
2020年

看護科　（1年次）

科目名 項 科目名 項

思考と表現 2 微生物学 74

心理学 4 医学概論 77

情報科学 7 精神保健 80

倫理学 10 看護学へのとびら 83

生物学 13 看護実践への架け橋Ⅰ 86

社会学 16 看護実践への架け橋Ⅱ 89

文化人類学 21
共通看護技術Ⅰ
安全な看護をとどける

93

コミュニケーション論 24
共通看護技術Ⅱ
観察して知る

97

英語Ⅰ 27
生活行動を支える看護技術Ⅰ
活動して休息する

101

中国語 30
生活行動を支える看護技術Ⅱ
身だしなみを整える

104

スポーツと健康 33
生活行動を支える看護技術Ⅲ
おいしく食べてスッキリ排泄する

108

人体構造機能学Ⅰ 36
健康を支える看護技術Ⅰ
薬物・酸素療法

112

人体構造機能学Ⅱ 39 基礎看護学実習Ⅰ 116

人体構造機能学Ⅲ 42 成人看護学概論 118

人体構造機能学Ⅳ 45 成人看護学方法論Ⅰ 121

生活行動機能論 48 老年看護学概論 125

生化学 51 老年看護学方法論Ⅰ 128

栄養学 54 こども看護学概論 132

疾病治療学Ⅰ 57 母性看護学概論 136

疾病治療学Ⅱ 61 精神看護学概論 139

疾病治療学Ⅲ 64

病理学 67

薬理学 70

2020年度　シラバス目次

1



開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
1年次  前期

1 15
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 思考と表現 Thinking and Expression

担当教員

山田　美香

Ⅰ．授　業　概　要

　個々が情報を正しく、相手に伝わるよう表現する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｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

１．思考のメカニズムを理解する。
２．事実と意見の違いを知り、正しく物事を捉えられる。
３．自分の考えを伝える方法を理解する。
４．論理的思考・批判的思考などの思考の在り方を学び、考え方を整理して表現する方法が
　　身につく。

世界一やさしい問題解決の授業　～自分で考え、行動する力が身につく　絶対役立つ教育心理
ダイヤモンド社

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

思考を知る(1)
　思考①

思考のメカニズム、事実と意見の違いを説
明できる。

山田
　

美香

思考を知る(2)
　思考②

推論について説明できる。

表現を知る(1)
　表現①

表現について説明できる。

表現を知る(2)
　表現②

誰にでも伝わる表現ができる。

考えたことを整理して表現する(1)
　考えを伝える

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

自分の考えを整理する方法が説明できる。

考えたことを整理して表現する(2)
　整理して伝える①

ロジカルシンキングの概念が説明できる。

考えたことを整理して表現する(3)
　整理して伝える②

自分の考えを事実に基づいて説明・表現で
きる。

試験
    本試験

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

3



開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 心理学 Psychology

担当教員

山脇　望美

Ⅰ．授　業　概　要

　心理学の基本の考え方と心理学の研究方法、人間の心理を理解するために必要な考え方を学
ぶ。また患者教育への関わり方の基本となる考え方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．心理学の歴史的変遷と心理学の役割について理解する。
２．学習と動機付けのメカニズムを理解する。
３．パーソナリティについて基本的な考え方を理解する。
４．集団行動・認知行動と心理について基本的な考え方を理解する。
５．発達・障害・適応について基本的な考え方を理解する。
６．心理療法の基本的な考え方と目的・方法について理解する。

系統看護学講座　基礎分野　心理学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

山脇

望美

心理療法(3)
　心理療法の各内容と実際②

行動療法、来談者中心療法の内容を説明で
きる。

心理学の考え方
　心理学の考え方

心理学の考え方が説明できる。

心理療法(4)
　心理療法の各内容と実際③

認知行動療法、心理テストの内容を説明で
きる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

性格の心理と適性検査について説明でき
る。

集団行動と認知行動(1)
　集団行動

集団行動の心理について説明できる。

学習と動機付け(1)
　認知と学習

認知と学習について説明できる。

集団行動と認知行動(2)
　認知行動

認知行動について説明できる。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

発達と障害と適応(2)
　障害

障害のある人とどう向き合うか説明でき
る。

発達と障害と適応(3)
　適応

ストレスと適応について説明できる。

心理療法(1)
　心理療法の概念と倫理①

心理療法の基本的な考え方と目的・方法に
ついて説明できる。

心理療法(2)
　心理療法の各内容と実際①

心理療法とカウンセリング、精神分析療法
の内容を説明できる。

発達と障害と適応(1)
　発達

各期の発達について説明できる。

パーソナリティ(2)
　パーソナリティ②

学習と動機付け(2)
　動機付け
　学習と動機付けの関係

学習と動機付けの関係について説明でき
る。

パーソナリティ(1)
　パーソナリティ①

性格について説明できる。
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  前期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 情報科学 Information　Science

担当教員

新井　隆裕

Ⅰ．授　業　概　要

　情報科学の初学者にも理解できるように、具体例を用いながら情報科学の基礎知識について概
説する。 現在情報通信、情報メディア技術の発展に伴い、コンピューターは身の回りのさまざま
なところに組み込まれ、利用されている。このコンピューターの原理や歴史、インターネットの
仕組み、コンピュータセキュリティといった情報に関する科学・技術的事項の習得を目指す。 ま
た現在医療はIT化が進み、保健・医療・福祉のさまざまな場所で利用されている。そのため、コ
ンピューターの基本的な操作とリテラシーについて基本の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｣｢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．情報と情報科学について理解する。
２．情報の取り扱いとソーシャルメディアの仕組みを理解する。
３．通信の仕組みについて理解する。
４．情報リテラシーの学びを通して、リテラシー感覚を身につける。
５.  ソフトウェアの使い方と基本的な操作が身につく。
６．医療現場や社会の今後予測されたICTやAIについて知る。

系統看護学講座　別巻　看護情報学　医学書院
30時間でマスター　Office2019　（Windows10対応）　実教出版株式会社

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

情報収集とソーシャルメディア(2)
　情報の使い方②

ソーシャルメディアの仕組みについて説明
できる。

通信の仕組み(1)
　通信経路

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

情報と情報科学の考え方(1)
　情報と情報科学の考え方①

情報について説明できる。

情報と情報科学の考え方(2)
　情報と情報科学の考え方②

情報科学について説明できる。

情報収集とソーシャルメディア(1)
　情報の使い方①

情報の取扱いについて説明できる。

パソコンの基本的操作の説明ができる。

通信経路について説明できる。

通信の仕組み(2)
　データーの送信と管理

データーの送信と管理について説明でき
る。

情報リテラシー
　情報リテラシーの考え方

情報リテラシーの考え方を説明できる。

パソコンの使い方とソフトウエアの
利用(1)
　パソコンの基本的操作①

医療ICTと未来のICT(2)
　未来のICT

これからの医療現場でのAIについて説明で
きる。

パソコンの使い方とソフトウエアの
利用(2)
　パソコンの基本的操作②

キーボードでのタイピングができる。

パソコンの使い方とソフトウエアの
利用(3)
　ソフトウェアの利用①

Wordを使用しレポートを作成できる。

パソコンの使い方とソフトウエアの
利用(4)
　ソフトウェアの利用②

新井
　

隆裕

Excelを使用し表計算とグラフ作成でき
る。

総括・試験
　授業総括
　本試験

パソコンの使い方とソフトウエアの
利用(5)
　ソフトウェアの利用③

Powerpointを使用しスライドを作成でき
る。

医療ICTと未来のICT(1)
　病院内のICT

電子カルテの実際を説明できる。
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Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：授業課題と筆記試験の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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。
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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
1年次  前期

1 15
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 倫理学 Ethics

担当教員

籔本　恭明
小山　儀秋

Ⅰ．授　業　概　要

　人間の存在・価値観・ものの見方を理解し、社会における人間の姿勢について学習する。また
生命倫理の基本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．倫理学と生命倫理の概念について理解する。
２．性と生殖と生命倫理における基本的な考え方を理解する。
３．生命倫理をめぐる諸問題に興味を示し、倫理的問題に対する自己の意見が持てる。

系統看護学講座　別巻　看護倫理　医学書院
プレップ倫理学　弘文堂

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1
小山
儀秋

2

3

4

5

6

7

8

倫理学と生命倫理の概念(1)
　倫理学の概念

倫理学の概念について説明できる。

倫理学と生命倫理の概念(2)
　生命倫理の概念

生命倫理の概念について説明できる。

性と生殖の生命倫理
　性と生殖における倫理の考え方

性と生殖における倫理の考え方を説明でき
る。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

籔本

恭明

死の生命倫理(1)
　様々な死への権利と倫理①

死と医療について説明できる。

死の生命倫理(2)
　様々な死への権利と倫理②

死についての生命倫理の課題を説明でき
る。

先端医療と制度をめぐる生命倫理(1)
　医療における倫理の考え方①

移植医療・再生医療・遺伝子治療をめぐる
生命倫理の課題を説明できる。

先端医療と制度をめぐる生命倫理(2)
　医療における倫理の考え方②

生命倫理問題に対し自己の考えを説明でき
る。

試験
    本試験

11



Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  前期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 生物学 Biology

担当教員

桑原　厚和

Ⅰ．授　業　概　要

　生命体の特性や生命現象、細胞の構造、生体維持のエネルギー、生殖機能、遺伝、DNA等に生
命観の変遷と看護・医学の基礎科学としての生物学を理解し、生物が示す形態や機能現象を学
ぶ。また、人体構造機能学の専門基礎分野への学びの基礎的知識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｢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｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

１．生物としての生命体の構造と機能を理解する。
２．細胞の構造と細胞を構成する物質を理解する。
３．遺伝情報とその伝達・発現のしくみを理解する。
４．個体内の体内環境の維持(ホメオスタシス)を理解する。
５．生命の進化と環境の関係を理解する。

系統看護学講座　基礎分野　生物学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

生物学における生命体の構造と
機能(1)
　生物学とは

生物学について説明できる。

桑原

厚和

生物学における生命体の構造と
機能(2)
　生命体の構造と機能

生命体の構造と機能を説明する。

細胞の構造とエネルギー(1)
　エネルギー

生体内の化学反応を説明する。

細胞の構造とエネルギー(2)
　細胞①

細胞の構造を説明する。

細胞の構造とエネルギー(1)
　細胞②

細胞を構成する物質を説明する。

遺伝情報とその伝達・発現のしくみ
　遺伝の法則と染色体
　ヒトの遺伝

遺伝情報とその伝達・発現のしくみを説明
する。

個体の調節(1)
　細胞レベルでの働き①

ホメオスタシスを説明する。

個体の調節(3)
　細胞レベルでの働き③

循環系の個体調整を説明する。

個体の調節(4)
　細胞レベルでの働き④

免疫系・排出系の個体調整を説明する。

個体の調節(2)
　細胞レベルでの働き②

呼吸系・消化系の個体調整を説明する。

刺激の受容と運動(1)
　刺激伝導と運動①

神経系における情報処理の特徴を説明す
る。

刺激の受容と運動(2)
　刺激伝導と運動②

情報伝達を説明する。

生命の進化と環境(1)
　生命の進化

生命の進化を説明する。

生命の進化と環境(2)
　生命と環境

生命と環境の関係を説明する。

総括・試験
　授業総括
　本試験

14



Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

15



開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
1年次  前期

1 30 講義

系統看護学講座　基礎分野　社会学　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 社会学 Sociology

担当教員

山口　宏

Ⅰ．授　業　概　要

　リハビリ業務で様々な世代・背景の人々と接していくなかで、その人々の人生の社会的な背景
を深く理解できるようにする。また家族・貧困・差別などいろいろな社会問題を考えることに
よって、医療・福祉が置かれた現代社会の大きな見取り図を認識できるようにする。さらに毎回
の授業内での記述を通して、自らの考えを素早く展開し、まとめる力を身につける。

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｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

１．社会の機能と成り立ちについて理解する。
２．近代社会の資本主義・民主主義の考えを理解する。
３．様々な環境問題の視点から社会との関係性を理解する。
４．社会についてを教育的視点から概観し、社会における教育の機能と諸問題を理解する。
５.  社会と家族の関係から、日本の社会における家族について理解する。

16



回数 担当名

1

2

3

4

5

6

社会学ガイダンス
　社会学がどういうものか、概略を
知る。

「常識を疑う視角を感じ取る」
・昔の出来事・事件をいくつか見ていくな
かで、価値観の違いを具体的に記述できる
ようにする。
「現代のつながりのかたちをとらえる」
・これから具体的テーマを考えていくため
の予備知識として、地域のつながりを作る
新たな取り組みを挙げられるようにする。

山口
　
宏

戦後社会・文化史(1)
　終戦から高度成長期の時代変化を
押さえる。

「終戦時の日常の社会状況を知る」
・映像も通して終戦後の諸側面を見ること
で、生活を具体的に記述できるようにす
る。
「高度成長期の生活と流行を知る」
・集団就職とは何かを語れるようにし、現
在の高齢層が生きてきた時代の流行を複数
挙げられるようにする。

戦後社会・文化史(2)
　1960年代のカウンターカルチャー
を知る。

「戦後の社会運動の流れを理解する」
・学生運動とその暴力的変質をたどること
を通して、現在との違いを感じ、具体的に
記述できるようにする。

戦後社会・文化史(3)
　1970年代の感覚変化と、豊かさの
なかで現われる社会問題を知る。

「1970年代の感覚変化を知る」
・若者文化の流行を通して、1960年代と
の違いと現在との違いをともに記述できる
ようにする。
「豊かさの背景にある社会問題を知る」
・公害問題における地域社会の複雑な対立
関係を、説明できるようにする。

戦後社会・文化史(4)
　1980年代の光と影を押さえる。

「バブル経済の仕組みと影を考える」
・1980年代の狂騒とともに、バブル経済
の盛衰を見ることで、バブルの仕組みとマ
イナス面について説明できるようにする。

戦後社会・文化史(5)
　1990年代から現在への流れを理解
する。

「1990年代の心理主義を理解する」
・心理の専門家や心をめぐるテーマが前景
に出てくる社会変化を理解し、自分なりの
意見が書けるようにする。
「コミュニケーションの敏感さを考える」
・ほめる研修など、現在のコミュニケー
ションの特徴をとらえ、自分なりの意見が
書けるようにする。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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7

8

9

10

11

12

差別のとらえ方
　日常のイメージから差別を考え
る。

「日常で作られるイメージから考える」
・高齢者や障害者をめぐって、いつの間に
かどういうイメージが作られ、押しつけら
れやすいかを考え直し、表現できるように
する。
「複数の問題の絡まり合いを考える」
・複数の要因が重なった場合の差別問題の
難しさを理解し、具体的に記述できるよう
にする。

優生思想の問題
　優生思想の歴史と、現在にもつな
がる問題を考える。

「優生思想の歴史を理解する」
・戦争と障害者といったテーマも含めなが
ら、過去の優生思想の実践を押さえ、整理
して記述できるようにする。
「現在の優生思想と生命倫理を考える」
・健康や社会的コストの論理を推し進めす
ぎる際の危うさを考え、意見を述べられる
ようにする。

「世界的宗教の特質を概観する」
・医療現場などで多様な宗教の人に触れる
ことを想定しながら、諸宗教の特質を表現
できるようにする。
「近年の日本社会と宗教」
・オウムの問題など取り上げながら、新宗
教に惹かれる心性を理解し、具体的な対応
策も自分なりに述べられるようにする。

民主主義の危うさと可能性
　強力な指導者を求める危うさと、
民主主義の活性化の可能性を考え
る。

「独裁的指導者を招く心性を理解する」
・ナチスを生んだ背景や、社会心理実験的
な映像も使いつつ、強い指導者に従いたく
なる心的機制を理解し、意見を述べられる
ようにする。
「民主主義の可能性」
・政治への関心をいかに高め、声を届けら
れるか、諸事例を見ながら考え、医療・福
祉職とも重ねて意見を述べられるようにす
る。

貧困と社会的排除
　貧困の多面性を理解する。

「貧困の多様な側面を理解する」
・貧困が健康やコミュニケーションなど
様々な面に関わってくることを理解し、自
分なりの見解を表現できるようにする。
・それに対する様々な取り組みを紹介し、
その可能性について意見を表現できるよう
にする。

山口
　
宏

家族をめぐる諸問題
　家族の歴史的変化と現在の課題を
理解する。

「戦後家族の変化を理解する」
・グラフデータを読み込んで、それを言葉
で表現できるようにする。
「現代家族の課題を理解する」
・虐待や孤立などさまざまな状況を踏まえ
て、多様なつながりの可能性を具体的に述
べられるようにする。

宗教と社会
　世界宗教の特徴と、近年の日本で
の問題を理解する。

18



13

日本のなかの外国人
　外国人労働者と難民申請の現状を
理解する。

「外国人労働者の現状を理解する」
・介護の現場でも多くなる外国人労働者の
状況や、技能実習の問題など、現状につい
てまとめ、意見も述べられるようにする。
「難民受け入れの現状を理解する」
・難民受け入れの少なさについて、背景を
理解した上で意見を述べられるようにす
る。

山口
　
宏
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14

15

まとめ
　これまでのテーマをつなげなが
ら、振り返る。

・戦後文化史や家族、貧困問題などで、こ
れまでの補足として話と映像を加え、全体
的なまとめも含めた意見を述べられるよう
にする。

Ⅶ．評　価　方　法

評価：授業態度（授業参加度）10点、授業内での記述90点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等

毎回のテーマをシラバスで確認しながら、意見が書きやすいよう関心をもって、テーマに関わる
話題・問題など調べておいてください。

グループワーク ・これまで扱ったテーマを絡めながら、
10個程度の問題に対して、話し合ってそ
れぞれ答えを発表する。

Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

山口
　
宏
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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
1年次  前期

1 15 講義

系統看護学講座　基礎分野　文化人類学　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 文化人類学 Cultural anthropology

担当教員

杉尾　浩規

Ⅰ．授　業　概　要

　ケアの実践学としての看護学では、臨床技術に関する専門知識に加えて、社会の複雑さや多様
な文化的価値観への配慮に基づく総合的な人間理解が必要不可欠となる。人間の普遍性と文化の
多様性への学びを通して、自分にとって「当たり前」のことが他者にとっては「当たり前」では
ない可能性に気づくことができるような、広い視野の獲得を目指す。

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．人間の普遍性と文化の多様性を理解する
２．日本という文化の中に生きる人間への視野を広げる。
３．看護が文化の中での営みであることを自覚する。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

文化人類学とは
　文化について考えるために

文化人類学における文化の考え方を説明で
きる。

杉尾
　

浩規

文化と人間(1)
　文化の多様性と人間の普遍性①

日本における文化現象の多様性とそこに生
きる人間の普遍性について説明できる。

文化と人間(2)
　文化の多様性と人間の普遍性②

日本における文化現象の多様性とそこに生
きる人間の普遍性について説明できる。

文化と人間(3)
　文化の多様性と人間の普遍性③

日本における文化現象の多様性とそこに生
きる人間の普遍性について説明できる。

文化と心(1)
　日本の文化と人間の心①

文化が心に及ぼす影響について説明でき
る。

文化と心(2)
　日本の文化と人間の心②

文化が心に及ぼす影響について説明でき
る。

文化と心(3)
　日本の文化と人間の心③

文化が心に及ぼす影響について説明でき
る。

試験
    本試験

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．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）100
点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  前期

1 30
講義
演習

看護コミュニケーション　基礎知識と実際　教育出版

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 コミュニケーション論 Communication

担当教員

青柳　雅也

Ⅰ．授　業　概　要

　社会におけるコミュニケーションの重要性を知り、コミュニケーションスキルを習得すること
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｢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．コミュニケーションの基礎を学び、対人関係が有効になるコミュニケーションを
　　理解する。
２.  さまざまなコミュニケーション技法を理解し、実践・応用することができる。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

総括・試験
　授業総括
　本試験

コミュニケーションスキル(7)
    コーチング②

さまざまなコミュニケーション技法を理解
し実践・応用できる。

コミュニケーションスキル(4)
    チームコミュニケーション

さまざまなコミュニケーション技法を理解
し実践・応用できる。

コミュニケーションスキル(5)
    傾聴

さまざまなコミュニケーション技法を理解
し実践・応用できる。

コミュニケーションスキル(6)
    コーチング①

さまざまなコミュニケーション技法を理解
し実践・応用できる。

さまざまなコミュニケーション技法を理解
し実践・応用できる。

コミュニケーションスキル(3)
    アサーション②

さまざまなコミュニケーション技法を理解
し実践・応用できる。

コミュニケーションスキル(1)
    非言語的コミュニケーション

さまざまなコミュニケーション技法を理解
し実践・応用できる。

コミュニケーションの考え方(1)
　コミュニケーションとは

コミュニケーションの種類と役割について
説明できる。

青柳
　

雅也

コミュニケーションの考え方(2)
　コミュニケーションの今

コミュニケーションの発達過程について説
明できる。

対人関係(1)
　対人関係とは①

対人距離と日常生活への応用を説明でき
る。

対人関係(2)
　対人関係とは②

自己開示と自己呈示を説明できる。

対人関係の難しさ(1)
　コミュニケーションの問題①

コミュニケーションにまつわる問題と原因
が説明できる。

対人関係の難しさ(2)
　コミュニケーションの問題②

コミュニケーション問題を抱える人への対
処と援助方法を説明できる。

対人関係の難しさ(3)
　コミュニケーションの問題③

メディアを介したコミュニケーションの問
題点と対処方法が説明できる。

コミュニケーションスキル(2)
    アサーション①

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等

カウンセラーの経験を有する教員が、その経験を活かして授業を担当します。
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。

Ⅸ．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。

Ⅹ.  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
1年次  前期

1 15 講義

クリスティーンのやさしい看護英会話　知念クリスティーン、上瀧真紀恵著　医学書院
GRAMMAR　CLINIC(5分間　基本英文法)　佐藤誠司著　南雲堂

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 英語Ⅰ English for Nursing Ⅰ

担当教員

米田　尚美

Ⅰ．授　業　概　要

　グローバル社会での外国の対象の看護実践での正しい英語の活用の基礎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．平易な英語を用いて、看護の現場で活用できる表現を身につける。
２．看護の現場でホスピタリティに必要な英語力を身につける。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

基本的な会話
　Please speak more slowly
　Where are you from?
　Could you tell me your
　address,please?
　What department do you want
　to visit?
　

基本的な会話ができる。

米田
　

尚美

院内オリエンテーリング(1)
　Where is the X-ray
　department?

院内オリエンテーリングができる。

院内オリエンテーリング(2)
　Hospital Map Game

院内オリエンテーリングができる。

症状を聞く(1)
　What are your symptoms?

症状を聞くことができる。

症状を聞く(2)
　Where does it hurt?

症状を聞くことができる。

病歴を聞く(1)
　Have you ever had any serious
　illnesses?①

病歴を聞くことができる。

病歴を聞く(2)
　Have you ever had any serious
　illnesses?②

病歴を聞くことができる。

試験
    本試験

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

28



Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  後期

1 15 講義

医療系学生のための初級中国語　白帝社

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 中国語 Chinese for Nursing Ⅰ

担当教員

徳谷　冬暁

Ⅰ．授　業　概　要

　グローバル社会での外国の対象の看護実践での正しい中国語の活用の基礎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．平易な中国語を用いて、看護の現場で活用できる表現を身につける。
２．看護の現場でホスピタリティに必要な中国語力を身につける。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

基本的な会話(1)
　中国語概論
　基本的な会話

基本的な会話ができる。

徳谷
　

冬暁

基本的な会話(2)
　人称代詞
　どこの具合がわるいですか?

基本的な会話ができる。

院内オリエンテーリング(1)
　健康保険証を持っていますか?

院内オリエンテーリングができる。

院内オリエンテーリング(2)
　検査室はどこですか?

院内オリエンテーリングができる。

症状を聞く(1)
　どうしましたか?
　口を開けてください。

症状を聞くことができる。

症状を聞く(2)
　この薬を飲んだことがありますか?

症状を聞くことができる。

病歴を聞く(1)
　今までどんな病気がありましたか?

病歴を聞くことができる。

試験
    本試験

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。

32



開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
1年次  後期

1 15
講義
実技

やさしい運動生理学　南江堂

Ⅴ．参　考　書

なし

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 スポーツと健康 Sport and Health

担当教員

本山　遼

Ⅰ．授　業　概　要

　現代社会における運動やスポーツの意義を理解し、現代人の生活状況とその問題点に視点を当
て考察する。スポーツを健康の保持・増進を図る手段として理解し、自らの健康管理の方法を学
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．様々なスポーツに触れることで身体を動かす楽しさや心地よさを理解する。
２．健康保持増進のための手段を理解する。
３．自己の健康管理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

健康の増進
　現代人の生活状況と問題点

現代人の生活状況と問題点を説明できる。

本山

遼

身体運動のしくみ(1)
　骨格筋

骨格筋のしくみを説明できる。

身体運動のしくみ(1)
　呼吸器系
　循環器系

呼吸器系、循環器系のしくみを説明でき
る。

トレーニングとその効果(1)
　運動強度
　運動強度
　ストレッチ
　トレーニング

健康保持増進のための手段について説明で
きる。

トレーニングとその効果(2)
　トレーニング運動の種類と方法
　自己の健康管理について考える

自己の健康管理の方法について説明でき
る。

運動処方と運動負荷検査の実際(1)
　運動処方とトレーニングメニュー
　作成

運動処方とトレーニングメニューについて
説明できる。

運動処方と運動負荷検査の実際(2)
　作成したトレーニングメニューの
　実践

作成したトレーニングメニューを実施でき
る。

試験
    本試験

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点、出席40点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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100分の予・復習：8回で800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。
2．レポートを作成する。(550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。
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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
1年次  前期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 人体構造機能学Ⅰ Anatomy Ⅰ

担当教員

野村　隆士/高野　博充

Ⅰ．授　業　概　要

　看護は実践の科学といわれ、人体構造機能学の知識は土台として活用できる。人体各部をまと
めて機能別に学ぶ。また、人体の細胞・皮膚、血液と循環、呼吸の構造を理解するとともに、そ
の機能についても理解を深める。また、医療従事者の共通用語である解剖学的名称を学習するこ
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．人体を構成する細胞・組織・器官のしくみを理解する。
２．身体構造が内部の調和を保ち、外界に適応していることに興味と関心を持つ。
３．皮膚・血液・循環器系・呼吸器系の構造と機能を理解する。
４．機能構造的な観察や健康事象の探索に積極的に活用できる。

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能①　解剖生理学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
高野
博充

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

看護の土台となる解剖生理学(1)
　解剖生理学の基礎①

解剖学・生理学について説明できる。

野村
　

隆士

看護の土台となる解剖生理学(2)
　解剖生理学の基礎②

ホメオスタシスについて説明できる。

細胞と組織
　細胞と組織の基礎

細胞と組織について説明できる。

皮膚と膜
　皮膚の基礎

皮膚と膜について説明できる。

血液と循環器系(1)
　血液と循環器の構造と機能①

血液の構造と機能を説明できる。

高野
　

博充

血液と循環器系(2)
　血液と循環器の構造と機能②

血液の発生について説明できる。
心臓の構造と機能を説明できる。

血液と循環器系(3)
　血液と循環器の構造と機能③

血管の構造と機能を説明できる。

血液と循環器系(4)
　血液と循環器の構造と機能④

循環機能の構造と機能を説明できる。

血液と循環器系(5)
　血液と循環器の構造と機能⑤

心臓、血管の老化と成長について説明でき
る。

血液と循環器系(6)
　血液と循環器の構造と機能⑥

リンパ系の構造と機能を説明できる。

呼吸器系(1)
　呼吸器系の構造と機能①

呼吸器の構造について説明できる。

呼吸器系(4)
　呼吸器系の構造と機能④

呼吸器系の成長と発達について説明でき
る。

総括・試験
　授業総括
　本試験

野村
　

隆士

呼吸器系(2)
　呼吸器系の構造と機能②

呼吸のプロセスについて説明できる。

呼吸器系(3)
　呼吸器系の構造と機能③

呼吸の調整について説明できる。

37



　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。

Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等
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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
1年次  前期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 人体構造機能学Ⅱ Anatomy　Ⅱ

担当教員

野村　隆士

Ⅰ．授　業　概　要

　看護は実践の科学といわれ、人体構造機能学の知識は土台として活用できる。人体各部をまと
めて機能別に学ぶ。また、人体の骨格・筋・自己免疫の構造を理解するとともに，その機能につ
いても理解を深める。医療従事者の共通用語である解剖学的名称を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．人体を構成する細胞・組織・器官のしくみを理解する。
２．筋・骨格系の構造と機能を理解する。
３．身体の防御機構について理解する。
４．機能構造的な観察や健康事象の探索に積極的に活用できる。

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能①　解剖生理学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

筋系(1)
　筋の構造と機能①

筋の種類を説明できる。

野村
　

隆士

筋系(2)
　筋の構造と機能②

筋の機能を説明できる。

筋系(3)
　筋の構造と機能③

身体の運動と骨格筋を説明できる。

筋系(4)
　筋の構造と機能④

骨格筋の構造を説明できる。

筋系(5)
　筋の構造と機能⑤

骨格筋の機能を説明できる。

骨格系(1)
　骨格の構造と機能①

骨と骨格を説明できる。

骨格系(2)
　骨格の構造と機能②

頭蓋、体幹の骨格を説明できる。

骨格系(4)
　骨格の構造と機能④

関節の構造と種類を説明できる。

骨格系(5)
　骨格の構造と機能⑤

骨格系の成長と老化について説明できる。

骨格系(3)
　骨格の構造と機能③

体肢の骨格を説明できる。

自己免疫(1)
　自己免疫の構造とその仕組み①

自己免疫の構造を説明できる。

自己免疫(2)
　自己免疫の構造とその仕組み②

非特異的防御機能を説明できる。

自己免疫(3)
　自己免疫の構造とその仕組み③

特異的防御機能を説明できる。

自己免疫(4)
　自己免疫の構造とその仕組み④

生体防御の関連臓器について説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。
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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
1年次  前期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 人体構造機能学Ⅲ Anatomy　Ⅲ

担当教員

野村　隆士/高野　博充

Ⅰ．授　業　概　要

　看護は実践の科学といわれ、人体構造機能学の知識は土台として活用できる。人体各部をまと
めて機能別に学ぶ。また、人体の脳・神経・内分泌・泌尿器の構造を理解するとともに，その機
能についても理解を深める。また，医療従事者の共通用語である解剖学的名称を学習することを
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．人体を構成する細胞・組織・器官のしくみを理解する。
２．脳・神経系・内分泌系・泌尿器系の構造と機能を理解する。
３．機能構造的な観察や健康事象の探索に積極的に活用できる。

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能①　解剖生理学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

脳・神経系(1)
　脳・神経の構造と機能①

脳・神経の分類が説明できる。

野村
　

隆士

脳・神経系(2)
　脳・神経の構造と機能②

脳・神経の分類が説明できる。

脳・神経系(3)
　脳・神経の構造と機能③

脳・神経組織の構造と機能が説明できる。

脳・神経系(4)
　脳・神経の構造と機能④

脳・神経組織の構造と機能が説明できる。

脳・神経系(5)
　脳・神経の構造と機能⑤

中枢神経系・末梢神経を説明できる。

脳・神経系(6)
　脳・神経の構造と機能⑥

中枢神経系・末梢神経を説明できる。

脳・神経系(7)
　脳・神経の構造と機能⑦

生体リズムを説明できる。

内分泌系(2)
　内分泌系の構造と機能②

脳にあるホルモン分泌器官の構造と機能を
説明できる。

内分泌系(3)
　内分泌系の構造と機能③

各ホルモン分泌器官の構造と機能を説明で
きる。

内分泌系(1)
　内分泌系の構造と機能①

内分泌系とホルモンの構造と機能を説明で
きる。

内分泌系(4)
　内分泌系の構造と機能④

内分泌の成長と老化を説明できる。

泌尿器系(1)
　泌尿器系の構造と機能①

腎臓・尿管・膀胱・尿道の構造と機能を説
明できる。

高野
　

博充

泌尿器系(2)
　泌尿器系の構造と機能②

排尿の生理を説明できる。

泌尿器系(3)
　泌尿器系の構造と機能③

排尿器系の成長と老化を説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  後期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 人体構造機能学Ⅳ Anatomy　Ⅳ

担当教員

高野　博充/大石　久史

Ⅰ．授　業　概　要

　看護は実践の科学といわれ、人体構造機能学の知識は土台として活用できる。人体各部をまと
めて機能別に学ぶ。また、人体の消化器・感覚器の構造を理解するとともに、その機能について
も理解を深める。また、医療従事者の共通用語である解剖学的名称を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．人体を構成する細胞・組織・器官のしくみを理解する。
２．消化器系・感覚器系の構造と機能を理解する。
３．機能構造的な観察や健康事象の探索に積極的に活用できる。

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能①　解剖生理学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

吸収と消化について説明できる。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

感覚器系(7)
　感覚器系の構造と機能⑦

感覚系の成長と老化について説明できる。

消化器系(1)
　消化器系の構造と機能①

食欲と摂取行動を説明できる。

高野

博充

消化器系(2)
　消化器系の構造と機能②

口腔の構造と機能を説明できる。

消化器系(3)
　消化器系の構造と機能③

咽頭・食道の構造と機能を説明できる。

消化器系(4)
　消化器系の構造と機能④

胃・十二指腸の構造と機能を説明できる。

消化器系(5)
　消化器系の構造と機能⑤

肝臓・胆のうの構造と機能を説明できる。

消化器系(6)
　消化器系の構造と機能⑥

膵臓の機能を説明できる。

消化器系(7)
　消化器系の構造と機能⑦

味覚に関連する器官の構造と機能を説明で
きる。

感覚器系(5)
　感覚器系の構造と機能⑤

嗅覚に関連する器官の構造と機能を説明で
きる。

感覚器系(6)
　感覚器系の構造と機能⑥

感覚器系(1)
　感覚器系の構造と機能①

感覚の特徴について説明できる。

体性感覚・内臓感覚を説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

大石
　

久史

感覚器系(2)
　感覚器系の構造と機能②

視覚に関連する器官の構造と機能を説明で
きる。

感覚器系(3)
　感覚器系の構造と機能③

聴覚に関連する器官の構造と機能を説明で
きる。

感覚器系(4)
　感覚器系の構造と機能④
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評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法
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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
1年次  後期

1 15
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 生活行動機能論 Introduction to Daily Life Behavior

担当教員

萬中　香

Ⅰ．授　業　概　要

　人間の1日の生活行動を視点にして学んだ知識の統合を図る。朝起きてから、寝るまでの1日
の行動を1項目ずつどのように機能しているのか、体のメカニズムを他者に説明できるように学
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．日常生活行動を進行する身体の形態と機能について、人体構造機能学と照らし合わせ、
　　メカニズムを理解する。
２．解剖学的用語を用いて、他者に説明ができる。
３．生活行動機能の意義・目的・分類が説明できる。

看護　形態機能学　生活行動からみるからだ　日本看護協会出版会

Ⅴ．参　考　書

意識障害・寝たきり〔廃用症候群〕患者への生活行動回復看護技術NISD教本　編：日本ヒューマ
ン・ナーシング研究学会　MCメディカ出版
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

生活行動からみる人体構造機能(5)
　事例をもとにグループで生活行動
　に視点を当てた機能とからだの
　メカニズムについて各グループ
　での発表

事例を基に生活行動に視点を当てた機能と
からだのメカニズムについて説明できる。

試験
    本試験

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

生活機能の考え方
　生活機能の基礎
　生活行動機能とは

生活行動機能を説明できる。

萬中

香

生活行動機能の意義・目的・分類
　生活行動機能の意義と目的
　日常の生活行動の分類

生活行動機能の意義・目的・分類を説明で
きる。

生活行動からみる人体構造機能(1)
　事例をもとにグループで生活行動
　に視点を当てた機能とからだの
　メカニズムについて学習する①

事例を基に生活行動機能のメカニズムにつ
いて考えることができる。

生活行動からみる人体構造機能(2)
　事例をもとにグループで生活行動
　に視点を当てた機能とからだの
　メカニズムについて学習する②

事例を基に生活行動に視点を当てた機能と
からだのメカニズムについて考えることが
できる。

生活行動からみる人体構造機能(3)
　事例をもとにグループで生活行動
　に視点を当てた機能とからだの
　メカニズムについて学習する③

事例を基に生活行動に視点を当てた機能と
からだのメカニズムについてグループで考
えることができる。

生活行動からみる人体構造機能(4)
　事例をもとにグループで生活行動
　に視点を当てた機能とからだの
　メカニズムについて学習する④

事例を基に生活行動に視点を当てた機能と
からだのメカニズムについてグループで説
明できる。

49



大変よい（80点） よい（50点） 努力が必要（25点）

Ⅶ．評　価　方　法

評価：パフォーマンス課題によるルーブリック評価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。

パフォーマンス課題：自分の日常生活行動を考え、生活するための身体の形態と機能と生理
　　　　　　　　　　について説明する。

評価
規準

日常生活行動の１つを
捉え、生活する身体の
形態と機能、生理につ
いて図示し、その内容
を他者に根拠を基に説
明できる。

日常生活行動の１つを
捉え、生活する身体の
形態と機能、生理につ
いて図示し、その内容
を他者に説明できる。

内容が不十分であり、根拠
がなく自分の考えのみ示し
ている。

評価
の視点

□解剖図
□人体のしくみと働き
□生活行動の一連の流れ

Ⅷ．学生への助言等

　担当教員は日常生活行動を進行する身体の形態と機能について、人体構造機能学と照らし合わ
せ、基本的な考え方や繋げて考える方法を指導します。
　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。

Ⅸ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．事前学習として「NICDの看護技術」についてA4のレポート用紙2枚以上に記入し、提出を
　  する。（180分）
2.   授業の前後は予・復習を行う。(1日60分の予・復習：8回で480分）
3．1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：690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。

Ⅹ.  留意事項

レベル
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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
1年次  前期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 生化学 Biochemistry

担当教員

竹内　章夫

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は生体がどのような化合物で成り立ち、生体を構成する物質と生体内の物質代謝の基
礎的知識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｢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．人体を代謝の面から捉え、調節系、遺伝子との関連について理解する。
２．体内における物質の科学変化を説明できる。

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能②　生化学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

生体を構成する物質
　生化学とは

生化学について説明できる。

竹内
　

章夫

糖質・脂質(1)
　糖質とは

糖質を説明できる。

糖質・脂質(2)
　脂質とは

脂質を説明できる。

タンパク質
　タンパク質とは

タンパク質を説明できる。

核酸・水と無機質(1)
　核酸とは

核酸を説明できる。

核酸・水と無機質(2)
　水とは
　無機質とは

水・無機質を説明できる。

ホルモンと生理活性物質(1)
　ホルモンとは①

各種ホルモンを説明できる。

酵素
　酵素とは

酵素を説明できる。

ビタミンと補酵素
　ビタミンの種類と生理作用

ビタミンの種類と生理作用を説明できる。

ホルモンと生理活性物質(2)
　ホルモンとは②

サイトカインを説明できる。

糖質代謝
　糖代謝とは

糖質代謝を説明できる。

脂質代謝
　脂質代謝とは

脂質代謝を説明できる。

タンパク質代謝
　タンパク質代謝

タンパク質代謝を説明できる。

核酸代謝・ポルフィリン代謝
　核酸・ポルフィリン代謝とは

核酸・ポルフィリン代謝を説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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）
　  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。
2．レポートを作成する。(225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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点、レポート課題20点(評価基準については後日明示する)の
　　　合計100点の評価とする。

Ⅷ．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。

53



開講年次 単位数 時間数 授業形態
オフィス

アワー

看護科
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 栄養学 Nutrition science

担当教員

兼平　奈奈

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は生体が発育・成長して生命を維持し、健全な生命活動を営むための必須物質である
栄養素と食生活について学び、栄養素の代謝と機能を踏まえ、健康と食生活に関する基礎的知識
を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．人体に必要不可欠な栄養と健康と食生活の関わりについて理解する。
２．人間の食事と文化について理解する。
３．栄養ケアマネジメントとチームアプローチの方法とその 必要性について理解する。
４．栄養アセスメントの目的と評価・判定方法について理解する。

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

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

栄養とは
　栄養の概念

栄養の概念を述べる。

兼平
　

奈奈

栄養素の種類と働き
　各種栄養素の種類と働き

各種栄養素の種類と働きを説明できる。

食物の消化と栄養素の
吸収・代謝・エネルギー代謝(1)
　消化・吸収・代謝の機能と役割①

食物の消化と栄養素の吸収について説明で
きる。

食物の消化と栄養素の
吸収・代謝・エネルギー代謝(2)
　消化・吸収・代謝の機能と役割②

代謝・エネルギー代謝について説明でき
る。

食事と食品
　食事の概念とその目的と機能

食事の概念と目的・機能について説明でき
る。

栄養ケア・マネジメントと
評価・判定(1)
　栄養ケア・マネジメントの基礎①

栄養ケア・マネジメントについて説明でき
る。

栄養ケア・マネジメントと
評価・判定(2)
　栄養ケア・マネジメントの基礎②

栄養評価と判定について説明できる。

ライフステージと栄養(2)
　ライフステージにおける栄養②

妊娠期・授乳期・高齢期の栄養を説明でき
る。

臨床栄養(1)
　チームで取り組む栄養管理①

栄養補給法・経腸栄養製品・静脈栄養剤に
ついて説明できる。

ライフステージと栄養(1)
　ライフステージにおける栄養①

乳幼児期・学童期・思春期・青年期・成人
期の栄養を説明できる。

臨床栄養(2)
　チームで取り組む栄養管理②

病院食の種類と意義を述べる。

臨床栄養(3)
　チームで取り組む栄養管理③

場面別の栄養管理を説明できる。

臨床栄養(4)
　チームで取り組む栄養管理④

がん、2型糖尿病患者の栄養管理を説明で
きる。

健康づくりと食生活
　食生活と栄養の問題点
　生活習慣病の予防
　食生活の改善への施策
　食の安全性と表示と安全な食生活

食生活と栄養の問題を説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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）
　  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。
2．レポートを作成する。(225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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点、レポート課題20点(評価基準については後日明示する)の
　　　合計100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等

担当教員は、病院において管理栄養士としての勤務経験を活かして授業を行います。
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。
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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
1年次  後期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

斎藤　研

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。ここでは栄養・摂食・代謝・消化管・肝臓・胆のう・免疫系を取り上げる。
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．栄養・摂食・代謝・消化管・肝臓・胆のう・免疫に関連する疾病の成り立ちと
　　病態生理を理解する。
２．栄養・摂食・代謝・消化管・肝臓・胆のう・免疫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．栄養・摂食・代謝・消化管・肝臓・胆のう・免疫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。

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②　病態生理学　医学書院
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
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⑪　アレルギー　膠原病　感染症　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

栄養・摂食・代謝機能の疾病(1)
　栄養・摂取・代謝機能の疾病①

メタボリックシンドローム・肥満の疾病の
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

栄養・摂食・代謝機能の疾病(2)
　栄養・摂取・代謝機能の疾病②

糖尿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。

栄養・摂食・代謝機能の疾病(3)
　栄養・摂取・代謝機能の疾病③

脂質異常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。

栄養・摂食・代謝機能の疾病(4)
　栄養・摂取・代謝機能の疾病④

高尿酸血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。

栄養・摂食・代謝機能の疾病(5)
　栄養・摂取・代謝機能の疾病⑤

必須栄養素とエネルギー不足による疾患、
ビタミン欠乏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。

消化管の疾病(1)
　消化管の疾病①

消化管の炎症と潰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。

消化管の疾病(2)
　消化管の疾病②

消化管の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。

肝臓・胆のうの疾病(1)
　消化管の疾病①

肝臓・胆のう・膵臓の炎症、肝硬変の疾病
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。

肝臓・胆のうの疾病(2)
　消化管の疾病②

肝臓・胆のう・膵臓の腫瘍、肝不全の疾病
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。

消化管の疾病(3)
　消化管の疾病③

腸閉塞、便秘症、腹壁・腹膜・横隔膜疾患
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。

肝臓・胆のうの疾病(3)
　消化管の疾病③

胆汁代謝・排泄の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。

免疫機能異常による疾病(1)
　免疫機能異常による疾病①

全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、
膠原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。
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13

14

15

免疫機能異常による疾病(2)
　免疫機能異常による疾病②

シェーグレン症候群、花粉症、アレルギー
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。

侘美
　

好昭

免疫機能異常による疾病(3)
　免疫機能異常による疾病③

蕁麻疹、接触性皮膚炎、ヒト免疫ウィルス
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。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等

担当教員は、病院等において医師としての臨床経験を活かして授業を行います。
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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  後期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

加藤　忠

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。ここでは呼吸・循環・造血器機能を取り上げる。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．呼吸・循環・造血器に関連する疾病の成り立ちと病態生理を理解する。
２．呼吸・循環・造血器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．呼吸・循環・造血器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。

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②　病態生理学　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学②　呼吸器　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学③　循環器　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学④　血液・造血器　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

呼吸器の疾病(1)
　呼吸器の疾病①

肺循環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。

加藤
　
忠

呼吸器の疾病(2)
　呼吸器の疾病②

肺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。

呼吸器の疾病(3)
　呼吸器の疾病③

肺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。

呼吸器の疾病(4)
　呼吸器の疾病④

呼吸器不全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。

循環器の疾病(1)
　循環器の疾病①

先天性心疾患、虚血性心疾患の疾病の成り
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。

循環器の疾病(2)
　循環器の疾病②

先天性心疾患、虚血性心疾患の疾病の成り
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。

循環器の疾病(3)
　循環器の疾病③

心筋症、心不全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。

循環器の疾病(5)
　循環器の疾病⑤

不整脈、心内膜炎、弁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。

循環器の疾病(6)
　循環器の疾病⑥

不整脈、心内膜炎、弁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。

循環器の疾病(4)
　循環器の疾病④

心筋症、心不全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。

循環器の疾病(7)
　循環器の疾病⑦

動脈硬化症、高血圧、大動脈瘤、大動脈解
離、静脈瘤、静脈血栓症、深部静脈血栓不
整脈、心内膜炎、弁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。

造血器の疾病(1)
　造血器の疾病①

貧血、白血球減少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。

造血器の疾病(2)
　造血器の疾病②

悪性リンパ腫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。

造血器の疾病(3)
　造血器の疾病③

白血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。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等

担当教員は、病院等において医師としての臨床経験を活かして授業を行います。　　　　　　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。
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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
1年次  後期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

大石　久史/小足　有紀
柴田　康子

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。ここでは脳・神経系、感覚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．脳・神経系、感覚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．脳・神経系、感覚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．脳・神経系、感覚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。

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②　病態生理学　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⑫　皮膚　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑬　眼　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学⑭　耳鼻咽喉　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
柴田
康子

15
大石
久史

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

脳・神経機能の疾病(1)
　脳・神経機能の疾病①

頭蓋内圧亢進に伴う症状、脳血管障害の疾
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。

大石
　

久史

脳・神経機能の疾病(2)
　脳・神経機能の疾病②

頭蓋内圧亢進に伴う症状、脳血管障害の疾
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。

脳・神経機能の疾病(3)
　脳・神経機能の疾病③

パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症の疾
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。

脳・神経機能の疾病(4)
　脳・神経機能の疾病④

パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症の疾
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。

脳・神経機能の疾病(5)
　脳・神経機能の疾病⑤

アルツハイマー病、血管性認知症、レビー
小体型認知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。

脳・神経機能の疾病(6)
　脳・神経機能の疾病⑥

アルツハイマー病、血管性認知症、レビー
小体型認知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。

脳・神経機能の疾病(7)
　脳・神経機能の疾病⑦

中枢神経系の感染症、脳腫瘍の疾病の成り
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。

脳・神経機能の疾病(8)
　脳・神経機能の疾病⑧

中枢神経系の感染症、脳腫瘍の疾病の成り
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。

小足
　

有紀
感覚機能の疾病(3)
　感覚機能の疾病③

視覚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。

感覚機能の疾病(4)
　感覚機能の疾病④

聴覚と平衡覚、嗅覚と味覚の成り立ちと病
態生理、特徴的な症状と経過、診断、治療
方法が説明できる。

脳・神経機能の疾病(9)
　脳・神経機能の疾病⑨

頭部と脊椎の外傷、脊椎損傷、機能性疾患
（てんかん）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。

脳・神経機能の疾病(10)
　脳・神経機能の疾病⑩

二次的意識障害・神経障害を起こす疾患、
ギランバレー症候群、糖尿病性神経障害、
圧迫性神経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。

感覚機能の疾病(1)
　感覚機能の疾病①

皮膚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。

感覚機能の疾病(2)
　感覚機能の疾病②

視覚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。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等

担当教員は、病院等において医師としての臨床経験を活かして授業を行います。　　　　　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。
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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
1年次  前期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 病理学 Pathology

担当教員

津田　香那

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は人体の構造と機能において正常から逸脱する場合の様々な症状・徴候のメカニズム
に共通する現象を理解するとともに病理検査など様々な臨床検査においてもその概要を把握する
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．病気および病的状態を分類して説明することができる。
２．病気の原因、発生の仕組みを学び、生体の反応や経過の特徴、転機を記述することができ
る。
３．病態の把握における臨床検査の仕組みと数値を理解できる。

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　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

病理学の概念
　病理学の概念
　病気の原因

病理学の概念を述べる。

津田
　

香那

細胞・組織の障害と修復
　細胞の損傷と適応
　組織の修復と創傷治癒

細胞・組織の障害と修復を説明できる。

炎症と免疫(1)
　炎症とその分類
　炎症の各型

炎症の分類を述べる。

炎症と免疫(2)
　免疫とその分類

免疫の分類を述べる。

代謝障害
　脂質代謝異常
   タンパク質代謝異常
   糖尿病

代謝障害を説明できる。

循環障害(1)
　循環系の概要と成り立ち①

浮腫、充血とうっ血、出血を説明できる。

循環障害(2)
　循環系の概要と成り立ち②

血栓症、塞栓症、虚血と梗塞を説明でき
る。

先天異常と遺伝子異常
　先天異常・遺伝子異常の成り立ち

先天異常・遺伝子異常の成り立ちを説明で
きる。

腫瘍と病理診断(1)
　腫瘍の成り立ち①

腫瘍の定義と分類を述べる。

循環障害(3)
　循環系の概要と成り立ち③

側副循環による障害、ショック、高血圧、
播種性血管内凝固症候群(DIC)を説明でき
る。

腫瘍と病理診断(2)
　腫瘍の成り立ち②

腫瘍の発生病理を説明できる。

腫瘍と病理診断(3)
　腫瘍の成り立ち③

腫瘍の診断と治療を説明できる。

老化と死
　老化と死についての概念

老化と死についての概念を述べる。

移植と再生医療
　移植と再生医療

移植と再生医療について説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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）
　  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。
2．レポートを作成する。（225分）課題は初回講義時に評価基準を提示する。
＊  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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点、レポート評価20点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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。
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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
1年次  後期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 薬理学 Clinical Pharmacology

担当教員

藤田　孝子

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は人体への薬物の働きかけや薬物に対する生体側の反応など、薬物治療に関する基礎
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｢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．薬物の治療効果を高め、安全な与薬管理・服薬指導をする上での使用目的と看護師の役割
　   について理解する。
2．薬物の体内動態・薬物相互作用の基礎知識を理解する。
3．さまざまな薬物の薬理作用とその適応・副作用及び問題点を理解する。
4．がん治療に関する基礎知識を理解する。

｢わかりやすい薬理学｣　ヌーヴェルヒロカワ

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

薬理学総論
　薬理学の概念

薬理学の概念を述べる。

藤田
　

孝子

薬理学の基礎知識(1)
　薬力学
　薬物動態学

薬理学について説明できる。

薬理学の基礎知識(2)
　薬物相互作用
　薬物使用の有益性と危険性
　薬と法律

薬物相互作用を説明できる。

抗感染症薬
　感染症治療に関する基礎事項

抗感染薬について説明できる。

抗がん剤
　がん治療に関する基礎知識
　主な抗がん薬
　免疫系の基礎知識
　免疫抑制剤
　予防接種

抗がん剤について説明できる。

抗アレルギー・抗炎症薬
　抗ヒスタミン薬と抗アレルギー薬
　の基礎事項

抗アレルギー・抗炎症薬について説明でき
る。

末梢神経系作用薬・中枢神経系作用
薬(1)
　神経系による情報伝達の仕組み

神経系による情報伝達の仕組み、末梢神経
作用薬を説明できる。

末梢神経系作用薬・中枢神経系作用
薬(3)
　中枢神経系のはたらきと薬物②

中枢神経系のはたらきと中枢神経系作用薬
を説明できる。

循環器系作用薬(1)
　降圧薬
　狭心症治療薬
　心不全治療薬
　抗不整脈薬

循環器系作用薬を説明できる。

末梢神経系作用薬・中枢神経系作用
薬(2)
　中枢神経系のはたらきと薬物①

中枢神経系のはたらきと中枢神経系作用薬
を説明できる。

循環器系作用薬(2)
　利尿薬
　血液凝固系・線溶系作用薬
　血液作用薬

循環器系作用薬を説明できる。

呼吸・消化器・生殖器系作用薬(1)
　呼吸器系作用薬

呼吸器系作用薬を説明できる。

呼吸・消化器・生殖器系作用薬(2)
　消化器系作用薬
　生殖器系作用薬

消化器系作用薬、生殖器系作用薬を説明で
きる。
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14

15

物質代謝作用薬・皮膚科用薬・眼科
用薬・救急時の使用薬
　ホルモン拮抗薬
　皮膚科用薬
　眼科用薬
　救急時の使用薬
　輸液製剤と輸血製剤

物質代謝作用薬・皮膚科用薬・眼科用薬・
救急時の使用薬を説明できる。

藤田
　

孝子

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅷ．学生への助言等

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

担当教員は、企業等において薬剤師としての臨床経験を活かして授業を行います。
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。

Ⅸ．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。

Ⅹ.  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
1年次  前期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 微生物学 Microbiology

担当教員

岡本　陽

Ⅰ．授　業　概　要

　微生物の特徴・人体に及ぼす影響と免疫に関する基礎的知識を身につけるとともに、病原体に
関する知識と感染症の特徴的な様式、病原性、発生・伝播及びその疾病の予防・治療との関連を
学び、感染防止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｢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．微生物の性質や対象と目的、微生物と人間の関係など、微生物学の基礎知識について
　　理解する。
２．細菌・真菌・原虫・ウイルスの性質と感染機構のメカニズムを理解する。
３．感染経路別での感染成立から治癒までのメカニズムと感染症の現状と対策について
　　理解する。
４．滅菌・消毒の意義と滅菌法及び消毒と消毒薬の目的と方法と種類について理解する。

系統看護学講座　専門基礎分野　疾病のなりたちと回復と促進④　微生物学　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

微生物学の基礎(1)
　微生物と微生物学

微生物と微生物学を説明できる。

岡本
　
陽

微生物学の基礎(2)
　細菌の性質と感染機構①

細菌の性質を説明できる。

微生物学の基礎(3)
　細菌の性質と感染機構②

細菌の感染機構を説明できる。

微生物学の基礎(4)
　真菌の性質と感染機構

真菌の性質と感染機構を説明できる。

微生物学の基礎(5)
　原虫の性質と感染機構

原虫の性質と感染機構を説明できる。

微生物学の基礎(6)
　ウイルスの性質と感染機構①

ウイルスの性質を説明できる。

微生物学の基礎(7)
　ウイルスの性質と感染機構②

ウイルスの感染機構を説明できる。

感染源・感染経路からみた
感染症(2)
　感染経路②

感染経路別での感染成立から治癒までにつ
いて説明できる。
(経皮・母児感染)

滅菌と消毒
　滅菌と消毒の基礎

滅菌と消毒について説明できる。

感染源・感染経路からみた
感染症(1)
　感染経路①

感染経路別での感染成立から治癒までにつ
いて説明できる。
(経口・経気道・接触感染)

感染症の現状と対策(1)
　感染症の現状と対策の実際①

感染症の変遷、感染症への対策が説明でき
る。

感染症の現状と対策(2)
　感染症の現状と対策の実際②

病原細菌と細菌感染症の現状と対策が説明
できる。

感染症の現状と対策(3)
　感染症の現状と対策の実際③

病原真菌と真菌感染症、病原原虫と原虫感
染症の現状と対策が説明できる。

感染症の現状と対策(4)
　感染症の現状と対策の実際④

病原ウィルスとウィルス感染症の現状と対
策が説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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）
　  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。
2．レポートを作成する。(225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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験80点、レポート課題20点(評価基準については後日明示する)の
　　　合計100点の評価とする。

Ⅷ．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。
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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
1年次  前期

1 15 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 医学概論 Outline of Medical Science 

担当教員

籔本　恭明

Ⅰ．授　業　概　要

　この科目は看護を行う中で、医学とは何か、正しい医学・看護学のために役立てる医療とは何
か、病気が及ぼす影響を理解し、看護の基礎となる真の医学の姿とあるべき医療の姿を学習す
る。現在目に見えるものだけで考えるのではなく、現在に至った歴史的背景や医学的人間観を知
ることにより、時間軸を基礎においた考え方ができるように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．医学史を学び、医学モデルの考え方と医学の発展について理解し、人間の生命について
　　理解する。
２．病気の理解と分類、及び、病気による身体の変化について理解する。
３．診断学の考え方と治療方法の変遷について理解する。
４．病気の予防の原則と生活習慣病と一次予防の方法を理解する。
５．医療システムとその役割、及び、看護と医療の在り方について理解する。

系統看護学講座　医学概論　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

医学の概念と医学の発達(1)
　医学とは何か①

医学に興味を持つ。
医療倫理の基本を説明できる。

籔本
　

恭明

医学の概念と医学の発達(2)
　医学とは何か②

医学の歴史について説明ができる。

病気による身体の変化
　病気

病気の理解と分類、病気による身体の変化
が説明できる。

病気の診断と治療(1)
　診断と治療の概念と目的①

診断学の考え方が説明できる。

病気の診断と治療(2)
　診断と治療の概念と目的②

病気による身体の変化について説明でき
る。

病気の予防
　病気の予防の概念

病気の予防の概念を説明できる。

医療システム
　医療システムの役割と目的

医療システムと役割と目的、看護と医療の
在り方について説明できる。

試験
　本試験
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．学生への助言等

担当教員は、病院等において医師としての臨床経験を活かして授業を行います。
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。

Ⅸ．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 指定の教科書を事前に読んでおく。
　  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。
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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
1年次  後期

1 15 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 精神保健 Mental health

担当教員

野浪　徳一

Ⅰ．授　業　概　要

　人間の心の健康を成長発達，社会的適応の面からとらえ，健全な心の働きと不健全な心の働き
について理解し，現代社会における精神保健活動の課題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｢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．精神の健康と精神障害とその予防の目的についてを理解する。
２．精神の捉え方と現代社会における精神保健活動の課題について理解する。
３．精神発達や精神の健康に影響する因子が、人間の心身の発達とその要因について理解する。
４．生活の場や医療現場における精神保健の考え方・捉え方について理解する。

 系統看護学講座　別巻　精神保健福祉　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

精神のとらえ方・心身の発達とその
要因(1)
　精神のとらえ方
　現代社会における精神保健活動の
　課題

精神のとらえ方について説明できる。
現代社会における精神保健活動の課題につ
いて説明できる。

野浪

徳一

精神のとらえ方・心身の発達とその
要因(2)
　人間の成長・発達にともなう精神
　機能①

精神の発達に関する主要な考え方を説明で
きる。

精神のとらえ方・心身の発達とその
要因(3)
　人間の成長・発達にともなう精神
　機能②
　人間の精神発達や精神の健康に影
　響する要因

精神の発達に関する主要な考え方を説明で
きる。
精神発達や精神の健康に影響する要因が説
明できる。

精神保健の基礎
　精神保健とは

精神保健について説明できる。

生活の場における精神保健(1)
　生活の場における適応と精神の健
　康に与える影響①

生活の場における適応と精神の健康に与え
る影響を説明できる。

生活の場における精神保健(2)
　生活の場における適応と精神の健
　康に与える影響②

生活の場における適応と精神の健康に与え
る影響を説明できる。

生活の場における精神保健(3)
　生活の場における適応と精神の健
　康に与える影響③

生活の場における適応と精神の健康に与え
る影響を説明できる。

試験
　本試験
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  前期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 看護学へのとびら Introduction to Nursing

担当教員

萬中　香

Ⅰ．授　業　概　要

　
　この科目は看護を学ぶ初めての専門分野の科目であり、看護のとびらを開く。看護の4大概念
について学び、看護に対する見方や考え方を育む。看護学への豊かさや奥深さをイメージし看護
学に対する関心を高め、看護専門職としての実践の基盤となる個々の看護観を育む。ナイチン
ゲールの著書を読み、看護の考え方の基盤を確立する。また、看護倫理綱領を学び、専門職とし
てどのような知識・技術・態度を身につけなくてはならないか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｣｢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．看護に興味・関心を持つ。
２．看護を構成する基本的な概念を理解する。
３．専門職としての看護師の役割と機能を理解する。
４．看護師が身につける必要のある、知識・技術・態度について理解する。

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　看護学概論　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術１　医学書院

Ⅴ．参　考　書

ナイチンゲール伝　茨木 保　医学書院
看護師倫理綱領　https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/rinri/code_of_ethics.pdf
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

看護へのとびら
　看護の世界へ

先人の看護から、看護とは何かを具体的に
述べる。

萬中

香

看護の基本となる考え方の基盤(1)
　看護を構成する要素①

看護の対象を述べる。
看護の構成要素である、｢人間｣を説明でき
る。

看護の基本となる考え方の基盤(2)
　看護を構成する要素②

看護の構成要素である、｢環境｣を説明でき
る。

看護の基本となる考え方の基盤(3)
　看護を構成する要素③

看護の構成要素である、｢健康｣を説明でき
る。

看護の基本となる考え方の基盤(4)
　看護を構成する要素④

看護の構成要素である、｢看護｣を説明でき
る。
看護の思考である看護過程の必要性を説明
できる。

看護の基本となる考え方の基盤(5)
　看護を構成する要素⑤

看護の実践につながる、看護技術の考え方
を述べる。

看護の基本となる考え方の基盤(6)
　看護を構成する要素⑥

看護の実践につながる、看護技術の構成要
素を述べる。

看護師へのとびら(1)
　看護師への世界

看護の歴史的変遷を述べる。

看護師へのとびら(2)
　専門職として看護師に求められる
　もの

専門職としての看護師に求められるものを
説明できる。

看護の基本となる考え方の基盤(7)
　看護を構成する要素⑦

看護技術における指導について説明でき
る。
看護技術を届ける方法を説明できる。

看護師へのとびら(3)
　看護師の目指すもの

看護師が身につける必要がある知識・技
術・態度を説明できる。

看護師へのとびら(4)
　看護師における倫理①

看護師における倫理の考え方を説明でき
る。

看護師へのとびら(5)
　看護師における倫理②

看護師の倫理綱領の解釈文から、看護師の
在り方を説明できる。

看護師へのとびら(6)
　看護師の役割と意義
　パフォーマンス評価会

看護師の役割と意義について説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

看護の考え方について具体的に述べる。
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レベル 大変よい(25点) よい(15点) 努力が必要(5点)

Ⅶ．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。

パフォーマンス課題：看護師の役割とはなにかを考える。

評価
規準

ナイチンゲールの看護
覚え書き書の学びか
ら、看護の役割と看護
にとって必要な考え方
を共感的、批判的な視
点で自分の目指す看護
師像を理論や知識を用
いて論理的に述べてい
た。

ナイチンゲールの看護
覚え書き書の学びか
ら、看護の役割と看護
にとって必要な考え方
を自分の目指す看護師
像と理論や知識を活用
して、論理的に考えら
れている。

内容がなく、理論や知識を
活かすことなく、自分の思
うことだけを述べている。

評価
の視点

□ナイチンゲールの看護覚え書き書等、看護を提唱している理論
□看護師の役割・機能
□看護師が身につける必要がある、知識・技術・態度が述べられている。
□看護倫理綱領
□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。

Ⅷ．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、看護師への第一歩となる看護の基本的な考え方や
看護倫理を指導します。
　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。

Ⅸ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．事前に貸し出す、ナイチンゲール伝を読みレポート1200字にまとめ第1回の講義までに
      提出する。(熟読時間を除いてレポート作成に90分)
2．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)
3．1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：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。

Ⅹ.  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
1年次  前期

1 15
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 看護実践への架け橋Ⅰ Introduction to Nursing

担当教員

三輪　ひとみ

Ⅰ．授　業　概　要

　看護の変遷を踏まえながら先駆者の代表的な理論の構成や意義を学習する。看護理論を学ぶこ
とで看護の本質に迫り、看護が実践の科学であることを知る機会と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．看護の思いを架け橋する理論と主要な考え方について理解する。
２．それぞれの理論家の考え方を知り、演習を通して看護実践に活かす方法を理解する。
３．自分にとって大切な看護を考える。

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　看護学概論　医学書院
だれでもわかる看護理論　サイオ出版

Ⅴ．参　考　書

看護覚え書き　フロレンス・ナイチンゲール　日本看護協会出版会
看護の基本となるもの　ヴァージニア・ヘンダーソン　日本看護協会出版会
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

看護理論を学ぶ意義(3)
　看護の本質

看護にとって大切な自分の考えを整理す
る。

総括・試験
　授業総括
　本試験

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

実践へ架け橋する看護理論
　実践へ架け橋する理論の分類と
　主要な理論家

理論の分類を説明できる。

三輪

ひとみ

実践へかけ橋している理論家の考え
方(1)
　看護への思いを実践へかけ橋して
　いる理論家たち①

ナイチンゲール・ヘンダーソンの考えを説
明できる。

実践へかけ橋している理論家の考え
方(2)
　看護への思いを実践へかけ橋して
　いる理論家たち②

ペプロウ・オレム・ロイの考えを説明でき
る。

実践へかけ橋している理論家の考え
方(3)
　それぞれの理論家の4大概念と
　考え方の比較

それぞれの理論家の4大概念と考え方を比
較できる。

看護理論を学ぶ意義(1)
　理論を看護実践に活かす方法

理論を看護実践に活かす方法を説明でき
る。

看護理論を学ぶ意義(2)
　事例を用いて理論家の選択と根拠

事例を用いて理論家の選択と根拠が説明で
きる。
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大変よい(40点) よい(30点) 努力が必要(10点)

Ⅶ．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。

パフォーマンス課題：看護にとって大切な自分の考えを述べる。

評価
規準

理論家の学びから、看
護にとって大切な自分
の考えを理論や知識を
活用して、自分の言葉
で具体的に述べてい
た。

理論家の学びから、看
護にとって大切な自分
の考えを理論や知識を
活用して述べていた。

内容がなく、理論や知識を
活かすことなく、自分の思
うことだけを述べていた。

評価
の視点

□各理論家等、看護を提唱している理論
□看護師の役割・機能
□看護師が身につける必要がある、知識・技術・態度
□看護の本質
□問に対し、結論に至るまでの内容の一貫性

Ⅷ．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、実践可能な看護理論の用い方を指導します。
　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。

Ⅸ．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．授業後、疑問点を整理し解消する。(1日5分：15回で75分)
3．各理論家の本の熟読(600分)
4．看護にとって大切な自分の考えについて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：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。

Ⅹ.  留意事項

レベル
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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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 看護実践への架け橋Ⅱ Introduction to Nursing

担当教員

ローザン　由香里

Ⅰ．授　業　概　要

　｢看護実践への架け橋Ⅰ｣で学んだ理論を実践に繋げられるよう当校では、ドロセア・E・オレ
ムの理論とゴードンの機能的健康パターンを用いて看護過程の基礎的知識を学ぶ。また、様々
な文献の活用方法を知ることで看護実践への発展的思考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．看護の研究的思考を理解し、文献の活用方法を習得する。
２．看護過程の基礎的知識を習得する。
３．看護過程の意義や目的を理解する。
４．看護過程の各段階を理解する。
５．演習を通して看護過程を展開する具体的な方法を個人およびグループワークを通して
　　考え実施する。

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　看護学概論　医学書院
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
だれでもわかる看護理論　サイオ出版
ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセスメント　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　高木永子　学研メディカル秀潤社
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

看護の発展への架け橋(1)
　看護の発展を架け橋する方法

看護の発展を架け橋する方法について
説明できる。

ローザン

由香里

看護の発展への架け橋(2)
　看護過程と看護理論の関係

看護過程と看護理論の関係を説明でき
る。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(1)
　実践へ架け橋する看護の展開
　方法

実践へ架け橋する看護の展開方法を説
明できる。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(2)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開①(GW)

収集した情報の整理・分類・解釈・分
析ができる。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(3)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開②(GW)

収集した情報のアセスメントができ
る。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(4)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開③(GW)

収集した情報のアセスメントができ
る。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(5)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開④(GW)

収集した情報のアセスメントができ
る。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(7)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開⑥(GW)

問題の明確化ができる。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(8)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開⑦(GW)

看護計画を立案できる。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(6)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開⑤(GW)

問題の明確化ができる。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(9)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開⑧(GW)

看護計画を立案できる。
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12

13

14

15

ローザン

由香里

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(10)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開⑨(GW)

看護計画を立案できる。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(11)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開⑩(GW)

看護技術の実施・評価・修正ができ
る。

実践へ架け橋する看護の展開の
基礎的知識と実際(12)
　肺炎の事例で学ぶ看護過程の
　展開⑪(GW)

看護技術の実施・評価・修正ができ
る。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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10分の予・復習：15回で150分)
2．授業後、疑問点を整理し解消する。(1日5分：15回で75分)
3．事例における看護過程の展開をし提出する。(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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点、看護過程の展開の評価40点(評価基準については後日明示する)の
　　　合計100点の評価とする。

Ⅷ．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、看護の探究方法、展開方法を指導します。
　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。
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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
1年次  前期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】
共通看護技術Ⅰ

安全な看護をとどける
Common nursing skills Ⅰ

担当教員

細野　亜里/清水　寿郎
新家　陽子

Ⅰ．授　業　概　要

　
　全ての看護技術に共通する技術として、対象に看護をとどけるための看護技術の核となる｢共
通する看護技術｣と｢感染から護る技術｣の基本的知識と技術について習得する。そして看護をと
どける看護師としての役割と責務を理解し、対象への安全の確保とともに自分の身を守るための
視点と実践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｣に寄与している。

Ⅲ．科　目　目　標

１．看護における安全を理解する。
２．ボディメカニクスの基本的な考え方を理解し、実践する。
３．看護における記録・報告の意義・必要性を理解する。
４．感染予防における看護師の役割と責務について理解し、看護実践の際の感染予防の
　　基礎的知識・技術が習得できる。
５．看護におけるコミュニケーションの基礎的知識・技術が習得できる。

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
看護コミュニケーション　基礎知識と実際　教育出版

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

看護における安全(1)
　環境とボディメカニクス

看護における環境を安全の視点で説明でき
る。
ボディメカニクスの方法と必要性を説明で
きる。

細野

亜里

看護における安全(2)
　インシデント・アクシデント

看護における安全の共通認識とその実際の
方法を説明できる。

看護における安全(3)
　情報共有

看護における情報共有の方法を説明でき
る。

感染予防の技術(1)
　衛生的手洗い

衛生的手洗いが確実に実施できる。

細野

亜里

感染予防の技術(2)
　スタンダードプリコーション

スタンダードプリコーションの内容と防護
具の選択が確実にできる。

安全な看護における感染予防(1)
　医療廃棄物の取り扱い

医療廃棄物の正しい取り扱いを説明でき
る。 新家

陽子
安全な看護における感染予防(2)
　リンクナース

医療チームにおける看護の役割を説明でき
る。

安全な看護におけるコミュニケー
ション(5)
　面接法の実際②

面接法を実施できる。

感染予防の技術(3)
　滅菌物の取り扱い

滅菌物の取り扱いができる。

感染予防の技術(4)
　無菌操作

無菌操作の方法が実施できる。

安全な看護におけるコミュニケー
ション(1)
　安全なチーム医療とコミュニケー
　ション

看護に必要なコミュニケーションの考え方
を説明できる。

清水

寿郎

安全な看護におけるコミュニケー
ション(2)
　聴く・話す・タッチング

看護コミュニケーション技術の方法と内容
を説明できる。

安全な看護におけるコミュニケー
ション(3)
　看護アセスメント

看護アセスメントの際のコミュニケーショ
ンの方法を説明できる。

安全な看護におけるコミュニケー
ション(4)
　面接法の実際①

面接法の方法と留意点を説明できる。
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15

総括・試験
　授業総括
　本試験

安全な看護をとどけるための方法を看護視
点で説明できる。

清水

寿郎
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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)
＊  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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験85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。

Ⅷ．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、看護師としての安全をとどける方法を指導しま
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。

Ⅸ．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
1年次  前期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】
共通看護技術Ⅱ
観察して知る

Common nursing skills Ⅱ

担当教員

今枝　有利子

Ⅰ．授　業　概　要

　
　看護の対象者を看護学的視点から理解できるように、対象者の健康状態(行動)を客観的・主観
的に明らかにして、その状態は日常生活や社会生活にどのような影響があるのかアセスメントす
る看護技術(知識・技術・態度)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．フィジカルアセスメント、バイタルサイン測定の意義・目的を理解する。
２．フィジカルアセスメント、バイタルサイン測定の基礎的知識・技術を習得する。
３．アセスメントを行ううえでの倫理的配慮・礼節・態度を習得する。

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

看護技術プラクティス第3版　学研メディカル秀潤社

97



回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

フィジカルアセスメントを通して知
る(8)
　フィジカルイクザミネーション
　系統別フィジカルアセスメントの
　基本的方法⑥(校内実習)

脳・神経系のアセスメントが実施できる。

フィジカルアセスメントを通して知
る(1)
　看護におけるフィジカルアセスメ
　ント

アセスメントの意義と目的を述べる。

今枝

有利子

フィジカルアセスメントを通して知
る(2)
　フィジカルイクザミネーション

フィジカルイクザミネーションが説明でき
る。

フィジカルアセスメントを通して知
る(3)
　フィジカルイクザミネーション
　系統別フィジカルアセスメントの
　基本的方法①(校内実習)

フィジカルイクザミネーションの基本的な
方法が説明できる。

フィジカルアセスメントを通して知
る(4)
　フィジカルイクザミネーション
　系統別フィジカルアセスメントの
　基本的方法②(校内実習)

胸部・肺のアセスメントが実施できる。

フィジカルアセスメントを通して知
る(5)
　フィジカルイクザミネーション
　系統別フィジカルアセスメントの
　基本的方法③(校内実習)

心臓・循環器のアセスメントが実施でき
る。

フィジカルアセスメントを通して知
る(6)
　フィジカルイクザミネーション
　系統別フィジカルアセスメントの
　基本的方法④(校内実習)

腹部・消化器系のアセスメントが実施でき
る。

フィジカルアセスメントを通して知
る(7)
　フィジカルイクザミネーション
　系統別フィジカルアセスメントの
　基本的方法⑤(校内実習)

眼、耳、鼻、口腔のアセスメントが実施で
きる。

フィジカルアセスメントを通して知
る(9)
　フィジカルイクザミネーション
　系統別フィジカルアセスメントの
　基本的方法⑦(校内実習)

系統別フィジカルアセスメントの基本的考
え方を説明できる。
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10

11

12

13

14

15

バイタルサインを測定して知る(1)
　バイタルサインのアセスメント
　測定方法①(校内実習)

体温、脈拍、経皮的酸素飽和濃度の測定が
実施できる。

今枝

有利子

バイタルサインを測定して知る(2)
　バイタルサインのアセスメント
　測定方法②(校内実習)

血圧の測定が実施できる。

バイタルサインを測定して知る(3)
　バイタルサインのアセスメント
　測定方法③(校内実習)

意識状態の観察ができる。

バイタルサインを測定して知る(4)
　バイタルサインのアセスメント
　④(校内実習)

バイタルサインのアセスメントができる。

バイタルサインを測定して知る(5)
　バイタルサイン測定(実技試験)

バイタルサイン測定とアセスメントが実施
できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点、リフレクションペーパーの提出10点、実技試験(各技術項目に到達できて
　　　いるかチェックリストで確認)30点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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、看護師として対象を観察して知るための看護技術
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。

Ⅸ．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10分の予・復習：15回で150分)
2．授業後、疑問点を整理し解消する。(1日5分：15回で75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。(400分)
4．視聴覚教材による自己学習。(50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。

Ⅹ.  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
1年次  前期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】
生活行動を支える

看護技術Ⅰ
活動して休息する

Life support nursing skills Ⅰ 　

担当教員

田中　久恵

Ⅰ．授　業　概　要

　
　対象者の健康の維持・増進・疾病から回復するために必要な日常生活行動援助を理論的、実践
的に考えるとともに人間のニーズ、セルフケア能力に応じて援助できる基本的な技術を修得す
る。また、講義・演習での知識を統合し、科学的根拠に基づいた看護を実践する能力を高め、対
象者の生活を捉え、その人らしく健康的な生活が送れるよう、活動と休息を支える看護技術の基
礎的知識・技術・態度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．活動・休息や環境調整の意義と目的を理解する。
２．活動・休息に関するアセスメントを理解する。
３．活動と休息を支える看護技術の基礎的知識・技術・態度が習得できる。

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

看護技術プラクティス第3版　学研メディカル秀潤社
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

活動を支える(1)
　｢活動｣の意義
　セルフケア活動に関するアセスメ
　ント

活動を支える援助と意義と目的を述べる。

田中

久恵

活動を支える(2)
　体位変換の実際

体位変換の援助の説明ができる。

活動を支える(3)
　体位変換の実際(校内実習)

体位変換が実施できる。

活動を支える(4)
　移乗・移送の援助

移乗・移送の援助の説明ができる。

活動を支える(5)
　移乗・移送援助実際①(校内実習)

移乗・移送が実施できる。

活動を支える(6)
　移乗・移送援助実際②(校内実習)

移乗・移送が実施できる。

活動を支える(7)
　移乗・移送援助実際③(校内実習)

移乗・移送が実施できる。

活動・休息を支える　環境調整(1)
　活動・休息を支えるための
　環境調整の視点・条件
　活動・休息を支えるための
　環境調整のアセスメント

活動・休息を支えるための環境調整の視
点・条件が説明できる。
活動・休息を支えるための環境調整のアセ
スメントと援助の方法が説明できる。

活動・休息を支える　環境調整(2)
　環境調整の援助

環境調整の方法が説明できる。

休息を支える
　｢休息｣の意義
　休息と睡眠のアセスメント

休息を支える援助の意義と目的を述べる。

活動・休息を支える　環境調整(3)
　活動・休息を支える環境調整の
　実際①(校内実習)

活動・休息を支える環境調整ができる。
(ベッドメーキング)

活動・休息を支える　環境調整(4)
　活動・休息を支える環境調整の
　実際②(校内実習)

活動・休息を支える環境調整ができる。
(ベッドメーキング)

活動・休息を支える　環境調整(5)
　活動・休息を支える環境調整の
　実際③(校内実習)

活動・休息を支える環境調整ができる。
(臥床患者のシーツ交換)

活動・休息を支える　環境調整(6)
　活動・休息を支える環境調整の
　実際④(校内実習)

活動・休息を支える環境調整ができる。
(病床の整備)

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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10分の予・復習：15回で150分)
2．授業後、疑問点を整理し解消する。(1日5分：15回で75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。(400分)
4．視聴覚教材による自己学習。(50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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点、リフレクションペーパーの提出15点、体位変換・移乗・移送
　　　ベッドメイキングの看護技術到達度チェック25点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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・安楽に活動して休息するための看護技術を
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。
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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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】
生活行動を支える

看護技術Ⅱ
身だしなみを整える

Life support nursing skills Ⅰ 　

担当教員

田中　久恵

Ⅰ．授　業　概　要

　対象者の健康の維持・増進・疾病から回復するために必要な日常生活行動援助を理論的、実践
的に考えるとともに人間のニーズ、セルフケア能力に応じて援助できる基本的な技術を修得す
る。また、講義・演習での知識を統合し、科学的根拠に基づいた看護を実践する能力を高め、対
象者の生活を捉え、その人らしく健康的な生活が送れるよう、身だしなみを整える看護技術の基
礎的知識・技術・態度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．身だしなみを整える意義と目的を理解する。
２．身だしなみに関するアセスメントを理解する。
３．衣生活・清潔行動を支える看護技術の基礎的知識・技術・態度が習得できる。

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

看護技術プラクティス第3版　学研メディカル秀潤社
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

身だしなみを整える意義とアセスメ
ント(1)
　身だしなみを整える意義

身だしなみを整える理由を説明できる。

田中

久恵

身だしなみを整える意義とアセスメ
ント(2)
　身だしなみを整える看護技術の
　目的と種類

身だしなみを整える看護技術の目的と種類
を説明できる。

身だしなみを整える意義とアセスメ
ント(3)
　身だしなみに関するアセスメント

身だしなみに関するアセスメントの視点が
説明できる。

身だしなみを整える看護技術(1)
　寝衣(校内実習)

寝衣交換が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(1)
　寝衣(校内実習)

寝衣交換が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(2)
　清拭(校内実習)

全身清拭が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(2)
　清拭(校内実習)

全身清拭が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(2)
　清拭(校内実習)

全身清拭が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(3)
 　部分浴(校内実習)

手浴が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(2)
　清拭(校内実習)

全身清拭が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(3)
　 部分浴(校内実習)

足浴が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(4)
　口腔ケア(校内実習)

口腔ケアが実施できる。

身だしなみを整える看護技術(5)
　洗髪(校内実習)
　整容(校内実習)

洗髪・整容が実施できる。

身だしなみを整える看護技術(5)
　洗髪(校内実習)
　整容(校内実習)

洗髪・整容が実施できる。
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15

田中

久恵

総括・試験
　授業総括
　本試験

身だしなみを整える看護技術の意義を説明
できる。
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Ⅸ．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10分の予・復習：15回で150分)
2．授業後、疑問点を整理し解消する。(1日5分：15回で75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。(400分)
4．視聴覚教材による自己学習。(50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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点、リフレクションペーパーの提出15点、身だしなみを整える看護技術
　　　到達度チェック25点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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・安楽に身だしなみを整える看護技術を指導
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。
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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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】

生活行動を支える
看護技術Ⅲ

おいしく食べて
スッキリ排泄する

Life support nursing skills Ⅰ 　

担当教員

清水　寿郎/田中　久恵

Ⅰ．授　業　概　要

　対象者の健康の維持・増進・疾病から回復するために必要な日常生活行動援助を理論的、実践
的に考えるとともに人間のニーズ、セルフケア能力に応じて援助できる基本的な技術を修得す
る。また、講義・演習での知識を統合し、科学的根拠に基づいた看護を実践する能力を高め、対
象者の生活を捉え、その人らしく健康的な生活が送れるよう、人間の生理的欲求の中のおいしく
食べてスッキリ排泄するための看護技術の基礎的知識・技術・態度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．おいしく食べること、スッキリ排泄することの意義と目的を理解する。
２．食べること、排泄することに関するアセスメントを理解する。
３．食事・排泄行動を支える看護技術の基礎的知識・技術・態度を習得する。

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

看護技術プラクティス第3版　学研メディカル秀潤社
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

おいしく食べる(1)
　おいしく食べるとは

人間にとって食べることの意義を述べる。

清水

寿郎

おいしく食べる(2)
　食事・栄養摂取のアセスメント

食事・栄養摂取のアセスメントの視点が説
明できる。

おいしく食べる(3)
　おいしく食べるために援助が
　必要な対象とその方法①

おいしく食べるために援助が必要な対象と
その方法が説明できる。

おいしく食べる(4)
　おいしく食べるために援助が
　必要な対象とその方法②

おいしく食べるために援助が必要な対象と
その方法が説明できる。

おいしく食べる(5)
　経口摂取ができる対象への
　おいしく食べるための援助方法
　(校内実習)

おいしく食べるための援助が実施できる。

スッキリ排泄する(1)
　スッキリ排泄するとは
　排泄に関するアセスメント

排泄に関するアセスメントの視点が説明で
きる。

田中

久恵

スッキリ排泄する(2)
　自然排泄への援助

自然排泄を促す援助を説明できる。

スッキリ排泄する(3)
　排泄の援助が必要な対象と
　スッキリ排泄するための援助方法
　(校内実習)

スッキリ排泄するための援助が実施でき
る。

スッキリ排泄する(4)
　排泄の援助が必要な対象と
　スッキリ排泄するための援助方法
　(校内実習)

スッキリ排泄するための援助が実施でき
る。

スッキリ排泄する(5)
　排泄障害のある対象への援助

排泄障害のある対象への援助を説明でき
る。

スッキリ排泄する(6)
 　排便障害への援助(校内実習)

浣腸が実施できる。

スッキリ排泄する(7)
 　排便障害への援助(校内実習)

浣腸が実施できる。

スッキリ排泄する(8)
 　排尿障害への援助(校内実習)

導尿が実施できる。

スッキリ排泄する(9)
 　排尿障害への援助(校内実習)

導尿が実施できる。
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15

田中

久恵

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験60点、リフレクションペーパーの提出15点、食事・排泄の看護技術
　　　到達度チェック25点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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・安楽においしく食べてスッキリ排泄するた
めの看護技術を指導します。
　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。

Ⅸ．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5分：15回で75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。(240分)
4．視聴覚教材による自己学習。(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。
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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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】
健康を支える

看護技術1
薬物・酸素療法

Health  support nursing skills Ⅰ　

担当教員

今枝　有利子

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薬物・酸素療法時の基礎的知識・技術・態度を学ぶ。

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．薬物療法や酸素療法を受けながら生活している対象者の心理を理解する。
２．診療の補助にかかわる看護技術を行う上での、正確性・安全性・安楽性、看護師としての
　　倫理観が求められることを理解する。
３．診療の補助における看護師の役割を理解し、薬物・酸素療法時の基礎的知識・技術・態度が
　　習得できる。

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

看護技術プラクティス第3版　学研メディカル秀潤社
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

薬物療法の基礎と看護師の義務(1)
　薬物療法の基礎と義務

薬物療法の基本的な考え方が説明できる。

今枝

有利子

薬物療法の基礎と看護師の義務(2)
　薬物療法の基礎と義務

与薬に関する看護師の役割と責務を説明で
きる。

与薬の種類と援助方法(1)
　与薬の確認方法(6R)

与薬の確認方法を述べる。

与薬の種類と援助方法(2)
　与薬の確認方法(6R)
　与薬の種類と援助方法(校内実習)

与薬の確認ができる。
与薬の種類と援助方法が説明できる。

与薬の種類と援助方法(3)
　与薬の確認方法(6R)
　与薬の種類と援助方法(校内実習)

与薬の確認方法を述べる。
与薬の種類と援助方法が説明できる。

注射法と観察(1)
　注射法と看護

共通する注射法の準備と観察内容が説明で
きる。

注射法と観察(2)
　注射法輸液療法の看護の実際
　(校内実習)

注射法・輸液療法の準備ができる。

注射法の援助の実際(1)
　注射の援助の実際(校内実習)

筋肉注射、静脈内注射が実施できる。

注射法の援助の実際(1)
　注射の援助の実際(校内実習)

筋肉注射、静脈内注射が実施できる。

注射法と観察(3)
　注射法輸液療法の看護の実際
　(校内実習)

注射法・輸液療法時の観察ができる。

注射法の援助の実際(2)
　点滴静脈内注射の実際(校内実習)
　特殊な薬剤投与時の観察

点滴静脈内注射が実施できる。
特殊な薬剤投与時の観察ができる。

注射法の援助の実際(2)
　点滴静脈内注射の実際(校内実習)
　特殊な薬剤投与時の観察

点滴静脈内注射が実施できる。
特殊な薬剤投与時の観察ができる。

酸素療法の基礎と看護師の役割
　酸素療法における看護師の役割
　酸素療法の目的と種類
　酸素供給の設備と容器

酸素療法の目的と種類を述べる。

酸素療法の援助の実際
　酸素ボンベの酸素の残量計算
　酸素療法の援助(校内実習)
　酸素療法をしながら生活している
　患者の観察

酸素ボンベ、酸素流量計の取り扱いができ
る。
カニューレ、マスクの取り扱いができる。
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15

今枝

有利子

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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5分：15回で75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。(240分)
4．視聴覚教材による自己学習。(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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点、リフレクションペーパーの提出15点、薬物・酸素療法の看護技術
　　　到達度チェック15点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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・安楽な薬物・酸素療法の看護技術を指導し
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。
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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
1年次  後期

1 45時間 臨地実習

Ⅳ．評　価　方　法

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

担当教員

実習担当教員

Ⅰ．授　業　概　要

　学生にとって最初の臨地実習であり、これまでに学習してきた成果を初めて患者に提供する科
目となる。実際の病院での患者の生活を支える援助を看護の原則・根拠を既習内容と確認しなが
ら学ぶ。また、看護師と同行し援助の一部を実施させてもらうことで、患者に対する看護実践へ
の責任と倫理的配慮を学ぶ。さらに学生が患者の環境を整える技術を考えて提供することで、看
護実践の楽しさや奥深さを体験しながら看護とは何かを考えられるように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｣｢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．病院の構造・機能を理解する。
2．病院における看護の役割と機能を理解する。
3．患者の入院生活の状況を理解する。
4．患者の状態に応じた環境を調整する。
5．看護者としての、援助関係の基盤となる行動を身につける。

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
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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
1年次  後期

1 30 講義

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 成人看護学概論 Introduction to Adult Nursing 

担当教員

中川　名帆子

Ⅰ．授　業　概　要

　成人のライフサイクルの視点から対象の特徴及び健康問題を理解し、成人看護の役割を理解す
る。また、成人の健康の保持・増進や疾病予防のための看護と役割を理解する。さらに各健康の
回復段階の学びの前提となる成人看護の理論を学ぶ。また危機理論を通し、対象の心理的変化を
捉え、援助していくための考え方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｣｢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．ライフサイクルにおける成人期の位置づけとその定義・発達課題について説明できる。
２．成人各期にある対象の一般的な身体的・精神的・社会的特徴について説明できる。
３．成人期にある健康と健康障害、関連する看護理論について説明できる。
４．成人期における看護師の役割について説明できる。

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学①　成人看護学総論　医学書院

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

成人看護の捉え方(1)
　成人看護とは

ライフサイクルにおける成人期の位置づけ
が説明できる。

中川

名帆子

成人看護の捉え方(2)
　成人看護の対象

成人看護の対象を述べる。

成人看護の捉え方(3)
　成人の健康と予防的考え

成人の健康と予防的考えを説明できる。

成人看護の捉え方(4)
　成人期の病気の特徴

成人期の病気の特徴が説明できる。

成人の発達と各期の特徴(1)
　発達段階の捉え方①

エリクソン・ハヴィガーストの発達段階に
ついて説明できる。

成人の発達と各期の特徴(2)
　発達段階の捉え方②

レビンソンの発達段階について説明でき
る。

成人の発達と各期の特徴(3)
　各期の特徴

各期の特徴について説明できる。

成人期における看護者の役割(1)
　意思決定

患者の意思決定への看護が説明できる。

成人期における看護者の役割(2)
　成長発達

患者の成長発達に応じた看護援助が説明で
きる。

成人の発達と各期の特徴(4)
　3側面で見る成人の特徴

3側面で見る成人の特徴が説明できる。

成人期における看護者の役割(3)
　回復過程に応じた看護

回復過程に応じた看護援助が説明できる。

成人期における看護者の役割(4)
　継続看護・健康教育

継続看護・健康教育の重要性を説明でき
る。

成人期における看護者の役割(5)
　ヘルスアセスメント

成人期におけるヘルスアセスメントの考え
方と方法・内容を説明できる。

成人期における看護者の役割(6)
　パフォーマンス評価会

成人期の発達課題に合わせた健康教育を説
明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

成人期の特徴と看護師の役割について説明
できる。
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レベル 大変よい(30点) よい(15点) 努力が必要(5点)

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点とパフォーマンス課題30点の合計100点の評価とする。

パフォーマンス課題：あなたが5年目の看護師として、初めて患者教育をする新人看護師に
　　　　　　　　　　30歳の成人の健康教育において必要な看護師の考え方を説明する。

評価
規準

成人期の発達課題に合
わせて、健康教育に必
要な考え方と理論を用
いて、自分の知識を踏
まえて、新人看護師に
必要な考え方を具体的
に説明している。

成人期の発達課題に合
わせて、健康教育に必
要な考え方と理論を用
いて、新人看護師に具
体的な説明をしてい
る。

内容がなく、理論や知識を
活かすことなく、自分の思
うことだけを述べている。

評価
の視点

□エリクソン・ハヴィガースト・レビンソン
□成人教育の理論
□発達課題と発達の特徴
□回復過程の応じた看護
□継続看護
□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。

Ⅷ．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、成人期の看護に必要な考え方を指導します。
　この科目は成人期の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。

Ⅸ．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)
2．1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：225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。

Ⅹ.  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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 成人看護学方法論1 Adult Chronic Nursing 

担当教員

萬中　香/松浦　美都

Ⅰ．授　業　概　要

　慢性疾患をもつ成人の特性を理解し、健康障害との共存の過程を支える看護を実践するための
基礎知識を学ぶ。また、主な慢性疾患の看護の方法と実際を学び、慢性疾患を抱える成人が生涯
にわたって、健康障害と共に生活していくために必要な対象教育の基本的な考え方とその技術を
学び、成人看護学実習へ繋げ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．慢性期にある成人の特徴とその看護の特性を理解する。
２．慢性疾患をもつ患者の看護に必要な知識と教育的関わりの方法を学習する。
３．慢性疾患をもつ患者をモデルに看護過程の展開方法を学ぶ。

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学①　成人看護学総論　医学書院
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

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
松浦
美都

14

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

慢性期の看護(1)
　慢性期の看護

慢性期の捉え方と看護を述べる。

萬中

香

慢性期の看護(2)
　セルフケアマネジメント

セルフケアのとセルフケアマネジメントを
説明できる。

セルフマネジメントを支える必要の
ある対象理解
　疾患との位置関係

セルフケアマネジメントを支える対象と位
置関係モデルを説明できる。

糖尿病とともに生きるセルフケアマ
ネジメント支援と看護の展開(1)
　セルフケアマネジメント支援の
　考え方①

セルフケアが必要な疾患(糖尿病)とその特
徴が説明できる。

糖尿病とともに生きるセルフケアマ
ネジメント支援と看護の展開(2)
　セルフケアマネジメント支援の
　考え方②

糖尿病看護の考え方を説明できる。

糖尿病とともに生きるセルフケアマ
ネジメント支援と看護の展開(3)
　セルフケアマネジメント支援の
　考え方③

糖尿病患者への教育活動の必要性が説明で
きる。

糖尿病とともに生きるセルフケアマ
ネジメント支援と看護の展開(4)
　セルフケアマネジメント支援の
　考え方④

糖尿病患者への教育活動として計画書を立
案できる。

成人看護技術(1)
　慢性疾患を持つ患者への看護技術
①

簡易血糖測定が実施できる。

成人看護技術(2)
　慢性疾患を持つ患者への看護技術
②

簡易血糖測定が実施できる。

糖尿病とともに生きるセルフケアマ
ネジメント支援と看護の展開(5)
　セルフケアマネジメント支援の
　考え方⑤

糖尿病患者への教育活動としてリーフレッ
トを作成できる。

成人看護技術(3)
　慢性疾患を持つ患者への看護技術
③

インスリン注射が実施できる。

成人看護技術(4)
　慢性疾患を持つ患者への看護技術
④

自己検脈が実施できる。

成人看護技術(5)
　慢性疾患を持つ患者への看護技術
⑤

フットケアの方法と留意事項を説明でき
る。

糖尿病と生きるセルフケアマネジメ
ントと支援の看護の展開(6)
　パフォーマンス評価会

慢性疾患を抱えた患者への教育的かかわり
について自己の意見を述べる。

萬中

香
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15

萬中

香
総括・試験
　授業総括
　本試験
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パフォーマンス課題：糖尿病のために入退院を繰り返してしまう対象へ、再入院とならない
　　　　　　　　　　ための指導を行う。

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験70点とパフォーマンス課題・ルーブリック評価30点の合計100点の評価とする。

レベル 大変よい(30点) よい(15点) 努力が必要(5点)

評価
規準

対象が再入院にならな
いための健康教育を理
論や知識を用いて、患
者の生活習慣を考え
て、セルフケア獲得に
向けた指導計画を具体
的に作成し説明してい
る。

対象が再入院にならな
いための健康教育を理
論や知識を用いて、セ
ルフケア獲得に向けた
指導計画を作成し説明
している。

内容がなく、理論や知識を
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。

Ⅹ.  留意事項

評価
の視点

□セルフケア理論
□ラザルスのストレス理論
□エンパワーメント理論
□痛みの軌跡理論
□自己決定
□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

Ⅷ．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、慢性期の看護を指導します。
　この科目は慢性期の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。

Ⅸ．この科目を到達するのに必要な課題・学習内容と時間

1．事前学習として糖尿病を考え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。(90分)
2．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)
3．1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：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。
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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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 老年看護学概論 Introduction to Gerontological Nursing 

担当教員

石原　英子

Ⅰ．授　業　概　要

    老年期にある対象を理解し、高齢者を取り巻く社会の動向と社会保障を知り、老年看護の役割
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｣｢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．加齢に伴う変化について疑似体験を通して老いることをの意味を理解する。
２．高齢者の身体的・精神的・社会的特徴と発達課題について理解する。
３．高齢者を取り巻く社会と社会保障の概念と目的について理解する。
４．老年看護の役割と特徴、理念と概念の活用を理解する。
５．高齢者医療の現場における現状と課題を理解する。

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
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

高齢者の身体的・精神的・社会的特
徴と発達課題(1)
　高齢者の生理的特徴(身体的)

高齢者の生理的特徴を述べる。

石原

英子

高齢者の身体的・精神的・社会的特
徴と発達課題(2)
　高齢者の生理的特徴(精神的)

高齢者の精神的特徴を述べる。

高齢者の身体的・精神的・社会的特
徴と発達課題(3)
　高齢者の生理的特徴(社会的)

高齢者の社会的特徴を述べる。

高齢者の身体的・精神的・社会的特
徴と発達課題(4)
　老年期の発達課題①

老年期の発達段階を述べる。

高齢者の身体的・精神的・社会的特
徴と発達課題(5)
　老年期の発達課題②

老年期の発達段階から発達課題を説明す
る。

高齢者を取り巻く社会・社会保障(1)
　高齢社会の統計データ

高齢社会の統計データの分析ができる。

高齢者を取り巻く社会・社会保障(2)
　保健・医療・福祉の動向

保健・医療・福祉の動向を説明できる。

高齢者を取り巻く社会・社会保障(4)
　在宅医療とエンドオブライフ

在宅医療とエンドオブライフを説明でき
る。

老年看護の基盤と求められるもの(1)
　老年看護の役割と特徴

老年看護の役割と特徴を説明できる。

高齢者を取り巻く社会・社会保障(3)
　高齢社会の権利擁護の概念

高齢社会の権利擁護の概念を説明できる。

老年看護の基盤と求められるもの(2)
　老年看護の理論と概念の活用

老年看護の理念と概念の活用が説明でき
る。

老年看護の基盤と求められるもの(3)
　超高齢社会の現状

超高齢社会の現状を説明できる。

老年看護の基盤と求められるもの(4)
　高齢者医療の現状と課題①

高齢者医療の現状と課題が説明できる。

老年看護の基盤と求められるもの(5)
　高齢者医療の現状と課題②

高齢者医療の現状と課題が説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験85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。

Ⅷ．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。
　この科目は老年看護を学ぶ上で必要な知識となる科目です。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。
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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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 老年看護学方法論Ⅰ Gerontological NursingⅠ 

担当教員

岩田　幸代/都築　智美

Ⅰ．授　業　概　要

　老年期によくみられる症状について理解し、高齢者と家族の自立・生活に焦点を当てたアセス
メントと基本的援助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｣｢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．高齢者によくみられる症状について、身体の変化とフィジカルアセスメントの視点を用いて
　　意義と目的を理解する。
２．高齢者特有の日常生活行動から、自立・生活に焦点を当てた基本的援助の方法を理解する。

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
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(1)
　身体の変化とフィジカルアセスメント

高齢者の身体変化に応じたフィジカル
アセスメントが実施できる。

岩田

幸代

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(2)
　基本動作と環境

高齢者体験を通し、高齢者に必要な環
境が説明できる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(3)
　転倒予防

高齢者体験を通し、高齢者に必要な転
倒予防の方法が説明できる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(4)
　廃用症候群の早期予防

廃用症候群の早期予防の方法が説明で
きる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(5)
　褥瘡ケア

褥瘡ケアの方法が説明できる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(6)
　摂食嚥下ケア①

摂食嚥下の基本的な考え方を説明でき
る。

都築

智美
高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(7)
　摂食嚥下ケア②

食行動が自立できるための援助の方法
を説明できる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(8)
　排泄ケア

摘便の目的・方法が述べられる。

岩田

幸代

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(9)
　清潔ケア

高齢者に対する清潔ケアの目的・行動
が説明できる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(10)
　生活リズムを整える①

高齢者の生活リズムを整える方法が説
明できる。
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11

12

13

14

15

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(11)
　生活リズムを整える②

高齢者の生活リズムを整える方法が説
明できる。

岩田

幸代

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(12)
　生活リズムを整える③

高齢者の生活リズムを整える方法が説
明できる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(13)
　高齢者とのコミュニケーション①

高齢者とのコミュニケーションの特徴
が説明できる。

高齢者によくみられる症状及びアセスメ
ントと自立・生活に焦点を当てた基本的
援助(14)
　高齢者とのコミュニケーション②

高齢者とのコミュニケーションが実施
できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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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)
＊  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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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。

Ⅸ．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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 こども看護学概論 Introduction to Child Nursing 

担当教員

植田　ひろみ

Ⅰ．授　業　概　要

　こどもと家族を取り巻く社会問題や社会保障制度を理解し、こどもの看護の概念を学ぶととも
に、社会資源について理解する。また、健康なこどもの各成長発達段階における身体的・精神
的・社会的特徴とヘルスアセスメントの目的と方法を理解する。そして、健康障害のあるこども
と家族の役割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．こどもの看護の変遷と現代社会の特徴を踏まえ、こどもの成長・発達の概念
　　と各発達段階でのこどもの特徴を理解する。
２．こどもと家族を取り巻く環境と対策、特徴と問題点について理解し、こどもの
　　社会保障制度や社会資源の活用について理解する。
３．こどものヘルスアセスメントの目的を理解し、必要な技術を習得する。
４．健康障害のあるこどもと家族への社会的支援の目的とその方法、看護師の役割
　　と看護の特徴について理解する。

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

Ⅴ．参　考　書
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

こどもの看護の変遷と、各成長発達
段階での特徴(1)
　こどもの看護の変遷①

こどもの看護の変遷を説明できる。

植田

ひろみ

こどもの看護の変遷と、各成長発達
段階での特徴(2)
　こどもの看護の変遷②

こどもの看護における理論を説明できる。

こどもの看護の変遷と、各成長発達
段階での特徴(3)
　各成長発達段階でのこどもの特徴
①

各成長発達段階における発達課題を説明で
きる。
成長・発達の進み方と影響因子を説明でき
る。
成長・発達評価の意義と目的と方法を説明
できる。

こどもの看護の変遷と、各成長発達
段階での特徴(4)
　各成長発達段階でのこどもの特徴
②

各成長発達段階でのこどもの食事と排泄に
ついて説明できる。

こどもの看護の変遷と、各成長発達
段階での特徴(5)
　各成長発達段階でのこどもの特徴
③

各成長発達段階でのこどもの食事と排泄に
ついて説明できる。

こどもの看護の変遷と、各成長発達
段階での特徴(6)
　各成長発達段階でのこどもの特徴
④

各成長発達段階でのこどもの活動と休息に
ついて説明できる。
各成長発達段階でのこどもの安全、教育に
ついて説明できる。

こどもと家族を取り巻く環境と対
策、社会問題と社会保障制度及び社
会資源の活用(1)
   こどもを取り巻く環境と対策及び
　特徴と問題点①

こどもを取り巻く環境と対策及び特徴と問
題点を説明できる。

こどもと家族を取り巻く環境と対
策、社会問題と社会保障制度及び社
会資源の活用(3)
     社会保障制度

こどもに関わる社会保障制度を説明でき
る。

こどもと家族を取り巻く環境と対
策、社会問題と社会保障制度及び社
会資源の活用(4)
    社会資源の活用

こどもに関わる社会資源を説明できる。

こどもと家族を取り巻く環境と対
策、社会問題と社会保障制度及び社
会資源の活用(2)
    こどもを取り巻く環境と対策及び
　特徴と問題点②

こどもを取り巻く環境と対策及び特徴と問
題点を説明できる。
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11

12

13

14

15

植田

ひろみ

こどものヘルスアセスメントの目的
と方法(1)
　こどものヘルスアセスメントの目
的
　と方法①

こどものヘルスアセスメントの目的と方法
を説明できる。

こどものヘルスアセスメントの目的
と方法(2)
　こどものヘルスアセスメントの目
的
　と方法②(演習)

こどもへのバイタルサイン測定が実施でき
る。

植田

ひろみ

健康障害のあるこどもと家族の看護
(1)
　健康障害のあるこどもと家族の
　看護①

ライフステージの変化と看護師の役割と特
徴が説明できる。

健康障害のあるこどもと家族の看護
(2)
　健康障害のあるこどもと家族の
　看護②

在宅への移行の実際を説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験100点の評価とする。

Ⅷ．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、こども看護学の基本的な考え方を指導します。
　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。

Ⅸ．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。
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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
1年次  後期

1 15
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 母性看護学概論 Introduction to Maternity Nursing

担当教員

天野　道代

Ⅰ．授　業　概　要

　
　母性看護学概論では、リプロダクティブヘルス/ライツとセクシャリティの観点から、母性の
概念とその特徴、母性看護の意義と役割を理解する。母性看護をとりまく日本の社会状況は、女
性の生き方の変化、少子化、出生前診断などの倫理的問題やドメスティック・バイオレンス、不
妊、高齢出産やハイリスク妊娠の増加など、多くの課題があることを学ぶ。また、母性を取り巻
く環境との関連から母性看護の対象者とその健康課題を理解し、実践活動につなげられるように
学習する。女性の各ライフステージの特徴を理解し、リプロダクティブヘルス/ライツの観点か
ら産む権利、産まない権利などの考え方や価値観を学び、個別的な看護を実践する基礎的能力を
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．母性看護の基盤となる概念を理解する。
２．母性看護の対象を取り巻く社会の変遷と現状、母性看護に関連する施策を理解する。
３．母性看護に関連する倫理課題について自己の考えを考察する。

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

看護学テキストNiCE　母性看護学Ⅰ　概論・ライフサイクル　南江堂

136



回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

母性看護と生命倫理(3)
　母性看護と生命倫理③(GW)

生命倫理について自己の考えを述べる。

試験
　本試験

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

母性看護の考え方(1)
　母性看護学とは

母性看護学の考え方を述べる。

天野

道代

母性看護の考え方(2)
　母性看護学の基盤となる理論と概
念

母性看護学の基盤となる理論と概念を説明
できる。

母子保健統計と社会資源(1)
　母子や家族にかかわる統計の理解
　母子保健統計の理解

母子保健統計のデータから示していること
について説明できる。

母子保健統計と社会資源(2)
　母子にかかわる法律と社会資源
　周産期医療体制

母子にかかわる法律と社会資源を説明でき
る。
母性看護に関連する施策を説明できる。

母性看護と生命倫理(1)
　母性看護と生命倫理①(GW)

母性看護と生命倫理について文献などを用
い調べることができる。

母性看護と生命倫理(2)
　母性看護と生命倫理②(GW)

母性看護と生命倫理について文献などを用
い調べることができる。
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大変よい(30点) よい(15点) 努力が必要(５点)

Ⅶ．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30点，
　　　リフレクションペーパーの提出による10点の合計100点の評価とする。

パフォーマンス課題：地域でより良い生活をしていく上で、母子に関わる社会資源と
　　　　　　　　　　関係する法律を提案しよう。

評価
規準

より良い生活をしてい
くための法律と社会資
源が調べてあり、調べ
た知識を活用して論理
的に述べ提案してい
る。

より良い生活をしてい
くための法律と社会資
源が調べてあり、調べ
た知識を活用して提案
している。

内容がなく、知識を活かす
ことなく、自分の思うこと
だけを述べている。

評価
の視点

□社会資源が具体的に記されている。
□母性に関わる法律についてどの法律のどこの内容に関わっているか
    具体的に記されている。
□健やか親子21
□よりよい生活をしていくための提案がされている。
□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。

Ⅷ．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、母性看護の第一歩となる母性看護の基本的な考え
方を指導します。
　この科目は母性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。

Ⅸ．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：8回で240分)
2．4回目の講義後に課題レポートを作成し提出する。課題レポート提出は次回講義日の朝に
　  提出する。 (作成に要する時間：240分)
3．5・6・7回目に提示する課題の事前学習を行い、講義後に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：870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。

Ⅹ.  留意事項

レベル
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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
1年次  後期

1 30
講義
演習

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 精神看護学概論
Introduction to Mental Health and

Psychiatric Ｎursing

担当教員

清水　寿郎

Ⅰ．授　業　概　要

　
　この科目は、精神看護学の基盤となる学習をする。そのために、精神の健康とは何かを考え、健
康な精神生活を支えるための看護の意義と役割を学ぶ。また、精神看護の基本的概念や歴史的変遷
を学び、精神に障がいを持つということはどういうことか、障がいの定義や精神障害を持つ対象の
歴史的にみた処遇の変遷、精神障害を発症するということを体験的に学び理解を深める。さらに、
ライフサイクルと精神看護の課題について理解を深めるとともに、目に見えない対象である｢ここ
ろ｣についても体験や意見交換を通して学ぶ。そして、自己の体験をもとに、プロセスレコードを
活用し、自己洞察の目的と看護に生かす方法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．ケア対象者を理解し、精神看護の目標と役割を理解する。
２．精神看護における基本的人権と倫理的問題や法律を理解する。
３．ライフサイクルに応じた精神看護の目的と問題を理解する。
４．心の健康・不健康の概念を理解する。
５．精神福祉の現状を理解する。
６．精神の健康に関する普及啓発活動の種類と目的を理解する。
７．オレム-アンダーウッド理論をもとに、セルフケア行動を促進するための看護の視点を理解す
る。
８．演習を通して自己洞察する目的とその方法を習得する。

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

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
実践オレム─アンダーウッド理論　こころを癒す　講談社
精神看護学―学生‐患者のストーリーで綴る実習展開　医歯薬出版
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

精神医療・看護の目標と役割と
歴史的変遷(1)
　精神看護の目標と役割
　精神医療の歴史的変遷

精神看護の目標と役割を説明できる。

清水

寿郎

精神医療・看護の目標と役割と
歴史的変遷(2)
　多職種との協働(チーム医療)

チーム内の看護師の役割を説明できる。

精神保健と法律
　精神看護における基本的人権と倫理的
　問題

精神保健に関係する法律を説明できる。

ライフサイクルと精神看護(1)
　ライフサイクルと精神看護の課題①

周産期から思春期のライフサイクルにお
ける精神の健康課題が説明できる。

ライフサイクルと精神看護(2)
　ライフサイクルと精神看護の課題②

青年期から老年期のライフサイクルにお
ける精神の健康課題が説明できる。

こころの健康(1)
　こころの健康・不健康
　自我を守る働き～防御機制～

防御規制について説明できる。

こころの健康(2)
　精神を病むということの理解

精神を病むことでの生きづらさに対する
自己の考えを述べる。

精神医療福祉の現状と課題及び精神の健
康に関する普及啓発活動(2)
　身体合併症ケアの充実
　課題とされるケア技術の普及

自殺対策基本法及び発達障害者支援法と
ケアが説明できる。

精神医療福祉の現状と課題及び精神の健
康に関する普及啓発活動(3)
　精神の健康に関する普及啓発活動

精神医療福祉における社会資源が説明で
きる。

精神医療福祉の現状と課題及び精神の健
康に関する普及啓発活動(1)
　長期入院の地域移行と地域ケアの充実

精神医療福祉の現状と課題を説明でき
る。

セルフケア行動促進のための看護の
視点(1)
　セルフケア理論①

セルフケア理論を説明できる。

セルフケア行動促進のための看護の
視点(2)
　セルフケア理論②

セルフケア行動を 促進するための看護を
説明できる。

自己洞察の方法(1)
　自己洞察を看護に生かす方法①

自分の自己洞察を看護に活かす方法を述
べる。

自己洞察の方法(2)
　自己洞察を看護に生かす方法②

自己傾向をつかみコミュニケーションの
改善点を述べる。
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15

清水

寿郎

総括・試験
　授業総括
　本試験
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Ⅸ．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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．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。

Ⅷ．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、精神看護への第一歩となる精神看護の基本的な考え
方や看護倫理を指導します。
　この科目は精神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。
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