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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　基礎分野　統計学　医学書院

Ⅴ．参　考　書

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。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

統計学の考え方(1)
　統計学の考え方①

統計の役割と意義について述べる。

青山
　

和裕

統計学の考え方(2)
　統計学の考え方②

数字データの整理方法を説明できる。

母集団と標本(1)
　標本①

母集団と標本について説明できる。

母集団と標本(2)
　標本②

標本抽出について説明できる。

仮説検定(1)
　仮説検定①

仮説検定を説明できる。

仮説検定(2)
　仮説検定②

仮説検定を実施できる。

仮説検定(3)
　相関係数の検定

相関係数の検定を説明できる。

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。

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
2年次  後期

1 30 講義

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
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Ⅱ English for Nursing Ⅱ

担当教員

米田　尚美

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。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
患者との日常会話 (3)
    Do you have any hobbies?③

患者との日常会話ができる。

心のケア
    Are you worried about
　anything?

心のケアについての会話ができる。

患者との日常会話 (1)
    Do you have any hobbies?①

患者との日常会話ができる。

患者との日常会話 (2)
    Do you have any hobbies?②

患者との日常会話ができる。

手術に関連した会話ができる。

術後・日常看護
    How are you feeling?

術後、日常看護にかかわる会話ができる。

手術(1)
    Your sugery will be tomorrow
　at 10 am.①

手術に関連した会話ができる。

入院時の患者の基本情報を聞く(1)
　Do you work on the surgical
　ward?①

入院時の患者の基本情報を聞くことができ
る。

米田
　

尚美

入院時の患者の基本情報を聞く(2)
　Do you work on the surgical
　ward?②

入院時の患者の基本情報を聞くことができ
る。

入院時の患者の基本情報を聞く(3)
　Do you work on the surgical
　ward?③

入院時の患者の基本情報を聞くことができ
る。

診察手続き
　What's your problem today?

診察手続きに必要な会話ができる。

入院時オリエンテーション
　This the nurses' station.

入院時オリエンテーションができる。

病歴の聴取(1)
　Are you suffering from any
　illnesses？①

病歴の聴取ができる。

病歴の聴取(2)
　Are you suffering from any
　illnesses？②

病歴の聴取ができる。

手術(2)
    Your sugery will be tomorrow
　at 11 am.②

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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15

総括・試験
　授業総括
　本試験

米田
　

尚美
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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

　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
2年次  前期

1 30 講義

看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅲ　腎・泌尿器/脳・神経系/精神/女性生殖器/小児　南江堂
看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅳ　運動器/皮膚/眼/耳鼻咽喉/歯・口腔　南江堂

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

大石　久史/窪田　泰江

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

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

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

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(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。

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。

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。

大石
　

久史

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。

窪田
　

泰江

腎・排尿機能の疾病(2)
　腎・排尿機能の疾病②

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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15
大石
久史

総括・試験
　授業総括
　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

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
2年次  前期

1 15 講義

看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅱ　消化器系/代謝・内分泌系/血液・造血器系/アレルギー/
膠原病　南江堂
看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅲ　腎・泌尿器/脳・神経系/精神/女性生殖器/小児　南江堂
看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅳ　運動器/皮膚/眼/耳鼻咽喉/歯・口腔　南江堂

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

斎藤　研/小川　麻子
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．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
　本試験

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。

小川

麻子
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。

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。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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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

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、歯科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
2年次  前期

1 15
講義
演習

系統看護学講座　別巻　看護研究 医学書院

Ⅴ．参　考　書

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

　研究論文の作成に必要な基礎知識を理解し、現象を科学的に分析し、評価し、創造的な実践を
開発する研究の基礎能力を養う。

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

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60分の予・復習：8回で480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。(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。

研究とは何か
　研究の意義、目的、実践との関係

研究の意義、目的、実践活動との関係が説
明できる。

杉尾

浩規

研究テーマと研究デザイン(1)
　研究テーマの意義と設定方法

研究テーマの意義とその設定方法を説明す
ることができる。

研究テーマと研究デザイン(2)
　研究デザインの種類と選択

研究テーマに対応した研究デザインを説明
することができる。

研究テーマと研究デザイン(3)
　量的研究と質的研究

量的研究と質的研究の違いを説明できる。

研究倫理
　研究における倫理的配慮

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
　研究論文の構成

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。

授業の振り返り
　研究の基礎の体系的理解

これまでの授業内容に基づきながら、研究
の基礎を体系的に説明できる。

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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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

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

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

萬中　香/菊井　友

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
萬中
香

包帯法の目的と種類が説明できる。

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。

菊井

友

症状に応じた看護(2)
　症状に応じた看護②

吸引が実施できる。(口腔・鼻腔)

症状に応じた看護(3)
　症状に応じた看護③

吸引が実施できる。(気管)

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。

症状に応じた看護(5)
　症状に応じた看護⑤

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(6)
　症状に応じた看護⑥

掻痒感、嘔気、嘔吐、悪心の看護が実施で
きる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

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。

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
　診察における援助方法と看護

診察、検査における看護師の役割が説明で
きる。

萬中

香

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

静脈採血の方法が説明できる。

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。

診療・検査を支える技術(7)
　包帯法

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

19



Ⅹ.  留意事項

評価：筆記試験60点、リフレクションペーパーの提出による10点、診療・検査の看護技術
　　　到達度チェック10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。

レポート課題：対象の健康を支えるための症状に応じた看護の方法をまとめる。

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、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。

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。(220分)
4．視聴覚教材による自己学習。(30分)
5．症状に応じた看護についてレポート提出する。(作成に要する時間：200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．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
２年次  後期

1 15
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

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

Ⅳ．教　科　書

【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

今枝　有利子

Ⅰ．授　業　概　要

　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。
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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

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。

今枝

有利子

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自
ら考え判断して実践できる。

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自
ら考え判断して実践できる。

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た看護を自
ら考え判断して実践できる。

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

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(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
て説明できる。

総括

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

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
て説明できる。
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Ⅶ．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。

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

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。

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。

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。

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：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。

Ⅹ.  留意事項

レベル 大変よい(30点) よい(20点) 努力が必要(５点)
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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

実習担当教員

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．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

看護学テキストNiCE　成人看護学　急性期看護Ⅱ　救急看護　南江堂

Ⅴ．参　考　書

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

中川　名帆子/奥田　晃子

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。

26



回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
中川

名帆子

総括・試験
　授業総括
　本試験

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(6)
　セルフケア代行と補完が必要な対
象
　とセルフモニタリングの考え方⑥

治療継続のための看護者としてのかかわり
方を説明できる。

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。

奥田

晃子

健康危機状況下の看護技術(2)
　人工呼吸器・気管内挿管

人工呼吸器・気管内挿管における看護の方
法と内容を説明できる。

健康危機状況下の看護技術(3)
　一次救命の実際

一次救命処置ができる。

セルフモニタリングの必要性を述べる。

セルフケアの代行と補完(5)
　セルフケア代行と補完が必要な対
象
　とセルフモニタリングの考え方⑤

健康危機状況にある患者への精神的な看護
について説明できる。

セルフケアの代行と補完(3)
　セルフケア代行と補完が必要な対
象とセルフモニタリングの考え方③

セルフケアの代行と補完が必要な(急性心
筋梗塞)疾患の看護の方法を述べる。

健康危機状況にある成人の理解(1)
　成人にとっての危機とは①

成人にとっての危機を説明できる。

中川

名帆子

健康危機状況にある成人の理解(2)
　成人にとっての危機とは②

健康危機状態にある成人の対象を説明でき
る。

健康危機状況と看護の特徴
　代表的な危機状況

代表的な健康危機状況を述べる。

健康危機状況における看護方法(1)
　苦痛の緩和・精神面への看護①

健康危機状況における看護の方法を説明で
きる。

健康危機状況における看護方法(2)
　苦痛の緩和・精神面への看護②

健康危機状況における看護の方法を説明で
きる。

セルフケアの代行と補完(1)
　セルフケア代行と補完が必要な対
象
　とセルフモニタリングの考え方①

セルフケアの代行と補完が必要な対象をの
べる。

セルフケアの代行と補完(2)
　セルフケア代行と補完が必要な対
象とセルフモニタリングの考え方②

セルフケアの代行と補完が必要な(急性心
筋梗塞)疾患を説明できる。

セルフケアの代行と補完(4)
　セルフケア代行と補完が必要な対
象
　とセルフモニタリングの考え方④

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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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。

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、救急看護を指導します。
　この科目は救急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。
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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

看護学テキストNiCE　成人看護学　急性期看護Ⅰ　概論・周手術期看護　南江堂
看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅱ　消化器系/代謝・内分泌系/血液・造血器系/アレルギー/
膠原病　南江堂
周手術期看護　学習ワークブック　メヂカルフレンド社

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 成人看護学方法論Ⅲ Adult Acute NursingⅡ

担当教員

萬中　香/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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
萬中
香

総括・試験
　授業総括
　本試験

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(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。

周手術期の看護の方法(1)
　人工肛門造設術後のストーマ管理
①

大腸がんの手術方法を説明できる。

神野

歌純

周手術期の看護の方法(2)
　人工肛門造設術後のストーマ管理
②

ストーマ管理の方法が説明できる。

周手術期の看護の方法(3)
　人工肛門造設術後のストーマ管理
③

ストーマ管理の自立に向けた看護が説明で
きる。

萬中

香
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。

手術前の看護(1)
　リスクアセスメント①

周手術期における手術前の看護について説
明できる。

神野

歌純

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。

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。

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。

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。

萬中

香

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。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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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．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。

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、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。
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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　緩和ケア　医学書院
看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅰ　全身性/呼吸器系/循環器系/感染症/中毒/救急　南江堂

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

上野　亜紀/大橋　純子
伊藤　裕子/金子　かの子

Ⅰ．授　業　概　要

　
　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。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

がん治療を受ける患者の看護の展開
(2)
　肺がん患者の看護②

放射線療法と化学療法を行う患者への看護
を具体的に説明できる。

がん治療を受ける患者の看護の展開
(3)
　肺がん患者の看護③

がん治療を受ける患者に合わせた看護の方
法を説明できる。

がん治療を受ける患者の看護の展開
(4)
　肺がん患者の看護④

がん治療を受ける患者の精神的な看護援助
について説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

緩和ケアと終末期看護について自己の考え
を述べる。

特殊な治療と看護(1)
　放射線療法

放射線療法と必要な看護について説明でき
る。 金子

かの子
特殊な治療と看護(2)
　化学療法

化学療法と必要な看護について説明でき
る。

終末期看護の概要と特徴(1)
　終末期看護の考え方

終末期にある対象と終末期看護の考え方を
説明できる。

上野

亜紀

終末期看護の概要と特徴(2)
　社会資源

終末期の対象の利用できる社会資源につい
て説明できる。

終末期の身体症状とその治療・看護
(1)
　治療に伴う看護

終末期の対象に合わせた看護を述べる。

終末期の身体症状とその治療・看護
(2)
　グリーフケア

エンドオブライフの考え方とグリーフケア
について説明できる。

がん治療を受ける患者の看護の展開
(1)
　肺がん患者の看護①

がん治療(肺がん)の疾患について説明でき
る。

緩和ケアの考え方(1)
　緩和ケアとは

緩和ケアの対象と意思決定について説明で
きる。 大橋

純子
緩和ケアの考え方(2)
　疼痛アセスメントの基本

疼痛アセスメント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。 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。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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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。

評価
の視点

□デーケンの悲嘆のプロセス
□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
□疼痛コントロール
□社会資源
□薬剤管理

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、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。

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)
2．1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。

Ⅹ.  留意事項

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：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。
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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
看護学テキストNiCE　疾病と治療Ⅲ　腎・泌尿器/脳・神経系/精神/女性生殖器/小児　南江堂

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

中川　名帆子
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
中川

名帆子

2
奥地
伸城

3
中川

名帆子

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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。

中川

名帆子

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(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。

総括・試験
　授業総括
　本試験

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。

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。

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。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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評価
規準

成人が病気を発症した
後の精神的変化から理
論・知識を活用して、
精神的変化に応じて必
要な看護を患者を中心
に考えている。

成人が病気を発症した
後の精神的変化から理
論・知識を活用して、
精神的変化に応じて必
要な看護を考えてい
る。

内容がなく、自分の考えの
みで、理論や知識を活用し
ていない。また必要な看護
を考えていない。

評価
の視点

□アギュララの危機モデル
□障害受容モデル
□フィンクの危機モデル
□自己概念理論
□症状マネジメントモデル
□自己決定
□成人の発達段階・発達課題
□疼痛コントロール
□社会資源
□薬剤管理

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、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。

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)
2．1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。

Ⅹ.  留意事項

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。

パフォーマンス課題：成人が乳がんを罹患し、発症から手術療法を受けて社会復帰するための
　　　　　　　　　　看護を考える。

レベル 大変よい(30点) よい(15点) 努力が必要(5点)
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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

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

石原　英子

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

総括・試験
　授業総括
　本試験

治療を必要とする高齢者の看護(1)
　検査・薬物療法を受ける高齢者の
看護

検査・薬物療法を受ける高齢者への援助に
ついて説明できる。

治療を必要とする高齢者の看護(1)
　急性期

急性期における高齢者への援助について説
明できる。

治療を必要とする高齢者の看護(1)
　慢性期

慢性期における高齢者への援助について説
明できる。

治療を必要とする高齢者の看護(1)
　リハビリテーション期

リハビリテーション期における高齢者への
援助について説明できる。

パーキンソン病である高齢者の看護につい
て説明できる。

高齢者の代表的な疾患の看護(10)
　骨粗鬆症・骨折である高齢者の
看護

骨粗鬆症・骨折である高齢者の看護につい
て説明できる。

高齢者の代表的な疾患の看護(8)
　肺炎である高齢者の看護

肺炎である高齢者の看護について説明でき
る。

高齢者の代表的な疾患の看護(1)
　認知症である高齢者の看護①

認知症について説明できる。

石原

英子

高齢者の代表的な疾患の看護(2)
　認知症である高齢者の看護②

認知症である高齢者の看護について説明で
きる。

高齢者の代表的な疾患の看護(3)
　うつ・せん妄・認知症である
高齢者の看護

うつ・せん妄である高齢者の看護を理解し
認知症との違いが説明できる。

高齢者の代表的な疾患の看護(4)
　感染症である高齢者の看護

感染症である高齢者の看護について説明で
きる。

高齢者の代表的な疾患の看護(5)
　熱中症・脱水・低栄養である高齢
者の看護

熱中症・脱水・低栄養にある高齢者の看護
について説明できる。

高齢者の代表的な疾患の看護(6)
　脳卒中である高齢者の看護

脳卒中である高齢者の看護について説明で
きる。

高齢者の代表的な疾患の看護(7)
　心不全である高齢者の看護

心不全である高齢者の看護について説明で
きる。

高齢者の代表的な疾患の看護(9)
　パーキンソン病である高齢者の
看護

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)
＊  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
2年次  後期

1 15
講義
演習

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

Ⅳ．教　科　書

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

担当教員

石原　英子

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。

41



回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

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

生活行動モデルによる看護過程の展開方法
を説明できる。

石原

英子

事例展開の考え方と実際(2)
　目標思考型思考の考え方

目的志向型思考の考え方を説明できる。

事例展開の考え方と実際(3)
　大腿骨頸部骨折の事例①

大腿骨頸部骨折について病気の成り立ちか
ら治療方法まで説明できる。

事例展開の考え方と実際(4)
　大腿骨頸部骨折の事例②

大腿骨頸部骨折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(5)
　大腿骨頸部骨折の事例③

事例をもとにアセスメントできる。

事例展開の考え方と実際(6)
　大腿骨頸部骨折の事例④

事例をもとに看護展開できる。

事例展開の考え方と実際(7)
　大腿骨頸部骨折の事例⑤

事例をもとに立案した計画を評価・修正で
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、看護過程の展開の評価(評価基準については、後日明示する)40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。
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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　小児臨床看護各論　小児看護学2　医学書院

Ⅴ．参　考　書

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

こどもの疾患・病態生理及び診断と
治療(1)
　染色体異常や体内環境により発症
　する先天異常、新生児疾患

染色体異常や体内環境により発症する先天
異常、新生児疾患と病態生理、特徴的な症
状と経過、診断・治療方法を説明できる。

山﨑

俊夫

こどもの疾患・病態生理及び診断と
治療(2)
　代謝性疾患、内分泌疾患

代謝性疾患、内分泌疾患の成り立ちと病態
生理、特徴的な症状と経過、診断・治療方
法を説明できる。

こどもの疾患・病態生理及び診断と
治療(3)
　免疫、アレルギー、リウマチ性疾
患、感染症

免疫、アレルギー、リウマチ性疾患、感染
症の成り立ちと病態生理、特徴的な症状と
経過、診断・治療方法を説明できる。

こどもの疾患・病態生理及び診断と
治療(4)
　呼吸器、循環器、消化器疾患

呼吸器、循環器、消化器疾患の成り立ちと
病態生理、特徴的な症状と経過、診断・治
療方法を説明できる。

こどもの疾患・病態生理及び診断と
治療(5)
　血液、造血器疾患、悪性新生物疾
患

血液、造血器疾患、悪性新生物疾患の成り
立ちと病態生理、特徴的な症状と経過、診
断・治療方法を説明できる。

こどもの疾患・病態生理及び診断と
治療(6)
　腎・泌尿器及び生殖器疾患、神
経、精神疾患

腎・泌尿器及び生殖器疾患、神経、精神疾
患の成り立ちと病態生理、特徴的な症状と
経過、診断・治療方法を説明できる。

こどもの事故、外傷とこどもに特徴
的な検査の目的とその方法
　事故、外傷、主な検査

こどもの主な事故、外傷の原因と、症状、
処置、治療について説明できる。また、こ
どもの特徴的な検査の目的とその方法につ
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。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。

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
2年次  前期

1 30
講義
演習

看護学テキストNiCE　小児看護学概論　子どもと家族に寄り添う援助　南江堂
看護学テキストNiCE　小児看護技術　子どもと家族の力をひきだす技　南江堂

Ⅴ．参　考　書

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

植田　ひろみ/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 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

状況別にみるこどもと家族の看護(7)
　入院におけるこどもと家族の看護
④

入院中のこどもの安全な環境について説明
できる。(サークルベッド・保育器)

状況別にみるこどもと家族の看護(8)
　入院におけるこどもと家族の看護
⑤

小児リハビリテーションについて説明でき
る。

入院中のこどもに対する、心理的準備と安
心感の保障への看護を説明できる。

状況別にみるこどもと家族の看護(5)
　入院におけるこどもと家族の看護
②

入院中のこどもに対する遊びの援助と学習
の継続への看護を説明できる。

状況別にみるこどもと家族の看護(6)
　入院におけるこどもと家族の看護
③

持続点滴・カンガルーポンプをしているこ
どもに対する安全を配慮した看護を説明で
きる。

回復過程別にみるこどもと家族の
看護(1)
　急性期、周手術期のこどもと家族
　の看護①

急性期、周手術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
回復過程別にみるこどもと家族の
看護(2)
　急性期、周手術期のこどもと家族
　の看護②

急性期、周手術期のこどもと家族の看護に
ついて説明できる。

回復過程別にみるこどもと家族の
看護(3)
　慢性期のこどもと家族の看護①

慢性期のこどもと家族の看護について説明
できる。

植田

ひろみ

回復過程別にみるこどもと家族の
看護(4)
　慢性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について説明
できる。

回復過程別にみるこどもと家族の
看護(5)
　終末期のこどもと家族の看護①

終末期のこどもと家族の看護について説明
できる。

回復過程別にみるこどもと家族の
看護(6)
　終末期のこどもと家族の看護②

終末期のこどもと家族の看護について説明
できる。

状況別にみるこどもと家族の看護(1)
　外来におけるこどもと家族の看護
①

診察の介助、四計測、与薬をうけるこども
と家族の看護を説明できる。

状況別にみるこどもと家族の看護(2)
　外来におけるこどもと家族の看護
②

プレパレーションをうけるこどもと家族の
看護を説明できる。

状況別にみるこどもと家族の看護(3)
　外来におけるこどもと家族の看護
③

各検査、処置の目的・方法が説明できる。
輸液ポンプの取扱い方法が説明できる。

状況別にみるこどもと家族の看護(4)
　入院におけるこどもと家族の看護
①

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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15

総括・試験
　授業総括
　本試験

植田

ひろみ
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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

　
　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。

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
2年次  後期

1 30
講義
演習

看護学テキストNiCE　小児看護学概論　子どもと家族に寄り添う援助　南江堂
看護学テキストNiCE　小児看護技術　子どもと家族の力をひきだす技　南江堂
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児臨床看護各論　小児看護学2　医学書院

Ⅴ．参　考　書

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

13

14

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。

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。

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。

アトピー性皮膚炎のこどもと家族への看護
を説明できる。

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。

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

食物アレルギー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(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。

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

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(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(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(9)
　アトピー性皮膚炎のこどもと家族
　の事例

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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15

総括・試験
　授業総括
　本試験

植田

ひろみ
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パフォーマンス課題:こどもの生命を護るために繰り返し入院をしないための看護援助を考える。

評価
規準

こどもの生命を護るた
めに、理論・知識を活
用し、そのこどもの生
活習慣を考えて生活指
導を行うための指導案
を作成できる。

こどもの生命を護るた
めに、理論と知識を活
用し、生活指導を行う
ための指導案を作成で
きる。

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。

評価
の視点

□こどもの発達段階・発達課題
□学習段階
□教育的かかわり
□指導計画
□リーフレット
□社会資源
□家族に対するかかわり

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、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。

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

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。
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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　母性看護学概論　母性看護学①　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②　医学書院

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

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。
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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

女性のライフサイクルと看護(11)
    更年期の特徴と健康課題②

更年期の健康課題と看護を説明できる。

女性のライフサイクルと看護(8)
    成熟期の特徴と健康課題⑥

月経随伴症状の異常、子宮筋腫、子宮内膜
症を説明できる。

女性のライフサイクルと看護(9)
    成熟期の特徴と健康課題⑦

不妊症、家族計画、ドメスティック・バイ
オレンスを説明できる。

女性のライフサイクルと看護(10)
    更年期の特徴と健康課題①

更年期の特徴を説明できる。

課題について得られた情報を整理し、プレ
ゼンテーションに必要な媒体を準備でき
る。
プレゼンテーションのリハーサルができ

女性のライフサイクルと看護(6)
    思春期の特徴と健康課題⑥(GW)
    成熟期の特徴と健康課題⑤(GW）

プレゼンテーションができる。
性感染症、DVについて学びを共有でき
る。

女性のライフサイクルと看護(4)
    思春期の特徴と健康課題④(GW)
    成熟期の特徴と健康課題③(GW)

課題についての情報収集ができる。
　・文献検索、行政機関に出向く等

本科目の位置づけ
　科目概要
　女性のライフサイクルにおける看
護の必要性（母性看護学の対象）

母性看護学の対象として女性のライフサイ
クルについてを学ぶ意義を説明できる。

野田

貴代

女性のライフサイクルにおける形
態・機能変化(1)
　妊娠の成立

生殖器の形態・機能を説明できる（課題学
習）。
妊娠の成立について説明できる。

女性のライフサイクルにおける形
態・機能変化(2)
　胎児期に生じる性分化疾患と看護

胎児の性分化を説明できる。
性分化疾患における看護師の役割に気づく
ことができる。

女性のライフサイクルと看護(1)
　女性のライフサイクル
　思春期の特徴と健康課題①

女性のライフサイクル各期の分類を説明で
きる。
思春期の特徴を説明できる。

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①

思春期の健康課題と看護を説明できる。

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①

成熟期の特徴を説明できる。

女性のライフサイクルと看護(3)
    思春期の特徴と健康課題③(GW)
　 成熟期の特徴と健康課題②(GW)

課題の目的を理解することができ、課題解
決のための方向性を述べることができる。

女性のライフサイクルと看護(5)
    思春期の特徴と健康課題⑤(GW)
    成熟期の特徴と健康課題④(GW)

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80点，グループワーク20点の合計100点の評価とする。

Ⅷ．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。

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)
2．9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。

Ⅹ.  留意事項

57



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　母性看護学概論　母性看護学①　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②　医学書院

Ⅴ．参　考　書

看護学テキストNiCE　母性看護学Ⅱ　マタニティサイクル　南江堂

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 母性看護学方法論Ⅱ Maternity Nursing Ⅱ

担当教員

南　真紀

Ⅰ．授　業　概　要

　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。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

分娩期の看護(3)
    分娩期の看護①

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②

分娩経過に伴うアセスメントができる。

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。

総括・試験
　授業総括
　本試験

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

分娩の3要素と産婦の身体的変化を説明で
きる。

妊娠期の看護(8)
    妊娠の異常と看護①

妊娠期の感染症、妊娠糖尿病を説明でき
る。

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。

南

真紀

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。

分娩期の看護(1)
    妊娠の異常と看護②

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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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。

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。

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、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。

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)
2．5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。

Ⅹ.  留意事項

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。
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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　母性看護学概論　母性看護学①　医学書院
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②　医学書院

Ⅴ．参　考　書

看護学テキストNiCE　母性看護学Ⅱ　マタニティサイクル　南江堂

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 母性看護学方法論Ⅲ Maternity Nursing Ⅲ

担当教員

南　真紀

Ⅰ．授　業　概　要

　
　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。
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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。

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。

総括・試験
　授業総括
　本試験

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。

産褥期の看護(3)
    産褥期の看護

産褥期に必要な看護を説明できる。

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(4)
    産褥期の異常と看護

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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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。

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。

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、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。

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。

Ⅹ.  留意事項

レベル 大変よい(40点) よい(25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40点の合計100点の
　　　評価とする。
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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  前期

1 30 講義

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
看護学テキストNiCE　精神看護学Ⅱ　臨床で活かすケア　こころ・からだ・関わりのプラクティス
南江堂

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

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

大野　真/阪野　正大

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

大野

真

精神科領域における治療(2)
　薬物療法②

薬物療法について説明できる。

精神科領域における治療(3)
　電気けいれん療法(ECT)
　精神療法

電気けいれん療法(ECT)・精神療法につい
て説明できる。

精神科領域における治療(4)
　心理教育

心理教育について説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

精神科領域における治療(1)
　薬物療法①

薬物療法について説明できる。

脳の構造・機能及び疾患と診断基準(1)
　脳の構造・機能とその障がい

脳の構造・機能とその障がいが説明でき
る。

阪野

正大

脳の構造・機能及び疾患と診断基準(2)
　精神医学における疾患と判断基準①

統合失調症の説明ができる。

脳の構造・機能及び疾患と診断基準(3)
　精神医学における疾患と判断基準②

気分(感情 )障害、神経症性障害、ストレ
ス関連障害及び身体症状症の説明ができ
る。

脳の構造・機能及び疾患と診断基準(4)
　精神医学における疾患と判断基準③

生理的障害及び身体的要因に関連した行
動症候群、精神作用物質関連障害の説明
ができる。

脳の構造・機能及び疾患と診断基準(5)
　精神医学における疾患と判断基準④

パーソナリティ障害、知的能力障害の説
明ができる。

脳の構造・機能及び疾患と診断基準(6)
　精神医学における疾患と判断基準⑤

自閉症スペクトラム症、注意欠損・多動
症、心身症・起立性調節障害の説明がで
きる。

脳の構造・機能及び疾患と診断基準(7)
　精神科領域で代表的な検査

精神科領域で代表的な検査が説明でき
る。

精神機能とその障がい(1)
　精神機能とその障がいの概念

精神機能とその障がいの概念を説明でき
る。

大野

真

精神機能とその障がい(2)
　精神症状とは①

精神症状を説明できる。

精神機能とその障がい(3)
　精神症状とは②

精神症状を説明できる。

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

　
　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。

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
2年次  前期

1 15
講義
演習

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
看護学テキストNiCE　精神看護学Ⅱ　臨床で活かすケア　こころ・からだ・関わりのプラクティス
南江堂

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
公衆衛生マニュアル　2020　南山堂

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

清水　寿郎

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

精神科リハビリテーションの概念と社会
的側面からの理解(1)
　精神科リハビリテーションの概念
　と基礎

精神科リハビリテーションについて説明
できる。

清水

寿郎

精神科リハビリテーションの概念と社会
的側面からの理解(2)
　病院と地域をつなぐ役割のリハビ
　リテーション

精神科リハビリテーションの種類と方法
が説明できる。

精神科リハビリテーションの概念と社会
的側面からの理解(3)
　社会的側面からの理解の視点

統合失調症の対象を社会的側面から捉え
る。

地域で生活するための支援(1)
　障害者総合支援法と法に基づく
　サービス
　精神障害者保健福祉手帳に基づく
　サービスとその他の生活保障

障害者総合支援法と精神障害者保健福祉
手帳に基づくサービスと生活保障が説明
できる。

地域で生活するための支援(2)
　インフォーマルサポート

インフォーマルサポートについて説明で
きる。

家庭・学校・職場における精神看護
　家庭・学校・職場における精神看
　護・メンタルヘルスの概念・目的

家庭・学校・職場における精神看護・メ
ンタルヘルスの概念・目的が説明でき
る。

安全管理
　事故防止
　制限に関する援助

事故防止・制限に関する援助が説明でき
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。

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.   1 ｢名古屋市在住の精神障害をもつ対象が利用できる社会資源｣
　   2 ｢愛知県在住の精神障害をもつ対象が利用できる社会資源｣について
      第一回の講義までにレポート作成し、提出する。(レポート作成に870分)
　      参考資料：1名古屋市が配布している｢障害者福祉のしおり｣または
　　　　　   　   　ウェブサイト｢ウェルネットなごや｣
　　　　　              　http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/top/
　　　　　　　  2愛知県　精神保健福祉情報(あんだんて)
　　　　　　　　      https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/
      精神保健に関する法律を根拠にレポート作成する。
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)
　  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

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
看護学テキストNiCE　精神看護学Ⅱ　臨床で活かすケア　こころ・からだ・関わりのプラクティス
南江堂

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

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

山下　隆之

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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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

事例展開の実際(3)
　事例：慢性期の統合失調症③

情報収集したものを分類する。

事例展開の実際(4)
　事例：慢性期の統合失調症④

アセスメントを実施する。

事例展開の実際(5)
　事例：慢性期の統合失調症⑤

疾患及び症状による影響と治療による影
響を説明できる。

事例展開の実際(6)
　パフォーマンス評価会

慢性期の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。

統合失調症を説明できる。

事例展開の実際(2)
　事例：慢性期の統合失調症②

慢性期の統合失調症の患者への看護が説
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

心身症・起立性調節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(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。

山下

隆之

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・ストレス関連障害・身体
症状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

生理的障害及び身体的要因関連の行動症
候群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(6)
　精神障害をもつ対象の看護の目的
　とその方法⑥

知的能力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

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。

事例展開の実際(1)
　事例：慢性期の統合失調症①

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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パフォーマンス課題：発症後、21年経過した統合失調症をもつ対象に日常生活をアセスメント
　　　　　　　　　　し、どのような看護援助が良いか、看護の方向性を説明する。

評価
規準

統合失調症を持つ対象の
日常生活を理論などの根
拠を基に情報を分析し、
看護の方向性を自分の言
葉で示していた。

統合失調症を持つ対象
の日常生活を理論など
の根拠を基に情報を分
析しているが、看護の
方向性は一般的であっ
た。

内容がなく、理論または
知識を活かすことなく、
自分の思うことだけを説
明する。

評価
の視点

□オレム-アンダーウッド理論
□エリクソンの発達課題
□身体的・精神的・社会的特徴
□倫理的配慮
□看護の方向性
□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、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。

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)
　   <第1回～8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9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。

Ⅹ.  留意事項

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，パフォーマンス課題によるルーブリック評価30点，
　　　による合計100点の評価とする。
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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

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．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  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。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

実習担当教員

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．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  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

実習担当教員

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｣｢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
3年次  前期

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】
こども看護学実習

(外来実習)
Child Nursing Practicum

担当教員

実習担当教員

Ⅰ．授　業　概　要

　健康障害が成長・発達段階にあるこどもとその家族に及ぼす影響について学ぶとともに、こど
もの健やかな成長・発達の支援や外来看護の機能と役割、及び、特徴を理解し、こどもの安全・
安楽な環境と看護実践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｣｢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｣｢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に対する小児科外来の特徴と看護師の役割を理解する。
２．こどもの健康状態が子どもと家族に影響を及ぼすことを理解する。
３．健康障害とこどもの成長・発達に応じたコミュニケーションを実施する。
４．健康障害をもつこどもと家族が安全に診療が受けられるための看護援助を実施する。
５．健康障害をもつこどもに関わる多職種の役割と社会資源の活用方法について理解する。
６．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
3年次  前期

2
30時間/
90時間

臨地実習

評価：評価基準に基づいた合計50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
(重症心身障がい児

施設実習)
Child Nursing Practicum

担当教員

実習担当教員

Ⅰ．授　業　概　要

　障がいをもつこどもの療育生活を体験し、ありのままの姿を受け止め、障がいをもって生きる
ことの意味を理解し、ひとりの人として尊重した態度で接し、命の大切さを学ぶ。また、支援者
である家族への配慮や社会的資源の必要性を学び、障がいをもつこどもの特性に合わせた看護援
助を実践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｢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｣｢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．重症心身障害をもつこどもの生活環境を理解する。
２．重症心身障害をもつこどもの成長・発達に応じたコミュニケーションを実施する。
３．重症心身障害をもつこどもの全体像を理解する。
４．重症心身障害をもつこどもの特性に合わせた看護過程の展開に基づいた日常生活援助を
　　実施する。
５．重症心身障害をもつこどもと家族に関わる多職種の役割と社会資源の活用方法を理解する。
６．こどもの尊厳を擁護し、倫理的配慮に基づき尊重した態度を身につける。
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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　統合分野　在宅看護論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

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

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。

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。

在宅医療にまつわる関連職種と医療行為を
説明できる。

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。

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。

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。

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

在宅看護の対象の特徴を述べる。

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(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。

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

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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15

総括・試験
　授業総括
　本試験

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、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。

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

佐野

美紀
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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　統合分野　在宅看護論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

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

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。

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。

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(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。

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

訪問時のマナーを具体的に述べる。

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
　(療養者・家族・看護師)

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(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

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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12

13

14

15

総括・試験
　授業総括
　本試験

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。

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。

細野

亜里
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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

　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。

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
2年次  後期

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

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

細野　亜里

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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。

特殊な技術を伴う在宅看護(4)
　経管栄養

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(5)
　膀胱留置カテーテル

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(6)
　褥瘡管理

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。

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(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(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(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。

細野

亜里

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。

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。

在宅看護におけるターミナル期の
療養者の看護
　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。

特殊な技術を伴う在宅看護(2)
　在宅酸素法(HOT)

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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15

総括・試験
　授業総括
　本試験

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、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。

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

細野

亜里
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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

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【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

Ⅰ．授　業　概　要

　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。
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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で療養中の患者の看護を展開できる。

細野

亜里

在宅看護の事例展開(2)
　ALSの事例②

ALSで療養中の患者の看護を展開できる。

在宅看護の事例展開(3)
　ALSの事例③

ALSで療養中の患者の看護を展開できる。

在宅看護の事例展開(4)
　ALSの事例④

ALSで療養中の患者の看護を展開できる。

在宅看護の事例展開(5)
　ALSの事例⑤

ALSで療養中の患者の看護を展開できる。

在宅看護の事例展開(6)
　ALSの事例⑥

ALSで療養中の患者の看護を展開できる。

在宅看護の事例展開(7)
　ALSの事例⑦

ALSで療養中の患者の看護を展開できる。

在宅看護の事例展開(8)
　ALSの事例⑧

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標

ALSで療養中の患者の看護を展開できる。
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Ⅶ．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。

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。

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。

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

Ⅷ．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。

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：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。

Ⅹ.  留意事項

レベル 大変よい(40点) よい(25点) 努力が必要(5点)
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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　統合分野　災害看護学・国際看護学　看護の統合と実践③　医学書院

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 国際看護学 International Nursing 

担当教員

杉浦　美佐子/林　さえ子
菅原　直子

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。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

国際救援と看護(1)
　国際救援と看護①

難民・国内避難民の現状を説明できる。

菅原
　

直子

国際救援と看護(2)
　国際救援と看護②

国際救援活動の基本理念を理念を述べる。

国際救援と看護(3)
　国際救援と看護③

国際的な災害救援及び復興支援にかかる
ガイドラインを述べる。

国際救援と看護(4)
　国際救援と看護④

国際的な災害救援及び復興支援に関わる看
護を説明できる。

国際救援と看護(5)
　国際救援と看護⑤

紛争に対する国際救援における看護の展開
とその課題を説明できる。

開発協力と看護(1)
　開発協力の概念と健康及び保健医
　療の概念と看護

開発協力の概念と健康及び保健医療の概念
と看護が説明できる。

林

さえ子

開発協力と看護(2)
　開発途上国と看護

開発途上国での看護の特徴が説明できる。

開発協力と看護(3)
　国際協力・開発協力・国際ボラン
　ティアの実際①

国際協力・開発協力・国際ボランティアの
内容を説明できる。

開発協力と看護(4)
　国際協力・開発協力・国際ボラン
　ティアの実際②

国際協力・開発協力・国際ボランティアの
内容を説明できる。

国際看護学の基礎知識とグローバル
ヘルス(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。

杉浦
　

美佐子

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。

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。

国際看護学の基礎知識とグローバル
ヘルス(5)
　グローバルヘルス②

世界の健康問題の現状について説明でき
る。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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15

菅原
　

直子

総括・試験
　授業総括
　本試験
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　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。

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

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。
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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　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

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 医療安全 Medical safety

担当教員

西村　徳代/中村 ふじ枝

Ⅰ．授　業　概　要

　
　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。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
西村
徳代

危険予知トレーニングの意義と目的を説明
できる。

個人・チーム・組織としての医療安
全(5)
　組織・地域における医療安全への
　取り組み

医療機関における医療安全の取り組みを説
明できる。

事例から学ぶ医療安全(1)
　事例検討：シリンジポンプや輸液
　ポンプの確認漏れ

医療安全を脅かすメカニズムについて自己
の考えを述べる。

中村
　

ふじ枝

事例から学ぶ医療安全(2)
　事例検討：気管内挿管チューブの
　自己抜去

医療安全を脅かすメカニズムについて自己
の考えを述べる。

事例から学ぶ医療安全(3)
　事例検討：誤った患者への輸血

医療安全を脅かすメカニズムについて自己
の考えを述べる。

事例から学ぶ医療安全(4)
　事例検討：転落転倒

医療安全を脅かすメカニズムについて自己
の考えを述べる。

事例から学ぶ医療安全(5)
　事例検討： 持続静脈内カテーテル
　自己抜去

医療安全を脅かすメカニズムについて自己
の考えを述べる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

個人・チーム・組織としての医療安
全(4)
　チーム

チームの中の医療安全を説明できる。

医療安全を学ぶ意義とその基本(1)
　医療安全の意義と目的

医療安全の意義と目的を述べる。

西村

徳代

医療安全を学ぶ意義とその基本(2)
　エラーからの学び①

インシデント報告の活用方法を説明でき
る。

医療安全を学ぶ意義とその基本(3)
　エラーからの学び②

ヒヤリハット、インシデント、アクシデン
トの違いを説明できる。

医療安全を学ぶ意義とその基本(4)
　リスク管理

リスクマネジメント意義と目的を説明でき
る。

個人・チーム・組織としての医療安
全(1)
　個人①

医療安全への取り組み方法が説明できる。

個人・チーム・組織としての医療安
全(2)
　個人②

危険予知トレーニングの意義と目的を説明
できる。

個人・チーム・組織としての医療安
全(3)
　個人③

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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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

　担当教員は、臨床での看護師経験を活かし、医療安全を指導します。
　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。

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
2年次  前期

1 30
講義
演習

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　日本看護協会出版会

Ⅴ．参　考　書

Ⅳ．教　科　書

【授業科目】 チーム医療論 Team medical theory

担当教員

菊井　友/田中　敏彦/
中村　新一/奥地　伸城/

池田　利章

Ⅰ．授　業　概　要

    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。
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回数 担当名

1

2

3

4

5

6

7
田中
敏彦

8
奥地
伸城

9
中村
新一

10
池田
利章

11

12

13

14

15

医療チーム演習(1)
　

患者を中心とした医療チームのそれぞれの
役割が説明できる。

菊井

友

医療チーム演習(2) 患者を中心とした医療チームのそれぞれの
機能を活かした内容が説明できる。

医療チーム演習(3) 患者を中心とした医療チームのそれぞれの
役割、機能を活かし、看護師としてどのよ
うにすれば良いか説明できる。

医療チーム演習(4)
　パフォーマンス評価会

患者を中心とした医療チームのそれぞれの
役割、機能、看護師の他職種間の調整能力
とは何か説明できる。

総括・試験
　授業総括
　本試験

チーム医療の中での看護師の役割について
自己の考えを述べる。

作業療法士の役割や機能、看護師の関わり
を説明できる。

専門職の理解(5)
　臨床工学士

臨床工学士の役割や機能、看護師の関わり
を説明できる。

専門職の理解(6)
　言語聴覚士

言語聴覚士の役割や機能、看護師の関わり
を説明できる。

専門職の理解(4)
　理学療法士

理学療法士の役割や機能、看護師の関わり
を説明できる。

専門職の理解(3)
　作業療法士

保健・医療・福祉システムの概要
 とチーム医療の必要性(1)
　保健・医療・福祉システムの概要

保健・医療・福祉システムの概要を説明で
きる。

菊井

友

保健・医療・福祉システムの概要
 とチーム医療の必要性(2)
　連携し協働することの意義と目的

保健・医療・福祉専門職が互いに連携し協
働する必要性を説明できる。

チームアプローチの実際(1)
　医療の質の向上に向けたチーム
　アプローチ

医療の質の向上に向けたチームアプローチ
が説明できる。

チームアプローチの実際(2)
　チームダイナミクスの目的と意義
　

チームダイナミクスの目的と意義を述べ
る。

専門職の理解(1)
　各専門職種の教育体系、役割と
　機能、権限

各専門職種の役割と機能を知り、看護師の
役割、機能、権限を説明できる。

専門職の理解(2)
　各専門職種の医療チーム内での
　位置づけ

各専門職種の医療チーム内での位置づけを
知り、看護師の医療チーム内での位置づけ
を説明できる。

Ⅵ．授　業　計　画

単元名・授業内容 到達目標
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評価
規準

対象が自宅に帰るた
め、必要な援助を保
健・医療・福祉システ
ムから考え、チーム医
療、多職種連携を含め
て、具体的に計画を作
成し看護師の役割につ
いて説明している。

対象が自宅に帰るた
め、必要な援助を多職
種連携から考え、具体
的計画を作成し看護師
の役割について説明し
ている。

対象が自宅に帰るための必
要な計画を作成し、チーム
内での看護師の役割を説明
している。

評価
の視点

□保健・医療・福祉システム
□多職種連携
□看護師の役割
□チームダイナミクス
□指導計画

Ⅷ．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。

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。

Ⅹ.  留意事項

Ⅶ．評　価　方　法

評価：筆記試験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。

パフォーマンス課題：あなたは5年目の看護師です。自宅に帰ることを目標にしている患者
　　　　　　　　　　を前提に、医療チームを結成し、患者の生活の質を高められるような
　　　　　　　　　　調整を看護師として行ないましょう。

レベル 大変よい(30点) よい(15点) 努力が必要(5点)
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