
１２． ２年次開講科目及びシラバス 



前
期

後
期

通
年

2 ア セ ン ブ リ ー Ⅱ 1 必 1 東 出 克 己 【後期】
東京

36

2 キ リ ス ト 教 倫 理 2 選 2 梅 田 與 四 男 38

2 ミニストリーオブヒーリング 2 選 2 宮 崎 恭 一 東京 40

2 異 文 化 演 習 1 選 1 開 講 な し

2 日 本 国 憲 法 2 選 2 山 本 和 弘 東京 42

2 英 語 Ⅱ （ 書 く ） 1 必 1 新 妻 規 恵 44

2 英 会 話 Ⅲ 1 選 1 開 講 な し

山 本 理 46

篠 原 清 夫 48

塚 本 利 朗

山 中 正 雄

2 薬 理 学 2 必 2 石 橋 芳 雄 52

伊 藤 わ ら び

篠 原 清 夫

看 護 技 術 各 論 Ⅱ 2 必 2

山 口 道 子
後 藤 佳 子
村 上 寛
遠 田 きよみ

【後期】

東京 56

看 護 技 術 各 論 Ⅲ 1 必 1

近 藤 か お り
遠 田 き よ み
玉 那 覇 文 美
村 上 寛
安ケ平 伸枝

58

看 護 技 術 各 論 Ⅳ 1 必 1

遠田 きよみ
玉 那 覇 文 美
山 口 道 子
安 ヶ 平 伸 枝

60

看 護 研 究 の 基 礎 2 必 2 今 野 玲 子 東京 62

健 康 教 育 論 1 必 1 宮 城 眞 理 東京 64

基礎看護学実習Ⅱ 2 必 2 後 藤 佳 子
大多喜
東京 66

開講科目一覧

保 健 医 療 福 祉 論

疾 病 ・ 治 療 学 Ⅱ

2

必 2

教
　
養
　
教
　
育
　
科
　
目

保 健 統 計 演 習 2

必
修
・
選
択

本年度開講科目
規
定
単
位

アドベンチスト
の

信仰と生活

文化・社会の理解

備
　
　
考

頁
単位数

２年次

54

語学の修得

教　員　名

2 2

　　　表4

分
野

区
分

履
修
年
次

科　目　名

2

2

50

2

2 必

人間と健康

健康と環境 東京
専
　
門
　
基
　
礎
　
教
　
育
　
科
　
目

2 必

基礎看護学

34



前
期

後
期

通
年

2 地 域 看 護 方 法 論 1 必 1

緑川 喜久代
浦橋 久美子
佐 藤 壽 子
小 田 朋 子

68

2 家 族 看 護 学 1 必 1 佐 藤 壽 子 70

2 在 宅 看 護 論 2 必 2

鈴 木 美 和
浦橋 久美子
小 田 朋 子
夏 目 昌 信

東京 72

2 成人看護方法論Ⅰ 2 必 2
近 藤 か お り
今 野 玲 子
處 千 恵 美

東京 74

2 成人看護方法論Ⅱ 2 必 2

今 野 玲 子
近藤 かおり
鈴 木 純 恵
素 村 知 佳

76

2 老 年 看 護 学 概 論 1 必 1 市 川 光 代 78

2 老年看護方法論Ⅰ 1 必 1 市 川 光 代 東京 80

2 小 児 看 護 学 概 論 1 必 1 松 﨑 敦 子 82

2 小児看護方法論Ⅰ 1 必 1
松 﨑 敦 子
清 野 星 二

東京 84

2 母 性 看 護 学 概 論 1 必 1 篠 原 良 子 86

2 母性看護方法論Ⅰ 2 必 2 水尾 智佐子 東京 88

2 精 神 看 護 学 概 論 1 必 1 松 本 浩 幸 90

2 精神看護方法論Ⅰ 1 必 1 松 本 浩 幸 東京 92

看護の発展科目 2 医 療 安 全 管 理 学 1 必 1
村 上 寛
水 溜 和 子
佐 藤 里 砂

東京 94

頁
単位数

精神看護学

分
野

規
定
単
位

地域看護学

備
　
　
考

教　員　名
区
分

履
修
年
次

必
修
・
選
択

本年度開講科目

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

科　目　名

母性看護学

小児看護学

成人看護学

老年看護学
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科目名 

（科目コード） 

アセンブリーⅡ 

20L050 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 通年 

時間数 30 授業回数 16 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  教会牧師としての経験 

科目目的 

学生及び教職員が建学の精神、本学の理念、目的を共有する時間。全人教育の基礎となる聖書のメッ

セージを学び、信頼と希望と愛を土台とした人生を築くための心構えを学ぶ。また、生活ガイダンス、

健康ガイダンスといった本学の教育目的に即した具体的なテーマについて、自ら考える。 

科目目標 
本学が掲げるキリスト教教育の理念、建学の精神を学ぶとともに、自らの人生観や価値観を形成する

場を提供することを目標とする。 

教育目標 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

4. 看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

5. 異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

6. 自己の健康を管理する能力 

テキスト  聖 書 （全学礼拝では持参すること。） 

参考文献  特に無。必要な場合はその都度配布する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

各学期の最後にレポートを提出。出席状況も評価に加味される。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

アセンブリーは、科目として評価（成績）がつきます。評価は、学期末に指定の日時に提出する 1200
字以上 1600字以内のレポートおよび出席状況に基づいて行われる。 
 レポートは、アセンブリーの内容に沿っていることが求められる。各自アセンブリーにおいて毎
回ノートをとり、それに基づいてレポートを作成すること。印象に残ったアッセンブリーを中心に
書く場合も、アセンブリー全体を通して学んだことにも必ず触れること。また学んだこと（内容に
基づき）だけではなく、あなた自身が考えたことも必ずレポートに含めること。ノートを取ること
においても、レポートの内容においても主体的な取り組みが求められる。 

教員からの 

メッセージ 

アセンブリーは、全人教育を総合的に学ぶ機会です。また、卒業後も持続的に皆さんの人生を豊に

する学び、そしてヒント満載の時間です。本学の特色あふれる学びの機会を活かしてください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

面接希望者はメールで予約すること。受付は随時。 

メールアドレス：higashide@saniku.ac.jp 



アセンブリーII 20L050 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 10/1全学礼拝 
キリスト教の価値観に触れ、自己を内省し、

価値ある人生の生き方を学ぶ。 

本学の建学の精神である聖書のメッセ

ージを自分の生き方に当てはめ考える。 
宗教部 

9 10/29学科別 
学科ごとの教育目標に基づいたプログラム

から学ぶ。 

将来の職業について講演やプレゼンテ

ーションを通して学修し、まとめる。 
学科・ 

学部 

10 11/5全学礼拝 
キリスト教の価値観に触れ、自己を内省し、

価値ある人生の生き方を学ぶ。 

本学の建学の精神である聖書のメッセ

ージを自分の生き方に当てはめ考える。 
宗教部 

11 11/19全学礼拝 
教職員が配膳し、学生たちとの交わりを深め、本学

の伝統である教職員と学生との協同の関係を学ぶ。 

感謝できることを考え、生活の中で感謝

を具体的に表現してみる。 
労作教育 

委員会 

12 12/3 クリスマス礼拝 
クリスマスコンサートを通し、クリスマス

の真の意味を学ぶ。 

聖書が提示するクリスマスの意義を学

修する。 
宗教部 

13 1/28全学礼拝 
キリスト教の価値観に触れ、自己を内省し、

価値ある人生の生き方を学ぶ。 

本学の建学の精神である聖書のメッセ

ージを自分の生き方に当てはめ考える。 
宗教部 

14 2/4表彰式 労作教育などで活躍した学生を表彰する。 
キャンパスライフを通しての学修を振

り返る。 
労作教育 

委員会 

     

     

 

 
 
 
 
 
 

アセンブリーにつきましては、この度のコロナ禍の影響により 
日程等に変更がある可能性があります。 



科目名 

（科目コード） 

キリスト教倫理 

20Ｌ060 

単位認定者 

（担当教員） 
梅田 與四男 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目担当教員の実務経験  教会牧師としての経験 

科目目的 

キリスト教倫理学としての人間と世界に対する倫理的視座の重要性を確認し、倫理の基準とその考え

方について考察する。それと同時に、哲学的倫理学とキリスト教倫理学（神学的倫理学）の区別と関

係および個人的倫理と社会的倫理の区別と関係を整理し理解する。そのうえで、愛と自由、性と結婚、

労働と職業、国家と民主主義、戦争と平和などの倫理的諸問題を検討し、人間と社会のあるべき姿を

探求する。 

科目目標 
人間と世界に対する倫理的視座の重要性を理解し、倫理の基準を聖書から考察して、倫理の基礎とな

る考え方を習得する。そこから、現代社会の倫理的諸問題を考える力を身につける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.神の愛を学ぶことにより、自己と他者の価値と尊厳を認める。 

4.物事を論理的に考えるクリティカルな思考力と、問題と主体的に取り組む姿勢を持つ。 

テキスト 小田島嘉久著『キリスト教倫理入門』ヨルダン社 

参考文献 参考図書については授業で必要に応じて紹介する 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業態度、レポート内容、期末試験の結果により、総合的に評価する。なお、期末試験については、

小論形式で行う。論題は講義内容全体から予め提示するので、事前に充分勉強して欲しい。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

レポートは授業内で行ってもらい、そのさいコメントし適正な理解や表現を促すつもりなので、コピ

ーを提出のこと。また期末試験に関しては、可能な限りコメントを記すので、参考にして欲しい。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

授業テーマに沿ってテキストの該当箇所を予習として読んでおく。テキストにないテーマの場合、図

書館やインターネットを利用して予習する。毎回、授業内容のプリントを用意し配布するので、授業

内容の理解やその復習のために役立てる。 

教員からの 

メッセージ 

キリスト教倫理学は既定の道徳を学ぶものではありません。人間と社会の当為を時代や文化の諸状況

も含めて適正な行為を考え導き出そうとする学問分野です。しかもこれは哲学ではなくキリスト教神

学の一分野です。これらの区別を受けとめながら、人間としての生き方を一緒に考えたいと思います。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
y-umeda@tbz.t-com.ne.jp 



キリスト教倫理 20L060 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 序論 
科目概要の説明、倫理学とは何かについて考

える 

テキスト「第一部キリスト教倫理と

は何か」「第一章倫理の意味」を読み、

とり組みへの質問を準備また整理 
梅田 

2 倫理学の基準 

現代社会において倫理の基準はどこにおか

れるべきか、揺れ動く社会的規範と併せてそ

の所在を考える 

テキスト「第一部」「第二章 キエル

ケゴールにおける実存の三段階につ

いて」を読み、講義内容を整理 
梅田 

3 
キリスト教倫理学とは

何か 
キリスト教倫理学の本質を探る 

テキスト「第一部」「第三章 キリス

ト教倫理の本質」を読んでおき、講

義内容を整理 
梅田 

4 聖書の人間観（１） 

聖書では、神を知ることと人間を知ることとは不

可分であることを理解し、人間の尊厳としての「神

のかたち」について考える 

『キリスト教倫理辞典』の項目「人

間」（314～323 頁）を読み、講義内

容を整理 
梅田 

5 聖書の人間観（２） 
さらに人間の邪悪さとしての「罪」について

考える 

『キリスト教倫理辞典』の項目「罪」

（260～264頁）を読み、前回と合わ

せ講義内容をまとめておく 
梅田 

6 
キリスト教における新

しい生 

新しい生き方が人生の中でどのように始ま

るのか、あるいはどのようにして可能となる

のかを考える 

テキスト「第一部」「第四章 イエ

ス・キリストにあって生きる新しい

人間」を読み、講義内容を整理 
梅田 

7 
キリスト教における自

由 

自由とは何か。聖書を土台に自由とは何かを

掘り下げて考える 

テキスト「第一部」「第五章 キリス

ト教における自由」を読み、講義内

容を整理 
梅田 

8 キリスト教における愛 

愛とは何か、エロスとアガペーをキーワード

にしてキリスト教における愛とその現代的

意味を考える 

テキスト「第一部」「第六章 キリス

ト教における愛」を読み、講義内容

を整理 
梅田 

9 いのちの問題 
生命への畏敬を基本にして、自殺や安楽死や

妊娠中絶などについて考える 

テキスト「第二部 キリスト教倫理の諸問題」

「第二章 生への畏敬」と「第三章 自殺の問

題」を読み、レポートの準備と整理 
梅田 

10 男・女そして結婚 

性とは何か、聖書におけるジェンダーの意味

を考え、また聖書を土台にして結婚の意味を

考察する 

テキスト「第二部」「第五章 結婚の

問題」を読み、レポートの準備と整

理 
梅田 

11 労働と職業 
現代における働くことや職業選択の意味を

聖書から考察する 

テキスト「第二部」「第六章 聖書か

ら見た職業の問題」を読み、レポー

トの準備と整理 
梅田 

12 国家と民主主義 

国家とはどのような意味を持つのか、またその倫

理的側面を考察し、また民主主義の成立や意義と

キリスト教との関連について考える 

佐々木毅著『民主主義という不思議

な仕組み』筑摩書房、宮田光雄著『現

代の民主主義』を読んでおく 
梅田 

13 戦争と平和 

二十世紀の二度にわたる世界戦争、今世紀における地域紛争

とテロとの戦いについて、平和実現のために何が可能か、キ

リスト教的観点から考える 

テキスト「第二部」「第四章 戦争の

問題」を読み、レポートの準備と整

理 
梅田 

14 環境と倫理 
人類が直面している重大課題の一つである

環境問題、地球温暖化などについて考える 

「環境倫理」というテーマで図書館

やインターネットで調べ、レポート

の準備と整理 
梅田 

15 隣人となること 

隣人愛とは何か、民族や人種の違いを超えて

共に生きること、またその可能性について考

える 

テキスト「第二部」「第一章 隣人に

なること」を読み、講義内容と照ら

し合わせ、自分の考えを整理 
梅田 

16 期末試験 ６０分の試験を行う  梅田 

 



科目名 

（科目コード） 

ミニストリーオブヒーリング 

20L030 

単位認定者 

（担当教員） 
宮﨑 恭一 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 
三育教育・医療の原点である、聖書やＳＤＡパイオニアの思想を今日の医学・看護学・公衆衛生学と

比較・評価しながら真の癒しの在り方を学習すること。 

科目目標 

1.三育教育・医療の原点を理解する 

2.現在社会の疾病状況、医療現場の問題点を探る 

3.聖書の衛生法を学ぶ 

4.医療に携わる者としての基礎的な概念を学ぶ 

5.SDAが培ってきた健康観、キリスト的癒しについて学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 
2. 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 
3. 看護専門職者としての倫理的態度 
4. 看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 
5. 異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 
6. 自己の健康を管理する能力 
7. 生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト ミニストリーオブヒーリング 新装版 または、ミニストリーオブヒーリング 2005 

参考文献 
聖書、 

食事と食物に関する勧告 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

クラスを楽しむことができた人には評価が高い。暗記力は問いません。 

レポート 2本と試験で 100ポイント。過去の受講者の成績は平均 80ポイント。 

課題（試験や 

レポート等)に 

対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

ライフスタイルに関して、実践とその効果について発表し、評価し合います。 

試験の答案用紙に、クラスで学んだことで印象に残った事項をあげ、将来看護師として働く上でど

のように役立てるかを記載していただきます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

一般の教科書には書いていないテーマについて考察しますので、学生の皆様の興味の度合いが 

授業の充実性に関係してきます。大学院のようなつもりで議論します。アンテナを広く張って、

医療、行政、社会、環境、教育など幅広く興味を持ってください。 

教員からの 

メッセージ 

1863 年にメッセージが与えられ、1905 年に出版されたミニストリーオブヒーリングという本に 

書かれている、医療の原点、予防医学的な先見性、人間回復論、家庭論など人類が生きるために必

要な知恵を学んでおくことが将来の医療現場で大いに役立つことを保証します。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

携帯：080-6569-7431 

メールアドレス：kmiyazak70@ybb.ne.jp 

mailto:kmiyazak70@ybb.ne.jp


ミニストリーオブヒーリング 20L030 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 真の医療伝道者 
医療の原点は患者の人間回復、その支

援者としての医療従事者の役割 

各人が医療にかかわることを選ん

だ動機を確認する 
宮﨑 

2 Vision Bold 
環境、病原菌、汚染、災害、ストレス、経済の混

乱などがこの 100 年で大きく変わってきている 
課題１ （MH の読後感想） 宮﨑 

3 医者の働き 
医療に携わる指導者としてふさわしい

人間像、真の医師はどなたであろうか 

医療従事者の品性や人格が問われ

ている今日、患者の支えとなるには 
宮﨑 

4 100 歳人から学ぶ 
健康で長生きする生活習慣は 150 年前

から提案されていた 

課題２ ライフスタイルの実践 

自分のライフスタイルを変える体験 
宮﨑 

5 医療伝道者とその働き 
酒やタバコがやめられない人々にどの

ようなアプローチが有効か 

自分の周りにいる、依存症で悩んで

いる人の意見を聞く 
宮﨑 

6 酒・タバコの害 
依存性のある薬物に関する知識を深

め、医療者として社会問題に取り組む 

受容、共感、気づきなどカウンセリ

ング法や認知行動療法など 
宮﨑 

7 病人に対する取り組み 
病人は何に苦しめられているのか。病

原菌か人間関係か、自己の罪意識か？ 

病人が何を求めているのかを知る

には医療者として何をしたらよい

か 

宮﨑 

8 がんの予防 
日本人の 2 人に一人ががんにかかり、 

3 人に一人ががんで死んでいる事実 
がんの予防に関する情報を探す 宮﨑 

9 健康の法則 
モーゼを通してイスラエルに与えられ

た健康法など聖書から学ぶ 

バランスのとれた食生活、清潔、  

衣服など身近な健康法 
宮﨑 

10 栄養と健康 厚労省が推奨する食生活と比較 
肉食と菜食の比較、現在社会が抱え

ている生活習慣病などの予防は 
宮﨑 

11 家庭 家庭の築き方、母親の役割など 
自分がどれほどの影響を親から受

けているかを考える 
宮﨑 

12 ストレス管理 ストレスの原理とその対応法を学ぶ 
精神的な悩みを持つ人が多いが、 

医療者として何ができるか 
宮﨑 

13 重要な知識 
人間本来の生きる力を導き出すには、人間は何の

ために生きるのか,高齢者が鬱になる理由は何か 

真の医療教育と医療制度の矛盾に 

気がつくことが大切 
宮﨑 

14 運動と健康寿命 いろいろな健康法を評価する 
一生涯続けられる健康的な生活と

は何かを考える 
宮﨑 

15 働き人に必要なこと 
日々成長して、医療現場でまた社会で 

奉仕する器となる方法を学ぶ 

友人や先輩の姿を見て、自分を磨

き、人生を楽しむ方法を探る 
宮﨑 

16 まとめとテスト 健康と看護師の働きに関した問題  宮﨑 

 



科目名 

（科目コード） 

日本国憲法 

20L235 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 和弘 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 選択 

科目目的 
  本授業は、憲法の基本原理・理念を学び、私たちの国家・社会を成り立たせている仕組みを理解す

るとともに、私たちに保障されている権利・自由の概要と意義を理解することを目的とします。 

科目目標 
  授業で身につけた憲法の知識や考え方に基づいて、日々のニュースなどについて、感情論ではな

く、冷静に判断・評価する能力を身につけて欲しいと思います。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

3.  看護専門職者としての倫理的態度 

5. 異文化を理化し国際看護に貢献できる能力 

テキスト 古野豊秋・畑尻剛編『新・スタンダード憲法〔第 5版〕』（尚学社、2020 年）。 

参考文献 水島朝穂『18歳からはじめる憲法〔第 2版〕』（法律文化社、2016年）。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

主として学期末の筆記試験で評価します。但し、理由のない欠席や遅刻は減点し、授業中の主体的

な姿勢には加点する場合があります。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

基本的に授業の前後で質問などに対応します。授業内容の他に、勉強方法についても相談に応じま

す。授業前後で都合が合わない場合には、他の対応も考えますので、まずは気軽に相談してください。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

他の受講生の迷惑となる行為、とりわけ私語は厳禁です。場合によっては退室してもらいます。 

授業中、質問や意見を述べることは大歓迎です。受講生の主体的な姿勢を期待します。 

教員からの 

メッセージ 

 受講生の皆さんには、医療や看護に関する問題について、医療の視点からだけでなく、法的・政

策的に考える力を身につけて欲しいと思います。医療や看護には、病院関係者の他に、多くの法令・

制度の支えが不可欠だからです。また、患者の看護に携わる者としての人権意識を身につけて欲し

いと思います。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
初回授業時にお知らせします。 



日本国憲法 20L235  
 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当

教員 

1 
オリエンテーション

/憲法とは何か 

担当者の自己紹介、講義の進め方の説明。そも

そも憲法とは何か？？ 
憲法は何と何の関係を定

めているのか。 山本 

2 
国民主権/ 

象徴天皇制 

国民主権とは何か、天皇制とは両立可能なの

か？新しい憲法と古い憲法の混同について。 

生前退位や大嘗祭につい

ての報道をチェックする。 山本 

3 
人権総論/ 

幸福追求権 

人権とは何か、なぜ保障されなければならない

のか、いかなる場合に制約されるのかを学ぶ。 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

4 
思想・良心の自由/ 

信教の自由 

思想や信仰がなぜ憲法によって保障されるの

か？ 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

5 政教分離 
国家と宗教とはどのような関係にあるのか、な

ぜ憲法に規定しなくてはならないのか？ 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

6 表現の自由 
表現の自由とは何かを理解し、デモや集会の自

由、さらにはヘイトスピーチや差別表現の問題

について学ぶ。 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

7 人身の自由 
なぜ私たちは突然不当に逮捕されることはない

のか？奴隷のように酷使されないのか？ 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

8 経済的自由 
私たちが豊かに、そして自分らしく生きるため

の権利・自由について学ぶ。 
教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

9 社会権 
「人らしく生きる」とは何か？貧困、ブラック

バイト、医療問題について考える。 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

10 9 条と平和主義 
国家の平和政策について、法的な観点から冷静

に理解する。 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

11 憲法の変更 
「憲法を改正（変更）」するとはどういうこと

か？通常の法律の改正との違いを理解する。 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

12 参政権/国会 
私たちの「代表」である国会の位置付けについ

て理解する。 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

13 内閣 内閣の地位と権限について学ぶ。 
教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

14 裁判所 
違憲審査制について学ぶ。国民の代表が作った

法律をなぜ裁判所が無効にできるのか？ 

教科書の該当箇所に目を

通す。 山本 

15 まとめ 
国家・社会における憲法と私たちの関係につい

て総括する。 

これまでの学習内容を振

り返る 山本 

16 最終試験 基本的に記述式の問題を出題する。 
法的な視点から、自身の見

解を述べること。 山本 
 



科目名 

（科目コード） 

英語Ⅱ 

20L330 

単位認定者 

（担当教員） 
新妻 規恵 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

人の健康と社会環境に関するテキストを使用し、医療英語に慣れ親しみ、英文を正しく読む基本的な

リーディングスキルを身につけることを目的とする。さらに、本文中で繰り返し出てくるアカデミッ

クな用語に慣れ親しみ、英語Ⅲ（英語論文講読）につながる読解力や語彙力を身につけることも目的

とする。 

科目目標 

1. 人の健康、社会環境・医療の用語に慣れ親しむ。 

2. 英文リーディングを通して国内外の健康問題について興味関心を広げる。 

2.訳読にとらわれず、リーディング・スキルを用いて「何が言いたいのか」を捉える読解力をつける。 

基礎・基本的な英語の力（英検準 2級程度）を用いて、正しく英文を読む力を身につける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 

テキスト 
「Quality of Life(南雲堂)」 

「国際看護へのパスポート－先輩ナースのアフリカ体験記から（福音社）」 

参考文献 

・オンライン英英辞書（無料） 

Wordsmyth (Children’s Dictionary): http://www.wordsmyth.net/ 

Longman Dictionary of Contemporary English: http://www.ldoceonline.com 

・「Reader’s Ark Intro –Getting Ready for a Journey 英語リーディングの冒険：基礎編（金星堂）」 

 
評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

英単語クイズ(10%)、内容理解クイズ(20%)、再話/プレゼンテーション（20％）まとめテスト(40%)、 

提出物の提出状況、自主的な学修状況等の授業態度(10%) から総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・授業後のリフレクションシートにコメントをつけて返却する。 

・再話(Retelling)や、プレゼン等のパフォーマンスの評価は、ルーブリックを用いて、 

評価基準を明示し、フィードバックする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・ことばの定義には丁寧に関わろう！医療の専門用語の定義や不明な語の定義については、必ず 

日本語で予習をすること。 

・グループワーク・ペアワークの意味をよく認識し、積極的にグループの成果に貢献すること。 

教員からの 

メッセージ 

数ある言語の中でも、「英語」を知っていて得をすることを挙げるとキリがありません。看護の実

践の現場で使用することは少ないかもしれませんが、より多くの、最新の看護の知見を得るには、

日本語よりもはるかに多い英語の文献を読めるようになれば、あなたの目指す看護への示唆が得

られるでしょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 連絡先：niizuma@saniku.ac.jp 
研究室：3 号館 29 研究室（3 階） 
オフィスアワー：To be announced in class 

http://www.ldoceonline.com/
mailto:niizuma@saniku.ac.jp


英語Ⅱ 20L330 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 授業ガイダンス 授業の進め方、評価方法などについて 
・テキストの初めの章を読む。 

・未知語は意味調べをする。 新妻 
規恵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Unit 1 Slowing Down in a Fast-food World 
【初見での英文の読み方】 

１．テキストのタイトルからどんな

内容なのかをまず推測する

(Previewing and Predicting, 

Making Connections) 

２．辞書を引かずに一読し、人の健

康問題に係わる何について書か

れた文章なのかを一言で言い表

してみる(Finding the Topic) 

３．“One paragraph, one topic” と

いうルールがあるので、各段落

のメインアイデア（話題）を捉

え る 。 (Main Ideas and 

Supporting Details) 

４．本文を 4~5 回は読む。筆者の主

張(topic)を踏まえて、その他の

部分を理解する。 

【その他、英文を読むときのコツ】 

・社会人になると、文章を読む際、

全体的に何が書かれているのかを素

早く読み取る力が必要となるので、

１字１句の読み取りではなく、概要

を掴むスキルがより重要となる。完

全な和訳にこだわらないことも大

切。 

・医療の専門用語については日本語

の定義をまず押さえておくことが背

景知識として必要。また最新のデー

タを調べる、など本文についての背

景的な知識を増やした上で英文を読

むと理解しやすい。 

 

 

 

3 Unit 1 
Slowing Down in a Fast-food World 

Retelling & Discussion 

4 Unit 2 Laugh Your Troubles Away 

5 Unit 2 
Laugh Your Troubles Away 

Retelling & Discussion 

6 Unit 3 Is It Possible to Be Too Clean? 

7 Unit 3 
Is It Possible to Be Too Clean? 

Retelling & Discussion 

8 Review Test  -Part 1 Written Test (out of 20) 

9 Unit 4 Sleep: How Much Is Too Much? 

10 Unit 4 
Sleep: How Much Is Too Much? 

Presentation 

11 Unit 5 Save Your Life and Others' 

12 Unit 5 
Save Your Life and Others' 

Presentation 

13 Review Test  -Part 2 Written Test  (out of 20) 

14 International Nursing 
「国際看護へのパスポート－先輩ナー

スのアフリカ体験記から（福音社）」 

15 International Nursing 
「国際看護へのパスポート－先輩ナー

スのアフリカ体験記から（福音社）」 

16 
International Nursing 

Guest Speaker 
TBA (=to be announced) 

 



科目名 

（科目コード） 

保健統計演習（実践） 

20M060 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 60（内 30） 授業回数 30（内 15） 選択必修 必修 

科目目的 

本演習は「理論」と「実践」の授業により実施され、看護師・保健師として必要な統計学的知識を

身につけることを目的とする。特に「実践」部分では、「理論」部分で理解した統計学の基礎的知

識を実際に用いる方法を学ぶ。PC ソフトは MS Excel 及び EZR を活用し、データの統計的処理に

ついて学ぶ。人口統計資料を含む簡単なデータ処理から基本的な保健医療情報の理解を深めるこ

とが目標となる。 

科目目標 
健康に関わるさまざまな数字の情報を注意深く、合理的に考えることができるようになる。統計

データの理解、ＰＣソフト（MS Excel、EZR）の活用、保健・看護データへの応用を学ぶ。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2.科学的根拠に基いて、ホリスティックナーシングを実践する能力。 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力。 

テキスト 「初心者でもすぐにできる フリーソフト EZRで誰でも簡単統計解析」神田善伸著 南江堂 

参考文献 三野大来著「看護師のための統計学」（共立出版）など 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

本演習「実践」部分の評価は、課題、期末試験、授業活動参加度等より総合的に評価します。    

「実践」部分の評価は 50％で、科目の評価は篠原清夫先生による「理論」との合計によります。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

課題等の提出物は、コメント記載の後、返却します。それぞれの学びを深めるために、また、同じ

間違いがないように、復習に活用しましょう。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

最初の授業時に説明します。本演習「実践」部分は１１４教室（情報処理教育センター）での授業

となり、組分けにより、半数がＡ組、半数がＢ組となります。 

教員からの 

メッセージ 

個人の PCを活用します。USBメモリー、バックアップ、タイピング技術等、各自で準備をしておき

ましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
yamamotoos@saniku.ac.jp  

mailto:yamamotoos@saniku.ac.jp


保健統計演習（実践） 20M060 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
導入 / 必要基礎知識

の復習等 

概要の説明、数学的復習、歴史的背景、

看護・保健での必要性など 
MS Excel の扱い方を復習しておく 山本 

2 統計資料について 
資料の種類、異なるデータの特徴と扱

い方 
課題に取り組む 山本 

3 資料整理と解析 
データのまとめ方、「論理的に明らかに

すること」とは？ 
課題に取り組む 山本 

4 データの編集 解析前のデータ整理 課題に取り組む 山本 

5 データの要約 part 1 名義変数データの扱い 課題に取り組む 山本 

6 データの要約 part 2  連続変数データの扱い 課題に取り組む 山本 

7 グラフ化 異なるグラフでの表現 課題に取り組む 山本 

8 
独立した 2 群間の比率

を比較 part 1 
Fisherの正確検定 課題に取り組む 山本 

9 
独立した 2 群間の比率

を比較 part 2 
カイ 2乗検定 課題に取り組む 山本 

10 
対応ある 2 群間の比率

を比較 
McNemar検定 課題に取り組む 山本 

11 
独立した 2 群間の連続

変数を比較 
t検定 課題に取り組む 山本 

12 
対応ある 2 群間の連続

変数を比較 
対応のある t検定 課題に取り組む 山本 

13 3群以上の比較 一元配置分散分析 課題に取り組む 山本 

14 相関と回帰 2つの連続変数の関係を評価する 課題に取り組む 山本 

15 総括 
まとめ （何を学んだか？ どのよう

に活用するのか） 
 山本 

16 試験 実技試験  山本 

 



科目名 

（科目コード） 

保健統計演習（理論） 

20M060 

単位認定者 

（担当教員） 
篠原 清夫 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 60（内 30） 授業回数 30（内 15） 選択必修 必修 

科目目的 

 本演習は「理論」と「実践」の授業により実施され、看護師・保健師として必要な統計学的知識

を身につけることを目的とする。特に「理論」部分では、統計学の基礎的知識や理論について理解

することがねらいとなる。数式から数値データの持つ意味を知り、データの統計的処理方法につい

て理解を深める。また、保健医療情報を扱う際に必要な推定や検定の理論も習得する。理論を踏ま

え、計算機で数値を扱うことにより、保健統計関連データの扱い方を習得することが目標となる。 

科目目標 

1.保健統計の基本的考え方を習得し、統計学の基礎を身につける。 

2.様々なデータの質や、統計的手法の目的を知り、結果の解釈についての考え方を理解する。 

3.実際に様々な統計的手法を用いてデータ分析を行うことで、理解度を確認する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

7．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 篠原清夫他『社会調査の基礎』弘文堂．（理論の授業時には毎回持参すること） 

参考文献 参考書については授業中、適宜紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

本演習「理論」部分の評価は、定期試験・課題レポート・受講態度により評価する。「理論」部分の

評価は 50%で、科目の評価は山本先生による「実践」との合計による。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

小テストに関しては採点した解答用紙を返却し、授業時に解説する。また小テスト結果について分

析した内容について、統計学的観点から示す。定期試験に関しては、試験後に解答例を掲示し、フ

ィードバックする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

本演習「理論」部分は 421教室での授業となる。原則的に欠席が 3回以上ある場合は受講資格がな

くなる。毎回、必ず電卓（√計算機能があるもの。スマートフォンや電子辞書はテストで使用でき

ないので不可。）とテキストを持参して授業に臨むこと。 

教員からの 

メッセージ 

テキストを活用して予習・復習することにより理解が深まるので、自己学習にも積極的に取り組ん

でもらいたい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

1号館 7号研究室（内線 245）に在室中は、基本的にいつでも相談を受け付けます。 

メールアドレス：shinohara＠saniku.ac.jp 



保健統計演習（理論）20M060  

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
保健・医療・看護と統計

学 

医療・保健・看護をしていくには、なぜ

統計学が必要になるのかを知り、必要

な数学的基礎知識について理解する。 

テキスト p.189-193、p.208 を読ん

でおく。 
篠原 

2 母集団と標本調査 
母集団と標本の関係、無作為抽出法に

ついて学ぶ。 
テキスト p.100-112 を読んでおく。 篠原 

3 データの表示方法 
様々な図表によるデータの表示方法の

特徴について知る。 
テキスト p.194-203 を読んでおく。 篠原 

4 代表値 
最頻値、中央値、平均値（算術平均・幾

何平均）の違いと特徴について学ぶ。 

テキスト p.204-207、p.209 を読ん

でおく。 篠原 

5 散布度（1） 
散布度である範囲、四分位範囲、分散

の理論について理解する。 
テキスト p.210-213 を読んでおく。 篠原 

6 散布度（２） 
分散と標準偏差の関係、変動係数の使

い方について理解する。 

前回の散布度の復習をするととも

に、テキスト p.214 を読んでおく。 
篠原 

7 主な分布 
正規分布の性質や、検定・推定で使用

される主な確率分布について知る。 
テキスト p.216-219 を読んでおく。 篠原 

8 推定の理論 
推定の理論や点推定と区間推定につい

て理解し、割合・平均の推定方法を学

ぶ。 

テキスト p.226-229 を読んでおく。 篠原 

9 検定の理論 
帰無仮説と統計的有意性について知

り、割合の検定のしかたを理解する。 
テキスト p.222-225 を読んでおく。 篠原 

10 相関係数 
量的変数間の関連性を知るための相関

係数について理解する。 

テキスト p.162-167、および p.230-

232 を読んでおく。 
篠原 

11 クロス集計 
質的変数間の関連性を知るためのクロ

ス集計について理解する。 

テキスト p.158-161、および p.238

を読んでおく。 
篠原 

12 関連の指標 
クロス集計の関連の指標であるカイ 2

乗検定と連関係数について学ぶ。 
テキスト p.239-241 を読んでおく。 篠原 

13 平均値の差の検定（１） 
量的変数と質的変数間の関連性を知る

ための t検定について理解する。 
テキスト p.242-244 を読んでおく。 篠原 

14 平均値の差の検定（２） 
3 つ以上の平均値の差の検定である一

元配置分散分析の考え方について学

ぶ。 

テキスト p.244-245 を読んでおく。 篠原 

15 回帰分析の基礎 
回帰分析の理論について理解し、その

数値の意味を知る。 
テキスト p.252-256 を読んでおく。 篠原 

16 期末試験   篠原 

 



科目名 

（科目コード） 

疾病・治療学Ⅱ 

20M090 

単位認定者 

（担当教員） 

◎塚本 利朗 

山中 正雄 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

看護学の学習および看護の実践に必要な各臓器の主要疾患およびその治療に関する基礎的知識を

学ぶ(塚本) 

現在社会に生きる人々の多様な精神疾患を多角的な視点から分類し、その特徴、病態、診断、検

査、治療、ケアの仕方等について知ることを目指す。併せて、精神疾患と家庭・社会との関係に

ついても考えてみたい(山中) 

科目目標 
各臓器、系統ごとの主要疾患について、その原因、病態、治療の概要を理解する(塚本) 

精神疾患の分類、症状、治療について学ぶ。(山中) 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

テキスト 
系統看護学講座 専門基礎④ 病理学 医学書院 

系統看護学講座 精神看護の基礎 精神看護学①(第４章～第６章) 医学書院（精神疾患の講義） 

参考文献 「心の診察室」山中正雄著、日本キリスト教団出版局 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記テスト 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

授業中に学生に短い時間での発表をしてもらい、その場でコメントをする。 

メールによる質問と回答。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

特になし 

教員からの 

メッセージ 

疾病治療学が病理学総論に当たるのに対し、この講義は各論、すなわち臓器別に病理学を講義し

ていく。覚えることは多いけれど、出来るだけ考えることを重視した講義になるようにしたいと

考えている。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
塚本先生：de101022@yahoo.co.jp   山中先生：ymasao21@hotmail.com  



疾病・治療学Ⅱ 20M090 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 循環器系疾患 
心臓、血管の主要な疾患についての  

原因、病態、治療について学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

2 血液・造血器系疾患 
貧血、白血病、悪性リンパ腫について 

学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

3 呼吸器系疾患 
呼吸不全をきたす疾患、肺、気管、気管

支の主要疾患について学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

4 消化器系疾患 胃、食道、腸の主要な疾患について学ぶ 
テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 塚本 

5 肝、胆のう、膵疾患 
肝、胆のう、膵の主要な疾患について 

学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

6 
腎、尿路系疾患、生殖器

系疾患 

糸球体腎炎、腎不全および尿路生殖系

の疾患について学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

7 内分泌系疾患 
下垂体、副腎、甲状腺の主要な疾患につ

いて学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

8 
脳神経系および筋肉系

疾患 

脳血管障害、脳神経系の変性疾患、感染

症、腫瘍、及び筋肉の疾患について学ぶ 

テキストの授業範囲ページを読ん

でおく 
塚本 

9 骨、関節系疾患 骨、関節の主要な疾患について学ぶ 
テキストの授業範囲ページを読ん
でおく 塚本 

10 皮膚疾患総論 
皮膚の構造と機能、病理、治療について

学ぶ 

皮膚の病気を出来るだけたくさん 

イメージしておく 
塚本 

11 皮膚疾患各論 
皮膚の代表的疾患（湿疹、じんま疹、乾

癖、水疱症、腫瘍など）について学ぶ 

皮膚病の患者さんのつらさを具体

的に想像してみる 
塚本 

12 
精神障害の分類と症状

及び発達障害について

学ぶ 

児童から成人期までの重要な精神障害

とそのケアの仕方について学ぶ 

精神疾患の名前をできるだけ多く 

調べておく 
山中 

13 統合失調症について学

ぶ 
統合失調症の症状について調べる 山中 

14 気分障害について学ぶ 
なぜ気分が変化するか、調べ、考え

る 
山中 

15 

強迫性障害、身体表現

性障害、パーソナリテ

ィ障害などについて学

ぶ 

軽い精神障害の名前を調べておく 山中 

16 テスト 筆記テスト   
 



科目名 

（科目コード） 

薬理学 

20M110 

単位認定者 

（担当教員） 
石橋 芳雄 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
薬物は生体にどのように作用するか、投与された薬物は体内でどのように変化するか、薬物の取

扱いにはどのような注意が必要か等、臨床の場で看護師として必要な知識を習得する。 

科目目標 

薬物が作用する仕組みと体内動態の基礎について説明できる。 

薬物の副作用と相互作用について説明できる。 

薬物が各疾患の治療にどのように利用されるかについて説明できる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

2. 看護専門職者としての倫理的態度 

3. 看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

テキスト 疾病のなりたちと回復の促進[3] 薬理学 第 14版 (系統看護学講座 専門基礎分野) （医学書院） 

参考文献 
系統看護学講座 別巻 「臨床薬理学」（医学書院） 

今日の治療薬（南江堂） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験、課題レポート、グループ学習への参加態度を総合的に評価する。 

課題（試験や 
ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

課題提出後、講義のなかで適宜解説する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

主体的な学習を目指してグループ学習も取り入れます。講義やグループ学習に積極的に取り組んで

ください。 

教員からの 

メッセージ 

薬理作用および副作用をより良く理解するには「身体の仕組みと働き」を十分理解する必要があり

ます。生化学、人体の形態と機能、疾病・治療学、および微生物学などの関連分野も含めて必ず予

習・復習をしましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス：yishibas@my-pharm.ac.jp 



薬理学 20M110 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 薬理学総論 1 
薬物療法、薬物療法における看護師の

役割、チーム医療 

教科書 p13 ゼミナール 復習と課

題 
石橋 

2 薬理学総論２ 
薬力学、薬物動態学、薬物相互作用、副

作用 

教科書 p23,40,44,48 ゼミナール 

復習と課題 
石橋 

3 抗感染症薬 抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬 
教科書 p93 ゼミナール 復習と課

題 
石橋 

4 抗がん薬 
アルキル化薬、代謝拮抗薬、抗生物質、

植物アルカロイド、性ホルモン 

教科書 p108 ゼミナール 復習と課

題 
石橋 

5 免疫治療薬 
免疫増強薬・予防接種、抗アレルギー

薬、抗炎症薬、関節リウマチ治療薬 

教科書 p120,126 ゼミナール 復習

と課題 
石橋 

6 末梢神経作用薬１ 自律神経系作用薬 
教科書 p155-156 ゼミナール 復習

と課題 
石橋 

7 末梢神経作用薬２ 筋弛緩薬、局所麻酔薬 
教科書 p155-156 ゼミナール 復習

と課題 
石橋 

8 中枢神経作用薬１ 
全身麻酔薬、催眠薬、抗不安薬、抗精神

病薬 

教科書 p188 ゼミナール 復習と課

題 
石橋 

9 中枢神経作用薬２ 
抗うつ薬、パーキンソン症候群治療薬、

抗てんかん薬、麻薬性鎮痛薬 

教科書 p188 ゼミナール 復習と課

題 
石橋 

10 心臓血管系作用薬１ 
抗高血圧薬、狭心症治療薬、心不全治療

薬 

教科書 p227-228 ゼミナール 復習

と課題 
石橋 

11 心臓血管系作用薬２ 
抗不整脈薬、利尿薬、脂質異常症治療

薬、血液凝固系・線溶系作用薬 

教科書 p227-228 ゼミナール 復習

と課題 
石橋 

12 
呼吸器・消化器・生殖器

に作用する薬物 

気管支喘息治療薬、消化性潰瘍治療薬、

ホルモン関連製剤 

教科書 p247-248 ゼミナール 復習

と課題 
石橋 

13 
物質代謝に作用する薬

物 
糖尿病治療薬、甲状腺疾患治療薬 

教科書 p264 ゼミナール 復習と課

題 
石橋 

14 皮膚に使用する薬物 皮膚科用薬、眼科用薬 
教科書 p276 ゼミナール 復習と課

題 
石橋 

15 まとめ 復習とまとめ これまでの内容を整理しておく 石橋 

16 筆記試験    
 



科目名 

（科目コード） 

保健医療福祉論 

20M135 

単位認定者 

（担当教員） 

◎伊藤 わらび 

篠原 清夫 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 通年 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
 変動する現代社会における社会福祉、保健、医療に対する国民のニーズを明らかにし、それらの

分野の専門職者の連携の重要性について理解する。 

科目目標 
 保健・医療・福祉の歴史と発展について、また関係法規を基に制度と施策の現状について理解する。 

さらに「共に生きる」ことを基点として人々に対する援助の在り方を学ぶ。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

4．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

6．自己の健康を管理する能力  

テキスト 
「よくわかる社会福祉」山縣文治・岡田忠克編、 ミネルヴァ書房 

「社会福祉小六法 2020年」ミネルヴァ書房 

参考文献 授業中、適宜紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験、レポート（伊藤担当分野 2/3、篠原担当分野 1/3の配点） 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

小テストに関しては採点した解答用紙を返却し、授業時に解説する。定期試験に関しては、試験後に

解答例を掲示し、フィードバックする。 

授業後の休み時間、及び放課後 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

日頃より、日本や海外の医療や社会福祉の動向に関心を持ち考察すること。 

教員からの 

メッセージ 

普段から、新聞・ＴＶ・インターネットでの医療や社会福祉に関連する情報に目を通し、基本的な

情報を収集しておくことを勧める。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

篠原：1号館 7号研究室（内線 245）に在室中は、基本的にいつでも相談を受け付けます。 

メールアドレス：shinohara@saniku.ac.jp 



保健医療福祉論 20M135  

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 社会福祉の基礎概念 

 教科書に基づいて授業を進めていく

が、理解を深めるためにビデオ等の視

聴覚教材の使用や、プリントの配布を

行う。生活上の様々な問題を抱えるク

ライエントの事例を通して問題解決の

ための支援のあり方について学ぶ。ま

た、医療現場における医療従事者と医

療ソーシャルワーカーの連携について

理解する。 

 急激な少子高齢化社会の進展と変動

の見られる中で、国民の社会福祉のニ

ーズの多様化と高まりから社会保障・

社会福祉関係の法律の制度や改正がめ

まぐるしい。本授業を学ぶにあたり、社

会の動きと社会福祉・医療制度の動向

に常に関心をもって欲しい。 

テキストⅠ、Ⅱを読んでおく 伊藤 

2 社会福祉の歴史と展開 テキストⅢを読んでおく 伊藤 

3 社会福祉の仕組みと 

運営 
テキストⅣ、Ⅴを読んでおく 伊藤 

4 社会福祉の援助と方法 テキストⅥを読んでおく 伊藤 

5 社会保障・公的扶助 テキストⅦを読んでおく 伊藤 

6 子ども家庭福祉 テキストⅧを読んでおく 伊藤 

7 高齢者福祉 テキストⅨを読んでおく 伊藤 

8 障害者福祉 テキストⅩを読んでおく 伊藤 

9 地域福祉 テキストⅩⅠを読んでおく 伊藤 

10 社会福祉を支える人た

ち 
テキストⅩⅡ、ⅩⅢを読んでおく 伊藤 

11 日常生活と社会問題（１） 

少子高齢、家族、地域という我々の身近

な生活における現実の社会問題につい

て具体的データから把握する。 

テキストp.22-29を読んで現代社会

状況について復習しておく 
篠原 

12 日常生活と社会問題（2） 
医療費、経済・雇用という社会構造に関

わる問題について考える。 

テキスト p.106-120 を読んで復習

しておく 
篠原 

13 日常生活と社会問題（3） 
自殺、障害者という社会との関連に関わ

る問題について考える。 

テキスト p.166-181 を読んで復習

しておく 
篠原 

14 基本的人権と擁護 

憲法の理念を確認しながら、当事者の権利を守るという視点だ

けでなく、社会福祉の権利を創り出すという視点から、人権概

念、 権利理念について理解する。 

憲法 11 条、25 条の条文の内容を

「社会福祉小六法」で確認しておく 
篠原 

15 社会構造変化と権利擁

護 

社会・経済の構造変化に伴うホームレス、ＤＶなどの問題の現

実データを事例とし、権利擁護という視点から福祉のあり方を考

察する。 

テキスト p.30-31、p.140-141 を読

んでおき、そのデータを調べてみる 
篠原 

16 まとめ    

 



 

科目名 

（科目コード） 

看護技術各論Ⅱ 

20N040 

単位認定者 

（担当教員） 

山口 道子 

（後藤佳子 村上 寛 遠田きよみ 

玉那覇文美 竹上三恵 石井 幸 

他東京衛生アドベンチスト病院 

臨床講師） 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 通年 

時間数 60 授業回数 30 選択必修 必修 

科目目的 

患者が安全、安楽に診療を受けられるように、診療の目的を理解し、治療効果を上げられるように

補助することは看護の大切な役割である。この科目ではそのような安全、安楽な診療のための補助

技術を学ぶ。 

科目目標 

1.診療の補助における看護の役割を理解する。 

2.診療の補助に必要な技術を理解するとともに、基礎的看護技術を習得する。 

3.診療や検査を受ける患者の気持ちを理解した看護技術について考えることができる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力  

テキスト 志自岐康子他編：ナーシング・グラフィカ 基礎看護学➂， メディカ出版， 2018． 

参考文献 

・看護技術がみえる②臨床看護技術，メディックメディア，2015． 
・久保成子：職業としての看護 ケアをとおして生きるということ, 医学書院, 1995. 
・菱沼典子他編：看護の原理 ケアすることの本質と魅力, ライフサポート社, 2012. 
・秋元典子：看護の約束 命を守り、暮らしを支える, ライフサポート社, 2011.  
・ミルトン・メイヤロフ：ケアの本質 生きることの意味, ゆみる出版, 1987.     

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

講義・グループ学習への参加態度、クイズ、課題レポート、演習態度、筆記定期テスト、実技テ

ストにより総合的に評価する。ただし、筆記定期テストと実技テストは各々60％以上でなければ

合格としない。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

レポート：各自のレポートにコメントを入れ返却する。 

クイズ：採点後解答用紙を返却し、得点率が低い内容はクラスまたは掲示物にて知らせる。 

筆記テスト（中間・期末）：採点後必要に応じて、各自に復習が必要なポイントなどを伝える。ま

たは、特にクラス全体を通して得点率が低かった内容は授業内または掲示物にてお知らせする。 

実技テスト：個別の面談により評価を行い、復習が必要なポイントを伝える。 

教員からの 

メッセージ 

看護技術には、解剖生理の理解も必要です。必ず予習・復習をしてクラスに臨んでください。 

根拠に基づいた看護技術の実践ができるよう学修していきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

3号館 3階 メールアドレス：yamaguchi_m@saniku.ac.jp  

オフィスアワーは、新年度最初のクラスでお知らせします 



看護技術各論Ⅱ 20N040 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
診療の補助における 

看護の役割 

〔講義・グループワーク〕 
診療の補助における看護の役割を学

ぶ。 

事前配布課題「『診療の補助』がなぜ看
護の専門性といえるか」秋元典子著を読

み考えをまとめる（グループワークで討
議）。 

山口 

2～3 
呼吸を楽にする技術 

〔講義・グループワーク・ビデオ視聴〕
呼吸が障害された対象の看護を学ぶ。（吸入、酸
素吸入、吸引、持続吸引ほか） 
肺理学療法の実際と援助方法を学ぶ。 

教科書 P316～338、392～394 を読み内

容を理解し、ノートに要約しておく。 
         ※予習クイズあり 

山口 

4～5 [演習] 吸入・酸素療法・吸引の援助を学ぶ。 事前に配布された演習手順を読み内容
を理解しておく。 

山口

他 

6 栄養摂取を促す技術 

〔講義・グループワーク・ビデオ視聴〕 

経管栄養を受ける対象の看護を学ぶ 

経管栄養の実際と援助方法を学ぶ 

教科書 P279～288 を読み内容を理解
し、 ノートに要約しておく。 
事前配布課題プリント「『食』を支える」 
秋元典子著を読み考えをまとめておく
（グループワークで討議）。 

山口 

7～

11 検査を安全かつ正確に

行う技術 

〔講義・グループワーク〕 
・検査を受ける対象への看護の役割を学ぶ。ま
た、主な検体検査・生体検査の目的、注意点、検
査を受ける対象の心理的・肉体的な苦痛とその看
護について学ぶ。 
・事例を通して検査を受ける患者の看護を学ぶ。 
（課題）検査に必要な知識について学習し、レポ
ートとして提出する。                              

教科書 P375～390 を読み内容を理解し

ておく。 
事前配布課題プリント「患者さんの心に
到達するケア」秋元典子著を読み考えを

まとめておく（グループワークで討議）。       

山口 

12～

15 

〔ビデオ視聴〕導尿の実際と援助方法を学

ぶ。 
[演習] 採血・導尿の基礎的技術を学ぶ 

配布された演習手順を読み内容を理解

しておく。 
導尿についての課題レポートを提出す
る。 

山口

他 

16 中間筆記テスト    

17～

25 

与薬を安全かつ正確に

行う技術 

〔講義・グループワーク〕 
薬物療法を受ける対象の看護を学ぶ。
（看護の役割、法律、与薬の目的・方
法・手順・留意点など）                   

教科書 P400～425、146～147 を読み内
容を理解しておく。※予習クイズあり 
「職業としての看護」久保成子著 P173～185
読みレポートを提出。 

山口 

[演習]注射の基礎的技術を学ぶ 配布された演習手順を読み内容を理解
しておく。 

山口 
他 

26 
侵襲的処置の看護・ 

末梢循環促進ケア 

〔講義〕穿刺や洗浄などの侵襲的処置

の際の看護および末梢循環を促進する

ケアにについて学ぶ。 

教科書 P384～388 を読み内容を理解
し、ノートに要約しておく。 
        ※予習クイズあり 

山口 

27 皮膚・創傷を管理する

技術 

〔講義〕創傷処置および末梢循環を促

進する基礎的な看護を学ぶ。                             

教科書 P434～443 を読み内容を理解
し、ノートに要約しておく。 

※予習クイズあり 
石井 

28～
32 実技テスト    

33～

34 
輸血を安全かつ正確に

行う技術 
〔講義〕輸血とその看護について学ぶ。                    

教科書 P426～429 を読み内容を理解

し、ノートに要約しておく。 
        ※予習クイズあり 

山口 

35 危篤・終末時における

技術 

〔講義〕危篤・終末時における看護につ

いて学ぶ。 
教科書 P466～481 を読み内容を理解
し、ノートにようやくしておく。 
・自己の死生観についてまとめておく。 

山口 

36 

 
まとめ筆記テスト    

 



科目名 

（科目コード） 

看護技術各論Ⅲ 
（ヘルスアセスメント） 

20N050 

単位認定者 

（担当教員） 

近藤かおり    

(遠田きよみ)  (玉那覇文美)  

(村上 寛)  (安ケ平伸枝)  

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
看護の対象者の健康状態をアセスメントするために行われるヘルスアセスメントについて、 

基礎的知識と技術を修得する。 

科目目標 

1.ヘルスアセスメントの意義・目的を理解する。 

2.フィジカルアセスメントに関する基本的知識を理解し、演習を通して基本的なアセスメント技術 

を修得する。 

3. ヘルスアセスメントにおける看護師の役割を理解し、演習において誠実で責任感のある看護師

としての態度を身につける。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

2．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3．看護専門職者としての倫理的態度 

4．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

テキスト 横山美樹著：はじめてのフィジカルアセスメント 第 2版，メヂカルフレンド社，2019 

参考文献 

・「フィジカルアセスメントがみえる」，メディックメディア，2015． 

・藤崎郁：フィジカルアセスメント完全ガイド第 3版，学研メディカル秀潤社,2017． 

・日野原重明編集 ：フィジカルアセスメント,医学書院，2006． 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業/演習への参加態度、事前学習課題、試験（筆記・実技）等総合的に評価 

※評価配分は 1回目の授業の時にお伝えします。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

事前課題：返却時または授業の中でコメントします。 

筆記テスト：採点後、閲覧と質問の時間を設けます。 

実技テスト：個別の面談にて、フィードバックします。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

1.人体の形態と機能についての基本的知識を教科書及び事前課題をもとに学習してくること。 

 (事前学習課題は毎回授業の初めに提出すること。) 

2.各演習前のオフィスアワーに参加し、技術の練習をしたうえで演習に参加すること。 

3.演習内容にふさわしい服装・態度で参加すること。 

4 演習時に教員から技術チェックを受け、合格しない場合は、後日アポイントをとり合格するまで

チェックを受けること。 

教員からの 

メッセージ 

基礎看護学実習Ⅱ履修のためには、本科目を合格する必要があります。 

予習・復習を前提とし、主体的な学習に期待します。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：近藤かおり：kondokao@saniku.ac.jp  遠田きよみ：endak@saniku.ac.jp 

                玉那覇文美：ftamanaha@saniku.ac.jp 村上 寛：授業でお伝えします。 

安ケ平伸枝：授業でお伝えします。 

＊件名に必ず「看護学科○年 氏名（フルネーム）を記入してください。 

＊質問・相談がある場合は、事前にアポイントを取ってください。 



看護技術各論Ⅲ 20N050 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当教員 

1 

1 ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝﾄの意義と

目的 

2 ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝﾄの基本的

診察技術 

オリエンテーション 

チーム医療で期待される看護師の役割 

・問診と視診・触診・打診・聴 診 

教科書 序章を読んでくる 

 

近藤 

2 
3 バイタルサイン

の基本的測定方法 

－意識・呼吸・ 

脈拍・血圧・体温 

・生きている（Vital）/しるし（sign）の理解 

・呼吸・脈拍・血圧・体温の基礎知識 

・バイタルサインの測定方法      

・呼吸・脈拍・血圧・体温の

基礎知識の理解 
遠田 

3 [演習 1] バイタルサインの測定と記録 
バイタルサイン測定の技術

練習 
遠田 他 

4 

４系統別ｱｾｽﾒﾝﾄ 

(1)頭部・顔面・ 

頸部のｱｾｽﾒﾝﾄ                           

(2)眼・耳・鼻・口腔

のｱｾｽﾒﾝﾄ 

・頭部・顔面・頸部（ﾘﾝﾊﾟ系を含む）のｱｾｽﾒﾝﾄを

実施するための基礎的知識・方法の学習                    

・眼・耳・鼻・口腔のｱｾｽﾒﾝﾄを実施するための

基礎的知識・方法の学習  

・頭部・顔面・頸部の基本的

構造と機能の理解 

・眼・耳・鼻・口腔の基本的 

構造と機能の理解 

近藤 

5 
[演習２] 頭部・顔面・頸部、眼・耳・鼻・口腔

のフィジカルアセスメント 
頭頚部のｱｾｽﾒﾝﾄ 技術演習 近藤 他 

6 
(3)呼吸器系の 

ｱｾｽﾒﾝﾄ 

呼吸器系のｱｾｽﾒﾝﾄを実施するための基礎的知識 

・方法の学習       

・胸部・肺の基本的構造と 

機能の理解 
村上 

7 [演習３] 呼吸器系のフィジカルアセスメント 呼吸器系ｱｾｽﾒﾝﾄ 技術練習 村上 他 

8 

9 
(4)循環器系の 

ｱｾｽﾒﾝﾄ 

 

・中間まとめ 

・心臓・血管系のｱｾｽﾒﾝﾄを実施するための基礎的 

知識・方法の学習    

・胸部・心臓・循環器系の  

基本的構造と機能の理解  
玉那覇 

10 [演習４]心臓・血管系系のフィジカルアセスメント 循環器系ｱｾｽﾒﾝﾄ 技術練習 玉那覇他 

11 
(5)消化器系の 

ｱｾｽﾒﾝﾄ 

消化器系のｱｾｽﾒﾝﾄを実施するための基礎的知識・ 

方法の学習       

・消化器系の基本的構造と 

機能の理解 
近藤 

12 [演習５] 消化器系のフィジカルアセスメント 消化器系ｱｾｽﾒﾝﾄ 技術練習 近藤 他 

13 

14 (6)筋骨格・神経系

のｱｾｽﾒﾝﾄ 

筋・骨格系、神経系のｱｾｽﾒﾝﾄを実施するための 

基礎的知識・方法の学習     

・筋・骨格系、脳・神経系の

基本的構造と機能の理解 
村上 

15 [演習６]筋骨格・神経系のフィジカルアセスメント 
筋・骨格系、脳・神経系 

ｱｾｽﾒﾝﾄ技術練習 
村上 他 

 筆記試験 まとめ： 知識確認・技術評価    

 実技試験    
 



（科目コード） 

科目名 

看護技術各論Ⅳ 

（看護過程） 

20N060 

単位認定者 

（担当教員） 

遠田 きよみ  （玉那覇文美） 

（安ケ平伸枝） （山口 道子） 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

対象者の健康課題・健康問題を解決する為の思考プロセスである看護過程について理解する。   基

礎看護学では主としてロイ適応看護理論を用いた看護過程のプロセスを学習し、実践における  科学

的思考法として活用につなげる。 

科目目標 

1.ロイ適応看護理論を活用した看護過程の展開方法を理解する。 

2.看護診断の歴史的発達・意義、診断分類法、看護診断の構成要素・診断作業、看護診断とその他の

ヘルスケア問題等について理解する。 

3. 看護過程の全ての段階で用いるクリティカルシンキングの重要性が分かり、活用できる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2. 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

７．  生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 
①小田正枝編集：ロイ適応看護理論の理解と実践，医学書院，2016．  

② NANDA-I監修：NANDA-Ｉ看護診断 分類と定義，2018-2020 医学書院． 

参考文献 

1） ロザリンダ・アルファロ-ルフィーヴァ著，本郷久美子翻訳：基本から学ぶ看護過程と看護診断 第 7 版，
2012． 

2） ロザリンダ・アルファロ-ルフィーヴァ著，江本愛子翻訳：看護場面のクリティカルシンキング，医学書院，
1996． 

3） 松木光子監訳：ザ・ロイ適応看護モデル，医学書院，2010． 
4） ヒーサーＡ・アンドリュース，シスターカリスタ・ロイ著，松木光子監訳：ロイ適応看護論入門，医学書院，

2009．    
5） 古橋洋子：はじめて学ぶ看護過程,医学書院. 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・課題内容(10%) ・ 筆記テスト(50 %) ・ 事例２の看護過程課題（40％）で総合評価する。 

※事例課題では、評価基準 60％に到達することが必要です。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・ 課題に対し授業の進度に合わせてフィードバックを行いつつ進みます。また、課題へのコメントや、オフ

ィスアワーを通して看護展開の理解を促します。 

・ 看護過程の展開にある傾向から理解が不十分な点に関してオフィスアワーを設定し対応します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・ 看護学概論で学修したロイ適応看護理論を復習しておくこと。 

・ 事例の課題に取り組むためには既習知識（看護学概論・各論Ⅰ・人体の構造と機能・疾病治療学）と

看護を統合させながら主体的に学習に取り組むことが必要です。 

・ ・分からない用語や内容はそのままにせず、調べる、質問する等積極的に取り組みを進めてください。 

教員からの 

メッセージ 

・ 看護における健康課題・健康問題の解決思考である看護過程は看護実践の基盤基礎となるもので

す。看護過程の展開は難しく感じると思いますが、実は身近なもので、日々の思考。予習・復習と自己

学習をしっかり行い、主体的に学習を進めてください。 

・ ・基礎看護学実習Ⅱを履修するためには、本科目を合格する必要があります。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：endak@saniku.ac.jp 

授業時に提示します。 

mailto:endak@saniku.ac.jp


看護技術各論Ⅳ 20N060 
 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修の課題 

（予習・復習のポイント） 
担当 
教員 

1 
・オリエンテーション 

・ロイ適応看護理論と

看護過程 

・ 科目の目的・目標・教育目標との関連
の理解 

・ ロイ看護適応理論を用いた看護過程に
ついて概観する。 

・ 事例①の説明 

【予習】①テキスト①第 1～3 章

を読み不明点をまとめておく。 
②春休み事前課題 ※課題提出 

遠田 

2 ・看護過程とクリティ

カルシンキング 
・ クリティカルシンキングの思考法と

は？なぜ看護過程に必要かを考える。 

【予習】クリティカルシンキング

とはどのような思考法か調べて

くる。 

遠田 
玉那覇 

3 

ロイ適応看護理論を用

いた看護過程で事例１

を展開する（講義及び

グループワーク）。 

・行動のアセスメントを理解する。 
 ○ロイの 4つの適応様式を理解する。 

 ○事例１を展開しながら、行動のデータ 

  の仕分けする。 

【予習】 
①事例１の課題の他、知らない語

句（疾患・薬剤・治療方法・検査・

看護等）について調べまとめる。 
②テキスト①第 4 章の各様式の

重要概念を復習してくる。 

遠田 
玉那覇 
安ヶ平 
山口 

4 
・行動のデータをカテゴリ毎にアセスメント

する。 
【予習】行動のデータの仕分けを

完成させる。 

5 ・刺激のアセスメントを理解する。 

 ○効果的行動と判断されたカテゴリの 

  刺激をアセスメントする。 

 ○リスクがあると判断されたカテゴリ 

  の危険因子をアセスメントする。 

【予習】行動のアセスメントを完

成させる。 

6 【予習】非効果的行動の刺激を明

らかにする。 

7 
・関連図・全体像の記述について 

・仮診断の記述・優先順位の設定・強みの 

判断 

【予習】関連図を描いてくる。  

8 

・看護診断を概観する。 

 ○歴史的発達とその意義 

 ○NANDA‐Ｉを知る（分類法Ⅱ・定義・ 

  診断指標・関連因子または危険因子） 

・共同問題（潜在的合併症）について 

【予習】 
・ テキスト②第 2 部 
・ テキスト①第 5 章を一通り

眺めてくる。 

9 ・事例１の診断のプロセス・診断の記述を学

ぶ 

【予習】事例①の仮診断に一致す 
る看護診断をテキスト②から探 
し第 3 用紙仮診断に記述する 

10 

・目標・介入・評価を学ぶ 

【予習】テキスト②第 4 章の各

カテゴリーの目標・介入・評価

を読む。 
【予習】事例①の目標・介入計画

を立ててくる。 
11 

12 ・今までの知識確認 ・筆記テスト・事例 2 の説明（30 分） 以降、3 コマで事例２の展開をする。 遠田 

13 
ロイ適応看護理論を用

いた看護過程で事例２

を展開する。 

事例 1 の学修を踏まえ、個人で事例 2 の看

護過程を展開する。質問がある場合は教室で

担当教員が対応する。 

※事例２提出 
 提出日は授業内で発表 

遠田 
玉那覇 
安ヶ平 
山口 

14 

15 

16 まとめ 学修状況に応じたふりかえりとまとめ  遠田他 
 



科目名 

（科目コード） 

看護研究の基礎 

20N070 

単位認定者 

（担当教員） 
今野 玲子 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
看護における研究の意義を理解し、看護研究の基本的知識と研究者としての基本的資質を習得す

る。 

科目目標 

１．看護研究の意義・目的を理解し、リサーチクエスチョンを解決するために適切な研究方法を 

選択することの重要性がわかる。 

２．看護研究の一連のプロセスがわかる。 

３．研究倫理の基本がわかる。 

４．看護研究に必要な看護研究の科学的思考とは何かがわかる。 

５．自己の考えを論理的に他者に表現する力を養う。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

２．   科学的根拠に基づいて、全人的看護（ホリスティック・ナーシング）を実践する能力 

３．   看護専門職者としての倫理的態度 

７．   生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 坂下玲子著： 系統看護学講座 別巻 看護研究，医学書院 

参考文献 

 南裕子著：看護における研究，日本看護協会出版会 

 バーンズ＆グローブ著：看護研究入門－実施・評価・活用－，エルゼビアジャパン 

ポーリット＆ベック：看護研究-原理と方法-，医学書院  

評価法 
科目試験等への 
アドバイス 

Ａ 筆記試験                ４０％ 

Ｂ グループワーク課題           １０％ 

Ｃ 演習課題・レポート等          ４５％ 

   ➀文献レビューレポート（１５％） 
②インタビューガイド、インタビューレポート、インタビューの分析（１０％） 
③研究計画レポート（２０％） 

Ｄ 授業への取り組み            ５％   

筆記試験もありますが、課題の割合が多いので、計画的に学修を進めましょう！ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

 提出された課題やレポートはコメント・評価等を付して返却する。 

 テストは採点後、閲覧、質疑応答の時間を設ける。 

履修する上での 
要求事項・ 
注意事項 

講義に関連するテキストのページを、事前に読んで積極的に授業に参加すること。 

課題レポートは提出期限・時間を厳守すること。病気その他やむを得ない理由で提出が遅れ、 

理由書（診断書など）があり教員が認めた場合は、受け取ることがその場合は減点される。 

教員からの 
メッセージ 

本科目は「卒業研究」へと発展する科目です。 

ここで基礎を学習して根拠に基づいた看護が提供できる看護職者になろう。 

教員連絡先・ 
オフィスアワー 

 今野玲子 rkonno@saniku.ac.jp 

   件名に必ず「看護学科○年 氏名（フルネーム）」を記入してください。 

  相談のある場合はメールでアポイントメントをとってください。 

 



看護研究の基礎 20N070 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 看護研究とは 
研究とは 
看護における研究の意義・目的 
看護研究の歴史 

予習：序章・第１章を読む 

今野 

2 
リサーチクエスチョンと

研究のプロセス 

研究のプロセス・手順 

研究のプロセスについてのＧＷ発

表（Ｂ➀） 

予習：第２章を読む。第３章から第

９章を概観する 

課題：研究論文をグループで探し、

概観をまとめ、研究のプロセスにつ

いての発表の準備をする（Ｂ➀） 
3 

4 

文献検索 

文献とその種類、文献レビュー 
文献検索の方法、文献の入手と整理 
※ＰＣ持参 
データベース文献検索結果発表

（Ｄ） 

予習：第３章 A から E を読む 

課題：キーワードを選択し文献を検

索、マトリックス方式の文献整理 
ｐ.81 ワーク４Step1、2、3（Ｄ） 

5 

6 

研究デザイン 

研究デザインの種類と方法：ＧＷ 
グループで研究デザインについて

調査 

ＧＷ：研究デザイン発表（Ｂ②） 

予習：第５章を読む 

課題：自分のグループの研究デザイ

ンについて調査し発表の準備をす

る 
７ 

8 クリティークと文献検討 
文献の読み方・クリティークの方法 
文献レビューの記述 

予習：第３章 F・G を読む 

課題：文献レビューレポート作成 
（ｐ81 ワーク４Step6）（Ｃ➀） 

9 研究における倫理的配慮 
研究倫理の歴史、研究倫理の内容 
インフォームドコンセント／ 
インフォームドアセント 

予習：第１章 C・第４章を読む 

研究不正にはどんなものがあるか

インターネットで調べてみよう。 

10 研究計画書の作成 
研究計画書とは 
研究計画書の構成 

予習：第８章を読む 

課題：研究計画レポート（Ｃ③） 

11 

データの収集と分析 

データとは 
母集団と標本・標本抽出・サンプル

サイズ 
データの収集方法 
・量的研究と質的研究 
・インタビュー演習（Ｃ②） 
量的データの分析 
・記述統計と推測統計 
・複雑な現象の解明 
・信頼性と妥当性 
質的データの分析 
テキストデータの分析演習（Ｄ） 

予習：第６章を読む 
 
課題：インタビューガイドの作成、   

インタビューの結果と振り返りレ

ポートｐ.188 ワーク５Step1、2、3
（Ｃ②） 
  
予習：第７章 B を読む 
 
予習：第７章 A を読む 
課題：ｐ.245 ワーク７Srep2 

12 

13 

14 

15 研究論文の作成 
研究成果の発表 

結果をまとめる 
考察を書く 
成果を伝える 

予習：第９章を読む 

 まとめ 筆記試験（Ａ）   
 



 

科目名 

（科目コード） 

健康教育論 

20N080 

単位認定者 

（担当教員） 
宮城 眞理 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
対象者の価値観や生活様式を踏まえ、健康行動とその動因を理解し、対象者が主体的により意味ある
健康行動を選択実践する能力を高める健康教育とはどのようにあるべきか、その支援方法を学ぶ。 

科目目標 

１．健康教育の概念を理解する。 
２．ＳＤＡ型ライフスタイルを理解する。 
３．ヘルスプロモーション理念に基づいた健康教育理論の使い方を学ぶ。 
４．対象者に応じた効果的な健康教育方法論を学ぶ。（コミュニケーション、教材論） 
５．健康教育者としてふさわしいライフスタイルを培う。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 
３．看護専門職者としての倫理的態度 
４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 
６．自己の健康を管理する能力 
７．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 
大西和子、櫻井しのぶ：成人看護学 ヘルスプロモーション、 ヌーベル ヒロカワ 
『国民衛生の動向 最新版』 

参考文献 

1. 松本千明：健康行動理論の基礎および実践編 医師薬出版株式会社  
2. 日本健康教育学会編：健康教育 ヘルスプロモーションの展開 保健同人社  
3．小森まり子、鈴木浄美：行動科学に基づく理論と技法 入門健康カウンセリングおよびワークブ
ック  
4. 厚生白書：厚生労働省監修 国民衛生の指標 厚生統計協会  

評価法 
科目試験等への 
アドバイス 

講義･グループ学習における態度、グループ学習及び個人学習のレポート、指導案、筆記テストに
より総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・事前学習のレポートは添削後、コメントをつけて返却する 
・グループごとのヘルスプロモーション理論レポート・発表の評価はコメントを口頭と書面で示
す。 
・グループごとの指導案はクラス全員と教師が記載したコメントをグループに返却し 
グループ内で見合い、今後の課題を見つける。また、グループごとに、まとめて発表する。 
・健康行動記録は最終日に自己評価をしてもらい、教員が口頭でコメントを述べる。 
・ニュースタート健康講座は担当者に添削評価を依頼し、添削後返却する。 
・授業最終日に授業で学んだこと・今後健康教育者としてどうありたいかをレポートにして提出
してもらう。 

履修する上での 
要求事項・ 
注意事項 

1. 講義と関連するテキストのページを、必ず事前に読んで講義に出席すること。 
2. 授業には積極的に参加すること。 
3. 授業理解のため、復習を怠らないこと。 

人間関係論におけるコミュニケーションスキル、地域看護方法論Ⅱにおける保健行動理論を予
習しておく。テキストは毎回持参すること。 

教員からの 
メッセージ 

看護師は健康教育者です。健康教育者として自らが心身共に健康でなくてはなりません。 
このクラスは実践型のクラスです。積極的な態度でクラスに参加しましよう。 

教員連絡先・ 
オフィスアワー 

メールで随時質問を受け付ける。相談はメールで予約後、個別に時間を設定する。 
 宮城眞理 marimiyagi@gmail.com 



健康教育論 20N080 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

1.健康教育の概念 

2.健康教育に関連する 

 言葉の概念の理解 

3.SDAの健康観 

・本授業のガイダンス 
・健康教育の変遷、WHOにおける健康
戦 
略 

・言葉の概念 
健康、教育、ライフスタイル、生活
行動、健康教育、ヘルスプロモーシ
ョン、プライマリーヘルスケア、患
者教育、保健行動、特定疾患、その
他の関連用語の理解 

・SDAの健康観、健康教育の働きを学
ぶ 

クラス前事前学習 
健康教育を実践している現場から

の情報を収集してくる。（別紙配布） 
宮城 

2 

健康教育に必要な理論

の理解と応用 

・へルスプロモーション理論・健康行

動理論  

それぞれの理論と代表的な理論の臨

床での応用方法を学ぶ。 

・対象者に応じた教材の用い方、コミ

ュニュケーションの取り方をモデリ

ング、演習を通して学ぶ 

課題１．ヘルスヘルスプロモーショ

ン理論を次回までにグループごと

にまとめてくる。 
宮城 

3 

・事前学習の中より、現場での取り組

みを知る。 

・ヘルスプロモーション理論を知る。 

グループ発表 

ヘルスプロモーション理論のそれ

ぞれの理論と応用を理解する。 
宮城 

4 
健康行動理論に基づい

た健康教育に必要な指

導計画の立案から実施

までの一連の過程を模

擬体験を通して理解す

る。 

健康理論に基づいた指導計画を立案す

る。指導過程は対象者のニード把握、

指導計画の作成、指導の実施、対象者

の行動の変化から評価する過程である

ことを学ぶ。指導計画（指導案）の作成

においては以下の点に留意しグループ

学習とする。 

①対象者のアセスメント（問題を明確

化） 

②指導目的・目標 

③対象者に合わせた指導計画 

 （指導案作成） 

④指導結果を評価する評価視点の 

  必要性 グループワーク 

課題２． 
グループごとにヘルスプロモーシ

ョン理論に基づく健康教育指導案、 

および発表原稿作成 

宮城 

5 宮城 

6 

指導の実施と結果評価 

指導の実施と評価 

指導計画を基に指導者役・対象者役・

評価者役の各役割を演じグループとク

ラスメートより評価視点（行動目標）

に沿って評価を受ける。 

指導発表後、指導法がどうであった

か振り返る。 
課題３．健康教育のクラスの振り返

りレポートを作成する。 

宮城 

7 宮城 

8 
健康教育者としての  

健康行動実践 

看護者自らの体験を通し行動変容のむ

ずかしさを理解する。 

・個人の健康管理の振り返り 

・ニュースタート講座の振り返り 

・歩け歩け 

課題４．健康行動記録提出 
    NEWSTART 講座の提出 

宮城 

9 まとめ    

 



 

科目名 

（科目コード） 

基礎看護学実習Ⅱ 

20N100 

単位認定者 

（担当教員） 

後藤佳子 

（村上 寛 山口道子  

遠田きよみ 玉那覇文美） 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 通年 

時間数 90 授業回数 45 選択必修 必修 

科目目的 

1.対象の全体像を把握し、看護過程の展開を通して、個別性を踏まえた日常生活の援助を安全・ 

 安楽・自立を踏まえて行う。 

2.実習を通して、看護とは何かについての思索を深める。 

3.学生として責任ある行動をとり、さらに看護専門職としてふさわしい態度を養う。 

科目目標 

１．対象の全体像を把握し、看護過程の展開を通して、対象に合わせ、個別性を踏まえた日常生活援助を安全・     

安楽・自立を踏まえ、さらに配慮しながら行える。 

２．実習を通して、看護とは何かについての思索を深められる。 

３．看護専門職としてふさわしい態度を理解し、努力し、実行できる。  

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2. 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3. 看護専門職者としての倫理的態度 

テキスト  2020年度 基礎看護学実習要項 基礎看護学実習Ⅱ 

参考文献 

・ 小田正枝：ロイ適応看護理論の理解と実践,医学書院,2016. 

・ NANDA-I監修：看護診断 定義と分類，2018-2020，医学書院，2018． 

・ 藤本真記子・野崎真奈美・菊池由美他編：看護技術が見える① 基礎看護技術,メディックメディア,2014. 

・ 大津廣子他：コミュニケーションと共に学ぶ基礎看護技術，メディカルレビュー社，2009． 

・ 志自岐康子他：ナーシンググラフィカ 基礎看護技術，MCメディカ出版，2018． 

・ 山口瑞穂子：看護技術 講義・演習ノート, 医学芸術社, 2009.  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

評価表に基づき、実習での取り組みや態度、レポート内容、カンファレンス参加状況などにより

総合的に評価する。 

何事も準備が肝心です。具体的にイメージし、決められた課題などに丁寧に取り組み、実習準備を

していただくことをおすすめします。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・ 実習前課題：各自の課題に対し、コメントをつけて返却します。実習オリエンテーション時に全

体へのフィードバックを行います。必要に応じて、個別またはグループ補習を行います。 

・ 自習中の記録課題：実習担当教員または実習指導看護士が、日々の記録または、実習全期間を通

して仕上げる記録物に対し、個別指導および記録物内にコメントを記載して返却します。 

・ まとめレポート課題：実習担当教員がコメントをつけて返却します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・ 実習中の欠席は原則として認めません。自分の健康を管理し万全の体調で臨んでください。 

・ 実習前オリエンテーションも実習の一部です。欠席は認めませんので注意してください。やむを

得ない場合に限り、早急に単位認定者もしくは実習担当教員に報告・相談してください。 

・ 実習地は大多喜・東京・神戸が拠点となります。実習要項を確認し帰省の時間を考えてください。 

教員からの 

メッセージ 

初めての受け持ち看護実習です。看護の基本（安全・安楽・自立・個別性）を踏まえ、積極的に実

習に臨んでください。困ったことがあったら悩まず教員に相談してください。達成感のある実習

ができることを期待しています。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：ygoto@saniku.ac.jp 

オフィスアワーは実習要項配布時にお知らせします。 

mailto:ygoto@saniku.ac.jp


基礎看護学実習Ⅱ 20N100 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実習方法】 

１．事前にシャドウイング実習（11月に半日）を行う。その中で

の学びをカンファレンス、レポートなどでまとめ、1月の受

け持ち看護実習に備える。 

２．実習前課題（事例に基づくバイタルサインの実技テスト、実

習病棟別疾患レポート・看護過程展開）に取り組み、実習に

備える。 

 

３．患者 1名を受け持ち、対象の全体像を把握して看護計画を立

案し、日常生活援助を中心とした援助について個別性を踏ま

えたケアを実施・評価する。 

 

４．グループカンファレンスで実習を振り返り、体験を共有し、 

  学びを深める。 

 

５．実習記録をまとめ、学びを振り返り、今後の自己の課題を 

明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．実習オリエンテーションの前

に 2020 年度基礎看護学実習要

項の基礎看護学実習Ⅱを読み、

目的・目標とスケジュールを理

解・把握しておく。また、実習

の基本事項に一通り目を通し

ておく。 

 

２．実習オリエンテーション（合

計 3回）を受け、実習について

の理解を深めて実習に臨む。 

 オリエンテーションの日時等 

 は事前に掲示板に掲示する。 

 

３．実習前バイタルサイン実技テ

ストに備え練習を行い、実習時

実際の患者に実施できるよう

技術を習得する。 

 

４．実習事前課題に取り組み、疾

患と看護、自己の課題について

の理解を深めておく。 

 

５．看護技術を復習し、根拠のあ

るケアができるように準備す

る。 

後藤 

村上 

山口 

遠田 

玉那覇 

他 

 



科目名 

（科目コード） 

地域看護方法論 

20N135 

単位認定者 

（担当教員） 

◎緑川 喜久代 浦橋 久美子 

佐藤 壽子 小田 朋子 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  保健師としての経験 

科目目的 
生活の場にいる人々を対象に、地域住民の主体性を尊重した保健指導とは何か、その目的、   

対象特性、保健指導の方法を理解し、看護職としての態度を育む。 

科目目標 

1.保健指導の目的、対象特性、保健指導の方法について理解できる。 

2.保健行動を促すための理論や概念を理解できる。 

3.対象に合わせた保健指導の方法や基本的な技術を習得する。 

4.看護職に求められる態度姿勢が習得できる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

3.看護専門職者としての倫理的態度 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 中村裕美子他：標準保健師講座 公衆衛生看護技術 第 3版、医学書院、    

参考文献 

眞舩拓子、杉本正子、丸山美知子、西田厚子編集: 

看護師教育のための地域看護概説 ヌーヴェルヒロカワ 

畑栄一編集：行動科学 健康づくりのための理論と応用 改訂第 2版 南江堂 

 村嶋幸代編集：最新保健学講座２ 公衆衛生看護支援技術 メヂカルフレンド社 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記試験 60％・レポート提出・グループ討議参加状況 40％により総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

筆記試験については、試験終了後に解答案を掲示する。 

レポートについては、コメントをつけて返却する。 

オフィスアワーで個別に質問等を受け付ける。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

演習ではパソコン、音声を録音する機器、イヤホンを使用するため、事前に準備しておくこと。   

演習は必ず出席すること。 

教員からの 

メッセージ 

少子高齢化や慢性期疾患中心の疾病構造である昨今、ますます看護師の保健指導力が求められてい

ます。対象者を生活者と捉え、対象に合わせた、対象の持つ力を引き出すことができる保健指導 

技術を学びます。さまざまな場面で応用できますので、積極的に取り組むことを期待します。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

浦橋久美子：urahashi@saniku.ac.jp （研究室 34）     

緑川喜久代: midorikawak@saniku.ac.jp （研究室 31） 

mailto:urahashi@saniku.ac.jp
mailto:midorikawak@saniku.ac.jp


地域看護方法論 20N135 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 保健指導の目的と特徴 １．地域看護を取り巻く社会背景 

２．保健指導の対象、特徴 
教科書第 1 章 A-4 を予習する。 緑川 

2 

保健指導で活用される

理論や概念 

１．「場の理論」 

２．「変化の 3段階理論」 

４．「自己効力感」 

５．「ヘルス・ビリーフ・モデル」 

６．「変化ステージ理論」 

７．「エンパワメント」など 

教科書第 3 章を予習する。 浦橋 

3 

4 

5 

6 保健指導の展開 
１．保健指導の方法とその特徴 

２. 看護者として必要な姿勢 

３．保健指導のイメージ化 

教科書第 4 章 A を予習する。 緑川 

7 保健指導に必要な技術 
１．カウンセリング技術 

２．オープンクエスチョン 
教科書第 3 章Ａを予習する。 緑川 

8 
集団保健指導としての

グループワーク 

１．グループワークとは 

２．グループ支援における看護職の役割 
教科書 4 章 A-3 を復習する。 緑川 

9 
個別保健指導としての

健康相談の進め方 

１．倫理的配慮 

２．導入（情報収集、環境整備） 

３．展開 

４．評価（リフレクション） 

教科書第 4 章Ｂを予習する。 緑川 

10 

11 

健康相談演習 

1. 対象者の生活の理解、信頼関係構築に

向けた保健指導技術 

2. 演習オリエンテーション 

3. 健康相談展開案の作成 

4. 健康相談のロールプレイ 

5. 評価 

6. まとめ 

授業第 6・7、9・10 回を復習する。 

佐藤 

・ 

浦橋 

・ 

小田 

・ 

緑川 

12 

13 

14 

15 

16 試験    
 



科目名 

（科目コード） 

家族看護学 

20N185 

単位認定者 

（担当教員） 
佐藤 壽子 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  保健師としての経験 

科目目的 
家族の定義と特性を踏まえ、看護における家族の捉え方や、家族を理解するための理論を学ぶ。 

さらに、家族を単位とした家族看護過程の展開や家族看護の役割、機能を学ぶ。 

科目目標 

１.家族の健康の概念と家族看護の定義を理解し、看護ケアにおける家族看護の必要性を理解する。 

２.変化し続けている家族の形態、機能について理解する。 

３.家族支援に必要となる、家族の健康、関係性、価値観等の諸要因について理解する。 

４.子育てが家族に与える影響、および育児期・教育期における家族支援について理解する。 

５.病気や障害が家族全体に与える影響、および病気や障害をもつ患者とともに生きる家族への 

 支援を理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

２.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

３.看護専門職者としての倫理的態度 

４.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

５.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 鈴木和子・渡辺裕子・佐藤律子：家族看護学 理論と実践 第５版，日本看護協会出版会 

参考文献 

山崎あけみ・原玲子編集：家族看護学 19 の臨床場面と８つの実践例から考える，南江堂 
小林奈美：グループで学ぶ家族看護論，医歯薬出版． 
村田惠子：病気と共に生きる子どもの看護，メヂカルフレンド社． 
厚生労働統計協会：厚生の指標「国民衛生の動向」Vol.66 No.9 2019/2020 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

レポート、授業参加態度等の総合評価 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

レポートに講評を記載し返却する 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

必ず自己学習を行うこと 

授業には積極的に参加すること 

教員からの 

メッセージ 
家族看護はあらゆる看護領域で必要とされている 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス・佐藤壽子： tsato@saniku.ac.jp 



家族看護学 20N185 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 家族看護学への導入 
1．家族について考える 

2．家族に向き合うための準備 

参考文献：国民衛生の動向 

配布資料の復習 
佐藤 

2 
家族看護学における 

対象理解 

1． 家族看護の定義・目的・評価・焦点 

2． 家族のセルケア機能、健康問題への対応能力 
テキスト第１章，第２章 佐藤 

3 家族を理解するため

の諸理論 

1．家族発達理論 
2．家族システム理論 
3．家族ストレス対処理論 

テキスト第２章 佐藤 

4 家族看護過程と家族

看護者 

1． 家族看護過程 

2． 看護者の役割と援助姿勢 
テキスト第４章，第５章 佐藤 

5 子育てと家庭 
1． 子育てと家庭について（グループ討議） 

2．病気や障害をもつ子どもの家族への支援 
テキスト第６章，第７章 佐藤 

6 慢性疾患をもつ患者

家族への支援 

1． 糖尿病患者の家族への支援 

2． 統合失調症をもつ患者の家族への支援 

配布資料の復習 

テキスト第９章 
佐藤 

7 救急・集中治療の場

での支援 
救急・集中治療を受けている患者の家族への支援 テキスト第８章 佐藤 

8 
高齢者の介護や終末

期の患者の家族への

支援 

1． 高齢者を介護している家族への支援 

2． 終末期の患者の家族への支援 
テキスト第 10 章，第 11 章 佐藤 

9 試験 レポート  佐藤 

 



科目名 

（科目コード） 

在宅看護論 

20N125 

単位認定者 

（担当教員） 

◎鈴木 美和  浦橋 久美子 

小田 朋子  夏目 昌信   

単位数 2 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 60 授業回数 30 選択必修 必修 

科目担当教員の実務経験  保健師としての経験 

科目目的 

疾病や障害を持ちながら生活の場で療養生活を送る人々とその家族を生活モデルとして捉え、 

その人らしく生きることを支援する在宅看護の役割を学ぶ。具体的には、生活する場へのアプロ

ーチや継続看護の視点、社会資源の理解と活用、他職種との協働が重要であることを理解する。   

さらに、演習を通して在宅看護活動に必要な看護技術を学び、在宅看護活動が幅広く、深い知識と

技術に支えられていることを理解する。 

科目目標 

１.在宅看護の目的と特徴を踏まえ、在宅看護における看護師の役割を理解する。 

２.在宅看護に関係する制度を理解し、療養者とその家族を支援するマネジメントの必要性を 

 理解する。 

３.在宅看護の展開に必要なコミュニケーション技術や看護技術を習得する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

２.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

３.看護専門職者としての倫理的態度 

４.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

６.自己の健康を管理する能力 

テキスト 
河原加代子著者代表：系統看護学講座 統合分野 在宅看護論，医学書院 

厚生労働統計協会：厚生の指標「国民衛生の動向」Vol.66 No.9 2019/2020 

参考文献 

１.押川眞喜子監修：『写真でわかる訪問看護』，インターメディカ 

 ２.正野逸子・本田彰子編：関連図で理解する在宅看護過程，メヂカルフレンド社 

 ３.臺有佳・石田千絵・山下るり子編：ナーシング・グラフィカ 在宅看護論① 地域療養を 

  支えるケア，メディカ出版 

 

支える 

 

ケア 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１.ミニテスト結果 20％、総合テスト結果 50％ 

２.演習での課題到達度 20％ 

３.授業態度、演習態度、提出物の状況 10％ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

ミニテストおよび総合テストは解答と解説を掲示する 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

必ず自己学習をする 

授業態度が悪い場合は退室させることがある 

教員からの 

メッセージ 
在宅看護論は統合分野であるため、これまで学習した全ての知識・技術が求められる。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



在宅看護論 20N125 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 在宅看護の目的と特徴 在宅看護の目的、特徴 テキスト第１章～２章 鈴木 

2 在宅看護が求められる

社会背景 

在宅看護が求められる社会背景 国民衛生の動向第２編 鈴木 

3 在宅看護の需要と地域差、出身地の統計資料の調査 国民衛生の動向第２編 鈴木 

4 対象の理解と看護師の役割 在宅療養者・家族の理解と権利保障、看護師に求められる能力・倫理 テキスト第２章，５章Ｄ 鈴木 

5 住環境と健康 住宅環境が療養生活に及ぼす影響 テキスト第２章Ｂ，配布資料の復

習 

浦橋 

6 在宅療養の支援 在宅看護の基本と療養の場の移行 

 

テキスト第３章 夏目 

7 在宅看護の制度と法令 在宅看護に関わる法令・訪問看護の制度 テキスト第４章Ａ～Ｅ 夏目 

8 在宅看護と介護保険制度 介護保険制度の趣旨、概要 国民衛生の動向第４編第２章 小田 

9 在宅看護と介護保険制度 介護給付・予防給付の概要 国民衛生の動向第４編第２章 小田 

10 在宅看護と介護保険制度 ケアマネジメントと他職種連携 テキスト第４章Ｆ～Ｇ 鈴木 

11 在宅介護のシステム 地域包括ケアシステム テキスト第２章，配布資料 鈴木 

12 在宅看護を支える制度 介護保険制度の見直し、介護保険制度の課題 国民衛生の動向第４編第２章 鈴木 

13 目標１，２のまとめ １～12 回の学習内容のまとめ、ミニテスト 授業内容の復習 鈴木 

14 在宅看護の展開 在宅看護過程：情報収集とアセスメント  テキスト第５章Ａ～Ｃ 小田 

15 在宅看護の展開 在宅看護過程：目標と計画、実施と評価  テキスト第４章Ｆ～Ｇ 小田 

16 在宅看護の展開 療養上のリスクマネジメント  テキスト第４章Ｃ 夏目 

17 在宅看護技術 

 

コミュニケーション、訪問の基本技術 テキスト第 6 章Ａ，地域看護技術第４

章 

鈴木 
18 在宅看護技術 生活支援の技術：食事・排泄・清潔・移動 テキスト第６章Ｂ 鈴木 

19 在宅看護の実際 在宅看護の事例展開 テキスト第７章 夏目 

20 在宅看護の実際 在宅看護の事例展開 テキスト第７章 夏目 

21 訪問看護の展開 演習のオリエンテーション 配布資料の復習 

鈴木 

小田 

22 訪問看護の展開 

（演習１） 
ロールプレイング（訪問看護の展開：場面１） 

初回訪問について復習 

褥瘡発生のメカニズムの復習 23 

24 訪問看護の展開 

（演習２） 
ロールプレイング（訪問看護の展開：場面２） 

フィジカルアセスメントの復習 

留置カテーテルの復習 25 

26 訪問看護の展開 

（演習３） 
ロールプレイング（訪問看護の展開：場面３） 

褥瘡悪化の予防法を考える 

胃瘻増設について復習 27 

28 訪問看護の展開 

（演習４） 
ロールプレイング（訪問看護の展開：場面４） 

家族の介護負担を軽減する対策を

考える。人工呼吸療法を復習 29 

30 科目目標３のまとめ 14 回～29 回の学習内容のまとめ 

14 回～29 回の学習内容のまとめとミニ

テスト 

テキスト，配布資料の復習 鈴木 

31 試験    鈴木 
 



科目名 

（科目コード） 

成人看護方法論Ⅰ 

（急性期看護） 

20N230 

単位認定者 

（担当教員） 

近藤 かおり 

（今野 玲子）（處 千恵美） 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 
病気、外傷、手術などにより身体侵襲を受けた対象の生体反応や心理反応を理解し、合併症予防と

早期回復促進のための急性期看護を学ぶ。 

科目目標 

１.急性期にある対象の身体的・心理社会的特徴と急性期における看護の特徴を理解する。 

２.救急看護の概念と看護の役割、救急救命時の処置について理解する。 

３.周手術期にある患者の身体的・心理社会的特徴と、周手術過程に応じた看護を理解する。 

４.化学療法・放射線療法を受ける患者の看護を理解する。 

５.疾患により人体の機能に急激な障がいを起こしている人の看護を理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

２.科学的根拠に基づいて、全人的看護（ホリスティック・ナーシング）を実践する能力 

３.看護専門職者としての倫理的態度 

テキスト 

医学書院 系統看護学講座：「救急看護学」、｢臨床外科看護総論｣、｢がん看護学｣ 

成人看護学(2)呼吸器、 (3)循環器、(4)血液・造血器、(5)消化器、(7)脳・神経、 

          (10)運動器 

参考文献 
メディカ出版：ナーシング・グラフィカ成人看護学④周術期看護 

ヌーベルヒロカワ：「周手術期看護論」      その他、必要時紹介します。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記テスト、レポート、クイズ、授業への取り組みにより総合的に評価します。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

 理解度を確認するためのテストを行い、採点後、閲覧と質問の時間を取ります。 

課題は、採点後、質疑応答の時間を設けます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

急性期看護について広範囲にわたり学修しますので、必ず予習・復習をして授業に臨んで 

ください。 

教員からの 

メッセージ 

健康レベルが低く、不安定な状態が多い急性期にある対象者への看護を学びます。 

主体的な学修を期待します。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：近藤かおり kondokao@saniku.ac.jp  今野玲子 rkonno@saniku.ac.jp 

      處千恵美 c_tokoro@saniku.ac.jp 

           件名に必ず「看護学科○年 氏名（フルネーム）」を記入してください。 



成人看護方法論Ⅰ 20N230 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 1.急性期看護の概念 

オリエンテーション 

急性期看護の概念 

救急看護の概念 

医学書院：「救急看護学」第 1，2章 

メヂカルフレンド：「成人看護学 

概論・成人保健」p237～255 

近藤 

2 

2. 生命の危機状態に 

ある対象の看護 

（救急看護） 

救急看護：救急患者の観察と 

アセスメント 

「救急看護学」4章 

 
近藤 

3 
救急看護：筋骨格系の外傷、 

熱傷、中毒 

「救急看護学」4章 I 

「救急看護学」5章 J, K 
近藤 

4 心肺蘇生法：一次救命処置 「救急看護学」5章  A 近藤 

5 

3. 疾患により人体の 

機能に急激な障がいを

起こしている対象の 

看護 

急性の脳・神経機能障がいのある人の

看護 

「救急看護学」第 4章 D、第 5章 B 

「成人看護学(7)脳・神経」 

 

今野 

6 急性の呼吸機能障がいのある人の看護 
「救急看護学」第 4 章 E、第 5 章 C

「(2)呼吸器」 
今野 

7 急性の循環器障がいのある人の看護 
「救急看護学」第 4 章 F、第 5 章 D

「(3)循環器」 
今野 

8 急性の消化機能障がいのある人の看護 
「救急看護学」第 4章 G、第 5章 E  

「(5)消化器」 
今野 

9 

4. 手術により身体に 

侵襲を受ける対象の 

看護 

（周手術期の看護） 

 

 

術前の看護 「臨床外科看護総論」第 6,7章 處 

10 術中の看護 「臨床外科看護総論」第 3章 A,8章 處 

11 

12 
術後の看護 「臨床外科看護総論」第 1,9章 近藤 

13 手術を受ける対象への看護過程の展開 
ロイ適応看護モデルを用いた看護

過程を周手術期患者の事例で展開 
近藤 

14 

15 

5.化学療法・放射線療

法を受ける対象の看護 

化学療法を受ける患者の看護 

放射線療法を受ける患者の看護 

白血病患者の看護 

「がん看護学」第 4章、第 5章 

｢(4)血液・造血器｣ 
近藤 

16 まとめ    

 



科目名 

（科目コード） 

成人看護方法論Ⅱ 

（慢性期・機能回復期看護） 

20N241 

 

単位認定者 

 

◎今野 玲子 近藤 かおり 

素村知佳 鈴木 純恵 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

成人期は慢性的経過をたどる健康障害をもつ人や機能障害によりリハビリテーションを必要とする人が 

多い。健康状態の特徴、患者・家族の持つ問題を理解し、病気や障害を持ちながらもその人らしく生活 

することを支援する看護の目的、看護職の役割および回復・適応への援助技術を学ぶ。 

科目目標 

1.慢性病や障害が個人および家族の健康や生活に及ぼす影響と、それに対する反応・療養行動特性を理
解し、慢性期・機能回復期看護の必要性が理解できる。                                                                                                      

2.慢性病の病みの軌跡を理解し、必要な看護方法が理解できる。                                                          
3.慢性病や機能障害を持ちながらもその人の QOL を高められるようにセルフケアを支援する看護方法が理
解できる。 

4.身体機能維持・回復を促すためのリハビリテーション看護が理解できる。 
5.看護過程では、成人期の発達上の特徴を踏まえ、対象の価値観や主体性を重んじた看護を展開できる。                                                                                                                                                                                           

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 
２．科学的根拠に基づいて、全人的看護（ホリスティック・ナーシング）を実践する能力 
３．看護専門職者としての倫理的態度 

テキスト 

医学書院： 系統看護学講座 成人看護学 (2)呼吸器 (3)循環器 (5)消化器 (6)内分泌・代謝  
         (7)脳・神経 (8)腎・泌尿器 (10)運動器 (11)アレルギー 膠原病 感染症  
ヌーヴェルヒロカワ： リハビリテーション看護論 

参考文献 必要時紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

テスト（まとめ１と２）           ８０％ 

事前学習課題                １０％ 

クイズ、グループワーク、授業への取り組み  １０％ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

理解度を確認するためのクイズを行い、採点後、質疑応答の時間を設けます。 

テストは採点後、閲覧と質問の時間を取ります。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

事前学習課題を終えて授業に臨むこと 

理解度を確認するためのクイズを行いますので、積極的に学修に取り組むこと 

教員からの 

メッセージ 

さまざまな疾患を持つ成人期の一人ひとりの人間を看護の対象として学ぶこのクラスは 

必ず 3 年の領域別看護実習に役立ちます。積極的に取り組んでください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：今野玲子 rkonno@saniku.ac.jp 、 近藤かおり kondokao@saniku.ac.jp 

                素村知佳 somurac@saniku.ac.jp 、鈴木純恵  suzukis.sumie@saniku.ac.jp 

件名に必ず「看護学科○年 氏名（フルネーム）を記入してください。 

mailto:somurac@saniku.ac.jp
mailto:somurac@saniku.ac.jp


成人看護方法論Ⅱ 20N241 

学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 単元Ⅰ 慢性期看護概論 
１．慢性疾患の特徴 
２．慢性疾患を持つ成人・家族の問題 
３．慢性期看護の基本的アプローチ 

予習：成人看護学概論、成人期

の発達段階、慢性期の支援を

復習 
今野 

2 

3 

単元Ⅱ リハビリテーショ
ンの特徴と看護 

１．廃用性症候群とリハビリテーション看

護 
２．疾患別リハビリテーション看護 

予習：「リハビリテーション看護
論」 ｐ13-17、61-62、72-82、 
126-135 を読む 

鈴木 

4 

5 

単元Ⅲ－１呼吸器機能

障害のある患者の看

護 

１．気管支喘息、慢性呼吸不全(主に COPD)
のある患者の看護 

予習：医学書院(2)「呼吸器」 
解剖生理・機能を復習 
クイズ（単元Ⅰ） 

今野 

6 

7 

単元Ⅲ－２循環器機能

障害のある患者の看

護 

２．虚血性心疾患、慢性心不全、高血圧、

不整脈のある患者の看護 

予習：医学書院(3)「循環器」 
解剖生理・機能を復習 
クイズ(単元Ⅲ-１) 

素村 

8 

9 

単元Ⅲ－３消化・吸収機

能障害、栄養代謝障

害のある患者の看護 

３．胃癌、肝炎・肝硬変、炎症性疾患（潰

瘍性大腸炎・クローン病）のある患者

の看護 

予習：医学書院(5)「消化器」 
消化器全般および大腸の解剖

生理・機能を復習  
クイズ（単元Ⅲ-２） 

近藤 

10 
単元Ⅲ－４腎・泌尿器系

の機能障害のある患

者の看護 

４．慢性腎不全・慢性腎臓病のある患者の

看護、透析を必要とする患者の看護 

予習：医学書院(8)「腎・泌尿器」
解剖生理・機能を復習  
クイズ（単元Ⅲ-３） 

近藤 

11 

12 

単元Ⅲ－５内部環境調

節機能障害、内分泌

機能障害のある患者

の看護 

５．糖尿病、甲状腺機能障害のある患者の

看護 

予習：医学書院(6)「内分泌・代
謝」 
解剖生理・機能及び病態生理を

復習  
クイズ（単元Ⅲ-４） 

今野 

13 

14 

単元Ⅲ－６脳・神経機能

障害のある患者の看

護 

６．脳梗塞、パーキンソン病、筋委縮性

側索硬化症（ALS）のある患者の看

護 

予習：医学書院(7)「脳・神経」 
脳神経の解剖生理・機能を復習 
クイズ（単元Ⅲ-5） 

今野 

15 
単元Ⅲ－７身体防御機

能の障害のある患者の 

看護 

７．アレルギー、膠原病（関節リウマチ、

全身性エリテマトーデスなど）のある

患者の看護 

予習：医学書院 (11)「アレルギ
ー・膠原病」  
クイズ（単元Ⅲ-６） 

近藤 

16 まとめ    

 



科目名 

（科目コード） 

老年看護学概論 

20N280 

単位認定者 

（担当教員） 
市川 光代 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 

 加齢に伴う身体的・心理的・社会的・霊的特徴を踏まえ、高齢者の健康と生活について理解する。

人口の高齢化に伴う高齢者の健康課題と国の高齢者保健・医療・福祉対策について総合的に学ぶ。 

さらに、高齢者の人権を守り高齢者の生活の質（ＱＯＬ）確保のために求められる生涯発達の視

点と老年看護の機能と役割を学ぶ。人口の高齢化と家族形態の変化を踏まえ、高齢者介護と家族

の問題・支援について学ぶ 

科目目標 

 1.老いるとはどういうことなのか、を理解する。 

 2.高齢者を身体的、精神的、社会的、霊的側面から理解する。 

 3.高齢社会への対応を保健、医療、福祉に関する政策と家族の変化から理解する。 

 4.高齢者がその人らしく生きるとはどういうことか、高齢者看護の視点から理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

 1.人間の尊厳を尊重し養護する能力 

 3.看護専門職者としての倫理的態度 

4.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力  

テキスト 
奥野茂代・大西和子監修：老年看護学 概論と看護の実践 

             第 6版 2020年 1月 10発行 ヌーヴェルヒロカワ 

参考文献 

1.奥野茂代・大西和子編集：老年看護技術 アセスメントのポイントとその根拠 第 2版 

2.構成の指標:国民衛生の動向 

3.必要な文献は随時提示する予定 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

1.ミニテスト結果 40％、期末テスト結果 50％                                                                       

2.課題学習やレポートの内容から 10％ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

 8回ある授業のうちの 5回、授業の翌週にミニテストを実施する。採点しテスト用紙を返した 

 時、クラス全体で解答・解説をしあいながら復習をする。レポートについては、グループワーク 

でそれぞれの考え方を共有する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

授業中のおしゃべりはその場で注意し、全員が関心を持って授業に参加できるようにする。 

レポート課題は提出日を厳守する。 

教員からの 

メッセージ 

  高齢者とは、老いとは、高齢者は日々どのような思いで日常を過ごしているのか、一緒に 

 考えましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
市川光代 メールアドレス ichikawa@saniku.ac.jp 

mailto:ichikawa@saniku.ac.jp


老年看護学概論 20N280 

 学習テーマと内容 

回

数 
テーマ 学習内容・学習方法 

自己学習 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

１ 

２ 

３ 

 

1． 老年看護学とは 

 

２．老年期を生きる

人の理解  

 

１． 高齢者を取り巻く社会 

２． 老年看護の概念 

３． 高齢者の QOLと老年看護 

４． 老化とは 

５． 高齢者の健康 

６． 身体・生理的側面 

７． 心理・精神・霊的側面 

８． 発達段階・長寿を生きる生

活と社会的（環境的）側面 

1．レポート提出 

 テーマ「あなたは、どのよう

な高齢者になりたいか」 

 

２．復習を兼ねて履修した箇所

を翌週ミニテスト  

 

   

市川 
光代 

４ 

５ 

６ 

 

1．超高齢社会を支え

る高齢者ケアシス

テム 

 

２．高齢者と家族へ

の看護 

 

 １．日本の老人保健・福祉対策の 

   変遷 

 ２．高齢者のための保健・福祉活

動の現状と今後の課題  

 ３．高齢者を取り巻く社会形態の

変化 

 ４．高齢者を介護する家族への支  

   援 

５．高齢者虐待 

 

１．高齢化と家族 

 1）我が国の家族形態の変化を

調べる 

２．介護保険制度を自己学習 

する 

 

３．履修した箇所を翌週ミニ 

テスト 

 

７ 

８ 

 

 

 

1．老年看護学領域に

おける倫理的課題

と対応  

 

 １．看護の基盤となる倫理的概念 

 

 ２．高齢者の尊厳を守る看護支援 

  

３．老年看護での倫理的課題 

  

４．意思決定支援のための戦略 

１．履修した箇所を翌週ミニ 
テスト 
 

 

9 まとめ〔テスト〕 
老年看護学概論 

期末テスト  
 市川 

 



科目名 

（科目コード） 

老年看護方法論Ⅰ 

20N290 

単位認定者 

（担当教員） 
市川 光代 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

  老年看護実践に必要な理論等を理解する。加齢に伴う心身の変化によって生ずる生活障害、 

健康障害をアセスメントする方法を学び、その人らしい生き方に沿うための看護方法を学ぶ。 

 さらに、老年期にある対象者を取り巻く介護の実態を把握し、老年看護の役割について理解する。 

科目目標 

1.老年看護で活用される理論を理解する。 

2.老年看護の対象を理解する。 

3.高齢者の日常生活と主な症状を理解する。 

4.継続看護と介護を理解する。 

5.高齢者の生活を支える他職種との連携を理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し養護する能力  

2.科学的根拠に基づいて、ホリスティック ナーシングを実践する能力 

3.看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における多職種と連携協働できる能力  

テキスト 

奥野茂代・大西和子編集：老年看護学 概論と看護の実践 第 6版  

2020年 1月発行 ヌーヴェルヒロカワ 

奥野茂代・大西和子：老年看護技術 アセスメントのポイントとその根拠 第 2版 

2015年 12月発行 ヌーヴェルヒロカワ 

参考文献 
1.必要な文献に関しては随時提示する予定 

2.老年看護学講座 医学書院 2020年 1月発行 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

1.ミニテスト結果 40％、総合テスト結果 50％ 

2.課題学習やレポートの内容から 10％ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

15回ある授業のうちの 8回、授業の翌週にミニテストを実施する。採点しテスト用紙を返した 

 時、クラス全体で解答・解説をしあいながら復習をする。レポートについては、添削して返す 

ことはせず、レポートの内容をテーマにしてグループディスカッションをする。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 遅刻・授業中のおしゃべりは禁止する。 

 提出された課題は提出日を厳守する。 

教員からの 

メッセージ 

  加齢に伴う高齢者の身体機能の変化や生活障害をイメージができるように、皆で考える授業に 

しましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
市川光代 メールアドレス  ichikawa@saniku.ac.jp 

mailto:ichikawa@saniku.ac.jp


老年看護方法論Ⅰ 20N290 

 学習テーマと内容 

回

数 
テーマ 学習内容・学習方法 

自己学習 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

１． 老年看護の対 

象とのかかわり 

１．高齢者のヘルスアセスメント 

１）ヘルスアセスメントの特徴 

２）アセスメントツール の理解 

２．健康段階に応じた看護 

 １）高齢者のヘルスプロモーション 

２）急性期にある高齢者の看護 

３）回復期にある高齢者の看護 

４）慢性期にある高齢者の看護 

５）高齢者のエンドオブライフケア 

３．検査を受ける高齢者の看護 

４．継続看護 

 １）医療施設における看護 

 ２）保健・福祉施設における看護 

 ３）在宅ケア 

 

 

１．高齢者の機能を評価する 

様々なスケールを各自 

調べて理解する 

 

２． その日に履修した箇所 

の復習をする 

 

ミニテスト実施 

 

  

 

市川 

光代 
 

8 

9 

10 

２．健康的で尊厳

ある暮らしに向

けて  

１．コミュニケーションへの援助 

２．自立支援・介護予防への援助 

３．食事への援助 

４．排泄への援助 

５．高齢者の清潔と排泄への援助 

６．生活リズムを整える援助 

１．履修した箇所の復習を 

 する 

 

ミニテストを実施 

11 

12 

13 

14 

15 

３． 高齢者に特徴的 

な症状・メカニズ

ムと看護 

１． 定義とメカニズムと看護 

１）摂食・嚥下障害 

 ２）排尿・排便障害 

 ３）低栄養 

 ４）脱水症 

 ５）貧血 

 ６）掻痒感 

 ７）疼痛 

 ８）睡眠障害 

 ９）せん妄 

 10）褥瘡・寝たきり・廃用症候群 

１．概論で履修した高齢者の 

 身体的・生理的側面を復習 

 し、理解したうえで授業に

望むこと 

 

 ミニテストを実施 

16 まとめ〔テスト〕 
老年看護方法論Ⅰ 

期末テスト 
 市川 

 



科目名 

（科目コード） 

小児看護学概論 

20N320 

単位認定者 

（担当教員） 
松﨑敦子 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
・子どもの成長・発達と家族の特徴を知り、小児看護学の基礎的な概念を学ぶ。 

・医療・看護・福祉の現状と社会的環境の変化を知り、子どもと家族への看護の役割を学ぶ。 

科目目標 

・子どもの成長・発達を理解する。 

・子どもと家族を取り巻く環境を理解する。 

・小児各期における健康増進のための子どもと家族への看護を理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2. 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

7. 生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 
奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学 1 小児看護学概論 小児臨床看護総論 

医学書院 

参考文献 

系統看護学講座 医学書院 

・精神看護学[1] 精神看護の基礎    ・心理学 

・人体の構造と機能[3] 栄養学     ・健康支援と社会保障制度[4]看護関係法令 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

学期末試験、小テスト、課題、授業態度等を併せて総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・小テストおよび課題は、採点後返却する。 

・学期末試験は採点後、本人からの要請に応じて呈示する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・正当な理由なしに欠席すると単位が取れないことがある。 

・本科目を履修するには、授業時間以外に事前学習や事後学習が必要である。 

・受動的に講義を聴くだけではなく、学んできた関連科目を意識した主体的な学修を期待する。 

教員からの 

メッセージ 

範囲が広く勉強は大変だと思いますが、子どもの成長・発達を知り、子どもを取り巻く環境を理解

することは、小児看護の実践には欠かせません。子どもと家族に必要な看護について一緒に考え

ていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

・オフィスアワーは講義時間の前後とする。 

・長時間を要するものは、事前にアポイントメントを入れる（連絡先： matsuzakia@saniku.ac.jp ）。 



小児看護学概論 20N320 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
・講義ガイダンス 

・小児看護の特徴と理

念 

・講義ガイダンス：授業の進め方や評

価等、小児看護学全体の枠組み 

・小児看護の目指すところ 

・小児看護の統計と変遷 

・小児看護の倫理と課題 

 

テキスト第 1 章を予習・復習す

る。 

松﨑 

2 子どもの成長・発達 

・成長・発達とは 

・一般的原則と影響因子 

・成長の評価 

・発達の評価 

テキスト第 2 章を予習・復習す

る。 

3 子どもの栄養 

・栄養の意義と食育 

・食事摂取基準 

・発達段階別の子どもの栄養の特徴と

看護 

テキスト第 3 章を予習・復習す

る。 

4 新生児 

・形態的特徴 

・身体生理の特徴 

・各機能の発達 

・新生児期の養育および看護 

テキスト第 4 章「新生児」項目を  

予習・復習する。 

5 乳児 

・形態的特徴と身体生理の特徴 

・感覚・運動・知的機能 

・コミュニケーション機能 

・情緒・社会的機能 

・乳児期の養育および看護 

 

テキスト第 4 章「乳児」項目を予

習・復習する。 

6 幼児 

・形態的特徴と身体生理の特徴 

・感覚・運動・知的機能 

・コミュニケーション機能 

・情緒・社会的機能 

・幼児期の養育および看護 

 

テキスト 5 章「幼児」項目を予

習・復習する。 

7 ・学童 

・思春期 

・形態的特徴と身体生理の特徴 

・感覚・運動・知的機能 

・知的・情緒・社会的機能 

・様々な問題 

・学童期・思春期の看護 

 

テキスト 5 章「学童」項目、6 章

を予習・復習する。 

 

8 

・家族の特徴とアセス

メント 

・子どもと家族を取り

巻く社会 

・子どもにとっての家族 

・家族アセスメント 

・児童福祉、医療費の支援 

・予防接種と学校保健 

テキスト第 7 章、第 8 章を予習・

復習する。 

9 テスト 学期末テスト 
授業の中で特に強調したポイント

を中心に復習しておく。 

 



科目名 

（科目コード） 

小児看護方法論Ⅰ 

20N330 

単位認定者 

（担当教員） 

◎松﨑敦子 

 清野星二 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 健康を維持・増進するための子どもと家族への看護を学ぶ 

科目目標 

・病気・障害を持つ子どもと家族の特徴を知り必要な看護を理解する。 

・子どもにおける疾病の経過、症状、看護を理解する。 

・子どものアセスメントに必要な技術を理解する。 

・子どもの基本的生活習慣の支援方法を習得する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2. 科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

7. 生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 
奈良間美保他：系統看護学講座 専門分野Ⅱ 小児看護学 1 小児看護学概論 小児臨床看護総論 

医学書院 

参考文献 
・山元恵子監修：写真でわかる小児看護技術 インターメディカ 

・北村聖総編集：臨床病態学 小児編 ヌーベルヒロカワ 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

学期末試験、小テスト、課題、授業態度等を併せて総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・小テストおよび課題は、採点後返却する。 

・学期末試験は採点後、本人からの要請に応じて呈示する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・正当な理由なしに欠席すると単位が取れないことがある。 

・本科目を履修するには、授業時間以外に事前学習や事後学習が必要である。 

・受動的に講義を聴くだけではなく、学んできた関連科目を意識した主体的な学修を期待する。 

教員からの 

メッセージ 

範囲が広く勉強は大変だと思いますが、病気を持つ子どもと家族に必要な看護について一緒に考え

ていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

・オフィスアワーは講義時間の前後とする。 

・長時間を要するものは、事前にアポイントメントを入れる（連絡先： matsuzakia@saniku.ac.jp ）。 



小児看護学方法論Ⅰ 20N330 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
・講義ガイダンス 

・病児と家族の看護 

・授業の進め方や評価方法等 

・病気の影響と看護 

テキスト小児臨床看護総論第 1 章

を予習・復習する。 

 

松﨑 

2 
子どもの状況に特徴づ

けられる看護 

・外来    ・入院 

・在宅療養  ・災害時 

テキスト小児臨床看護総論第 2 章

を予習・復習する。 

 

松﨑 

3 

疾病の経過と看護 

・慢性期の子どもと家族の看護 

・急性期の子どもと家族の看護 

・周手術期の子どもと家族の看護 

・終末期の子どもと家族の看護 

テキスト小児臨床看護総論第 3 章

を予習・復習する。 
松﨑 

4 

5 

子どものアセスメント 
・アセスメントに必要な技術 

・身体的アセスメント 

テキスト小児臨床看護総論第 4 章

を予習・復習する。 
松﨑 

6 

7 

症状を示す子どもの看

護 

不機嫌、啼泣、痛み、呼吸困難、チアノ

ーゼ、ショック、意識障害、けいれん、

発熱、嘔吐、下痢、便秘、脱水、浮腫、

出血、貧血、発疹、黄疸 

テキスト小児臨床看護総論第 5 章

を予習・復習する。 
松﨑 8 

9 

10 
検査・処置を受ける子

どもの看護 

・検査・処置総論 

・薬物動態と薬用量の決定 

・検査・処置各論 

・演習に向けての説明 

テキスト小児臨床看護総論第 6 章

を予習・復習する。 
松﨑 

11 

12 
子どもの基本的生活習

慣の援助 

食事に関する演習 
・グループ学習の課題を提示する。 

・課題は時間内に回収する 

松﨑 

清野 
13 排泄に関する演習 

14 
・障害と看護 

・虐待と看護 

・障害の捉え方と看護 

・虐待の予防、発見、看護 

テキスト小児臨床看護総論第 7

章、第 8 章を予習・復習する。 

 

松﨑 

15 
障害のある子どもと家

族 
ゲストスピーカーによる講演 なし 松﨑 

16 テスト 学期末テスト 
授業の中で特に強調したポイント

を中心に復習しておく。 
 

 



科目名 

（科目コード） 

母性看護学概論 

20N365 

単位認定者 

（担当教員） 
篠原 良子 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
人間の性と生殖のしくみを理解し、リプロダクティブヘルス/ライツの視点から、性と生殖にかか

わる看護の意義とその役割を学ぶ。 

科目目標 

1.女性の一生を通しての健康の保持・増進を基盤とした母性看護の機能および役割について理解できる。 

2.リプロダクティブヘルス/ライツについての認識を高めることができる。 

3.現代社会における男女の生き方について考えることができる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾛｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

3.看護専門職者としての倫理的態度 

6.自己の健康を管理する能力 

テキスト 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 母性看護学 1 母性看護学概論 （医学書院） 

参考文献 国民衛生の動向 （厚生統計協会） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

期末試験 80％、クイズ 10％、レポート内容 5％、授業態度 5％で総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

 レポートは、コメントを記載して返却します。 

 期末試験以外にクイズを 2回行い、採点・返却後に質疑応答の時間を設けます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

「母子保健の現状と動向」の授業には、国民衛生の動向（厚生統計協会）を持参すること。 

教員からの 

メッセージ 

この科目は、リプロダクティブヘルス/ライツの視点から、性と生殖にかかわる健康や社会問題、

それに伴う支援を学ぶ科目です。性と生殖にかかわる新聞記事や書籍に目を通し、社会状況に関

心を持ちながら講義に臨んでください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：shinoharay@saniku.ac.jp  

件名に必ず「看護学科○年氏名（フルネーム）」を記入してください。 



母性看護学概論 20N365 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
母性看護の基盤となる 

概念 

1）親になることと母性 

2）母性の身体的特性、心理・社会的特性 

3）母性看護実践を支える概念 

1.「親になること」の生物的・発達心理

学的・社会文化的な意味 

2.「母性」の定義、身体的特性、心理・

社会的特性 

篠原 

2 人間の性と生殖 
1）セクシュアリティとは 

2）セクシュアリティの発達と課題 

1.「セックス」と「ジェンダー」の定義 

2.「ヒト」の染色体の本数と性染色体 

3．「セクシュアリティ」をめぐる諸問題 

3 
リプロダクティブ 

ヘルス/ライツ 

1）リプロダクティブヘルス/ライツとは 

2）女性とリプロダクティブヘルス/ライツ 

3）リプロダクティブヘルス/ライツの課題 

1.「リプロダクティブヘルス/ライツ」

の概念 

2.「リプロダクティブヘルス/ライツ」

の内容 

4 
ジェンダーと 

ヘルスプロモーション 

1）性差医療 

2）ジェンダー統計 

3）ヘルスプロモーション 

1.「ヘルスプロモーション」の概念 

2.「ジェンダー」および「ヘルスプロモ

ーション」をめぐる諸問題 

5 
ライフサイクル 

における女性の健康 

1）ライフサイクルにおける生殖器の形態・

機能の変化 

2）現代女性のライフサイクル 

1．生殖器（女性・男性）の形態と機能 

2．妊娠と胎児の性分化 

3．わが国の統計からみたライフサイク

ルのモデルとその変化 

4．現代女性をめぐる諸問題 

6 母子保健の現状と動向 

1）母子保健施策の変遷 

2）母子保健統計からみた動向 

3）母子保健に関する組織と法律 

4）母子保健施策からみた現状 

わが国の母子保健統計の実際 

7 母子の健康と社会問題 

1）性感染症 

2）人工妊娠中絶 

3）嗜好品（喫煙・飲酒 等） 

4）DV、IPV 

5）児童虐待 

性感染症、人工妊娠中絶、嗜好品、DV・

IPV、児童虐待に関する統計と母子の健

康に与える影響 

8 
母子を支援する 

社会体制 

1）母子を支援する関係法規 

2）ひとり親世帯 

3）在日外国人 

1．母子を支援する法律と施策 

2．ひとり親世帯、在日外国人の現状と

課題 

9 まとめ 期末試験 
1 回目から 8 回目までの講義内容を復習

しておくこと。 

 



科目名 

（科目コード） 

母性看護方法論Ⅰ 

20N370 

単位認定者 

（担当教員） 
水尾 智佐子 

単位数 2 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 30 授業回数 15 選択必修 必修 

科目目的 

リプロダクティブヘルス/ライツの視点から、女性の健康を支えるための看護とその役割を理解し、看護実

践に必要な基礎的能力を養うことを目的としている。また、周産期における妊産褥婦、および新生児（胎児

含む）とその家族の特徴と正常な経過を学習する。 

科目目標 

１． 女性の生殖器の解剖生理を理解しながら、妊娠・出産における身体的変化を説明できる。 

２． 女性のライフサイクル各期における看護について学習し、看護師の役割を説明できる。 

３． 正常な妊娠・分娩・産褥期にある女性と新生児（胎児含む）、その家族の特徴と看護について

説明できる。 

４． 母親になることに関する心理社会的課題を Rubinや Mercerの理論を用いて説明できる。 

５． 根拠に基づいた母性看護技術を安全、安楽な方法で実施できる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

２．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

３．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 
１．系統看護学講座 専門分野Ⅱ 母性看護学 1 母性看護学概論 （医学書院） 

２．系統看護学講座 専門分野Ⅱ 母性看護学 2 母性看護学各論 （医学書院） 

参考文献 

１．病気がみえる vol.9婦人科・乳腺外科第 4版・vol.10産科第 4版 

２．母性看護実践の基本 ナーシンググラフィカ 第 4版 

３．「ウェルネスからみた母性看護過程＋病態関連図 第 3版」 

４．母性看護学①概論・リプロダクティブヘルスと看護、②看護母性看護の実践 MCメディカ出版 

５．根拠と事故防止からみた母性看護技術 第 2版 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１． 期末試験 60％ 

２． 課題レポート（内容と提出期限）10％ 

３． 講義・演習でのグループ学習の態度（自己評価+メンバー間評価+教員評価）30％ 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

１．グループ学習については、その都度ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸします。 

２．課題レポートの模範解答については、その一部を講義終了後に配布します。 

３．提出された課題レポートは添削後、返却します。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１． 女性の生殖器、および新生児の解剖生理はしっかり学習して講義に臨んでください。 

２． 課題レポートを仕上げてグループ学習に参加してください。 

３． 課題レポートは母性看護学実習で使用しますのでしっかり仕上げて、保管して下さい。 

４． 必要時、または教員から指示があった場合は各自のパソコンを持参してください。 

教員からの 

メッセージ 

 妊娠、出産、そして生命の神秘を感じる科目であると同時に、かなり専門的な知識が求められます。

学生同士で協力し合いながら学習を深め、母性看護技術を獲得していきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 研究室に不在なことが多いので、質問はメール、または事前にアポイントを取るようお願いします。 

 メールには件名に必ず「看護学科〇年 氏名（フルネーム）を記入してください。 

 廣瀬 幸美：hirose-y@saniku.ac.jp 



母性看護方法論Ⅰ 20N370 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
オリエンテーション 

母性看護の対象理解 
女性生殖器の形態・機能・性周期 

母性看護学概論 第 3章 

 「母性看護の対象理解」 

水尾 

2 
女性のライフサイクル

各期の健康と看護 

思春期の健康と看護 

成熟期の健康と看護 

更年期の健康と看護 

老年期の健康と看護 

母性看護学概論 第 5章 

 「女性のライフステージ各期にお

ける看護」 
3 

4 
妊娠期の正常な経過と

看護 

妊娠期の身体的、心理・社会的特性 

妊婦と家族の看護 
母性看護学各論 第 3章 

 「妊娠期における看護」 
5 妊婦と胎児のアセスメント 

6 
正常な経過をたどって

いる妊婦の看護演習 

子宮底長・腹囲測定・レオポルド触診法 

NST装着と判読 
資料：模擬事例のアセスメント 

7 
分娩期の正常な経過と

看護 

分娩の要素と正常な経過 

母性看護学各論 第 4章 

 「分娩期における看護」 
8 産婦・胎児、家族のアセスメント 

9 
正常な経過をたどって

いる産婦の看護演習 

分娩期の看護の実際 

CTG波形判読 

陣痛周期・CTG 波形・ビショップス

コア・フリードマン曲線 

10 
胎児、および新生児期

の生理的変化と看護 

胎児、および新生児期の特徴と生理的

な経過 母性看護学各論 第 5章 

 「新生児期における看護」 
11 胎児・新生児のアセスメント 

12 新生児の看護技術演習 
バイタルサイン測定・新生児の観察・ 

沐浴 

バイタルサインの測定と全身観察、

および沐浴の動画（教科書） 

13 
産褥期の特徴、および

正常な経過と看護 

産褥期の特徴と正常な経過 

母性看護学各論 第 6章 

 「産褥期における看護」 
14 褥婦、および新生児のアセスメント 

15 
正常な経過をたどって

いる褥婦の看護演習 

子宮復古の観察 

乳房の形態、分泌状態の観察 
資料：模擬事例のアセスメント 

16 まとめ 期末試験  

 



科目名 

（科目コード） 

精神看護学概論 

20N400 

単位認定者 

（担当教員） 
松本 浩幸 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 前期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
精神障がいの有無にかかわらず，あらゆる人々のこころの状態を対象にして，精神的健康の回復、維
持増進をはかることをめざす精神看護学の特徴と基本概念を学ぶ。 

科目目標 

1.精神保健看護の理念、精神保健福祉法における看護の特徴を理解した上で、患者－看護者の治療的
関係を展開するために必要な基礎的な理論と技法を学習する。 

2.精神医療看護の歴史について思考を深め、精神保健医療看護を展開していくうえで求められる精
神障害者の人権尊重・倫理的配慮、看護者の役割について理解する。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 
２．科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 
３．看護専門職者としての倫理的態度 
４．看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 
５．自己の健康を管理する能力 
７．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 精神看護の基礎 医学書院  武井麻子 ほか 

参考文献 
 
 

評価法 
科目試験等への 
アドバイス 

筆記試験、課題レポート、授業態度、出席状況などを総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・リアクションペーパーに対して、個別または全体にコミュニケーションを図ることに努める。 
・レポートに対して、できる限りコメントを付けて返却する。 

履修する上での 
要求事項・ 
注意事項 

毎回示される資料、教科書をよく熟読しておくこと。 

教員からの 
メッセージ 

誰もがこころの安定を願い、幸せになりたいと願っています。どうしたら精神的な健康を保てるの
か，こころを病む人々への援助とは何かを学びながら，自らの日頃の人間関係やこころの状態を考え
る時間を作ってください。 

教員連絡先・ 
オフィスアワー 

matsumotohi@saniku.ac.jp   水曜日１２：００—１２：５０ 
 

mailto:matsumotohi@saniku.ac.jp


精神看護学概論 20N400  

 学習テーマと内容 

回数 テーマ 学習内容・学習方法 

自己学習 

（授業までの予習ポイ

ント） 

担当

教員 

1 精神保健看護の理念を

理解する。 

精神保健看護の理念                                  

１）心の健康について  

２）精神保健看護の特徴 

教科書「精神看護の基

礎」の序章を読んで授業

にのぞむこと。 
松本 

2 精神看護の役割を理解

する。 

精神看護の役割 

１)精神保健の動向 

２）精神看護の役割 

３)社会の中での精神障害者 

１）心身相関の視点  ２）自己理解．他者理解の

方法 

授業で示した課題 松本 

3 精神障害の歴史を理解

する。 

精神医療看護の変遷 

１）精神保健医療看護の変遷 

２）精神医療看護の制度、社会資源 

授業で示した課題 松本 

4 こころと身体の関係を

理解する。 

こころと身体の関係とストレス 

１）人と人がかかわるということ 

２）ストレス 

３）ストレスとうまく付き合う方法 

授業で示した課題 松本 

5 

精神疾患を持つ患者と

看護師の治療的関係を

展開するための必要な

基礎的知識を理解す

る。１ 

患者と看護師の治療的関係 

１）精神看護における看護師の役割と機能 

２）精神看護学の人間観 

 

授業で示した課題 松本 

6 

精神疾患を持つ患者と

看護師の治療的関係を

展開するための必要な

基礎的知識を理解す

る。２ 

精神疾患患者の実際とケア 

１）精神科で出会う人々 

２）精神症状を主観的に体験する対象者に向かう

際に精神看護は何をどの様に見るのか 

３）協働者である医師と看護師のアプローチの違

いと視座 

授業で示した課題 松本 

7 

精神疾患を持つ患者と

看護師の治療的関係を

展開するための必要な

基礎的知識を理解す

る。３ 

看護過程と活用する理論 

１）対象理解のための方法論としての看護過程と

活用する理論的枠組み（モデル） 

２）精神看護を支えるもの 

授業で示した課題 松本 

8 全体のまとめ これまで学んだことを復習する 授業で示した課題 松本 

9 テスト   松本 

 



科目名 

（科目コード） 

精神看護方法論Ⅰ 

20N410 

単位認定者 

（担当教員） 
松本 浩幸 

単位数 1 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 
さまざまな社会生活における心の健康と、危機的状況およびそれらに影響を与える諸要因を理解し、

健全な心の発達への援助に必要な基礎的知識を学ぶ。 

科目目標 

 精神看護はあらゆる看護の領域において心の健康にかかわる。従って精神保健論では、心の健康

を先ず理解し、心の作用に影響する諸要因と性の概念も含め多角的視野から学び、心の健康のため

に適切な看護が行えるように学習する。 

心の健康概念と諸要因、適応について理解し、危機状況と介入および発達段階、生活環境、看護場

面における精神保健について学ぶ。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

2.科学的根拠に基づいて、ホリスティックナーシングを実践する能力 

3.看護専門職者としての倫理的態度 

4.看の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

5.自己の健康を管理する能力 

7.生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 精神看護学１ 医学書院  武井麻子 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

筆記試験、課題レポート、授業態度、出席状況などを総合的に評価する。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

・リアクションペーパーに対して、個別または全体にコミュニケーションを図ることに努める。 

・レポートに対して、できる限りコメントを付けて返却する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 授業で提示する教科書、資料、課題をよく復習しておくこと。 

教員からの 

メッセージ 

 心の健康とは何か、心を病むとはどのようなことか、どのような支援が必要かなど考えながら、 

積極的に学んでくれることを期待します。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
matsumotohi@saniku.ac.jp  水曜日１２：００—１２：５０ 

mailto:matsumotohi@saniku.ac.jp


精神看護方法論Ⅰ 20N410  

 学習テーマと内容 

回数 テーマ 学習内容・学習方法 
自己学習 

（授業までの予習ポイント） 

担当

教員 

1 精神保健の概念 
心の健康とその考え方脳と心、心の理

解、発達の原則 

精神看護学概論をよく復習してお

くこと。 

松本 

2 生活の場と精神的環境 クライシス・危機と予防 授業で示した課題 

3 自己洞察と自己活用 他者理解のための自己理解の方法 授業で示した課題 

4 
現代社会のアディクシ

ョン 

ひきこもり、うつ、自殺、依存等の問題

をアディクションの視点で解説 
授業で示した課題 

5 家庭における危機 
現代の家庭とその課題・家庭における 

危機的状況 
授業で示した課題 

6 
医療現場における精神

的危機 
医療現場の危機・ソーシャルサポート 授業で示した課題 

7 医療現場の人間関係 
医療現場の人間関係・リエゾン精神看

護 
授業で示した課題 

8 災害被害の精神保健 災害の及ぼす心理的影響 授業で示した課題 

9 テスト    

 



 

科目名 

（科目コード） 

医療安全管理学 

20N470 

単位認定者 

（担当教員） 

 ◎村上 寛 

  佐藤里砂 水溜和子 

  
単位数 1 開講学年 2 開講時期 後期 

時間数 15 授業回数 8 選択必修 必修 

科目目的 

看護における医療安全管理の在り方を学習する。我が国の医療安全対策や医療現場で取り組まれて

いる安全対策の概略、事故発生のメカニズムと発生防止の考え方、医療事故を回避する方策について

学ぶ。また、医療事故発生後の対応の考え方、看護学生の実習に関する安全対策についても学ぶ。 

科目目標 

1)看護・医療事故を自分自身に生じる身近な問題としてとらえることができる。 

2)看護・医療事故の防止に関する看護職者の責任と役割を説明できる。 

3)看護業務の実施に伴う種々のリスクを説明できる。 

4)看護を安全に提供するために必要な事故防止策を説明できる。 

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ 

との関連 

1. 人間の尊厳を尊重し擁護する能力 

3．看護専門職としての倫理的態度 

4. 看護の対象に関わる人々や保健・医療・福祉における他職種と連携協働できる能力 

7．生涯を通して看護の現象について探求し自己研鑽する能力 

テキスト 
①松下由美子他編集：ナーシング・グラフィカ看護の統合と実践② 医療安全 メディカ出版 

②川島みどり監修：学生のためのヒヤリ・ハットに学ぶ看護技術 医学書院 

参考文献 
川村治子著：系統看護講座 統合分野 医療安全 医学書院 

安藤恒三郎著：実践 これからの医療安全学 ピラールプレス 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

期末試験、小テスト・提出物・グループワークへの参加・授業態度等で総合的に評価します 

課題（試験や 
ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

理解度を確認する為の小テストを行い、採点後、質疑応答の時間を設けます。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

事前に教科書を予習してクラスに臨むこと 

各章末の重要用語の予習と復習を行う 

教員からの 

メッセージ 

医療安全管理学は、看護実践に直結した授業である。患者に安全で安心な医療を提供するために医療

現場のリスクの現実を知り、自分自身で事故を回避する方策についてしっかりと学んで頂きたい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

村上 寛  murakami@saniku.ac.jp 

佐藤里砂  infection-ct@tokyoeisei.com   水溜和子  k-mizutame@tokyoeisei.com 

mailto:infection-ct@tokyoeisei.com
mailto:k-mizutame@tokyoeisei.com


  医療安全管理学 20N470  

 学修テーマと内容 

回

数 
テーマ 学修内容・学修方法 

自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

医療安全と看護の理念 

医療安全への取り組みと

医療の質の評価 専門職

としての個人の備え 

医療安全が国や組織（医療機関・職能団

体等）によってどのように守られてい

るか学ぶ。暴言、ハラスメントの対応

実習における事故の法的責任学ぶ 

1 章、2 章、7 章－6、8 章－3、9 章

－1 を予習 

医療法における医療安全対策にはど

のようなものがあるか？ 

村上 

2 
事故発生のメカニズムと

リスクマネジメント 

ヒューマンエラーの考え方を生かした 

事故防止策について理解する 

３章を予習 

ヒューマンエラーに影響を与える 

人間特性とは、どのようなものか？ 

水溜 

3 
患者・家族との協同と 

安全文化の醸成 

安全管理における患者・家族との共同

の必要性を学ぶ 

安全文化について学ぶ 

４章を予習 村上 

4 
看護における医療事故と

安全対策 

看護業務を行う際の環境の特徴とリス

クを理解する。 

看護における医療事故の種類と安全対

策について理解する 

5 章を予習 

看護業務はどのような環境の中で行

われているかを考えてくる 

佐藤 

5 
在宅看護における医療事

故と安全対策 
在宅看護における医療事故とその対応 

6 章を予習 

在宅医療における医療事故には、ど

のようなものがあるか考えてくる 

村上 

6 
医療従事者の安全を脅か

すリスクと対策 

医療事故後の対応について 

抗がん薬への暴露、について理解する 

 

７章－3・4、8 章－1・2・4 を予習 水溜 

7 

看護学生の実習と安全 

医療従事者の安全を脅か

すリスク対策 

感染の危険を伴う病原体への暴露 

労働形態と作業等とその予防策につい

て理解する 

 

7 章－1・2・5、9 章－2・3・4 章を

予習 

「ヒヤリハットに学ぶ看護技術 」を

予習 

佐藤 

8 
危険予知力を高める 

５S活動 

1.危険予知トレーンング（KYT） 

2.グループワークと発表 

3.授業のまとめ 

自分自身が医療事故を起こさない為 

にはどうすればよいか？ 
村上 

9 期末試験 筆記試験  村上 

 


