
情報科学 講師：福崎 賢治

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

平常点30％、授業中の提出課題70％により総合的に評価する。

FOM出版　情報リテラシー　Windows10 Office 2019 対応

USBメモリーを準備すること

予習を行うこと

予習を行うこと

予習を行うこと15 講義・演習情報セキュリティを理解できる

予習を行うこと

講義・演習

講義・演習

予習を必ず実施すること。

予習を行うこと

表計算ソフトの関数を使える３

情報倫理を理解できる

表計算ソフトの関数を使える２

表計算ソフトの関数を使える１

14

講義・演習

講義・演習

予習を行うこと

予習を行うこと

講義・演習

講義・演習

予習を行うこと

予習を行うこと

講義・演習

講義・演習

案内文を作成できる１

案内文を作成できる２

表を作成できる１

表を作成できる２

予習を行うこと

予習を行うこと

予習を行うこと

予習を行うこと講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

12

13

グラフを作成できる１

グラフを作成できる２

データベースを使える１

データベースを使える２

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

コンピュータリテラシー、情報倫理、情報セキュリティに関する知識を習得し、情報処理の基本的能力を養う。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

レポートを作成できる１

レポートを作成できる2

予習を行うこと

講義・演習

講義・演習

予習を行うこと



法学 講師：池田 哲之

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

現代立憲主義と憲法の関係性を理解する。

法の一般原則を学ぶ。

「受講上の注意」参照

講義

講義

「受講上の注意」参照

単位数：1単位 時間数：30時間

人々の生活を守る法、とりわけ憲法についての理解を深め、法的なものの見方と
論理的思考の基礎的能力を養う。
１．立憲主義への理解をふまえ、日本国憲法に関する基本知識を身につけている。
２．現代憲法の意義・役割を、日々の生活との関連において説明できる。
３．社会における諸課題解決の方策を、憲法および実定法を軸に構想・提示することができる。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

12

13

行政府の権能を学ぶ。

裁判制度について知る。

中間まとめ（発表）

人権の享有主体について学びとる。 「受講上の注意」参照

「受講上の注意」参照

講義

講義

わが国の刑罰種を知る。

人権の諸相を把握する。

日本国憲法の構造を理解する。

立法府の権能を学ぶ。

講義

講義

講義

「受講上の注意」参照

「受講上の注意」参照

「受講上の注意」参照

「受講上の注意」参照講義

「受講上の注意」参照

「受講上の注意」参照

講義

講義

グループワーク 課題によるレポート作成または発表

「受講上の注意」参照

経済的自由権とその規制法理について学ぶ。

社会権の意義および現代的課題を知る。

精神的自由権の意義を理解する。

私人間における憲法効問題について理解する。

講義

講義

講義

科目目標への到達度合いを、筆記試験（80％）、レポート・発表（10％）、授業への参加態度（10％）の配分で評価する。

教員の講義レジュメ
図録　日本国憲法　弘文堂　2021年12月　ISBN 978-4-335-35896-8

上記内容は、受講生の理解度その他の状況によって、変更となる場合があります。

「受講上の注意」参照

「受講上の注意」参照

15 筆記試験終講試験およびまとめ

テキストにおける講義該当箇所を事前に読んでおくこと。新聞・インターネットな
どを活用し、時事問題を法的観点から考察する習慣をつけること。

14



家族論 講師：山田 晋

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

①毎回の受講感と新聞記事のコメント　40％
②期末レポート　　　　　　　　　　　60％

＜参考書＞
西野理子編「よくわかる家族社会学」　ミネルバ書房
神原文子編「よくわかる現代家族」ミネルバ書房

毎週、時事問題をはじめ家族論に関する記事を配布。受講生は２つの記事を選びコメント。

毎週のレポート提出厳守。

愛と絆について考える。
講義・グループ

ワーク
視覚教材の視聴

患者・家族と在宅ケアー家族は「第2の患者」ー

家族の現状と未来ー看護職とワークライフバランスー

講義・グループ
ワーク

視覚教材の視聴

講義・グループ
ワーク

視覚教材の視聴

講義・グループ
ワーク

視覚教材の視聴

患者家族の危機と支援。

看護職のリスクと幸せ、仕事と生活の調和につ
いて。

講義・グループ
ワーク

視覚教材の視聴

講義・グループ
ワーク

視覚教材の視聴

家族のリスクを考える。

恋愛・結婚について考える。

ジェンダーの視点から考察。

7

8

単位数：1単位 時間数：15時間

在宅看護の担い手になる看護師にとって、人間生活の基盤としての家族及び家族の人びとの関係に関する認識は前提となる。家族
社会学と福祉、ジェンダーの視点から、現代家族が直面する諸問題を考察し、理解を深め解決への道を一緒に考え探っていきます。
毎回、映像を通して学ぶ時間を作ります。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

在宅看護の基礎知識を学ぶ。

講義・グループ
ワーク

視覚教材の視聴

講義・グループ
ワーク

視覚教材の視聴

家族の定義・機能を問う。

6

家族論を学ぶー開講にあたってー

家族とは何か？家族のカタチ、家族の機能とは？

1

2

5

3

4

家族の危機・家族問題ー夫婦・親子・介護をめぐってー

配偶者選択と性・家族の多様化

家族の形成と夫婦関係論ー夫婦の役割・葛藤・離婚ー

家庭とジェンダーー夫婦愛・出産・家事・子育て支援ー



外国語 講師：飯田 敏博

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

試験（80％）、授業への参加態度（20％）

テキスト：English for Medicine ーRevised Editionー(医療・看護のためのやさしい総合英語　改訂版)　金星堂

資料プリントは適宜配布する。

医療英語を予習・復習すること。

医療英語を予習・復習すること。

15 筆記試験まとめ・終講試験

授業の予習を必ず行うこと。テキストと、英和・和英辞典、あるいは電子辞書（英和・和英機能のあるもの。英英辞典の機能が付くとさらに良い）を必ず持参する
こと。予習・復習の際に英語の音読を行うこと。

14

医療英語を予習・復習すること。

内視鏡検査や胸やけなどについて理解を深め、関連表現を身につける。

中年期以降の女性の身体的変化やホルモン治療についての理解を深め、関連する英語表現を身につける。

新型コロナ関連の英語表現やワクチンについての理解を深める。

アレルギー反応を抑える物質などについて理解する。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

医療英語を予習・復習すること。

医療英語を予習・復習すること。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク 医療英語を予習・復習すること。

医療英語を予習・復習すること。

医療英語を予習・復習すること。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

片頭痛や、気圧の変化などで生じる頭痛についての英語を理解できる。

薬について理解を深め、内科受診時の英語でのやりとりができる。

大腸がんに進行する可能性がある悪性のポリープについての理解を深める。

SARSについての理解を深め、気管支鏡を用いての検査に関わる表現を身につける。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

医療英語を予習・復習すること。

医療英語を予習・復習すること。

医療英語を予習・復習すること。

医療英語を予習・復習すること。講義・グループワーク

12

13

復習テストで学習の理解度を測る。また粘膜の潰瘍について学ぶ。

糖尿病のリスクについて英語での理解を深める。

動脈疾患について理解を深め、定期検査関連の表現を身につける。

アメリカにおける健康保険とホームドクターのやりとりを理解する。

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

医療で使われる英語に親しむとともに、英語の4技能（聞き、話し、読み、書く）の基礎的な力を身に付けることができる。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

ポリオについて理解を深め、受診時の英語でのやりとりができる。

薬の処方箋について理解を深め、診察時の英語でのやりとりができる。

医療英語を予習・復習すること。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

医療英語を予習・復習すること。



教育原理 講師：杉原 薫

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

ワークシートの提出

講義・グループワーク

グループワーク

ワークシートの提出

6

これまでの自分を振り返り、「教育」とは何かについて考える。

なぜ、「教育」が必要なのかについて考える。

1

2

5

3

4

「教育」の目的について理解する。

学校で行われている「教育」の意義について考える。

諸外国における学校「教育」の状況について理解する。

学校外で行われている「教育」の意義について考える。－家庭教育ー

時間数：30時間

・「教育とはなにか」について考え、自分なりの答えを他者に伝えることができる。
・看護師や養護教諭として果たすべき教育的役割についての基礎知識を実践に応用するための視点を持つことができる。
・専門職業人として生涯学習に積極的に取り組もうとする意欲を持つことができる。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

10

7

8

9

単位数：1単位

講義・グループワーク

ワークシートの提出

講義・グループワーク

DVD・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・DVD

ワークシートの提出

ワークシートの提出

講義・グループワーク

DVD・グループワーク

ワークシートの提出

ワークシートの提出

ワークシートの提出

講義・グループワーク12

13

ワークシートの提出講義・グループワーク

ワークシートの提出

現代社会における「子ども」を取り巻く問題について理解する。－不登校ー

現代社会における「子ども」を取り巻く問題について理解する。－いじめと貧困ー

ワークシートの提出

ワークシートの提出

学校外で行われている「教育」の意義について考える。－生涯教育ー

「考える」ことの本質について考える。

「評価」の方法と意義について理解する。

「子ども」とはどのような存在なのかについて考える。

「子ども」への望ましい支援のあり方を考える。11

・毎回の授業への参加度・ワークシートへの記入状況（50％）
・終講試験（50％）

テキストは使用しない。

・受講者の興味関心により授業内容を変更する場合がある。
・毎回の授業においてワークシートを配布するので紛失しないよう保管すること。

ワークシートの提出

13回分のワークシートを持参すること。
ワークシートの提出

14回分のワークシートを持参すること。15 筆記試験終講試験とまとめ

・グループワークに積極的に取り組むこと。
・他者の言葉に耳を傾けること。
・自分の考えを他者に伝える努力をすること。

14

講義・グループワーク

グループワークこれまでの学びを振り返り、「教育」とは何かについて考える。



教育方法と評価 講師：假屋園 昭彦

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

21 学習の自律性と学習の自己原因性・学習の帰属理論について理解できる。 講義・グループワーク 主体的に参加し、復習を行うこと。

19 動機づけについて理解できる。（意欲を高めるための環境つくり） 講義・グループワーク 主体的に参加し、復習を行うこと。

20 動機づけについて理解できる。（達成動機に影響を与える諸要因）

動機づけについて理解できる。（動因・誘因・行動・認知的葛藤） 講義・グループワーク 主体的に参加し、復習を行うこと。

18 動機づけについて理解できる。（欲求の階層・外発的動機づけ・内発的動機づけ） 講義・グループワーク 主体的に参加し、復習を行うこと。

講義・グループワーク 主体的に参加し、復習を行うこと。

14

15

16
新しい評価方法について理解できる。（ポートフォリオ評価・パフォーマンス評価・ルーブリック評価）評価基準と
評価規準

講義・グループワーク

17

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

10

主体的に参加し、復習を行うこと。

講義・グループワーク評価の種類について理解できる。（総括的評価・相対的評価・絶対評価・個人内評価） 主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

知識と理解について理解できる。（知識の獲得、精緻化、体制化、ワーキングメモリ）

メタ認知と評価の役割について理解できる。

評価の種類について理解できる。（診断的評価・形成的評価）

文章の理解過程が理解できる。（ミクロテキストベース、マクロテキストベース、状況モデル）

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。

主体的に参加し、復習を行うこと。講義・グループワーク

講義・グループワーク

5

11

6

7

1

2

学習形態が理解できる。（習熟度別授業とチームティーテイング）

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

一斉指導の授業展開、指導と評価の一体化と評価規準が理解できる。

授業の組み立てが理解できる（導入・展開・終末）発問計画や板書計画が理解できる。

授業の組み立てが理解できる。（具体例から学ぶ）

学習者中心型授業が理解できる。（バス学習・ジグゾー学習互恵的学習）

発見学習・仮説実験授業が理解できる。（適正処遇交互作用・交流および共同学習）

知識と記憶について理解できる。（短期記憶と長期記憶）

知識と表象について理解できる。（スクリプト・スキーマ・ネットワーク表象）

単位数：2単位 時間数：45時間

教育方法・評価の基礎的な理論を学び、看護場面に求められる教育力を養う。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

教育方法と評価の関係性が理解できる。

3

4

13

8

9

授業形態の種類が理解できる。

主体的に参加し、復習を行うこと。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

主体的に参加し、復習を行うこと。

12



■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

22
総まとめ
教育方法と知識の構造、教育評価が理解できる。

講義・グループワーク 主体的に参加し、復習を行うこと。

23
総まとめ
教師主導型授業と学習者中心型授業が理解できる。

筆記試験

　主体的に参加すること。

出席状況・受講態度・課題評価と発表・終講試験から総合的に評価する。

『教育の方法と技術』ミネルヴァ書房,吉田武男監修　2019.
『新しい教育評価入門』有斐閣,西岡加名恵 その他,　2015

必要時資料を配布する。



教育心理 講師：假屋園 昭彦

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

主体的に臨むこと。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

主体的に臨むこと。

6

乳幼児期の人格・情緒発達課題について理解できる。

言葉の発達について理解できる。

1

2

5

3

4

科学的概念と数理解の発達について理解できる。

社会的認識の発達

思春期と青年期の人格、情緒発達、発達課題が理解できる。

学級運営が理解できる。

時間数：30時間

教育場面での学習・発達・適応といった諸現象を心理学の立場から理解し、効果的な学習活動に結び付ける基礎的知識を習得する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

7

8

単位数：1単位

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

主体的に臨むこと。講義・グループワーク

筆記試験

主体的に臨むこと。

主体的に臨むこと。

主体的に臨むこと。

主体的に臨むこと。講義・グループワーク

特別支援教育が理解できる。

総まとめと試験

出席状況・受講態度・課題評価と発表・終講試験を総合的に評価する。

毎回資料プリントを配布する。

グループワークや課題学習に対して主体的に臨む。



疾病論Ⅳ 講師：吉家 清貴

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

内分泌系について理解する。

脳下垂体疾患について理解する。

内分泌について復習する。

講義

講義

脳下垂体腫瘍について講義する。

単位数：1単位 時間数：30時間

「内分泌・代謝」「血液・造血器」「アレルギー・膠原病・感染症」に関する代表的疾患について、その病態生理、診断、検査、治療の基
礎的知識を習得する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

12

13

赤血球の疾患「貧血」について理解する。

白血球の疾患「白血病、悪性リンパ腫」について理解する。

血小板、凝固異常の疾患について理解する。

血液疾患のまとめと国家試験過去問題を紹介する。 血液疾患に関する国家試験過去問を解説する。

アレルギーの種類と疾患について講義する。

講義

講義

甲状腺疾患、副腎皮質疾患について理解する。

副腎皮質・副腎髄質・腎臓ホルモンと血圧異常、副甲状腺とカルシウム異常について理解する。

代謝と代謝性疾患「糖尿病」「脂質異常」「痛風」について理解する。

内分泌疾患・代謝疾患のまとめと国家試験過去問題を紹介する。

講義

講義

講義

よく見られる甲状腺、副腎疾患について講義す
る。

高血圧をおこす内分泌疾患について講義する。

糖尿病、メタボリックシンドロームについて講義す
る。

内分泌疾患に関する国家試験過去問の解説を
する

講義

貧血の原因・症状について講義する。

白血病の治療について講義する。

講義

講義

講義 出血傾向、抗凝固薬について講義する。

自己を障害する免疫異常について講義する。

免疫疾患のまとめと国家試験過去問題を紹介する。

感染症をおこす微生物について理解する。

自己免疫疾患、膠原病について理解する。

アレルギー疾患について理解する。

講義

講義

講義

本科目は、医師として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験　90点　　講義に対する取り組み　10点

テキスト：医学書院　系統看護学講座　専門分野Ⅱ　「⑥内分泌・代謝」、「④血液・造血器」、「⑪アレルギー・膠原病・感染症」
講義内容のまとめプリントを配布する。

ホワイトボードに板書します。板書内容はホームページにアップしますが、講義中にスマートフォン等による撮影を許可します。

免疫疾患に関する国家試験過去問を解説する。

感染症について復習する。

15 筆記試験終講試験・まとめ

前もって講義プリントを配布するので、講義する範囲を一読してください。
自宅で復習することが大切です。わからないことがあれば講義後に質問してください。

14



疾病論Ⅴ 講師：大山 光子、堀川 憲子、貴島 佳子、吉家 清貴、𠮷崎 愛

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

耳鼻咽喉―１
鼻・口腔・咽喉頭疾患について理解できる。

耳鼻咽喉―２
耳鼻科領域の腫瘍論と嚥下障害について理解できる。

基本的な解剖と生理機能も含んだ内容の理解も
含む。
担当：吉家

講義

講義

嚥下・咀嚼・音声等についての理解する。
担当：吉家

単位数：1単位 時間数：30時間

系統別、代表的疾患について、その病態生理、診断、検査、治療の基礎的知識を習得する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

12

13

歯科口腔―1
歯・口腔・顎・顔面の構造機能を理解する。

歯科口腔―２
歯・口腔・顎・顔面の疾病を理解する。

歯科口腔―３
口腔ケアの意義、清掃方法を理解する。

皮膚―１
皮膚科総論（症状、所見、検査、治療、創傷、褥瘡）を理解する。

予習・復習を行うこと。
担当：宮内

予習・復習を行うこと。
担当：宮内

講義

講義

耳鼻咽喉―３
耳科疾患：機能と難聴を中心に理解できる。

眼―１
眼の解剖・検査を学ぶ。

眼－２
眼の疾患・治療①を学ぶ。

眼―３
眼の疾患・治療②を学ぶ。

講義

講義

講義

めまい、難聴等代表的疾患を理解する。
担当：吉家

テキスト・パワーポイント・配布資料使用
担当：大山

テキスト・パワーポイント・配布資料使用
担当：大山

テキスト・パワーポイント・配布資料使用
担当：大山

講義

歯・口腔・顎・顔面の構造機能を予習する。
担当：堀川

歯・口腔・顎・顔面の疾病を予習する。
担当：堀川

講義

講義

講義
口腔ケアの意義、清掃方法を予習する。
担当：堀川

予習・復習を行うこと。
担当：宮内

生殖器系―１
生殖器系の解剖と生理を理解する。

生殖器系―２
生理の異常と感染症について理解する。

皮膚―３
皮膚科各論（感染、膠原病など）を理解する。

皮膚―２
皮膚各論（湿疹、痒疹など）を理解する。

講義

講義

講義

本科目は、医師として実務経験のある教員による授業である。

１５回講義終了後に終講試験を実施し、総合的に評価する。
　（耳鼻咽喉）終講試験   （眼科）出席状況、終講試験
　（歯科・口腔）「平常点10％、筆記試験90％」で評価し、他学科の結果と合算し、合格評価は担任に依頼する。
　（皮膚）終講試験　（生殖器）終講試験

系統看護学講座「耳鼻咽喉」「眼」「歯科口腔」「皮膚」「女性生殖器」医学書院

適宜資料を配布する。
（眼科）一日目に全回分の資料を配布。 （歯科・口腔）資料プリントは適宜配布する。

予習・復習を行うこと。
担当：貴島

予習・復習を行うこと。
担当：貴島

予習・復習を行うこと。
担当：貴島15 講義

生殖器系―３
良性腫瘍と悪性腫瘍について理解する。

（耳鼻咽喉）　興味をもってきいていただきたい。理解していただけるように講義をする予定。
（眼科）　　　疾患の写真をできるだけ出しますので、見るようにしてください。一日目に配布した資料は毎回持参すること。
（歯科・口腔）参考テキストの項目を予習し授業中に理解する。傾聴する態度を身につける。
（生殖器）　　集中講義で行う。

14



リハビリテーション論 講師：鶴田 匡範・原田 智晃、鮫島 康太 、小牧 祥太郎

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士として実務経験のある教員による授業である。

課題評価　　10点      平常点　　　10点
筆記試験　　80点

テキスト：リハビリテーション看護論　ヌーヴェルヒロカワ
参考書　：基礎看護学Ⅱ　医学書院
　　　　　必要な資料については講義時に配布する。

演習では、臨床で実際に行われているリハビリテーションについて体験を行う。
臨床のでの応用を考え、神経・筋肉等の解剖も復習しておく。

リハビリの専門職種について学ぶ科目です。講義だけでなく実技を含めた演習もあるので、積極的に参加すること。
臨床で関わる機会の多い職種です。協働という視点でも学びを深めること。

ジャージで参加すること。
担当：小牧

講義・演習

筆記試験

講義・演習

講義

車椅子の種類と操作について理解できる。

理学療法とは何かについて理解できる。

理学療法の実際について理解できる。（ROM、ADL指導など）

言語聴覚療法について理解できる。

講義・演習

基礎看護学の移動・移送について復習してくるこ
と。＊ジャージで参加すること。
担当：OT学科教員

理学療法について調べてくること。
担当：PT学科教員

ジャージで参加すること。
担当：PT学科教員

言語聴覚療法について調べてくること。
担当：小牧

講義

言語聴覚療法の対象となる障害の検査、訓練について理解できる。

終講試験・まとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

自立した生活を目的としたリハビリテーションの意義と方法について、その実際を学び、看護活動に応用する基礎的能力を養うととも
に、協働について考える機会とする。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

作業療法とは何かについて理解できる。また、作業療法の観察評価体験において観察法が理解できる。

レクリエーションについての計画立案が理解できる。。

作業療法について調べてくること。
担当：OT学科教員

講義・演習

講義・演習

レクリエーションについて調べてくること。
担当：OT学科教員



チーム医療論 講師：重光 まり代

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

それぞれの専門職者から活動の実際について講義を受け、看護職者としてどう協働するのかについて考察する
ことができる

チーム医療を支える専門職の構成、チームの中の看護師の役割
と機能について考える

患者を中心とした良質で安全な医療を提供するために能動的な
専門職者（管理栄養士、薬剤師、保健師、介護福祉士、診療放射
線技師）の実践を主体的に学ぶ

患者を中心とした良質で安全な医療を提供するために能動的な
専門職者（管理栄養士、薬剤師、保健師、介護福祉士、診療放射
線技師）の実践を主体的に学ぶ

患者を中心とした良質で安全な医療を提供するために能動的な
専門職者（管理栄養士、薬剤師、保健師、介護福祉士、診療放射
線技師）の実践を主体的に学ぶ

講義

講義・グループワーク

講義

講義

患者を中心とした良質で安全な医療を提供するために能動的な
専門職者（管理栄養士、薬剤師、保健師、介護福祉士、診療放射
線技師）の実践を主体的に学ぶ

患者を中心とした良質で安全な医療を提供するために能動的な
専門職者（管理栄養士、薬剤師、保健師、介護福祉士、診療放射
線技師）の実践を主体的に学ぶ

講義

講義

12

13

11

事例を通して、看護師の専門性、役割と機能について具体的に考えるとともに、多職種協働のあり方を考えるこ
とができる

事例を通して、各専門職の関りを理解し、多職種連携のあり方を考えることができる

事例の急性期の医療専門職の役割・機能の追加・修正を行うことができる。また、急性期の看護をまとめ、看護
師から多職種への働きかけについても考えることができる。
多職種連携GWに向けて、他者へのプレゼンテーションの準備ができる

本科目は、看護師、保健師、薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、介護福祉士として実務経験のある教員による授業である。

主体的に講義・グループワークに臨むこと。
患者を中心とした良質で安全な医療を提供するために多職種による連携の実際を学び、今後の看護活動に生かすこと。課題の提出期限は厳守すること。

①事前課題「統合実習中に体験した多職種連携」10点
②医療・福祉の専門職者の講義終了後の課題レポート「専門職者の活動の実際、多職種協働の実際、看護専門職者としての私の課題」25点（5点×5）
③PT・OT・ST・Nsの学習者間のグループ評価40点    ④14・15回目のグループ評価25点

『看護管理』医学書院    学研メディカル秀潤社　月刊誌　ナーシングキャンバス　多職種連携の特集

保健医療福祉関係職種一覧も参考にすること。これまでの講義や各領域の実習で学習した多職種連携に関する学びも参考にすること

医療の専門職の役割・機能を理解し、看護師の役割を考えることができる

医療の専門職の役割・機能を理解し、看護師の役割を考えることができる

事例を通して、看護師の専門性、役割と機能について具体的に考えるとともに、多職種協働のあり方を考えるこ
とができる

3

4

5

6

チーム医療とは何か。チーム医療を支える専門職の構成者を列記し、それぞれの職種の役割・機能を調べ、そ
れらの職種と看護職とどう関わるかを考察することができる

それぞれの専門職者から活動の実際について講義を受け、看護職者としてどう協働するのかについて考察する
ことができる

それぞれの専門職者から活動の実際について講義を受け、看護職者としてどう協働するのかについて考察する
ことができる

それぞれの専門職者から活動の実際について講義を受け、看護職者としてどう協働するのかについて考察する
ことができる

9

10

7

8

それぞれの専門職者から活動の実際について講義を受け、看護職者としてどう協働するのかについて考察する
ことができる

単位数：1単位

1

2
チーム医療とは何か。チーム医療を支える専門職の構成者を列記し、それぞれの職種の役割・機能を調べ、そ
れらの職種と看護職とどう関わるのかを考察することができる

時間数：30時間

看護職をはじめ、理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・介護福祉士・診療放射線技師など保健・医療・福祉チームを構成する
職種の学習者同士で、それぞれの理解を深め、協働する基礎的能力を養う。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

課題「既習した講義・実習を通して学んだ職種理解」を指定期日
に提出する。テキストのＰ41～50、Ｐ217～220に目を通して来る。
これまでの実習を通しての多職種の連携・協働を想起しながら受
講する

講義・グループワーク

講義

チーム医療を支える専門職の構成、チームの中の看護師の役割
と機能について考える

科目の意義、具体的な進め方、評価方法を理解できる
看護職における責任と役割を理解できる。看護職者間の連携が理解できる。多職種連携の歴史とその背景が
理解できる。多職種連携・協働が理解出来る

講義・グループワーク
これまでの学習成果をもとに、「脳梗塞の事例の急性期における
看護師の役割と多職種協働」について、グループで考える

これまでの学習成果をもとに、「脳梗塞の事例の急性期における
看護師の役割と多職種協働」について、グループで考える

前回のGWを振り返り、追加・修正を行い、看護師から多職種への
働きかけについて考える。また、多職種連携GWを成功させるため
に必要な要素について話し合うことができる。良い関係づくりを進
めるための心構えとマナーを考えることができる

学習の進め方の説明を受けた後、GWを進める。既習の学びをも
とに、GWに参加する。　PT・OT・ST・Nsの学習者同士でGWを進
め、看護学生がコーディネート的役割を果せるように働きかける。
媒体作成・プレゼンテーション準備を行う。発表を通して学びの共
有を行う。「脳梗塞患者の回復期～在宅期にむけて」

講義・グループワーク

グループワーク

多職種連携グループワーク

学習の進め方の説明を受けた後、GWを進める。既習の学びをも
とに、GWに参加する。PT・ST・Nsの学習者同士でGWを進め、看
護学生がコーディネート的役割を果せるように働きかける。媒体
作成・プレゼンテーション準備を行う。発表を通して学びの共有を
行う。「脳梗塞患者の回復期～在宅期にむけて」

14

15 グループワーク事例を通して、各専門職の関りを理解し、多職種連携のあり方を考えることができる
多職種連携の学びを想起しながらGWに臨む。効果的な媒体の選
択・プレゼンテーションを行う。「小児の虐待」「認知症」

多職種連携の学びを想起しながらGWに臨む。効果的な媒体の選
択・プレゼンテーションを行う。「小児の虐待」「認知症」

多職種連携グループワーク

グループワーク



治療論 講師：山下 佐英、太田原 美郎、垂水 千春

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、医師、診療放射線技師、看護師として実務経験のある教員による授業である。

出席状況・受講態度・終講試験などにより総合的に評価する

テキスト：新体系 看護学全書　別巻「治療法概説」メヂカルフレンド社      基礎看護学④「臨床看護総論」医学書院、
根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術        成人看護学⑧「腎・泌尿器」 医学書院

テキスト 基礎看護学④「臨床看護総論」の医療機器の原理と実
際と、根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術の心電計、心
電図モニタ－を読んでくる。
担当：垂水

テキスト 基礎看護学④「臨床看護総論」の医療機器の原理と実
際と、根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術の人工呼吸
療法、吸引、酸素吸入療法、輸液ポンプ、シリンジポンプ、除細動
器を読んでくる。
担当：垂水

15 筆記試験終講試験、解説

私語はしないこと、講義の予習をしてくること、忘れ物の無いようにし、主体的に講義に臨むこと

14

テキスト 基礎看護学④「臨床看護総論」の医療機器の原理と実
際を読んでくる。
担当：垂水

ME機器使用時の看護・測定用ME機器が理解できる。

ME機器使用時の看護・治療用ME機器が理解できる。

ME機器の原理と実際（ME機器の電気的安全）が理解できる

透析療法の原理が理解できる

講義・演習

講義・演習

講義

テキスト「治療法概説」の放射線療法を読んでくる。
担当：太田原

画像診断について調べてくる。
担当：垂水

講義

講義

講義
放射線治療について復習しておく。
担当：垂水

テキスト　成人看護学⑧「腎・泌尿器」　医学書院の透析療法、透
析療法を受ける患者の看護を読んでくる。
担当：垂水

テキスト　成人看護学⑧「腎・泌尿器」　医学書院の透析療法、透
析療法を受ける患者の看護を読んでくる。
担当：垂水

講義

講義

手術療法・呼吸器外科学が理解できる

手術療法・循環器外科学が理解できる。

手術療法・消化器外科学が理解できる。

放射線療法・放射線障害と放射線防護が理解できる。

講義

講義

講義

呼吸器外科学領域における外科的治療法について調べてくる。
担当：山下

循環器外科学領域における外科的治療法について調べてくる。
担当：山下

消化器外科学領域における外科的治療法について調べてくる。
担当：山下

テキスト「治療法概説」の放射線療法を読んでくる。
担当：太田原講義

12

13

放射線治療が理解できる。

画像診断と看護が理解できる

放射線治療と看護が理解できる

透析療法・腎不全の治療、透析導入が理解できる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

様々な疾病の回復をはかる代表的な治療について理解を深め、看護実践のエビデンスに活用する基礎的能力を養う。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

手術療法・麻酔法が理解できる。

手術療法・頭頸部外科学が理解できる。

テキスト「治療法概説」の手術療法・麻酔の知識を読んでくる。
担当：山下

講義

講義

頭頸部外科学領域における外科的治療法について調べてくる。
担当：山下



公衆衛生学 講師：安藤 哲夫

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

試験（80％）、授業中の態度（15％）および出席皆勤（5％）

シンプル衛生公衆衛生学（南江堂）・国家試験過去問精選プリント

終講試験は配布する国家試験過去問精選プリントからの出題である。

科目目標としての公衆衛生学は、教科書をよく読むことから習得すること。
公衆衛生学の時間数が15時間と限られていることから、看護師国家試験に対応できる能力の習得に大部分の時間を割り当てるので、講義内容を授業時間内
に習得してしまうくらいの意思を持って講義に臨むことが大切である。

国家試験の過去問を参考に、知るべき事、看護
に応用できる事柄を考える。

過去問の選択式問題である。

講義

筆記試験

講義

講義

医の倫理・終末医療における公衆衛生学的課題を知る。

国際保健の問題点及び保健統計・人口統計の経年変動を知る。

国民生活基礎調査における諸問題点を知る。

母子保健・成人/老人保健及び生活習慣病・精神保健における諸問題点を知る。

講義

国家試験の過去問を参考に、知るべき事、看護
に応用できる事柄を考える。

国家試験の過去問を参考に、知るべき事、看護
に応用できる事柄を考える。

国家試験の過去問を参考に、知るべき事、看護
に応用できる事柄を考える。

国家試験の過去問を参考に、知るべき事、看護
に応用できる事柄を考える。

講義

疫学・産業保健・環境保健・感染症についての問題点を知る。

終講試験とまとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

看護師として医療に係る上で大切な意識として、基本的人権としての「健康」を知ることである。WHO（世界保健機構）が提唱する健康
である単に病弱でない・病気でないという小さな健康を見守るのではなく、患者とその家族へのQOL（生活の質）の確保・提供に対する
心構えを考え・知ろうとするものである。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

公衆衛生の概念
地域・災害時の保健活動を知る。

ライフステージにおける健康への公衆衛生学的課題を知る。

国家試験の過去問を参考に、知るべき事、看護
に応用できる事柄を考える。

講義

講義

国家試験の過去問を参考に、知るべき事、看護
に応用できる事柄を考える。



健康教育論 講師：鹿島 三千代

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

課題（40点）、試験（60点）により総合的に評価する

『基礎看護技術Ⅰ』　医学書院
『医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎』　医歯薬出版

資料プリントは適宜配布する

個人ワークが多いので、主体的かつ積極的に取り組むこと
学習した知識と技術は自分自身のものになるよう、講義後に復習すること

事前課題をして臨む講義・個人ワーク

課題　

講義・個人ワーク

講義・個人ワーク

健康教育で活用する理論が理解できる―健康信念モデル―

健康教育で活用する理論が理解できる―行動変容のステージモデル―

健康教育で活用する理論が理解できる―自己効力理論―

健康教育で活用する理論が理解できるー動機づけ理論ー

講義・個人ワーク

「健康行動理論の基礎」の第1章健康信念モデル
を読み、予習して臨む

「健康行動理論の基礎」の第3章変化のステージ
モデルを読み、予習して臨む

「健康行動理論の基礎」の第2章自己効力感を読
み、予習して臨む

講義・個人ワーク

事例から健康教育のアセス炎とと方法を考える

終講試験およびまとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

人間にとって健康の意味を理解し、人々の健康を維持・増進する健康教育の基礎的知識を習得する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

現代社会の現状を把握し、これからの社会に求められる健康教育を理解できる

看護におけるヘルスプロモーションについて理解できる

事前課題を持って臨む

講義・個人ワーク

講義・個人ワーク

NANDA-Ⅰ：領域1ヘルスプロモーションについて
復習して臨む



社会保障論 講師：勝 智樹

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、社会福祉主事として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験　100点

テキスト：社会福祉と社会保障　メディカ出版
参考文献は講義時に提示する。

事前学習をもとに講義を行うので、事前の準備をしっかりと行うこと。
社会福祉や制度など、看護にとって重要な部分であるので、主体的に学ぶこと。
居眠りや私語等は十分に注意すること。

虐待、DV防止の法律について予習してくること。講義

筆記試験

講義

講義

医療保険制度について理解できる。

生活保護について理解できる。

障害児・者と福祉について理解できる。①

障害児・者と福祉について理解できる。②

講義

医療保険制度と医療提供体制について予習して
くること。

公的扶助制度について予習してくること。

障害者総合支援法について予習してくること。

自立支援及び障碍者雇用、支援について予習し
てくること。

講義

虐待防止、DV防止について理解できる。

終講試験・まとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

社会保障と社会福祉の理念を理解し、社会の中で生活する人々の生活問題に対する法律や施策の基礎的知識を習得する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

社会保障の定義・理念・予算について理解できる。

年金制度について理解できる。

現代社会と社会福祉・社会保障について予習し
てくること。

講義

講義

年金制度の意義と仕組みについて予習してくる
こと。



心理臨床 講師：田沼 利枝

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、公認心理師及び臨床心理士として実務経験のある教員による授業である

授業への参加態度（10%）、授業後のミニレポート（40％）、試験（50％）により総合的に評価

臨床心理学「生きる意味」の確立と心理支援　八千代出版
参考書は適宜授業の中で紹介

資料プリントは適宜配布する

学習の振り返りのために毎回ミニレポートを提出のこと。
主体的に講義に臨み、テキスト全体を必読して理解を深めてほしい。

テキストの第10章3節を読んでおくこと。講義終
了後ミニレポートの提出

講義・DVD

筆記試験

講義・個人ワーク

講義・グループワーク・DVD

情緒障害の背景と症状の意味について理解できる

心身症の背景と症状の意味について理解できる

PTSDについての基礎的な知識について理解できる。

PTSDのための心理支援について理解できる。

講義

テキストの第5章2節を読んでおくこと。講義終了
後ミニレポートを提出

テキストの第6章1節を読んでおくこと。講義終了
後ミニレポートを提出

テキストの第8章を読んでおくこと。講義終了後ミ
ニレポートの提出

テキストの第9章を読んでおくこと。講義終了後ミ
ニレポートを提出

講義・DVD

生きる意味の確立と自己実現的に生きることについて理解できる。

終講試験とまとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

病み、悩み、支えを必要としている人の理解を深め、よい人間関係を築くための基礎的知識を習得するとともに、自己理解や自己の
対人関係における傾向について理解を深める。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

心理支援と人間観、発達観について理解できる。

心理支援と臨床観について理解できる。

テキストの「はじめに」と、第1章1節を読んでおく
こと、講義終了後ミニレポートを提出

講義・個人ワーク・DVD

講義・個人ワーク

テキストの第1章、3節を読んでおくこと。講義終
了後ミニレポートを提出



関係法規 講師：冨安 恵子

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、保健師として実務経験のある教員による授業である。

終講試験（50％）、小テスト（30％）、受講態度（20％）

『健康支援と社会保障制度【4】看護関係法令』　医学書院
『看護学生スタディガイド』　照林社　　『国民衛生の動向』厚生労働統計協会

参考文献、資料は適宜、紹介または配布する

テキスト第３章を読んでくる

看護職の身分・業務・責任の重さについて主体
的に考える

15 筆記試験終講試験およびまとめ

テキストで予習し臨むこと

14

テキスト第９章を読んでくる

臓器移植法、がん対策等に関する法規について理解を深める

看護における法律問題の事例より看護職の身分・業務・責任の重さを理解する

環境・食品・公害に関する法律について理解できる

労働衛生に関する法規について理解できる

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

テキスト第４章を読んでくる

テキスト第６章を読んでくる

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義 テキスト第７章を読んでくる

テキスト第５章を読んでくる

テキスト第８章を読んでくる

講義

講義

保健、福祉に関する法規について理解を深める

医療保険などに関する法規について理解を深める

感染症予防に関する法規について理解を深める

母子保健、福祉に関する法規について理解を深める

講義

講義・グループワーク

講義

テキスト第４章を読んでくる

テキスト第３章を読んでくる

テキスト第４章を読んでくる

テキスト第４章を読んでくる講義・グループワーク

12

13

小児保健、福祉に関する法規について理解を深める

高齢者保健、福祉に関する法規について理解を深める

障害者保健、福祉に関する法規について理解を深める

薬物に関する法規について理解を深める

1

2
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7

8

9

3

4
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単位数：1単位 時間数：30時間

看護の職務上、多くの法規に関係しており、看護サービスの提供においては、基盤となる法規および関係法規を理解することが不可
欠である。そこで、看護の活動の基盤となる法規を理解するとともに、法規に規定される看護職の身分・業務・責任について理解を深
める

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護師と関係法規のかかわりを理解できる

保健師助産師看護師法について理解を深める

テキスト第１章を読んでくる

講義

講義

テキスト第2章を読んでくる



統計学 講師：福崎 賢治

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

平常点10％、小テスト・課題20％、試験70％により総合的に評価する。

『ゼロから学ぶ統計解析』小寺平治著、講談社

資料プリントは適宜配布する。

予習を行うこと。

予習を行うこと、小テストの実施。

15 筆記試験終講試験およびまとめ

予習を必ず実施すること、宿題を課すので必ず実施すること。

14

予習を行うこと、小テストの実施。

母分散の検定ができる。

母比率の検定ができる。

母平均の検定ができる。

母比率の推定ができる。

講義・演習

講義・演習

講義・演習

予習を行うこと。

予習を行うこと、小テストの実施。

講義・演習

講義・演習

講義・演習 予習を行うこと。

予習を行うこと、小テストの実施。

予習を行うこと。

講義・演習

講義・演習

分散・標準偏差を理解できる。

確率分布・期待値を理解できる。

二項分布を理解できる。

正規分布を理解できる。

講義・演習

講義・演習

講義・演習

予習を行うこと。

予習を行うこと、小テストの実施。

予習を行うこと。

予習を行うこと、小テストの実施。講義・演習

12

13

正規分布表を使える。

標本調査を理解できる。

標本平均の分布を理解できる。

母平均の推定ができる。

1

2
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単位数：1単位 時間数：30時間

統計の基本的な考え方や方法を理解し、統計学的手法を看護活動に活用する基礎的能力を養う。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

データを表や図にできる。

データの特性を示す数値を理解できる。

配布課題の実施。

講義・演習

講義・演習

予習を行うこと。



看護倫理 講師：江口 恵子

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験　　80点
課題評価　　20点

テキスト：看護倫理　医学書院
　　　　　看護者の基本的責務　日本看護協会出版会

必要な資料については、講義時に配布する。

倫理とは何かについて考える講義です。主体的に学ぶ姿勢で臨んでください。
事例を中心として学びを深めていきます。居眠りや私語など十分に注意してください。

テキストの「看護者の基本的責務」について読ん
でくること。

講義

筆記試験

講義・DVD

講義・演習

対象の意思決定をどのように支えるかについて理解できる。

事例における生きることを支える必要性について考える。

倫理原則とインフォームドコンセントについて理解できる。

看護者の倫理綱領について理解できる。

講義

倫理問題へのアプローチについて予習してくるこ
と。

倫理問題へのアプローチについて予習してくるこ
と。

生命倫理について予習してくること。

看護師の倫理綱領について読んでくること。講義

看護師の責務と役割について理解できる。

まとめ・終講試験

1

2

5
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8
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6

単位数：1単位 時間数：15時間

医療専門職者としての倫理の基本知識及び看護職者としての責務について学び、看護を実践する上での基本的概念を理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護倫理を学ぶ意義について理解できる。

対象の尊厳を守ることの意味について理解できる。

看護倫理とは何かについて予習してくること。

講義

講義

尊厳を守ることの意味について調べてくること。



診療の補助技術Ⅰ 講師：重光 まり代

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

①前回の授業確認テスト20点（5点×４回）
②総合演習の課題5点
③リフレクション5点
④筆記試験70点

『基礎看護技術Ⅱ』　　　医学書院．　　　　『臨床看護総論』　　　　医学書院．
『基礎・臨床看護技術』　医学書院．

事例をもとに演習計画を立案し、主体的に演習に臨むこ
と

事例をもとに演習計画を立案し、主体的に演習に臨むこ
と

筆記試験15 筆記試験終講試験

講義・演習の予習、演習の計画立案を指示された書式にまとめ提出すること。演習後は、学びの追加・修正を行い、再提出すること。
主体的に講義・演習に臨むこと。演習の回数が多く、毎回異なる技術を習得する為、欠席しないように体調管理をすること。

14

テキスト、基礎・臨床看護技術をもとに、課題を行い授業
に臨むこと

総合演習「上部消化管内視鏡検査後の輸液管理、鎮痛薬のワンショット」

総合演習「上部消化管内視鏡検査後の輸液管理、鎮痛薬のワンショット」

検体検査（尿・便・喀痰）の援助の実際、診察・検査・処置の介助（X線撮影、血管造影検査、上部・下部消化管
造影、上部・下部内視鏡検査、CT、MRI、超音波検査、肺機能検査、穿刺、胃洗浄）の基礎知識と援助の実際
が理解できる

検体検査（尿・便・喀痰）の援助の実際、診察・検査・処置の介助（X線撮影、血管造影検査、上部・下部消化管
造影、上部・下部内視鏡検査、CT、MRI、超音波検査、肺機能検査、穿刺、胃洗浄）の基礎知識と援助の実際
が理解できる

演習

演習

講義

筋肉内注射の演習計画を立案し、演習に臨むこと

筋肉内注射の演習計画を立案し、演習に臨むこと

演習

演習

演習、講義
点滴静脈内注射の演習計画を立案し、演習に臨むこ
と。第9章の輸血管理を読んでくること

点滴静脈内注射の演習計画を立案し、演習に臨むこと
第9章の輸血管理を読んでくること

テキスト、基礎・臨床看護技術をもとに、課題を行い授業
に臨むこと

講義

講義

注射の基本知識と援助の実際が理解できる。安全確保の基礎知識、誤薬防止の基礎的知識が理解できる

注射の基本知識と援助の実際が理解できる。安全確保の基礎知識、誤薬防止の基礎的知識が理解できる

事例に基づく、静脈内採血の援助の基本知識と援助の実際が理解できる

事例に基づく、静脈内採血の援助の基本知識と援助の実際が理解できる

演習、講義

演習

講義

テキストの第9章Ｈ・Ｉ・11章(血液検査)を読んでくる。第14
章の安全確保の技術も同時に進めていくため、読んでく
ること。静脈内採血の演習計画を立案し、授業に臨むこ
と

テキストの第9章Ｈ・Ｉ・11章(血液検査)を読んでくる。第14
章の安全確保の技術も同時に進めていくため、読んでく
ること。静脈内採血の演習計画を立案し、演習に臨むこ
と

静脈内採血の演習計画を立案し、演習に臨むこと

静脈内採血の演習計画を立案し、演習に臨むこと演習

12

13

事例に基づく、筋肉内注射の援助の基本知識と援助の実際が理解できる

事例に基づく、筋肉内注射の援助の基本知識と援助の実際が理解できる

点滴静脈内注射（プライミング・三方活栓の使用方法・輸液速度の調整）の基本知識と援助の実際が理解でき
る
輸血管理の援助の基本知識と援助の実際が理解できる

点滴静脈内注射（プライミング・三方活栓の使用方法・輸液速度の調整）の基本知識と援助の実際が理解でき
る
輸血管理の援助の基本知識と援助の実際が理解できる
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単位数：1単位 時間数：30時間

診療に伴う援助の意義を理解し、健康段階に応じて検査･治療･処置を受ける対象に対して看護実践するための基礎的知識、技術、
態度を習得できる。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

薬の基礎知識をもとに看護師の役割や与薬援助の基礎的知識と援助の実際が理解できる

薬の基礎知識をもとに看護師の役割や与薬援助の基礎知識と援助の実際が理解できる

事前学習を行い講義に臨むこと。
テキスト第9章のA・B・C・D・E・F・Gを読んでくる

講義

講義

事前学習を行い講義に臨むこと。
テキスト第9章のA・B・C・D・E・F・Gを読んでくる



診療の補助技術Ⅱ 講師：青野 拓司

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

課題・筆記試験（100点）

テキスト:医学書院 「基礎看護技術Ⅱ」「臨床看護総論」
参考書:医学書院「基礎・臨床看護技術」

私語はしないこと。講義の予習をしてくること。
忘れ物が無いようにし、主体的に講義に臨むこと。

第8章Ｃを読んでくる
1年次の「活動・休息」で学んだ体位変換・ポジ
ショニングの復習をしてくる

演習

筆記試験

演習

講義

一時的吸引（口腔・鼻腔）が安全・安楽に実施できる

血液循環を促進する援助と心臓の負荷を軽減する日常生活援助の方法について理解できる

創傷とその治癒のメカニズムと創治癒のための環境について理解できる
創の洗浄・保護、包帯法を理解できる

褥瘡発生の機序とアセスメント方法を理解し、褥瘡予防の援助が理解できる

講義

配布したチェックリストを熟読し、根拠をもとに実
施できるように準備して臨むこと

循環器の解剖生理を復習して臨むこと

皮膚の構造と機能について復習する。小テストを
行う
第8章Ａ・Ｂを読んでくる

1年次の「活動・休息」で学んだ体位変換・ポジ
ショニングの復習をしてくる

講義

原理原則に基づいた創傷の処置・包帯法が実施できる

終講試験およびまとめ
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単位数：1単位 時間数：15時間

診療に伴う援助の意義を理解し、健康段階に応じて検査・治療・処置を受ける対象に対して看護実践するための基礎的知識・技術・態
度を習得する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

効果的な気道浄化（喀痰の移動・吸引）低酸素血症時の看護が理解できる
酸素ボンベの取り扱いが理解できる

一時的吸引（口腔・鼻腔）が安全・安楽に実施できる

呼吸器の解剖生理を復習して臨むこと

演習

講義

配布したチェックリストを熟読し、根拠をもとに実
施できるように準備して臨むこと



技術演習・評価Ⅱ 講師：政元 圭菜

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

事前学習（10点）、確認テスト（10点）、看護援助計画（20点）、リフレクション（10点）、技術試験（50点）の総計100点。
出席状況点として、欠席毎に総計点から3点を減点する

『基礎看護技術Ⅰ』医学書院　『基礎看護技術Ⅱ』医学書院
『臨床看護総論』医学書院　　『根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術』　医学書院

課題内容と確認テストの内容は事前に知らせる。
個人ワークの内容が評価に繋がるため、個人で取り組むこと。
これまでの講義で学んだ知識・技術を活用すること。

試験前にも技術の練習を行うこと
終了後にリフレクションを記載し、指定日までに
提出すること

試験前にも主体的に技術の練習を行うこと
終了後にリフレクションを記載し、指定日までに
提出すること

自己の課題を解決するための具体策を考える15 講義・演習リフレクションを通して、自己の行動や思考を振り返り、自己理解を深め課題を見出すことができる

提出物は、期日を厳守すること。主体的に講義や演習に望むこと
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事例患者にとって安全・安楽・自立に考慮した看
護援助であるかを確認し看護援助を実施する
主体的に練習を行うこと

技術試験
対象の身体的状態を判断し、状況に応じた看護技術が安全・安楽・自立度を考えて実践できる

技術試験
対象の身体的状態を判断し、状況に応じた看護技術が安全・安楽・自立度を考えて実践できる

事例患者に必要な看護が実施できる

事例患者に必要な看護が実施できる

技術試験

技術試験

演習

終了後は、指定日までにリフレクションを記載し
提出する

リフレクションを通して学びを共有し、事例患者の
状況に合った必要な看護援助を再考し、看護計
画の再立案を行う

演習

講義・グループワーク

演習
事例患者にとって安全・安楽・自立に考慮した看
護援助であるかを確認し看護援助を実施する
主体的に練習を行うこと

事例患者にとって安全・安楽・自立に考慮した看
護援助であるかを確認し看護援助を実施する
主体的に練習を行うこと

事例患者にとって安全・安楽・自立に考慮した看
護援助であるかを確認し看護援助を実施する
主体的に練習を行うこと

講義・グループワーク

演習

事例患者に必要な看護計画の追加・修正ができる

事例患者に必要な看護が実施できる

事例患者に必要な看護が実施できる

事例患者に必要な看護が実施できる

演習

演習

演習

グループワークを通して事例患者の状態にあっ
た看護援助であるか討議し、援助計画を追加・
修正する

安全・安楽・自立に考慮した看護援助であるかグ
ループ内で討議しながら演習を行う

演習後の追加・修正を具体的に行う

演習後の追加・修正を具体的に行う演習6

12

13

援助計画に沿った援助が安全・安楽・自立に配慮して実施できる

リフレクションを通して、事例患者に必要な看護を再考し、看護計画を追加・修正ができる

事例患者に必要な看護が実施できる

事例患者に必要な看護が実施できる

11

10

7

8

9

学習上の留意点

１・２年次に習得した様々な看護技術を活用し、事例に応じた看護を実践するための能力を養う

1

2

5

3

4

科目の意義、具体的な進め方、評価方法の理解ができる
事例患者の看護を実践するために必要な学習項目を考えることができる
必要な情報項目を抽出できる

事例患者の情報を意図的に収集し、必要な看護を考えることができる

確認テストを行う。講義終了後、看護を実践する
ために必要な学習を行う

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義終了後、指定日までに援助計画を立案し提
出する

単位数：1単位 時間数：30時間

回数 方法学習のねらい



対象別保健論 講師：冨安 恵子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、保健師として実務経験のある教員による授業である

個人ワークの課題10％、筆記試験90％

『社会福祉と社会保障』　メディカ出版
『シンプル衛生公衆衛生』　南江堂
『看護学生スタディガイド』　照林社　　他、随時、必要テキストを追加
　健康せとうち２１（授業初回時配布）

【単位内訳：成人0.4単位、老年・母性・小児　各0.2単位】

「社会福祉と社会保障」４-２障害児・者と福祉を
読んでくること

「社会福祉と社会保障」４-３難病対策を読んでく
ること

15 筆記試験終講試験およびまとめ

各看護学概論を復習して臨む
各看護学概論の講義資料を持参する

14

「小児看護学概論」を持参する

障害を持つ人の保健の動向、施策および保健活動を理解し、看護について考えることができる

難病保健の動向、施策および保健活動を理解し、看護について考えることができる

学校保健の動向、施策および保健活動を理解し、看護について考えることができる

小児保健の動向、施策および保健活動を理解し、看護について考えることができる

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

「成人看護学概論」を持参する

「母性看護学概論」を持参する

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク 「母性看護学概論」を持参する

「母性看護学概論」を持参する

「小児看護学概論」を持参する

講義・グループワーク

講義・グループワーク

成人。高齢者に関連した衛生の指標を理解できる

成人、高齢者保健の施策を理解できる

成人、高齢者の保健活動を理解し、看護について考えることができる

産業保健の動向、施策を理解できる

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

「成人看護学概論」を持参する

「老年看護学概論」を持参する

「老年看護学概論」を持参する

「成人看護学概論」を持参する講義・グループワーク

12

13

産業保健活動を理解し、看護について考えることができる

母子保健の動向を理解できる

母子に関連した衛生の指標を理解できる

母子保健の施策と保健活動を理解し、看護について考えることができる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

ライフステージにおける発達段階と健康課題を理解するとともに、健康課題達成にむけた施策について理解を深め、生命の誕生から
死にいたるまで、健康的に過ごすための看護について考察する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

対象別保健論の意義を理解できる

成人、高齢者保健の動向を理解できる

「看護学概論」を持参するとともに、第１章B３（看
護の役割、機能拡大）を読んでくること

講義・グループワーク

講義・個人ワーク

「成人看護学概論」を持参する



保健指導論 講師：冷水 陽子

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

課題提出と発表内容50％、終講試験50％、

基礎看護技術Ⅰ　　　医学書院
慢性期看護　　　　　南江堂
医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎　医歯薬出版

資料、プリントは適宜配布する

必要な書籍などを用意して臨む

自分が行った指導の方法について振り返り、評
価する。看護過程実習時に経験した教育計画の
ブラッシュアップを行う

15 筆記試験まとめと終講試験

健康教育論を復習しておくこと。主体的かつ積極的に取り組むこと
看護過程実習で使用した実習記録を使用します。個人情報の取り扱いに十分注意すること

14

個別指導の意義、目的、効果（評価）を意識して
参加する

個別指導の評価の視点が理解できる

個別指導の要点を理解し、入院時の健康問題解決に向けた看護介入について応用できる

個別指導の展開が理解できる

個別指導の指導媒体が作成できる

個人ワーク

グループワーク

発表

指導内容について必要な書籍．媒体作成に必要
な物品などを用意して臨む

適宜、助言をもらいながら、集団指導を完成させ
る

グループワーク

グループワーク

発表
集団指導の意義、目的、効果（評価）を意識して
参加する

個別指導の意義、目的、効果（評価）を意識して
参加する

個別指導の意義、目的、効果（評価）を意識して
参加する

講義

講義

健康状態の変化に応じた学習支援の方法について理解できる

行動変容に必要な情報とアセスメントが理解できる

行動変容に必要な目標設定と方策について理解できる

集団指導・個別指導のメリット・デメリットについて理解できる

グループワーク

講義

グループワーク

看護過程実習での教育計画と実践の評価から
学習支援を振り返ります。看護過程実習での看
護記録を持参してください。

既習した保健行動理論を想起し、理解を深める
よう努める。

既習した保健行動理論を想起し、理解を深める
ように努める

指導の場面を想起しながら、違いについて理解
を深め、その活用を考える。自分の取り組みたい
テーマを明確にする。

講義

12

13

集団指導の企画書が作成できる

集団指導の実際（媒体の準備）

集団指導の実際（デモンストレーション）

個別指導の指導計画の立案ができる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

自己効力理論や健康行動理論を理解し、個人、集団における保健指導ができる基礎的能力を養う。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護における学習支援の意義を理解する

成人の学習を支える代表的な理論を理解できる
　アンドラゴジーとペタゴジー、経験学習理論、健康信念モデル、自己効力感

健康教育論で学修した内容を振り返るので、資
料を持参・復習して臨むこと

講義

講義

成人看護方法論Ⅱで学修した理論を振り返るの
で、資料を持参・復習して臨むこと



看護過程展開論Ⅰ 講師：鹿島 三千代、花園 千恵子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

知識テスト（20点）、事前学習・看護過程（80点）

『老年看護学』　医学書院　　　『慢性期看護』　南江堂
『ＮＡＮＤＡ－I 看護診断ハンドブック』　医学書院

資料プリントは適宜配布する
【単位内訳：成人0.5単位、老年0.5単位】

テキスト・参考書・資料を持参して臨む

実習室で行う

看護過程用紙－４を記載して臨む15 グループワーク実践をＳＯＡＰで記載し、評価できる

実習に直結した科目です。疑問を持ちながら主体的に取り組んでください
遅刻・早退・欠席は減点の対象となります

14

テキスト・参考書・資料を持参して臨む

計画が立案できる

計画のもと、実施できる

看護診断が確定できる

対象の全体像を把握できる

演習

個人ワーク

個人ワーク

実習室で行う

看護過程用紙－４を記載して臨む

演習

グループワーク

個人ワーク
知識確認テストを行う
共通基本技術Ⅳの資料を持参して臨む
看護過程用紙とメモ帳を準備して臨む

テキスト・参考書・資料を持参して臨む

テキスト・参考書・資料を持参して臨む

個人ワーク

個人ワーク

入院3日目の情報を収集しアセスメントし、全体像を把握する

看護診断が確定できる

カンファレンスで看護診断の検討を行う

計画が立案できる

個人ワーク

グループワーク

個人ワーク

テキスト・参考書・資料を持参して臨む

テキスト・参考書・資料を持参して臨む

カンファレンスできるよう資料を準備し臨むテキス
ト・参考書・資料を持参して臨む

テキスト・参考書・資料を持参して臨む個人ワーク

12

13

計画のもと、実施できる

実践をＳＯＡＰで記載し、評価・修正できる
看護過程の自己の課題をまとめる

老年期にある脳梗塞患者の看護過程展開方法が理解できる
（NANDA-Iの看護過程展開）
入院１日目の情報収集とアセスメントができる

入院2～3日目、5日目の情報を収集しアセスメントできる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

看護過程の基本理論を活用し、対象特性を考慮しながら、健康状態に応じた個別性のある看護を提供する過程について事例展開を
通して基本的な問題解決能力を養う

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護過程の展開方法について理解できる
病態について理解できる

成人期にあるCOPD患者の看護過程展開方法が理解できる
（NANDA-Iの看護過程展開）
入院1日目の情報収集とアセスメントができる

共通基本技術Ⅳの復習をして臨む
共通基本技術Ⅳの資料を持参して臨む

個人ワーク

講義

事例提示後、事前学習をする
知識確認テストを行う
看護過程用紙とメモ帳を準備して臨む



看護過程展開論Ⅱ 講師：上敷領 正子、牧浦 悦子、鈴木 泉

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は保健師・助産師・看護師として実務経験のある教員による授業である。

知識テスト（30点）、看護過程（60点）出席状況・受講態度（10点）

『地域療養を支えるケア』　メディカ出版
『小児臨床看護学各論』　医学書院
『母性看護学各論』　医学書院

資料プリントは適宜配布する
【単位内訳：小児0.3単位、母性0.3単位、在宅0.4単位】

テキスト・参考書を持参して臨む（上敷領）

実習室で行う（上敷領）

記録用紙に全て記載して臨む（上敷領）15 グループワーク看護過程の振り返りができる

実習に直結した科目です。疑問を持ちながら主体的に取り組んでください
遅刻・早退・欠席は減点の対象となります

14

テキスト・参考書を持参して臨む（上敷領）

計画が立案できる

計画に基づいて実践できる

支援の方法が理解できる

正常な産褥期の母児の看護過程展開方法が理解できる
事例紹介と情報収集

演習

グループワーク

グループワーク

テキスト・参考書を持参して臨む（鈴木）

テキスト・参考書を持参して臨む（鈴木）

グループワーク

グループワーク

演習 実習室で行う（鈴木）

記録用紙に全て記載して臨む（鈴木）

知識確認テストを行う
母性看護学方法論、母性看護技術の復習をして
臨む（上敷領）

グループワーク

演習

計画が立案できる

計画に基づいて実践できる

看護過程の振り返りができる

川崎病を発症した小児と家族の看護過程展開方法が理解できる
事例紹介と情報収集

グループワーク

グループワーク

講義・グループワーク

テキスト・参考書を持参して臨む（牧浦）

実習室で行う（牧浦）

記録用紙に全て記載して臨む（牧浦）

知識確認テストを行う
小児看護学概論・方法論ⅠⅡについて復習して
臨む（鈴木）

講義・グループワーク

12

13

支援の方法が理解できる

計画が立案できる

計画に基づいて実践できる

看護過程の振り返りができる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

看護過程の基本理論を活用し、対象特性を考慮しながら、健康状態に応じた個別性のある看護を提供する過程について事例展開を
通して基本的な問題解決能力を養う

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

脳梗塞後遺症のある在宅療養者への看護過程展開方法が理解できる
事例紹介と情報収集

支援方法が理解できる

知識確認テストを行う
在宅看護概論、在宅看護方法論Ⅰ・Ⅱについて
復習して臨む（牧浦）

グループワーク

講義・グループワーク

テキスト・参考書を持参して臨む（牧浦）



健康回復援助論 講師：上敷領 正子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、助産師として実務経験のある教員による授業である

Team-based　learning（TBL）1回4点（計20点）・Problem‐based　 learning（PBL）におけるチーム課題への取り組み及び発表（60点）模擬患者体験リフレクション
（10点）終講試験（10点）

『解剖生理学』『循環器』『消化器』『腎泌尿器』『女性生殖器』『脳神経』医学書院　　　『看護学生スタディーガイド』照林社
解剖生理学・疾病論・病理学総論・病態生理学等関連科目で配布された資料

TBLの学習順序は疾病論Ⅰ～Ⅳの進度に応じて変動する可能性がある。
【単位内訳：成人・老年・小児・母性　各0.1単位、精神0.4単位・在宅0.2単位】

事前に配布された事例学習

リフレクションを行い患者心理を深める

15 筆記試験終講試験及びまとめ

個人学習の成果がグループ学習に影響することを理解したうえで主体的に取り組む

14

修正追加した発表資料持参

模擬患者を演じるための疾患・治療・患者心理の理解が行え、患者想定ができる

模擬患者体験及びまとめ　リフレクションを行いグループ間で意見交換を行う

同上（クラス発表）学習内容の成果発表を通じて学びの共有（他グループ学習内容の理解）

同上（２クラス疾患ごとのチーム交流）他のクラスと意見交換会により学習内容への新たな気づきと課題の発見

演習

講義・グループワーク

クラス発表

解剖整理・循環器・消化器・婦人科・腎泌尿器・脳神経
のテキストや講義資料を読み込んで参加すること。必要
と思われる参考図書を各自準備して臨むこと

ＴＢＬで学習した内容をさらに深めるために関連するテキ
ストの読み込みと活用
（毎回課題提出作成）

TBL

PBL

PBL
ＴＢＬで学習した内容をさらに深めるために関連するテキ
ストの読み込みと活用
（毎回課題提出作成）

ＴＢＬで学習した内容をさらに深めるために関連するテキ
ストの読み込みと活用
（毎回課題提出作成）

発表資料持参

TBL

TBL

疾患理解と看護の視点視点
　循環器　心筋梗塞
　疾患の成り立ちが理解できる
　疾患によって生じる生体変化を理解できる

疾患理解と看護の視点視点
　消化器　アルコール性肝炎
　疾患の成り立ちが理解できる
　疾患によって生じる生体変化を理解できる

疾患理解と看護の視点視点
　腎泌尿　ネフローゼ
　疾患の成り立ちが理解できる
　疾患によって生じる生体変化を理解できる

疾患理解と看護の視点視点
　婦人科　子宮筋腫
　疾患の成り立ちが理解できる
　疾患によって生じる生体変化を理解できる

PBL

TBL

２クラス　合同

解剖整理・循環器・消化器・婦人科・腎泌尿器・脳神経
のテキストや講義資料を読み込んで参加すること。必要
と思われる参考図書を各自準備して臨むこと

解剖整理・循環器・消化器・婦人科・腎泌尿器・脳神経
のテキストや講義資料を読み込んで参加すること。必要
と思われる参考図書を各自準備して臨むこと

解剖整理・循環器・消化器・婦人科・腎泌尿器・脳神経
のテキストや講義資料を読み込んで参加すること。必要
と思われる参考図書を各自準備して臨むこと

解剖整理・循環器・消化器・婦人科・腎泌尿器・脳神経
のテキストや講義資料を読み込んで参加すること。必要
と思われる参考図書を各自準備して臨むこと

TBL

12

13

疾患理解と看護の視点視点
  脳神経　パーキンソン病
　疾患の成り立ちが理解できる
　疾患によって生じる生体変化を理解できる

Scenarioの看護を考える
（Scenarioの理解）問題との出会いから解決課題の発見。学習による知識の習得、議論を通じた思考の深化・問
題解決過程を身につける

Scenarioの看護を考える
（Scenarioの理解）問題との出会いから解決課題の発見。学習による知識の習得、議論を通じた思考の深化・問
題解決過程を身につける

Scenarioの看護を考える
（Scenarioの理解）問題との出会いから解決課題の発見。学習による知識の習得、議論を通じた思考の深化・問
題解決過程を身につける

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

健康障害を持つ対象を理解し、健康回復に向けて、必要な看護を提供するための基礎的能力を養う

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

健康回復援助論の概要が理解できる
病期のとらえ方と基礎的知識が理解できる

病期のとらえ方と基礎的知識が理解できる
患者心理の特徴と影響因子につて理解できる

臨床看護総論・慢性期看護を読んでくること

講義・グループワーク

講義

臨床看護総論・慢性期看護を読んでくること



薬物療法と看護 講師：山門 真樹、池西 静江、鈴木 泉

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師、助産師として実務経験のある教員による授業である。

小テスト：50点　薬物療法の基礎・主要疾患の薬物療法（循環器・呼吸器）10点、主要疾患の薬物療法（内分泌・代謝・感染症）10点、精神・母性・小児・在宅・老
年各5点  ロールプレイ発表評価：40点  レポート課題：15点

「臨床薬理学」　医学書院

講義での必要な資料等については、適宜紹介、配布する
【単位内訳：老年・小児各0.1単位、母性・在宅各0.2単位、精神0.4単位】

学習計画に応じてグループワークを行う。学習に必要な書籍や資
料を集めておくこと
各グループで個人の学習課題を設定して学習し、その成果を提出
する（課題点5点）。

発表に必要な資料をまとめる。ロールプレイの配役と発表の準備
を行う。
各グループで個人の学習課題を設定して学習し、その成果を提出
する（課題点5点）。

学習成果を各グループで資料をまとめ、発表前日に配布する。
ロールプレイによる発表と振り返りを行う。
ロールプレイ発表40点。

15 グループワーク・発表ロールプレイ発表会およびまとめ

母性・小児・老年・精神・在宅の領域を超えて薬物療法を受ける対象の理解と薬物療法における看護の役割と援助方法について理解する講義である。

14

グループに分かれ、①小児②成人③老年④母性⑤精神⑥在宅の
事例のうち1事例を担当する。事例の薬物療法における看護を考
え、第15回で発表する。
各グループで個人の学習課題を設定して学習し、その成果を提出
する（課題点5点）。

事例に応じた薬物療法の基礎的知識に基づいた薬物療法看護のロールプレイができる

事例に応じた薬物療法の基礎的知識に基づいた薬物療法看護のロールプレイができる

事例に応じた薬物療法の基礎的知識に基づいた薬物療法看護のロールプレイができる

小児科の薬物療法の特徴と患児・家族への援助について理解できる

グループワーク

グループワーク

グループワーク

臨床薬理学 第3章「主要疾患の臨床薬理学」第4
章 精神および神経症状にかかわる薬物の部分
を読んでくる。小テスト第6回～第7回分（5点）

老年看護学第6章「薬物療法と看護」を読んでく
る。小テスト5点

講義

講義

講義
在宅療養を支える技術　第4章「薬物療法」「がん
外来化学療法」を読んでくる。小テスト5点

母性看護学概論第2章を読んでくる。小テスト5点

小児看護学概論 第6章 与薬の部分を読んでく
る。小テスト5点

講義

講義

主要疾患（呼吸器系疾患）のある対象の薬物療法の特徴が理解できる

主要疾患（内分泌・代謝系疾患）のある対象の薬物療法の特徴が理解できる

主要疾患（感染症）のある対象の薬物療法の特徴が理解できる

精神科で用いる薬物と看護について理解できる

講義

講義

講義

臨床薬理学 第3章「主要疾患の臨床薬理学」を
読んでくる
小テスト第1回～第3回分（10点）

臨床薬理学 第3章「主要疾患の臨床薬理学」を
読んでくる

臨床薬理学 第3章「主要疾患の臨床薬理学」を
読んでくる
小テスト第4回～第5回分（10点）

臨床薬理学 第3章「主要疾患の臨床薬理学」第4
章「精神および神経症状にかかわる薬物」を読
んでくる

講義

12

13

精神障害をもつ対象の薬物療法の特徴と服薬継続も向けた援助について理解できる

高齢者の薬物療法の特徴と看護について理解できる

在宅における薬物療法とがん外来化学療法について理解できる

妊産褥婦と胎児および新生児の薬と「催奇形性」の関係について理解できる。また妊娠中の切迫流早産に使用
される薬剤について理解できる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

薬物療法における看護師の役割を理解するとともに、処方された薬剤の管理および対象に現れる作用・副作用を理解し、適正な薬物
療法を行うための基礎的能力を養う

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

薬物療法における看護師の役割と必要な基礎的知識を理解する

主要疾患（循環器系疾患）のある対象の薬物療法の特徴が理解できる

臨床薬理学の第１章「薬物治療の基礎」を読ん
でくる

講義

講義

臨床薬理学 第3章「主要疾患の臨床薬理学」を
読んでくる



手術療法と看護 講師：冷水 陽子

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

１．手術療法と看護の特徴
手術療法の特徴と看護の課題が理解できる。

講義開始・終了時に手術療法や麻酔法について
小テストを実施する。

講義・グループワーク

小テスト・グループワーク

手術療法の課題についてテキストを参考に自分
の考えをまとめておく。

1

2

12

13

11

7

8

9

10

６．術後合併症予防のための看護（胃がんの事例）
開腹術後の合併症と看護が理解できる。

講義・グループワーク

６．手術後の看護（胃がんの事例）
開腹術を受けた患者の合併症を予防する看護が実施できる。

７．術式の特徴に応じた看護
開心術を受ける患者の看護が理解できる。

４．手術前の看護（胃がんの事例）
手術に必要なアセスメントの視点が理解できる。

単位数：2単位 時間数：45時間

手術療法についての知識を習得し、周手術期にある患者と家族の看護を行うための
基礎的能力を養う。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

１．手術療法と看護の特徴
手術療法に必要な基礎的知識が理解できる。

４．手術前の看護
手術を受ける患者の心理面が理解できる。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

3

4

5

6

医療事故の事例もしくは、KYTについて調べて、
意見をまとめておく。

麻酔法について復習して臨む。

事前学習課題：侵襲に対する生体反応について

事前に文献を提示するので内容を要約しておく。

２．周手術期の安全管理
手術室の環境、医療安全が理解できる。

３．手術を受ける患者の特徴
麻酔法の特徴と看護が理解できる。

３．手術を受ける患者の特徴
侵襲に対する生体反応が理解できる。

講義・グループワーク

４．手術前の看護（胃がんの事例）
手術前の患者教育及び準備が理解できる。

５．手術中の看護（胃がんの事例）
手術における麻酔、手術体位の特徴及び手術中の看護が理解できる。

５．手術中の看護（胃がんの事例）
開腹手術中の生体機能を整える看護が理解できる。

６．手術後の看護（胃がんの事例）
開腹術を受けた患者の回復を促進する看護が実施できる。

事前学習課題：体外循環について

演習

講義・グループワーク

事前学習課題：胃がんの病態、症状、治療につ
いて

手術前に必要な患者教育の内容についてグ
ループワークを行う。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

演習

手術中の看護師の役割についてグループワーク
を行う。

第5回の講義内容を踏まえてグループワークを
行う。

術後合併症予防についてグループワークを行
う。

事前学習課題：事前に計画を立案し教員の助言
をうけて演習を行う。

事前学習課題：事前に計画を立案し教員の助言
をうけて演習を行う。

14

15

16
７．術式の特徴に応じた看護
腹腔鏡手術を受ける患者の看護が理解できる。

講義・グループワーク 事前学習課題：鏡視下手術の特徴

講義・グループワーク
７．術式の特徴に応じた看護
頭頸部手術を受ける患者の看護が理解できる。

21
９．手術後から社会復帰に向けた看護
【指導の媒体の作成】

グループワーク

保健指導論で学習した理論等を活用しながら取
り組む
グループで協力しながら課題に取り組む。

高齢者の発達段階、発達課題を復習して臨む。

18
８．小児の手術の特徴と看護
小児の発達段階を踏まえた手術と看護が理解できる。

講義・グループワーク 小児の発達段階、発達課題を復習して臨む。

喉頭摘出により発声機能を失う患者についてグ
ループワークを行う。

17
８．高齢者の手術の特徴と看護
高齢者の発達段階を踏まえた手術と看護が理解できる。

講義・グループワーク

19
８．母性の手術の特徴と看護
帝王切開術を受ける妊婦の看護が理解できる。

講義・グループワーク 妊婦と新生児の特徴について復習して臨む。

20
９．手術後から社会復帰に向けた看護
手術を受けたことにより社会復帰に必要な患者教育が実施できる。

グループワーク

事前に事例を提示する（5事例）保健指導論で学
習した理論等を活用しながら取り組む
グループで協力しながら課題に取り組む。



■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

解剖学、病態生理学、麻酔、手術療法の復習をして臨むこと
学習を深めるために、事前に課題を提示するので取り組み授業に臨むこと
事前課題の提出日は、講義開始時に提示します
演習においては基礎看護技術を復習して事前に計画を立案して臨むこと（演習への参加は必修）
グループワーク・プレゼンテーションでは、グループ全員で協力して臨むこと

事前学習課題および演習後（手術後の看護）のレポート（20点）、
患者教育指導案作成と発表（10点）、筆記試験（70点）により総合的に評価する。

『系統看護学講座　別巻　臨床外科総論　』　医学書院
『系統看護学講座　別巻　臨床外科看護各論』　医学書院
『成人看護学』『老年看護学』『小児看護学』『母性看護学』　医学書院
『基礎・臨床看護技術』　医学書院

資料は適宜配布する　【単位内訳：成人0.6単位、老年・小児・母性　各0.4単位、精神0.2単位】

22
９．手術後から社会復帰に向けた看護
【指導の実際】

プレゼンテーション
プレゼンテーションを通して意見交換しながら学
習の共有を図る。

23 手術療法と看護のまとめ 筆記試験



終末期と看護 講師：垂水 千春、森 恵

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師としての実務経験のある教員による授業である。

筆記試験（90点）、課題レポ－ト（10点）により総合的に評価する

「終末期看護；エンド・オブ・ライフ・ケア」メヂカルフレンド社
「臨床看護総論」医学書院、「系統看護学講座 小児看護［1］」医学書院、      「系統看護学講座 老年看護学」医学書院

資料プリントは適宜配布する
【単位内訳：成人・老年・小児 各0.1単位、精神0.3単位、在宅0.4単位】

テキスト 医学書院 老年看護学 第８章 エンドオブライフ
ケアとナ－シング・グラフィカ 在宅療養を支える技術 ２
在宅療養生活を支える基本的な技術の６．タ－ミナルケ
アを読んでおく

白衣・ナ－スシュ－ズの準備

筆記試験15 筆記試験終講試験・解説

私語はしないこと、講義の予習をしてくること、忘れ物のないようにし、主体的に講義に臨むこと

14

テキスト 医学書院 老年看護学 第８章 エンドオブライフ
ケアとナ－シング・グラフィカ 在宅療養を支える技術 ２
在宅療養生活を支える基本的な技術の６．タ－ミナルケ
アを読んでおく

在宅で死を迎える対象者と家族への支援ができる（訪問看護師）

危篤時・死亡時の看護が理解できる

在宅で死を迎える対象者と家族への支援ができる（訪問看護師）

臨死期のケア（死を迎えるために必要なケアと対象者の死亡後に行うケアの流れとその方法）が理解できる

講義・演習

講義

講義

テキスト　ナ－シング・グラフィカ  成人看護学概論：第１
部の２．成長発達の特徴の４．成人の死を読んでおく

テキスト　医学書院 老年看護学 第８章 エンドオブライ
フケアを読んでおく

講義

講義

講義
テキスト　医学書院 小児看護概論 第３章 子どもにおけ
る疾病の経過と看護のD.終末期の子どもと家族の看護
を読んでおく

テキスト 医学書院 老年看護学 第８章 エンドオブライフ
ケアとナ－シング・グラフィカ 在宅療養を支える技術 ２
在宅療養生活を支える基本的な技術の６．タ－ミナルケ
アを読んでおく

テキスト　終末期看護：エンドオブライフケアの臨死期の
看護を読んでおく

講義

講義

終末期におけるチ－ムアプロ－チと看護師の役割が理解できる

終末期における緩和ケア（緩和ケアの定義、歴史的な発展）が理解できる

対象とその家族のQOLを実現する看護（症状マネジメントと看護、精神的ケア）が理解できる

脳死や死が近づいた対象者の身体的・心理的変化と家族へのケアとグリ－フケアが理解できる

講義

講義

講義

テキスト　終末期看護：エンドオブライフケアの終末期医
療における多職種連携と看護の役割を読んでおく

テキスト　終末期看護：エンドオブライフケアの緩和ケア
とは、緩和ケアにおける看護師の役割を読んでおく

テキスト　終末期看護：エンドオブライフケアの全人的苦
痛の緩和のⅢ～Ⅶを読んでおく

テキスト　終末期看護：エンドオブライフケアの終末期に
ある患者・家族の理解と家族への緩和ケアを読んでおく

講義

12

13

成人期の終末期にある対象者の理解と死の受容が理解できる

高齢者の終末期にある対象者の理解と死の受容が理解できる

終末期にある小児と家族の看護が理解できる

在宅で死を迎える対象者と家族への支援が理解できる
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単位数：1単位 時間数：30時間

その人らしい生を全うする援助について考えるとともに、人生のどの時期にも起こりうる死の意味を理解し、終末期にある対象及び家
族に看護を実践する基礎的能力を養う

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

広義「エンドオブライフケア」、狭義「終末期」の定義・概要・終末期における類依概念（終末期の特徴、患者のニ
－ズ、終末期の課題）が理解できる

終末期の倫理的課題（意思決定支援、アドバンス・ケアプランニング、家族への支援）が理解できる

テキスト　基礎看護学④「臨床看護総論」の終末期にお
ける看護を読んでおく

講義

講義

テキスト　終末期看護：エンドオブライフケアの終末期医
療における倫理的課題を読んでおく



看護過程実習 講師：鹿島 三千代

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱を参照

受け持たせていただく患者とそのご家族に患者の気持ちを忘れずに実習を行う
事前学習を行い、主体的に実習を行う

看護過程実習評価表に基づいて評価を行う

実習前に提示する

本科目は、看護師としての実務経験のある教員による授業である

単位数：3単位 時間数：135時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標
　看護に必要な情報を収集することができる
　得られた情報をもとにアセスメントを行い、対象の全体像を把握することができる
　対象の看護診断を確定し、優先順位をつけることができる
　対象の状態に応じて、必要な計画を立案することができる
　安全・安楽を考慮して、援助することができる
　対象を尊重した態度・倫理的判断に基づき、援助することができる
　看護実践を振り返り、看護について考えることができる

実習期間および方法
　1名の患者を受け持ち15日間病棟で実習を行う
　1週間に1度（午後）は記録指導を行い翌日の看護に生かす

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
問題解決思考プロセスを用いて、根拠をもって看護を計画的に実践できる能力
を養う



成人看護学概論 講師：今村 恵

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

課題点（40点）、筆記試験（60点）にて総合評価する

「成人看護学総論」医学書院

資料やワークシートは適宜配布する

毎回の講義で課題があります。事前学習・復習を主体的におこなうこと

オレムのセルフケア理論について調べてくる講義・グループワーク

筆記試験

講義

講義

成人の生活を理解できる

成人を取り巻く環境と生活からみた健康について理解できる

成人の健康行動を促進するための看護を理解できる

危機的状況にある成人への看護を理解できる

講義・グループワーク

テキストの「対象の生活-働いて生活を営むこと」
を事前に読んでおく

テキストの「成人を取り巻く環境と生活の状況」を
事前に読んでおくこと

テキスト「大人の健康行動のとらえ方」の大人の
学習の特徴、動機付け、行動変容、自己効力、
エンパワメントを理解しておくこと

危機モデル（フィンク）、ストレスコ－ピングについ
て調べてくる

講義・グループワーク

成人へのセルフケア支援を理解できる

終講試験
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単位数：1単位 時間数：15時間

成人各期にある対象の特徴を理解し、健康問題による生活への影響を理解する。また、成人期におこりやすい多様な健康問題に対
応する看護の役割と健康の保持増進のための看護を理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

成人看護学の対象である『大人』について理解できる

成人の成長発達の特徴が理解できる

テキストの対象理解「大人になること、大人であ
ること」を事前に読んでおくこと

講義

講義

テキストの各発達段階の特徴、発達課題を事前
に読んでおくこと



成人看護方法論Ⅰ 講師：政元 圭菜

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

14

終講試験およびまとめ 筆記試験
１～14回の講義内容を復習しておくこと
筆記試験と科目を通しての学びをレポートにまとめます
レポートは評価対象となります

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

【成果物　40点】
事前レポート（3点）、倫理振り返りレポート（5点）、演習成果物（3回×3点＝9点）、ミニテスト(４回×３点=12点）、グループの成果物(５点）、科目を通しての学び
レポート６点【筆記試験60点】

『系統看護学講座 専門分野Ⅰ 基礎看護学Ⅰ・Ⅱ』　医学書院
『臨床看護総論』　医学書院
『系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学 呼吸器、循環器、脳・神経』医学書院
『系統看護学講座 別巻　クリティカルケア看護学、リハビリテーション看護』医学書院
『基礎・臨床看護技術』医学書院

講義資料は適宜配布します
ミニテストや課題については事前に説明を行います

15

講義・演習はグループワークが多くあります。
各個人が予習・復習を主体的におこないグループで協力して学習成果につなげましょう。

講義
グループワーク

講義

心筋梗塞の病態・治療・検査を復習してくること
「クリティカルケア看護学」第３章C
「循環器」第６章Ｅを①を予習してくること

「循環器」第４章Ｂ①を予習してくること

日常生活行動の再獲得を支援する看護援助を実施できる

演習

講義
グループワーク

講義
グループワーク

講義
グループワーク

演習

12誘導心電図、輸液ポンプ、シリンジポンプの取り扱いに
ついて復習してくること。
成果物は評価対象となります

「リハビリテーション看護」第５章Ｂを予習してくること
講義終了後に、８・９・11回目のミニテストを行います

高血圧性脳出血の病態・治療・検査を復習してくること
「脳・神経」第６章Ｂ④を予習してくること

「リハビリテーション看護」第４章Ａを予習してくること
講義終了後に12・13回目のミニテストを行います

十分練習をして演習に臨むこと

12

13

循環機能障害のある患者の看護が理解できる

心電図の基本、成り立ち、12誘導心電図について理解できる

循環機能障害のある患者に必要なフィジカルアセスメントと看護援助が実施できる

循環機能障害のある患者のリハビリテーション看護について理解できる

脳神経障害のある患者の看護が理解できる

脳神経障害のある患者のリハビリテーション看護について理解できる
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単位数：1単位 時間数：30時間

回数

生命の危機的状況にある急性期および回復期にある対象の特徴を理解し、その状況に応じた基本的看護援助を習得できる。

学習のねらい 方法 学習上の留意点

急性期にある対象の特徴と看護の概念が理解できる

回復期・リハビリテーション期にある対象の特徴と看護の概念が理解できる

講義

講義

「臨床看護総論」第２章Cを読んでくること
事前課題は評価対象となります

「臨床看護総論」第２章D、
「リハビリテーション看護」第２章を読んでくること
講義終了後に1・2回目のミニテストを行います

急性期および回復期にある対象への倫理的配慮について考えることができる

呼吸機能障害のある患者の看護が理解できる

呼吸機能障害のある患者に必要なフィジカルアセスメントと看護援助が実施できる

呼吸機能障害のある患者に必要な看護援助が実施できる

呼吸機能障害のある患者のリハビリテーション看護について理解できる

講義

講義
グループワーク

演習

演習

講義
グループワーク

「倫理原則」「看護者の倫理綱領」を復習してくること
講義終了後のレポートは評価対象となります

肺炎球菌肺炎の病態・治療・検査を復習してくること
「クリティカルケア看護学」第３章Ｂ、「呼吸器」第６章Ｅ①
を予習してくること

排痰法、体位ドレナージ、ネブライザーの演習を行います
成果物は評価対象となります

気管内吸引についてテキストを予習してくること
成果物は評価対象となります

「呼吸器」第６章Ｂを予習してくること
講義終了後に４・７回目のミニテストを行います



成人看護方法論Ⅱ 講師：青野 拓司

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

小テスト（10点）、演習の参加度および演習後のレポート（20点）
筆記試験（70点）により総合的に評価する

『成人看護学　慢性期看護』　南江堂
『系統看護学講座　代謝,循環器,眼,腎泌尿器,消化器,脳神経,アレルギー』　医学書院
『臨床看護総論』　医学書院

資料プリントは適宜配布する

慢性心不全の病態と症状について事前学習を行
うこと

肝硬変の病態と症状について事前学習を行うこ
と

15 筆記試験慢性期看護のまとめ

解剖学、病態生理学の復習をして臨むこと
学習を深めるために、事前学習に取り組み授業に臨むこと
慢性疾患の病態について小テストを実施する
演習では、事前に計画を立案して臨むこと

14

腎不全と血液透析法について事前学習を行うこ
と

７．循環機能障害のある患者の看護
慢性心不全患者の看護が理解できる

８．栄養代謝機能障害のある患者の看護
肝硬変の患者の看護が理解できる．

６．内部環境調節機能障害のある患者の看護
慢性腎不全患者の看護が理解できる

５．生体防御機能障害のある患者の看護
HIV患者の看護が理解できる

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

事前に演習計画を立案し、教員の助言を受けて
演習を行うこと

事前に演習計画を立案し、教員の助言を受けて
演習を行うこと

演習

演習

講義・グループワーク
パーキンソン病の病態と症状について事前学習
を行う

関節リウマチの病態と症状について事前学習を
行うこと

免疫反応、ＨＩＶの病態と症状について事前学習
を行うこと

講義・グループワーク

講義

２．栄養代謝機能障害のある患者の看護
糖尿病患者の特徴を理解しフィジカルアセスメント、必要な看護が理解できる

2．感覚機能障害のある患者の看護
視覚機能障害のある患者の看護が理解できる

２．栄養代謝機能障害のある患者の看護
自己血糖測定が実施できる

４．排尿機能障害のある患者の看護
排尿障害のある患者の特徴と看護が理解できる

講義・グループワーク

演習

講義・グループワーク

糖尿病の病態と症状の事前学習を行うこと

糖尿病性網膜症の病態と症状について事前学
習を行うこと

事前に演習計画を立案し、教員の助言を受けて
演習を行うこと

排尿の機能と排尿障害の発生機序と種類につい
て事前学習を行うこと

講義

12
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４．排尿機能障害のある患者の看護
持続的導尿の目的と留意点を踏まえた看護が実施できる

４．排尿機能障害のある患者の看護
持続的導尿の目的と留意点を踏まえた看護が実施できる

４．脳神経機能障害のある患者の看護
パーキンソン病の患者の看護が理解できる．

５．生体防御機能障害のある患者の看護
関節リウマチの患者の看護が理解できる
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単位数：1単位 時間数：30時間

慢性疾患など生涯にわたり疾病のコントロールの必要な対象の特徴を理解し、その状況に応じた基本的看護援助を習得する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

１．慢性期にある患者の特徴の理解
慢性期にある患者の特徴を理解できる

１．慢性期にある患者の特徴の理解
病気とともに生きることの意味を理解できる

テキストの該当するところを読んで講義に臨むこ
と

講義・グループワーク

講義・グループワーク

事前に文献を配布するので、内容を要約して講
義に臨むこと



成人看護方法論Ⅲ 講師：垂水 千春

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験により評価する

「系統看護学講座 がん看護学」医学書院, 成人看護学④「血液・造血器」医学書院, 成人看護学⑨「女性生殖器」医学書院
 成人看護学 別巻「治療法概説」メヂカルフレンド社,「成人看護技術・がんタ－ミナルケア」メヂカルフレンド社

資料プリントは適宜配布する

白衣、ナ－スシュ－ズの準備

白衣、ナ－スシュ－ズ、タオルの準備

15 筆記試験終講試験・解説

私語はしないこと、講義の予習をしてくること、忘れ物の無いようにし、主体的講義に臨むこと

14

成人看護技術・がんタ－ミナルケア」のⅥ章を読
んでおく

技術演習（スト－マパウチ交換）

技術演習（リラクゼ－ション）

症状マネジメント（疼痛コントロ－ル）が理解できる

1.外来がん治療の看護を理解できる
2.がん患者の療養支援を理解できる

演習

演習

講義

テキスト「がん看護学」5章のCと「成人看護技術・
がんタ－ミナルケア」のⅡ章を読んでおく

「成人看護技術・がんタ－ミナルケア」のⅡ章の3
を読んでおく

講義

講義

講義・グル－プワ－ク
「子宮がん患者の看護」に関する資料を各自、準
備しておく

「乳がん患者の看護」に関する資料を各自、準備
しておく

テキスト「がん看護学」6章と「成人看護技術・が
んタ－ミナルケア」のⅡ章の5を読んでおく

講義

講義

1.がん治療の特性を理解できる
2.造血幹細胞移植に対する看護を理解できる

がん治療に対する看護（がん手術療法）が理解できる

がん治療に対する看護（放射線療法）が理解できる

がん放射線療法の看護（有害事象への対策）を理解できる

講義・グル－プワ－ク

講義

講義

テキスト「がん看護学」の5章と「成人看護技術・
がんタ－ミナルケア」のⅤ章を読んでおく

テキスト「がん看護学」、子宮がん、乳がんのが
ん手術療法を読んでおく

テキスト「がん看護学」の5章を読んでおく

テキスト「がん看護学」5章のDを読んでおく講義

12

13

1.がん化学療法に対する看護を理解できる
2.抗癌薬の有害事象に対するマネジメントを理解できる（末梢神経障害、皮膚障害、脱
　毛、悪心・嘔吐）

抗癌薬の有害事象に対するマネジメントを理解できる（骨髄抑制）

事例展開・子宮がん患者の看護を理解できる

事例展開・乳がん患者の看護を理解できる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

がん看護の全人的苦悩を理解し、症状緩和の方法や日常生活動作の障害に応じた看護を理解する。また、その人らしく最後まで生き
ることを支えるための看護を理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

1.がん医療の現在とがん対策、がん患者の特徴が理解できる（疫学的動向、がん対策、が
　ん 患者の身体的・心理社会的特徴と看護、がんサバイバ－と就労支援）
2.緩和ケアの歴史・変遷と意義が理解できる

1.がん患者の全人的苦痛を理解できる
2.がん疾患をもつ患者の身体症状・精神症状を理解できる
3.がん患者の家族への看護援助を理解できる

テキスト「がん看護学」のがん医療の現在と「成
人看護技術・がんタ－ミナルケア」のⅥ章緩和ケ
アを読んでおく

講義

講義

テキスト「がん看護学」の３章と「成人看護技術・
がんタ－ミナルケア」のⅠ章の4.家族ケアを読ん
でおく



成人看護方法論Ⅳ 講師：政元 圭菜

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

講義後のレポートや課題の提出状況（25点）、筆記試験（75点）により総合的に評価する。
なお、筆記試験は政元：50点、野上先生：25点の合計75点とする

『系統看護学講座 別巻　救急看護学、クリティカルケア看護学』　医学書院
参考図書：AHAガイドライン2020　JRC蘇生ガイドライン2020
外傷初期診療ガイドライン（JATEC）第5版　外傷初期看護ガイドライン（JNTEC）第3版

課題については事前に説明する。
資料プリントは適宜配布する。

輸血時の看護と輸血時に起こったアナフィラキ
シーショック時の対応を学び、演習計画書にまと
める

演習計画書に沿って、輸血の実施並びにアナ
フィラキシーショック時の初期対応を実施する

終講試験15 筆記試験救急看護まとめ

解剖学、病態生理学、基礎看護技術（診療の補助）の復習をして臨むこと。
学習を深めるために、事前に課題を提示するので主体的に取り組み授業に臨むこと。

14

肝硬変による食道静脈瘤破裂患者の看護をグ
ループで実施する

【主要病態のアセスメントと看護⑧】
アナフィラキシーショック時の初期対応が理解できる

【主要病態のアセスメントと看護⑧】
アナフィラキシーショック時の初期対応が実施できる

【主要病態のアセスメントと看護⑦】
吐血時の初期対応が実施できる

【主要病態のアセスメントと看護⑥】
外傷への初期対応が理解できる

演習

講義・グループワーク

演習

事前課題に沿って、CPA患者のBLSをグループ
で行う
第５章Ａ①を予習し演習に臨むこと

第５章Ａ②を予習してくること

演習

講義

講義・グループワーク
熱傷患者の分類・早期対応について整理する
第５章Ｊを予習してくること

体液喪失性・敗血症性ショック時の看護について
考える
第５章Ｅ、Ｈを予習してくること

交通事故に伴う胸部外傷、四肢外傷時の看護を
グループで考える
第５章Ⅰを予習してくること

講義・グループワーク

講義

【主要病態のアセスメントと看護①】
意識障害時の看護が理解できる

【主要病態のアセスメントと看護②】
ショックの分類と徴候の病態が理解できる

【主要病態のアセスメントと看護③】
心原性ショック時の初期対応が理解できる

【心肺停止状態に必要な看護技術】
一次救命処置（BLS）が実施できる

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義

クモ膜下出血(頭蓋内圧亢進症)の患者の看護を
グループで考える。「救急看護学」第５章Ｂ、「クリ
ティカルケア看護学」第３章Ｄを予習してくること

第５章Ｄを予習してくること

心原性ショック時の対応をグループで考える

事前課題に沿って、CPA患者のBLSをグループ
で実施する
第５章Ａ①を予習し演習に臨むこと

演習6

12

13

【心肺停止状態に必要な看護技術】
一次救命処置（BLS）が実施できる

【心肺停止状態に必要な看護技術】
二次救命処置（ACLS）が理解できる

【主要病態のアセスメントと看護④】
熱傷の初期対応が理解できる

【主要病態のアセスメントと看護⑤】
急性腹症・熱中症の初期対応が理解できる。

11

10

7

8

9

学習上の留意点

身体的に生命の危機的状況にある対象の救命および生命維持に必要な看護の視点を理解し、看護実践に必要な基本的看護を習得
する。

1

2

5

3

4

救急看護の概念と救急医療体制の理解できる

救急看護の対象と倫理的問題について考え、救急看護師の役割を理解できる

日本の救急医療体制と鹿児島県の救急医療指
定病院について調べ整理する

講義・グループワーク

講義

事例患者の倫理的問題についてグループワーク
を行う

単位数：1単位 時間数：30時間

回数 方法学習のねらい



老年看護学概論 講師：花園 千恵子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

課題レポート10点（必要な項目をインタビューし、既定の用紙に記入し提出する）　終講試験90点

「老年看護学」医学書院

インタビューは対象のプライバシーに配慮し実施する

老年看護学 第9章「生活・療養における看護」を
読み講義に臨む

講義

筆記試験

講義

講義・グループワーク

１ 加齢に伴う身体的・精神的・社会的側面の変化を述べることができる

１ 高齢者のインタビューを通して、時代背景や生活背景が高齢者の多様性や個人差に関連していることを述べ
ることができる

１ 超高齢者の現況と保健医療福祉の動向について理解する
２ 高齢者の権利擁護について理解できる

１ エンドオブライフケアの概念について学び、「生きること」を支えるケアについて理解する

講義

解剖生理を基に感覚器系、循環器系、呼吸器
系、腎・泌尿器系、消化器系、脳・神経系につい
て事前学習して臨む

身近な高齢者にインタビューを行いレポートにま
とめ（生活史、生きがい、楽しみ、現在の不安な
ど）講義に臨む

老年看護学　第2章「超高齢社会と社会保障」を
読み講義に臨む

老年看護学　第８章「エンドオブライフケア」を読
み講義に臨む

講義

１ 老年期のヘルスプロモーションについて学び、生活・療養の場における看護について理解する

終講試験およびまとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

老年期を生きる人々を多角的にとらえ発達課題及び特徴について理解し、老年期の看護の役割について学ぶ。高齢者を取り巻く保健
医療福祉の現況を理解し、その人らしく生活し生きることを支える看護について学ぶ。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

１ 老いるとはどういうことか理解する
２ 老年期にある対象の発達課題を述べることができる

１ 老年看護の役割とその特徴について理解できる
２ 老年看護における理論・概念の活用について理解できる

講義前に高齢者に関するアンケートを実施する
看護学概論を基に老年期の発達段階について
事前学習して臨む

講義

講義

老年看護学　第3章「老年看護のなりたち」を読
み講義に臨む



老年看護方法論Ⅰ 講師：木場田 哲也、花園 千恵子、今西由香

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

演習計画・振り返り等の提出物（10点）終講試験（90点）により総合的に評価する

『老年看護学』　医学書院

介護保険制度のサービスについて事前学習して
臨む

施設看護の考察につなげられるよう、老年看護
学概論を復習して臨む

筆記試験15 筆記試験終講試験およびまとめ

老年看護学概論で学習した加齢に伴う身体的変化を復習して講義に臨む
認知症高齢者の思いに馳せて、講義に臨む

14

「老年看護学」第6章認知機能の障害に対する看
護を読み、予習して臨む

高齢者施設（入所施設・通所施設）の役割・機能を理解する

高齢者施設での実際から、高齢者に必要な看護を理解し、考察できる

認知症の看護、対応を理解する

認知症の種類と症状を理解する

講義

講義

講義

心不全の病態生理ついて事前学習して臨む

心不全の慢性期の看護について事前学習して
臨む

講義

講義

講義
パーキンソン病の病態生理について事前学習し
て臨む

パーキンソン病の慢性期の看護について事前学
習して臨む

「老年看護学」第6章認知機能の障害に対する看
護を読み、予習して臨む

講義

講義

高齢者の特徴を踏まえ、大腿骨頸部骨折の患者の急性期から回復期の看護を理解する

高齢者の特徴を踏まえ、関節リウマチのある患者の看護を理解する

疼痛のある高齢者の看護について理解する

疼痛のある高齢者の看護について理解する

講義

演習

講義

大腿骨頸部骨折の術後の看護を事前学習して
臨む

関節リウマチの病態と症状について事前学習を
して臨む

事例を基に援助計画を立案し実施できる

事例を基に援助計画を立案し実施できる演習

12

13

高齢者の特徴を踏まえ、心不全の病態生理および治療・処置を理解する

高齢者の特徴を踏まえ、心不全の慢性期の看護を理解する

高齢者の特徴を踏まえ、パーキンソン病の病態生理および治療について理解する

高齢者の特徴を踏まえ、パーキンソン病の慢性期の看護について理解する

1

2

5
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単位数：1単位 時間数：30時間

高齢者に多い疾患・症状・治療について学び、様々な健康段階にある対象に必要な基本的看護援助を取得できる

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

高齢者の身体機能の低下による変化を理解する

高齢者の特徴を踏まえ、大腿骨頸部骨折の患者の病態および治療・処置を理解する

老年看護学　第4章　高齢者によくみられる身体
症状とアセスメントについて事前学習して臨む

講義

講義

大腿骨頸部骨折の病態生理について事前学習
をして臨む



老年看護方法論Ⅱ 講師：山下 京子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

演習の援助計画5点×5　小テスト5点×4　　終講試験55点

「老年看護学」医学書院

片麻痺の事例の高齢者の特徴を踏まえ衣服の
着脱および清潔の援助計画を立て演習に臨む

片麻痺の事例の高齢者の特徴を踏まえ衣服の
着脱および清潔の援助計画を立て演習に臨む

15 筆記試験終講試験

基礎看護学（活動・食・排泄・コミュニケーション・清潔）および老年看護学概論の高齢者の特徴を事前学習して講義に臨む
グループワークが多いので主体的に取り組む。援助計画は指定された日に提出する

14

片麻痺の事例の高齢者の特徴を踏まえ、排泄の
援助計画を立て演習に臨む

高齢者の特徴をふまえ、衣服の着脱および清潔の援助が安全・安楽に実施できる

高齢者の特徴をふまえ、衣服の着脱および清潔の援助が安全・安楽に実施できる

高齢者の特徴をふまえ、安全・安楽な排泄に必要な援助を理解できる

高齢者の特徴をふまえ、安全・安楽な移乗の援助が実施できる

演習

演習

演習・グループワーク

基礎看護技術のコミュニケーション技術および失
語症・構音障害の病態生理を復習して臨む

脳梗塞の病態生理、治療および看護について復
習して臨む

講義

講義・グループワーク

講義・グループワーク
高齢者の身体機能・精神機能の低下をふまえ、
高齢者のふさわしいレクリエーションを考えてくる

高齢者の特徴をふまえ、安全・安楽に実施する

片麻痺の事例の高齢者の特徴を踏まえ、移乗の
援助計画を立て演習に臨む

講義

講義

高齢者の特徴をふまえ、転倒の原因を理解し、高齢者の転倒を防ぐための援助を考える

高齢者の特徴をふまえ、摂食・嚥下障害の要因を理解し、高齢者の食生活をと整えるための援助を考える

高齢者の特徴をふまえ、排尿・排便障害の要因を理解し、高齢者の排泄を整えるための援助を考える

高齢者の皮膚の特徴をふまえ、高齢者の身体の清潔・身だしなみを整えることの意義を理解し、清潔のニーズ
を充足できる援助を考える

演習

講義

演習

基礎看護技術の移動の援助の復習をして臨む

基礎看護技術の食の援助および摂食・嚥下障害
の病態生理について復習して臨む

基礎看護技術の排泄の援助および排尿・排便障
害の病態生理について復習して臨む

皮膚の構造及び基礎看護技術の清潔を復習し
て臨む

講義

12

13

高齢者に多いコミュニケーション障害（難聴・失語症・構音障害）を理解し、高齢者のコミュニケーションを円滑の
するための援助を考える

脳梗塞の事例の全体像を把握し看護の方向性を考える

高齢者の加齢による変化および健康障害を踏まえ、高齢者の生きがいづくり・健康の保持・増進のための援助
の必要性が理解できる

事例を踏まえてのレクリエーションの演習

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

加齢や健康障害に伴って生じる生活機能障害をとらえ、高齢者のセルフケア能力を高めるための援助の基礎的知識・技術・態度を理
解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

高齢者の生活機能を整える必要性を理解する
高齢者のＡＤＬを評価するための指標を理解する

高齢者の疑似体験を通して加齢による変化が及ぼす日常生活への影響を考える

ＡＤＬについて復習して臨む

演習

講義

高齢者の身体的機能の低下を復習して臨む



小児看護学概論 講師：礒脇 玉美

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師、助産師として実務経験のある教員による授業である

出席状況・受講態度（10点）、終講試験（90点）

『小児看護学概論　小児臨床看護総論』医学書院
『クイックノート』プチナース

適宜、資料を配布する

遅刻、欠席のない様にすること。グループワークではグループダイナミクスを活用し、積極的に参加すること

第６章「思春期」を読んでくる講義・グループワーク

筆記試験

講義・グループワーク

講義・グループワーク

新生児の特徴と家族、看護について理解できる

乳児期の特徴と家族、看護について理解できる

幼児期の特徴と家族、看護について理解できる

学童期の特徴と家族、看護について理解できる

講義・グループワーク

第４章Ａ「新生児」を読んでくる

第４章Ｂ「乳児」を読んでくる

第５章Ａ「幼児」を読んでくる

第５章Ｂ「学童」を読んでくる講義・グループワーク

思春期の特徴と家族、看護について理解できる

終講試験およびまとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

小児の成長発達や養護について学び、看護の役割を理解する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

小児看護の対象や目的、役割を理解できる

子どもの成長や発達、発達課題を理解できる

第1章「小児看護の特徴と理念」を読んでくる。図
表の内容を理解してくる

講義・グループワーク

講義・グループワーク

第２章「子どもの成長・発達」を読んでくる



小児看護方法論Ⅰ 講師：松下 賢治、川上 清

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、医師として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験　100点

『小児臨床看護各論』 医学書院

適宜、資料を配布する。

講義前にテキストの第15・16・17章を読んでおく
こと。

講義前にテキストの第18章を読んでおくこと。

15 筆記試験終講試験およびまとめ

講義前に予習をし、講義後には復習を行うこと。

14

講義前にテキストの第14章を読んでおくこと。

皮膚・眼・耳鼻咽喉疾患と看護について理解できる。

精神疾患と看護について理解できる。

運動器疾患と看護について理解できる。

神経疾患と看護について理解できる。

講義

講義

講義

講義前にテキストの第9章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第10章を読んでおくこと。

講義

講義

講義 講義前にテキストの第11章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第12章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第13章を読んでおくこと。

講義

講義

代謝性・内分泌・アレルギー性疾患と看護について理解できる。

感染症と看護について理解できる。

呼吸器疾患と看護について理解できる。

循環器疾患と看護について理解できる。

講義

講義

講義

講義前にテキストの第3・4・5章を読んでおくこ
と。

講義前にテキストの第6章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第7章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第8章を読んでおくこと。講義

12

13

消化器疾患と看護について理解できる。

血液・造血器疾患と看護について理解できる。

悪性新生物と看護について理解できる

腎・泌尿器および生殖器疾患と看護について理解できる。

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

小児に多い疾患を系統別、病態別に分類し、各疾患の病態・症状・診断・治療と看護について理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

染色体異常・体内環境により発症する先天異常と看護について理解できる。

新生児の看護について理解できる。

講義前にテキストの第1章を読んでおくこと。

講義

講義

講義前にテキストの第2章を読んでおくこと。



小児看護方法論Ⅱ 講師：鈴木 泉

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、助産師・看護師として実務経験のある教員による授業である

出席状況・受講態度（10点）、10症状プリント（5点）、
リフレクションレポート（5点）、終講試験（80点）

『小児看護学概論　小児臨床看護総論』医学書院               『小児臨床看護各論』医学書院           『クイックノート』プチナース

適宜、資料を配布する

クイックノートに調べたことを追記し、演習前に提出する

演習後リフレクションレポート提出

15 筆記試験終講試験およびまとめ

遅刻、欠席のない様にすること。グループワークではグループダイナミクスを活用し、積極的に参加すること

14

小児臨床看護総論 第8章を読んでくる

子どもの看護に必要な技術を習得できる
（計測、バイタルサイン測定、フィジカルアセスメント、検査時の介助）

子どもの看護に必要な技術を習得できる
（ハイムリック法、PBLS、殿部浴）

子どもの虐待と看護を理解できる

事故・外傷時の対処・処置・看護を理解できる

演習

演習

講義・グループワーク

小児臨床看護総論 第6章を読んでくる

小児臨床看護総論 第5章を読んでくる
10症状（呼吸困難・チアノーゼ・ショック・意識障害・便
秘・浮腫・出血・貧血・発疹・黄疸）から6つ選んでA3 （1
枚）にまとめる

講義・グループワーク

協同学習

講義・グループワーク 小児臨床看護総論 第4章を読んでくる

小児臨床看護総論 第7章を読んでくる

小児臨床看護各論19章を読んでくる

講義

講義

入院及び在宅療養における小児看護の特徴を理解できる

慢性期における子どもと家族の反応および看護を理解できる

急性期における子どもと家族の反応および看護を理解できる

周手術期における子どもと家族の反応および看護を理解できる

講義・グループワーク

講義

講義・グループワーク

小児臨床看護総論 第2章ＡＣを読んでくる

小児臨床看護総論 第3章Ａを読んでくる

小児臨床看護総論 第3章Ｂを読んでくる

小児臨床看護総論 第3章Ｃを読んでくる講義

12

13

検査・処置を受ける子どもの看護を理解できる

症状を緩和し、評価するための基礎知識を習得することができる

子どものフィジカルアセスメントを理解できる

障害のある子どもと家族の反応および看護を理解できる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

成長発達を踏まえて、健康問題や障害をもつ小児と家族の看護を理解する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

病気や障害に対する子どもと家族の反応および看護を理解できる

外来受診や入院などの状況（環境）が子どもと家族におよぼす影響を知り、必要な看護を理解できる

小児臨床看護総論 第1章を読んでくる

講義

講義

小児臨床看護総論 第2章ＡＢを読んでくる



母性看護学概論 講師：竪山 万沙代

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、助産師として実務経験のある教員による授業である

Team-based learning(TBL)　20点　　終講試験　80点

『母性看護学概論』　医学書院
　必要時資料配布

母性看護学は今現在のあなたがたに深いかかわりのある講義です。産み・育てるとはどのようなことか？多様な性について理解し考えていく機会となります。看
護者としての倫理とは何かを考えながら、世間の情報に興味関心を持ち、母性看護とは何かを学ぶ努力をしてください

講義が中心となる。予習を行い、積極的に講義に参加し発言を行うこと

母性看護学概論第6章（F・G・H）読んでくること

1～7回までの講義を深めておく

講義

筆記試験

第1章（C・D・G）を読み、最近の新聞等情報から
母性看護に関するものを1つ以上集めておくこと

解剖生理学・疾病論ⅴのテキスト・資料及び母
性看護学概論第3章・5章（B・C・D）/母性看護学
各論第3章を学習してくること

母性看護学概論第6章（A・B・C・D）を読んでくる
こと。関連する内容について臨床微生物・疾病論
Vなど関連する科目を事前に学習しておく。

母性看護学概論第6章（C・D）を読んでくること講義

講義

TBL

リプロダクティブヘルス／ライツの概念
母性看護における法的・倫理的問題
（母体の権利・胎児の権利）

女性（男性含む）の性と生殖に関する解剖整理、妊娠の生理・思春期・更年期について理解できる

リプロダクティブヘルスの視点から、STD/STIの疾患理解と予防方法が理解できる。〈受胎調節の原理と実際が
理解できる>

感染症疾患を抱えている妊産褥婦及び新生児の看護が理解できる
妊娠の意思決定について理解できる

講義・演習

6

性暴力被害者の身体的・心理的問題と看護について理解できる。外国人妊婦（在日外国人含む）問題について
考える

終講試験およびまとめ

1

2

5

7

8

3

4

単位数：1単位 時間数：15時間

母性の概念、母性の発達、社会構造と母性の変化と母性看護の対象を理解する。
リプロダクティブヘルス／ライツの理念を基に看護の機能と役割を理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

母性看護学概論導入
母性の基盤となる概念を理解する

母性の基盤となる概念を理解する

自己の母性観についてまとめておく（社会学等既
習学習を復習しておく）

講義

講義・討議

テキスト第1章・3章Cを予習しておくこと



母性看護方法論Ⅰ 講師：堂園 光一郎、上敷領 正子

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、医師、助産師として実務経験のある教員による授業である

産科医師と合わせて１００点満点とする。（割合は講義回数で計算する）

『母性看護学概論』『母性看護学各論』『母性看護技術』医学書院　適宜資料配布

妊娠・分娩とダイナミックな変化を遂げる内容の学習に生命の神秘を感じてほしい。健康な妊産婦が異常にならないようにする為にどのような看護が必要であ
るのか柔軟な思考で学習に臨んでほしい。

母性看護学各論第７章Ⅱを読んでくること

母性看護学各論第７章Ⅱを読んでくること

15 筆記試験終講試験及びまとめ

本科目は、解剖生理・母性看護学概論にて妊娠までの経過を十分に理解したうえで学習を行うことが必要である。そのため、十分事前学習を行い講義に臨ん
でほしい。技術に関してはテキストと連動し予習を行うことが必要。欠席等については学則に準じる。

14

母性看護学各論第７章D・E・F・Gを読んでくること

分娩の異常について理解できる

分娩の異常について理解できる

妊娠の異常について理解できる

妊娠の異常について理解できる

講義

講義

講義

母性看護各論第４章（A）を読んでくること

母性看護学各論第４章を読んでくること

講義

講義

講義 母性看護学各論第１章を読んでくること

母性看護学各論第７章Ⅰ－Aを読んでくること

母性看護学各論第７章Ⅰ－B・Cを読んでくること

講義

講義・演習

妊娠各期の心理が理解できる
妊産褥婦を取り巻く人々の心理について理解できる

妊婦の理解（妊婦・胎児の健康状態とアセスメントの視点が理解できる）

妊娠の理解（マイナートラブル・日常生活アセスメント）

妊娠の理解（保健指導）

講義

講義

講義

母性看護学各論第3章（B）を読んでくること

母性看護学各論Ⅰ3章（C）を読んでくること

母性看護学各論第３章（D）を読んでくること

母性看護学各論第３章（D）を読んでくること講義

12

13

分娩の要素・機序

分娩進行状態つついて理解できる
分娩進行状態に応じた看護が理解できる

不妊・不育カップルへの看護が理解できる

ART　妊娠の異常について理解できる
（ハイリスク妊娠）

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

周産期にある母体の生理的変化・胎児発育への理解を深める。
周産期にある家族の役割を学び新しい家族役割形成促進の援助について理解する
妊娠・分娩の異常おもな異常と医療的介入と看護について理解できる
生殖補助医療や遺伝カウンセリングを受ける人々の心理・社会的特徴を理解し、倫理的問題について理解する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

妊娠の概念と妊娠の整理について理解できる
妊娠の理解（妊婦の生理的変化）

妊娠各期に行われる検査の目的が理解できる（妊娠の診断法）検査結果と妊娠への影響について理解できる

母性看護学各論第3章（A）を読んでくること
妊娠に伴う母体の変化が理解できる

講義

講義

母性看護学各論第3章（C）を読んでくること



母性看護方法論Ⅱ 講師：堂園 光一郎、鈴木 泉

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、医師、助産師として実務経験のある教員による授業である。

ミニテスト(10点)、提出課題（10点）、技術演習（10点）筆記試験(50点)で評価する。
堂園先生とあわせて100点での評価を行う。（講義回数で計算する）

テキスト：『母性看護学各論』医学書院
参考書　：『母性看護技術』　 医学書院        看護学生スタディガイド         母性看護実習クイックノート

資料プリントは適時配布する

テキスト第7章Ｄを読んでくる。

テキスト第7章Ｃを読んでくる。

15 筆記試験まとめと終講試験

自己学習を行い、予習をしてくること、主体的に講義に望むこと

14 新生児の異常（堂園講師） 講義

講義

必要なテキスト及び参考書を読んでくる。
テキスト及び参考書に付帯しているQRコードから動画を
視聴する。
褥婦の技術　：「子宮底測定」「レオポルド測定」「おむつ
交換」「抱っこ」「沐浴」「調乳」「授乳」
新生児の技術：「新生児の計測」「新生児のバイタルサ
イン」

テキスト第7章C・Dを読んでくる。
ミニテスト⑤（講義終了時）

講義・グループワーク

講義・グループワーク

テキスト第5・6章を読んでくる。
正常な産褥経過および新生児の経過（褥婦と新生児は
ユニットとして考える。家族の関連）を考える
ミニテスト④（講義終了後）

テキスト第7章Dを読んでくる。

テキスト代7章C読んでくる。

演習

演習

テキスト第5・6章を読んでくる。
正常な産褥経過および新生児の経過（褥婦と新生児は
ユニットとして考える。家族の関連）を考える。

テキスト第5・6章を読んでくる。
正常な産褥経過および新生児の経過（褥婦と新生児は
ユニットとして考える。家族の関連）を考える。
ミニテスト③（講義終了時）

テキスト第5・6章を読んでくる。
正常な産褥経過および新生児の経過（褥婦と新生児は
ユニットとして考える。家族の関連）を考える。

テキスト第5・6章を読んでくる。
正常な産褥経過および新生児の経過（褥婦と新生児は
ユニットとして考える。家族の関連）を考える。

講義・グループワーク

１．正常な産褥経過(褥婦と新生児)のアセスメントの視点を考えられる。
２．褥婦・新生児と家族の看護がわかる。
３．新生児の看護がわかる。
　　（1）産褥当日から1日目、生後当日から1日目

１．正常な産褥経過(褥婦と新生児)のアセスメントの視点を考えられる。
２．褥婦・新生児と家族の看護がわかる。
３．新生児の看護がわかる。
　　（2）産褥2日目、生後2日目

１．正常な産褥経過(褥婦と新生児)のアセスメントの視点を考えられる。
２．褥婦・新生児と家族の看護がわかる。
３．新生児の看護がわかる。
　　（3）産褥3日目、生後3日目

１．正常な産褥経過(褥婦と新生児)のアセスメントの視点を考えられる。
２．褥婦・新生児と家族の看護がわかる。
３．新生児の看護がわかる。
　　（4）産褥4日目、生後4日目

講義

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義・グループワーク

講義

12

13

１．正常な産褥経過(褥婦と新生児)のアセスメントの視点を考えられる。
２．褥婦・新生児と家族の看護がわかる。
３．新生児の看護がわかる。
　　（5）産褥5日目5以降、生後5日目以降

産褥期の異常な看護がわかる。

新生児の異常の看護がわかる。

産褥期の異常な看護がわかる。
新生児の異常な看護がわかる。

産褥期の異常（堂園講師）

産褥期に必要な看護技術が安全安楽に実施できる。

産褥期に必要な看護技術が安全安楽に実施できる。
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単位数：1単位 時間数：30時間

妊娠・分娩をふまえ産褥の生理と異常、褥婦、新生児の正常と異常の看護について理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

１．産褥期の身体的変化が理解できる。
２．産褥期の心理・社旗的変化が理解できる。
３．新生児の生理が理解できる。

１．産褥期の身体的変化が理解できる。
２．産褥期の心理・社旗的変化が理解できる。
３．新生児の生理が理解できる。

テキスト第5章Ａ第6章A①②・Bを読んでくる。
　　　　＊病態生理学（黄疸）プリント持参
ミニテスト①（講義1回目開始時）

講義

講義

テキスト第5章Ａ第6章A①②・Bを読んでくる。
　　　　＊病態生理学（黄疸）プリント持参
ミニテスト②（講義終了時）



精神看護学概論 講師：出口 美代子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

平常点 (レポート、課題等)    20点
筆記試験                         80点

「精神看護学概論　精神保健」メヂカルフレンド社

講義での必要な資料等については、適宜紹介、配布する

精神保健医療看護の基本概念を理解する講義です
予習を行い講義に臨むこと

グループワークに積極的に取り組み、自分の意
見を述べること

講義・グループワーク

筆記試験

講義

講義

学校および職場におけるストレス関連の症状や問題行動について考えることができる

・ストレス・危機と精神の健康問題について理解できる
・ストレスコーピングについて理解できる
・セルフマネジメントの考え方と方法を理解できる

社会構造や生活様式の変化に伴うこころの健康問題を考えることができる

・精神保健医療福祉の歴史的変遷を学び、日本における精神医療の特色と課題について考えることができる。
・精神障がい者を取り巻く法律や制度について理解できる

講義・グループワーク

講義前にテキスト第4章を読んでおくこと

講義前にテキストの第5章を読んでおくこと

講義前にテキストの第6章を読んでおくこと。グ
ループワークに積極的に取り組むこと

講義前にテキストの第7章を読んでおくこと。グ
ループワークに積極的に取り組み、自分の意見
を述べること

講義・グループワーク

・リエゾン精神看護、司法精神医療、災害時の精神保健医療活動の概要を理解できる
・看護に求められる社会のニーズを理解できる

まとめと終講試験
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単位数：1単位 時間数：15時間

精神の構造と機能、精神の健康保持・増進および疾病の予防と回復を援助する精神看護の基本的概念について学び、看護援助に必
要な基礎的知識について理解する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

精神的健康の意義と精神看護の考え方について理解できる

精神の構造と働き、精神の発達に関する主要な考え方について理解できる

講義前にテキストの序章を読んでおくこと

講義

講義

講義前にテキストの第1・2章を読んでおくこと



精神看護方法論Ⅰ 講師：胸元 孝夫,平川 忠敏

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、医師、臨床心理士として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験　　１００点

「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

講義での必要な資料等については、適宜紹介、配布する。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

100点の筆記試験およびまとめ15 筆記試験終講試験およびまとめ

主な精神疾患・精神障害の概要と治療について理解し、精神を病む人を理解する講義です。
講義前に予習をし、講義後には復習を行うこと。

14

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

精神科のリハビリテーション療法、精神療法の概要を理解できる。

パーソナリティ障害群、てんかんの定義、病因、症状および治療と支援を理解できる。

物質関連障害および嗜癖性障害、神経認知障害群の定義、病因、症状および治療と支援を理解できる。

講義

講義

講義

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義

講義

講義 講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義

講義

精神科で行われる精神科的診察の概要を理解できる。

精神科で行われる一般検査・画像検査・心理検査の概要を理解できる。

主な精神疾患・障害の診断基準と分類が理解できる。

神経発達症群・神経発達障害群の定義、病因、症状および治療と支援を理解できる。

講義

講義

講義

講義前にテキストの第2章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第2章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。

講義前にテキストの第3章を読んでおくこと。講義
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統合失調症スペクトラム障害の定義、病因、症状および治療と支援を理解できる。

双極性障害および関連障害群、抑うつ障害群の定義、病因、症状および治療と支援を理解できる。

不安症群・不安障害群、強迫症・強迫性障害、心的外傷およびストレス因関連障害群の定義、病因、症状およ
び治療と支援を理解できる。

解離症群・解離性障害群、身体症状症、食行動障害および摂食障害群、睡眠障害群の定義、病因、症状およ
び治療と支援を理解できる。
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単位数：1単位 時間数：30時間

主な精神疾患・精神症状と状態像および精神科での治療について理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

精神障害をもちながら生活する人について理解できる。

主な精神症状の分類と状態像が理解できる。

講義前にテキストの第1章を読んでおくこと。

講義

講義

講義前にテキストの第2章を読んでおくこと。



精神看護方法論Ⅱ 講師：山門 真樹

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

課題点   　20点
筆記試験　80点

「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

講義に必要な資料等については、適宜紹介、配布する

主体的に課題学習に取り組むこと。指示された
提出期限を守ること

主体的に課題学習に取り組むこと。指示された
提出期限を守ること  　課題点20点

終講試験およびまとめ15 筆記試験終講試験およびまとめ

精神疾患・精神障害をもつ対象の理解を深め、精神を病む人への看護援助の基本を学ぶ講義です。
講義前に予習をし、講義後には復習を行うこと
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主体的に課題学習に取り組むこと。指示された
提出期限を守ること

事例をもとに精神障害をもつ対象の日常生活上の問題を理解し、問題解決過程の基本的な展開方法を理解で
きる

事例をもとに精神障害をもつ対象の日常生活上の問題を理解し、問題解決過程の基本的な展開方法を理解で
きる

事例をもとに精神障害をもつ対象の日常生活上の問題を理解し、問題解決過程の基本的な展開方法を理解で
きる

事例をもとに精神障害をもつ対象の日常生活上の問題を理解し、問題解決過程の基本的な展開方法を理解で
きる

個人ワーク

個人ワーク

個人ワーク

講義に関する疾患について事前学習しておくこ
と。

講義に関する疾患について事前学習しておくこ
と。

講義

講義

講義 講義に関する疾患について学習しておくこと。

講義に関する疾患について学習しておくこと。

主体的に課題学習に取り組むこと。指示された
提出期限を守ること

講義

講義

精神障害をもつ人の入院における治療的環境とその影響について理解できる

精神科における安全管理と安全を守るための援助について理解できる。また、倫理的配慮について考えること
ができる

双極性障害・抑うつ障害の患者の援助について理解できる

不安症・強迫症の患者の援助について理解できる

講義

講義

個人ワーク

講義前にテキストの第7章を読んでおくこと

講義前にテキストの第7章を読んでおくこと

講義に関する疾患について事前学習しておくこ
と。

講義に関する疾患について事前学習しておくこと講義
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統合失調症急性期・回復期の患者の援助について理解できる

統合失調症慢性期の患者の援助について理解できる

嗜癖性障害・アルコール依存症の患者の援助について理解できる

摂食障害・パーソナリティ障害・自閉スペクトラム症の患者の援助について理解できる
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単位数：1単位 時間数：30時間

精神の健康問題をもつ対象の特徴を理解し、心のバランスを崩している人や精神障がい者及びその家族に対する援助について理解
する。また、精神障がいが対象や家族に及ぼす影響を理解し、症状に応じた基本的看護援助を理解する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

精神障害をもつ人との関わり方と基本的態度について理解できる。

精神科領域で活用される看護理論を理解すると共に精神科看護の特徴を理解できる

講義前にテキストの第5章を読んでおくこと

講義

講義

講義前にテキストの第6章を読んでおくこと



成人・老年看護学実習Ⅰ 講師：今村 恵

授業学年：3学年、授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

実習内容・実習記録の提出・実習態度を実習評価表に沿って、総合的に評価する

実習前に提示する

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

受け持たせていただく患者様とそのご家族に感謝の気持ちを忘れずに実習を行う
指導者とコミュニケーションを図り、実習グループメンバーと協働しながら主体的に実習を行う姿勢が必要である
実習期間が4週間となり、また見学実習は事前に日時が決められるので、遅刻・欠席等ないように時間管理・健康管理に十分注意
する
実習前に事前学習および演習を行い実習に臨み、看護技術経験録を参考に看護技術習得に努める

単位数：3単位 時間数：135時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標
　１）生体機能に急激な変化が生じている患者を理解できる
　２）急性期にある患者に必要な治療・検査・処置を理解し、回復を促進させる援助が
　　　実施できる
　３）回復期にある患者の特徴が理解できる
　４）回復を促進する因子を明らかにし、社会復帰に向けての援助が実施できる

実習期間・方法
　病棟：3週間（14日間）※うち手術室・集中治療室・救急外来：各半日
　学内：学内事前実習（1日間）

　病棟実習では、1名の患者を受け持ち実習を行う
　手術室・集中治療室・救急外来実習では、指導者のもと原則見学実習を行う
　ただし、実習施設によって手術室・集中治療室・救急外来見学実習は、
　オリエンテーションとなる場合がある

病院等の実習施設での臨地実習

急性期にある患者の特徴を理解し、健康状態に合わせた看護援助を習得する



成人・老年看護学実習Ⅱ 講師：垂水 千春

授業学年：3学年、授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

受け持たせていただく患者様とそのご家族に感謝の気持ちを忘れずに実習を行う
指導者とコミュニケーションを図り、実習グループメンバーと協働しながら主体的に
実習を行う姿勢が必要である
実習期間が4週間となり、また見学実習は事前に日時が決められるので、遅刻・欠席等
ないように時間管理・健康管理に十分注意する
実習前に事前学習および演習を行い実習に臨み、看護技術経験録を参考に看護技術習得に努める

実習内容・実習記録の提出・実習態度を実習評価表に沿って、総合的に評価する

実習前に提示する

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

単位数：3単位 時間数：135時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

慢性期実習
　患者の発達段階を踏まえて身体的・精神的・社会的側面から総合的に理解できる
　患者のセルフケア能力や症状コントロール能力に応じた日常生活の支援と自立への援助ができる
　患者に必要な社会資源を活用し、包括的ケアについて考えることができる

終末期実習
　終末期にある患者の発達段階を踏まえて、身体的・精神的・社会的側面から総合的に理解できる
　終末期にある患者が残された時間を全うし、その人らしく自己実現できるようにQOLを高める援助ができる
　医療チーム（保険・医療）における協力・連携の必要性と看護の役割について考えることができる

実習期間・方法
実習期間・方法
　病棟：3週間（14日間）※うち外来化学療法室・透析室・地域連携室：各半日
　学内：学内事後実習（1日間）
　病棟実習では、1名の患者を受け持ち実習を行う
　地域連携室・外来化学療法室・透析室では、指導者のもと原則見学実習を行う
　ただし、実習施設によって地域連携室・外来化学療法室・透析室実習見学実習は、
　オリエンテーションとなる場合がある

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
慢性期もしくは終末期にある患者の特徴を理解し、健康状態に合わせた看護援助を習得する

（慢性期実習）
慢性期にある患者の特徴を理解し、患者のセルフケア能力や症状コントロール能力を高めるための看護援助を習得する
（終末期実習）
終末期にある患者の特徴を理解し、個別性を踏まえた看護援助を習得する



老年看護学実習 講師：花園 千恵子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

場所別の実習内容については、実習要綱参照

実習場所が数か所になることや教員が常駐していないので、自主的に指導者や教員と連携を図る。各グループ間の事前の申し送
りをしっかりする。

老年看護学実習の実習評価表に基づいて評価する。

「老年看護学」医学書院　　　「基礎・臨床看護技術」医学書院

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

単位数：2単位 時間数：90時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標
　１．高齢者の特徴を理解することができる
　２．高齢者の日常生活の自立に向けての援助の必要性を理解し、指導者とともに
実践することができる
　３．高齢者を取り巻く保健医療福祉の役割と連携の必要性を理解することができる
　４．高齢者との関わりを通して自己の老年観を養うことができる

実習期間及び方法
　介護老人保健施設または介護老人福祉施設：4日間（1名の利用者を受け持つ）
　デイケアまたはデイサービス　　　　：2日間
　グループホーム　　　　　　　　　　　　：2日間
　高齢者福祉センター　　　　　　　　　：1日間
　まとめ　　　　　　　　　　　　　　　    　：1日間

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
地域で生活している高齢者の特徴を理解し、多職種との連携を踏まえた看護の役割と機能を学び必要な看護援助を習得する



小児看護学実習 講師：鈴木 泉

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

看護者の倫理綱領に基づき行動する
事前学習を十分に行い、主体的に実習に臨む

ルーブリックに基づき、教員が評価を行う

小児看護学概論（医学書院）     小児臨床看護各論（医学書院）    クイックノート（プチナース）

本科目は、助産師・看護師として実務経験のある教員による授業である

単位数：2単位 時間数：90時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標（保育園）
健康な乳幼児の特徴を理解できる
発達過程に応じた養護と成長・発達を促す援助の実際について理解できる

実習目標（病院）
患児の発達段階・健康状態を理解できる
患児の健康状態に応じて、患児とその家族に必要な看護が理解できる
小児を対象とする病棟（外来）での看護師の役割を理解できる

実習目標（ことばの支援センター）
発達支援が必要な乳幼児の特徴を知る
発達過程に応じた養護と成長・発達を促す援助の実際について知る
小児の発達において活用できる社会資源を知る

実習期間および方法
　保育園　　　　　　　　4日間（36時間）　病棟（外来）　4日間（36時間）
　ことばの支援センター　1日間（9時間）　　学内演習　　　1日間（9時間）

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
　小児の特徴を理解し、健康と成長・発達が促進されるよう小児とその家族の看護に必要な基礎的知識・技術・態度を習得する



母性看護学実習 講師：上敷領 正子

授業学年：3学年、授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

妊娠・分娩・産褥期にある女性と新生児及びその家族に対して真摯に向き合い感謝の気持ちをもって実習を行う
指導者とのコミュニケーションを図り、グループダイナミクスを活用しながらメンバーとともに学びを深める姿勢が大切である
母性看護学概論・母性看護学方法論Ⅰ・母性看護学方法論Ⅱ・看護過程展開論Ⅱ（母性）で学習したことを復習して臨む
事前学習を十分に行い、主体的に実習に臨む
生命誕生の奇跡を感じながら、実習に取り組む。

実習に臨む姿勢、実習内容、実習記録及び課題レポート・指導案（媒体含む）等の提出などを実習評価法に基づいて評価を行い、
統合して評価を行う

実習前に指示する

本科目は、助産師として実務経験のある教員による授業である

単位数：2単位 時間数：90時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標
妊婦健康診査を通して、妊婦の身体的・心理的・社会特性を理解し、保健指導のあり方について考えることができる
分娩の進行状況を理解し、分娩の進行促進と産婦の安楽についての援助を考えることができる
褥婦の退行性変化と進行性変化を観察し、褥婦に必要な援助を考え実践することができる
新生児の胎外生活適応過程について理解し、安全に育児技術を実践することができる
周産期にある母子を取り巻く環境や社会資源について理解することができる
母性看護の実践を通して、自己の母性（父性）の育成を育む

実習期間及び方法
　8日間の病院実習、１日は助産院実習、１日は学内指導技術演習

実習期間及び方法
産婦人科外来・病棟実習（産褥・新生児）・機能別実習（分娩・新生児・手術室・各種指導〔帰室指導/退院指導・沐浴指導〕）・マ
ザークラス・１か月健診

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
妊娠・分娩・産褥期における母親と新生児及び家族の特徴を理解し、看護に必要な基礎的知識・技術・態度を習得する



精神看護学実習 講師：山門 真樹

授業学年：3学年、授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

受け持たせていただく患者様とその家族に感謝の気持ちを忘れずに実習を行う。
教員・指導者の指導の下、実習グループメンバーと協働しながら実習を行う。
事前学習を行い、主体的に実習に臨むこと。

実習に臨む姿勢、実習内容、実習記録等を実習評価表に基づいて評価する。

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）
精神看護実習クイックノート（照林社）

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

単位数：2単位 時間数：90時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標
１）	精神に障がいをもつ対象と家族の特徴を理解できる
２）	対象の健康状態をアセスメントし、必要な日常生活援助ができる
３）	治療的援助関係について理解できる
４）	対象に行われている治療の実際と環境を理解し、必要な援助ができる
５）	精神保健・医療・福祉チームの連携とチームにおける看護の役割について考えることができる
６）	地域で生活する精神障がい者への支援の実際を知ることができる

実習期間および方法
精神科病棟実習（9日間）　１名の患者を受け持ち、実習を行う
精神科デイケア実習・地域医療福祉連携課実習・地域活動支援センター実習（１日間）

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
精神障がいをもつ対象の理解を深め、こころの健康問題が日常生活に影響を及ぼしていることを把握し、看護に必要な知識・技
術・態度を習得する



在宅看護概論 講師：橋本 ちよみ

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師としての実務経験のある教員による授業である。

終講試験（80点）、授業内課題（20点）

『地域療養を支えるケア』在宅看護論　メディカ出版

資料プリントは適宜配布する。

グループワークなど、主体的に授業に参加する。
正当な理由のない遅刻・早退・欠席は減点の対象となる。

テキスト第4章を読んでくる。講義・グループワーク

筆記試験

講義

講義・グループワーク

在宅療養を支える看護について理解できる。

在宅ケアを支える制度と社会資源について理解できる。

在宅療養者の理解とそれを支える社会資源の実際について学ぶ。

在宅療養者の理解とそれを支える社会資源の実際について学ぶ。

施設見学

テキスト第3章を読んでくる。

テキスト第5章を読んでくる。

施設見学前に、施設の概要・施設を利用する対
象者について学習しまとめる。

施設見学前に、施設の概要・施設を利用する対
象者について学習しまとめる。

施設見学

在宅ケアのケアマネジメントと関係機関・関係職種間の連携について理解できる。

終講試験およびまとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

社会の変化と多様化する在宅看護活動について学び、疾病や障害を持ちながら在宅で生活している療養者及び家族への理解を深
め、在宅看護における看護師の役割と機能について理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

在宅看護の歴史的変遷、社会的背景について理解できる。

在宅療養者と家族の支援、家族に関する基礎理論について理解できる。

テキスト第1章を読んでくる。

講義

講義・グループワーク

テキスト第2章を読んでくる。



在宅看護方法論Ⅰ 講師：牧浦 悦子、中村浩子

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

終講試験（50点）、演習（50点）

『地域療養を支えるケア』在宅看護論①　　ナーシング・グラフィカ
『在宅療養を支える技術』在宅看護論②　ナーシング・グラフィカ

資料プリントは適宜配布する

事例をもとに個人でケアプランを作成する（中村）

作成したケアプランに自分なりの意見をもって臨
む（中村）

15 筆記試験終講試験およびまとめ

グループワークなど、主体的に授業に参加する
正当な理由のない遅刻・早退・欠席は減点の対象となる

14

介護保険制度について復習して臨む（中村）

ケアマネジメントの展開

作成したケアプランの評価

ケアマネジメントの展開

退院支援の連携とケアマネジメントの実際について理解できる

グループワーク

個人ワーク

講義・グループワーク

指示された事例について在宅における援助技術
を計画する（牧浦）

計画書を作成し、前日までに提出する（牧浦）

講義・グループワーク

演習

演習 計画書を作成し、前日に提出する（牧浦）

場面を振り返り課題を整理する（牧浦）

テキスト在宅看護論①の4章を読んでくる（中村）

講義・グループワーク

講義・グループワーク

療養生活を支える基本的な技術について理解できる

在宅における援助技術（食・清潔のアセスメントと援助）について理解できる

在宅における援助技術（移動のアセスメントと援助）について理解できる

在宅における援助技術（排泄のアセスメントと援助、摘便）について理解できる

グループワーク

講義・グループワーク

講義

テキスト在宅看護論②の2章を読んでくる（牧浦）

テキスト在宅看護論②の3章を読んでくる（牧浦）

テキスト在宅看護論②の3章を読んでくる（牧浦）

摘便についての事前学習を提出して臨む（牧浦）講義・演習

12

13

在宅における援助技術の計画立案・実施

在宅における援助技術の実施

在宅における援助技術の実施

在宅における援助技術の評価

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

在宅で提供する基礎的看護技術を習得するために、在宅看護における基本技術や日常生活援助技術について理解する。また、看護
師が行う在宅ケアマネジメントについても理解する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

訪問看護の意義、訪問看護の特徴や対象者について理解できる

訪問看護導入のプロセスと信頼関係成立の方法を理解する

テキスト在宅看護論②の1章を読んでくる（牧浦）

ロールプレイ

講義・グループワーク

グループメンバーと協力しながら積極的に取り組
む（牧浦）



在宅看護方法論Ⅱ 講師：松木 陽一、堀畑 香織、中村浩子

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は看護師・理学療法士としての実務経験のある教員による授業である

終講試験（80点）、授業内課題（20点）

『地域療養を支えるケア』在宅看護論①　　メディカ出版
『在宅療養を支える技術』在宅看護論②　　メディカ出版

資料プリントは適宜配布する

足りない資料を追加して臨む

パンフレットを作成して臨む

15 筆記試験終講試験およびまとめ

グループワークなど、主体的に授業に参加する
正当な理由のない遅刻・早退・欠席は減点の対象となる

14

パンフレット作成にあたり、資料を準備して臨む

在宅医療を継続するための支援方法について理解できる

在宅医療を継続するための支援方法について理解できる

在宅医療を継続するための支援方法について理解できる

在宅リハビリテーションの活用方法について理解し実施できる

グループワーク

個人ワーク

個人ワーク

医療ケアの実際をまとめ演習に備え計画を立て
る

今までの講義資料と計画書を持参して臨む

グループワーク

演習（堀畑訪問看護師）

演習（堀畑訪問看護師） 今までの講義資料と計画書を持参して臨む

事前に提示した資料をもとに演習に臨む

事前に提示した資料をもとに演習に臨む

講義・グループワーク

講義・グループワーク

酸素療法、褥瘡管理について理解できる

人工呼吸療法、非侵襲的陽圧換気療法、気管カニューレ管理について理解できる

尿道留置カテーテル、ストーマ管理について理解できる

インスリン自己注射管理、ＣＡＰＤ管理について理解できる

講義・演習（松木理学療法士）

講義・グループワーク

講義・演習（松木理学療法士）

テキスト4章―6・8・15を読んでくる

テキスト第4章―7・9・10を読んでくる

テキスト第4章―11・12を読んでくる

テキスト第4章―13・14を読んでくる講義・グループワーク

12

13

在宅における医療ケアの実際と看護について理解できる

療養を支える看護技術が実施できる

療養を支える看護技術が実施できる

在宅リハビリテーションの活用方法について理解し実施できる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

在宅看護の医療処置に伴う援助技術や医療機器を使用している療養者及び家族への支援について理解する。また、在宅リハビリ
テーションの活用について理解する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

療養を支える看護技術（医療ケア）について理解できる

胃瘻、経管栄養法、中心静脈栄養法について理解できる

テキスト第4章－1を読んでくる

講義・グループワーク

講義

テキスト第4章―4・5を読んでくる



医療安全 講師：今村 健次、中薗 明子

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

終講試験（80％）小テスト・レポート（10％）授業態度（10％）により、総合的に評価する。

使用するテキスト：「医療安全」看護の統合と実践２　医学書院
参考文献：「医療安全」看護の統合と実践２　メディカ出版

看護実践者として対象者の安全確保を学ぶ重要な講義である事を認識し講義に臨んでほしい。

担当：中薗

担当：中薗、今村

講義

筆記試験

講義

講義・グループワーク

診療の補助業務Ⅱの事故防止を理解できる。

療養上の世話の事故防止を理解できる。

現場に起こる間違いと発生要因について理解できる。

事故防止のためのコミュニケーションと組織的な医療安全対策について理解できる。

講義

担当：今村

KYT(危険予知トレーニング）のグループワーク
担当：今村

担当：中薗

担当：中薗講義

看護師の労働安全上の事故防止について理解できる。

終講試験、まとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

医療事故・看護事故の基礎知識を学び、医療安全の重要性を認識する。
また、対象者と医療従事者が事故を起こす危険要因を総合的に判断し、事故を防止するための基本的知識・技術・対応力を習得す
る。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

医療安全を学ぶ意義と事故防止の考え方を理解できる。

診療の補助業務Ⅰの事故防止を理解できる。

担当：今村

講義

講義

担当：今村



災害看護 講師：谷口 光代

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

終講試験（80％）、参加態度及び課題レポート（20％）により総合的に評価する。

医学書院　系統看護学講座　看護の統合と実践③　災害看護・国際看護

関連テキストの持参については、事前に連絡する。
資料プリントは適宜配布する。

これまでの講義内容を復習し、臨む。

これまでの講義内容を復習し、臨む。

15 筆記試験終講試験およびまとめ

グループワーク・演習が多いので、主体的かつ積極的に取り組むこと。
学習した知識と技術は自分自身のものになるよう、講義後に復習すること。

14

テキスト「4　危機管理：減災・防災マネジメント」
を読み、予習して臨む。

ロールプレイを通して、災害時の基礎的知識を習得できる。

ロールプレイを通して、災害時の基礎的知識を習得できる。

鹿児島県の災害の特徴を踏まえ、地域における防災意識を高めることができる。

鹿児島県の災害の特徴を踏まえ、地域における防災意識を高めることができる。

演習

演習

演習

テキスト第2章「F　災害とここののケア」を読み、
予習して臨む。

テキスト第2章「F　災害とここののケア」を読み、
予習して臨む。

講義・演習

講義・演習

講義
テキスト第2章「E　被災者特性に応じた災害看護
の展開」を読み、予習して臨む。

テキスト第4章「G　国際救援と看護」を読み、予
習して臨む。

テキスト「4　危機管理：減災・防災マネジメント」
を読み、予習して臨む。

講義・グループワーク

講義・DVD

災害看護の基礎知識およびトリアージに関する基本的な内容が理解できる。

災害サイクルの急性期・亜急性期における看護の役割が理解できる。

災害サイクルの慢性期・復興期における看護の役割が理解できる。

災害サイクルの静穏期における看護の役割が理解できる。

講義・グループワーク

講義・DVD

演習

テキスト第2章「C　災害看護の基礎知識」を読
み、予習して臨む。

テキスト第2章「D　災害サイクルに応じた活動現
場別の災害看護」を読み、予習して臨む。

テキスト第2章「D　災害サイクルに応じた活動現
場別の災害看護」を読み、予習して臨む。

テキスト第2章「D　災害サイクルに応じた活動現
場別の災害看護」読み、予習して臨む。

講義・DVD

12

13

被災者や救援者のストレスやこころのケアが理解できる。

被災者や救援者のストレスやこころのケアの重要性が理解できる。

被災者特性に応じた災害看護の展開方法が理解できる。

国際的な災害救援と看護について理解できる。

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

災害の特徴、災害医療及び看護の基本を理解するとともに、災害看護の各期及び救援活動に必要な知識と基本的な技術を習得す
る。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

災害医療の基礎知識が理解できる。

災害看護の基礎知識が理解できる。

テキスト第1章および、第2章「A　災害看護の歩
み」「B　災害医療の基礎知識」を読み、予習して
臨む。

講義・グループワーク

講義・DVD

テキスト第2章「C　災害看護の基礎知識」を読
み、予習して臨む。



国際看護 講師：谷口 光代

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験（８０％）、参加態度及び課題レポート（２０％）により総合的に評価する。

医学書院　系統看護学講座　看護の統合と実践③　災害看護・国際看護
適宜、資料を配布。

・近年の世界情勢を把握して臨むこと。
・グループワークでは、自分の考えをしっかり持ち、主体的に自分の考えを述べるとともに、他者の話をよく聞くこと。また、ディスカッションの際には積極的な姿
勢で臨むこと。

これまでの講義内容を復習し、臨む。グループワーク

筆記試験

講義・グループワーク

講義

国際協力機関の協力の仕組みや、支援活動の実際と課題について理解できる。

国際看護活動の実際（青年海外協力隊の活動の実際）を知り、国際看護活動について理解できる。

異文化理解と多文化共生について理解できる。

世界の国々の健康問題と看護について考えることができる。
他国の文化および生活の実際について理解することができる。

講義

テキスト第4章「E　国際看護活動の展開過程」を
読み、予習して臨む。

テキスト第4章「F　開発協力と看護」を読み、予
習して臨む。

テキスト第4章「D　文化を考慮した看護」「G　国
際救援と看護」「H　21世紀の国際協力の課題」
を読み、予習して臨む。

これまでの講義内容を復習し、臨む。講義・グループワーク

世界の国々の健康課題と看護について理解を深めることができる。

終講試験およびまとめ

1

2

5

7

8

3

4

6

単位数：1単位 時間数：15時間

国際社会の健康問題の現状と国際協力の仕組みについて理解し、異なった文化や社会における看護の役割を理解する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

国際看護の主要概念、世界の現状について理解できる。

世界の保健・医療・看護の動向、異文化理解について理解できる。

テキスト第4章「A　国際看護とは」「B　グローバ
ルヘルス」「C　国際協力のしくみ」を読み、予習し
て臨む。

講義・グループワーク

講義・グループワーク

テキスト第4章「D　文化を考慮した看護」「E　国
際看護活動の展開過程」を読み、予習して臨む。



看護専門職論 講師：松原 幸江

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

筆記試験　　100点

看護管理学　医学書院

必要な資料等は適宜配布する

看護と、2030年、2040年、2050年の課題につい
て考えてみよう。

看護を語る重要性を理解し、看護観をまとめる。

15 筆記試験終講試験・まとめ

講義への主体的参加とグループワークへ積極的に参加すること

14

意思決定の場面について考える。（ACP場面、認
知症ケアにおける場面など）

社会の動向に関心を高める。

看護ナラティブと看護師育成

最近の看護界の動き

キャリア発達について関心を高めることができる。

講義

講義・グループワーク

講義

健康で安全な職場の意義と看護管理者の役割
について考える。

看護倫理の理解を深め、臨床における具象化す
る力を考える。

講義

講義

講義
判断基準の共有、マニュアルのあり方について
考える。

人材を育てるキャリア開発について知る。（新人
教育・研修・継続教育のあり方について）

演習を通し自らのニードを知り、これからを展望
する。

講義

講義・グループワーク

地域包括ケアシステムについて理解し、ヘルスケアサービスの重要性について知る。

チーム医療における看護の専門性の発揮と多職種との連携について理解できる。

安全管理のしくみや対策の重要性について理解できる。

安全な医療のための連携について考えることができる。

講義

講義

講義・演習

地域包括ケアシステムを知り、地域共生社会に
ついて考える。

グループワークにて、「看護とは」について意見
交換する。「チーム医療」とは何かについて理解
する。

安全管理の仕組みを知る。BCPの重要性につい
て理解する。

リスクマネジメントの重要性について理解する。ノ
ンテクニカルの概念を知る。

講義・グループワーク

12

13

ヘルシーワークプレイスの概念について知る。

看護サービスの質の向上について理解できる。

サービスの質の評価について理解できる。

人材マネジメントについて理解できる。

1
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単位数：1単位 時間数：30時間

チーム医療の重要性を認識し、看護管理システムについて理解を深めるとともに、看護の専門性を追求し、看護の自立と責任を理解
する

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

組織の理念・目標を実現するために、必要なマネジメントの概要について理解できる。

組織分析の方法と組織貢献について理解できる。

組織と目標管理、マネジメントシステムについ
て、イメージすることができる。

講義

講義

組織分析の方法として、SWOT分析を理解する。



ケーススタディ 講師：橋本 ちよみ

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

出席状況・受講態度　10点
課題提出　　　　　　90点

テキスト：看護のためのわかりやすいケーススタディの進め方　照林社
必要な資料は適宜配布する。

他者の発表を聞き、看護について考える。

他者の発表を聞き、看護について考える。

他者の発表を聞き、自己の課題について考えま
とめる。15 個人ワークケーススタディの発表を共有し、自己の課題を見出すことができる。

演習、GW、課題提出など、指示されたことを遵守し、主体的に取り組むこと。

14

テキストPartⅤ「口頭発表」を読んでおくこと。

ケーススタディをまとめ発表できる。

ケーススタディをまとめ発表できる。

4年生の卒業研究発表の聴講：研究は発表の方法がわかる。

4年生の卒業研究発表の聴講：研究は発表の方法がわかる。

演習

演習

聴講

テキストのPartⅢ「計画書の作り方」、PartⅣを読
んでおくこと。

個人ワークになるので計画的に進めていくこと。

講義・演習

個人ワーク

個人ワーク 個人ワークになるので計画的に進めていくこと。

個人ワークになるので計画的に進めていくこと。

テキストPartⅤ「口頭発表」を読んでおくこと。

講義・演習

演習

文献検索の必要性と使用方法が理解できる。

仮テーマ及びケーススタディの動機・目的について考えることができる。

仮テーマ及びケーススタディの動機・目的について考えることができる。

テーマを決定しケーススタディの動機・目的を決定できる。

個人ワーク

演習

聴講

テキストのPartⅤ「文献の活用」を読んでおくこ
と。

「老年看護学実習」の記録を振り返り、リフレク
ションシートにまとめる。

「老年看護学実習」の記録を振り返り、リフレク
ションシートにまとめる。

老年看護学実習、リフレクションシートからテーマ
を決定する。

演習

12

13

ケーススタディの計画書の作り方
ケーススタディを行うにあたっての原則

ケーススタディの実際

ケーススタディの実際

ケーススタディの実際

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

ケーススタディの意義を理解し、自己の看護実践へ活かすために自己の課題を見出す。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護におけるケーススタディとは何かが理解できる。

看護における研究の意義や実践の意義について理解できる。

テキストのPartⅠを読んでおくこと。

講義

講義

テキストのPartⅡを読んでおくこと。



看護研究Ⅰ 講師：谷口 光代

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

　研究テーマ（リサーチクエスチョン）の提出（25％）文献リストの提出（15％）
　2年次に行った各自のケーススタディをクリティークした結果の提出（10％）
　講義中に行う小テスト（50％）を総合的に評価する。

テキスト：『看護研究』　医学書院
そのほかプリントを講義時に提示する。

演習や課題レポートについては講義時に指示を行う。

各自の課題に積極的に取り組むこと。

各自の課題に積極的に取り組むこと。

論文作成のルール、プレゼンの意義について理
解すること。15 講義論文作成の基本ルールとプレゼンテーションの意義を理解できる。

演習での課題（グループワーク・個人ワーク）があるので積極的に参加すること。
看護研究Ⅱへつながる科目であるために、確実に理解すること。
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各自の課題に積極的に取り組むこと。

研究デザインについて理解できる。
③事例研究

研究計画書の作成について理解できる。

量的研究のデータの収集と分析方法が理解できる。

量的研究のデータの収集と分析方法が理解できる。

講義

講義

演習

各自の課題に積極的に取り組むこと。

各自の課題に積極的に取り組むこと。

演習

演習

演習 各自の課題に積極的に取り組むこと。

各自の課題に積極的に取り組むこと。

各自の課題に積極的に取り組むこと。

講義・演習

講義・演習

文献を読み、論文の構成について理解できる。

文献検索を行いながら、文献レビューの目的と方法について理解できる。

文献検索を行いながら、文献レビューの目的と方法について理解できる。

看護研究における倫理的配慮と研究論文の構成要素を理解できる。

講義・演習

講義・演習

演習

クリティークを行うので、興味のあることについて
複数の文献を集めておくこと。

リサーチクエスチョンに応じて文献検索を行い、
文献リストを作成する。

リサーチクエスチョンに応じて、文献検索を行い、
結果をまとめ提出する。

看護研究と倫理規定、倫理的配慮、同意書作成
について

演習

12

13

研究デザインについて理解できる。
①質的研究

質的研究のデータの収集と分析方法が理解できる。

質的研究のデータの収集と分析方法が理解できる。

研究デザインについて理解できる。
②量的研究

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

看護研究の基礎的知識・態度を習得する。
１．	看護における研究の意義を理解できる。
２．	看護研究に必要な基礎的能力（データ収集・論文作成・発表）の基本を身につける。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護研究の意義と内容を理解し、興味・関心を高めることができる。

研究テーマ（リサーチクエスチョン）の立て方について理解できる。

テキスト「看護研究」の序章を読み、P11のワーク
を事前に行い講義に参加する。

講義・演習

講義

事前に興味のあることについて考えて参加する
こと。



看護研究Ⅱ 講師：山門 真樹

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

研究テーマの検討及び研究計画書の作成

看護研究のテキスト及び看護研究Ⅰの資料を準備
しておく

個人ワーク

講義・個人ワーク

研究計画書の書き方についてテキストを読んでくる

1

2

12

13

11

7

8

9

10

文献検索及び研究データの収集

個人ワーク

研究論文の作成

研究論文の作成

研究計画書の作成、研究計画に基づき文献検索を行う

単位数：2単位 時間数：60時間

看護を多角的視点から深く考察し、質の高い看護を追求するとともに、看護実践につながる論理的思考力を養う

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護研究の意義について理解できる

研究計画書の作成

個人ワーク

個人ワーク

個人ワーク

3

4

5

6

研究計画書の書き方についてテキストを読んでくる

研究計画書の書き方についてテキストを読んでくる

研究計画書の書き方についてテキストを読んでくる

研究計画書の書き方についてテキストを読んでくる

研究テーマの検討及び研究計画書の作成

研究計画書の作成

研究計画書の作成

個人ワーク

研究計画書の作成、研究計画に基づき文献検索を行う

文献検索及び研究データの収集

文献検索及び研究データの収集

研究論文の作成

研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

個人ワーク

個人ワーク

文献検索の方法について学習してくる

文献検索の方法について学習してくる

個人ワーク

個人ワーク

個人ワーク

個人ワーク

個人ワーク

文献検索の方法及び研究データの収集について学
習してくる

文献検索の方法及び研究データの収集について学
習してくる

文献検索の方法及び研究データの収集について学
習してくる

研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること
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15

16 研究論文の作成 個人ワーク
研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

個人ワーク研究論文の作成

研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

18 研究論文の作成 個人ワーク
研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

17 研究論文の作成 個人ワーク

19 研究論文の作成 個人ワーク
研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること



■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

看護を探求する科目です。個人ワークが中心ですので積極的に取り組むこと
担当教員との連携をしっかりと図り、主体的に指導を受けること
倫理的配慮に基づき、論文作成を行うこと

評価表に沿って①研究活動の実際②研究発表について総合的に評価する（100点）
担当教員の指導を受けていない場合や研究論文を提出期限内に提出できなかった場合は評価の対象とならない

テキスト　『看護研究』　医学書院

ケーススタディや看護研究Ⅰの資料等を活用すること

21 研究論文の作成 個人ワーク
研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

22 抄録・発表原稿・発表スライドの作成 個人ワーク
研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

20 研究論文の作成 個人ワーク
研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

23 抄録・発表原稿・発表スライドの作成 個人ワーク
研究計画に沿って研究成果をまとめる
指導教員の指導を受け、計画的に進めていくこと
データの取り扱いなど倫理的配慮に留意すること

24 研究発表の準備・研究発表リハーサル

29 研究発表 演習・発表
研究成果を他者に分かりやすく発表する。他者の発
表を聞いて、看護について考えるとともに自己の課
題を見出す

演習・個人ワーク
他者に研究の内容が伝わりやすくなるように工夫す
る

25 研究発表の準備・研究発表リハーサル 演習・個人ワーク
他者に研究の内容が伝わりやすくなるように工夫す
る

26 研究発表 演習・発表
研究成果を他者に分かりやすく発表する。他者の発
表を聞いて、看護について考えるとともに自己の課
題を見出す

30 看護研究の振返り 演習・グループワーク
看護研究の取り組みを振り返り、学びと課題につい
てグループでまとめて発表する。

27 研究発表 演習・発表
研究成果を他者に分かりやすく発表する。他者の発
表を聞いて、看護について考えるとともに自己の課
題を見出す

28 研究発表 演習・発表
研究成果を他者に分かりやすく発表する。他者の発
表を聞いて、看護について考えるとともに自己の課
題を見出す



看護技術総合評価Ⅰ 講師：今村 恵

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

1.入院2日目（OSCE）に向け演習計画に基づき計画の検討と技術演習が実施できる

1.グループ内で看護援助について検討し技術演習をおこな
う
2.入院2日目朝の追加情報からシナリオ患者のアセスメント
をおこなう

1.グループ内で看護援助について検討し技術演習をおこな
う
2.入院2日目朝の追加情報からシナリオ患者のアセスメント
をおこなう

演習

演習

演習 1.演習計画に基づき演習をおこなう

1.演習計画に基づき演習をおこなう

1.演習計画に基づき演習をおこなう

個人・グループワーク

演習

1.インタビューを通しシナリオ患者を3側面から理解できる
2.シナリオ患者の看護診断・計画が立案できる
3.事例患者の看護に必要な技術演習計画をグループで考えられる

1.技術演習計画に基づきグループで実施し自己の課題を明確にできる
2.プレOSCEについて理解できる

1.プレOSCE（入院1日目）を実践できる
2.プレOSCEでの臨床判断を省察し自己の課題を明確にできる

1.プレOSCE（入院1日目）を実践できる
2.プレOSCEでの臨床判断を省察し自己の課題を明確にできる

演習

プレOSCE（事例
課題シミュレー

ション）演習
グループワーク・

個人ワーク

演習

1.シナリオ患者の看護過程展開(看護診断・看護計画まで）
を指定された日時に提出する
2.知識確認テスト①(10点分)があるので各自学習しておくこ
と
3.各自が立案してきた看護計画等をグループ内で共有し必
要な技術演習を計画すること

1.演習はグループメンバーと協力し実施すること
2.演習後は省察を行い自己の課題を明確にすること
3.個人の演習計画を追加修正できる

1.入院1日目の課題から実際の観察及び看護のシミュレー
ションを実施する
2.行ったプレOSCEから、各自の臨床判断を省察し指定され
た日時に提出する

1.入院1日目の課題から実際の観察及び看護のシミュレー
ションを実施する
2.行ったプレOSCEから、各自の臨床判断を省察し指定され
た日時に提出する

プレOSCE（事例
課題シミュレー

ション）演習
グループワーク・

個人ワーク

1.入院1日目の追加情報やプレOSCEより、看護過程の修正・追加を行い、技術演習が実施できる
2.OSCE（入院2日目）に必要な看護を考えることができる

1.入院1日目の追加情報やプレOSCEより、看護過程の修正・追加を行い、技術演習が実施できる
2.OSCE（入院2日目）に必要な看護を考えることができる

1.入院2日目の情報からアセスメントし計画したことの技術演習が実施できる

1.入院2日目の情報からアセスメントし計画したことの技術演習が実施できる

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

既習の知識・技術を統合し、対象の健康状態に応じた看護を実践する能力を養う

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

1.科目の目標、進め方を理解できる
2.看護過程・臨床判断の考え方を理解できる
3.シナリオ患者の看護に必要な情報を収集し入院時の環境を考えることができる

1.入院当日(救急外来～病棟への入院時)のシミュレーションを実施し患者の状態に応じた看護ができる
2.デブリーフィングを通して入院時の看護を考えることができる

1.事前にシナリオ患者の情報を配布します。シナリオ患者
の看護を行う上で必要なテキストや資料を持参すること。
2.シナリオ患者の看護を行う上で必要な情報を考えてくるこ
と。

演習
(シミュレーション)
グループワーク

講義・グループワーク

1.シナリオ患者の病態関連図、優先度の高い領域のアセス
メント、本日の計画を指定された日時に提出すること
2.入院当日に追加された情報をもとに計画を修正する
3.シミュレーションでは入院時の受け入れを実施し患者の
訴えに対応すること
4.デブリーフィングを効果的に行えるようディスカッションし、
デブリーフィング用紙を指定された日時に提出すること



■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験
本科目は、看護師として実務経験がある教員による授業である。

課題点50点、客観的臨床能力試験50点

ＮＡＮＤＡ－Ⅰ看護診断、事例に必要なテキスト、看護学生スタディガイド
資料プリントは適宜配布する

1.入院2日目の課題から、必要な看護を実践する
　OSCE（客観的臨床能力試験）
2.臨床判断の省察をおこない指定された日時に課題を提
出する

1.入院2日目の課題から、必要な看護を実践する
　OSCE（客観的臨床能力試験）
2.臨床判断の省察をおこない指定された日時に課題を提
出する

1.知識確認テスト②を実施する
3.最終個人看護過程一式を提出する15 講義・試験

1.シナリオ患者に必要な看護を統合できる
2.臨床実践に向けた自己の課題を明確にできる

今までの学びを統合する授業です。知識技術だけでなく、倫理的態度も求められます。主体的に取り組んで下さい。
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1.演習計画に基づき演習をおこなう

1.入院2日目（OSCE）を受験できる
2.OSCEでの臨床判断を省察し自己の課題を明確にできる

1.入院2日目（OSCE）を受験できる
2.OSCEでの臨床判断を省察し自己の課題を明確にできる

1.入院2日目（OSCE）に向け演習計画に基づき計画の検討と技術演習が実施できる

ＯＳＣＥ
（客観的臨床
能力試験）

ＯＳＣＥ
（客観的臨床
能力試験）

演習12

13



看護技術総合評価Ⅱ 講師：冷水 陽子

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

ＯＳＣＥ（80点）
個人リフレクション1回目・2回目（各10点　合計20点）

事例に必要なテキストを活用する

講義前にシナリオを提示する。

与えられた情報からアセスメントした内容及び必
要な看護について判断し実施する

必要と判断した看護の目的と根拠を考慮しなが
ら実施し、事例の反応を基に解釈と判断、方法
の選択や実施方法について省察する。

15 筆記試験まとめ

この科目では、対人関係調整能力、患者の権利擁護・意思決定支援、的確な状況判断能力および問題解決能力に基づいた看護実践能力、課題解決するため
の自己研鑽能力の獲得を目指しています。これまでの臨地実習での学びを踏まえ、主体的に取り組んでください。

14

与えられた情報からアセスメントした内容及び必
要な看護について演習を行い振り返りをして、次
回の試験に臨む

状況に応じた判断と必要な援助が実施できる。

リフレクションを通して、シナリオの解釈と判断の根拠、選択した看護の方法を検討できる。

状況に応じた判断と必要な援助が実施できる。

リフレクションを通して、シナリオの解釈と判断の根拠、選択した看護の方法を検討できる。

個人ワーク

OSCE

演習

看護計画に沿って対象の反応を予測しながら看
護を実施する。

ディスカッションを通して、臨床判断の一連の過
程について検討する。
状況によっては、看護計画の追加・修正を行う。

演習

グループワーク

演習
看護計画に沿って、対象の反応を予測しながら
看護を実施する。

看護計画に沿って、対象の反応を予測しながら
看護を実施する。

ディスカッションを通して、臨床判断の一連の過
程について検討する。
状況によっては、看護計画の追加・修正を行う。

個人・グループワーク

個人・グループワーク

事例の治療上の看護計画を立案できる。

事例の看護診断と看護計画の修正ができる。

1．事例の状況下で、起こりうる対象の反応が予測できる。
2．対象の変化に応じた看護計画の追加、代替え案を立案できる。

1．看護計画に沿った援助が安全・安楽に基づいて実施できる。
2．実施中の対象の反応を観察し状況に応じた臨床判断を行う。

演習

個人・グループワーク

グループワーク

１．治療上の看護計画を立案し提出する。
２．個人の看護診断計画をチームにプレゼン
テーションするので積極的に意見交換を行う。

意見交換を基に看護診断と計画の修正を行う。

計画した看護を実践する中で起こりうる対象の変
化について予測し、対処方法まで計画を追加す
る。

看護計画に沿って対象の反応を予測しながら看
護を実施する。

演習

12

13

1．看護計画に沿った援助が安全・安楽に基づいて実施できる。
2．実施中の対象の反応を観察し状況に応じた臨床判断を行う。

リフレクションを通して、シナリオの解釈と判断の根拠、選択した看護の方法を検討できる。

1．看護計画に沿った援助が安全・安楽に基づいて実施できる。
2．実施中の対象の反応を観察し状況に応じた臨床判断を行う。

1．看護計画に沿った援助が安全・安楽に基づいて実施できる。
2．実施中の対象の反応を観察し状況に応じた臨床判断を行う。

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

臨地実習の経験を踏まえ、クリティカルな状態にある対象の看護を臨機応変に実践するための基礎的能力を養う。
　１）コミュニケーションを図りながら対象との人間関係の構築を図ることができる。
　２）対象の意思決定を支援しながら倫理的配慮ができる。
　３）対象の抱える健康上の課題を的確にとらえ状況を判断することができる。
　４）対象の状況に必要な看護を選択・実施することができる。
　５）実施した看護行為の省察を行い言語化することができる。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

1．演習の意義・目標、進め方、評価方法を理解することができる。
2. 事例の患者を理解することができる。

事例の看護診断の抽出と看護計画を立案できる。

１．事例の健康上の問題を解釈する。
２．チームとして考えることができる。

個人ワーク

講義・グループワーク

1.個別性を踏まえた看護診断・看護計画に留意
する。
2.看護診断・看護計画を立案し、提出する。



しまの医療と看護Ⅱ 講師：牧浦 悦子

授業学年：2学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である

出席状況（３割）、受講態度と参加状況（３割）、課題評価（４割）

町勢要覧、行政機関が発行する統計データなど

資料プリントは適宜配布する

グループ毎に着席する
体験学習時の画像で必要なものを精選し印刷し
て持参する

時間を意識しながら、積極的に臨む

時間を意識しながら、積極的に臨む15 発表・まとめ学びについて意見交換をし、しまの健康管理体制と健康課題について理解を深める

学生の組織を活用し、各自が目的意識を持って主体的に取り組むこと
配布済みの資料は、指定の方法でファイリングし、毎時、必ず持参すること

14

グループ毎に着席する
体験学習時の画像で必要なものを精選し印刷し
て持参する

新聞作成をとおして、学びを整理する

学びについて意見交換をし、しまの健康管理体制と健康課題について理解を深める

新聞作成をとおして、学びを整理する

交流をとおして、健康に関する考えや取り組みを知る

発表・まとめ

グループワーク

グループワーク

瀬戸内町の概要を把握して臨む

瀬戸内町の概要を把握して臨む

体験学習

体験学習

体験学習 積極的に参加し、目的を意識して行動する

積極的に参加し、目的を意識して行動する

積極的に参加し、目的を意識して行動する

協同学習

協同学習

学習計画を立案できる
瀬戸内町の概要と健康に関する背景を理解できる

学習計画を修正し、行動計画を確認できる

学習計画を修正し、行動計画を確認できる

瀬戸内町の保健医療福祉と医療を理解できる
（住民に多い疾患、保健施策、健康管理体制）

体験学習

協同学習

体験学習

グループ毎に着席する

各自で役割を意識して活動する

各自で役割を意識して活動する

瀬戸内町の概要を把握して臨む体験学習

12

13

瀬戸内町の保健医療福祉と医療を理解できる
（住民に多い疾患、保健施策、健康管理体制）

瀬戸内町の保健医療福祉と医療を理解できる
（住民に多い疾患、保健施策、健康管理体制）

交流をとおして、健康に関する考えや取り組みを知る

交流をとおして、健康に関する考えや取り組みを知る

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

鹿児島の特徴であるしまの人々との触れ合いを通して、しまの健康管理体制と健康課題を知る

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

科目の概要を知ることができる

学習計画を立案できる
瀬戸内町の概要と健康に関する背景を理解できる

しまの医療と看護Ⅰを振り返っておく

協同学習

講義・グループワーク

グループ毎に着席する



感染症と看護 講師：濵田 亜弥

授業学年：3学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

出席状況と授業態度（10％）、授業時の小テスト（20％）、レポート（20％）、終講試験（50％）

医学書院　系統看護学講座　アレルギー膠原病感染症の中の感染症の章を使用します。
参考文献は講義の中で紹介する

第7章を予習する。

事前レポート、事後レポートがある。

15 筆記試験終講試験・解説
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第7章を予習する。

感染症を持つ患者や易感染患者、患者家族への看護について、事例を通し理解を深める。

隔離の倫理的側面について考える。

感染症を持つ患者や易感染患者、患者家族への看護について、事例を通し理解を深める。

感染症を持つ患者や易感染患者、患者家族への看護について、事例を通し理解を深める。

グループワーク

演習・グループ
ワーク・小テスト

演習・グループ
ワーク・小テスト

第6章を予習する。
第3章～第5章も読んでおくこと。

別途資料配布

講義・演習
グループワーク

小テスト

講義・小テスト

講義・小テスト 別途資料配布

第7章を予習する。

第7章を予習する。

講義・小テスト

講義・小テスト

感染の基礎知識、感染成立の条件や発症とは、感染に関連した用語について学ぶ。

国内外の感染看護活動（WHO・CDCなど）について学ぶ。
感染症防止や感染対策に関する関係法規（医療法・感染症法・学校保健安全法など）について学ぶ。
市中感染、院内感染、医療関連感染の定義について学ぶ。

隔離予防策（標準予防策・経路別予防策）、医療関連感染対策、サーベイランス、職業感染対策、医療廃棄物
の対処を知り、安全に看護を実践することを学ぶ。

隔離予防策（標準予防策・経路別予防策）、医療関連感染対策、サーベイランス、職業感染対策、医療廃棄物
の対処を知り、安全に看護を実践することを学ぶ。

演習・グループ
ワーク・小テスト

講義・演習
グループワーク

小テスト

演習・グループ
ワーク・小テスト

第2章を予習する。

別途資料配布

第6章を予習する。
第3章～第5章も読んでおくこと。

第6章を予習する。
第3章～第5章も読んでおくこと。

講義・演習
グループワーク

小テスト

12

13

隔離予防策（標準予防策・経路別予防策）、医療関連感染対策、サーベイランス、職業感染対策、医療廃棄物
の対処を知り、安全に看護を実践することを学ぶ。

ライフステージ（小児・成人・母性・老人）ごとの感染症の特徴と看護について学ぶ。

医療関連感染予防のための院内組織について学ぶ。
感染管理認定看護師・感染症看護専門看護師の役割や活動について学ぶ。

感染症を持つ患者や易感染患者、患者家族への看護について、事例を通し理解を深める。

1

2

5

11

10

7

8

9

3

4

6

単位数：1単位 時間数：30時間

今日の国内外において問題となっている感染症およびその動向、並びに感染症と看護の歴史について理解する。
感染成立と発症に至る経過について理解を深め、医療関連感染に関する基礎知識や考え方、感染予防策の原則・方法について理解
する。

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

オリエンテーション
感染症をもつ患者に対する看護の必要性・重要性を理解する。

感染症を持つ患者に対する看護の必要性・重要性を理解する。感染看護の歴史と現代の感染の動向を学ぶ。

テキスト序章・第1章を予習する。

講義・小テスト

講義・小テスト

第1章を予習する。



認定看護セミナー 講師：重光 まり代

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

看護専門職の資格と機能：看護職における専門・認定看護師、特定看護師について自ら調べ機能・役割につい
て理解できる

看護の資格認定制度について予習し、看護の専
門性について自己の考えをまとめる（終了後にレ
ポートを提出する）

講義・演習

講義・演習

看護の資格認定制度について予習し、看護の専
門性について自己の考えをまとめる（終了後にレ
ポートを提出する）

1

2

12

13

11

7

8

9

10

救急看護：救急看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への関心
を高めることができる

講義・DVD

精神科看護：精神科看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

精神科看護：精神科看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

診療看護師：特定行為研修制度に関する講義を受けて、看護実践能力への関心を高めることができる

単位数：2単位 時間数：60時間

特定分野についての新しい知見、高度な技術をもつ認定看護師を通して、看護の専門性を追求し、看護実践への関心を高め、生涯に
わたり学習し続ける意義を再認識し、専門職としての今後の展望をもつ

回数 方法学習のねらい 学習上の留意点

看護専門職の資格と機能：看護職における専門・認定看護師、特定看護師について自ら調べ機能・役割につい
て理解できる

診療看護師：特定行為研修制度に関する講義を受けて、看護実践能力への関心を高めることができる

グループワーク・演習

グループワーク・演習

グループワーク・演習

3

4

5

6

自己の学び、考え（レポート）をもとにグループで
意見交換し看護の高度化・専門分化について学
びを深める

自己の学び、考え（レポート）をもとにグループで
意見交換し看護の高度化・専門分化について学
びを深める

特定行為研修制度について調べる

看護における専門分化と機能：調べた看護専門職の機能・役割についてグループで討議し、互いに共有できる

看護における専門分化と機能：調べた看護専門職の機能・役割についてグループで討議し、互いに共有できる

診療看護師：特定行為研修制度に関する講義を受けて、看護実践能力への関心を高めることができる

講義・DVD

診療看護師：特定行為研修制度に関する講義を受けて、看護実践能力への関心を高めることができる

救急看護：救急看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への関心
を高めることができる

救急看護：救急看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への関心
を高めることができる

救急看護：救急看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への関心
を高めることができる

講義・グループワーク

講義・DVD

学びをレポートにまとめて提出

講義・DVD

グループワーク、個人ワーク

講義・グループワーク

講義・DVD

グループワーク・個人ワーク

救急看護の認定看護師について調べる

学びをレポートにまとめて提出

精神科看護の認定看護師について調べる

14

15

16
精神科看護：精神科看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

グループワーク・個人ワーク 学びをレポートにまとめ添付提出

講義・DVD
精神科看護：精神科看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

がん化学療法看護の認定看護師について調べ
る17

がん化学療法看護：がん化学療法看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護
実践能力への関心を高めることができる

講義・グループワーク



■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

本科目は、看護師として実務経験のある教員による授業である。

　自分で意欲的に学ぶ科目です。主体的に取り組み学びを深めること
　グループワークが主体の講義ですので、積極的に参加すること

1・2回、3・4回の課題レポート等　　　　10点
各講義前の課題レポート5点×５回　　　　  25点
各講義後の課題レポート6点×５回　　　 　 30点
まとめ(25回～30回のまとめ課題)　   　  　30点
まとめ(25回～30回のまとめの出席状況) 　　5点

講義で必要な資料等は、適宜配布する

21
認知症看護：認知症看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

講義・グループワーク 認知症看護の認定看護師について調べる

18
がん化学療法看護：がん化学療法看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護
実践能力への関心を高めることができる

講義・DVD

22
認知症看護：認知症看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

講義・DVD

19
がん化学療法看護：がん化学療法看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護
実践能力への関心を高めることができる

講義・DVD

20
がん化学療法看護：がん化学療法看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護
実践能力への関心を高めることができる

グループワーク・個人ワーク 学びをレポートにまとめて提出

23
認知症看護：認知症看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

講義・DVD

24
認知症看護：認知症看護認定看護師より、看護実践における役割と実際の講義を受けて、看護実践能力への
関心を高めることができる

29 学びの発表とまとめ：自己の課題を明確にし、専門職としての今後の展望を発表する 発表
発表原稿を作成しまとめる
終了後はまとめた資料を提出する

グループワーク・個人ワーク 学びをレポートにまとめて提出

25
自己の課題の明確化：認定看護師から受けた講義をもとに、自己の興味・関心のある分野の認定看護師につ
いて調べ、看護職における生涯学習の重要さと自己の課題を見出す

演習

認定看護師の講義で得た学びをもとに、看護職
としての自覚をもち、自己研鑽することの重要性
について考え、今後の自己の課題についてまと
める

26
自己の課題の明確化：認定看護師から受けた講義をもとに、自己の興味・関心のある分野の認定看護師につ
いて調べ、看護職における生涯学習の重要さと自己の課題を見出す

演習

認定看護師の講義で得た学びをもとに、看護職
としての自覚をもち、自己研鑽することの重要性
について考え、今後の自己の課題についてまと
める

30 学びの発表とまとめ：自己の課題を明確にし、専門職としての今後の展望を発表する 講義
発表原稿を作成しまとめる
終了後はまとめた資料を提出する

27
自己の課題の明確化：認定看護師から受けた講義をもとに、自己の興味・関心のある分野の認定看護師につ
いて調べ、看護職における生涯学習の重要さと自己の課題を見出す

演習

認定看護師の講義で得た学びをもとに、看護職
としての自覚をもち、自己研鑽することの重要性
について考え、今後の自己の課題についてまと
める

28
自己の課題の明確化：認定看護師から受けた講義をもとに、自己の興味・関心のある分野の認定看護師につ
いて調べ、看護職における生涯学習の重要さと自己の課題を見出す

演習

認定看護師の講義で得た学びをもとに、看護職
としての自覚をもち、自己研鑽することの重要性
について考え、今後の自己の課題についてまと
める



在宅看護実習 講師：冨安 恵子

授業学年：3学年、授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

看護者の倫理綱領に基づき行動する
事前学習を十分に行い、主体的に実習に臨む

実習内容・実習記録の提出・実習態度を実習評価表に沿って、総合的に評価する

『地域療養を支えるケア』メディカ出版
『在宅療養を支える技術』メディカ出版

本科目は、保健師として実務経験のある教員による授業である。

単位数：2単位 時間数：90時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標
　在宅で療養している対象を理解する
　対象の療養生活環境を理解する
　在宅で療養している対象の看護を理解する
　療養生活を支援するために必要な社会資源、他職種との協働の実際を理解する

実習期間および方法
　訪問看護ステーション　　　8日間（72時間）
　鹿児島市社会福祉協議会　　1日間（9時間）
　地域包括支援センター　　　1日間（9時間）

訪問看護ステーションなど実習施設での臨地実習

実習目的
在宅で療養している対象とその家族を理解し、在宅での看護が実践できるために必要な基礎的知識・技術・態度を習得する



統合実習 講師：冷水 陽子

授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

統合実習の実習評価に基づいて評価を行う

看護管理のテキスト、これまでの講義や各領域の実習で学習した多職種連携に関する資料参照

本科目は、看護師、保健師、助産師として実務経験のある教員による授業である。

今実習は、これまでの講義や各領域の実習で学習してきたことを統合し、より実践的な体験を行う。さらに看護専門職論、チーム
医療論に繋げられるように理解を深めること。
来年チーム医療・看護チームの一員として働くことを意識しながら主体的に取り組むこと。

単位数：3単位 時間数：135時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う。
詳細は実習要綱参照。

実習目標
　患者の健康状態に応じて適切な判断を行い、看護を実践できる。
　看護チームの一員として、その役割を理解できる。
　チーム医療におけるマネジメントの実際をとおして、看護における基礎的なマネジメントについて理解できる。
　病院における医療安全について理解できる。
　看護専門職者としての自己の課題を明確にできる。

実習期間および方法
　・3週間の月～金曜日実習 　うち15日間
　・看護管理実習は半日
　・夜間業務見学・リーダー業務見学実習各1日
　・夜勤実習では、12：15～20：00とする。
　・リーダー業務見学実習では、原則8：30～17：00とする。（実習施設により異なる）
　・学内実習2日間

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
看護専門職者として、自己の課題を明確にし、自己研鑽する能力を養うとともに、看護チームの一員として、実務に即した看護実
践に主体的に取り組み、看護実践能力の向上をめざす。



しまの看護実習 講師：冨安 恵子

授業学年：3学年、授業学年：4学年

必修選択：必修

■科目目標

■科目内容

■学習のねらい

■方法

■学習上の留意点

■受講上の注意

■成績評価の方法

■テキスト参考書など

■備考

■実務経験

詳細は実習要綱参照

しまの医療と看護Ⅰ・Ⅱを土台にした実習である。グループで協力して積極的に行動すること。宿泊を伴う実習であるので、体調管
理に留意すること。

実習内容・実習記録の提出・実習態度を実習評価表に沿って、総合的に評価する

しまと医療と看護Ⅰ、Ⅱで使用した講義資料
しまに関する資料（書籍、DVD）など

本科目は、保健師として実務経験のある教員による授業である。

単位数：1単位 時間数：45時間

臨地実習指導者、担当教員の指導のもと実習を行う
詳細は実習要綱参照

実習目標
　　①しまで暮らす人々の健康管理の実際を理解する
　　②しまで健康問題を抱えて生活する人々の看護活動の実際を理解する
　　③①、②を通して、しまの看護活動の特徴と看護師の役割を理解する

　実習期間および方法
　　役場、施設、病院などでの実習（5日間）を通してしまで暮らす人々の健康管理の実際と看護活動の実際を理解する

病院等の実習施設での臨地実習

実習目的
しまで暮らす人々の健康管理と看護活動の実際を体験し、看護活動の特徴を理解するとともに、しまにおける看護師の果す役割
について考察する


