践を振り返り統合させ、感染症患者、易感染患者の看護と看護者の感染予防
行動について学びを深める。更にはそれらの学びを卒業後に発展させていく基礎を学習する。

到達目標

１）現代における感染症の動向を知る。
２）施設内・外における感染管理の理論と実際について理解する。
３）感染症患者、易感染患者の看護と看護者の感染予防行動について理解する。
４）医療施設における感染予防策をあげることができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

感染看護学 緑川 武正　　　蒔田 勝見

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

5月21日

月曜

4限

5月25日

金曜

4限

5月28日

月曜

4限

6月1日

金曜

4限
8月6日
月曜

4限

8月10日

金曜

4限

8月27日

月曜

4限

8月31日

金曜

4限

留意事項

評価 定期試験100％

教科書 感染管理・感染症看護テキスト ISBN:978-4796523509 照林社

参考図書など 参考図書、文献は適宜紹介する。

8
感染症患者のための
看護の基礎知識

菌血症・敗血症、尿路感染、呼吸器感染、結核、術後感染症、
免疫抑制状態に対する看護

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

7
部門別感染予防対策と
職業感染

一般病棟、集中治療室、救急治療室、手術室、透析室、内視鏡室、回復期病棟、
高齢者施設それぞれの感染対策、針刺し事故、輸血や体液曝露による感染、
結核感染について

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

6
各感染症へのアプローチと
治療

菌血症・敗血症、尿路感染、呼吸器感染、食中毒など消化器系感染性感染症、
HIV/AIDS、結核、ウイルス感染（インフルエンザ、ヘルペス）、破傷風、
輸入感染症、新興感染症

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

5 感染症に関する基礎知識II

予防接種に関する基本事項、院内感染対策にかかわるワクチン

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

4 感染症に関する基礎知識I

医療関連感染を引き起こす主要な病原微生物抗菌薬の種類と作用、
副作用と対応、適正使用について

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

3
感染管理のための
基礎知識II

洗浄、消毒、滅菌の基礎知識、医療器具関連（血管内留置カテーテル関連血流感
染、カテーテル関連尿路感染、人工呼吸器関連肺炎）
医療処置関連（手術部位感染）感染の予防策

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

2
感染管理のための
基礎知識Ⅰ

手指衛生、標準予防策、感染経路別予防策の基本

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

1 医療関連感染　総論

医療関連感染症の疫学、医療安全、医療経済と医療関連感染、
感染にまつわる関連法規、医療関連感染とチーム医療（感染制御チーム内での看護師
の役割）

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

感染看護を施設内看護および地域看護活動で展開するための基本的な考え方、対策方法および看護の果たす役割について学習す
る。具体的には各看護学領域の看護学実習での看護実践を振り返り統合させ、感染症患者、易感染患者の看護と看護者の感染予防
行動について学びを深める。更にはそれらの学びを卒業後に発展させていく基礎を学習する。

到達目標

１）現代における感染症の動向を知る。
２）施設内・外における感染管理の理論と実際について理解する。
３）感染症患者、易感染患者の看護と看護者の感染予防行動について理解する。
４）医療施設における感染予防策をあげることができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

感染看護学 緑川 武正　　　蒔田 勝見
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
4年前期

　 講義日程

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは初回の講義時に提示する。

評価 講義中の積極的な発表・ディスカッション　３０％　最終プレゼンテーション５０％　出席率２０％

教科書 知って考えて実践する国際看護

参考図書など 適宜紹介する。

まとめ（プレセンテーショ
ン）

各自もしくはグループで学習したことをまとめてプレセンテーションを行う

事前学習：　(１２０ 分）

事後学習：　( 分）

看護における多文化・異文
化理解

多文化共生社会・異文化理解・在日外国人・育児習慣の違いなどについて学ぶ

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　(６０ 分）

国際看護における多文化理
解の実際

国際看護・国際保健・ニーズの多様化・異文化理解

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

国際看護における多文化理
解の実際

言葉・文化・宗教・NPO・NGOについて学ぶ

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　(６０ 分）

外国人支援のための社会資
源

国際看護問題・国際季語での支援について学ぶ

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　( ６０分）

多文化・異文化理解の実際
人権・マイノリティー・社会的弱者・差別について学ぶ

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

事後学習：　(６０ 分）

多文化・異文化理解の実際

民族・文化・宗教・価値観・生活様式・風俗習慣・コミュニケーションなどについて学
ぶ　（レイニンガー看護論を含めて）

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

看護における多文化・異文
化理解：概念

異文化看護・カルシャーショック・自文化中心主義・異文化ストレスなどについて学ぶ

事前学習：　( 分）

看護者が文化の異なる対象者へのケア提供を行う際、看護者には異文化間能力が必要とされている。すなわち、ケアの受け手が有す
る文化に敏感になり、それに合致するケアを提供する能力が求められる。この概念は文化が人間の生活様式の全体あるいは統一体に
焦点をあてているためである。文化を考慮したケアは、宗教（スピリチュアル）、親族関係、政治、法律、教育、技術、言語、背景
となる環境や世界観といった全てを尊重するものである。これらを含め異文化看護を理解するための基礎看護論や国際看護協力につ
いて学ぶ。

到達目標

１）人間の基本的人権を理解し、多文化が強制することの基本原則を理解し、自分の身近にある【異文化」を認識・考察できる。
２）異なる文化的背景について理解した上で、考えられる異文化・多文化による人々の生活上の問題点を説明できる。
３）日本国内に滞在する外国人をめぐる諸問題を説明できる。
４）世界的な人の移動に伴う健康問題の特徴を説明でき、看護職としての基本姿勢・態度及び役割を説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

異文化看護論 マークィーゾス裕美

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
４年前期

回数 講義日程

5月21日

月曜

4限

5月25日

金曜

4限

5月28日

月曜

4限

6月1日

金曜

4限
8月6日
月曜

4限

8月10日

金曜

4限

8月27日

月曜

4限

8月31日

金曜

4限

留意事項

評価 定期試験100％

教科書 感染管理・感染症看護テキスト ISBN:978-4796523509 照林社

参考図書など 参考図書、文献は適宜紹介する。

8
感染症患者のための
看護の基礎知識

菌血症・敗血症、尿路感染、呼吸器感染、結核、術後感染症、
免疫抑制状態に対する看護

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

7
部門別感染予防対策と
職業感染

一般病棟、集中治療室、救急治療室、手術室、透析室、内視鏡室、回復期病棟、
高齢者施設それぞれの感染対策、針刺し事故、輸血や体液曝露による感染、
結核感染について

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

6
各感染症へのアプローチと
治療

菌血症・敗血症、尿路感染、呼吸器感染、食中毒など消化器系感染性感染症、
HIV/AIDS、結核、ウイルス感染（インフルエンザ、ヘルペス）、破傷風、
輸入感染症、新興感染症

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

5 感染症に関する基礎知識II

予防接種に関する基本事項、院内感染対策にかかわるワクチン

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

4 感染症に関する基礎知識I

医療関連感染を引き起こす主要な病原微生物抗菌薬の種類と作用、
副作用と対応、適正使用について

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

3
感染管理のための
基礎知識II

洗浄、消毒、滅菌の基礎知識、医療器具関連（血管内留置カテーテル関連血流感
染、カテーテル関連尿路感染、人工呼吸器関連肺炎）
医療処置関連（手術部位感染）感染の予防策

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

2
感染管理のための
基礎知識Ⅰ

手指衛生、標準予防策、感染経路別予防策の基本

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　(30分）

1 医療関連感染　総論

医療関連感染症の疫学、医療安全、医療経済と医療関連感染、
感染にまつわる関連法規、医療関連感染とチーム医療（感染制御チーム内での看護師
の役割）

事前学習：該当単元の教科書を読む　　　　　　(30分）

感染看護を施設内看護および地域看護活動で展開するための基本的な考え方、対策方法および看護の果たす役割について学習す
る。具体的には各看護学領域の看護学実習での看護実践を振り返り統合させ、感染症患者、易感染患者の看護と看護者の感染予防
行動について学びを深める。更にはそれらの学びを卒業後に発展させていく基礎を学習する。

到達目標

１）現代における感染症の動向を知る。
２）施設内・外における感染管理の理論と実際について理解する。
３）感染症患者、易感染患者の看護と看護者の感染予防行動について理解する。
４）医療施設における感染予防策をあげることができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

感染看護学 緑川 武正　　　蒔田 勝見

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
4年前期

　 講義日程

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは初回の講義時に提示する。

評価 講義中の積極的な発表・ディスカッション　３０％　最終プレゼンテーション５０％　出席率２０％

教科書 知って考えて実践する国際看護

参考図書など 適宜紹介する。

8
5/11

金曜日
4限

まとめ（プレセンテーショ
ン）

各自もしくはグループで学習したことをまとめてプレセンテーションを行う

事前学習：　(１２０ 分）

事後学習：　( 分）

7
5/11

金曜日
3限

看護における多文化・異文
化理解

多文化共生社会・異文化理解・在日外国人・育児習慣の違いなどについて学ぶ

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　(６０ 分）

6
5/10

木曜日
4限

国際看護における多文化理
解の実際

国際看護・国際保健・ニーズの多様化・異文化理解

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

5
5/10

木曜日
3限

国際看護における多文化理
解の実際

言葉・文化・宗教・NPO・NGOについて学ぶ

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　(６０ 分）

4
4/13

金曜日
4限

外国人支援のための社会資
源

国際看護問題・国際季語での支援について学ぶ

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　( ６０分）

3
4/13

金曜日
3限

多文化・異文化理解の実際
人権・マイノリティー・社会的弱者・差別について学ぶ

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

事後学習：　(６０ 分）

2
4/12

木曜日
4限

多文化・異文化理解の実際

民族・文化・宗教・価値観・生活様式・風俗習慣・コミュニケーションなどについて
学ぶ　（レイニンガー看護論を含めて）

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

1
4/12

木曜日
3限

看護における多文化・異文
化理解：概念

異文化看護・カルシャーショック・自文化中心主義・異文化ストレスなどについて学
ぶ

事前学習：　( 分）

看護者が文化の異なる対象者へのケア提供を行う際、看護者には異文化間能力が必要とされている。すなわち、ケアの受け手が有
する文化に敏感になり、それに合致するケアを提供する能力が求められる。この概念は文化が人間の生活様式の全体あるいは統一
体に焦点をあてているためである。文化を考慮したケアは、宗教（スピリチュアル）、親族関係、政治、法律、教育、技術、言
語、背景となる環境や世界観といった全てを尊重するものである。これらを含め異文化看護を理解するための基礎看護論や国際看
護協力について学ぶ。

到達目標

１）人間の基本的人権を理解し、多文化が強制することの基本原則を理解し、自分の身近にある【異文化」を認識・考察できる。
２）異なる文化的背景について理解した上で、考えられる異文化・多文化による人々の生活上の問題点を説明できる。
３）日本国内に滞在する外国人をめぐる諸問題を説明できる。
４）世界的な人の移動に伴う健康問題の特徴を説明でき、看護職としての基本姿勢・態度及び役割を説明できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

異文化看護論 マークィーゾス裕美
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年前期

回数 講義日程

4月9日

4限

4月16日

4限

4月23日

5限

5月7日

4限

5月14日

4限

5月21日

4限

5月28日

4限

6月4日

4限

留意事項 本講義と深く関連している「国際保健医療論」「国際関係論」も受講することが望ましい。

事後学習：グループワークの課題について、レポートにまとめる。　　　(60分）

教科書 近藤麻理著（2011）：知って　考えて　実践する　国際看護、医学書院 （ISBN978-4-260-01217-1）

参考図書など

徳永瑞子著（2015）:アフリカで老いを生きる、青海社　（ISBN:9784902249774）
坂本龍太著（2014）：ブータンの小さな診療所、ナカニシヤ出版　（ISBN:9784779508974）
アーサークラインマン著、江口重幸訳（1996）：病いの語り、誠信書房、（ISBN:978-
4414429107）

評価 レポート30％　定期試験60％　リアクションペーパー10％　

まとめ：看護の対象とは誰
か？

グループディスカッション

事前学習：グループワークの課題について、ワークシートを用いてまとめる。　(60分）

国際看護におけるセルフケ
アとは何か？

持続可能な支援とセルフケアに通底するもの

事前学習：セルフケアとは何か調べてくる。　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料をもとに、授業全体について復習する。　　　　(60分）

国際的な活動をする組織と
看護師

ＧＯ（国連、ＪＩＣＡなど）とＮＧＯ（国境なき医師団、ＡＭＤＡ、ＳＨＡＲＥ
など）

事前学習：授業内容に関連する教科書の該当箇所を読んでくる　　　(30分）

事後学習：配布資料をもとに、授業全体について復習する。　　　　(60分）

アフリカの医療と看護

セネガルでの看護活動

事前学習：アフリカに対する個々のイメージを記述して講義に臨む。　(30分）

事後学習：提示された課題に沿ってレポートを提出する。　　　　　(60分）

アジアにおける健康問題

アジアの生活習慣病と看護

事前学習：生活習慣病とは何か調べる。　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料をもとに、授業全体について復習する。　　　　(60分）

貧困と医療格差

日本・世界における貧困と、医療格差

事前学習：授業内容に関連する教科書の該当箇所を読んでくる。　　(30分）

事後学習：配布資料をもとに、授業全体について復習する。　　　　(60分）

病いの語り 事前学習：英語で「病い」を表す語感の相違について調べる。　　　(30分）

事後学習：配布資料をもとに、授業全体について復習する。　　　　(60分）

グローバル化の進む社会において、保健・医療の分野で看護職が国際的に果たすべき役割について学ぶ。また、外国人と接する機会の多い地域特
性を生かし、他国の人びとの健康問題に関心をもち、看護職が寄与できる健康支援について学ぶ。さらに、国際的に活躍している看護職の現状を
知り、“health for all”の目標を達成するための課題と解決方法について国際保健医療協力の観点から探求する。

到達目標

1) 日本・海外における多様な看護の対象について理解することができる。
2) アジア・アフリカ諸国における人間の生活と健康問題、平和について思いを馳せることができる。
3) 看護の対象について自分の言葉で語ることができる。

単元 内容

国際医療、国際看護とは何
か？

国際医療、国際看護のイメージに関するグループディスカッション

事前学習：国際的な時事問題の中で、関心がある話題について調べる。　(30分）

事後学習：配布資料をもとに、授業全体について復習する。　　　　(60分）

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

国際医療と看護 笠原　順子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年前期

　 講義日程

留意事項
・参考書や災害関連の情報は適宜、授業でお知らせします。
・災害や災害医療、災害看護に関するテレビ放映や新聞記事、ホームページを参照し、関心を持って授業
に臨むと、授業での理解力が高まります。

評価 履修テスト100%

教科書 災害看護学・国際看護学第３版，医学書院，2015.

参考図書など
・災害看護　－心得ておきたい基本的な知識ー，南山堂，2012．
・東日本大震災　医療と介護に何が起こったのか，ＰＨＮブックレット12，2013．

7月2日
4時限

災害とこころのケア
（小原 真理子）

・被災者のこころのケア　・遺族のこころのケア、倫理的配慮
・被災救援者のこころのケア　・救援者のストレスとこころのケア

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

7月2日
3時限

トリアージの基本概念と方法
（小原 真理子）

・トリアージの定義と意義
・トリアージを実施する現場の特徴、現場の倫理的配慮とは
・トリアージの方法
・トリアージタッグの記載方法
・映像トリアージシミュレーション、主な外傷と応急処置

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

6月29日
5時限

歴史的にみる災害看護の特性及
び現代に繋がる災害看護
（谷岸 悦子）

・災害看護の起源　・赤十字の起こりと人道・戦争と救護活動
・災害看護基礎教育と継続教育
・専門看護師の育成の背景

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

6月29日
4時限

災害看護の定義、災害サイクル
別・活動現場別の役割行動
（谷岸 悦子）

・災害看護の定義と役割
・災害サイクルに応じた災害看護の役割行動
・活動現場別に応じた災害看護の役割行動
・災害看護と通常の看護との違い

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

6月22日
5時限

災害看護対象者の特性、要援護
者、震災関連死
（谷岸 悦子）

・災害看護の対象者とは、その特性
・要援護者の分類
・要援護者の避難生活と震災関連死
・避難所における要援護者トリアージ
・要援護者に関わる法制度

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

6月22日
4時限

災害が人々の健康や生活に与え
る被害とその対応、避難生活
（谷岸 悦子）

・災害看護の対象
・時間軸にみる被害状況とライフラインの復旧
・避難生活、避難所とは、時間軸に視る避難所の変化
・グループワーク：避難生活における被災者の健康問題と看護の視点

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

6月11日
4時限

災害医療活動の基本的知識
（小原 真理子）

　
・災害サイクルから視る災害医療の定義、活動内容
・災害医療と救急医療との違い
・災害医療活動の７つの要素（ＣＳＣＡ３Ｔ）
・災害医療救援チーム（ＤＭＡＴ），災害拠点病院
・災害と情報

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

事後学習：　配布した資料に該当するテキスト内容の復習を行う。　(60分）

6月11日
3時限

国内外における災害発生の現状
と災害の種類別疾病構造
（小原 真理子）

・日本における災害発生の実状　・国外における災害発生の現状
・災害の定義　・災害の種類別疾病構造
・防災・減災意識と皇后

事前学習：　該当するテキスト内容を予習しておく　　　　　　　　(60分）

災害医療の基本的な対応体制、災害看護における看護師の役割りの実際について学び、市民としての災害時の行動、医療従事者としての基本的な対応方法、
および災害発生時に求められる看護技術を修得する。具体的には、災害に対する政策、災害の分類、災害サイクル、災害時の心身の健康障害、災害後の心の
状態とケア、トリアージの方法、災害時のアセスメントなどについて学ぶ。また、災害時の看護に対する責任と役割を学習する。

到達目標

１．国内外における災害発生の現状を通して、災害及び災害看護活動に対するイメージができ、防災・減災に対する意識や行動が高まる。
２．災害の種類別疾病構造、災害医療についてその基本を理解できる。
３．災害が人々の健康や生活に与える被害とその対応について理解できる。
４．災害看護の対象の特性、要援護者の分類、その対応、法制度について理解できる。
５．災害看護の定義、各災害サイクルと看護の役割、倫理的配慮について理解できる。
６．歴史的にみる災害看護の特性及び現代に繋がる災害看護
７．トリアージの基本と方法について理解できる。
８．被災者及び救援者に対するこころのケアの必要性と関わり方の基本について理解できる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

災害看護 小原　真理子 　谷岸　悦子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数 講義日程

留意事項

1.初日にグループを提示する。授業では指定したグループでワーク等を行うため、グループ指定の席に着
席する。授業中の小テスト、ワークをグループごとに提出することもある。
2.授業中の撮影、録音は禁止。
3.スマートホンや携帯電話は電源を切ってバッグにしまう。
4.私語禁止。食べ物飲み物は机の上に置かない。ルールを守らない場合は退室を指示することがある。

評価
試験60％　グループワークを含む課題やリフレクションペーパー、小テストなど40%再試験の場合に
は試験100％(ただし再試験は実施するとは限らない）

教科書 ナーシンググラフィカ　医療安全　松下由美子編　メディカ出版　978-4-8404-5385-1

参考図書など
医療安全ワークブック　川村治子　医学書院　978-4-260-01788-6
看護事故の舞台裏　長野展久　医学書院　978-4-260-02866-0
RCA実践マニュアル　石川雅彦　医学書院　978-4-260-01587-5

5月29日
医療従事者の安全・医療安全
管理のための教育研修
授業のまとめ

・医療従事者の安全を脅かすリスクとその対策を学ぶ。
・医療安全管理者の役割および管理に必要な技能としてのコミュニケーション、
リーダーシップ、マネジメント、アサーションについて学び、効率的な医療安全
管理のための教育、研修の方法を学習する

事前学習：これまでの授業内容を概観し疑問点を明らかにしてくる　　(30分）

事後学習：授業全体を振り返りまとめを行う　　　　　　　　　　　　(60分）

5月22日
リスクの分析・対応・評価

グループ発表

事前学習：グループ発表の準備　　　　　　　　　(60分）

事後学習：リスク分析のふりかえり　　　　　　　(30分）

5月15日
リスクの分析・対応・評価

リスク分析手法としての根本原因分析（RCA)の概要を学んだ上で、RCAを活用し
て事例を分析する。授業中にグループで検討し、事後学習としてグループで検討
する。

事前学習：RCAについて調べてくる　　　              　　(30分）

事後学習：RCAによる事例分析を行う　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

5月8日 小児における医療安全管理

小児の療養環境や発達段階の特徴を踏まえ、小児看護に特徴的な医療事故の事例
から、小児における医療安全管理について学ぶ

事前学習：既習知識を参考に、病院内で発生しやすい事故について考える(30分）

事後学習：授業の要約をする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

5月1日 在宅における医療安全管理

在宅療養者が遭遇するリスクの高い事故と、予防方法について学ぶ。
（在宅看護学概論の教科書を持参すること）

事前学習：在宅看護学概論の教科書308～336ページを読んでくる　(　15分）

事後学習：在宅看護のリスクマネジメントのポイントをまとめる　(　30分）

4月24日 医療安全管理の実際

医療施設における医療安全管理の実際と、医療安全管理室の機能について学習する。

事前学習：教科書のp.62～98を読んでくる　　　 　　　　　　(30分）

事後学習：医療安全のためのワーク課題を行う　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布プリントに授業内容をまとめる　　　　　  (30分）

4月17日
医療事故のメカニズムと防止
の考え方

・実際の事故事例の再現VTRを視聴し、医療事故のメカニズムを事象の連鎖や人
間工学的視点から考え、基本的な医療事故防止の考え方について学ぶ。

事前学習：教科書のp.122～163を読んでくる　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：医療安全のためのワーク課題を行う　　　　　　　　　　　(30分）

4月10日 危機管理と医療安全の概念

・科目全体の概要、授業の方法、注意事項の説明
・医療安全と危機管理の歴史と動向
・医療における危機管理の目的

事前学習：教科書のp.12～28を読んでくる　　　　　　　(30分）

高度化･複雑化を続ける医療環境の中で、健康回復を目指し療養している人やそこで働く人びとの安全を脅かすものは何かについて学習
する。また、リスクに対する科学的な評価と意思決定のためのリスクアセスメント、リスクマネージメントについて概要を学ぶととも
に、リスクの予防や対処に必要な情報システムのしくみや管理について学習する。

到達目標

１． 危機管理と医療安全の重要性について説明できる。
２． 医療施設および在宅における医療安全管理を説明できる。
３． ケーススタディを通して、起こりやすい医療事故の対策を説明できる。
４． 根本原因分析（RCA）の方法を用いてリスク分析を行うことができる。
５． 医療安全管理に必要な能力と教育方法を説明することができる。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

危機管理 小林 優子

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
１単位

（15時間）
３年前期

回数 講義日程

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

危機管理 小林 優子

高度化･複雑化を続ける医療環境の中で、健康回復を目指し療養している人やそこで働く人びとの安全を脅かすものは何かについて学習
する。また、リスクに対する科学的な評価と意思決定のためのリスクアセスメント、リスクマネージメントについて概要を学ぶととも
に、リスクの予防や対処に必要な情報システムのしくみや管理について学習する。

到達目標

１． 危機管理と医療安全の重要性について説明できる。
２． 医療施設および在宅における医療安全管理を説明できる。
３． ケーススタディを通して、起こりやすい医療事故の対策を説明できる。
４． 根本原因分析（RCA）の方法を用いてリスク分析を行うことができる。
５． 医療安全管理に必要な能力と教育方法を説明することができる。

単元 内容

事後学習：配布プリントに授業内容をまとめる　　　　　  (30分）

4月24日
医療事故のメカニズムと防止
の考え方

・実際の事故事例の再現VTRを視聴し、医療事故のメカニズムを事象の連鎖や人
間工学的視点から考え、基本的な医療事故防止の考え方について学ぶ。

事前学習：教科書のp.122～163を読んでくる　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：医療安全のためのワーク課題を行う　　　　　　　　　　　(30分）

4月17日 危機管理と医療安全の概念

・科目全体の概要、授業の方法、注意事項の説明
・医療安全と危機管理の歴史と動向
・医療における危機管理の目的

事前学習：教科書のp.12～28を読んでくる　　　　　　　(30分）

5月1日 医療安全管理の実際

医療施設における医療安全管理の実際と、医療安全管理室の機能について学習する。

事前学習：教科書のp.62～98を読んでくる　　　 　　　　　　(30分）

事後学習：医療安全のためのワーク課題を行う　　　　　　　　　　　(30分）

5月8日 在宅における医療安全管理

在宅療養者が遭遇するリスクの高い事故と、予防方法について学ぶ。
（在宅看護学概論の教科書を持参すること）

事前学習：在宅看護学概論の教科書308～336ページを読んでくる　(　15分）

事後学習：在宅看護のリスクマネジメントのポイントをまとめる　(　30分）

5月15日 小児における医療安全管理

小児の療養環境や発達段階の特徴を踏まえ、小児看護に特徴的な医療事故の事例
から、小児における医療安全管理について学ぶ

事前学習：既習知識を参考に、病院内で発生しやすい事故について考える(30分）

事後学習：授業の要約をする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

5月22日
リスクの分析・対応・評価

リスク分析手法としての根本原因分析（RCA)の概要を学んだ上で、RCAを活用し
て事例を分析する。授業中にグループで検討し、事後学習としてグループで検討
する。

事前学習：RCAについて調べてくる　　　              　　(30分）

事後学習：RCAによる事例分析を行う　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

5月29日
リスクの分析・対応・評価

グループ発表

事前学習：グループ発表の準備　　　　　　　　　(60分）

事後学習：リスク分析のふりかえり　　　　　　　(30分）

6月5日
5限

医療従事者の安全・医療安全
管理のための教育研修
授業のまとめ

・医療従事者の安全を脅かすリスクとその対策を学ぶ。
・医療安全管理者の役割および管理に必要な技能としてのコミュニケーション、
リーダーシップ、マネジメント、アサーションについて学び、効率的な医療安全
管理のための教育、研修の方法を学習する

事前学習：これまでの授業内容を概観し疑問点を明らかにしてくる　　(30分）

事後学習：授業全体を振り返りまとめを行う　　　　　　　　　　　　(60分）

留意事項

1.初日にグループを提示する。授業では指定したグループでワーク等を行うため、グループ指定の席に着
席する。授業中の小テスト、ワークをグループごとに提出することもある。
2.授業中の撮影、録音は禁止。
3.スマートホンや携帯電話は電源を切ってバッグにしまう。
4.私語禁止。食べ物飲み物は机の上に置かない。ルールを守らない場合は退室を指示することがある。

評価
試験60％　グループワークを含む課題やリフレクションペーパー、小テストなど40%再試験の場合に
は試験100％(ただし再試験は実施するとは限らない）

教科書 ナーシンググラフィカ　医療安全　松下由美子編　メディカ出版　978-4-8404-5385-1

参考図書など
医療安全ワークブック　川村治子　医学書院　978-4-260-01788-6
看護事故の舞台裏　長野展久　医学書院　978-4-260-02866-0
RCA実践マニュアル　石川雅彦　医学書院　978-4-260-01587-5
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義・演習
１単位

（30時間）
４年通年

回数 講義日程

6月11日 看護研究ゼミ

研究テーマ・研究目的の明確化、文献レビュー、研究方法の検討

事前学習：自己の研究テーマに関連する文献をレビューする　　　 (60分）

事後学習：文献を整理する　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

6月4日 看護研究ゼミ

研究テーマ・研究目的の明確化、文献レビュー、研究方法の検討

事前学習：研究ゼミで提示された内容を学習する　　　　　　　　 (60分）

事後学習：自己の研究テーマを明文化する(  分）

5月28日 看護研究のプロセス４まとめ

研究計画書の構成・作成方法

事前学習：教科書の該当箇所を読み疑問点を明らかにする　　　　 (30分）

事後学習：講義内容を復習する　　　　　　　　　　　　　　　　 (60分）

5月21日 看護研究のプロセス３

看護研究における倫理(倫理的配慮・同意書の作り方）

事前学習：教科書の該当箇所を読み疑問点を明らかにする　　　　（30分）

事後学習：倫理的配慮について復習する　　　　　　　　　　　　 (60分）

5月14日 看護研究のプロセス２

研究論文の構成要素・研究テーマの設定の仕方（ＧＷ）

事前学習：自己の研究テーマを考える　　　　　　　　　　　　　（30分）

事後学習：自己の研究テーマを明らかにする　　　　　　　　　　 (60分）

5月7日 看護研究のプロセス１

看護研究における文献検索と文献クリティークの基礎知識

事前学習：文献検索の方法について復習する　　　　　　　　　　 (30分）

事後学習：文献クリティークの方法について復習する　　　　　　 (60分）

4月23日
看護研究の方法２
(質的研究）

看護研究方法の特徴と種類(質的研究）

事前学習：教科書の該当箇所を読み疑問点を明らかにする　　　　（60分）

事後学習：質的研究について復習する(  分）

授業科目区分：統合科目・統合看護学・看護必修

授業科目名 担当教員

看護研究
高橋泉、加藤尚美、上野まり、牛田貴子、鈴木良

子、　　　　　　　　相馬朝江、山本千紗子、片山

授業概要

事後学習：講義を基に、研究疑問を文章化してみる　　　　　　　 (30分）

4月16日
看護研究の方法１
(量的研究）

看護研究方法の特徴と種類(量的研究）

事前学習：教科書の該当箇所を読み疑問点を明らかにする　　　　（60分）

事後学習：量的研究について復習する　　　　　　　　　　　　　 (60分）

看護研究の目的と意義、倫理的配慮の重要性、看護実践と研究の関連性、研究の進め方など看護研究の基礎的事項につい
て学習する。文献検索とクリティークを行い、既存文献を活用することの重要性を認識し、自己の研究課題について研究
計画書を作成する。以上の学習過程を通し、看護の質向上に欠かせない研究活動を自らも推進していくための動機づけと
する。

到達目標

1. 研究の目的と意義について述べることができる。
2.研究における倫理的配慮の重要性が説明できる。
3. 量的・質的研究など研究方法の特徴について想起できる。
4. 研究課題を絞り込むための文献検討の方法が分かる。
5. 研究課題の解決に向けた研究方法を設定することができる。
6. 研究課題に関する研究計画書の作成ができる。
7．文献レビューの発表ができる。

単元 内容

4月9日
授業ガイダンス
看護における研究の目的と
意義

授業概要、看護研究の目的と意義

事前学習：自己の研究疑問を考える　　　　　　　　　　　　　　（30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義・演習
１単位

（30時間）
４年後期

留意事項

・これまで履修した科目や看護学実習における疑問や明らかにしたい課題を活かして
　取り組むこと。
・不足している知識やＰＣの操作については、早期から自主的に補うように努力すること。
・8回目以降の「看護研究ゼミ」の開催スケジュールや実施方法はゼミごとに異なるため、
　各領域のオリエンテーション等で情報を確認すること。

評価
研究計画書（50％）、研究態度・ゼミへの参加度（30％）、プレゼンテーション（20％）
とし総合的に評価する。

教科書 坂下玲子（2017）系統看護学講座 別巻　看護研究、医学書院＜ISBN978-4-260-02182-1>

参考図書など 必要に応じて適宜紹介する

授業科目区分：統合科目・統合看護学・看護必修

授業科目名 担当教員

看護研究
高橋泉、加藤尚美、上野まり、牛田貴子、鈴木良子、

相馬朝江、山本千紗子、片山典子、高畠有理子

授業概要

看護研究の目的と意義、倫理的配慮の重要性、看護実践と研究の関連性、研究の進め方など看護研究の基礎的事項について学習する。文献検索とクリティークを行い、既存
文献を活用することの重要性を認識し、自己の研究課題について研究計画書を作成する。以上の学習過程を通し、看護の質向上に欠かせない研究活動を自らも推進していく
ための動機づけとする。

到達目標

1. 研究の目的と意義について述べることができる。
2. 研究における倫理的配慮の重要性が説明できる。
3. 量的・質的研究など研究方法の特徴について想起できる。
4. 研究課題を絞り込むための文献検討の方法が分かる。
5. 研究課題の解決に向けた研究方法を設定することができる。
6. 研究課題に関する研究計画書の作成ができる。
7．看護研究計画書の発表ができる。

授業の進め方

　1.第１回～７回：講義・演習
　　1）授業ガイダンス（研究領域の紹介を含む）　看護における研究の目的と意義
　　2）看護研究の方法１：量的研究の特徴と種類
　　3）看護研究の方法２：質的研究の特徴と種類
　　4）看護研究における文献検索と文献クリティークの基礎知識
　　5）看研究論文の構成要素・研究テーマの設定の仕方（ＧＷ）
　　6）看護研究における倫理(倫理的配慮・同意書の作り方）
　　7）研究計画書の構成・作成方法

　2.第８回～１４回：看護研究ゼミ
　　ゼミ形式で、研究テーマ・目的、文献検索および文献検討、研究方法、倫理的配慮などを検討し
　　看護研究計画書を作成する。また、研究計画書の発表に向けた準備をする。
　　指導教員との面接による個別指導は、各領域における指示に従って実施する。

　3.第１５回：発表
　　看護研究計画書を口述で発表する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
2年前期

回数

留意事項

看護カウンセリングで学習する内容は、「コミュニケーション論」、「心理学」、
「発達心理学」および「精神保健論」科目の学習内容と関連します。また各専門看護
学の看護場面に活用できる内容なので、必ず事前学習を行い積極的に授業に臨んで下
さい。

評価
定期試験60％、課題レポート（※）30％、演習の出席状況・参加状況10％を総合して
評価する。
※課題を未提出の場合は、定期試験を受験しても評価の対象とはならない。

教科書
飯田澄美子・見藤隆子編著（1997）：ケアの質を高める看護カウンセリング　医歯薬
出版（ISBN: 978-4-263-23319-1）

参考図書など

平木典子（2012）アサーション入門―自分も相手も大切にする自己表現法 　講談社
現代新書（ISBN:  978-4-06-288143-2）
平木典子（2007）図解 自分の気持ちをきちんと「伝える」技術―人間関係がラクに
なる自己カウンセリングのすすめ　PHP研究所（ISBN: 978-4-569-69155-8）
平木典子（2013）図解 相手の気持ちをきちんと<聞く>技術　PHP研究所（ISBN: 978-
4-569-81488-9）
伊藤絵美（2016）：ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK1
医学書院（ISBN: 978-4-260-02840-0）
伊藤絵美（2016）：ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK2
医学書院（ISBN: 978-4-260-02841-7）
伊藤絵美（2005）：認知療法・認知行動療法カウンセリング初級ワークショップ―
CBTカウンセリング 星和書店（ISBN: 978-4-7911-0590-8）

7月5日
2時限

講義室13・14

カウンセリング演習
（2）

事例をもとにロールプレイングおよび参加観察、まとめ

事前学習：事前に配布された資料を熟読してくる。 (30分）

※事後学習：指示された課題を行い、期日までに提出する【個人課題
３】。(60分）

6月28日
2時限

カウンセリングのプロセ
ス

面接の種類、面接の構造、初回面接、面接の発展、面接の終結

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。　(60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6月21日
2時限

講義室13・14

カウンセリング演習
（1）

事例をもとにロールプレイングおよび参加観察、まとめ

事前学習：事前に配布された資料を熟読してくる。 (30分）

※事後学習：指示された課題を行い、期日までに提出する【個人課題
２】。(60分）

6月14日
2時限

講義室13・14
アサーションスキル演習

アサーショントレーニングの考え方、活用場面、自己主張のタイプ、自
己主張の方法、練習問題、まとめ

事前学習：事前に配布された資料を熟読してくる。(30分）

※事後学習：指示された課題を行い、期日までに提出する【個人課題
１】。　(60分）

6月7日
2時限

カウンセリングの理論
（2）

行動療法、認知療法、認知行動療法

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。　(60分）

5月31日
2時限

カウンセリングの理論
（1）

来談者中心療法、精神分析療法、交流分析療法

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。　(60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月24日
2時限

カウンセリングの考え方

カウンセリングの目的、援助者としての基本姿勢、自己理解

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。　(60分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月17日
4時限

対人援助のためのカウン
セリング

カウンセリングとは、看護におけるカウンセリングの機能、カウンセリ
ング・マインド

事前学習：授業内容に関する教科書の該当箇所を読んでくる。(30分）

事後学習：配布資料や教科書の内容など、授業全体について復習する。(60分）

既習学習の「コミュニケーション論」、「心理学」、「発達心理学」および「精神保健論」科目と関連を持ちながら、学生自身の健康管理における
セルフケア能力を身につけることをねらいに学習する。また、「看護援助論Ⅰ」で学習した看護援助に共通する技術である観察やコミュニケーショ
ンの学習をふまえて、カウンセリング技術を学び、看護場面における看護カウンセリングの能力が身につくように学習する。

到達目標

1.看護カウンセリングの機能と目的を説明することができる。
2.対人援助技術のひとつであるカウンセリングの理論を説明することができる。
3.カウンセリングを実施するために必要な基本姿勢や技術を説明することができる。

講義日程 単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

看護カウンセリング 片山　典子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
4年前期

　 講義日程

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは初回の講義時に提示する。

評価 講義中の積極的な発表・ディスカッション　３０％　最終プレゼンテーション５０％　出席率２０％

教科書 キャリア基礎講座テキスト　自分のキャリアは自分で創る

参考図書など 適宜紹介する。

プレセンテーション
各自が作成したキャリアデザインのプレセンテーション

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　( 分）

キャリアデザイン・プラン
ニング

これまでの学びをもとに主体的にキャリアプランを作成する

事前学習：　( 分）

事後学習：　(６０～９０ 分）

自己概念（自分らしさ）の
構築

自分らしさを構築する価値観の醸成

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　( 分）

MBTIフィードバック
MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)を使用して、自己洞察を深める

事前学習：　( ３０分）

事後学習：　( ６０分）

キャリア発達
４領域８能力を理解し、育成する

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

職業キャリアとライフキャ
リア

ライフステージに沿った役割の解釈

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　(６０ 分）

事後学習：　( ６０分）

キャリア理論
スーパーの理論・マズローの理論などの基礎知識を学ぶ

事前学習：　(６０分）

事後学習：　(６０分）

キャリアとは何か
キャリアの概念を学ぶ

事前学習：　( 分）

3年次までの学習を振り返り、知的好奇心をもち、生涯にわたって看護学を主体的に学ぶ基礎的能力や社会人としての姿勢を学ぶこと
ができていたかを確認し、キャリア意識を醸成させる。さらに、自らのキャリアデザインを構築すると共に、卒業後も知的好奇心を
持って専門職として生涯にわたって学習できるように社会人基礎力を身につけ、キャリアアップできる基礎を学習する。

到達目標

１）キャリアとは何かを理解する。（心理・産業・職業・経済・渉外発達・渉外学習などの分野とも関連付ける）
２）自己分析を通じて自己洞察・自己理解を深める。
３）主体性を持ってなりたい自分像を考えることが出来る。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

キャリア形成論 マークィーゾス裕美

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
1単位

（15時間）
4年前期

　 講義日程

留意事項 事前学習や事後学習内容とオフィスアワーは初回の講義時に提示する。

評価 講義中の積極的な発表・ディスカッション　３０％　最終プレゼンテーション５０％　出席率２０％

教科書 キャリア基礎講座テキスト　自分のキャリアは自分で創る

参考図書など 適宜紹介する。

8
8/17

金曜日
4限

プレセンテーション
各自が作成したキャリアデザインのプレセンテーション

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　( 分）

7
8/17

金曜日
3限

キャリアデザイン・プラン
ニング

これまでの学びをもとに主体的にキャリアプランを作成する

事前学習：　( 分）

事後学習：　(６０～９０ 分）

6

8/16
木曜日
5限

自己概念（自分らしさ）の
構築

自分らしさを構築する価値観の醸成

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　( 分）

8/17
金曜日
2限

キャリア発達
４領域８能力を理解し、育成する

事前学習：　( ６０分）

事後学習：　( ６０分）

MBTIフィードバック
MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)を使用して、自己洞察を深める

事前学習：　( ３０分）

事後学習：　( ６０分）

3

8/17
金曜日
1限

職業キャリアとライフキャ
リア

ライフステージに沿った役割の解釈

事前学習：　(６０ 分）

事後学習：　(６０ 分）

4

5

8/16
木曜日
4限

事後学習：　( ６０分）

2
8/16

木曜日
3限

キャリア理論
スーパーの理論・マズローの理論などの基礎知識を学ぶ

事前学習：　(６０分）

事後学習：　(６０分）

1
8/16

木曜日
2限

キャリアとは何か
キャリアの概念を学ぶ

事前学習：　( 分）

3年次までの学習を振り返り、知的好奇心をもち、生涯にわたって看護学を主体的に学ぶ基礎的能力や社会人としての姿勢を学ぶ
ことができていたかを確認し、キャリア意識を醸成させる。さらに、自らのキャリアデザインを構築すると共に、卒業後も知的
好奇心を持って専門職として生涯にわたって学習できるように社会人基礎力を身につけ、キャリアアップできる基礎を学習す
る。

到達目標

１）キャリアとは何かを理解する。（心理・産業・職業・経済・渉外発達・渉外学習などの分野とも関連付ける）
２）自己分析を通じて自己洞察・自己理解を深める。
３）主体性を持ってなりたい自分像を考えることが出来る。

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

キャリア形成論 マークィーゾス裕美
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義 1単位 ４年前期

回数 講義日程

留意事項 本授業は、主体的にそして積極的な態度で臨むこと

評価 体験レポートの提出（40%）課題発表（60%）

教科書

参考図書など 適宜紹介する

8月6日
4限

職業意識を高める まと
め

グループワーク　　発表

8月6日
3限

職業選択とは

グループワーク　　発表

インターンシップの体験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

6/4～8/3
の期間に
1日各自
ｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ実施先

へ

インターンシップの体
験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

インターンシップの体
験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

インターンシップの体
験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

事後学習：自分の体験したインターンシップについてまとめる

5月14日
2限

インターンシップで学
ぶことの意義

インターンシップを体験することの意義について

5月7日
2限

インターンシップとは
何か

インターンシップについて

事前学習：インターンシップとは何か各自で調べてくる

ふれあい学園の施設においてインターンシップを体験する。医療現場の実践を見学・体験することを通して医
療の現場で実践されているアカデミックな医療と既習学習内容を結び付け統合させる。このプロセスを通し
て、学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会とし、主体的な職業選択や、就職後の職場への適応
力を養い高い職業意識を養う。

到達目標

１）看護の実際に触れ看護師として働くことのイメージができる
２）インターンシップを通して働く場の選択のポイントが解る
３）自らの職業意識を高めることができる

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

インターンシップ
加藤　尚美　牛田貴子　鈴木良子

相馬朝江　高橋泉　片山典子

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義 1単位 ４年前期

回数 講義日程

留意事項 本授業は、主体的にそして積極的な態度で臨むこと

評価 体験レポートの提出（40%）課題発表（60%）

教科書

参考図書など 適宜紹介する

8
8月6日
2限

職業意識を高める まと
め

グループワーク　　発表

7
8月6日
1限

職業選択とは

グループワーク　　発表

6 インターンシップの体験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

3

6/4～8/3
の期間に
1日各自
ｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ実施先

へ

インターンシップの体
験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

4
インターンシップの体
験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

5
インターンシップの体
験

各自の希望する病院に出向き看護部長の説明を受け１日体
験

事後学習：自分の体験したインターンシップについてまとめ

2
5月21日
2限

インターンシップで学
ぶことの意義

インターンシップを体験することの意義について

1
5月14日
2限

インターンシップとは
何か

インターンシップについて

事前学習：インターンシップとは何か各自で調べてくる

ふれあい学園の施設においてインターンシップを体験する。医療現場の実践を見学・体験することを通して医
療の現場で実践されているアカデミックな医療と既習学習内容を結び付け統合させる。このプロセスを通し
て、学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会とし、主体的な職業選択や、就職後の職場への適応
力を養い高い職業意識を養う。

到達目標

１）看護の実際に触れ看護師として働くことのイメージができる
２）インターンシップを通して働く場の選択のポイントが解る
３）自らの職業意識を高めることができる

単元 内容

授業概要

授業科目区分：看護･統合科目・統合看護学・選択

授業科目名 担当教員

インターンシップ
加藤　尚美　牛田貴子　鈴木良子

相馬朝江　高橋泉　片山典子
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
2単位

（90時間）
４年前期

教科書 各看護学領域で学修した教科書および実習テーマに関連する資料・文献の全て

参考図書など 実習オリエンテーション等で適宜紹介する。

留意事項
・事前学修内容は、実習要綱やオリエンテーション時の資料で提示する。
・留意事項：先修要件を満たしていること。

評価
各領域の実習評価表に基づいて評価する。
原則、実習内容及び実習記録（50％）、実習態度（20％）、レポート（30％）で評価する
（評価表は別紙）。

授業科目区分：看護･統合看護学・必修

授業科目名 担当教員

統合実習

鈴木良子　上野まり　荒木美千子　長田泉　片山典
子　小林優子　高畠有理子　渡邊知佳子　遠藤順子
金嶋祐加　菊池有紀　山崎真帆　相澤桂　稲垣尚美
井上喬太　　大塚克枝　笠原順子　塚原ゆかり　寺
戸聡子　弓気田美香　吉見早紀子

授業概要

これまでの既習学習を統合させ、看護の対象に看護理論および基礎看護技術等の学習内容を活用・提供することを学ぶ。
具体的には外来、病棟での看護実践における看護管理者、チームリーダー、メンバーの役割とその実際を学習する。ま
た、複数の患者を受け持ち、優先順位をつけて看護を実施する方法を学び、臨床現場で行われている看護実践の実際を学
ぶ。またチームの一員として協働する心構えを学ぶ。さらに卒業や卒業後を視野に入れて、卒業までの基礎知識や看護技
術における自己の学習課題を明確にする。

到達目標

１）統合実習におけるテーマ(以下、テーマと略記)について思索しまとめる。
２）組織内における看護職の役割や、管理者等の役割について理解する。
３）実習を通して臨地の実際を知り、チームの一員としての心構えを身につける。
４）卒業時に必要とされる基礎知識や看護技術における自己の学修課題とその解決策を具体的にあげることができる。

実習の進め方

1.実習期間：2週間（7月9日～8月3日の内、2週間）
2.実習施設：別紙参照
3.実習内容：各領域のテーマに沿って行う。
4.実習の展開
　１）実習施設毎にいくつかのグループに分かれて実習する。
　２）3年次2月の実習ガイダンスと実習オリエンテーションで実習可能なテーマと実習領域の説明を受ける。
　３）4年次4月の実習ガイダンスおよび実習オリエンテーションを受け、テーマと学修課題の実習に取り組む。
　４）テーマについて実習で明らかになったことをレポートにまとめる。
　５）実習最終日に卒業に向けて自己の学修課題と解決策を具体的にあげる。
5.記録提出
　実習最終日、指示された時間までに提出する。提出先等は領域の指示に従う。
6.その他
　その他の詳細は実習ガイドライン、統合実習実習要綱および各領域の実習オリエンテーション資料に沿って実習する。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

6月14日
公衆衛生看護活動に関する
法令

法令を学ぶ意義と公衆衛生看護活動の根拠、公衆衛生看護活動に関する法令
（教科書 p.181-198）　☆課題①

事前学習：課題を意識して指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：教科書を復習し理解を深める。　　　　　　　　　　　　　(30分）

6月7日 公衆衛生看護の場（３）

医療施設、社会福祉施設、国際（国際協力活動）　（教科書 p.55-68）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

5月31日 公衆衛生看護の場（２）

職域（産業保健が行われる場の理解、産業看護職の活動）、学校（学校保健、
養護教諭の職務）　（教科書 p.46-55）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(45分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(45分）

5月24日 公衆衛生看護の場（１）

行政機関、行政機関における公衆衛生看護活動（保健所、市町村、福祉分野）
（教科書 p.36-45）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(45分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(45分）

5月17日 予防と公衆衛生看護活動

予防の概念、一次予防～三次予防、予防の概念をふまえた公衆衛生看護活動の
展開、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチ、など。
（教科書 p.94-97, 157）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(45分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(45分）

5月10日 健康と生活

健康の概念、健康をめぐる課題、健康と社会的要因との関係、環境と健康障
害、生活習慣と生活様式、ブレスローの7つの健康習慣、など。（教科書 p.88-
93）
事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

4月26日 公衆衛生看護の対象

公衆衛生看護の対象の特徴、公衆衛生看護の対象（個人・家族、グループ・組
織・地域）、公衆衛生看護活動の方法　（教科書 p.24-33, 99-106）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

4月19日 公衆衛生看護の歴史（２）

日本における公衆衛生看護の歴史　（教科書 p.218-229）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(50分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(40分）

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・必修

授業科目名 担当教員

公衆衛生看護学概論 山本　千紗子

授業概要

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

4月12日 公衆衛生看護の歴史（１）

イギリスとアメリカの公衆衛生看護の歴史　（教科書 p.230-238）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(50分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(40分）

地域で生活するすべての人々の健康の保持・増進をめざす公衆衛生看護の理念、目的、保健師の機能と役割、活動の場、活動方法などを総合的に
学習する。保健師活動の歴史的変遷を通して、社会環境の変化とともに変わる健康問題の改善・解決に向けて展開される公衆衛生看護活動につい
て理解を深める。特に保健師国家試験受験資格の取得を予定している学生のため、ヘルスプロモーションや予防、住民活動、住民参加の意義と重
要性を含める。

1) 公衆衛生看護の理念、目的を理解し、予防およびヘルスプロモーションの意義を説明できる。
2) 保健師活動の歴史的変遷を理解し、個人・家族・集団・地域を対象に、時代ととも変化する健康問題解決のために展開
される公衆衛生看護活動の特徴と保健師の役割を理解できる。
3) さまざまな公衆衛生看護活動の場と、その対象特性と活動の概要を述べることができる。

単元 内容

4月5日
オリエンテーション
公衆衛生の看護の理念

授業の進め方、公衆衛生看護の理念、公衆衛生の理念、公衆衛生看護の理念と
基盤となる概念　（教科書 p.2-21, 88）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項

看護師国家試験において出題される健康に関する指標、健康と生活、保険医療制度、看護活動
展開の場としての保健所事業・保健センター業務など広くカバーしています。公衆衛生看護は
政治・経済・法律・制度と深くかかわり、地域の動向や人々の暮らしなど社会的背景や社会的
要因と密接なつながりがあります。日ごろから新聞やニュースに触れ、社会問題への関心を高
め、問題の背景を考察し意見を述べることができるように心がけましょう。

評価 定期試験（60%）、時間内課題（①10%、②15%）、毎回の意見記述（15%）

教科書 標美奈子ほか：標準保健師講座１　公衆衛生看護学概論（第4版）. 医学書院, 2016.

参考図書など

・宮崎美砂子ほか：最新公衆衛生看護総論, 日本看護協会出版会, 2016.
・宮本ふみ：無名の語り 保健師が「家族」に出会う12の物語. 医学書院, 2013
・木村哲也：駐在保健婦の時代　1942―1997,  医学書院, 2012.
・柳川洋ほか編：公衆衛生マニュアル2017, 南山堂, 2017.
・厚生労働統計協会：国民衛生の動向 2017/2018.
・医療情報科学研究所編：保健師国家試験のためのレビューブック208. MEDIC MEDIA, 2017.

7月19日
地域診断演習、公衆衛生看
護と研究、まとめ

地域診断演習（事例に学ぶ）、研究例、まとめ

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　  　(60分）

事後学習：配布資料を復習し理解を深める。　　　　　　　　　　　　(30分）

7月12日
公衆衛生看護活動の計画・
実践・評価

公衆衛生看護活動の展開における地域診断、公衆衛生看護活動の計画・実践・
評価、計画策定と施策化、事業計画の立案と実践、住民参加　（教科書 p.108-
124, 144-161）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　  　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

7月5日
保健医療福祉関連の各種図
表を読み解く

一般会計歳入・歳出総額、社会保障給付費の推移、国民負担率の国際比較、国
民医療費の構造、医療費の動向、ほか。☆課題②

事前学習：インターネット等を閲覧し予め意見をもって臨む。　　　　(60分）

事後学習：配布資料を復習し理解を深める。　　　　　　　　　　　　(30分）

6月28日 健康危機管理

リスクアセスメント、健康危機管理とリスクマネジメント、保健活動における
リスクマネジメント、災害保健活動、など。　（教科書 p.85, 206-216）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　  　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

6月21日 社会環境の変化と健康課題

社会情勢の変化、環境、健康の社会的決定要因および健康課題解決の資源
（教科書 p.70-86）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

4月5日

4月12日

4月19日

4月26日

5月10日

5月17日

5月24日

5月31日

6月7日 家庭訪問による支援の展開
（１）

家庭訪問における保健指導：目的・特徴・機能、家庭訪問のプロセス、家庭訪
問の具体的手順、受け入れ困難事例への対応　（教科書 p.134-142）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(45分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(45分）

保健指導の展開（２）

健康相談：目的・対象・方法、展開方法、支援者の基本姿勢、ロールプレイ
（教科書 p.106-113）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健指導の展開（３）

健康診査：目的・対象・方法、周知方法と健康診査受診の動機づけ、健康診査
における保健指導、健康診査の実際　（教科書 p.114-122）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

コミュニティ関連の理論・
方法論

コミュニティ-アズ-パートナーモデル、コミュニティエンパワメント、プリ
シード-プロシード・モデル、参加の技術　（教科書 p.75-96）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健指導の展開（１）

カウンセリングを用いた保健指導、ケースワークを用いた保健指導、グループ
ワークを用いた保健指導、ICTを用いた保健指導　（教科書 p.100-105, 123-
132）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健行動理論と保健指導で
活用できる理論（１）

行動をとりまくさまざまな要因、保健行動とはなにか、養護の定義、健康教育
の基盤となる理論、健康教育理論・モデル、事例演習　（教科書 p,42-61）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健行動理論と保健指導で
活用できる理論（２）

コーチング、セルフケア不足理論、「健康への力」に関する理論、ヘルスリテ
ラシー、「ライフスキル」と「生きる力」、エンパワメントの過程と指標、ヘ
ルスコンピテンス、ストレス対処力、事例演習　（教科書 p.61-74）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

公衆衛生看護の対象と支援
方法

公衆衛生看護における機能と技術、公衆衛生看護の対象と支援方法、個人・家
族・グループ・組織の理解と支援技法、事例演習　（教科書 p.2-25）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

地域の健康問題の構造

健康問題の構造、生活習慣・社会的背景と健康問題、子育てにおける問題の構
造、事例演習　（教科書 p,26-39）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

単元 内容

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

公衆衛生看護方法論Ⅰ 山本　千紗子

授業概要

地域を構成する人々の心身の健康、疾病・障害の予防、発生、回復、改善の過程のアセスメントおよび健康課題の明確化に
ついて学習する。また、人々が主体的に問題を解決できるよう地域特性を踏まえた適切な接近方法・技術の選択および支援
方法について学習する。

到達目標

1) 公衆衛生看護の対象である個人・家族・グループ・地域の健康課題を把握する方法を説明できる。

2) 保健指導・健康相談・健康教育の目的や技術を理解し、人々が主体的に問題解決できるための効果的な支援方法を選択
できる。

3) 家庭訪問の目的や機能を理解し、家庭訪問のプロセスと具体的手順について説明できる。
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回数 講義日程 単元 内容

6月14日

6月21日

6月28日

7月5日

7月12日

7月19日

留意事項
母性・小児・成人・精神看護学など他領域での学習は、本科目の事例演習の基礎知識として必
要です。復習しておきましょう。
＊保健師国家試験受験資格取得のための必修科目です。

事後学習：配布資料および教科書の復習、発表の振り返り。　　　　　(30分）

教科書 中村裕美子ほか：標準保健師講座２　公衆衛生看護技術（第3版）. 医学書院, 2016.

参考図書など

・宮本ふみ：無名の語り 保健師が「家族」に出会う12の物語. 医学書院, 2013.
・松下拡：今考えておきたい保健活動の基本 住民とともに進める健康学習
・福留スミ子：家庭訪問 保健師の経験知.やどかり出版,2010.
・岩本里織ほか編：公衆衛生看護活動論 技術演習第2版. クオリティケア, 2014.
・水野克己：お母さんがもっと元気になる乳児健診 健診を楽しくすすめるエビデンス＆テク
ニック. MCメディカ出版, 2016.
・福岡地区小児科医会 乳幼児保健委員会編：乳幼児健診マニュアル. 医学書院, 2016.
・厚生労働統計協会：国民衛生の動向 2017/2018.

評価 定期試験（50%）、発表（20%）、時間内課題取組（30%）

地域組織活動、健康教育発
表

地域組織活動の展開・保健師の役割、当事者組織とその支援、住民の自立支援
と地域組織活動の実際、健康教育発表　（教科書 p.206-236）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。健康教育発表準備　　　　　　(60分）

健康教育の展開（２）

健康教育の展開過程、健康教育の実際　（教科書 p.185-203）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

健康教育演習

母子保健、成人保健、高齢者保健における健康課題

事前学習：発達段階に応じた健康課題を復習し、健康教育の題材を探す。(60分）
事後学習：健康教育のテーマは発達段階に適合するか考察・修正する。　(30分）

家庭訪問による支援の展開
（３）

難病患者への保健活動事例、児童虐待事例、事例演習　（教科書 p.157-165）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(45分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(45分）

健康教育の展開（１）

地域における健康教育の位置づけ、健康教育の技術、教育媒体（教材）
（教科書 p.168-184）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

家庭訪問による支援の展開
（２）

家庭訪問による支援の実際　（教科書p.143-157）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

6月11日
公衆衛生看護学　疫学の基
礎

公衆衛生看護学に関する疫学の基礎知識

事前学習：疫学に関する授業の復習。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

6月4日 地域診断の展開

既存の資料を用いて情報収集し、地域診断を実施

事前学習：地域診断に使用する既存資料を収集する。　　　　　　　　(30分）

事後学習：課題(3)に取り組む。授業内容を復習し理解を深める。 　　(60分）

5月28日 地域診断の過程（４）

情報分析、顕在化・潜在化している健康課題の抽出、健康課題解決のための方
策の検討

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

5月21日 地域診断の過程（３）

住民のニーズの把握、地区視診、インタビューの進めかた

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

5月14日 地域診断の過程（２）

コミュニティのサブシステム（物理的環境、経済、政治と行政、教育、安全・
交通、コミュニケーション、レクリエーション、保健医療福祉サービス）の情
報収集とアセスメント

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

5月7日 地域診断の過程（１）

コミュニティコア（人口動態・人口静態等）の情報収集とアセスメント

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：課題(2)に取り組む。授業内容を復習し理解を深める。 　　(60分）

4月23日
公衆衛生看護学　保健統計
の基礎

地域診断に活用する保健統計の紹介、活用

事前学習：統計学に関する授業の復習。　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：課題(1)に取り組む。授業内容を復習し理解を深める。 　　(30分）

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

公衆衛生看護方法論Ⅱ 山崎　真帆

授業概要

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(45分）

4月16日 地域診断の概念

地域診断の考え方、理論・モデル

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

地域に顕在化・潜在化している健康課題を把握し、地域診断に基づく活動計画・実践・評価について学習する。また、住
民ニーズの施策化や地域における組織的な解決方法を学習する。

到達目標

1）地域診断の目的、意義、理論について説明できる。
2）地域特性をとらえる情報収集ができる。
3）地域の情報をアセスメントし、地域の健康課題や関連要因を抽出できる。
4）地域診断に基づく活動計画、実践、評価について説明できる。
5）住民ニーズの施策等、地域における組織的な解決方法を説明できる。

単元 内容

4月9日
オリエンテーション
公衆衛生看護と地域診断

地域支援の基本となる考え方と支援方法、地域診断の目的・意義

事前学習：身近にある「住民のニーズ」について考える。　　　　　　(45分）

157



回数 講義日程 単元 内容

留意事項
＊保健師国家試験受験資格取得のための必修科目です。
＊授業でコンピュータルームを使用する場合があります。

評価 定期試験（50%）、課題（30%）、発表（20%）

教科書
・標美奈子ほか：標準保健師講座1　公衆衛生看護学概論．医学書院，2016.ISBN978-

・厚生労働統計協会：国民衛生の動向　2017/2018.

参考図書など

・中村裕美子ほか：標準保健師講座2　公衆衛生看護技術．医学書院，2016.ISBN978-

・佐伯和子編：公衆衛生看護学テキスト 第2巻 公衆衛生看護技術．医歯薬出版，

・平野かよ子編：最新保健学講座5　公衆衛生看護管理論．メジカルフレンド社，

・エリザベス Ｔ．アンダーソン著　金川克子訳：コミュニティ アズ パートナー 地域看護学
の理論と実際第2版．医学書院，2007ISBN978-4260003261
・厚生労働統計協会：国民の福祉と介護の動向　2017/2018.
・厚生労働省編：平成29年度　厚生労働白書，2017.

7月23日
地域診断と事業の評価
まとめ

評価の考え方、評価の構成要素、評価の過程、評価の方法

事前学習：地域診断の課題の提出準備をする。　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

7月18
日

水曜
地域ケアシステムの構築

地域ケアシステムの概念、個人や組織の役割、住民とのパートナシップ、関係
機関の連携

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

7月9日 地区組織活動への支援

保健師による地区組織活動、セルフヘルプグループ等への支援

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配付資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

7月2日 地域診断発表

各自でまとめた地域診断の発表

事前学習：地域診断の発表に向けて準備をする。　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：発表内容を振りかえり、地域診断の加筆・修正をする。　　(30分）

6月25日
保健事業の見直しと事業化
へのプロセス（２）

保健事業計画策定の事例検討

事前学習：事前配付資料を読む。　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：授業内容を復習し理解を深める。発表にむけて準備をする。(60分）

6月18日
保健事業の見直しと事業化
へのプロセス（１）

活動の計画・実践、事業計画策定(教科書 p.108-124,144-161）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：課題(3)を深める。授業内容を復習し理解を深める。 　　　(60分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

4月10日

4月17日

4月24日

5月1日

5月8日

5月15日

5月22日

5月29日

6月5日 精神保健活動

精神保健医療福祉の動向（精神保健の理念、歴史的変遷、精神保健福祉施策と保
健活動）、精神障害者の生活と支援、社会病理を背景とする精神的問題
（教科書 p.114-138）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

高齢者保健活動（１）

高齢者保健医療福祉の動向（高齢者保健の理念、歴史的変遷、高齢者の保健医療
福祉施策と保健師活動）、歯科保健　　　　　　（教科書 p.84-92, 227-228）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

高齢者保健活動（２）

高齢者の健康課題と支援（高齢者の健康などの状況、高齢者の健康課題の支援）
（教科書 p.93-112）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

成人保健活動（１）

成人保健の動向（成人保健の理念・目的、成人保健活動の歴史的変遷、成人保健
施策と保健師活動、成人期の健康と健康課題）、歯科保健
（教科書 p.58-64, 220-227）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

成人保健活動（２）

成人期の保健活動（成人期の保健活動の進め方、生活習慣病の予防、特定健康診
査・特定保健指導、地域のサポートシステム・社会資源）
（教科書 p.66-82）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

母子保健（親子保健）活動
（３）

乳幼児期の成長・発達と健康課題への支援（乳幼児の身体発育評価、乳幼児期の
健康課題と保健師の支援、予防接種、乳幼児期の事故の特徴と事故防止、乳幼児
期の保健指導）　　　　　（教科書 p.24-40）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

母子保健（親子保健）活動
（４）

支援のニーズが高い親子の健康課題と支援　　　（教科書 p.42-55）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

オリエンテーション
母子保健（親子保健）活動
（１）

授業の進め方、母子保健（親子保健）の動向、母子保健における健康課題
（教科書 p.2-14,38-40）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

母子保健（親子保健）活動
（２）

母性各期の健康課題と支援（歯科保健を含む）　　（教科書 p.15-23, 220-
229）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

単元 内容

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

公衆衛生看護活動論 子紗千　本山

授業概要

発達段階、健康課題に応じた個人・家族、集団および組織の生活と健康状態の評価方法について学習する。また、人々が主
体的に課題を解決できるよう地域の社会資源を活用した支援活動の基本について学習する。

到達目標

1) 母子保健、成人保健、高齢者保健の動向を理解し、発達課題および健康課題に応じた保健指導の在り方と保健師の役割
を説明できる。

2) 精神保健、障害者(児)保健、難病保健の動向を学び、保健師活動の在り方を理解できる。

3) 感染症保健の動向を学び、感染症保健施策と保健師活動および疾病管理について説明できる。
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回数 講義日程 単元 内容

6月12日

6月19日

6月26日

7月3日

7月10日

7月17日

留意事項
地域で生活する人々への保健活動を理解するには、社会の動向や社会状況、社会問題への関心
が欠かせません。日ごろからさまざまな情報を把握し理解を深めておきましょう。
＊保健師国家試験受験資格取得のための必修科目です。

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

教科書 中谷芳美ほか：標準保健師講座３ 対象別公衆衛生看護活動（第4版）. 医学書院, 2018.

参考図書など

・鈴木庄亮監修：シンプル衛生公衆衛生学2017. 南江堂, 2017.
・厚生労働統計協会：国民衛生の動向 2017/2018.
・高野陽ほか編：改訂7版(2010/2011) 母子保健マニュアル. 南江堂, 2010.
・厚生労働省編：平成29年版 厚生労働白書, 2017.
・日本看護協会出版会：保健師業務要覧 第3版, 2017.

評価 定期試験（70%）、課題（20%）、意見発表（10%）

災害と保健活動

災害と災害保健活動における基本、災害支援の法・制度およびシステム、各災害
サイクルにおける災害対策と保健師活動　（教科書 p.349-364）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

感染症保健活動（１）

感染症保健の動向（感染症保健の理念、感染症対策の変遷、感染症対策の体
制）、感染症保健施策と保健師活動（感染症予防、感染症法に基づく施策と保健
師活動）　　　                      （教科書 p.188-202）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

感染症保健活動（２）

疾病管理（新興・再興感染症と感染症予防、結核、その他の主な感染症）
（教科書 p.203-217）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

難病保健活動（１）

難病対策の動向（難病対策の歴史的変遷、難病保健施策と保健師活動）
（教科書 p.162-173）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

難病保健活動（２）

難病患者への支援・保健活動（難病患者と家族の特徴、難病患者・家族への支
援、地域ケアシステムの構築）　　　　　　　　（教科書 p.175-186）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

障害者(児)保健活動

障害者（児）保健医療福祉の動向（障害者保健の理念、海外の障害者保健、日本
における障害者保健医療福祉施策の経緯、障害者の保健医療福祉施策）、障害者
保健活動　　　　（教科書 p.140-160）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

6月14日
産業保健活動の展開３
（澤井美奈子）

産業保健活動のマネジメント（事例を用いた演習、討議）

事前学習：事例に対する自分の考えと根拠をまとめる　（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

6月7日
産業保健活動の展開２
（澤井美奈子）

産業保健活動を考える（事例を用いた演習、討議）

事前学習：事例に対する自分の考えと根拠をまとめる　（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

5月31日
産業保健活動の展開１
（澤井美奈子）

産業保健活動を考える（事例を用いた演習、討議）

事前学習：事例に対する自分の考えと根拠をまとめる　（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

5月24日
産業保健の現状２
（澤井美奈子）

健康課題と対策（メンタルヘルス含む）

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）

5月17日
産業保健の現状１
（澤井美奈子）

労働と健康の現状：労働災害、業務上疾病、健康診断

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）

5月10日
産業保健の制度２
（澤井美奈子）

産業保健を担う多職種と関係機関

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）

4月26日
産業保健の制度１
（澤井美奈子）

産業保健に関わる法体系、制度とシステム

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）

4月19日
産業保健の動向３
（澤井美奈子）

産業構造の変遷と産業保健

事前学習：既習の産業構造の変遷と人の健康との関連を考える（45分）

事後学習：社会の変化と産業保健活動を結びつける（45分）

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

産業保健・学校保健論  澤井　美奈子・伊藤 優子

授業概要

事後学習：新聞、雑誌、インターネット等の関連記事を収集する（60分）

4月12日
産業保健の動向２
（澤井美奈子）

産業看護職の役割と機能

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：学会、専門誌等の関連記事を読み実際の活動を調べる（60分）

我が国の産業保健および学校保健の歴史的変遷について学修する。それを踏まえ、産業保健の現状、諸制度、対象、看護職の職務・役割ならびに
活動展開の実際について学修する。また、海外の産業保健活動を学び我が国の産業保健活動の課題と将来展望について学修する。学校保健につい
ては、学校保健の概念、安全、関連職種、組織、関連法規ならびに養護教諭の専門性、活動と実際等について学修する。

到達目標

1．学校・産業保健活動の歴史、理念と目的、法規や制度を説明できる。
2．各分野における対象および環境の特徴と健康・生活との関係、課題と対策を説明できる。

単元 内容

4月5日
オリエンテーション
産業保健の動向１
（澤井美奈子）

授業の進め方
産業保健の歴史、理念

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項
＊保健師国家試験受験資格取得のための必修科目です
＊学校保健３・４は、学外講師による講義です。講師の業務の関係で開講回が変更になること
があります

評価 筆記試験70％、授業への参加度30％

教科書 松田正己他（2018）．標準保健師講座3 対象別公衆衛生看護活動（第4版）．医学書院

参考図書など

厚生労働統計協会：厚生の指標増刊　国民衛生の動向（最新版）
中央労働災害防止協会：労働衛生のしおり（最新版）
東京産業保健推進センター：労働衛生のハンドブック（最新版）
河野啓子（2017）．産業看護学　2017年版 (地域看護学習Guide)．日本看護協会出版会
河野 啓子 (2014)．新版 すぐに役立つ産業看護アセスメントツール．法研
島津明人（2017）．職場のポジティブメンタルヘルス‐現場で活かせる最新理論．誠信書房
島津明人（2017）．職場のポジティブメンタルヘルス2‐科学的根拠に基づくマネジメントの実
践．誠信書房
衞藤 隆、岡田加奈子 (2017) ．学校保健マニュアル．南山堂
学校保健・安全実務研究会（2017）．新訂版 学校保健実務必携(第4次改訂版)．第一法規
東京都学校保健研究会、鈴木 裕子（2017）．学校保健OJTシート~養護教諭からこれだけは伝え
たいこと~
他必要時に提示する。

7月19日
まとめ
（澤井美奈子）

グループワーク中心に、産業保健・学校保健の学びを定着させる

事前学習：授業・教科書を復習し自分の考え、疑問を整理する（45分）

事後学習：議論の内容も含め、学びを定着させる（45分）

7月12日 学校保健４（伊藤優子）

養護教諭の役割と保健室の機能

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）

7月5日 学校保健３（伊藤優子）

学校保健の実際：児童・生徒の現状と学校保健の課題

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）

6月28日
学校保健２
（澤井美奈子）

学校保健の制度とシステム

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）

6月21日
学校保健１
（澤井美奈子）

学校保健の歴史、理念と定義

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（60分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

6月4日 健康危機の分野と実際８

公衆衛生における感染症対策２：結核感染拡大防止
　初回面接、初発患者調査、接触者健診

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

5月28日 健康危機の分野と実際７

公衆衛生における感染症対策１：結核動向と対策
　看護学生が結核に感染したら

事前学習：課題について資料を収集し健康危機管理計画を立てる（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

5月21日 健康危機の分野と実際６

子どもの虐待２：保健医療福祉専門職と地域の関わり

事前学習：課題について資料を収集し実際の対応を考える（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

5月14日 健康危機の分野と実際５

子どもの虐待１：養育支援を必要とする家庭、日本の現状

事前学習：課題について資料を収集し実際の対応を考える（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

5月7日 健康危機の分野と実際４

長期間にわたる健康影響、ハザードとリスク、アセスメントと対応
アスベスト

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

4月30日 健康危機の分野と実際３

健康な暮らしと環境：生活環境、温暖化、シックハウス

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

単元 内容

4月9日
オリエンテーション
健康危機管理とは

授業の進め方
食品安全(危機管理と保健医療従事者の役割)
森永ヒ素ミルク事件を例に

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

4月23日 健康危機の分野と実際２

自分の近くの健康危機：騒音、悪臭・廃棄物、土壌　病室の環境
健康危機と対応の実際（演習・討議）

事前学習：課題について資料を収集し実際の対応を考える（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

事後学習：身近な出来事やニュースから健康危機管理を理解する（45分）

4月16日 健康危機の分野と実際１

健康危機管理の定義
健康危機の定義、平時有事事後対応、健康危機管理の対象

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・必修

授業科目名 担当教員

健康危機管理論 子奈美　井澤

授業概要

健康危機管理の理念と健康危機管理の目的や制度・システムについて学ぶ。また、関係法令や行政や関連機関との連携、危機管理の対象や健康危
機管理における保健師の役割・機能など健康危機管理の基礎的知識について学習する。それらの知識を基に、感染症の集団発生時の保健活動につ
いて学習する。
さらに、災害と保健活動については、シュミレーション事例を通して学びを深め、健康危機管理対策、感染症集団発生時の保健活動および災害と
保健活動について理解を深める。

到達目標
1） 健康危機管理について定義とその要因について理解し、説明できる。
2） リスクマネジメントについて説明できる。
3） 健康危機管理における各機関と関係職種の役割について理解し、説明できる。

授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

8 6月11日 健康危機の分野と実際８

公衆衛生における感染症対策２：結核感染拡大防止
　初回面接、初発患者調査、接触者健診

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

8 6月4日 健康危機の分野と実際７

公衆衛生における感染症対策１：結核動向と対策
　看護学生が結核に感染したら

事前学習：課題について資料を収集し健康危機管理計画を立てる（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

7 5月28日 健康危機の分野と実際６

子どもの虐待２：保健医療福祉専門職と地域の関わり

事前学習：課題について資料を収集し実際の対応を考える（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

6 5月21日 健康危機の分野と実際５

子どもの虐待１：養育支援を必要とする家庭、日本の現状

事前学習：課題について資料を収集し実際の対応を考える（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

5 5月14日 健康危機の分野と実際４

長期間にわたる健康影響、ハザードとリスク、アセスメントと対応
アスベスト

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

4 5月7日 健康危機の分野と実際３

健康な暮らしと環境：生活環境、温暖化、シックハウス

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

単元 内容

1 4月9日
オリエンテーション
健康危機管理とは

授業の進め方
食品安全(危機管理と保健医療従事者の役割)
森永ヒ素ミルク事件を例に

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

3 4月23日 健康危機の分野と実際２

自分の近くの健康危機：騒音、悪臭・廃棄物、土壌　病室の環境
健康危機と対応の実際（演習・討議）

事前学習：課題について資料を収集し実際の対応を考える（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

事後学習：身近な出来事やニュースから健康危機管理を理解する（45分）

2 4月16日 健康危機の分野と実際１

健康危機管理の定義
健康危機の定義、平時有事事後対応、健康危機管理の対象

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・必修

授業科目名 担当教員

健康危機管理論 澤井　美奈子

授業概要

健康危機管理の理念と健康危機管理の目的や制度・システムについて学ぶ。また、関係法令や行政や関連機関との連携、危機管理の対象や健康危
機管理における保健師の役割・機能など健康危機管理の基礎的知識について学習する。それらの知識を基に、感染症の集団発生時の保健活動につ
いて学習する。
さらに、災害と保健活動については、シュミレーション事例を通して学びを深め、健康危機管理対策、感染症集団発生時の保健活動および災害と
保健活動について理解を深める。

到達目標
1） 健康危機管理について定義とその要因について理解し、説明できる。
2） リスクマネジメントについて説明できる。
3） 健康危機管理における各機関と関係職種の役割について理解し、説明できる。
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回数 講義日程 単元 内容

留意事項
看護師に必要な健康と生活環境、健康な生活を脅かす感染症や災害に対する行政や各機関の
役割や活動を一緒に学びましょう。
＊保健師国家試験受験資格取得のためには必修科目です

評価 筆記試験70％、授業への参加度30％

教科書 標　美奈子（2015）．標準保健師講座１　公衆衛生看護学概論．医学書院

参考図書など

厚生労働統計協会：厚生の指標増刊国民衛生の動向（最新号）
平野かよ子（2016）．ナーシング・グラフィカ 健康支援と社会保障(1)健康と社会・生活 第
4版．メディカ出版
平野かよ子（2015）．ナーシング・グラフィカ 健康支援と社会保障(2)公衆衛生 第4版．メ
ディカ出版

7月23日 まとめ

健康危機管理、感染症集団発生時や災害時の保健師活動の学びを総括する
課題の説明、振り返り

事前学習：授業・教科書を復習し自分の考え、疑問を整理する（45分）

事後学習：議論の内容も含め、学びを定着させる（45分）

7月18日
水曜

健康危機の分野と実際１４

災害保健活動４：平時の活動
　住民、行政、民生委員児童委員、関係団体

事前学習：課題について資料を収集し計画を立てる（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる（45分）

7月9日 健康危機の分野と実際１３

災害保健活動３：災害時の判断と決定とそれぞれの責務
　クロスロード

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

7月2日 健康危機の分野と実際１２

災害保健活動２：直接的支援、情報収集、調整、被災地における保健師の役割
神奈川県で想定される地震と被害

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

6月25日 健康危機の分野と実際１１

災害保健活動１：災害の定義と保健活動
　阪神淡路大震災における保健師活動

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

6月18日 健康危機の分野と実際１０

公衆衛生における感染症対策４：関係者支援と協働、予防活動
　相談支援、再発防止、平時からの対策

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

6月11日 健康危機の分野と実際９

公衆衛生における感染症対策３：集団発生と公衆衛生活動
　施設での集団発生

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

回数 講義日程 単元 内容

留意事項
看護師に必要な健康と生活環境、健康な生活を脅かす感染症や災害に対する行政や各機関の
役割や活動を一緒に学びましょう。
＊保健師国家試験受験資格取得のためには必修科目です

評価 筆記試験70％、授業への参加度30％

教科書 標　美奈子（2015）．標準保健師講座１　公衆衛生看護学概論．医学書院

参考図書など

厚生労働統計協会：厚生の指標増刊国民衛生の動向（最新号）
平野かよ子（2016）．ナーシング・グラフィカ 健康支援と社会保障(1)健康と社会・生活 第
4版．メディカ出版
平野かよ子（2015）．ナーシング・グラフィカ 健康支援と社会保障(2)公衆衛生 第4版．メ
ディカ出版

15 7月23日 まとめ

健康危機管理、感染症集団発生時や災害時の保健師活動の学びを総括する
課題の説明、振り返り

事前学習：授業・教科書を復習し自分の考え、疑問を整理する（45分）

事後学習：議論の内容も含め、学びを定着させる（45分）

14
7月18日
水曜

健康危機の分野と実際１４

災害保健活動４：平時の活動
　住民、行政、民生委員児童委員、関係団体

事前学習：課題について資料を収集し計画を立てる（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる（45分）

13 7月16日 健康危機の分野と実際１３

災害保健活動３：災害時の判断と決定とそれぞれの責務
　クロスロード

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

12 7月9日 健康危機の分野と実際１２

災害保健活動２：直接的支援、情報収集、調整、被災地における保健師の役
割
神奈川県で想定される地震と被害
事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

11 7月2日 健康危機の分野と実際１１

災害保健活動１：災害の定義と保健活動
　阪神淡路大震災における保健師活動

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

10 6月25日 健康危機の分野と実際１０

公衆衛生における感染症対策４：関係者支援と協働、予防活動
　相談支援、再発防止、平時からの対策

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）

9 6月18日 健康危機の分野と実際９

公衆衛生における感染症対策３：集団発生と公衆衛生活動
　施設での集団発生

事前学習：教科書の関連箇所を読む　（45分）

事後学習：関連資料から学びを深める（45分）
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授業形態
単位数

（時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

6月15日 予算管理２

保健事業の計画をたて、予算管理を体験する（演習・討議）

事前学習：課題事業について計画と根拠をまとめる　（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

6月8日 予算管理１

保健事業と予算のしくみ
予算の確保と執行

事前学習：教科書の指定箇所を読む　（30分）

事後学習：事例に関連する資料や情報を収集、整理する　（60分）

6月1日 組織運営と管理２

組織の運営・管理を模擬体験する（演習・討議）

事前学習：事例に対する自分の考えと根拠をまとめる　（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

5月25日 組織運営と管理１

保健師が働く組織と構造
各組織・部門の目的、役割や権限

事前学習：教科書の指定箇所を読む　（30分）

事後学習：事例に関連する資料や情報を収集、整理する　（60分）

5月18日 情報管理

公衆衛生看護活動に関連する情報とその管理

事前学習：教科書の指定箇所を読む　（30分）

事後学習：関連する資料や情報を収集、整理する　（60分）

5月11日 公衆衛生看護の質の保証２

地域ケアと公衆衛生看護の現状と課題、改善方法を考える
（演習・討議含む）

事前学習：事例に対する自分の考えと根拠をまとめる　（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

4月27日 公衆衛生看護の質の保証１

公衆衛生看護サービスと社会資源の内容
質の評価、課題

事前学習：教科書の指定箇所を読む　（30分）

事後学習：事例に関連する資料や情報を収集、整理する　（60分）

4月20日
公衆衛生看護管理の目的と
意義２

事例から考えるサービス提供と倫理（演習・討議含む）

事前学習：事例に対する自分の考えと根拠をまとめる　（45分）

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

公衆衛生看護管理論 澤井　美奈子

授業概要

事後学習：行政発行広報の前年度分から関連記事掲載号を収集する（60分）

4月13日
公衆衛生看護管理の目的と
意義１

コミュニティの健康、サービス提供体制、人々の権利と専門職の倫理

事前学習：教科書の指定箇所を読む　（30分）

事後学習：事例に関連する資料や情報を収集、整理する　（60分）

公衆衛生看護管理の構成要素、専門的自律と人材育成方法について学習する。具体的には、公衆衛生看護管理の目的と機
能、情報管理、地域ケアの質の保証、人事管理、予算管理、組織運営と管理および保健師教育について学習する。

到達目標

1） 公衆衛生看護管理を構成する各要素について理解し、説明できる。
2） 公衆衛生看護専門職としての自律について、評価・研究方法を修得し、その活用方法を説明できる。
3） 人材育成における、保健師教育の変遷および継続教育の目的と方法について説明できる。

単元 内容

4月6日
オリエンテーション
公衆衛生看護管理とは

授業の進め方
公衆衛生看護管理の定義、構成する要素

事前学習：教科書の指定箇所を読む　（30分）
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回数 講義日程 単元 内容

事前学習：10回目までを復習し、保健師の活用を考える（45分）

留意事項 ＊保健師国家試験受験資格取得のための必修科目です

評価 筆記試験70％、授業への参加度30％

教科書 標美奈子他（2015）．標準保健師講座1 公衆衛生看護学概論．医学書院

参考図書など

厚生労働統計協会：厚生の指標増刊国民衛生の動向（最新号）
村中峯子：保健師、このステキな仕事 あの人の思い出カバン、社会保険研究所、2010
他必要時に提示する。

事後学習：他者の意見や議論の内容を踏まえ学びをまとめる　（45分）

7月20日 まとめ：公衆衛生看護管理

グループワーク中心に、公衆衛生看護管理の学びを定着させる

事前学習：授業・教科書を復習し自分の考え、疑問を整理する（45分）

事後学習：議論の内容も含め、学びを定着させる（45分）

7月6日 人事管理と人材育成２－１

コミュニティの健康、サービス提供体制を整備するための人材育成、継続教
育

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

7月13日 人事管理と人材育成

保健師としてのキャリアを考える（演習・討議）

事前学習：事例に対する自分の考えと根拠をまとめる　（45分）

6月29日 人事管理と人材育成１－２

業務と人員確保、個別の評価

事前学習：保健師の業務と配置組織を復習し必要な人員を考える（45分）

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）

6月22日 人事管理と人材育成１－１

保健師教育制度の歴史と現在の保健師教育

事前学習：保健師の役割と領域を復習し必要な知識･技術を考える（45分）」

事後学習：関連する資料を収集し学びを深める（45分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

講義
２単位

（30時間）
３年前期

回数 講義日程

4月10日

4月17日

4月24日

5月1日

5月8日

5月15日

5月22日

5月29日

6月5日

6月12日 社会福祉制度

社会福祉法、社会福祉行政、公的扶助（生活保護）、子ども家庭福祉（イギリス、ア
メリカ、日本）、高齢者福祉、障害者福祉、成年後見制度（教科書 p.134-148）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

社会保険制度（１）

医療保険制度、介護保険制度、市町村・都道府県・国の役割、介護保険事業と保
健師の役割　（教科書 p.114-125）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

社会保険制度（２）

公的年金制度の役割と体系、雇用保険と労働者災害補償保険（労災保険）
（教科書 p.126-133）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

社会保障制度

社会保障制度とは、社会保障給付費、社会保険と社会福祉の法規と行政体系、社
会保障制度をめぐる環境の変化と制度改革　　　（教科書 p.88-94）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

医療提供体制

医療提供体制の概要、医療保障（医療財政：医療保険、公費医療制度、国民医療
費、医療費適正化対策）　（教科書 p.95-113）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健医療福祉行政・財政の
理念としくみ（１）

国・都道府県・市区町村の行政のしくみと役割、行政における保健師の役割と活
動　　　（教科書 p.54-73）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健医療福祉行政・財政の
理念としくみ（２）

保健医療福祉の財政、公衆衛生に関する国際的な活動　（教科書 p.74-86）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健医療制度の変遷（１）

英国に始まった近代公衆衛生、日本の近代公衆衛生のはじまり、社会事業として
の公衆衛生、戦後の公衆衛生の基盤形成、近年の公衆衛生政策の発展
（教科書 p.18-30）
事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健医療制度の変遷（２）

地域保健法、市町村の役割重視、健康づくり対策、母子・高齢者・障害者への保
健医療福祉対策、精神保健・自殺・難病・がん・感染症・災害時対策
（教科書 p.31-52）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健医療福祉行政・財政の理念としくみ、地域の健康課題の解決に必要な社会資源の開発、保健医療福祉サービスの評価と調査方法について学習
する。また、地方公共団体の保健医療福祉行政施策の計画策定、実行、評価のサイクルを学習する。これらを踏まえて、公衆衛生行政の各分野に
おける保健師の役割、地域での活動方法の基本を学習する。

到達目標

1) 近代公衆衛生の歴史を学び、時代と社会的要因の変遷に伴う健康問題への対応と施策の発展を理解できる。
2) 保健医療福祉行政の理念としくみ、社会保障の動向を理解できる。
3) 地域保健行政と保健師活動を説明できる。

単元 内容

オリエンテーション
保健医療福祉行政のめざす
もの

授業の進め方、保健医療福祉行政の根拠、公衆衛生とは、格差社会における保健
医療福祉行政の役割　（教科書 p.2-16）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

授業概要

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

保健医療福祉行政論 子紗千　本山
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回数 講義日程 単元 内容

6月19日

6月26日

7月3日

7月10日

7月17日

留意事項

本科目で習得しておくべき基本的知識は、保健師だけでなく社会人になったときにも役立つも
のです。日ごろから新聞やニュースなどで社会状況や出来事について情報を得ておきましょ
う。関心のあるトピックについて2分間スピーチで発表し意見交換をします。
＊保健師国家試験受験資格取得のための必修科目です。

評価 定期試験（60%）、課題①（10%）、課題②（20%）、意見発表（10%）

教科書 藤内修二ほか：標準保健師講座 別巻１ 保健医療福祉行政論（第4版）. 医学書院, 2017.

参考図書など

・今西春彦：ナーシング・グラフィカ 健康支援と社会保障④ 医療関係法規. MCメディカ出版,

・NPO法人日本医療ソーシャルワーク研究会編：医療福祉総合ガイドブック 2016年度版. 医学
書院, 2016.

・厚生労働統計協会：国民衛生の動向 2017/2018.

・厚生労働統計協会：国民の福祉と介護の動向 2017/2018.
・内閣府編：平成29年版 高齢社会白書. 2017.
・医療情報科学研究所編：保健師国家試験のためのレビューブック2018. MEDIC MEDIA, 2017.
・健康危機管理における保健師の役割：保健師ジャーナル.2011;Vol.67(3), 医学書院.
・厚生労働省編：平成29年版 厚生労働白書, 2017.

保健医療福祉の計画と評価
（２）

保健計画の推進と評価、保健事業の立案プロセスを学ぶ　（教科書 p.204-223）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

まとめ

まとめ

事前学習：配布資料を整理する。　　　　　　　　　　　　　　　　　(30分）

事後学習：配布資料とまとめを復習し理解を深める。　　　　　　　　(60分）

地域保健の体系（２）

市町村保健センターの役割と機能：法的な位置づけ、主な実施業務、関係機関と
の連携・協働、今後強化すべき機能（教科書 p.150-173）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

保健医療福祉の計画と評価
（１）

地方公共団体の保健医療福祉計画、保健計画の策定プロセス　（教科書 p.176-
203）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）

地域保健の体系（１）

保健所の役割と機能：法的な位置づけ、保健所の特徴、都道府県型保健所、政令
市保健所、今後強化すべき機能　（教科書 p.150-173）

事前学習：教科書の指定箇所を読む。　　　　　　　　　　　　　　　(60分）

事後学習：配布資料および教科書を復習し理解を深める。　　　　　　(30分）
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
4単位

（180時間）
４年前期

参考図書など

・日本看護協会出版会：保健師業務要覧（最新版）
・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）
・高野陽ほか編：母子保健マニュアル
・長江弘子、栁沢尚代：こう書けばわかる！保健師記録、医学書院（2014）
・佐伯和子：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（2007）

事前・事後学習
留意事項

実習先の保健所等で提供される事業について、十分に事前学習して臨むこと。

実習期間は4週間と長いため、自らの健康管理に十分配慮すること。

教科書 授業で使用した教科書すべて。

3)カンファレンス・報告会：実習開始時、実習中、終了時にカンファレンスや情報交換を行い、学びの共有や定着をはかる
ことで学修を深める。

4.記録提出

 提出期日および提出先は担当教員の指示に従うこと。

5.その他

　詳細は、実習要綱および臨地実習ガイドラインを参照すること。

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

（注）上記実習内容は、実習先の年間スケジュールに沿って実施されるため、すべての学生が同一期間に同じ内容を実習で
きるとは限らない。

5. 公衆衛生看護における看護倫理について学び、実践する。

授業の進め方

1.実習期間：
・保健所・市町村オリエンテーション：平成30年4月19日(木）、4月20日(金）
・保健所・市町村実習：平成30年6月4日(月）～ 6月29日(金）

2.実習施設：神奈川県内保健所・市町村

3.実習内容・展開

1) 事前学習：オリエンテーション。実習目標をたて、実習地域および参加事業の調べ学習などを行う。

2) 臨地実習

　実習先保健所・保健センター管内における、地域アセスメント（地域診断）、各種保健事業への参加、家庭訪問や相談の
体験、地区組織活動への参加などを重ね、公衆衛生看護活動について学びを深める。

4. 地域の健康危機管理について学び、保健師の役割を理解する。

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

公衆衛生看護学実習Ⅰ 山本 千紗子・澤井 美奈子・山崎 真帆

授業概要

保健所ならびに市町村での実習を通して、地域社会で生活する住民や家族の個別保健ニーズと地域の健康課題を包括的にと
らえ、課題を解決するための地域看護活動の方法と実際の活動について学習する。さらに、公衆衛生看護活動におけるチー
ム医療の実際についても実習を通して学習する。

到達目標

1. 地域で生活する住民の健康状態を把握し、潜在または顕在する健康課題を明らかにする。

2. 地域で生活している人々の健康問題の改善や解決のために展開される保健事業（健診等）を通して、公衆衛生看護の意
義と方法を学ぶ。

3. 地域における保健・医療・福祉行政システムにおける関係機関および関連職種との連携・協働について学ぶ。
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授業形態
単位数

(時間数）
配当年次

実習
１単位

（45時間）
４年後期

事前・事後学習
留意事項

・実習先は毎日異なるので、前の週までに周到な事前学習をして臨むこと。

・自らの健康管理に十分配慮すること。

評価 評価表に基づき、実習内容、実習記録、実習態度等で総合的に評価する。

教科書 松田正巳ほか：標準保健師講座3　対象別公衆衛生看護活動.

参考図書など

・厚生労働統計協会：国民衛生の動向、・日本看護協会出版会：保健師業務要覧
・南山堂：学校保健マニュアル（最新版）
・第一法規：学校保健実務必携　新訂版（最新版）
・法研：新版 すぐに役立つ産業看護アセスメントツール
・ミネルヴァ書房 ：保健師まるごとガイド―資格のとり方・しごとのすべて (2012）

2) 産業保健活動

3) 地域のヘルスケアシステム

（注）実習期間、実習施設、学生によって実習予定は異なる。

4．実習の展開

　実習の前の週までに準備を進めておく。

5.記録提出

　提出期日および提出先は担当教員の指示に従うこと。

6.その他

　詳細は、実習要綱および臨地実習ガイドラインを参照すること。

1) 学校保健活動

1) 働く人の健康の保持増進、予防に関する各種施策、事業の意義と仕組みが説明できる。

2) 健康診断と事後指導・個別相談等へ参加を通して、労働者個人や職場組織の健康の保持増進・および予防活動における
保健師の役割を学ぶ。

3. 地域のヘルスケアシステムの実際

1) さまざまなヘルスケア施設を利用する地域住民の健康問題や利用状況を把握し、施設および健康支援に携わる看護職者
の役割を説明できる。

2) 地域の住民が主体となって地域づくりを行う場に参加し、住民と多分野多機関の関係者が協働し組織的に活動すること
の意義を具体的に説明できる。

授業の進め方

1.実習期間：1週間

2.実習施設：学校・産業保健施設、病院、訪問看護ステーション、老健施設

3.実習内容

2. 産業保健活動の実際

授業科目区分：看護･公衆衛生科目・公衆衛生看護学・選択

授業科目名 担当教員

公衆衛生看護学実習Ⅱ 山本 千紗子・澤井 美奈子・山崎 真帆

授業概要

公衆衛生看護活動展開の場である学校・産業保健、病院の外来、訪問看護ステーションおよび老健施設での実習を通して、
それぞれの場における保健活動の概要と健康課題および実践されている看護活動の実際とその展開方法について学習する。

到達目標

1. 学校保健活動の実際

 1) 学校保健に関する主な法規、各種施策、事業の意義と仕組みを実習内容をふまえて具体的に説明できる。

 2) 子どもの発達と健康課題を関連づけて理解し、実習先教育施設を構成する幼児、職員、組織の健康の保持増進・予防活
動を行う学校保健と、看護職者の役割を学ぶ。
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オフィスアワー

1専任教員
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

寺本　明
学部長
副学長

木曜日と金曜日の午後以外 A棟1F学部長室

喜多村　健 副学長 前期：月曜日9：00～13：00、15：00～18：00
後期：月曜日9：00～13：00 A棟1F研究室2

看護学科
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

加藤　尚美 学科長・教授
火曜日　12:00～13:00
金曜日　16:00～18:00

A棟2F学科長研究室1

上野まり 教授
火曜日　16:00～17:00
原則平日9：00～17：00

A棟2F研究室20

牛田　貴子 教授
前期月曜日　12:00～14:30
後期火曜日　16:30～17:30

A棟2F研究室27

鈴木　良子 教授

前期
火曜日　9：00～１0：30
金曜日　１2：3013：00
後期
月曜日　12：30～14：00
金曜日　16：30～17：30

A棟2F研究室25

相馬　朝江 教授
前期水曜日　12:30～13:30
後期金曜日　11:00～12:30

A棟2F研究室24

髙橋　泉 教授
月曜日　12:10-13:00
火曜日　12:10-13:00

A棟2F研究室21

山本　千紗子 教授
火曜日　15:00～16:00
木曜日　15:00～16:00

A棟2F研究室22

吉田　真理子 教授
月曜日　12:10～13:30
木曜日　14:00～17:00

A棟2F研究室23

片山　容一 教授 講義終了後

橋本　修 教授 講義終了後

東舘　雅文 教授 講義終了後

須山 淳平 教授 講義終了後

荒木　美千子 准教授 水曜日 A棟1F研究室9

長田　泉 准教授 月曜日 C棟2F研究室2

小林　優子 准教授 火曜日 C棟2F研究室9

片山　典子 准教授 水曜日 A棟2F研究室26

澤井　美奈子 准教授 木曜日12:30～15:30 A棟1F研究室12

高畠有理子 准教授
水曜日の昼休み
演習科目開講日の昼休み

C棟2F研究室1

渡邊　知佳子 准教授
①月曜日　8：30～10：00
②金曜日　16：00～17：00

C棟2F研究室13

遠藤　順子 講師 月曜日 A棟1F研究室8

金嶋　祐加 講師 水曜日 A棟1F研究室12

菊池　有紀 講師
前期　水・木曜12:10～17:00
後期　月・水曜12:10～17:00

C棟2F研究室13

櫻井　友子 講師 水曜日　13:00～17:00 C棟2F研究室1

山崎　真帆 講師
水曜日　12:00～12:50
木曜日　10:40～12:50

C棟2F研究室8

授業内容等に関する質問に応じるため、オフィスアワーを設けています。その時間帯は、教員は研究室にいることを基本としています。
気軽に訪問してください。オフィスアワー以外の時間帯に面談を希望する場合には、事前に教員に問い合わせてください。

※メールアドレスの右側には『@sums.ac.jp』を付加

※メールアドレスの右側には『@sums.ac.jp』を付加

オフィスアワー

1専任教員
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

寺本　明
副学長
学部長

A棟1F学部長室

喜多村　健 副学長 前期：月曜日9：00～13：00、15：00～18：00
後期：月曜日9：00～13：00 A棟1F研究室2

看護学科
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

加藤　尚美 学科長・教授
火曜日　12:00～13:00
金曜日　16:00～18:00

A棟2F学科長研究室1

上野  まり 教授
火曜日　16:00～17:00
原則平日9：00～17：00

A棟2F研究室20

牛田　貴子 教授
前期月曜日　12:00～14:30
後期火曜日　16:30～17:30

A棟2F研究室27

鈴木　良子 教授

前期
火曜日　9：00～１0：30
金曜日　１2：3013：00
後期
月曜日　12：30～14：00
金曜日　16：30～17：30

A棟2F研究室25

相馬　朝江 教授
前期水曜日　12:30～13:30
後期金曜日　11:00～12:30

A棟2F研究室24

髙橋　泉 教授
月曜日　12:10-13:00
火曜日　12:10-13:00

A棟2F研究室21

山本　千紗子 教授
火曜日　15:00～16:00
木曜日　15:00～16:00

A棟2F研究室22

橋本　修 教授 講義終了後

東舘　雅文 教授 講義終了後

須山 淳平 教授 講義終了後

荒木　美千子 准教授 水曜日 A棟1F研究室9

長田　泉 准教授 月曜日 C棟2F研究室2

小林　優子 准教授 火曜日 C棟2F研究室9

片山　典子 准教授 水曜日 A棟2F研究室26

澤井　美奈子 准教授 木曜日12:30～15:30 A棟1F研究室12

高畠  有理子 准教授
水曜日の昼休み
演習科目開講日の昼休み

C棟2F研究室1

渡邊　知佳子 准教授
①月曜日　8：30～10：00
②金曜日　16：00～17：00

C棟2F研究室13

遠藤　順子 講師 月曜日 A棟1F研究室8

金嶋　祐加 講師 水曜日 A棟1F研究室12

菊池　有紀 講師
前期　水・木曜12:10～17:00
後期　月・水曜12:10～17:00

C棟2F研究室13

櫻井　友子 講師 水曜日　13:00～17:00 C棟2F研究室1

山崎　真帆 講師
水曜日　12:00～12:50
木曜日　10:40～12:50

C棟2F研究室8

授業内容等に関する質問に応じるため、オフィスアワーを設けています。その時間帯は、教員は研究室にいることを基本としています。
気軽に訪問してください。オフィスアワー以外の時間帯に面談を希望する場合には、事前に教員に問い合わせてください。

※メールアドレスの右側には『@sums.ac.jp』を付加

※メールアドレスの右側には『@sums.ac.jp』を付加
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氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

相澤　桂 助教 木曜日 C棟2F研究室8

稲垣　尚美 助教
水曜日　13：00～16：00
金曜日　12：10～12：40

C棟2F研究室15

井上　喬太 助教 月曜日　15:00～17:00 A棟1F研究室11

笠原　順子 助教 水曜日15時～16時 C棟1F研究室12

大塚　克江 助教 水曜日 A棟2F研究室8

塚原　ゆかり 助教
火曜日　9：30～12：30
水曜日　12：10～13：00

C棟2F研究室14

寺戸　聡子 助教 月曜日　15:00 C棟2F研究室12

弓気田　美香 助教 金曜日 C棟2F研究室14

吉見　早紀子 助教 演習科目開講日 A棟1F研究室9

岡　多恵 助教

大久保　昭宏 助手
月曜日　12:00～13:00
火曜日　12:00～13:00

A棟1F研究室10

玉田　聡史 助手 水曜日 A棟1F研究室10

志水　咲耶 助手 火曜日 C棟2F研究室9

氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

相澤　桂 助教 木曜日 C棟2F研究室8

稲垣　尚美 助教
水曜日　13：00～16：00
金曜日　12：10～12：40

C棟2F研究室15

井上　喬太 助教 月曜日　15:00～17:00 A棟1F研究室11

笠原　順子 助教 水曜日15時～16時 C棟1F研究室12

大塚　克江 助教 水曜日 A棟2F研究室8

塚原　ゆかり 助教
火曜日　9：30～12：30
水曜日　12：10～13：00

C棟2F研究室14

寺戸　聡子 助教 月曜日　15:00 C棟2F研究室12

弓気田　美香 助教 金曜日 C棟2F研究室14

吉見　早紀子 助教 演習科目開講日 A棟1F研究室9

岡　多恵 助教

大久保　昭宏 助手
月曜日　12:00～13:00
火曜日　12:00～13:00

A棟1F研究室10

玉田　聡史 助手 水曜日 A棟1F研究室10

志水　咲耶 助手 火曜日 C棟2F研究室9
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リハビリテーション学科

理学療法専攻
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

鶴見　隆正 学科長・教授 月曜日　10：00～16：00 A棟2F学科長研究室2　

坂上　昇 専攻長・教授 木曜日 10：40～12：10 A棟2F研究室15

小林　和彦 教授 初講時に掲示する。 A棟2F研究室14

柴田　昌和 教授 火曜日　9：00～17：00 A棟2F研究室16

長澤　弘 教授 月曜日　13：00-15：00 A棟1F研究室1

大森　圭貢 教授
月曜日13～17時
火曜日13～17時

A棟2F研究室13

斉藤　琴子 准教授 水曜日　午後3，4限 C棟2F研究室3

櫻井好美 准教授
月曜日　9：00～12：00
水曜日　16：00～18：00

C棟2F研究室3

森尾裕志 准教授
火曜日  10：30～13：00
木曜日  10：30～13：00

A棟2F研究室28

中尾　陽光 講師
火曜日　9:30～12:00
木曜日　9:30～12:00

C棟2F研究室4

大矢　暢久 講師 水曜日  9:00～16:00 C棟2F研究室11

下田　栄次 助教
水曜日　13:00～15:00
水曜日　13:00～15:00

C棟2F研究室4

中村　壽志 助教
火曜日　10:00〜15:00
木曜日　10:00〜15:00

C棟2F研究室11

作業療法専攻
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

生田　宗博 専攻長・教授
前期・後期
水曜日　16：20～17：50

A棟2F研究室17

田邉　浩文 教授
火曜日・水曜日・金曜日
13:00～17:00

A棟2F研究室18

鶴見　隆彦 教授
前期　火曜日13:00～14:30
後期　火曜・木曜日13:00～14:30

前期  木曜日13:00～14:30
後期　火曜・木曜日13:00～14:30

A棟2F研究室19

楜澤　直美 准教授
前期・後期
火曜日　14:40～16:30

C棟2F研究室7

鈴木　雄介 准教授
前期  木曜日　 9:00～10:30
後期　火曜日　10:40～12:10

C棟2F研究室10

竹原　敦 准教授 C棟2F研究室6

猪股　英輔 講師 金曜日9:00～10:30 C棟2F研究室5

久保田　清子 講師
前期  火曜日　14:40～16:10
後期　月曜日  9:00～10:30

C棟2F研究室7

須鎌　康介 講師
前期  火曜日　10:30～12:00
後期　月曜日  10:30～12:00

C棟2F研究室10

光金　正官 講師
前期・後期
木曜日・金曜日　12:00～14:30

C棟2F研究室5

西野　由希子 助教 火曜日 C棟2F研究室15

リハビリテーション学科

理学療法専攻
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

鶴見　隆正 学科長・教授 月曜日　10：00～16：00 A棟2F学科長研究室2　

坂上　昇 専攻長・教授 木曜日 10：40～12：10 A棟2F研究室15

小林　和彦 教授 初講時に掲示する。 A棟2F研究室14

柴田　昌和 教授 火曜日　9：00～17：00 A棟2F研究室16

長澤　弘 教授 月曜日　13：00-15：00 A棟1F研究室1

大森　圭貢 教授
月曜日13～17時
火曜日13～17時

A棟2F研究室13

斉藤　琴子 准教授 水曜日　午後3，4限 C棟2F研究室3

櫻井  好美 准教授
月曜日　9：00～12：00
水曜日　16：00～18：00

C棟2F研究室3

森尾  裕志 准教授
火曜日  10：30～13：00
木曜日  10：30～13：00

A棟2F研究室28

中尾　陽光 講師
火曜日　9:30～12:00
木曜日　9:30～12:00

C棟2F研究室4

大矢　暢久 講師 水曜日  9:00～16:00 C棟2F研究室11

下田　栄次 助教
水曜日　13:00～15:00
水曜日　13:00～15:00

C棟2F研究室4

中村　壽志 助教
火曜日　10:00〜15:00
木曜日　10:00〜15:00

C棟2F研究室11

作業療法専攻
氏名　 職位 曜日・時間帯 研究室

生田　宗博 専攻長・教授
前期・後期
水曜日　16：20～17：50

A棟2F研究室17

田邉　浩文 教授
火曜日・水曜日・金曜日
13:00～17:00

A棟2F研究室18

鶴見　隆彦 教授
前期　火曜日13:00～14:30
後期　火曜・木曜日13:00～14:30

A棟2F研究室19

楜澤　直美 准教授
前期・後期
火曜日　14:40～16:30

C棟2F研究室7

鈴木　雄介 准教授
前期  木曜日　 9:00～10:30
後期　火曜日　10:40～12:10

C棟2F研究室10

竹原　敦 准教授
前期  木曜日13:00～14:30
後期　火曜・木曜日13:00～14:30

C棟2F研究室6

猪股　英輔 講師 金曜日9:00～10:30 C棟2F研究室5

久保田　清子 講師
前期  火曜日　14:40～16:10
後期　月曜日  9:00～10:30

C棟2F研究室7

須鎌　康介 講師
前期  火曜日　10:30～12:00
後期　月曜日  10:30～12:00

C棟2F研究室10

光金　正官 講師
前期・後期
木曜日・金曜日　12:00～14:30

C棟2F研究室5

西野　由希子 助教 火曜日 C棟2F研究室15
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2非常勤講師
本学で授業がある日以外は出講しません。質問がある際は、指定された時間もしくは、講義開始前や終了後の時間を利用してください。
講師開始前・終了後と記載している先生は、講義時改めて時間等について指示がある場合もあります。
また、他の連絡手段については、講義時先生よりご連絡がある場合があります。

時間割コード順 科目名 教員名 オフィスアワー 研究室

コミュニケーション論 長澤 里絵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
英語Ⅰ
英語Ⅱ

小山田 幸永 水曜日 12:30～12:55 ２Ｆ非常勤講師室

英語Ⅰ
英語Ⅱ

西川 百合子 水曜日 12:30～12:55 2F非常勤講師室

英語Ⅲ 大森 千草 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
中国語 魯 大鳴 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
韓国語 金　美玹 講義の開始前，終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
文学 近藤 正臣 月曜日13：00～14：30 ２Ｆ非常勤講師室
教育学（看護） 石野 郁也 授業終了後　30分間 教室・２Ｆ非常勤講師室
教育学（リハ） 保坂 政一 授業終了後 教室
文化人類学 牧野久実 講義の開始前・終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
国際関係論 庵原 宏義 講義予定時間の前後 ２Ｆ非常勤講師室
国際保健医療論 浅村　里紗 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
音楽論 羽石　英里 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
栄養学（看護） 中西 朋子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
栄養学（リハ） 五味 郁子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
薬理学 加賀谷　肇 講義の開始前、終了後 教室・１Ｆ非常勤講師室
薬理学 伊藤 淳雄 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
社会福祉論 岸川 学 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
障害者スポーツ 山下 輝明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
レクリエーションスポーツ 富田 エミ 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
情報リテラシー 相澤 直行 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
研究法入門 内田 健太郎 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
公衆衛生学
疫学
保健統計学

竹内　文乃 講義開始前 2F非常勤講師室

保健行政論 亀田　義人 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（看護） 長岐 郁也 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（リハ） 真島 信英 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
生物学 佐々木　博之 毎週講義開始前の２０分間 ２Ｆ非常勤講師室
物理学 八木 健一郎 講義前後　各１時間 非常勤講師控室
物理学 小宮 克美 講義の開始前、終了後 非常勤講師控室
生化学 里 史明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
環境論 吉原 富子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
放射線概論 星川 嘉一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
哲学 米田 祐介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
倫理学
生命倫理学

小館 貴幸
倫理学　木曜　14:40～15:40
生命倫　月曜　12:10～13:00

２Ｆ非常勤講師室

社会学 門林 道子 毎週木曜日13：30～14：20 ２F非常勤講師室
心理学
発達心理学

浮谷 秀一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

ボランティア学 伊藤 和歌子 水曜日　8：45～１０：45 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（血液・造血器系疾患） 守屋 慶一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（消化器系疾患） 荒井 勝彦 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療） （泌尿器疾患）
一般臨床医学（泌尿器系について）

森山 正敏 講義の開始前 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（脳・神経系疾患）
脳神経外科学

石井 映幸 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（代謝・腎疾患） 辻 正富 講義終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（救命・救急について）
救命救急学概論

兼坂　茂 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（外科的治療）

山川 満 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（麻酔法について）

吉野 秋男 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（耳鼻咽喉疾患）
一般臨床医学（めまいの原因について）

石田 克紀 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（眼疾患）
一般臨床医学（視力・眼科診療について）

金田 英蘭 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（歯牙・口腔疾患） 鈴木 麻美 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅲ（診断と治療）（皮膚疾患）
一般臨床医学（皮膚疾患について）

藤原 明子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

微生物学 岡崎 充宏 木曜日　17：50～18：50、授業終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病理学（看護） 福田 平 講義の開始前、終了後 教室
病理学（リハ） 代田 欣二 講義の開始前、終了後 教室
臨床心理学（看護）
臨床心理学（リハ）

黒住 享弘 授業時間後、約20分程度 教室・２Ｆ非常勤講師室

臨床栄養学 梅澤 眞由美 講義前後の時間 ２Ｆ非常勤講師室
保健医療情報処理論 西村 千秋 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
小児看護方法論Ⅰ（対象理解の方法）
小児看護方法論Ⅱ（看護展開の方法）
人間発達学

藤原　直 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

母性看護方法論Ⅰ
病態学Ⅱ（外科的治療：婦人病系）

小林 藍子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

精神看護学概論 成田 耕介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
がん看護論 新海 哲 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
がん看護論 吉田 真理子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
災害看護 小原 真理子 授業前後30分 2Ｆ非常勤講師室
災害看護 谷岸 悦子 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 緑川 武正 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 蒔田 克見 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
生理学Ⅰ
生理学Ⅱ
生理学実習

實木　亨 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

生理学実習 實木　葵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
基礎運動学 鈴木 智高 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
整形外科学Ⅰ
整形外科学Ⅱ
病態学Ⅱ（外科的治療：運動器系）

遠藤 太刀男 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

2非常勤講師
本学で授業がある日以外は出講しません。質問がある際は、指定された時間もしくは、講義開始前や終了後の時間を利用してください。
講師開始前・終了後と記載している先生は、講義時改めて時間等について指示がある場合もあります。
また、他の連絡手段については、講義時先生よりご連絡がある場合があります。

時間割コード順 科目名 教員名 オフィスアワー 研究室

コミュニケーション論 長澤 里絵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
英語Ⅰ
英語Ⅱ

小山田 幸永 水曜日 12:30～12:55 ２Ｆ非常勤講師室

英語Ⅰ
英語Ⅱ

西川 百合子 水曜日 12:30～12:55 2F非常勤講師室

英語Ⅲ 大森 千草 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
中国語 魯 大鳴 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
韓国語 金　美玹 講義の開始前，終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
文学 近藤 正臣 月曜日13：00～14：30 ２Ｆ非常勤講師室
教育学（看護） 石野 郁也 授業終了後　30分間 教室・２Ｆ非常勤講師室
教育学（リハ） 保坂 政一 授業終了後 教室
文化人類学 牧野久実 講義の開始前・終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
国際関係論 庵原 宏義 講義予定時間の前後 ２Ｆ非常勤講師室
国際保健医療論 浅村　里紗 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
音楽論 羽石　英里 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
栄養学（看護） 中西 朋子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
栄養学（リハ） 五味 郁子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
薬理学 加賀谷　肇 講義の開始前、終了後 教室・１Ｆ非常勤講師室
薬理学 伊藤 淳雄 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
社会福祉論 岸川 学 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
障害者スポーツ 山下 輝明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
レクリエーションスポーツ 富田 エミ 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
情報リテラシー 相澤 直行 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
研究法入門 内田 健太郎 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
公衆衛生学
疫学
保健統計学

竹内　文乃 講義開始前 2F非常勤講師室

保健行政論 亀田　義人 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（看護） 長岐 郁也 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（リハ） 真島 信英 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
生物学 佐々木　博之 毎週講義開始前の２０分間 ２Ｆ非常勤講師室
物理学 八木 健一郎 講義前後　各１時間 非常勤講師控室
物理学 小宮 克美 講義の開始前、終了後 非常勤講師控室
生化学 里 史明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
環境論 吉原 富子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
放射線概論 星川 嘉一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
哲学 米田 祐介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
倫理学
生命倫理学

小館 貴幸
倫理学　木曜　14:40～15:40
生命倫　月曜　12:10～13:00

２Ｆ非常勤講師室

社会学 門林 道子 毎週木曜日13：30～14：20 ２F非常勤講師室
心理学
発達心理学

浮谷 秀一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

ボランティア学 伊藤 和歌子 水曜日　8：45～１０：45 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（血液・造血器系疾患） 守屋 慶一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（消化器系疾患） 荒井 勝彦 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療） （泌尿器疾患）
一般臨床医学（泌尿器系について）

森山 正敏 講義の開始前 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（脳・神経系疾患）
脳神経外科学

石井 映幸 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（代謝・腎疾患） 辻 正富 講義終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（救命・救急について）
救命救急学概論

兼坂　茂 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（外科的治療）

山川 満 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（麻酔法について）

吉野 秋男 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（耳鼻咽喉疾患）
一般臨床医学（めまいの原因について）

石田 克紀 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（眼疾患）
一般臨床医学（視力・眼科診療について）

金田 英蘭 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（歯牙・口腔疾患） 鈴木 麻美 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅲ（診断と治療）（皮膚疾患）
一般臨床医学（皮膚疾患について）

藤原 明子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

微生物学 岡崎 充宏 木曜日　17：50～18：50、授業終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病理学（看護） 福田 平 講義の開始前、終了後 教室
病理学（リハ） 代田 欣二 講義の開始前、終了後 教室
臨床心理学（看護）
臨床心理学（リハ）

黒住 享弘 授業時間後、約20分程度 教室・２Ｆ非常勤講師室

臨床栄養学 梅澤 眞由美 講義前後の時間 ２Ｆ非常勤講師室
保健医療情報処理論 西村 千秋 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
小児看護方法論Ⅰ（対象理解の方法）
小児看護方法論Ⅱ（看護展開の方法）
人間発達学

藤原　直 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

母性看護方法論Ⅰ
病態学Ⅱ（外科的治療：婦人病系）

小林 藍子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

精神看護学概論 成田 耕介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
がん看護論 新海 哲 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
災害看護 小原 真理子 授業前後30分 2Ｆ非常勤講師室
災害看護 谷岸 悦子 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 緑川 武正 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 蒔田 克見 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
異文化看護論 マークィーゾス裕美 開講後に連絡 開講後に連絡
キャリア形成論 マークィーゾス裕美 開講後に連絡 開講後に連絡
生理学Ⅰ
生理学Ⅱ
生理学実習

實木　亨 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

生理学実習 實木　葵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
基礎運動学 鈴木 智高 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
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2非常勤講師
本学で授業がある日以外は出講しません。質問がある際は、指定された時間もしくは、講義開始前や終了後の時間を利用してください。
講師開始前・終了後と記載している先生は、講義時改めて時間等について指示がある場合もあります。
また、他の連絡手段については、講義時先生よりご連絡がある場合があります。

時間割コード順 科目名 教員名 オフィスアワー 研究室

コミュニケーション論 長澤 里絵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
英語Ⅰ
英語Ⅱ

小山田 幸永 水曜日 12:30～12:55 ２Ｆ非常勤講師室

英語Ⅰ
英語Ⅱ

西川 百合子 水曜日 12:30～12:55 2F非常勤講師室

英語Ⅲ 大森 千草 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
中国語 魯 大鳴 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
韓国語 金　美玹 講義の開始前，終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
文学 近藤 正臣 月曜日13：00～14：30 ２Ｆ非常勤講師室
教育学（看護） 石野 郁也 授業終了後　30分間 教室・２Ｆ非常勤講師室
教育学（リハ） 保坂 政一 授業終了後 教室
文化人類学 牧野久実 講義の開始前・終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
国際関係論 庵原 宏義 講義予定時間の前後 ２Ｆ非常勤講師室
国際保健医療論 浅村　里紗 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
音楽論 羽石　英里 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
栄養学（看護） 中西 朋子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
栄養学（リハ） 五味 郁子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
薬理学 加賀谷　肇 講義の開始前、終了後 教室・１Ｆ非常勤講師室
薬理学 伊藤 淳雄 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
社会福祉論 岸川 学 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
障害者スポーツ 山下 輝明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
レクリエーションスポーツ 富田 エミ 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
情報リテラシー 相澤 直行 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
研究法入門 内田 健太郎 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
公衆衛生学
疫学
保健統計学

竹内　文乃 講義開始前 2F非常勤講師室

保健行政論 亀田　義人 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（看護） 長岐 郁也 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（リハ） 真島 信英 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
生物学 佐々木　博之 毎週講義開始前の２０分間 ２Ｆ非常勤講師室
物理学 八木 健一郎 講義前後　各１時間 非常勤講師控室
物理学 小宮 克美 講義の開始前、終了後 非常勤講師控室
生化学 里 史明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
環境論 吉原 富子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
放射線概論 星川 嘉一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
哲学 米田 祐介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
倫理学
生命倫理学

小館 貴幸
倫理学　木曜　14:40～15:40
生命倫　月曜　12:10～13:00

２Ｆ非常勤講師室

社会学 門林 道子 毎週木曜日13：30～14：20 ２F非常勤講師室
心理学
発達心理学

浮谷 秀一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

ボランティア学 伊藤 和歌子 水曜日　8：45～１０：45 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（血液・造血器系疾患） 守屋 慶一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（消化器系疾患） 荒井 勝彦 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療） （泌尿器疾患）
一般臨床医学（泌尿器系について）

森山 正敏 講義の開始前 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（脳・神経系疾患）
脳神経外科学

石井 映幸 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（代謝・腎疾患） 辻 正富 講義終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（救命・救急について）
救命救急学概論

兼坂　茂 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（外科的治療）

山川 満 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（麻酔法について）

吉野 秋男 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（耳鼻咽喉疾患）
一般臨床医学（めまいの原因について）

石田 克紀 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（眼疾患）
一般臨床医学（視力・眼科診療について）

金田 英蘭 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（歯牙・口腔疾患） 鈴木 麻美 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅲ（診断と治療）（皮膚疾患）
一般臨床医学（皮膚疾患について）

藤原 明子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

微生物学 岡崎 充宏 木曜日　17：50～18：50、授業終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病理学（看護） 福田 平 講義の開始前、終了後 教室
病理学（リハ） 代田 欣二 講義の開始前、終了後 教室
臨床心理学（看護）
臨床心理学（リハ）

黒住 享弘 授業時間後、約20分程度 教室・２Ｆ非常勤講師室

臨床栄養学 梅澤 眞由美 講義前後の時間 ２Ｆ非常勤講師室
保健医療情報処理論 西村 千秋 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
小児看護方法論Ⅰ（対象理解の方法）
小児看護方法論Ⅱ（看護展開の方法）
人間発達学

藤原　直 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

母性看護方法論Ⅰ
病態学Ⅱ（外科的治療：婦人病系）

小林 藍子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

精神看護学概論 成田 耕介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
がん看護論 新海 哲 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
がん看護論 吉田 真理子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
災害看護 小原 真理子 授業前後30分 2Ｆ非常勤講師室
災害看護 谷岸 悦子 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 緑川 武正 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 蒔田 克見 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
生理学Ⅰ
生理学Ⅱ
生理学実習

實木　亨 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

生理学実習 實木　葵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
基礎運動学 鈴木 智高 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
整形外科学Ⅰ
整形外科学Ⅱ
病態学Ⅱ（外科的治療：運動器系）

遠藤 太刀男 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

時間割コード順 科目名 教員名 オフィスアワー 研究室

精神医学Ⅰ 鈴木 雄壱 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
精神医学Ⅱ 黄 舜範 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
精神医学Ⅱ 陳 裕仁 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
神経内科学 矢﨑 俊二 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 柳町 昌克 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 鹿島田 健一 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 田中 絵里子 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 土井　庄三郎 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 滝 敦子 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 小野 敏明 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 長谷川　節子 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
リハビリテーション医学 高塚 博 講義終了後 教室
一般臨床医学（婦人科疾患について） 和知 敏樹 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
医療制度と関連法規 中本　久之 木曜　講義後 教室・２Ｆ非常勤講師室
統計学（理学） 五嶋 裕子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
作業技術学Ⅰ(陶芸・織物） 川口 光子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
作業技術学Ⅰ(陶芸・織物） 城 英二 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
統計学（作業） 武井 安彦 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
老年医学概論
終末期医療論

平野　克治
4限目あるとき14:00-18:00
5限目のみ16：00-18：00

２Ｆ非常勤講師室

産業保健・学校保健論 伊藤（齊藤）優子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
呼吸・循環系理学療法学
呼吸・循環系理学療法学演習

横山　仁志 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

老年期理学療法学 長谷川　由理 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
バリアフリー 秋田　裕 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
リハビリテーション工学 石井　慎一郎 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
身体障害作業療法学Ⅱ（整形外科系・変性疾患） 畑中　康志 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

2非常勤講師
本学で授業がある日以外は出講しません。質問がある際は、指定された時間もしくは、講義開始前や終了後の時間を利用してください。
講師開始前・終了後と記載している先生は、講義時改めて時間等について指示がある場合もあります。
また、他の連絡手段については、講義時先生よりご連絡がある場合があります。

時間割コード順 科目名 教員名 オフィスアワー 研究室

コミュニケーション論 長澤 里絵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
英語Ⅰ
英語Ⅱ

小山田 幸永 水曜日 12:30～12:55 ２Ｆ非常勤講師室

英語Ⅰ
英語Ⅱ

西川 百合子 水曜日 12:30～12:55 2F非常勤講師室

英語Ⅲ 大森 千草 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
中国語 魯 大鳴 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
韓国語 金　美玹 講義の開始前，終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
文学 近藤 正臣 月曜日13：00～14：30 ２Ｆ非常勤講師室
教育学（看護） 石野 郁也 授業終了後　30分間 教室・２Ｆ非常勤講師室
教育学（リハ） 保坂 政一 授業終了後 教室
文化人類学 牧野久実 講義の開始前・終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
国際関係論 庵原 宏義 講義予定時間の前後 ２Ｆ非常勤講師室
国際保健医療論 浅村　里紗 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
音楽論 羽石　英里 講義の開始前、終了後 教室/2F非常勤講師室
栄養学（看護） 中西 朋子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
栄養学（リハ） 五味 郁子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
薬理学 加賀谷　肇 講義の開始前、終了後 教室・１Ｆ非常勤講師室
薬理学 伊藤 淳雄 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
社会福祉論 岸川 学 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
障害者スポーツ 山下 輝明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
レクリエーションスポーツ 富田 エミ 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
情報リテラシー 相澤 直行 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
研究法入門 内田 健太郎 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
公衆衛生学
疫学
保健統計学

竹内　文乃 講義開始前 2F非常勤講師室

保健行政論 亀田　義人 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（看護） 長岐 郁也 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
法学（含日本国憲法）（リハ） 真島 信英 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
生物学 佐々木　博之 毎週講義開始前の２０分間 ２Ｆ非常勤講師室
物理学 八木 健一郎 講義前後　各１時間 非常勤講師控室
物理学 小宮 克美 講義の開始前、終了後 非常勤講師控室
生化学 里 史明 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
環境論 吉原 富子 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
放射線概論 星川 嘉一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
哲学 米田 祐介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
倫理学
生命倫理学

小館 貴幸
倫理学　木曜　14:40～15:40
生命倫　月曜　12:10～13:00

２Ｆ非常勤講師室

社会学 門林 道子 毎週木曜日13：30～14：20 ２F非常勤講師室
心理学
発達心理学

浮谷 秀一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

ボランティア学 伊藤 和歌子 水曜日　8：45～１０：45 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（血液・造血器系疾患） 守屋 慶一 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療）（消化器系疾患） 荒井 勝彦 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅰ（診断と治療） （泌尿器疾患）
一般臨床医学（泌尿器系について）

森山 正敏 講義の開始前 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（脳・神経系疾患）
脳神経外科学

石井 映幸 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅰ（診断と治療）（代謝・腎疾患） 辻 正富 講義終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（救命・救急について）
救命救急学概論

兼坂　茂 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（外科的治療）

山川 満 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅱ（診断と外科的治療、含救急と麻酔学）
（麻酔法について）

吉野 秋男 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（耳鼻咽喉疾患）
一般臨床医学（めまいの原因について）

石田 克紀 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（眼疾患）
一般臨床医学（視力・眼科診療について）

金田 英蘭 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

病態学Ⅲ（診断と治療）（歯牙・口腔疾患） 鈴木 麻美 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
病態学Ⅲ（診断と治療）（皮膚疾患）
一般臨床医学（皮膚疾患について）

藤原 明子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

微生物学 岡崎 充宏 木曜日　17：50～18：50、授業終了後 ２Ｆ非常勤講師室
病理学（看護） 福田 平 講義の開始前、終了後 教室
病理学（リハ） 代田 欣二 講義の開始前、終了後 教室
臨床心理学（看護）
臨床心理学（リハ）

黒住 享弘 授業時間後、約20分程度 教室・２Ｆ非常勤講師室

臨床栄養学 梅澤 眞由美 講義前後の時間 ２Ｆ非常勤講師室
保健医療情報処理論 西村 千秋 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
小児看護方法論Ⅰ（対象理解の方法）
小児看護方法論Ⅱ（看護展開の方法）
人間発達学

藤原　直 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

母性看護方法論Ⅰ
病態学Ⅱ（外科的治療：婦人病系）

小林 藍子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

精神看護学概論 成田 耕介 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
がん看護論 新海 哲 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
災害看護 小原 真理子 授業前後30分 2Ｆ非常勤講師室
災害看護 谷岸 悦子 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 緑川 武正 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
感染看護学 蒔田 克見 講義の開始前、終了後 2Ｆ非常勤講師室
異文化看護論 マークィーゾス裕美 開講後に連絡 開講後に連絡
キャリア形成論 マークィーゾス裕美 開講後に連絡 開講後に連絡
生理学Ⅰ
生理学Ⅱ
生理学実習

實木　亨 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

生理学実習 實木　葵 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
基礎運動学 鈴木 智高 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

時間割コード順 科目名 教員名 オフィスアワー 研究室

整形外科学Ⅰ
整形外科学Ⅱ
病態学Ⅱ（外科的治療：運動器系）

遠藤 太刀男 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

精神医学Ⅰ 鈴木 雄壱 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
精神医学Ⅱ 黄 舜範 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
神経内科学 矢﨑 俊二 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 鹿島田 健一 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 田中 絵里子 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 土井　庄三郎 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 滝 敦子 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 柳町昌克 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
小児科学 長谷川　節子 講義終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
リハビリテーション医学 高塚 博 講義終了後 教室
一般臨床医学（婦人科疾患について） 和知 敏樹 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
医療制度と関連法規 中本　久之 木曜　講義後 教室・２Ｆ非常勤講師室
統計学（理学） 五嶋 裕子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
作業技術学Ⅰ(陶芸・織物） 川口 光子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
作業技術学Ⅰ(陶芸・織物） 城 英二 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
統計学（作業） 武井 安彦 講義の開始前、終了後 ２Ｆ非常勤講師室
老年医学概論
終末期医療論

平野　克治
4限目あるとき14:00-18:00
5限目のみ16：00-18：00

２Ｆ非常勤講師室

産業保健・学校保健論 伊藤（齊藤）優子 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
呼吸・循環系理学療法学
呼吸・循環系理学療法学演習

横山　仁志 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

老年期理学療法学 長谷川　由理 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
バリアフリー 秋田　裕 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
リハビリテーション工学 石井　慎一郎 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室
身体障害作業療法学Ⅱ（整形外科系・変性疾患） 畑中　康志 講義の開始前、終了後 教室・２Ｆ非常勤講師室

注意） オフィスアワーが空白の教員については現段階でアカデミック・オフィスにおいて時間帯が把握できておりません。

担当教員に直接問い合わせをして下さい。 
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