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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 15 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 統計学 Statistics

担当教員

青山　和裕

Ⅰ．授　業　概　要

　集団的現象に関する数字データを処理・分析する数理統計学の基礎を学習する。また、数字デー
タを整理・要約し、統計解析的観察に基づき分析・記述する統計学の基礎的学習を行い、研究にお
けるデータ収集や分析の基礎へ結びつけてくための基礎的知識を学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢2.人間に関心をもち、対象の考え方や価値観を理解
し、対象の大切にしていることを尊重できる｣｢3.人々の畏れを理解し、常に何事にも誠実に対応で
きる倫理的判断に基づいた行動力が備わっている｣｢5.国際化、情報化などの社会的環境の変化に対
応できる能力を身につけている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．統計の役割と意義について理解する。
2．母集団、標本及び標本抽出について理解する。
3．仮説検定の意味を理解する。

系統看護学講座　基礎分野　統計学　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日170分の予・復習：8回で1360分）
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊ 課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　 するものとする。

Ⅸ.  留意事項
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

統計の役割と意義について述べる。

青山
　

和裕

統計データの整理方法について学ぶ 数字データの整理方法を説明できる。

単元名・授業内容 到達目標

社会における統計の役割と意義につい
て学ぶ

Ⅹ．授　業　計　画

ｔ検定を実施できる。

母集団と標本について学ぶ 母集団と標本について説明できる。

標本抽出につてい学ぶ

試験
    科目試験

標本抽出について説明できる。

区間推定について学ぶ 区間推定を説明できる。

X２乗検定の実施方法を学ぶ X２乗検定を実施できる。

ｔ検定を実施方法を学ぶ
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 英語Ⅱ English for Nursing Ⅱ

担当教員

違道　アポロニア

Ⅰ．授　業　概　要

　臨床現場でのさまざまな対象との基本的会話や、場面に応じた会話表現の方法を学ぶことを目的
とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢2.人間に関心をもち、対象の考え方や価値観を理解
し、対象の大切にしていることを尊重できる｣｢3.人々の畏れを理解し、常に何事にも誠実に対応で
きる倫理的判断に基づいた行動力が備わっている｣｢5.国際化、情報化などの社会的環境の変化に対
応できる能力を身につけている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能
力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．場面別の病院の中の会話表現を知る。
2．医学専門用語をふまえた基礎的な英語力を身につける。

Speaking of Nursing 看護学生のための英語のコミュニケーション　南雲堂

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記・スピーキング試験で100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分）
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊ 課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　 するものとする。

Ⅸ.  留意事項
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ⅹ．授　業　計　画

違道
アポロニ

ア

Hospital Departments Learning different Hospital Departments,

identifying medical problems and

expressions. Describing medical

departments.

Application Forms Filling out patient's application

forms/Learning different

occupations/Practice speaking regarding

application forms/Learning months,

cardinal numbers and ordinal

numbers./Titles of people in business or

formal situations.

Parts of the Body

Hospital Objects Medical Objects, Tools & Equipment and

their usage./Grammar; Countable and

Uncountable nouns; Ways to express the

future tenses in English.

Illnesses Symptoms and identifying illnesses and

diseases/Grammar: Past tenses and how to

use them; Regular and Irregular Verbs

Daily Routine Explaining daily routines to a patient in a

hospital/Learning about hospital

rules/Telling time/Grammar: Prepositions

related to dates and times.

Locations of Hospital Objects Dialogues and discussions of what is

needed to get ready for a

patient./Prepositions; using words and

phrases to describe where objects are

located/ Practice and Substitution./

Grammar: Progressive Tense forms.

Hospital Directions and
Instructions Giving directions to several patients in a

hospital/Giving indoor directions/Giving

instructions and reasons between a

healthworker and a patient.

単元名・授業内容 到達目標

 Course introduction, outline, and
expectations. Students and
teacher introductions/activities

Effective public speaking skills can help

with career advancement, as they indicate

creativity, critical thinking skills,

leadership abilities, poise, and

professionalism, qualities which are very

valuable for the job market.

Medical Symptoms/External and Internal

Body Parts/Additional information

regarding body parts.

Directions (Outside the Hospital)
Giving directions to places outside the

hospital/Vocabularies of places/Grammar:

Active and Passive voice/ Learning the

difference of metric system and imperial

system.
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11

12

13

14

15

違道
アポロニ

ア

Hospital Procedures Checking students' understanding

regarding the material / Oral Practice for

the spaeking exams /Vocabulary Pointers

for Final exams.

REVIEWS/ Practicing for the
Speaking Exams/Pointers for the
Final Written Exams

Chatting with a Patient
Conversing and communicating with a

patient after an operation./Knowing

patients about their interests, tastes and

hobbies/Free conversation (learning how to

chat to people of different

nationalities/Cultural differences.

Taking a Medical History
Dialogue practice of medical workers

asking about a patient's medical history/

Grammar: Usage of For, Since and

Ago/Reviewing Verbs (present, past and

past participles)/Grammar: Frequency

expressions/Hospital Activities/ Leading

Causes of Death.

Taking a Medical History
Talking about surgery to a patient and

checking understanding of it/Grammar:

Tag questions (how to make questions and

how to answer them.)
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科

2年次  前期
1 30 講義

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑧　腎・泌尿器　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑩　運動器　　　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分）

　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。

　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を

　  整理しておく。

＊ 課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得するものとす
る。

Ⅸ.  留意事項

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 疾病治療学Ⅳ Basics of Disease Treatments Ⅳ

担当教員

平林　祥/福田　道雄

Ⅰ．授　業　概　要

　疾病による形態・機能的および代謝の変化、病気や症状の機序について理解し看護ケアの基盤とする必要
がある。ここでは運動、腎・排尿、男性生殖器機能の疾病を取り上げる。各器官別の特徴的な疾病を取り上

げ、身体的なアセスメントができるための知識として、疾病の成り立ち・病態生理、特徴的な症状と経過、

診断・治療方法を合わせて学習することを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護

技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能力をもち、

広い視野と行動力が備わっている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．運動、腎・排尿、男性生殖器機能に関連する疾病の成り立ちと病態生理を理解する。

2．運動、腎・排尿、男性生殖器機能に関連する疾病に対する特徴的な症状と経過を
　  理解する。
3．運動、腎・排尿、男性生殖器機能に関連する疾病に対する基本的な診断・治療方法を

      理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
平林
祥

総括・試験

　授業総括

    科目試験

福田

道雄

腎・排尿機能の疾病(2)

　腎・排尿機能の疾病②

腎炎・慢性腎炎の疾病の成り立ちと病態生理、

特徴的な症状と経過、診断、治療方法が説明で

きる。

腎・排尿機能の疾病(3)
　腎・排尿機能の疾病③

腎・尿路の通過障害と腫瘍の疾病の成り立ちと
病態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療方

法が説明できる。

腎・排尿機能の疾病(4)
　腎・排尿機能の疾病④

腎・尿路の通過障害と腫瘍の疾病の成り立ちと
病態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療方

法が説明できる。

腎・排尿機能の疾病(5)

　腎・排尿機能の疾病⑤

排尿障害、先天性尿路疾患、尿路感染症の疾病

の成り立ちと病態生理、特徴的な症状と経過、

診断、治療方法が説明できる。

腎・排尿機能の疾病(6)

　腎・排尿機能の疾病⑥

腎・排尿機能の疾病(1)

　腎・排尿機能の疾病①

腎炎・慢性腎炎の疾病の成り立ちと病態生理、

特徴的な症状と経過、診断、治療方法が説明で

きる。

神経因性膀胱、尿路結石の疾病の成り立ちと病

態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療方法

が説明できる。

腎・排尿機能の疾病(7)
　腎・排尿機能の疾病⑦

水腎、腎移植の疾病の成り立ちと病態生理、特
徴的な症状と経過、診断、治療方法が説明でき

る。

男性生殖器の疾病
　男性生殖器の疾病

単元名・授業内容 到達目標

運動機能の疾病(1)

　運動機能の障害①

骨折・捻挫・脱臼、骨粗鬆症の疾病の成り立ち

と病態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療

方法が説明できる。

精巣腫瘍、男性不妊、性機能障害の疾病の成り
立ちと病態生理、特徴的な症状と経過、診断、

治療方法が説明できる。

平林

　
祥

運動機能の疾病(2)

　運動機能の障害②

骨折・捻挫・脱臼、骨粗鬆症の疾病の成り立ち

と病態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療

方法が説明できる。

運動機能の疾病(3)

　運動機能の障害③

骨の腫瘍、変形性関節症の疾病の成り立ちと病

態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療方法

が説明できる。

運動機能の疾病(4)

　運動機能の障害④

骨の腫瘍、変形性関節症の疾病の成り立ちと病

態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療方法

が説明できる。

運動機能の疾病(5)

　運動機能の障害⑤

腰椎症、筋ジストロフィーの疾病の成り立ちと

病態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療方

法が説明できる。

運動機能の疾病(6)

　運動機能の障害⑥

重症筋無力症、廃用症候群の疾病の成り立ちと

病態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療方

法が説明できる。

Ⅹ．授　業　計　画
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 15 講義

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑥　内分泌・代謝　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑨　女性生殖器　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑮　歯・口腔　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日170分の予・復習：8回で1360分）
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊ 課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　 するものとする。

Ⅸ.  留意事項

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 疾病治療学Ⅴ Basics of Disease Treatments Ⅴ

担当教員

齋藤　研/内海　史
野村　尚輝

Ⅰ．授　業　概　要

　疾病による形態・機能的および代謝の変化、病気や症状の機序について理解し看護ケアの基盤と
する必要がある。ここでは内部環境調節、女性生殖器、口腔機能の疾病を取り上げる。各器官別の
特徴的な疾病を取り上げ、 身体的なアセスメントができるための知識として、疾病の成り立ち・病
態生理、特徴的な症状と経過、診断・治療方法を合わせて学習することを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は、看護科の卒業生像、４の安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看
護技術の方法が身についている。と６の地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎
的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている。に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．内部環境調節、女性生殖器、口腔機能に関連する疾病の成り立ちと病態生理を理解する。
2．内部環境調節、女性生殖器、口腔機能に関連する疾病に対する特徴的な症状と経過を
　  理解する。
3．内部環境調節、女性生殖器、口腔機能に関連する疾病の診断・治療方法を
      理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8
斎藤
研

試験
　科目試験

女性生殖器の疾病(1)
　女性生殖器の疾病①

乳腺炎、乳がんの疾病の成り立ちと病態生
理、特徴的な症状と経過、診断、治療方法
が説明できる。

内海

史
女性生殖器の疾病(2)
　女性生殖器の疾病②

子宮頸がん、子宮体がん、子宮内膜炎、卵
巣腫瘍の疾病の成り立ちと病態生理、特徴
的な症状と経過、診断、治療方法が説明で
きる。

口腔の疾病(1)
　口腔の疾病①

歯痛・歯肉痛、顎関節痛、口内炎の疾病の
成り立ちと病態生理、特徴的な症状と経
過、診断、治療方法が説明できる。

野村
　

尚輝
口腔の疾病(2)
　口腔の疾病②

舌がん・歯肉がん、歯・口腔に関連する全
身疾患の疾病の成り立ちと病態生理、特徴
的な症状と経過、診断、治療方法が説明で
きる。

単元名・授業内容 到達目標

内部環境調節・機能の疾病(1)
　内分泌疾病①

下垂体腺腫、甲状腺機能亢進・低下症、上
皮小体（副甲状腺）機能亢進・低下症、ア
ジソン病の疾病の成り立ちと病態生理、特
徴的な症状と経過、診断、治療方法が説明
できる。

斎藤

研

内部環境調節・機能の疾病(2)
　内部環境調整機能の疾病②

下垂体腺腫、甲状腺機能亢進・低下症、上
皮小体（副甲状腺）機能亢進・低下症、ア
ジソン病の疾病の成り立ちと病態生理、特
徴的な症状と経過、診断、治療方法が説明
できる。

内部環境調節・機能の疾病(3)
　内部環境調整機能の疾病③

多発性内分泌腫瘍、体液の調整障害、自律
神経失調に伴う身体変化の疾病の成り立ち
と病態生理、特徴的な症状と経過、診断、
治療方法が説明できる。

Ⅹ．授　業　計　画
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 15
講義
演習

Ⅶ．学生への助言等

研究の根本には「自ら疑問を抱き考える」という生きる姿勢があります。本科目では、将来におけ
る看護研究ための専門知識の暗記というよりも、現在を生きる一人の人間として疑問を持ち考える
ことの意義を重視します。受講者は、日常生活の営みの中で感じる素朴な疑問や不思議さを大切に
するように心がけて下さい。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

毎回の授業内容は、それまでの授業内容を前提とし、それぞれ関連しながら次の回へと展開しま
す。それまでの授業レジュメを復習し講義の全体的流れをイメージしながら、毎回の講義に出席し
て下さい

Ⅸ.  留意事項

系統看護学講座　別巻　看護研究

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験（毎授業時提出のリアクション・ペーパーの内容も評価の参考資料とする）

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 研究の基礎 Basics of Nursing Science

担当教員

杉尾　浩規

Ⅰ．授　業　概　要

　研究の意味を知り、研究を積み重ねる過程で専門性を高めていくための研究方法とプロセスにつ
いて学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基
づいた看護技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための
基礎的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

１．研究の意義、目的、実践との関係を理解する。
２．研究テーマと研究デザインの関係を理解する。
３．研究の倫理性を理解する。
４．研究成果を公表する意義と、公表方法について理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

研究テーマと研究デザインを理解でき
る。

量的研究と質的研究における違いを説明で
きる。

研究の倫理を理解できる。
研究の倫理性及びその具体例としての研究
計画書と倫理申請書の構成を説明できる。

研究の公表を理解できる。

「研究」について自分の言葉で説明でき
る。

杉尾
　

浩規

研究とは何かを理解できる。
研究の意義、目的、実践活動との関係を説
明できる。

単元名・授業内容 到達目標

研究とは何かを理解できる。

Ⅹ．授　業　計　画

研究成果を公表する意義と公表方法として
の論文の構成を説明できる。

研究テーマと研究デザインを理解でき
る。

研究テーマの意義とその設定方法を説明で
きる。

研究テーマと研究デザインを理解でき
る。

試験
　科目試験 科目試験

研究テーマに対応した研究デザインを説明
できる。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
２年次  前期

1 30
講義
演習

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅰ　臨床看護学総論　医学書院
演習・実習に役立つ　基礎看護技術　根拠に基づいた実践をめざして　ヌーヴェルヒロカワ

Ⅴ．参　考　書

症状・徴候をみる力！　総合医学社
看護過程に沿った対象看護　学研メディカル秀潤社
看護技術プラクティス第３版　学研メディカル秀潤社

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点、課題等30点の合計100点の評価とする。
　　　(評価基準については後日明示する)

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、診療・検査・処置を受けるための看護技術、症状に応
じた看護を指導します。
　この科目は看護を学ぶうえでの基礎となる科目です。予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿
勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞
記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視
野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】

健康を支える
看護技術Ⅱ

診療・検査・症状に

応じた看護

Health  support nursing skills Ⅱ　

担当教員

緒方　麻由美

Ⅰ．授　業　概　要

　診療の補助にかかわる看護の基本技術について医療の安全の視点から理解し、治療や検査を受けな
がら生活している対象者の心理を理解する。診療の補助技術(看護技術)は、正確性・安全性・安楽性
が求められ、さらに高い倫理観が必要とされていることを理解する。診療補助における看護師の役割
を理解し、科学的根拠に基づいた検査・処置時の基礎的知識・技術・態度を学ぶ。また、その人らし
い健康的生活が送れるよう対象の症状に応じた看護の基本を学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、
看護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看
護技術の方法が身についている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

１．治療や検査を受けながら生活している対象者の心理を理解する。
２．診療の補助における看護師の役割を理解し、検査・処置時の基礎的知識・技術・態度が
　　習得できる。
３．対象の症状に応じた看護の基礎的知識・技術・態度が習得できる。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

症状に応じた看護(4)
　症状に応じた看護④

体位ドレナージが実施できる。
吸引が実施できる。(口腔・鼻腔・気管)

診療・検査を支える技術(8)
　包帯法(校内実習)

包帯法が実施できる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

症状に応じた看護(5)
　症状に応じた看護⑤

嘔気、嘔吐、悪心の看護が実施できる。

症状に応じた看護(6)
　症状に応じた看護⑥

嘔気、嘔吐、悪心の看護が実施できる。

診療・検査を支える技術(7)
　包帯法

包帯法の目的と種類が説明できる。

単元名・授業内容 到達目標

診療・検査を支える技術(1)
　診察、検査における看護師の
　役割
　対象者の心理

診察、検査における看護師の役割が説明で
きる。

静脈採血の方法が説明できる。

岩田

幸代

診療・検査を支える技術(2)
　検査の目的・種類
　生体検査の種類、方法と看護
　検体検査の種類、方法と看護

検査の目的・種類を説明できる。

診療・検査を支える技術(3)
　身体計測(校内実習)

身体計測が実施できる。

診療・検査を支える技術(4)
　静脈血採血

症状に応じた看護(1)
　症状に応じた看護①

罨法が実施できる。

診療・検査を支える技術(5)
　静脈血採血(校内実習)

静脈採血が実施できる。

診療・検査を支える技術(6)
　静脈血採血(校内実習)

静脈採血が実施できる。

症状に応じた看護(2)
　症状に応じた看護②

掻痒感、倦怠感、疼痛による体動制限の看
護が実施できる。

症状に応じた看護(3)
　症状に応じた看護③

掻痒感、倦怠感、疼痛による体動制限の看
護が実施できる。

X．授　業　計　画

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日20分の予・復習：15回で300分)
2．授業後、疑問点を整理し解消する。(1日10分：15回で150分)
3．事前に演習に取り組む準備と、事後のセルフトレーニングを行う。(180分)
4．視聴覚教材による自己学習。(45分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得する
ものとする。

Ⅸ.  留意事項
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科

２年次  後期
1 15

講義

演習

　これまでに学んだ看護技術を統合させ、対象の症状や環境条件に合わせた看護を自ら考え判断する能力を

養うために、状況設定をした対象において、看護技術の客観的テストを行い、臨地実習へ向けた看護実践能

力の向上を目指すことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看護実

践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護技術の方法

が身についている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．これまでに学んだ看護技術を統合させ対象の症状や環境条件に合わせた看護を自ら考え

　   判断して実践できる。

Ⅳ．教　科　書

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ　医学書院

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ　医学書院

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　臨床看護学総論　医学書院

演習・実習に役立つ　基礎看護技術　根拠に基づいた実践をめざして　ヌーヴェルヒロカワ

Ⅴ．参　考　書

看護過程に沿った対象看護　学研メディカル秀潤社

看護技術プラクティス第３版　学研メディカル秀潤社

Ⅰ．授　業　概　要

【授業科目】
健康を支える

看護技術Ⅲ
看護技術の適用

Health  support nursing skills Ⅲ　

担当教員

萬中　香
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Ⅸ.  留意事項

評価
の視点

□科学的根拠のある知識

□安全・安楽な看護技術

□倫理観に基づいた態度

□対象の症状や環境条件に合わせた看護

□学んだ看護技術の優先順位
□臨床推論

□A3の用紙に具体的に記されている。
□問に対し、結論に至るまでの内容に一貫性がある。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、安全・安楽な看護技術の適用を指導します。

　この科目は看護を学ぶうえでの基礎となる科目です。予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受

講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュー
スなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問

いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

よい(20点) 努力が必要(５点)

評価

規準

対象の健康を支えるために

症状の変化を予測し、学ん

だ看護技術の優先順位を意

識した上で、症状や環境状

況に合わせた看護を自ら考
え判断して安全・安楽な方

法で提案できた。

学んだ看護技術を生か

し、対象の症状や環境条

件に合わせた看護を、安

全・安楽な方法で提案で

きた。

学んだ看護技術を使ってい

るが、対象の症状や環境条

件に合わせた看護としては

不十分なところがあり、安

全性・安楽性に欠けてい
た。

パフォーマンス課題：対象の健康を支えるための看護技術の方法の提案

Ⅵ．評　価　方　法

評価：客観的臨床試験70点、パフォーマンス課題によるルーブリック評価30点の
　　　合計100点の評価とする。

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日10分の予・復習：８回で80分)
2．授業後、疑問点を整理し解消する。(1日10分：８回で80分)

3．事前に演習に取り組む準備と、事後のセルフトレーニングを行う。(770分)
4．視聴覚教材による自己学習。(60分)

5．提示するパフォーマンス課題に則って、作成し提出する。(作成に要する時間：360分)

＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得するものと

する。

レベル 大変よい(30点)
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

看護技術の適用(1)

　客観的臨床試験の説明と導入

　パフォーマンス課題の提示

学んだ看護技術を統合させ、対象の症状や

環境条件に合わせた看護の計画立案ができ

る。

萬中

香

看護技術の適用(2)

　パフォーマンス課題に沿って
　学習・実践①

対象の症状や環境条件に合わせた看護を調

べて考えることができる。

看護技術の適用(3)

　パフォーマンス課題に沿って

　学習・実践②

対象の症状や環境条件に合わせた看護を実

践できる。

看護技術の適用(4)

　パフォーマンス課題に沿って

　学習・実践③

対象の症状や環境条件に合わせて実践した

看護を振り返ることができる。

看護技術の適用(5)

　パフォーマンス課題に沿って

　学習・実践④

看護技術の適用(6)

　パフォーマンス課題に沿って
　学習・実践⑤

対象の症状や環境条件に合わせた看護を自

ら考え判断して実践できる。

看護技術の適用(7)

　パフォーマンス評価会

対象の健康を支えるための看護技術を提供

するために必要なことを自分の意見を交え

てまとめる。

対象の健康を支えるための看護技術を提供

するために必要なことを他者の意見を含め

て説明できる。

総括

X．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

対象の症状や環境条件に合わせた看護につ

いてより良い方法を導き出すことができ

る。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

2 90時間 臨地実習

評価：評価基準に基づいた合計100点とする。

Ⅴ．学生への助言等

　担当教員と実習指導者は、臨床経験を活かし指導を行います。
詳細については実習要綱を確認してください。学習した｢看護のとびら｣｢看護の架け橋Ⅰ｣｢看護の
架け橋Ⅱ｣｢共通看護技術Ⅰ・Ⅱ｣｢生活行動を支える看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ｣の知識・技術を統合し、
実習を行います。
　1年間で学習した知識・技術を活用して看護実践を行うため、知識や技術が他者に自信を持って
活用・実施可能なレベルになるように取り組んでください。また、社会人としての一歩を踏み出す
実習になります。看護学生として臨地で実習を行う意味を自覚してください。そのため、看護学生
として責任ある行動をとり、事前に学習・準備を行い、実習開始後は遅刻・欠席がないように、体
調管理は十分に留意して積極的・主体的に学んで下さい。

Ⅵ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

　事前学習として、基礎看護学で学んだ基本的な理論・知識・看護技術を整理しましょう。
　各自の学習が患者への責任であることを自覚して、学習を進めていきましょう。

Ⅶ.  留意事項

Ⅳ．評　価　方　法

【授業科目】 基礎看護学実習Ⅱ Fundamental Nursing Practice Ⅱ 

担当教員

学内担当教員

Ⅰ．授　業　概　要

　入院患者が安心して治療等が受けられるよう、看護の対象である患者を理解し、入院生活に必要
な看護を考える。また、患者を受け持ち看護過程の展開を行うことで、看護の思考と根拠を明確に
した看護実践の在り方を学ぶ。さらに、看護実践を通して自らの看護について考えを深め、専門分
野へつないでいくことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は、看護科の卒業生像の1．あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看護実
践できる能力を身につけている。3．人々の畏れを理解し、常に何事にも誠実に対応できる倫理的
判断に基づいた行動力が備わっている。４．安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づい
た看護技術の方法が身についている。7．専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についてい
る。に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．対象に応じたコミュニケーションを身につける。
2．看護の対象である、患者の全体像を理解する。
3．患者の状態に応じた看護計画を立案する。
4．看護過程の展開に基づいた日常生活援助を実施する。
5．看護者として倫理に基づいた行動が身についている。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス
アワー

看護科

2年次  前期
1 30

講義

演習

系統看護学講座　別巻　救急看護学　医学書院
系統看護学講座　別巻　クリティカルケア看護学　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験85点　リフレクションペーパー15点の合計100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、救急看護を指導します。

クリティカルケア看護看護は対象も内容も幅広い分野です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事や

ニュースなどの色々なことに関心を持って視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょ
う。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日15分の予・復習：15回で675分)

＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得するものと

する。

Ⅸ.  留意事項

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 成人看護学方法論Ⅱ Adult Acute Nursing Ⅰ

担当教員

奥田　晃子/大野　健二

Ⅰ．授　業　概　要

　自立し自律している個人として、自分自身の健康について自分なりの考えを持ち、セルフケアしながら生

きている。その健康がひとたび危機的な状況に陥ると、セルフケアの維持が難しくなることを学ぶ。健康危

機状況にあっても、看護として何ができるかの視点を養う。また、健康危機状況から回復していく過程の中

で、セルフケアの再獲得に向けた看護を実践する視点を養うことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看護実

践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣に寄与してい

る。

Ⅲ．科　目　目　標

1．健康危機状態にある成人の対象を理解する。

2．代表的な健康危機状況と看護の特徴を理解する。

3．健康危機状況における看護特徴と方法を知る。

4．健康危機状況にある対象に必要な看護であるセルフケア代行と補完について理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BLSとICLSについて理解する。

生命の危機的状況にある患者の家族援助

について考える。

BLSとICLSの内容を説明できる。

心肺停止時の家族援助について述べること

ができる 奥田

晃子
総括・試験

　授業総括

　科目試験

健康危機状況における成人の対象への看護

の方法が説明できる。

セルフケアの代行と補完が必要なショッ

クの看護を理解する。

事例を通してショックの必要な看護を考え

ることができる。

健康危機状況下の看護技術(1)

　BLS・ALS

1次救命処置・2次救命処置の方法と内容

を説明できる。 大野

健二
健康危機状況下の看護技術(2)
　BLS・ALS

1次救命処置・3次救命処置の方法と内容
を説明できる。

奥田

晃子

セルフケアの代行と補完が必要な体温異
常の看護を理解する。

事例を通して体温異常の必要な看護を考え
ることができる。

セルフケアの代行と補完が必要な脳血管

障害の看護を理解する。

事例を通して脳血管障害の必要な看護を考

えることができる。

セルフケアの代行と補完が必要な外傷の
看護を理解する。

事例を通して外傷の必要な看護を考えるこ
とができる。

セルフケアの代行と補完が必要な急性心
筋梗塞の看護を理解する。

事例を通して急性心筋梗塞急性期の必要な

看護を考えることができる。

救急における患者・家族の意思決定支援

について理解する。

緊急度の高い状態での意思決定支援の特徴

を述べることができる。

救急に必要な看護技術を理解する。
心電図モニター、12誘導心電図、電気

ショックの使用方法を体験する。

単元名・授業内容 到達目標

クリティカルケア看護の概論を理解す

る。

クリティカルケア看護の特徴を説明でき

る。

救急看護に必要なフィジカルアセスメン

トが理解できる。

院内トリアージについて理解する。

ABCDEアプローチを用いて患者評価がで

きる。

院内トリアージについて説明できる。

セルフケアの代行と補完に関係する医療

機器を理解する。

人工呼吸器、IABP、PCPSなどのME機器

を実際に見学する。

Ⅹ．授　業　計　画

特殊な健康危機状況を理解する。 虐待・DV・移植医療と救急の関係を述べ

ることができる。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30
講義
演習

系統看護学講座　別巻　クリティカルケア看護学　医学書院
系統看護学講座　別巻　臨床外科看護総論
系統看護学講座　別巻　臨床外科各論
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑤　消化器　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験85点　リフレクションペーパー15点の合計100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、周手術期における看護を指導します。
　この科目は成人の周手術期看護を学ぶ科目です。予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受
講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事や
ニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広
げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 成人看護学方法論Ⅲ Adult Acute NursingⅡ

担当教員

岩田　幸代／神野　歌純

Ⅰ．授　業　概　要

　周手術期にある対象の適応を促進する看護を実践できる基礎的能力を養うことを目的としている。周
手術期では、手術を受ける対象を中心に手術が決定してから退院後までの一連の過程に沿った看護を提
供することを学ぶ。手術を受けた対象は手術侵襲から回復する段階で特徴ある反応を示し、回復してい
くことを踏まえ、術後の反応から回復の歩みを判断し、考えられる合併症を予測しながら、回復に向か
うよう導いていく看護が重要であることを学ぶを目的としている。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣に寄
与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．手術侵襲と生体反応の特徴について説明できる。
2．周手術期にある成人の対象の特性と看護を理解する。
3．周手術期にある成人の対象への手術前・術中・術後看護の具体的な方法を理解する。
4．人工肛門造設に伴う看護とストーマ装具の交換など、看護実践の基礎的知識・技術を
　   習得する。
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回数 担当名

1
岩田
幸代

2
神野
歌純

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
岩田
幸代

周手術期の看護の方法(3)
　人工肛門造設術後のストマ管理③

ストーマ管理の自立に向けた看護が説明
できる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

周手術期から回復に向けての看護師のか
かわりについて自己の意見を述べる。

周手術期の看護(2)
　周手術期の特徴ある看護技術②

低圧持続吸引とドレーン管理が説明でき
る。

周手術期の看護の方法(1)
　人工肛門造設術後のストマ管理①

大腸がんの手術方法を説明できる。

周手術期の看護の方法(2)
　人工肛門造設術後のストマ管理②

ストーマ管理の方法が説明できる。

単元名・授業内容 到達目標

急性期とは
　対象理解

急性期にある成人期の対象の特徴を説明
できる。

周手術期における手術前の看護について
説明できる。

周手術期と侵襲(1)
　手術方法と侵襲

身体侵襲と手術の種類と分類が説明でき
る。

周手術期と侵襲(2)
　麻酔

麻酔の種類と内容を説明できる。

手術前の看護(1)
　リスクアセスメント①

神野
歌純

神野
歌純

岩田
幸代

岩田
幸代

手術中の看護(2)
　手術室看護②

周手術期における手術中の看護について
説明できる。

手術前の看護(2)
　リスクアセスメント②

周手術期における手術前の看護について
説明できる。

手術中の看護(1)
　手術室看護①

周手術期における手術中の看護について
説明できる。

術後合併症予防と発生時の看護(1)
　予測される合併症①

術後合併症の種類と経過に合わせた看護
の方法を説明できる。

術後合併症予防と発生時の看護(2)
　予測される合併症②

術後合併症の種類と経過に合わせた看護
の方法を説明できる。

周手術期の看護(1)
　周手術期の特徴ある看護技術①

臍処置・循環管理が実施できる。
輸血法が説明できる。

Ⅹ．授　業　計　画

1．事前学習：成人看護学概論で学んだ理論について復習しておく(150 分)
      大腸がん理解するのに必要な疾患学習をA3の用紙にまとめて提出をする。
      解剖・疾患のメカニズム・病気の成り行き・診断・治療方法を学習する
　  事後学習：侵襲に対する生体反応についてまとめておく(150分）
　  人工肛門増設術の看護のポイントについてまとめておく
2．術後創傷治癒過程についてまとめる(100分)
3．術後合併症のフィジカルアセスメントについて事前・事後課題を課す(275分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得するも
のとする。

Ⅸ.  留意事項
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30
講義
演習

レベル 大変よい(25点) よい(15点) 努力が必要(5点)

評価
規準

対象が在宅で生活するた
めの疼痛コントロールの
方法を知識を用いて、患
者の生活習慣を考えて、
治療を継続していけるよ
うに具体的に看護を考え
ている。

対象が在宅で生活する
ための疼痛コントロー
ルの方法を知識を用い
て、治療を継続してい
けるように具体的に看
護を考えている。

内容がなく、知識を活かす
ことなく、指導計画を作成
し、自分の思うことだけで
指導を行っている。

パフォーマンス課題：がん治療を受ける患者が在宅で疼痛をコントロールしながら
　　　　　　　　　　生活できるよう看護を考える。

　緩和ケアの考え方と実際の疼痛コントロールについて学ぶ。特殊な治療と看護では、放射線療法
と化学療法を学ぶ。また、終末期における看護の考え方と看護の実際について学び、終末を迎える
家族への看護(グリーフケア)の実際について学ぶことを目的としている。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、
看護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣
に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．緩和ケアの考え方と看護の基礎的知識を習得する。
2．疼痛コントロールの考え方とコントロールの方法を習得する。
3．放射線療法と化学療法の基礎的知識を習得する。
4．終末期にある対象に対する代表的な治療方法と具体的な看護について説明できる。
5.  がん治療を受ける対象の看護過程の展開を通し、精神的な看護援助について説明できる。

Ⅳ．教　科　書

系統看護学講座　別巻　緩和ケア　医学書院
系統看護学講座 専門分野Ⅱ　成人看護学総論
系統看護学講座　別巻　がん看護学
系統看護学講座 専門分野Ⅱ　呼吸器
系統看護学講座　別巻　臨床放射線医学

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点，パフォーマンス課題によるルーブリック評価25点，
　　　リフレクションペーパーの提出による15点の合計100点の評価とする。

Ⅰ．授　業　概　要

【授業科目】 成人看護学方法論Ⅳ Terminal and palliative care nursing

担当教員

酒井　幸子/大橋　純子
伊藤　裕子/金子　かの子
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回数 担当名

1

2

3

4

伊藤
　

裕子
疼痛コントロールの方法(2)
　持続的硬膜外注入法

疼痛コントロール(持続硬膜外注入)の
方法が説明できる。

疼痛コントロールの方法(1)
　オピオイド管理

疼痛コントロール(オピオイド)の方法
が説明できる。

Ⅸ.  留意事項

酒井先生：事例を通して考える時には、指示の教科書内容を予習（適宜指示）

Ⅹ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

緩和ケアの考え方を習得する 緩和ケアの歴史的背景や疾患の広が
り、全人的苦痛について述べることが
できる 酒井

幸子
緩和ケアの考え方を習得する 緩和ケアにおける倫理的な課題を述べ

ることができる
意思決定について説明できる

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日15分の予・復習：15回で225分)
2．1回目に提示するパフォーマンス課題に則って、第13回目までに作成し提出する。
　   (13回目までの作成に要する時間：450分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得す
るものとする。

評価
の視点

□キューブラーロスの死の受容過程やデーケンの悲嘆のプロセス
□意思決定支援
□成人の発達段階・発達課題
□教育的かかわり
□指導計画
□リーフレット
□疼痛コントロール
□社会資源
□薬剤管理

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、終末期の看護・緩和ケアを指導します。
　この科目は終末期看護・緩和ケアの考え方と方法を学ぶ科目です。予習、復習を自主的に行い、
積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医療や
福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持ち、多くの
体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

肺がんの治療を受ける患者に必要な看
護を考えることができる

終末期看護の特徴を習得する 終末期にある対象と終末期看護の考え
方を説明できる。

酒井

幸子

終末期の身体症状を習得する 終末期の身体的苦痛と必要なケアを考
えることができる

終末期の精神・心理状態を習得する
終末期にある患者の精神・心理的苦痛
と必要なケアを考えることができる

緩和ケア・終末期ケアおける家族の
看護を習得する

終末期患者の家族の特徴と必要な看護
を考えることができる（グリーフケ
ア）

緩和ケア・終末期ケアにおける社会
資源を習得する

総括・試験
　授業総括
　科目試験

緩和ケア、終末期に利用できる社会資
源を説明できる

肺がんの特徴と治療を習得する
肺がん治療の特徴と必要な看護を説明
できる

肺がん治療を受ける患者の看護を習
得する

肺がんの治療を受ける患者に必要な看
護を考えることができる

肺がん治療を受ける患者の看護を習
得する

放射線療法の基礎を学び、放射線療
法を受ける患者の看護を理解する

がんの三大治療を正しく書くことがで
きる
放射線防護の3原則が正しく書ける
照射後の副作用１つについて、そのケ
アも含め正しく書ける 金子

　
かの子

化学療法の基礎を学び、化学療法を
受ける患者の看護を理解する

化学療法の目的について、正しく書け
る
副作用の急性・遅発症状をそれぞれ１
つ書ける
投与前オリエンテーションで情報提供
すべき点について説明できる
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30
講義
演習

系統看護学講座　別巻　リハビリテーション看護　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑦　脳・神経　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑨　女性生殖器　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点と看護過程・レポート30点の合計100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、リハビリテーション看護を指導します。
　この科目はリハビリテーション看護をする上で大切な考え方と方法を学ぶ科目です。予習、復習
を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃
から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関
心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょ
う。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日15分の予・復習：15回で225分)
2．1回目に提示するパフォーマンス課題に則って、第13回目までに作成し提出する。
　   (13回目までの作成に要する時間：450分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得す
るものとする。

Ⅸ.  留意事項

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 成人看護学方法論Ⅴ Rehabilitation Nursing 

担当教員

田中　里美/
藤山　美由紀/奥地　伸城

Ⅰ．授　業　概　要

　リハビリテーションを受ける対象の障害の構造を国際生活機能分類(ICF)に基づいて把握し、必
要な看護援助を計画・実践できるための基礎的な知識・技術・態度を体系的に学習する。さらに、
成人看護学において、習得した知識をもとに事例を通して、対象が罹患してから終末を迎えるまで
の看護について一連の流れで精神的変化を含めた看護のあり方を学ぶことを目的としている。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、
看護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣
に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．リハビリテーションの意味と概念がわかる。
2．リハビリテーションで行われる主な訓練と考え方が説明できる。
3．対象の特徴をふまえたリハビリテーション看護がわかる。
4．リハビリテーションの必要のある対象に関心を寄せることができる。
5．成人期にある患者の罹患からがん治療までの一連の流れの看護展開から
　  患者の精神的変化や看護の方法を学ぶ。
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回数 担当名

1
田中

里美

2
奥地

伸城

3
田中

里美

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

田中

里美

成人期にある患者の看護展開(2)
　乳がん患者の看護②

乳がん患者への看護を説明できる。

成人期にある患者の看護展開(3)
　乳がん患者の看護③

回復過程に応じた看護の説明ができ
る。

成人期にある患者の看護展開(1)
　乳がん患者の看護①

乳がんを説明できる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

成人期にある患者の看護展開(4)
　乳がん患者の看護④

患者の日常生活規制について根拠を
述べられる。

成人期にある患者の看護展開(5)
　乳がん患者の看護⑤

日常生活規制から患者に必要な知識
を述べる。

成人期にある患者の看護展開(6)
　パフォーマンス評価会

病気を抱えながらも生活するための
看護としてのかかわり方について自
己の考えを述べる。

リハビリテーションの主な訓練
　代表的なリハビリテーション

代表的なリハビリテーションの目的
と内容を説明できる。

病期とリハビリテーション看護(1)
　脳卒中看護の実際①

脳出血を説明できる。

藤山
　

美由紀

病期とリハビリテーション看護(2)
　脳卒中看護の実際②

脳出血患者への看護を説明できる。

病期とリハビリテーション看護(3)
　脳卒中看護の実際③

回復過程に応じたリハビリテーショ
ンの説明ができる。

病期とリハビリテーション看護(4)
　脳卒中看護の実際④

ベッドサイドリハビリテーションを
計画・実施できる。

病期とリハビリテーション看護(5)
　脳卒中看護の実際⑤

リハビリテーションが必要な成人に
対するリハビリテーションを継続す
るための看護のかかわり方を説明で
きる。

単元名・授業内容 到達目標

リハビリテーションと看護(1)
　リハビリテーションとは

障がいについて説明できる。
国際生活機能分類が説明できる。

リハビリテーションと看護(2)
　回復過程別リハビリテーションの
　目的

回復過程別に応じたリハビリテー
ションの目的が説明できる。
徒手筋力テストが実施できる。

Ⅹ．授　業　計　画
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

2 90時間 臨地実習

評価：評価基準に基づいた合計100点とする。

Ⅴ．学生への助言等

　担当教員と実習指導者は、臨床経験を活かし指導を行います。学習した知識・技術を活用
して看護実践を行うため、知識や技術が他者に自信を持って活用・実施可能なレベルになる
ように取り組んでください。看護学生として臨地で実習を行う意味を自覚してください。そ
のため、看護学生として責任ある行動をとり、事前に学習・準備を行い、実習開始後は遅
刻・欠席がないように、体調管理は十分に留意して積極的・主体的に学んで下さい。

Ⅵ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

　事前学習として、成人看護学概論・成人看護学方法論Ⅰで学んだ基本的な理論・知識・看
護技術を整理しましょう。
　各自の学習が患者への責任であることを自覚して、学習を進めていきましょう。

Ⅶ.  留意事項

Ⅳ．評　価　方　法

【授業科目】 成人看護学実習Ⅰ Adult Nursing Practicum Ⅰ 

担当教員

実習担当教員

Ⅰ．授　業　概　要

　慢性期にある成人期の患者へのセルフケア能力や健康問題に適応する能力を支援する上で
の看護実践能力を養うことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は、看護科の卒業生像の1．あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、
看護実践できる能力を身につけている。3．人々の畏れを理解し、常に何事にも誠実に対応
できる倫理的判断に基づいた行動力が備わっている。4．安全に看護技術を提供するための
科学的根拠に基づいた看護技術の方法が身についている。7．専門職として生涯にわたって
学ぶ姿勢が身についている。に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．慢性期にある対象の全体像を理解する。
2．慢性期にある対象の健康障害を理解する。
3．慢性期にある対象のセルフケア再獲得に向けた看護を実践する。
4．慢性期にある対象を支えるための、看護師と多職種との連携の重要性が理解できる。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30 講義

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護  病態・疾患論  医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点、リフレクションペーパー15点、レポート10点、グループワーク5点の合計
100点の評価とする。
グループワークでの参加姿勢も評価の対象とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、老年看護を指導します。
　この科目は予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広
い学習が必要です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持
つなど、色々なことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で
学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅸ.  留意事項

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 老年看護学方法論Ⅱ Gerontological NursingⅡ

担当教員

真木　裕加里

Ⅰ．授　業　概　要

　健康障害をもつ高齢者を総合的に捉え、その高齢者と家族への看護を理解するとともに、健康レ
ベルに合わせた看護の役割を学ぶことを目的としている。

Ⅱ．授業の位置づけ

 この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、
看護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についてい
る｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．高齢者特有の疾患をもつ高齢者への看護の目的とその方法を理解する。
2．高齢者の代表的な治療への援助の目的とその方法について理解する。
3．状況別の高齢者の健康レベルに応じた看護の役割について理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

熱中症・脱水症にある高齢者の看護に
ついて理解する。

疾患の説明ができる。予防や対応について
理解し、実践のためのイメージができる。

加齢に伴う薬物療法の注意事項と看護
について理解する。

アドヒアランスを高めるための指導を考
え、説明することができる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

白内障・視覚障害にある高齢者の看護
について理解する。

高齢者の特徴を理解し、疾患の説明ができ
る。手術を受ける患者の看護を具体的に述
べることができる。

骨粗鬆症にある高齢者の看護について
理解する。

骨粗鬆症の種類を述べることができる。治
療や予防において看護師として指導するう
えで必要な知識を3つ述べることができ
る。

加齢に伴う薬物療法の注意事項と看護
について理解する。

加齢に伴う薬物動態の変化・有害事象につ
いて理解し、述べることができる。

単元名・授業内容 到達目標

心不全である高齢者の看護について理
解する。

疾患について理解ができる。高齢者の特徴
を踏まえ、心不全の看護を説明できる。

三主徴と分類を迷わず述べることができ
る。
疾患から必要な看護がイメージできる。

真木

裕加里

骨折している高齢者の看護について理
解する。

大腿骨頚部骨折、腰椎圧迫骨折、橈骨遠位
端骨折の病態を説明できる。
必要な看護を述べることができる。

慢性硬膜下血腫である高齢者の看護に
ついて理解する。

疾患について説明ができる。
必要な看護を3つ述べることができる。

パーキンソン病である高齢者の看護に
ついて理解する。

COPDである高齢者の看護について理
解する。

閉塞性肺疾患、肺線維症との違いが説明で
きる。苦痛緩和への看護を考えることがで
きる。

メニエール病である高齢者の看護につ
いて理解する。

疾患について説明ができる。めまいによる
苦痛を理解し、苦痛緩和のための方法を考
え、述べることができる。

肺炎である高齢者の看護について理解
する。

高齢者に特徴的な肺炎、予防の必要性、肺
炎の看護について説明することができる。

うつ・せん妄・認知症にある高齢者の
看護について理解する。

うつ・せん妄について疾患の説明ができ
る。特徴的な看護を理解し説明ができる。

うつ・せん妄・認知症にある高齢者の
看護について理解する。

認知症についての疾患の説明ができる。認
知症者の気持ちに寄り添うことの必要性を
理解し、看護を考えることができる。

Ⅹ．授　業　計　画
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 15
講義
演習

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、老年看護を指導します。
　この科目は予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広
い学習が必要です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持
つなど、色々なことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で
学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日170分の予・復習：8回で1360分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅸ.  留意事項

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護  病態・疾患論  医学書院

Ⅴ．参　考　書

山田律子他:生活機能からみた　老年看護過程+病態・生活機能関連図,医学書院,2020.

Ⅵ．評　価　方　法

評価：看護過程の展開の課題で100点評価とする。(評価基準については、初講時に明示する)

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 老年看護学方法論Ⅲ Gerontological NursingⅢ

担当教員

春日井　美知代

Ⅰ．授　業　概　要

　事例を通し、健康障害を持つ高齢者の身体的、社会的、精神的特徴を理解し、QOLの向上を目指
した高齢者の看護について、概論、方法論Ⅰ～Ⅱの知識を活用し看護過程を展開することで、知識
の統合を図る力を養うことを目的としている。

Ⅱ．授業の位置づけ

 この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、
看護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についてい
る｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．高齢者の特徴を活かした看護過程の考え方として生活行動モデルによる看護過程と
      目標志向型思考の視点を学び、事例を用いて看護過程の展開をし高齢者に必要な
      看護援助や看護計画の立案方法を習得する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

事例展開の考え方と実際(5)
　脳梗塞の事例④

事例をもとに看護計画を立案できる。

事例展開の考え方と実際(6)
　脳梗塞の事例⑤

事例をもとに立案した看護計画を説明でき
る。

事例展開の考え方と実際(7)
　脳梗塞の事例⑥

生活行動モデルによる看護過程の展開方法
と目標志向型思考の考え方を説明できる。

岩田

幸代

事例展開の考え方と実際(2)
　脳梗塞の事例①

脳梗塞の病気の成り立ちから治療方法まで
説明できる。

単元名・授業内容 到達目標

事例展開の考え方と実際(1)
　生活行動モデルによる看護過程の
　考え方と目標志向型思考の考え方

Ⅹ．授　業　計　画

事例をもとに立案した計画を評価・修正で
きる。

事例展開の考え方と実際(3)
　脳梗塞の事例②

脳梗塞にある高齢者への看護の方法を説明
できる。

事例展開の考え方と実際(4)
　脳梗塞の事例③

試験
    科目試験

事例をもとにアセスメントできる。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

2 90 臨地実習

評価：評価基準に基づいた合計100点とする。

Ⅴ．学生への助言等

　担当教員と実習指導者は、臨床経験を活かし指導を行います。詳細については実習要綱を確認す
る。学習した知識・技術を活用して看護実践を行うため、知識や技術が他者に自信を持って活用・
実施可能なレベルになるように取り組んでください。また、社会人としての 1 歩を踏み出す実習
になります。看護学生として臨地で実習を行う意味を自覚してください。そのため、看護学生とし
て責任ある行動をとり、事前に学習・準備を行い、実習開始後は遅刻・欠席がないように、体調管
理は十分に留意して積極的・主体的に学んで下さい。

Ⅵ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

　事前学習として、老年看護学で学んだ基本的な理論・知識・看護技術を整理しましょう。
　各自の学習が患者への責任であることを自覚して、学習を進めていきましょう。

Ⅶ.  留意事項

Ⅳ．評　価　方　法

【授業科目】 老年看護学実習Ⅰ Gerontological Nursing PracticumⅠ 

担当教員

学内担当教員

Ⅰ．授　業　概　要

　高齢者の特徴を理解し、安全に生活するための基盤を整え、施設で生活する高齢者の健康状態に
合わせた生活支援の目的とその方法、看護職の役割を学ぶ。また、高齢者と接する中で、高齢者の
置かれている状況に関心を持ち、誠実に向き合い、相手を尊重することの大切さを学ぶ。
施設内外でのチーム医療の実際を見学し、連携・協働の必要性について学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は、看護科の卒業生像の1．あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看護実
践できる能力を身につけている。3．人々の畏れを理解し、常に何事にも誠実に対応できる倫理的
判断に基づいた行動力が備わっている。4．安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づい
た看護技術の方法が身についている。7．専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についてい
る。に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．中間施設を利用している高齢者の生活の特徴と看護師の役割を理解する。
2．対象に合わせたコミュニケーションを身に付ける。
3．対象の加齢による変化・特徴を理解する。
4．対象の強みを活かし、対象に合わせた日常生活援助を実施する。
5．高齢者をサポートするための多職種との連携・協働の仕組みを理解する。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 15 講義

Ⅶ．学生への助言等

　この科目はこどもの特徴的な疾患の病態生理、及び診断とその治療、検査を学ぶ科目です。予習、
復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日
頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関
心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょ
う。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日170分の予・復習：8回で1360分)
　  参考書の該当部分を読んでおく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅸ.  留意事項

　 不明点はその時々に質問し、解決しておく。

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学②　小児臨床看護各論　　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 こども看護学方法論Ⅰ Child Nursing 1

担当教員

山﨑　俊夫

Ⅰ．授　業　概　要

　こどもの特徴的な疾患の病態生理、及び診断とその治療、検査について理解することを
目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的
能力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身につい
ている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．こどもに特徴的な疾患の病態生理について理解し、こどもの疾患や症状に対する診断・治療
　   について理解する。
2．子どもの特徴的な検査の目的とその方法について理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

血液、造血器疾患、悪性新生物疾患に
ついて理解する。

血液、造血器疾患、悪性新生物疾患の病態生
理、症状、診断、治療方法を説明できる。

腎・泌尿器、生殖器疾患、神経、精神
疾患について理解する。

腎・泌尿器、生殖器疾患、神経、精神疾患の
病態生理、症状、診断、治療を説明できる。

事故、外傷、小児の主な検査について
理解する。

染色体異常、先天異常、新生児疾患の病態生
理、症状、診断、治療方法を説明できる。

山﨑

俊夫

代謝性疾患、内分泌疾患を理解する。

代謝性疾患、内分泌疾患の成り立ちと病態生
理、症状、診断、治療について説明できる。

単元名・授業内容 到達目標

染色体異常、先天異常および新生児疾
患を理解する。

Ⅹ．授　業　計　画

小児の事故、外傷の原因、症状、治療につい
て説明できる。また、小児の主な検査の目的
とその方法について説明できる。

免疫、アレルギー、リウマチ性疾患、
感染症について理解する。

免疫、アレルギー、リウマチ性疾患、感染症
の病態生理、症状、診断、治療を説明でき
る。

呼吸器、循環器、消化器疾患を理解す
る。

試験
　科目試験

呼吸器、循環器、消化器疾患の病態生理、症
状、診断、治療について理解する。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30
講義
演習

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　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
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学②　小児臨床看護各論　　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点、技術課題20点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、回復過程別にみるこどもと家族の看護について指導し
ます。
　予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要
です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々な
ことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていき
ましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。技術の学習は、グループで共同して行うこと。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
      するものとする。

Ⅸ.  留意事項

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 こども看護学方法論Ⅱ Child Nursing Ⅱ

担当教員

高橋　千恵子/
加藤　衣津美

Ⅰ．授　業　概　要

　さまざまな回復過程にある健康障害をもつこどもと家族に必要な看護援助の方法を習得する。こど
もへの処置や検査を体験し、発達段階による方法の違いを学ぶ。児童虐待の現状と看護師の役割を理
解し、家族支援の目的と方法を学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護
技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能力を
もち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣
に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．回復過程別にみるこどもと家族の看護の目的と方法を理解する。
2．外来や入院など、状況別にみるこどもと家族の看護の目的を理解し、診療・処置を受ける
　   こどもの看護の方法や入院中のこどもへの援助の方法を習得する。
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回数 担当者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

高橋

千恵子

状況別にみるこどもと家族の看護

 こどものアセスメント技術を身につけ
る ③身体アセスメントの技術ができる。

　・一般状態 ・口腔内・耳・鼻・呼吸
　・心血管系 ・腹部 ・筋・骨 ・皮膚・爪

障害のあるこどと家族の看護

 心身障害のあるこどもと家族の看護
・障害のとらえ方を述べる。
・障害のあるこどもと家族の特徴を述べ
る。
・障害のあるこどもと家族への社会的支援
を述べる。

こどものアセスメント（校内実習）
①アセスメントに必要な技術を述べる。
②アセスメントの技術ができる。
　・こどもへのコミュニケーション
　・バイタルサイン測定 　・身体測定

検査を受けるこどもと家族の看護
診察介助、検査、与薬の看護について説明
ができる

外来における子どもと家族の看護
来院するこどもと家族の特徴、環境（安
全・感染対策）、トリアージ、情報の必要
性について説明することができる

終末期のこどもと家族の看護
終末期のこどもと家族の看護について説明
できる

入院における子どもと家族の看護
入院するこどもの特徴、環境について説明
することができる

Ⅱ.回復過程別みるこどもと家族の看護
急性期・手術期のこどもと家族の看護
（１）

急性期・手術期のこどもと家族の看護
（２）

慢性期のこどもと家族の看護
慢性期のこどもと家族の看護について説明
できる

加藤

衣津美
急性期、NICU/GCU、周手術期のこどもと
家族の看護について説明できる

Ⅹ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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11

12

13

14

15

高橋

千恵子
こどもの発達に応じた検査・処置におけ
る看護技術

  検査・処置を受ける子どもと家族への
看護について体験的に理解する

在宅療養中のこどもと家族の看護
①在宅療養環境と小児看護の役割を述べ
る。
②在宅療養中のこどもと家族の特徴と地域
社会の中での支援について述べる

授業総括
科目試験

検査・処置を受ける子どもと家族の看護
（校内実習）
①こどもと家族への与薬の技術を習得す
る。
・与薬（経口、坐薬、注射）
・輸液管理・シーネ固定
・輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱い

②処置を受けるこどもと家族の援助ができ
る。
・吸引（鼻腔・口腔）
・ネブライザー吸入
・酸素療法（保育器、酸素マスク・カニュー

ラ）

・経管栄養
・浣腸

③こどもの検体採取の技術ができる。
・採尿・採血・腰椎穿刺・骨髄穿刺
・抑制（固定）

こどもの状況（環境）に特徴づけられる
看護
１)在宅療養中のこどもと家族の看護を
理解する。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30
講義
演習

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　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
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学②　小児臨床看護各論　　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点，レポート点30点の合計100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、健康障害をもつこどもと家族への看護援助の方法につい
て指導します。
　予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要で
す。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なこと
に関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょ
う。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅸ.  留意事項

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 こども看護学方法論Ⅲ Child Nursing Ⅲ

担当教員

植田　ひろみ

Ⅰ．授　業　概　要

　健康障害をもつこどもと家族への看護援助の方法について学ぶ。また、臨床現場でよく遭遇する疾患
を事例に用い、健康障害をもつこどもと家族に対する看護展開を行い、問題解決思考のプロセスを理解
することを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看護
実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護技術
の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能力をもち、
広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣に寄与し
ている。

Ⅲ．科　目　目　標

1．健康障害をもつこどもと家族への看護援助の目的と方法を理解する。
2．成長・発達の過程にあるこどもと家族の健全な発育のために必要な看護過程の展開と
　   看護援助の方法、適切な保健指導の方法を理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

看護過程の展開(1)
　気管支喘息のこどもと家族の看護
　の目的と方法

気管支喘息のこどもと家族の看護の目的と
方法を説明できる。

看護過程の展開(2)
　気管支喘息の事例①

気管支喘息のこどもの看護を展開できる。

看護過程の展開(3)
　気管支喘息の事例②

気管支喘息のこどもの看護を展開できる。

単元名・授業内容 到達目標

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(1)
　川崎病のこどもと家族の事例①

川崎病のこどもと家族への看護を説明でき
る。

ネフローゼ症候群のこどもと家族への看護
を説明できる。

植田

ひろみ

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(2)
　川崎病のこどもと家族の事例②

川崎病のこどもと家族への看護を説明でき
る。

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(3)
　ネフローゼ症候群のこどもと家族
　の事例①

ネフローゼ症候群のこどもと家族への看護
を説明できる。

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(4)
　ネフローゼ症候群のこどもと家族
　の事例②

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(7)
　ファロー四徴症のこどもと家族の
　事例②

ファロー四徴症のこどもと家族への看護を
説明できる。

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(5)
　ネフローゼ症候群のこどもと家族
　の事例③

ネフローゼ症候群のこどもと家族への看護
を説明できる。

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(6)
　ファロー四徴症のこどもと家族の
　事例①

ファロー四徴症のこどもと家族への看護を
説明できる。

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(8)
　食物アレルギーのこどもと家族の
　事例

急性リンパ性白血病のこどもと家族への看
護を説明できる。

健康障害をもつこどもと家族への看護
の目的と方法(9)
　アトピー性皮膚炎のこどもと家族
　の事例

急性リンパ性白血病のこどもと家族への看
護を説明できる。

Ⅹ．授　業　計　画
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13

14

15

看護過程の展開(5)
　気管支喘息の事例④

気管支喘息のこどもの看護を展開できる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

看護過程の展開(4)
　気管支喘息の事例③

気管支喘息のこどもの看護を展開できる。

植田

ひろみ
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

2
30時間
/90時間

臨地実習

評価：評価基準に基づいた合計25点とする。

Ⅴ．学生への助言等

　担当教員と実習指導者は、臨床経験を活かし指導を行います。詳細については実習要綱を確認し
てください。学習した知識・技術を活用して看護実践を行うため、知識や技術が他者に自信を持っ
て活用・実施可能なレベルになるように取り組んでください。看護学生として臨地で実習を行う意
味を自覚してください。そのため、看護学生として責任ある行動をとり、事前に学習・準備を行
い、実習開始後は遅刻・欠席がないように、体調管理は十分に留意して積極的・主体的に学んで下
さい。

Ⅵ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

　事前学習として、こども看護学で学んだ基本的な理論・知識・看護技術を整理しましょう。
　各自の学習が実習で関わる方への責任であることを自覚して、学習を進めていきましょう。

Ⅶ.  留意事項

Ⅳ．評　価　方　法

【授業科目】
こども看護学実習

(保育園実習)
Child Nursing Practicum

担当教員

学内担当教員

Ⅰ．授　業　概　要

　健康なこども本来の生活と、集団生活の中でのこどもの特徴を理解し、こどもをひとりの人とし
て尊重し、権利を持つ存在であることを学ぶ。また、対象を適切にアセスメントし、情報を元に保
育園での生活支援を通して、健康なこどもを理解することを目的としている。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は、看護科の卒業生像、1のあらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看護実
践できる能力を身につけている。と3の人々の畏れを理解し、常に何事にも誠実に対応できる倫理
的判断に基づいた行動力が備わっている。と4の安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基
づいた看護技術の方法が身についている。と6の地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するた
めの基礎的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている。と7の専門職として生涯にわたって学
ぶ姿勢が身についている。に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．こどもの健全な発育を促す保育環境が理解できる。
2．こどもの成長・発達に応じたコミュニケーションを実施する。
3．こどもの成長・発達の特徴を理解する。
4．こどもの成長・発達に応じた援助を実施する。
5．倫理的に配慮し、こどもの尊厳と権利を尊重する。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 母性看護学方法論Ⅰ Maternity Nursing Ⅰ

担当教員

野田　貴代

Ⅰ．授　業　概　要

　母性看護学方法論Ⅰでは、女性の各ライフサイクルにおける、特有の健康問題とその看護につい
て学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解
し、看護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身について
いる｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．女性のライフサイクルにおける形態・機能変化を理解する。
2．女性のライフサイクル各期の特徴と健康課題を理解する。

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学①　母性看護学概論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点，レポート課題10点、グループワーク10点の合計100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　時代の社会や文化に影響を受けやすい女性の健康課題について学習します。母性看護では生涯に
わたって女性とその家族の健康を支援することは大きな使命だと考えています。
　この科目は女性のライフサイクルにおける健康を学習する科目です。予習、復習を自主的に行
い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医
療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持ち、多
くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日30分の予・復習：15回で450分)
2．9回目までにリーフレットを作成する。発表会での内容についてリフレクション ペーパー
　  を作成し提出する。 (作成に要する時間：165分)
3．12回目の授業の前までに名古屋市のDVに関わる社会資源を調べ提出する。
　   (作成に要する時間：60分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅸ.  留意事項

＊性と生にかかわる問題について日頃から関心をもって情報を得るようにして下さい。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

野田

貴代

女性のライフサイクルと看護（1）
女性のライフサイクルとは

ライフサイクルにおける女性の健康と
発達課題について学び、看護の必要性
を認識する。

女性のライフサイクルと看護(2)
思春期の特徴と健康課題

思春期の身体的特徴と心理・社会的特
徴を理解し、看護について学ぶ。

思春期の健康課題と看護を説明できる。
1.思春期の身体的特徴（第2次性徴、月経
周期）を説明できる。
2.思春期のアイデンティティについて説明
できる。

単元名・授業内容 到達目標

1. 女性のライフサイクル各期の分類を説明
できる。
2. リプロダクティブヘルス・ライツと女性
のライフサイクルにおける看護の重要性を
結び付けて説明できる。
3. 女性のライフサイクルにおける看護の必
要性に気づくことができる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

女性のライフサイクルにおける社会的
問題

グループワークを行い、他者の意見を
聞き、議論を展開することで、多角的
なものの見方、より深く問題を掘り下
げて考えることの重要性を実感し、女
性のライフサイクルにおける諸問題へ
の関心を高める。

1.女性のライフサイクルにおける社会的問
題について記述することができる。
2.グループ討議において自分の意見を述べ
ることができる。
3.グループワークで他者の意見を聴くこと
ができる。
4.グループの意見をまとめ発表することが
できる。
5.他のグループの発表を聴き、意見を述べ
ることができる。

女性のライフサイクルと看護(4)
 更年期の特徴と健康課題

更年期の身体的特徴と心理・社会的特
徴を理解し、看護について学ぶ。

1.更年期の特徴(エストロゲン低下に伴う変
化）を説明できる。
2.尿失禁、骨粗しょう症、更年期女性のう
つ病について説明できる。

Ⅹ．授　業　計　画

女性のライフサイクルにおける形態・
機能の変化

女性のライフサイクルにおける形態・
機能の変化と、母性の発達を理解す
る。

1. 生殖器の形態・機能を述べることができ
る。
2. 生命の始まりと妊娠週数について説明で
きる。
3. 性分化のメカニズムを説明できる。
4. おもな性分化疾患を列記できる。
5. 身体上の性と心理・社会上の性を説明で
きる。

女性のライフサイクルと看護(3)
 成熟期の特徴と健康課題
成熟期の身体的特徴と心理・社会的特
徴を理解し、看護について学ぶ。

1.成熟期の健康問題（月経随伴症状、子宮
筋腫、子宮内膜症）を説明できる。
2.不妊症、ドメスティック・バイオレンス
の問題を指摘できる。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30
講義
演習

レベル 大変よい(25点) よい(15点) 努力が必要(5点)

評価
規準

母子の健康を護るため
に、様々なガイドライ
ンを使用し、身体・精
神・社会・胎児情報を
分析し必要な看護を述
べていた。

母子の健康を護るため
に、様々なガイドライン
を使用し、情報を分析し
看護を述べていた。

内容がなく、ガイドラインを
使用せず、自分の思うことだ
けを述べている。

評価
の視点

□ウエルネス思考
□情報・分析・方向性が述べられている。
□基準値の出典が明確
□関係法規・社会資源
□A3の用紙に具体的に記されている。
□問に対し、結論に至るまでの内容に一貫性がある。

パフォーマンス課題：仕事を持つ初妊婦の30週の妊婦健診の結果から、母子の健康を護るための保健
指導を考えてみよう。

　母性看護学方法論Ⅱでは、妊娠期・分娩期を統合的に理解し、対象に応じた看護を実践する基礎的
能力を習得することを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護
技術の方法が身についている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣に寄与して
いる。

Ⅲ．科　目　目　標

1.   妊娠期の生理的な経過および身体的・精神的・社会的変化と適応を踏まえ、特徴と看護
　   を理解する。また、妊娠期における異常について理解する。
2.   分娩期の生理的な経過および身体的・精神的変化を踏まえ、 特徴と看護を理解する。
　   また、分娩期における異常について理解する。

Ⅳ．教　科　書

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学②　母性看護学各論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点，パフォーマンス課題によるルーブリック評価25点，
　　　リフレクションペーパーの提出による15点の合計100点の評価とする。

Ⅰ．授　業　概　要

【授業科目】 母性看護学方法論Ⅱ Maternity Nursing Ⅱ

担当教員

沖　玉恵
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

分娩期の看護(3)
    分娩期の看護②

分娩第Ⅰ期～Ⅳ期の看護を述べる。

分娩期の看護(4)
    分娩期の看護③

分娩経過に伴うアセスメントができる。

妊娠期の感染症、妊娠糖尿病を説明できる。

分娩期の看護(1)
    妊娠の異常と看護②

妊娠高血圧症候群、血液型不適合妊娠、多
胎妊娠、妊娠持続期間の異常を説明でき
る。

分娩期の看護(2)
    分娩とは①

分娩の3要素と産婦の身体的変化を説明でき
る。

Ⅸ.  留意事項

Ⅹ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

妊娠期の看護(1)
    妊娠とは①

妊娠期間の定義、妊娠成立後の徴候を説明
できる。
胎児の発育、胎盤と羊水の生理を説明でき
る。

沖

玉恵

妊娠期の看護(2)
    妊娠とは②

妊婦の身体的・精神的・社会的変化を説明
できる。

妊娠期の看護(3)
    妊娠とは③

家族の心理的・社会的変化・愛着形成を説
明できる。

妊娠期の看護(4)
    妊娠期の看護①

妊娠経過に伴うアセスメントができる。

妊娠期の看護(5)
    妊娠期の看護②

妊婦への保健指導の適切な時期と内容が説
明できる。

妊娠期の看護(6)
    妊娠期の看護③

レオポルド触診法、子宮底・腹囲測定がで
きる。

妊娠期の看護(7)
    妊娠期の看護③

レオポルド触診法、子宮底・腹囲測定がで
きる。

妊娠期の看護(8)
    妊娠の異常と看護①

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日30分の予・復習：15回で450分)
2．5回目の校内演習については各自学習をしてから授業に臨む。(135分)
3．6回目の授業前に5回目のアセスメントシートを提出する。 (作成に要する時間：90分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での助産師経験を活かし、妊婦・産婦のイメージができ、看護について考えられ
るように指導します。
　この科目は母性看護学実習を進める上で直接関連する科目です。予習、復習を自主的に行い、積極
的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医療や福祉に
関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持ち、多くの体験と学
習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間
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13

14

15

総括・試験
　授業総括
　科目試験

分娩期の看護(5)
    分娩の異常と看護①

産道・娩出力・娩出物の異常を説明でき
る。

分娩期の看護(6)
    分娩の異常と看護②

胎児機能不全、分娩時異常、産科処置と産
科手術を説明できる。

沖

玉恵
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30
講義
演習

レベル 大変よい(40点) よい(25点) 努力が必要(5点)

評価
規準

母子の健康を護るため
に、様々なガイドライ
ンを使用し、身体・心
理・精神・新生児情報
を分析し必要な看護を
述べていた。

母子の健康を護るため
に、様々なガイドライン
を使用し、情報を分析し
看護を述べていた。

内容がなく、ガイドライン
を使用せず、自分の思うこ
とだけを述べている。

評価
の視点

□ウエルネス思考
□情報・分析・方向性が述べられている。
□基準値の出典が明確
□関係法規
□A3の用紙に具体的に記されている。
□問に対し、結論に至るまでの内容に一貫性がある。

パフォーマンス課題：正常分娩を終えた産後1日目の褥婦・出生後1日目の新生児に対して母子の
健康を護るための看護を考えてみよう。

　母性看護学方法論Ⅲでは、産褥期と新生児期の母子の生理的変化と特徴、母子とその家族が生活
するために必要な基本的援助の方法と看護を学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解
し、看護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づ
いた看護技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基
礎的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身
についている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1.   新生児の生理的特徴と新生児に必要な看護を理解する。また新生児の異常について
　   理解する。
2．産褥期の生理的な経過および身体的・精神的・社会的変化と適応を踏まえ、特徴と看護
　  を理解する。また、産褥期における異常について理解する。

Ⅳ．教　科　書

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学②　母性看護学各論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点，パフォーマンス課題によるルーブリック評価40点の合計100点の
　　　評価とする。

Ⅰ．授　業　概　要

【授業科目】 母性看護学方法論Ⅲ Maternity Nursing Ⅲ

担当教員

南　真紀
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

産褥期の看護(6)
    褥婦・新生児のアセスメント②(GW)

母子の健康を護るための看護を説明でき
る。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

産褥期の看護(7)
    褥婦・新生児のアセスメント③(GW)

母子の健康を護るための看護を説明でき
る。

産褥期の看護(8)
    褥婦・新生児のアセスメント④(GW)

母子の健康を護るための看護を説明でき
る。

産褥期の看護(9)
    褥婦・新生児のアセスメント⑤(GW)

母子の健康を護るための看護について自己
の考えを述べる。

産褥期に必要な看護を説明できる。

産褥期の看護(4)
    産褥期の異常と看護

産褥期の異常と看護について説明できる。

産褥期の看護(5)
    褥婦・新生児のアセスメント①(GW)

母子の健康を護るための看護を説明でき
る。

Ⅸ.  留意事項

Ⅹ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

新生児期の看護(1)
    新生児とは

新生児の生理的特徴について説明できる。

南

真紀

新生児期の看護(2)
    新生児期の看護①

新生児に必要な看護を説明できる。

新生児期の看護(3)
    新生児期の看護②(校内実習)

バイタルサイン測定、身体計測ができる。

新生児期の看護(4)
    新生児期の看護③(校内実習)

沐浴ができる。

新生児期の看護(5)
    新生児期の異常と看護

新生児の異常と看護について説明できる。

産褥期の看護(1)
    産褥とは①

産褥期の生理的変化を説明できる。

産褥期の看護(2)
    産褥とは②

産褥期の精神的・社会的変化・愛着形成を
説明できる。

産褥期の看護(3)
    産褥期の看護①

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日30分の予・復習：15回で225分)
2．3.4回目の校内演習については各自学習をしてから授業に臨む。(150分)
3．15回目の授業前にアセスメントシートを提出する。 (作成に要する時間：300分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での助産師経験を活かし、褥婦・新生児のイメージができ、看護について考え
られるように指導します。
　この科目は母性看護学実習を進める上で直接関連する科目です。予習、復習を自主的に行い、積
極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医療や福
祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を..持つなど、色々なことに関心を持ち、多くの
体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30 講義

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　精神看護学①　精神看護の基礎　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　精神看護学②　精神看護の展開　医学書院
新版　精神看護学　一般社団法人日本精神科看護協会　中央法規

Ⅴ．参　考　書

新体系 看護学全書   精神看護学1 精神看護学概論・精神保健　メヂカルフレンド社
新体系 看護学全書   精神看護学2 精神障害をもつ人の看護　メヂカルフレンド社
DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル　医学書院
DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引 医学書院

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。
授業態度も評価の対象とする

Ⅶ．学生への助言等

　精神科の医師が担当します。
   この科目は、精神障害を理解するために必要な基礎的知識を学ぶ科目です。予習、復習を自主的
に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保
健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持
ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 精神看護学方法論Ⅰ Mental Health and Psychiatric ＮursingⅠ

担当教員

山下　隆之

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は、精神障害を理解するために必要な基礎的知識である精神機能とその障がいの概念に
ついて学び、精神障害の病因・症状・診断・治療について学ぶ。また、症状が対象者のセルフケア
行動にどのような影響を与えているのかを査定する知識について学び、精神に健康障害を持つ対象
の看護や必要な検査をするために必要な基盤となる知識と考え方を身につけることを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、
看護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣
に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．精神機能とその障がいの概念や精神症状を理解する。
2．脳の構造・機能から精神障害の病因・症状・診断・治療を理解する。
3．さまざまな精神障害の症状や診断基準とその目的を理解する。
4．精神科領域での治療とその目的について理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

精神科領域の検査 代表的な検査についての説明ができる

今後の精神科治療の展望 今後の精神科治療の展望が説明できる

総括・試験
　授業総括
　科目試験

精神科領域における薬物療法 薬物療法について説明ができる

精神科領域における薬物療法 薬物療法について説明ができる

精神療法、社会療法 精神療法、社会療法について説明できる

単元名・授業内容 到達目標

精神機能とその障害の概念 精神機能とその障害の概念を説明できる

脳の構造・機能を説明できる

山下

隆之

精神症状とは① 精神症状を説明できる

精神症状とは② 精神症状を説明できる

脳の構造・機能

精神医学における疾患と診断基準 精神作用物質関連障害の説明ができる

精神医学における疾患と診断基準 統合失調症の説明ができる

精神医学における疾患と診断基準 気分障害、ストレス関連障害の説明ができる

精神医学における疾患と診断基準 パーソナリティ障害の説明ができる

精神医学における疾患と診断基準 自閉症スペクトラム障害の説明ができる

Ⅹ．授　業　計　画

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　  教科書を事前に読み、内容を整理しておく。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得す
るものとする。

Ⅸ.  留意事項
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 15
講義
演習

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、精神障害をもつ対象の社会的側面からの看護アプロー
チ、安全管理について指導します。
　この科目は、精神障害をもつ対象のリハビリテーション、地域での支援方法、メンタルヘルス、安
全管理について学ぶ科目です。予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。
また、看護は広い学習が必要です。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報
道に関心を持つなど、色々なことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを
育む姿勢で学習を深めていきましょう。

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　精神看護学①　精神看護の基礎　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　精神看護学②　精神看護の展開　医学書院
新版　精神看護学　一般社団法人日本精神科看護協会　中央法規

Ⅴ．参　考　書

新体系 看護学全書   精神看護学1 精神看護学概論・精神保健　メヂカルフレンド社
新体系 看護学全書   精神看護学2 精神障害をもつ人の看護　メヂカルフレンド社

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点、リフレクションペーパーの提出による20点の合計100点の評価とする。

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 精神看護学方法論Ⅱ Mental Health and Psychiatric ＮursingⅡ

担当教員

山下　隆之

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は、社会復帰・社会参加の基本と働きかけとして、精神科リハビリテーションの概念と基
礎など、社会的側面からアプローチするケアや支援について理解を深め、地域での自立、統合への支
援の目的と種類、及び、支援の方法を学ぶ。また、家庭・学校・職場における精神看護やメンタルヘ
ルスの概念と目的を理解し、教育的介入の方法と心理的支援のあり方を学ぶ。精神科領域の自殺企図
や自傷行為の防止や衝動コントロールの方法、離脱症状のケアや隔離・身体拘束へのケアなど、安全
管理の目的と方法について学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護
技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能力を
もち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣
に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．精神科リハビリテーションの概念と基礎を理解し、その種類と方法を理解する。
2．地域での自立に向けた支援の方法・サービス内容を理解する。
3．家庭・学校・職場における精神看護やメンタルヘルスの概念と目的を理解する。
4．さまざまな安全管理の視点と防止方法及び制限に対する援助の方法を理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

障害者総合支援法によるサービス 法律をもとにある地域資源について説明で
きる

自殺予防 自殺予防について説明できる

学校、職場におけるメンタルヘルス

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：8回で360分)
　 1回1時間、教科書を事前に読み予習をし、学んだ点については教科書、ノートで復習をする。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の
      学習により単位を修得するものとする。

Ⅸ.  留意事項

精神科リハビリテーションの概念を説明で
きる

山下

隆之

精神保健福祉法 精神保健福祉法について説明できる

単元名・授業内容 到達目標

精神科リハビリテーションの概念

Ⅹ．授　業　計　画

学校、職場におけるメンタルヘルスを説明
できる

病院と地域をつなぐ役割 病院と地域をつなぐ役割を説明できる

障害者の社会における生きづらさ

試験
　科目試験

社会における生きづらさについて説明でき
る
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30
講義
演習

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　精神看護学①　精神看護の基礎　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　精神看護学②　精神看護の展開　医学書院
新版　精神看護学　一般社団法人日本精神科看護協会　中央法規

Ⅴ．参　考　書

看護学テキストNiCE　精神看護学Ⅰ　精神保健・多職種のつながり　こころとからだのプラク
ティス　南江堂
新体系　看護学全書   精神看護学1　精神看護学概論・精神保健　メヂカルフレンド社
新体系　看護学全書   精神看護学2　精神障害をもつ人の看護　メヂカルフレンド社
第２版　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　ヌーベルヒロカワ

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点，課題等提出物評価20点による合計100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、精神障害をもつ対象の看護を指導します。
　この科目は精神障害をもつ対象の看護の実際および看護過程の展開について学ぶ科目です。予
習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要で
す。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々な
ことに関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めてい
きましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 精神看護学方法論Ⅲ Mental Health and Psychiatric ＮursingⅢ

担当教員

清水　寿郎

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は、精神に健康障害をもつ対象の看護をするのに必要な基盤となる知識と考え方を身に
つける。また、精神科領域でよく遭遇する精神障害の事例を用いて、オレム-アンダーウッド理論
のセルフケアについてアセスメントを行い、セルフケアレベルで査定し、精神障害をもつ対象に
とって必要な看護計画を立案することを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解
し、看護実践できる能力を身につけている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身について
いる｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1.   精神に健康障害をもつ対象の看護の目的とその方法を理解する。
2．オレム-アンダーウッド理論のセルフケアについてアセスメントを行う。
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1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　   <第1回～9回の授業の前後>
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
 　 <第10回～15回の授業の前後>
      授業の前後は予・復習を行い、演習ごとに提示された課題の記録をその都度整理する。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得す
るものとする。

Ⅸ.  留意事項
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事例展開の実際(1)
　事例：統合失調症①
　　　(映像資料より)

統合失調症の患者への看護が説明できる

事例展開の実際(5)
　事例：統合失調症⑤
　　　（映像資料より）

統合失調症を抱える患者の生きづらさにつ
いて自己の考えを述べる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

事例展開の実際(2)
　事例：統合失調症②
　　　（映像資料より）

情報収集したものを分類する。

事例展開の実際(3)
　事例：統合失調症③
　　　（映像資料より）

アセスメントを実施する。

事例展開の実際(4)
　事例：統合失調症④
　　　（映像資料より）

疾患及び症状による影響と治療による影響
から自分の考える看護計画を説明できる。

単元名・授業内容 到達目標

精神障害と安全管理 精神科で起こりうるリスクを説明できる。

摂食障害などのある対象への看護の目的と
その方法を説明できる。

清水

寿郎

精神障害をもつ対象の看護(1)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法①

気分(感情)障害のある対象への看護の目的
とその方法を説明できる。

精神障害をもつ対象の看護(2)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法②

神経症性障害のある対象への看護の目的と
その方法を説明できる。

精神障害をもつ対象の看護(3)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法③

精神障害をもつ対象の看護(6)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法⑥

自閉症スペクトラム症、注意欠損・多動症
のある対象への看護の目的とその方法を説
明できる。

精神障害をもつ対象の看護(4)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法④

精神作用物質関連障害（依存）のある対象
への看護の目的とその方法を説明できる。

精神障害をもつ対象の看護(5)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法⑤

パーソナリティ障害のある対象への看護の
目的とその方法を説明できる。

精神障害をもつ対象の看護(7)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法⑦

心身症のある対象への看護の目的とその方
法を説明できる。

精神障害をもつ対象の看護(8)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法⑧

統合失調症の説明ができる

Ⅹ．授　業　計　画
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30
講義
演習

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、在宅での看護師経験を活かし、在宅看護論概論を指導します。予習、復習を自主的
に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から保
健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を持
ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得す
るものとする。

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 在宅看護論概論 Introduction to Home care Nursing

担当教員

佐野　美紀

Ⅰ．授　業　概　要

　在宅看護論概論においては、在宅看護にかかわる制度と発展の経緯を理解し、その目的と特徴を
知り、社会資源の活用方法や、病気や障がいを持ちながらも在宅での療養を望む人やその家族に対
し、その人らしく生きること、生活を支えることに視点を置き、健康レベルの維持と改善・生活の
自立・QOLの向上を目指した看護を学ぶ。また、在宅看護の目的や役割、対象や看護の特徴、在宅
看護に関連する制度や地域包括ケアシステムなどを理解する。在宅看護の対象はそれぞれのライフ
スタイルや価値観を持つ人々であり多様な考え方とノーマライゼーションの考え方を踏まえて学ぶ
ことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基
づいた看護技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための
基礎的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．在宅看護の目的と特徴、及びその機能と役割を理解する。
2．在宅看護の特徴を知り、その対象と家族への支援を理解する。
3．社会資源の活用の方法と在宅看護に関連する法制度を理解する。
4．社会資源の種類や使用目的及び必要性を理解する。
5．チームケアの意義と看護師の役割を理解する。
6．訪問看護ステーションの概要や流れとその特徴を理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

社会資源と関係職種との協働(5)
　福祉用具フェアへの参加

在宅医療を支える福祉用具や職種を説明で
きる。

訪問看護ステーションの概要や流れと
特徴(2)
　訪問看護ステーションの利用者・
　サービス内容

訪問看護ステーションサービスの内容を説
明できる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験

チームケアの意義と看護師の役割の理
解(1)
　在宅チームケアの意義と看護師の
　役割の理解

在宅チームケアの意義と看護師の役割を説
明できる。

チームケアの意義と看護師の役割の理
解(2)
　在宅看護での連携と協働

在宅看護での連携と協働を述べる。

訪問看護ステーションの概要や流れと
特徴(1)
　訪問看護制度の確立と個別ケア展
　開・概要・流れと特徴

訪問看護ステーションの概要を説明でき
る。

単元名・授業内容 到達目標

在宅看護の目的とその特徴(1)
　日本の在宅看護をめぐる社会的背
　景

在宅看護をめぐる社会的背景を述べる。

在宅看護の対象の特徴を述べる。

佐野

美紀

在宅看護の目的とその特徴(2)
　在宅看護の目的と特徴、機能と役
　割

在宅看護の目的と特徴を説明できる。
在宅看護の機能と役割が説明できる。

在宅看護の目的とその特徴(3)
　在宅看護の成立条件

在宅看護の成立条件を説明できる。

在宅看護の対象の特徴(1)
　在宅看護の対象の特徴

社会資源と関係職種との協働(2)
　在宅看護の法的基盤とシステム①

介護保険制度と地域包括ケアシステムを説
明できる。

在宅看護の対象の特徴(2)
　在宅看護の対象としての家族

在宅看護の対象である家族の特徴が説明で
きる。

社会資源と関係職種との協働(1)
　社会資源の活用と在宅看護に関連
　する法制度

社会資源の活用と在宅看護に関連する法制
度が説明できる。

社会資源と関係職種との協働(3)
　在宅看護の法的基盤とシステム②

訪問看護制度について説明できる。

社会資源と関係職種との協働(4)
　退院支援のあり方と看護職同士の
　連携

在宅医療にまつわる関連職種と医療行為を
説明できる。

Ⅹ．授　業　計　画

Ⅸ.  留意事項
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  通年

1 30
講義
演習

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、在宅での看護師経験を活かし、在宅看護論方法論Ⅰを指導します。予習、復習を自
主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から
保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を
持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得す
るものとする。

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 在宅看護論方法論Ⅰ Home care Nursing　Ⅰ

担当教員

細野　亜里

Ⅰ．授　業　概　要

　在宅看護論方法論Ⅰでは、在宅の対象の特徴に応じた生活を支える在宅看護の具体的な援助方法
や看護技術について学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解
し、看護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づ
いた看護技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基
礎的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身
についている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．在宅という場の特徴と地域の保健医療福祉資源について理解し、訪問看護師の置かれた
　  立場や、自立支援への取り組みについて理解する。
2．在宅看護に必要なコミュニケーションの特徴を知り、その方法習得する。
3．在宅看護におけるヘルスアセスメントの概念と目的を理解し、看護援助の方法を習得する。
4．高齢者における在宅での終末期ケアの考え方を理解する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

在宅看護におけるヘルスアセスメント
と看護技術(5)
　ヘルスアセスメントの目的と看護援助

　方法②排泄支援

排泄支援のヘルスアセスメントの目的と看
護援助方法が説明できる。

在宅看護におけるヘルスアセスメント
と看護技術(6)
　ヘルスアセスメントの目的と看護援助

　方法③清潔ケア

清潔ケアのヘルスアセスメントの目的と看
護援助方法が説明できる。

在宅看護におけるヘルスアセスメント
と看護技術(7)
　ヘルスアセスメントの目的と看護援助

　方法④低栄養予防

低栄養予防のヘルスアセスメントの目的と
看護援助方法が説明できる。

在宅における終末期の考え方
　高齢者における終末期ケアの考え方

　いのちの質・人生の質を捉える

高齢者における終末期ケアの考え方が説明
できる。

単元名・授業内容 到達目標

在宅という場の特徴と地域の保健医療
福祉資源について(1)
　病状・病態の変化の予測と自立支援①

在宅という場の特徴と資源が説明できる。

訪問時のマナーを具体的に述べる。

細野

亜里

在宅という場の特徴と地域の保健医療
福祉資源について(2)
　病状・病態の変化の予測と自立支援②

在宅における自立支援を述べる。

在宅看護に必要なコミュニケーション
(1)
　在宅におけるコミュニケーションの特徴

在宅におけるコミュニケーションの特徴を
説明できる。

在宅看護に必要なコミュニケーション
(2)
　初回訪問時のマナー

在宅看護におけるヘルスアセスメント
と看護技術(2)
　多職種との連携におけるヘルスアセス

　メント

多職種との連携におけるヘルスアセスメン
トの説明ができる。

在宅看護に必要なコミュニケーション
(3)
　事例を用いてロールプレイ演習

ロールプレイ演習を通して必要なコミュニ
ケーションが説明できる。

在宅看護におけるヘルスアセスメント
と看護技術(1)
　ヘルスアセスメントの概念と目的

在宅看護におけるヘルスアセスメントの概
念と目的を説明できる。

在宅看護におけるヘルスアセスメント
と看護技術(3)
　在宅看護に求められるヘルスアセス

　メント

在宅看護に求められるヘルスアセスメント
が説明できる。

在宅看護におけるヘルスアセスメント
と看護技術(4)
　ヘルスアセスメントの目的と看護

　援助方法①口腔ケアと嚥下訓練

口腔ケアと嚥下訓練のヘルスアセスメント
の目的と看護援助方法が説明できる。

Ⅹ．授　業　計　画

Ⅸ.  留意事項
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14

15

在宅における終末期の考え方
　終末期の死までのプロセス

　チームでの合意を基盤とした終末期の

　考え方

終末期の死までのプロセスが説明できる。

総括・試験
　授業総括

　科目試験

細野

亜里

61



開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  通年

1 30
講義
演習

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、在宅での看護師経験を活かし、在宅看護論方法論Ⅱを指導します。予習、復習を自
主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から
保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を
持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得す
るものとする。

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 在宅看護論方法論Ⅱ Home care Nursing　Ⅱ

担当教員

内藤　綾子

Ⅰ．授　業　概　要

　在宅看護論方法論Ⅱでは、経過別に在宅看護で多く関わる疾患を通して、在宅看護の必要性を理
解することを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解
し、看護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づ
いた看護技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基
礎的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身
についている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．在宅療養者の症状や状態による看護の特徴と看護の方法を理解する。
2．在宅看護におけるターミナル期の療養者の看護の実際と看取りの看護と家族ケアの概念を
　   理解する。
3．特殊な技術を伴う在宅看護の目的と特徴を理解する。
4．特殊な技術を伴う在宅看護のヘルスアセスメントと看護技術の方法を理解する。
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回数 担当名

1
内藤
綾子

2
山根
基宏

3
山根
有花

4
山根
基宏

5
鈴木
苑香

6
服部
亜衣

7
鈴木
苑香

8 堀　淳

9
山根
有花

10
内藤
綾子

11 堀　淳

12

13

14
内藤
綾子

15
内藤
綾子

総括・試験
　授業総括
　科目試験

特殊な技術を伴う在宅看護(2)
　在宅酸素法(HOT)

特殊な技術を伴う在宅看護の目的と特徴、
およびヘルスアセスメントと看護技術につ
いて説明できる。 山根

基宏特殊な技術を伴う在宅看護(3)
　在宅人工呼吸器療法(HMV)

特殊な技術を伴う在宅看護の目的と特徴、
およびヘルスアセスメントと看護技術につ
いて説明できる。

特殊な技術を伴う在宅看護(7)
　在宅輸液療法

特殊な技術を伴う在宅看護の目的と特徴、
およびヘルスアセスメントと看護技術につ
いて説明できる。

在宅看護におけるターミナル期の
療養者の看護（１）
　緩和ケアの実際
　看取りの看護と家族ケアの概念

在宅看護におけるターミナル期の療養者の
看護が説明できる。

在宅看護におけるターミナル期の
療養者の看護（２）
　在宅での死後の処置
　グリーフケア

在宅看護におけるターミナル期の療養者の
看護が説明できる。

特殊な技術を伴う在宅看護(1)
　服薬管理

特殊な技術を伴う在宅看護の目的と特徴、
およびヘルスアセスメントと看護技術につ
いて説明できる。

在宅療養者の症状・状態別看護(5)
　疾病や障がいをもつこどもの在宅
　看護

疾病や障がいをもつこどもの在宅看護の特
徴が説明できる。

在宅療養者の症状・状態別看護(5)
　疾病や障がいをもつこどもの在宅
　看護

疾病や障がいをもつこどもの在宅看護の特
徴が説明できる。

在宅療養者の症状・状態別看護(6)
　精神疾患をもつ療養者への在宅看護

精神疾患をもつ療養者への在宅看護の特徴
が説明できる。

在宅療養者の症状・状態別看護(2)
　がんの療養者への在宅看護

がんの療養者への在宅看護の特徴が説明で
きる。

在宅療養者の症状・状態別看護(3)
　神経系難病の療養者への在宅看護①

神経系難病の療養者への在宅看護の特徴が
説明できる。

在宅療養者の症状・状態別看護(4)
　神経系難病の療養者への在宅看護②

神経系難病の療養者への在宅看護の特徴が
説明できる。

単元名・授業内容 到達目標
在宅看護の実際
訪問看護師の役割・地域包括ケアシス
テムの実際
在宅療養者の症状・状態別看護(1)
　認知症高齢者への在宅看護

認知症高齢者への在宅看護の特徴が説明で
きる。

Ⅹ．授　業　計　画

Ⅸ.  留意事項
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 15
講義
演習

よい(25点) 努力が必要(5点)

評価
規準

在宅看護における看護
の考え方と対象の目標
を合わせて、生活の質
を維持、あるいは向上
できるように社会資源
と在宅看護技術、他職
種との調整を訪問看護
師として提案する。

在宅看護における看護の
考え方から生活の質を維
持、あるいは向上できる
ようなかかわりを社会資
源と在宅看護技術、他職
種との調整を訪問看護師
として提案する。

自分の考え方のみで、看護
を提案している。

パフォーマンス課題：在宅で生活する発症から3年目のALS療養者に対し、生活の質を
　　　　　　　　　　維持できるような看護の提案を行う。

　在宅看護論方法論Ⅲでは、在宅で過ごす対象に必要な看護を考えることができるよう、事例学習
を通して、在宅における療養者と家族やその取り巻く環境と状況に応じた在宅看護の実際を学ぶ。
また、看護過程を展開することで看護の知識の統合を図ることを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解
し、看護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づ
いた看護技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基
礎的能力をもち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身
についている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．在宅看護の特性を踏まえ、事例を通して看護過程の展開を行う。
2．在宅看護の標準化に向けた取り組みの内容を理解する。

Ⅳ．教　科　書

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：看護過程の展開の評価60点(評価基準については後日明示する),
　　　パフォーマンス課題によるルーブリック評価40点の合計100点の評価とする。

レベル 大変よい(40点)

Ⅰ．授　業　概　要

【授業科目】 在宅看護論方法論Ⅲ Home care Nursing　Ⅲ

担当教員

細野　亜里
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

在宅看護の事例展開(1)
　ALSの事例①

ALSの疾病の成り立ちと治療、療養者のた
どる経過について説明できる。

細野

亜里

在宅看護の事例展開(2)
　ALSの事例②

ALSで療養中の患者の生活について説明で
きる。

在宅看護の事例展開(3)
　ALSの事例③

難病患者の社会資源について説明できる。

在宅看護の事例展開(4)
　ALSの事例④

在宅看護過程のポイントを説明できる。

在宅看護の事例展開(5)
　ALSの事例⑤

在宅看護の事例展開(6)
　ALSの事例⑥

事例をもとにアセスメントできる。

在宅看護の事例展開(7)
　ALSの事例⑦

事例をもとに提案書を作成できる。

事例をもとに提案書を作成できる。在宅看護の事例展開(8)
　ALSの事例⑧

Ⅸ.  留意事項

Ⅹ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

評価
の視点

□社会資源
□在宅看護の考え方
□QOL
□入院とならないための療養方法
□家族の思い
□患者の目標(在宅で過ごす意味)
□在宅看護技術

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、在宅での看護師経験を活かし、在宅看護論方法論Ⅲを指導します。予習、復習を自
主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要です。日頃から
保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なことに関心を
持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

事例をもとにアセスメントできる。

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：8回で675分)
　  授業前は 指定の教科書、参考書を事前に読み、内容を整理しておく。
　  授業後は講義で学んだ部分について教科書の該当する部分を参考に、ノートや配布資料を
　  整理しておく。
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 国際看護学 International Nursing 

担当教員

寺谷　美佐絵/佐藤　友香理
小笠原　広実/スズキ　有里

Ⅰ．授　業　概　要

　国際協力やグローバルヘルスのしくみと文化を考慮した国際看護の基礎知識を学ぶ。また、開発協力
や国際救援における具体的な看護活動を通して、諸外国との協力の目的と意義を学ぶ。保健医療の側面
として、開発途上国への国際的活動と看護について学ぶことを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護技
術の方法が身についている｣｢5.国際化、情報化などの社会的環境の変化に対応できる能力を身につけて
いる｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能力をもち、広い視野と行動力が
備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．国際看護学の定義、国際協力の概念と目的を理解する。
2．グローバルヘルスの変遷と内容を理解する。
3.   開発協力の概念と健康、保健医療の概念とその看護を理解する。
4.   開発途上国への看護について現状を知る。
5.   国際救援の基本理念と活動の実際を理解する。

系統看護学講座　統合分野　看護の統合と実践③　災害看護学・国際看護学　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験,レポートで100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、国際看護学を指導します。
　予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要で
す。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心を持つなど、色々なこと
に関心を持ち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきましょ
う。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．授業の前後は予・復習を行う。(1日45分の予・復習：15回で675分)
　  JICAについて、公式サイト内のスライド等で各自、取り組みや実績等の事前学習を行う
     講義・JICAの見学を通じて学んだことをレポートで提出
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

小笠原

広実

国際看護学の基礎知識とグローバル
ヘルス(3)
　国際協力のしくみと調整②

国際協力のしくみと調整を説明できる。

国際看護学の基礎知識とグローバル
ヘルス(4)
　グローバルヘルス①

グローバルヘルスの考え方について説明できる。

「開発協力と看護」
在外日本人の抱える健康問題を知る

「開発協力と看護」
在日外国人に必要な支援を理解する

「開発協力と看護」
文化を考慮する看護とはどういうこ
とかを理解する

「在外日本人と在日外国人の健康問題と支援」
「外国人対応の防災・減災」
①言葉が通じない海外で生活するときに、どのよ
うな健康上の困難が起こるか予想して話し合うこ
とができる。
②外国人を看護することになった時に、何に配慮
したいかを考え述べることができる。
③災害が起こった時に、外国人に対して自分が何
ができるか考えて述べることができる。

Ⅹ．授　業　計　画

国際看護学の基礎知識とグローバル
ヘルス(1)
　国際看護学の定義
　国際協力の概念と目的

国際看護学の定義と国際協力の概念と目的を説明
できる。

国際看護学の基礎知識とグローバル
ヘルス(2)
　国際協力のしくみと調整①

国際協力のしくみと調整を説明できる。

寺谷

美佐絵

「文化を考慮した看護」
①生活習慣が異なる外国人患者に接した時に、ど
のように思うか話し合うことができる。
②先入観を持ったり決めつけたりしやすいことに
気づき、それを表現できる。
③食や排泄について、自分とは異なる生活習慣に
ついて具体的に述べることができる。

「在外日本人と在日外国人の健康問題と支援」
①海外に赴任になる人に、どのような情報提供や
指導が必要になるかを述べることができる。
②海外で暮らすときに、どのような健康上の不安
が起こるかを予想して話し合うことができる。

Ⅸ.  留意事項

　小笠原先生：適宜、グループワークを行ないながら進める

単元名・授業内容 到達目標
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8

9

10

11

12

13

14

15

小笠原

広実

「開発協力と看護」
発展途上国の健康問題を知り、その
課題を理解する

「開発協力と看護」
外国人看護師受け入れの現状を知
り、その課題を理解する

「発展途上国と看護」
①貧困によりどのような健康維持が難しくなるか
を具体的に述べることができる。
②健康にとって、水の清潔さがどのように影響す
るか説明できる。
③発展途上国に多く日本ではあまり見られない疾
病について3つ以上上げて、その注意点を述べる
ことができる。

「日本における外国人看護師の参入に関する課
題」
①EPA看護師について知らない人に説明すること
ができる。
②外国人が日本で看護師として働くときの困難に
ついて考え述べることができる。

スズキ
有里

国際協力、開発協力などの国際救援
活動の基本的理念について理解する

国際赤十字・赤新月運動、災害救援を行う非政府
組織（NGO）のための行動規範について述べ
る。スフィアスタンダードについて述べる。 佐藤

友香理災害・紛争救援活動の実際を理解す
る。

難民・国内避難民の現状を知る。海外における過
去の災害・紛争救援の看護活動を知る。

日本のODA（JICA,JDR等）と世界
のODAの取り組みを知り、国際協力
について理解を深める

日本と世界のＯDAの各役割について知る
世界の医療団（MDM）の実績を知る
日本のODAの今後の課題について考察する

総括・試験
　授業総括
　科目試験

JICAの見学を通し開発途上国の現状
を理解する

JICAの役割を知る
地球規模の課題を知る
看護職者の海外での活躍を知る
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 医療安全 Medical safety

担当教員

西山　都師恵/中村　ふじ枝

Ⅰ．授　業　概　要

　医療技術の高度化と医療現場は専門分化から、看護師に求められる役割は拡大し複雑化している。
医療安全の目的とその意義を理解するとともに、臨床現場における取り組みの実際や事例からリスク
管理の必要性を理解し、保健医療福祉に身を置くものとしての安全感覚の基礎を習得することを目的
とする

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護
技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能力を
もち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣
に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．医療安全の意義と目的及び医療安全の基本を理解する。
2．個人・チーム・組織としての医療安全の目的と方法について理解する。
3．事例から医療安全を脅かすメカニズムとその方法を理解する。

系統看護学講座　統合分野　看護の統合と実践②　医療安全　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅶ．学生への助言等

医療安全は専門職に必須とされる基本的な能力です。
予習・復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講してください。また、看護は広い学習が必要で
す。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースなどの報道に関心をもつなど、色々なこ
とに関心をもち、多くの体験と学習をして視野を広げ、自己の問いを育む姿勢で学習を深めていきま
しょう。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1.   授業の前後は予・復習を行う。(1日15分の予・復習：15回で315分)
2．1回目に提示するパフォーマンス課題に則って、第14回目までに作成し提出する。
　   (14回目までの作成に要する時間：360分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅸ.  留意事項
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ⅹ．授　業　計　画

危険予知トレーニングの目的を説明す
る
事例から危険予知トレーニングを適用
する

単元名・授業内容 到達目標

医療安全を学ぶ意義と目的を理解する 医療事故から医療安全の必要性を述べ
る。
医療安全をその目的を述べる。

エラーからの学びを考察する インシデント報告の目的を説明する
事例からインシデントの活用方法を説
明する。

医療機関における医療安全の取り組みを
理解する

法律の視点から、医療機関における医
療安全の取り組みを説明する
日本医療安全調査機構の役割を述べる

西山

都師恵

事例から学ぶ医療安全（１）
「輸液ポンプ・シリンジポンプ」
医療機器の取り扱いとリスク要因につい
て知る

輸液ポンプ・シリンジポンプ使用時の
医療安全を脅かすメカニズムについて
説明できる。

医療安全の基本について理解する 人がおこすエラーについて述べる。
エラーの種類について分類できる。

エラーからの学びを理解する インシデント、ヒヤリ・ハット、アク
シデントの違いを説明できる。

組織の医療安全の必要性を理解する 患者の取り違え、手術部位の取り違
え、薬剤の間違いの事例から、組織の
取り組みを具体的に述べる

リスクマネジメントの意義と目的を理解
する

リスクマネジメントの必要性を述べ
る。
リスクマネジメントの活用方法を述べ
る。

個人での医療安全を対策を理解する 医療安全の安全性を高める方法を述べ
る
品質改善の手法を選択する

個人の医療安全への安全性を高める方法
を理解する

中村

ふじ枝

事例から学ぶ医療安全（3）
「輸血・点滴・注射など」
輸血・点滴などの安全管理について知る

輸血・点滴・注射などの医療安全を脅
かすメカニズムについて説明できる。

事例から学ぶ医療安全（4）
「転倒・転落、療養上の世話」
療養生活におけるリスクについて知る

転倒・転落の発生メカニズムと対応策
について説明できる。

事例から学ぶ医療安全（２）
「気管内挿管チューブ」
気管内挿管チューブの安全管理について
知る

気管切開チューブ、挿管チューブの医
療安全を脅かすメカニズムについて説
明できる。
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14

15

事例から学ぶ医療安全（5）
「ルートトラブル」
各種チューブ類の安全管理について知る

中村

ふじ枝

各種ルート類の医療安全を脅かすメカ
ニズムについて説明できる。

総括・試験
　授業総括
　科目試験
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開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
2年次  前期

1 30
講義
演習

Ⅰ．授　業　概　要

【授業科目】 チーム医療論 Team medical theory

担当教員

菊井　友/田中　敏彦
/奥地　伸城/中村　新一

/西脇　克浩

  当校の特性を活かし多職種によるチーム医療の実際と看護と他職種間の調整能力の基礎を身につけ
ることを目的とする。

Ⅱ．授業の位置づけ

　この科目は本学科のデュプロマ・ポリシー｢1.あらゆる看護場面における対象を全人的に理解し、看
護実践できる能力を身につけている｣｢4.安全に看護技術を提供するための科学的根拠に基づいた看護
技術の方法が身についている｣｢6.地域の医療、福祉等関連領域の人々と連携するための基礎的能力を
もち、広い視野と行動力が備わっている｣｢7.専門職として生涯にわたって学ぶ姿勢が身についている｣
に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

1．保健・医療・福祉専門職が互いに連携し協働することによって、よりよい医療が提供
　   できるための基礎知識を学ぶ。
2．保健・医療・福祉システムの概要とチーム医療の必要性を理解する。
3．さまざまな専門職種の役割や機能、チーム内での位置づけを理解する。
4．体験演習を通して、患者や障害を抱える人とその家族の問題に対してどのように
      チームアプローチする必要があるかを考える。

Ⅳ．教　科　書

系統看護学講座　統合分野　看護の統合と実践①　看護管理　医学書院
「チーム医療」とは何か　日本看護協会出版社

Ⅴ．参　考　書

Ⅵ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点、レポート30点（他学科講師）の合計100点の評価とする。
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回数 担当名

1

2

3

4

5
田中
敏彦

6
中村
新一

7
奥地
伸城

8
西脇
克浩

Ⅸ.  留意事項

＊ レポートは指定された日時までに必ず提出すること

Ⅹ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

保健・医療・福祉システムにおける
チーム医療の概要を理解する

1）チーム医療とはを述べることができる
2）チーム医療の重要性の背景を知る
3）チーム医療に必要な要素を述べることが
できる

チーム医療に必要な要素を理解する 1）チーム医療に必要な要素を体験を通して
知る

作業療法士の役割や機能、看護師の関
わりを理解する

1）作業療法士の役割や機能の実際を知る。
2）看護師の役割を知る

菊井

友

1.   授業の前後は予・復習を行う。(1日15分の予・復習：15回で315分)
2．1回目に提示するパフォーマンス課題に則って、第14回目までに作成し提出する。
　   (14回目までの作成に要する時間：360分)
＊  課題学習と授業時間を合わせて45時間(1時間は45分の計算とする)の学習により単位を修得
　  するものとする。

Ⅶ．学生への助言等

　担当教員は臨床での経験を活かし、チーム医療における医療者の役割、内容を指導する。
　この科目は臨床に出てからチームとして看護師がどのように関われば良いかを知り、看護を実施し
ていく上で重要となる科目である。予習、復習を自主的に行い、積極的に学ぶ姿勢で受講して欲し
い。また、看護は広い学習が必要である。日頃から保健・医療や福祉に関する新聞記事やニュースな
どの報道に関心を持ち、臨地実習での色々なことに関心を持ち、その体験と学習から視野を広げ、自
己の問いを育む姿勢で学習を深めていって欲しい。

Ⅷ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

チーム医療にかかわるさまざまな専門
職の定義と業務、役割を理解する

1）チーム医療に関わる職種を述べる
2）各職種の定義を述べる
3）各職種の教育背景・業務・役割を述べる
ことがでる

臨床工学技士の役割や機能、看護師の
関わりを理解する。

1）臨床工学技士の役割や機能の実際を知
る。
2）看護師の役割を知る

理学療法士の役割や機能、看護師の関
わりを理解する

1）理学療法士の役割や機能の実際を知る。
2）看護師の役割を知る

言語聴覚士の役割や機能、看護師の関
わりを理解する

1）言語聴覚士の役割や機能の実際を知る。
2）看護師の役割を知る
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9

10

11

12

13

14
チーム医療における自己の課題

15

総括・試験
　授業総括
　科目試験

菊井

友

チーム医療に必要な自己の課題を考えること
ができる。

医療現場において取り組まれている
チーム医療について理解する

事例を通し看護師の役割と多職種の連
携を考える
提示された症例に含まれるさまざまな
情報を共有し、患者や家族が有する問
題を抽出して、グループとして把握で
きる

1）医療チームの構成メンバーとその役割を
述べることができる
2）各チームにおける看護師の役割を述べる
ことができる

1）患者・家族の抱える問題が抽出できる
2）患者・家族の抱える問題解決の方法を述
べることができる
3）チーム医療の評価の視点を述べることが
できる
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