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シラバス参照

講義名 聖書Ⅱ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15時間

授業回数 8回

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 山地　悟

概要
本学の建学の精神であるキリスト教信仰を新約聖書から学び、生きる意味を探り、現代社会における
医療者としての役割を考える。

科目目標
1．新約聖書の大まかな物語と主要な教えを理解する　
2. 新約聖書の各書巻の特徴と内容を知る
3. 新約聖書を読み、自分の心や生き方に適用することができる

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献

[テキスト]
日本語の聖書（旧新約入っているもの、訳はどれでも可）

[参考文献]
エレン・G・ホワイト「各時代の希望」『希望への光』（福音社）、2007
エレン・G・ホワイト「患難から栄光へ」『希望への光』（福音社）、2007

試験・レポート等のフィードバック 課題にコメント等をつけて授業の最初に返却します。

成績評価方法および評価基準
出席・授業態度…１５％
課題（クイズ、フィードバックシートなど）…４５％
試験（中間試験、期末試験）…４０％

履修する上での要求事項・注意事項
クラスの頭に前回の授業範囲のクイズを行います。クラスの終わりにはフィードバックシートを記入
してもらいます。その他課題や試験などについては授業内で詳しく説明します。

教員メッセージ 看護の精神のルーツでもある新約聖書を学ぶことで、皆さんの人生や将来の働きが少しでも実り豊か
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第1回 担当教員・　 山地　悟

テーマ 新約聖書って何？

学修内容・学
修方法

なぜ新約聖書を学ぶのか
新約聖書の時代背景
新約聖書の成り立ちと内容

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第2回 担当教員・　 山地　悟

テーマ 新約聖書の物語
（イエス編）

学修内容・学
修方法

イエス・キリストの誕生
イエス・キリストの働きと教え
イエス・キリストの死と復活

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ルカによる福音書2章1~21節、
マタイによる福音書4章、26~28章
を読む

第3回 担当教員・　 山地　悟

テーマ 新約聖書の物語
（弟子編）

学修内容・学
修方法

十二使徒の働き
パウロの宣教旅行
教会の始まり

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

使徒言行録2章、９章を読む

第4回 担当教員・　 山地　悟

テーマ ４つの福音書

学修内容・学
修方法

福音書とは
四福音書の概観と特徴

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

４つの福音書の１章を読んで、
それぞれの特徴を考える

第5回 担当教員・　 山地　悟

テーマ 使徒の働き

学修内容・学
修方法

使徒言行録の特徴
使徒たちの手紙
ヨハネの黙示録

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

講義内で指示

第6回 担当教員・　 山地　悟

テーマ パウロの手紙

学修内容・学
修方法

パウロの手紙の概観と特徴
パウロの教え

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

講義内で指示

第7回 担当教員・　 山地　悟

テーマ 新約聖書の教え

学修内容・学
修方法

神、人間、救いについて
新約聖書の道徳観

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

講義内で指示

なものにされることを祈っています。

教員連絡先・オフィスアワー yamaji_satoru@adventist.jp

授業計画表
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第8回 担当教員・　 山地　悟

テーマ 新約聖書の教え

学修内容・学
修方法

新約聖書の共同体
死後の状態について
世の終わりと裁きについて

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

講義内で指示

第9回 担当教員・　 山地　悟

テーマ 試験

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 パーソナルミニストリー

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15時間

授業回数 8回

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 杉　正純

概要

ホーリスティックナーシングの目指すところは、看護医療を通じて患者に寄り添い、病の回復をサポ
ートする役割を担っている。加えて、クリスチャンとして神へ導く伝道の働きは、心身の回復からは
じまり、最終的には、魂の救いにつながる業である。本科目では、伝道に関する基礎的な概念と、実
践的知識を学ぶ。また、医療現場における伝道において配慮すべき事柄にも触れる。

科目目標
１、神の愛について学び、伝道の動機とする。
２、伝道について聖書からことにイエスから学ぶ。
３、伝道の方法について学び、経験する。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献

【テキスト】
聖書

【参考文献】
「伝道」上、下　E.G.ホワイト
　SDA教団伝道局ホームページ

試験・レポート等のフィードバック 内容を読んで、質問や理解できていない部分については、クラスで再度説明するようにする。

成績評価方法および評価基準 授業出席、授業参加態度、小レポート、テスト

履修する上での要求事項・注意事項
キリスト教の伝道や信仰に基づくケアーについて学ぶため、
クリスチャンもしくはキリスト教信仰に興味のある人。

教員メッセージ パーソナルミニストリーにおいては、伝道を実践することを難しく捉えるのではなく、自らの言葉と
行動で人を救いに導くスキルを養成する科目です。聖書研究のみならず、賛美を通じた伝道や、青年
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第1回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 導入　神の愛

学修内容・学
修方法

講義・質疑応答

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第2回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 伝道の土台

学修内容・学
修方法

伝道とはなにか、その基礎を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

課題 1 アウトライン「自分の生い立ちとキリストとの関係について」

第3回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 聖書における伝道

学修内容・学
修方法

伝道について聖書から学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

課題 2 グループディスカッション準備（参考資料熟読）　

第4回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 日本伝道を考える

学修内容・学
修方法

日本に置ける伝道について考える
グループディスカッション

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

SDA 伝道局のHPを閲覧し、数々の伝道手法を理解する

第5回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 証し

学修内容・学
修方法

伝道的証の方法について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

課題3　聖書研究テーマ選択

第6回 担当教員・　 杉　正純

テーマ キリストを伝える

学修内容・学
修方法

聖書研究の基礎について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

自分のスタイルに合った伝道手法を見つける

第7回 担当教員・　 杉　正純

テーマ キャンパスミニストリーを考える

学修内容・学
修方法

学内伝道について考える。
ディスカッション

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

課題4（課題１で共有したアウトラインのレポート化）

第8回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 献身

学修内容・学
修方法

どのように個人の決心を支え導くために重要なことがらを学ぶ。

との交わりを通じての活動等、個々人のスキルアップを目的としています。

教員連絡先・オフィスアワー 杉　sugi@saniku.ac.jp

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

課題 5 レポート（証）発表

第9回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 期末試験

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 ミニストリーオブヒーリング

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 2

対象年次 2年次

時間数 30時間

授業回数 15回

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 宮﨑　恭一

概要
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

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

６．自己の健康を管理する能力 〇

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 〇

テキスト/参考文献

【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

試験・レポート等のフィードバック
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。

成績評価方法および評価基準
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。

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。
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第1回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 真の医療伝道者

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

各人が医療にかかわることを選んだ動機を確認する

第2回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ Vision Bold

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

課題１　（MHの読後感想）

第3回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 医者の働き

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第4回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 100歳人から学ぶ

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第5回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 医療伝道者とその働き

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

自分の周りにいる、依存症で悩んでいる人の意見を聞く

第6回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 酒・タバコの害

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第7回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 病人に対する取り組み

学修内容・学
修方法

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？

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第8回 担当教員・　 宮﨑　恭一

教員メッセージ
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

授業計画表
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テーマ がんの予防

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

がんの予防に関する情報を探す

第9回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 健康の法則

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

バランスのとれた食生活、清潔、　　衣服など身近な健康法

第10回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 栄養と健康

学修内容・学
修方法

厚労省が推奨する食生活と比較

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第11回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 家庭

学修内容・学
修方法

家庭の築き方、母親の役割など

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

自分がどれほどの影響を親から受けているかを考える

第12回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ ストレス管理

学修内容・学
修方法

ストレスの原理とその対応法を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第13回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 重要な知識

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

真の医療教育と医療制度の矛盾に　気がつくことが大切

第14回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 運動と健康寿命

学修内容・学
修方法

いろいろな健康法を評価する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

一生涯続けられる健康的な生活とは何かを考える

第15回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ 働き人に必要なこと

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第16回 担当教員・　 宮﨑　恭一

テーマ まとめとテスト
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学修内容・学
修方法

健康と看護師の働きに関した問題

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 教育学

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 2

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 森　祐二

概要
教育とは、人間の成長と発達ばかりでなく社会の形成と発展にも大きな影響を与える目的意識的な営
みであることを理解し、教育の重要性を認識すると共に、学生自身の自己教育力を高め、他者や社会
との関わり方を教育的視点で捉える事ができる、基礎的能力を養う。

科目目標

①　教育の本質、目的、方法、制度などを総括的に学ぶことで、教育の重要性を理解する。
②　教育は、社会や時代との関わりで、絶えず変化し解決すべき課題を内包する生きた学問であるこ
とを知り、課題解決を考えることで、学生自身の自己教育力を高める。
③　三育教育理念に対する理解を深めることで、他者や社会への関わり方をより発展向上させようと
する意識を高める。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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

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

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/参考文献

テキスト
特に指定しない。必要な資料は、そのつど配布する。

参考文献
「教育学概論」佐藤弘毅、谷田貝公昭共著、酒井書店、「教育学原論」牛渡淳、中央法規、「教育」
E.G.ホワイト、福音社、「永遠のために教育するということ」G.R.ナイト、アンドリューズ大学出版

試験・レポート等のフィードバック
課題：自己学修の課題をA41枚程度にまとめ発表する。課題にはコメントをつけて返却する。
試験：試験は課題で扱ったものを中心に出題する。採点後、教務課あるいはメールボックスから返却
する。

成績評価方法および評価基準 期末試験、レポート内容、小テスト、授業態度により総合的に評価する。

履修する上での要求事項・注意事項 履修要項記載事項に準じる。特に「試験・成績について」の項をよく読んでおくこと。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 教育とは何か

学修内容・学
修方法

教育の意義と本質について考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「生理的早産」という言葉の持つ意味を調べる。

第2回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 子どもの成長と発達

学修内容・学
修方法

発達と学習の関係について考察する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「発達の最近接領域」という言葉の意味を説明する。

第3回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 教育の歴史（古代）

学修内容・学
修方法

教育史から教育の意義と個人的、社会的側面を考える

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

①無知の知、②エピクロス派、③ストア派、の一つを調べる

第4回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 教育の歴史（近代）

学修内容・学
修方法

近代の自然主義教育を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ルソーの「自然に帰れ」という言葉の意味を説明する。

第5回 担当教員・　 森　祐二

テーマ E.G.ホワイトの教育理念①

学修内容・学
修方法

三育教育の創始者であるE.G.ホワイト女史の教育理念について考える

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

E.G.ホワイト「教育」第1章を読んで要旨をまとめる。

第6回 担当教員・　 森　祐二

テーマ E.G.ホワイトの教育理念②

学修内容・学
修方法

個性について考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

E.G.ホワイト「教育」から「個性」についてレポートする。

第7回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 戦後教育の問題点

学修内容・学
修方法

戦後の教科中心主義と児童中心主義の変遷について検討する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

戦後教育における系統主義と経験主義の違いを説明する。

第8回 担当教員・　 森　祐二

教員メッセージ 自己教育力は「主体的な学び」を通して身につき、主体的に学ぶ力は、自分の言葉で考え、自分の言
葉で表現することから始まる。従って、授業において積極的に自分の考えを発言することを期待して
いる。

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。
mori@saniku.ac.jp

授業計画表
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テーマ ゆとり教育から現代の教育改革

学修内容・学
修方法

なぜ、「ゆとり教育」が提唱されたのか。その功罪は。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「ゆとり教育」が現在の教育に与えた影響について調べる。

第9回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 教育改革

学修内容・学
修方法

教育制度を支える教育法規について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1947年教育基本法と2006年教育基本法の違いをまとめる。

第10回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 学校教育現場の課題①

学修内容・学
修方法

いじめ、不登校、フリースクールなどについて調べ、考察する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

現在の教育における問題、課題を一つ選んで調べる。

第11回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 学校教育現場の課題②

学修内容・学
修方法

「発達障がい」について調べ、考察する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「発達障がい」の一つについて、の特徴と対応を説明する。

第12回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 教育の評価

学修内容・学
修方法

目標と評価の関係について考察する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

絶対評価と相対評価の違いについて説明する。

第13回 担当教員・　 森　祐二

テーマ フィンランドメソッド

学修内容・学
修方法

ＰＩＳＡ調査結果から注目を浴びたフィンランドの教育について考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

課題図書を読んでフィンランドメソッドの5つの力を説明する。

第14回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 今日的、教育課題
「国際化教育」

学修内容・学
修方法

「国際化教育」の現状と課題について調べる。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

国際化社会が教育に与える影響について調べる。

第15回 担当教員・　 森　祐二

テーマ 期末試験

学修内容・学
修方法

６０分の試験を行う

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

上記の課題について復習しておく。
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ウインドウを閉じる
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講義名 日本国憲法

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 2

対象年次 2年次

時間数 30時間

授業回数 15回

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 山本　和弘

概要
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。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献

【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、2021年）。
※現在編集作業中のため、出版され次第授業中に
　アナウンスします。それまでは教員が用意した教材を
　テキスト代わりに使用します。

【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）。

試験・レポート等のフィードバック
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。

成績評価方法および評価基準
主として学期末の筆記試験（100％）で評価します。但し、授業中の主体的な姿勢には加点する場合
があります。

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。

 CampusPlan Web Service
Help



2021/09/28 21:31 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=CS200E1&P2=2021&P3=202109… 2/4

第1回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ オリエンテーション/憲法とは何か

学修内容・学
修方法

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？

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

憲法は何と何の関係を定めているのか。

第2回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 国民主権/象徴天皇制

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第3回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 人権総論/幸福追求権

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第4回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 思想・良心の自由/信教の自由

学修内容・学
修方法

思想や信仰がなぜ憲法によって保障されるのか？

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第5回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 政教分離

学修内容・学
修方法

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？

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第6回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 表現の自由

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第7回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 人身の自由

学修内容・学
修方法

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？

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

　また、本講義では中学・高校の社会科のような「暗記」は重視しません。現代社会の様々な問題に
ついて、皆さんが憲法を通じて主体的に考える力を培ってほしいと考えています。

教員メッセージ

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 初回授業時に質問・相談用メールアドレスをお知らせします。

授業計画表



2021/09/28 21:31 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=CS200E1&P2=2021&P3=202109… 3/4

第8回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 経済的自由

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第9回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 社会権

学修内容・学
修方法

「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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第10回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 9条と平和主義

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第11回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 憲法の変更

学修内容・学
修方法

「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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第12回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 参政権/国会

学修内容・学
修方法

私たちの「代表」である国会の位置付けについて理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第13回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 内閣

学修内容・学
修方法

内閣の地位と権限について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第14回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ 裁判所

学修内容・学
修方法

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？

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当箇所に目を通す。

第15回 担当教員・　 山本　和弘

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

これまでの学習内容を振り返る

第16回 担当教員・　 山本　和弘
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テーマ 最終試験

学修内容・学
修方法

基本的に記述式の問題を出題する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

法的な視点から、自身の見解を述べること。

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 日本文化演習（茶道）

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 竹上　三恵

概要
茶の湯を通して、人を大切にする心使いとその作法の訓練をし、日本人の心と日本の美について学
ぶ。

科目目標 日本の文化を知り、人を大切にする心遣いとその作法を修得する

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献

【テキスト】
必要な資料を授業時に配布する。
【参考文献】
授業中に紹介する。

試験・レポート等のフィードバック
レポートについてはコメントを記載し返却する。
技術演習試験では、終了後コメントをする。

成績評価方法および評価基準 出席状況、レポート、技術演習試験等から総合的に評価する。

履修する上での要求事項・注意事項

・欠席をしないようにお願いします。
・4,000円程度の袱紗を用意していただきます（大学で購入し代金はチャージします）。
すでにお持ちの方は教務課まで連絡ください。(これは講義の中のお菓子代金も含まれます。)
・定員12名程度を予定していますが、大幅に超えた場合は、教務課と相談し履修生を決定します。

教員メッセージ
自国の文化に触れ、その素晴らしさや奥深さを理解し、グローバルな時代で活躍する一助にしてほし
い。

授業計画表

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 竹上　三恵
1-2回目

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

【学び（知識）】
茶の湯と日本文化所作と心「一期一会」
 
【実技】
基本の所作；歩・座・礼
客の作法；お菓子・お茶のいただき方
運び点前の見学

第3回 担当教員・　 竹上　三恵
3-4回目

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

【学び（知識）】
道具について（名前・部位の呼び方）
水指・茶碗・
 
薄茶点前基本、（濃茶点前）二年以上

第5回 担当教員・　 竹上　三恵
5-6回

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

【学び（知識）】
拝見のポイント;茶碗
茶器・茶杓
 
【実技】
割稽古　柄杓の扱い方
茶巾のたたみ方・茶碗の拭き方
薄茶点前；入室～茶筅とうし・茶碗拭く

第7回 担当教員・　 竹上　三恵
7-8回

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

【学び（知識）】
席入りと拝見；掛軸・茶花
釜・風炉
 
【実技】
割稽古
薄茶点前；入室～茶を点てる（自服する）

第9回 担当教員・　 竹上　三恵
9-10回

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

【学び（知識）】
茶の湯の歴史
 
【実技】
割稽古
薄茶点前；しまい茶碗～退室

第11回 担当教員・　 竹上　三恵
11-12回

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

【学び（知識）】
茶会と茶事
客の持ち物
 
【実技】
割稽古
薄茶点前；通してする（客に出す）
 

第13回 担当教員・　 竹上　三恵
13-14回

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法
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【学び（知識）】
茶の種類
抹茶・緑茶の効能
 
【実技】
割稽古
薄茶点前；通してできる
替茶碗で2服目を点てる
 

第15回 担当教員・　 竹上　三恵
15-16回

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

【学び（知識）】
仕上げ
 
【実技】
茶会をする

第16回 担当教員・　 竹上　三恵
※補講

テーマ 目標；茶道の基本的知識と和のふるまいを身につけ風炉薄茶運び点前ができるようになる

学修内容・学
修方法

ゆかたを自分で着る。

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 生活環境論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 竹上　嘉征

概要
人は、その生存、健康、幸福を自然に強く依存していると同時に人はこの自然を常に破壊し、今も破
壊している現実を知り、生活という身近な視点から自然（環境）との適切な関わり方を学ぶととも
に、環境的、健康的な生活のあり方を考える。

科目目標

1.環境破壊（汚染）の本質的原因を知る。
2.どのような環境問題があるかを知る。
3.原発問題について知り、自分なりの見解をもつ。
4.自然に則した生活の利益を知る。
5.健康的、環境的（LOHAS）生活法を知り、実践する。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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

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

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献

［テキスト］
毎回、印刷物を配布します。
［参考文献］
・生活環境論（地人書館）共著
・生活環境論（同文書院）共著
・新生活環境論（リサイクル文化社）石澤清史

試験・レポート等のフィードバック
本教科の修得目標の1つである環境問題の現状については小テストを通して理解を定着させ、健康
的、環境的生活のあり方については、最後のまとめ（試験）の前の授業時に、受講生全員に意見発表
と交流をさせ、その理解を深める。

成績評価方法および評価基準
毎回の印刷物からと折々の実習をふりかえる内容からの試験となります。
授業、レポート、実習参加態度も評価に加味します。

履修する上での要求事項・注意事項 最終授業に発表する内容はレポートとして提出すること。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ 人と環境の関わり

学修内容・学
修方法

人と自然の関係、環境破壊の歴史を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

身近に感じる環境問題があるか

第2回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ 主な環境問題 

学修内容・学
修方法

地球温暖化問題
自然エネルギーの可能性を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

地球規模の大きな環境問題は何か

第3回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ 原子力発電

学修内容・学
修方法

原子力発電の功罪を学び、その是非を討論する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

原発再稼働をどう思うか

第4回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ 食と農 

学修内容・学
修方法

「食と農」と環境問題とのつながりを学び、食や水の安全と農のあり方を考える
ベランダ園芸を実践する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

農を経験したことがあるか
学校の周りにある田や畑に目を向けて農のことを考えてみてください

第5回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ LOHASな生き方Ⅰ
自然の癒し 

学修内容・学
修方法

森林療法
園芸療法について学び野外での自然観察をする

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

自然を通して癒された経験があるか

第6回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ LOHASな生き方Ⅱ
代替療法 

学修内容・学
修方法

アロマセラピー
ハーブ療法について学びそれらの実習を行う

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

実習を楽しみに

第7回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ LOHASな生き方Ⅲ
健康的な生活の実践 

学修内容・学
修方法

食生活を考え、姿勢、呼吸、運動法（ウォーキング）をチェックする

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

基本的な生活習慣を振り返ってみよう

教員メッセージ 自然に即した生活が、環境を守り、健康の増進につながることを体感して欲しいと願っています。

教員連絡先・オフィスアワー
住所：千葉県長生郡長南町下小野田88
携帯電話：090-380-6390

授業計画表
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第8回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ LOHASな生き方
学生からの提案 

学修内容・学
修方法

環境と健康にいい生き方、アイデアを
受講生全員発表する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

発表内容はレポートとして提出すること

第9回 担当教員・　 竹上　嘉征

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 英語Ⅱ（書く）

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 新妻　規恵

概要
英語を英語として読む楽しさを味わうことを目指して、英文を正しく読む時に役立つ、
読み方（リーディング・ストラテジー）を身につけることを目的とする。

科目目標

1.各単元で目標とするリーディング・ストラテジーを学ぶ
2.リーディング力の基礎となる単語知識を獲得するためのストラテジーを学び、語彙知識を身に着け
る。
3.1,2を手立てとして、国際看護に関する英文を正しく読み、国際看護に関して思索を深めることを
目指す。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

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

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献

テキスト：
卯城祐司, 中川知佳子, Mari Le Pavoux　「Reader's Ark Basic ― Setting Out on a Voyage」金
星堂
鶴岡章子「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

試験・レポート等のフィードバック

・リフレクション・シートへのコメントや質問に対しては、メールやGoogle Classroomの機能を使っ
て、必要に応じて個別/全体にフィードバックします。
・予習ノートやプレゼンテーション等のパフォーマンス評価は、ルーブリックを用いて評価基準を明
示し、フィードバックします。

 CampusPlan Web Service
Help
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成績評価方法および評価基準 予習ノート（20％)、単語クイズ(10%)、Review Test (20%)、国際看護のプレゼンテーション(30%)、
国際看護の１パラグラフ・ライティング（20%)

履修する上での要求事項・注意事項

・外国語学習において、語彙知識は重要です。英単語や表現の「意味調べ」は、英語Ⅰに引き続き高
く評価します。
・意味、発音、スペルはセットで覚えることがポイントです。外国語学習では、必ず「声に出して」
学習することを心掛けてください。

教員メッセージ

英語リーディングでは、母国語の読解力が大きく影響すると言われています。しかし、英語Ⅰ・Ⅱを
通して学ぶ「リーディング・ストラテジー」および「語彙知識を習得するためのストラテジー」を身
に着けることで、正しく読む力を助けます。そして、それらのストラテジーを使っているという意識
を持つことなく読めるようになれば、英語を英語として楽しむことが可能になります。一緒にがんば
りましょう！

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

教員の実務経験 公立高校校で５年半勤務。

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

第1回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルの文字と発音1

講義名 韓国語

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 長谷川　うね

概要
ハングルを学び、韓国文化に触れることを通して、異文化を理解するために必要な国際的なマインド
を養う。

科目目標
科目は、ハングルの基本的な発音・文法・語いを身につけ、簡単な日常会話ができるようになること
を目標とする。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

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

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献
［テキスト］
目からウロコのハングル練習帳　３日で終わる文字ドリル　（著者　八田靖史）

試験・レポート等のフィードバック 提出された課題、クイズ・試験などにコメントをつけて返します。

成績評価方法および評価基準 課題、クイズ、試験、プレゼンテーション等を総合的に評価します。

履修する上での要求事項・注意事項 その日に学んだことを復習して、クイズの準備をしましょう。

教員メッセージ 皆さんと一緒に楽しくハングル・韓国文化を学びたいと思います。

教員連絡先・オフィスアワー hasegawau@saniku.ac.jp

授業計画表

 CampusPlan Web Service
Help
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学修内容・学
修方法

ハングルの世界、文字と発音

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルの発音の仕組みを覚えて読み書きを練習する。

第2回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルの文字と発音2

学修内容・学
修方法

文字と発音

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルの発音の仕組みを覚えて読み書きを練習する。

第3回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルの文字と発音3

学修内容・学
修方法

文字と発音

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルの発音の仕組みを覚えて読み書きを練習する。

第4回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルの文字と発音4

学修内容・学
修方法

文字と発音

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルの発音の仕組みを覚えて読み書きを練習する。

第5回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話1

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第6回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話2

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第7回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話3

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第8回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話4

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第9回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話5
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学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第10回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話6

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第11回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話7

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第12回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話8

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第13回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ ハングルと会話9

学修内容・学
修方法

文法、読み書き

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ハングルと一緒に文法を復習する。

第14回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ

学修内容・学
修方法

プレゼンテーション

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

韓国文化に関するプレゼンテーションを用意する。

第15回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ

学修内容・学
修方法

まとめ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第16回 担当教員・　 長谷川　うね

テーマ 期末試験

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 疾病・治療学Ⅱ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 2

対象年次 2年次

時間数 30時間

授業回数 15回

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 塚本　利朗

山中　正雄

概要

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)

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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

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 〇

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/参考文献

【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

試験・レポート等のフィードバック
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。

成績評価方法および評価基準 筆記テスト

履修する上での要求事項・注意事項 特になし

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 循環器系疾患

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第2回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 血液・造血器系疾患

学修内容・学
修方法

貧血、白血病、悪性リンパ腫について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第3回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 呼吸器系疾患

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第4回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 消化器系疾患

学修内容・学
修方法

胃、食道、腸の主要な疾患について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第5回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 肝、胆のう、膵疾患

学修内容・学
修方法

肝、胆のう、膵の主要な疾患について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第6回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 腎、尿路系疾患、生殖器系疾患

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第7回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 内分泌系疾患

学修内容・学
修方法

下垂体、副腎、甲状腺の主要な疾患について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第8回 担当教員・　 塚本　利朗

教員メッセージ 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

授業計画表
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テーマ 脳神経系および筋肉系疾患

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第9回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 骨、関節系疾患

学修内容・学
修方法

骨、関節の主要な疾患について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストの授業範囲ページを読んでおく

第10回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 皮膚疾患総論

学修内容・学
修方法

皮膚の構造と機能、病理、治療について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

皮膚の病気を出来るだけたくさんイメージしておく

第11回 担当教員・　 塚本　利朗

テーマ 皮膚疾患各論

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

皮膚病の患者さんのつらさを具体的に想像してみる

第12回 担当教員・　 山中　正雄

テーマ 精神障害の分類と症状及び発達障害について学ぶ

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

精神疾患の名前をできるだけ多く調べておく

第13回 担当教員・　 山中　正雄

テーマ 統合失調症について学ぶ

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

統合失調症の症状について調べる

第14回 担当教員・　 山中　正雄

テーマ 気分障害について学ぶ

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

なぜ気分が変化するか、調べ、考える

第15回 担当教員・　 山中　正雄

テーマ 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

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

軽い精神障害の名前を調べておく

第16回 担当教員・　

テーマ テスト



2021/09/28 21:32 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=HH200R1&P2=2021&P3=20210… 4/4

学修内容・学
修方法

筆記テスト

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 疾病・治療学Ⅲ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 2

対象年次 2年次

時間数 30時間

授業回数 15回

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 西野　俊宏

平林　尚

倉澤　聡

原　澄子

概要 準備中

ディプロマポリシーとの関連

関連

１．専攻した専門性において、ホリスティック・ナーシングの視点で理論や最新の知見を論理的・倫理的に看護に活用する能力

２．多職種との連携協働を牽引し、看護実践の質向上に指導的役割を果たせる能力

３. 看護の実践や研究における課題解決に向けて、科学的根拠に基づき多角的に取り組む能力

４. 看護現象に高い関心を持ち、看護学の発展に寄与する教育・研究能力

５. 高度看護専門職者として、生涯自己研鑽を継続し、社会に貢献する能力

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 薬理学

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 2

対象年次 2年次

時間数 30時間

授業回数 15回

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 石橋　芳雄

概要
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。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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

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/参考文献

【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）

試験・レポート等のフィードバック 課題提出後、講義のなかで適宜解説する。

成績評価方法および評価基準 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。

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。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 薬理学総論1

学修内容・学
修方法

薬物療法、薬物療法における看護師の役割、チーム医療

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p13ゼミナール　復習と課題

第2回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 薬理学総論２

学修内容・学
修方法

薬力学、薬物動態学、薬物相互作用、副作用

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p23,40,44,48ゼミナール　復習と課題

第3回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 抗感染症薬

学修内容・学
修方法

抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p93ゼミナール　復習と課題

第4回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 抗がん薬

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p108ゼミナール　復習と課題

第5回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 免疫治療薬

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p120,126ゼミナール　復習と課題

第6回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 末梢神経作用薬１

学修内容・学
修方法

自律神経系作用薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p155-156ゼミナール　復習と課題

第7回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 末梢神経作用薬２

学修内容・学
修方法

筋弛緩薬、局所麻酔薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p155-156ゼミナール　復習と課題

第8回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 中枢神経作用薬１

学修内容・学
修方法

全身麻酔薬、催眠薬、抗不安薬、抗精神病薬

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

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p188ゼミナール　復習と課題

第9回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 中枢神経作用薬２

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p188ゼミナール　復習と課題

第10回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 心臓血管系作用薬１

学修内容・学
修方法

抗高血圧薬、狭心症治療薬、心不全治療薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p227-228ゼミナール　復習と課題

第11回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 心臓血管系作用薬２

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p227-228ゼミナール　復習と課題

第12回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 呼吸器・消化器・生殖器に作用する薬物

学修内容・学
修方法

気管支喘息治療薬、消化性潰瘍治療薬、ホルモン関連製剤

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p247-248ゼミナール　復習と課題

第13回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 物質代謝に作用する薬物

学修内容・学
修方法

糖尿病治療薬、甲状腺疾患治療薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p264ゼミナール　復習と課題

第14回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ 皮膚に使用する薬物

学修内容・学
修方法

皮膚科用薬、眼科用薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書p276ゼミナール　復習と課題

第15回 担当教員・　 石橋　芳雄

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

復習とまとめ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

これまでの内容を整理しておく

第16回 担当教員・　

テーマ 筆記試験

学修内容・学
修方法
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 健康教育論Ⅱ（演習）

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 浦橋　久美子

佐藤　壽子

概要
生活の場にいる人々を対象に、対象の価値観や主体性を尊重した健康教育技術を修得するとともに、
集団を対象とした健康教育のプロセスが理解できる。

科目目標
１．対象の生活を把握することができる。
２．対象の生活に即した健康教育を考えることができる

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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

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 〇

テキスト/参考文献

【テキスト】
中村裕美子他編：標準保健師講座　地域看護技術　第2版、医学書院、2009 
【参考文献】
畑栄一他編：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
村嶋幸代他編：最新保健学講座2　公衆衛生看護支援技術　第4版　メヂカルフレンド社　

試験・レポート等のフィードバック
・グループワーク時にコメントをする。
・レポートについては個人にコメントを記載し返却する。
・オフィスアワーで個別に質問等に対応する。

成績評価方法および評価基準 演習後の記録や演習への取り組み状況等を総合的に評価する。

履修する上での要求事項・注意事項 演習では欠席をしないこと

教員メッセージ
1年次に学修した健康教育論Ⅰの応用編です。1年次で学修したことを復習して授業に臨むことを期待
します。
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第1回 テーマ 健康教育とは

学修内容・学
修方法

科目ガイダンス
１．健康教育の目的、対象、方法
２．健康教育のプロセス
３．対象の生活把握のための技術
４．対象と信頼関係を構築するための技術

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第４章Aを予習する。
健康教育論Ⅰを復習する。

第2回 テーマ 健康教育とは

学修内容・学
修方法

科目ガイダンス
１．健康教育の目的、対象、方法
２．健康教育のプロセス
３．対象の生活把握のための技術
４．対象と信頼関係を構築するための技術

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第４章Aを予習する。
健康教育論Ⅰを復習する

第3回 テーマ 健康教育の準備

学修内容・学
修方法

１．演習オリエンテーション
２．対象の生活把握のための準備
①計画立案
②ロールプレイ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第４章Aを予習する。

第4回 テーマ 健康教育の準備

学修内容・学
修方法

１．演習オリエンテーション
２．対象の生活把握のための準備
①計画立案
②ロールプレイ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第４章Aを予習する。

第5回 テーマ 健康教育の準備

学修内容・学
修方法

１．演習オリエンテーション
２．対象の生活把握のための準備
①計画立案
②ロールプレイ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第４章Aを予習する。

第6回 テーマ 健康教育の実際①

学修内容・学
修方法

１．対象の生活把握の実際
２．実際の振り返り

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第１～5回を復習する。
 
 

第7回 テーマ 健康教育の実際①

学修内容・学
修方法

１．対象の生活把握の実際
２．実際の振り返り

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第１～5回を復習する。
 
 

第8回 テーマ 健康教育の実際①

学修内容・学
修方法

１．対象の生活把握の実際
２．実際の振り返り

教員連絡先・オフィスアワー 浦橋久美子：urahashi@saniku.ac.jp 
佐藤壽子：tsato@saniku.ac.jp

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第１～5回を復習する。
 
 

第9回 テーマ 教育媒体（教材）

学修内容・学
修方法

１．教育媒体とは
２．健康教育における教材
３．教材の選定

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第6章Cを予習する

第10回 テーマ 健康教育の展開過程

学修内容・学
修方法

１．健康教育の企画書、指導案の作成 
２．健康教育の実施
３．健康教育の評価
４．健康教育参加者のフォロー

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書6章Dを予習する

第11回 テーマ 健康教育の実際②

学修内容・学
修方法

１．演習オリエンテーション
２．企画書作成
３．指導案作成
４．紙上シミュレーション

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第9・10回の復習をする。

第12回 テーマ 健康教育の実際②

学修内容・学
修方法

１．演習オリエンテーション
２．企画書作成
３．指導案作成
４．紙上シミュレーション

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第9・10回の復習をする。

第13回 テーマ 健康教育の実際②

学修内容・学
修方法

１．演習オリエンテーション
２．企画書作成
３．指導案作成
４．紙上シミュレーション

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第9・10回の復習をする。

第14回 テーマ 健康教育の実際②

学修内容・学
修方法

１．演習オリエンテーション
２．企画書作成
３．指導案作成
４．紙上シミュレーション

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第9・10回の復習をする。

第15回 テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

看護職が行う健康教育の意義

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テーマについての自分の意見をまとめておく。

第16回 テーマ 筆記試験

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）
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シラバス参照

講義名 保健統計演習

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2年次

時間数 15

授業回数 15

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 篠原　清夫

概要

本演習は1年次の「統計学」で学んだ理論を踏まえ、保健師として必要な統計学的知識と技能を身に
つけることを目的とする。コンピュータを使用して実際にデータ処理を行うことで記述統計学につい
ての理解を深め、さらに保健医療情報を扱う際に必要な推測統計学を用いて質的・量的変数の統計的
分析方法の基礎を習得する。

科目目標
1.保健統計の基本的考え方を習得し、データ分析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PCを用いて様々なデータ分析を行うことで、統計的手法の理解度を確認する。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

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 〇

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献

【テキスト】
①篠原清夫ほか『社会調査の基礎』弘文堂．（1年次に使用）
②中山和弘ほか，系統看護学講座『看護情報学』医学書院.（1年次に使用）

【参考文献】
授業中、適宜紹介する。

試験・レポート等のフィードバック 定期試験については解答例と配点を掲示し、レポートについては必要に応じコメントする。

成績評価方法および評価基準 本演習は、定期試験(80%)・課題レポート(10%)・受講態度(10%)により評価する。

履修する上での要求事項・注意事項 【履修の注意点】保健師課程を希望する学生は必ず履修する必要がある（注：単位取得ができても、
必ずしも保健師課程に進めるわけではない）。ただし看護師課程を目指す学生も選択科目として履修
することが可能である。
【授業の注意点】

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ データの特質

学修内容・学
修方法

統計学で用いる数学の基礎やデータの特質について理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.189-199を読んでおく。

第2回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 代表値

学修内容・学
修方法

最頻値、中央値、平均値（算術平均・幾何平均）の特徴を学び計算する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.204-207、p.209を読んでおく。

第3回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 散布度（1）

学修内容・学
修方法

散布度である範囲、四分位範囲、分散の理論について理解し、計算する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.210-213を読んでおく。

第4回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 散布度（２）

学修内容・学
修方法

分散と標準偏差の関係、変動係数の使い方について理解し、計算する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

前回の散布度の復習をするとともに、テキスト①p.214を読んでおく。

第5回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 分布のしかた

学修内容・学
修方法

正規分布について理解を深め、分布の歪みを知る方法について学び、分析する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.216-219を読んでおく。

第6回 担当教員・　

テーマ 代表値・散布度・分布の仕方の具体事例分析

学修内容・学
修方法

これまで学んだ代表値・散布度・分布のしかたに関する計算し、解釈する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

データベースから代表値・散布度・歪みについて復習しておく。

第7回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 推定の理論

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.226-229を読んでおく。

授業時にはPCを持参すること。連続性がある演習なので、原則的に欠席が3回以上ある場合は定期試
験を受ける資格がなくなるので注意してほしい。

教員メッセージ
テキストを活用してPCで復習することにより理解が深まるので、自己学習に積極的に取り組んでほし
い。

教員連絡先・オフィスアワー
大多喜キャンパス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

授業計画表
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第8回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 相関係数

学修内容・学
修方法

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し、分析する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.162-167、およびp.230-232を読んでおく。

第9回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 検定の理論

学修内容・学
修方法

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.222-225を読んでおく。

第10回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ クロス集計

学修内容・学
修方法

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し、分析する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.158-161、およびp.238を読んでおく。

第11回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 関連の指標

学修内容・学
修方法

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分析する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.239-241を読んでおく。

第12回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 平均値の差の検定（１）

学修内容・学
修方法

量的変数と質的変数間の関連性を知るためのt検定を行う。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.242-244を読んでおく。

第13回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 平均値の差の検定（２）

学修内容・学
修方法

3つ以上の平均値の差の検定である一元配置分散分析を行う。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.244-245を読んでおく。

第14回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 回帰分析の基礎

学修内容・学
修方法

回帰分析の理論について理解し、その数値の意味を知り、分析する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト①p.252-256を読んでおく。

第15回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 多変量解析の考え方

学修内容・学
修方法

多変量解析の重回帰分析、因子分析、クラスター分析の理論について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

多変量解析が用いられている研究論文を探しておく。

第16回 担当教員・　 篠原　清夫
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テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 ヘルスアセスメント

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2年次

時間数 30時間

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 遠田　きよみ

玉那覇　文美

近藤　かおり

安ケ平　伸枝

概要

健康状態を把握するための看護専門職によるヘルスアセスメント技術の基本を修得し、正確なアセス
メント(正常・異常の判別)ができるようになることを目標とする。看護師が行うフィジカルアセスメ
ントの意義・目的と基本的なヘルスアセスメント(健康歴の聴取とフィジカルアセスメントを行うた
めの基本的知識)について学修、バイタルサインについての知識・技術、そして系統的なフィジカル
アセスメントの技術を演習を通して身につける。

科目目標

１．ヘルスアセスメントの意義・目的を確認し理解する。
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、学修・演習において誠実で責任感のある看
護職者としての態度を身につける。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

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/参考文献
横山美樹（2019）はじめてのフィジカルアセスメント,メヂカルフレンド社.
ナーシングスキル（映像教材）※該当箇所は授業で提示する。

試験・レポート等のフィードバック 実技については技術チェック時にフィードバックします。
単元ごとのリフレクションにコメントを返します。
筆記テスト、実技テストの結果については個別に対応します。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 遠田　きよみ
対面

テーマ ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝﾄの意義と目的
ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝﾄの基本的診察技術

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書序章を読み、授業後ノートにまとめる

第2回 担当教員・　 遠田　きよみ
対面

テーマ ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの基本的測定方法

学修内容・学
修方法

・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
・ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの測定方法 　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第1章ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝのｱｾｽﾒﾝﾄを読みノートにまとめる

第3回 担当教員・　 遠田　きよみ
玉那覇　文美
安ケ平　伸枝
近藤　かおり
対面

テーマ ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの基本的測定方法

学修内容・学
修方法

[演習1] ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの測定と記録

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

バイタルサインの測定技術（体温、脈拍、呼吸、血圧）を練習してくる。

第4回 担当教員・　 遠田　きよみ
対面

テーマ 第4章　胸部・呼吸器系のｱｾｽﾒﾝﾄ

学修内容・学
修方法

胸部・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　　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第4章胸部・呼吸器系のｱｾｽﾒﾝﾄを読みノートにまとめる

第5回 担当教員・　

成績評価方法および評価基準
事前学習課題（5％）、実技予習クイズ（ナーシングスキル）（5％）、演習課題の提出を含む単元ご
とのリフレクション（10％）、筆記テスト（40％）、実技テスト（40％）
以上の総合点で評価する。

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が必要な科目です。そのため教科書および事前学習を基
に単元の予習をしてくること。
　※授業の復習ノートは課題として課さないが、自分で作って学修を重ねることを強くお勧めする。
２．この科目に合格することは基礎看護学実習Ⅱの履修要件となってます。
３．各演習前に技術の練習とナーシングスキルのクイズが100％になるまで取り組みをしたうえで演
習に参加すること。
４．演習内容にふさわしい服装・態度で参加すること。
５．演習時に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取り合格するまでチェックを
受けること。

教員メッセージ
予習・復習・技術の練習を前提とし、主体的な学習を期待しています。
基礎看護学実習Ⅱで、ここで学んだ技術を用いて患者さんから情報をいただき、
アセスメントし、看護につなげる自分をイメージして、取り組んでいきましょう！

教員連絡先・オフィスアワー

初回授業時に提示する。
オフィスアワーを希望する場合、事前にメールで連絡をしてください。

科目責任者　endak@saniku.ac.jp(遠田）

教員の実務経験
10年間のヘルスアセスメントの演習を担当している。
そのうち、3年間はオムニバスで授業を担当している。

授業計画表
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遠田　きよみ
玉那覇　文美
近藤　かおり
安ケ平　伸枝
対面

テーマ 第4章　胸部・呼吸器系のｱｾｽﾒﾝﾄ

学修内容・学
修方法

[演習2] 呼吸器系のフィジカルｱｾｽﾒﾝﾄ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

肺の位置、胸部の打診、聴診、横隔膜の可動域の測定技術について練習してくる。

第6回 担当教員・　 遠田　きよみ
対面

テーマ 第5章　心臓・循環器系のアセスメント

学修内容・学
修方法

心臓・循環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　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第5章　胸部・心臓・循環器系のｱｾｽﾒﾝﾄを読みノートにまとめる　

第7回 担当教員・　 玉那覇　文美
遠田　きよみ
近藤　かおり
安ケ平　伸枝
対面

テーマ 第5章　心臓・循環器系のアセスメント

学修内容・学
修方法

[演習3]心臓・血管系のフィジカルｱｾｽﾒﾝﾄ
※フィジコを活用した演習

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

血圧測定、蝕知できる動脈の確認、心音の聴診と部位を確認する技術の練習をしてくる。

第8回 担当教員・　 近藤　かおり
対面

テーマ 第6章　腹部・消化器系のアセスメント

学修内容・学
修方法

腹部・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　　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第6章腹部・消化器系のｱｾｽﾒﾝﾄを読みノートにまとめる

第9回 担当教員・　 近藤　かおり
遠田　きよみ
玉那覇　文美
安ケ平　伸枝
対面

テーマ 第6章　腹部・消化器系のアセスメント

学修内容・学
修方法

［演習4］消化器系のフィジカルｱｾｽﾒﾝﾄ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

腹部の聴診・打診・触診の技術を練習してくる。

第10回 担当教員・　 玉那覇　文美
対面

テーマ 第7章　筋・骨格系のアセスメント

学修内容・学
修方法

筋・骨格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　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第7章筋・骨格系のｱｾｽﾒﾝﾄを読みノートにまとめる

第11回 担当教員・　 玉那覇　文美
対面

テーマ 第8章　脳・神経系のアセスメント

学修内容・学
修方法

脳・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
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第8章脳・神経系のｱｾｽﾒﾝﾄを読みノートにまとめる

第12回 担当教員・　 遠田　きよみ
玉那覇　文美
近藤　かおり
安ケ平　伸枝
対面

テーマ 第7章　筋骨格系のアセスメント/第8章　脳神経系のアセスメント

学修内容・学
修方法

［演習５］筋骨格・神経系のフィジカルｱｾｽﾒﾝﾄ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

筋骨格系：MMTの測定方法、角度計を使用したROMの測定方法を練習してくる。
脳神経系：意識レベル（JCS/GCS)、反射（瞳孔・腱反射）の測定技術について確認・練習してくる。

第13回 担当教員・　 近藤　かおり
対面

テーマ 第2章　頭部・顔面・頸部（ﾘﾝﾊﾟ系を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　
第3章　眼・耳・鼻・口腔のｱｾｽﾒﾝﾄ

学修内容・学
修方法

第2章　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　　　　　　　
第3章　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　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第2・3章頭部・顔面・頸部/眼・耳・鼻・口腔を読みノートにまとめる

第14回 担当教員・　 近藤　かおり
遠田　きよみ
玉那覇　文美
安ケ平　伸枝
対面

テーマ 第2章　頭部・顔面・頸部（ﾘﾝﾊﾟ系を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　
第3章　眼・耳・鼻・口腔のｱｾｽﾒﾝﾄ

学修内容・学
修方法

[演習6] 頭部・顔面・頸部

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

10つの頭頚部のリンパ節について名前と部位が確認できるよう予習してくる。
甲状腺の視診と触診の方法を甲状腺の位置と触診の手技を予習してくる。

第15回 担当教員・　 遠田　きよみ
玉那覇　文美
近藤　かおり
安ケ平　伸枝
※リモート演
習

テーマ [演習7]事例演習
　　　　

学修内容・学
修方法

グループワーク　シミュレーション学修
事前に配布された事例を読み、系統的フィジカルアセスメントを実践する。
A/Bに分かれ、フィジカルアセスメントの問診技術を体験する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前に配布された事例を読み、事例の患者にどのようなフィジカルアセスメントが必要か、どのような方
法・順番で実施すべきかグループで検討し、リモート上の患者に実践する。

第16回 担当教員・　 遠田　きよみ
対面（9月）

テーマ 筆記テスト

学修内容・学
修方法

これまでの学びを振り返り、ヘルスアセスメントにかかわる知識を確認する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第17回 担当教員・　 遠田　きよみ
近藤　かおり
安ケ平　伸枝
対面（9月：
東京）

テーマ 実技テスト

学修内容・学
修方法

これまでの技術を振り返り、血圧測定と系統別アセスメントのうち指定された技術を時間内に実施し
アセスメントを述べる。
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 診療の援助技術論Ⅰ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2年次

時間数 30

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 山口　道子

玉那覇　文美

竹上　三恵

概要

対象者が安全、安楽に診療・治療を受けられるよう、診療・治療の目的を理解し、その効果を上げる
ため援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診療の援助に関する概念や理
論および技術を学ぶ。看護技術概論および生活行動援助論Ⅰ、Ⅱを学修した上に積み上げて学習する
科目であり、看護専門職者として診療の補助を行う際に必要となる知識・技術・態度について、理論
や概念をとらえ、基礎的な看護技術である酸素吸入やネブライザー、吸引などの呼吸援助技術、経鼻
経管栄養法や検査について学ぶ。これらの技術は小グループに分かれ、演習用のモデルやEラーニン
グによる動画コンテンツを利用し、繰り返し練習を積み重ね技術の向上を図る。技術実施前にはクイ
ズなどを行い、知識の確認を行い、さらに事例学修などを通して、診療・治療を受ける対象者を理解
し、看護者としての役割を認識し、技術を修得できることをねらいとしている。

科目目標

１．診療や治療を受ける対象者の気持ちを理解し、診療・治療における看護者の役割を理解する。
２．診療や治療の援助に必要な理論・技術・態度を理解し、基礎的看護技術を習得する。
３．診療や治療・検査を受ける患者の気持ちを理解し、専門職者として身につけるべき看護技術につ
　　いて考え、実施した看護技術を振り返ることができる。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

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 〇

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

準備学習
・人体の構造と機能（呼吸器・消化器）
・看護過程の基礎（特に情報収集・アセスメント）について
・薬物の体内動態について

テキスト/参考文献 〔テキスト〕
　　志自岐康子編：ナーシンググラフィカ　基礎看護技術，　MCメディカ出版，

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 治療・処置時の患者の理解と看護者の役割

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク〕
　・治療・処置における患者の理解と看護者の役割を学ぶ。
　・特定行為について概要を学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・教科書P390～391を読み内容を理解しておく。
　・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）。

第2回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 呼吸を楽にする技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ビデオ視聴・ナーシングスキル学習〕
　・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・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。
　・ナーシングスキルの呼吸援助における技術を学習しておく。
　

第3回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 呼吸を楽にする技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ビデオ視聴・ナーシングスキル学習〕
　・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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・ナーシングスキルを用い、事前に手技と実施手順の確認を行っておく。
　・ナーシングスキルの呼吸援助に関するクイズを実施しておく。

第4回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 呼吸を楽にする技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ビデオ視聴・ナーシングスキル学習〕
　・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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・ナーシングスキルの呼吸援助技術に関する実技の実施手順を確認しておく。
　・ナーシングスキルの呼吸援助技術に関するクイズを実施しておく。

第5回 担当教員・　 山口　道子
竹上　三恵

テーマ 呼吸を楽にする技術

〔参考文献〕　
　・看護がみえる②臨床看護技術，メディックメディア，2020．
　・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.　　

試験・レポート等のフィードバック

・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：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：個別面談により評価を行い、復習が必要なポイントを伝える。

成績評価方法および評価基準
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、まとめ筆記テストにより総合
的に評価する。ただし、まとめ筆記テストは60％以上で合格となる。

履修する上での要求事項・注意事項

クイズやレポート、グループワークの多いクラスです。主体的な学びを通して看護技術を学修してい
ただきます。講義や演習での積極的な参加態度や発言が求められます。能動的な学習態度で参加でき
るよう、既習科目である、人体の形態と機能との関連付けや、予習復習による自己学習をしてクラス
に臨んでください。

教員メッセージ
看護技術には、解剖生理の理解も必要です。
根拠に基づく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。

教員の実務経験 本科目は実務経験のある教員が担当しています。

授業計画表
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学修内容・学
修方法

〔演習〕A・Bに分かれる
　・吸引の援助技術を学ぶ。
　・ナーシングスキルを用い、手順を学習する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・ナーシングスキルを用い、事前に手技と実施手順の確認を行っておく。
　・ナーシングスキルの酸素吸入、吸引、薬剤吸入の技術に関するクイズを実施しておく。

第6回 担当教員・　 山口　道子
竹上　三恵

テーマ 呼吸を楽にする技術

学修内容・学
修方法

〔演習〕A・Bに分かれる
　・吸引の援助技術を学ぶ。
　・ナーシングスキルをを用い、手順を学習する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・ナーシングスキルを用い、事前に手技と実施手順の確認を行っておく。
　・ナーシングスキルの酸素吸入、吸引、薬剤吸入の技術に関するクイズを実施しておく。

第7回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 検査を安全かつ正確に行う技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ナーシングスキル学習〕
　・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。　　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・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）。
　・ナーシングスキルの検査に関する手技と実施手順の確認を行っておく。
 

第8回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 検査を安全かつ正確に行う技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ナーシングスキル学習〕
　・事例を用いて検査を受ける対象への看護の役割を学ぶ。
　・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。
　・ナーシングスキルを用いて、検査の概要を確認する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・事例課題学習
　・ナーシングスキルを用いて、検査概要の確認とクイズを実施しておく。

第9回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 検査を安全かつ正確に行う技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ナーシングスキル学習〕
　・事例を用いて検査を受ける対象への看護の役割を学ぶ。
　・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。
　・ナーシングスキルを用いて、検査の概要を確認する。
　・グループワークでの事例課題学習発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・事例課題学習
　・ナーシングスキルを用いて、検査概要の確認とクイズを実施しておく。

第10回 担当教員・　 山口　道子
玉那覇　文美
竹上　三恵

テーマ 検査を安全かつ正確に行う技術

学修内容・学
修方法

〔ビデオ視聴・ナーシングスキル学習〕
　・採血の実際と援助方法を学ぶ。
〔演習〕A・Bに分かれる
　・導尿の基礎的技術を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・ナーシングスキルを用いて、採血の手技、根拠、手順を学習し理解して演習に参加する。
　・ナーシングスキルを用いて、クイズを実施しておく。
　・導尿と採血の課題レポートの実施と提出。

第11回 担当教員・　 山口　道子
玉那覇　文美
竹上　三恵

テーマ 検査を安全かつ正確に行う技術
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学修内容・学
修方法

〔ビデオ視聴・ナーシングスキル学習〕
　・導尿の実際と援助方法を学ぶ。
〔演習〕A・Bに分かれる
　・採血の基礎的技術を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・ナーシングスキルを用いて、採血の手技、根拠、手順を学習し理解して演習に参加する。
　・ナーシングスキルを用いて、クイズを実施しておく。

第12回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 検査を安全かつ正確に行う技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ナーシングスキル学習〕
　・事例を用いて検査を受ける対象への看護の役割を学ぶ。
　・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。
　・ナーシングスキルを用いて、検査の概要を確認する。
　・グループワークでの事例課題学習発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・事例課題学習
　・ナーシングスキルを用いて、検査概要の確認とクイズを実施しておく。

第13回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 検査を安全かつ正確に行う技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ナーシングスキル学習〕
　・事例を用いて検査を受ける対象への看護の役割を学ぶ。
　・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。
　・ナーシングスキルを用いて、検査の概要を確認する。
　・グループワークでの事例課題学習発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・事例課題学習
　・ナーシングスキルを用いて、検査概要の確認とクイズを実施しておく。

第14回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 栄養摂取を促す技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ナーシングスキル動画視聴〕
　・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・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）。
　・ナーシングスキルの経鼻経管栄養の看護の実際を学習しておく。
　・ナーシングスキルの経鼻経管栄養の看護についてクイズを実施しておく。

第15回 担当教員・　 山口　道子

テーマ 与薬を安全かつ正確に行う技術

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク・ナーシングスキル学習〕
　・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）　
　・ナーシングスキルを用いて与薬に関する知識の確認を行う。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　・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。
　・ナーシングスキルを用いて与薬に関する技術のクイズを実施しておく。

第16回 担当教員・　 山口　道子

テーマ まとめの筆記テスト

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 基礎看護学実習Ⅱ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 2

対象年次 2

時間数 90

授業回数 45

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 後藤　佳子

玉那覇　文美

近藤　勇美

遠田　きよみ

山口　道子

柏木良幸

概要

2年次に開講されるこの科目では、入院患者を受け持ち、日常生活援助の必要な対象の健康問題を、
看護過程の展開を通して解決するプロセスを学修する。日常生活の援助では、既習の看護技術概論や
看護技術各論の知識・技術を実践の場で統合し、健康回復への援助のあり方を学修する。また、実習
を通して看護者としてのふさわしい態度を養う。
本科目は、基礎看護学実習Ⅰ、看護学概論、看護技術の基礎、生活行動援助論Ⅰ、生活行動援助論
Ⅱ、診療の援助技術論Ⅰ、ヘルスアセスメント、看護過程の基礎の単位を取得していることが履修要
件となる。

科目目標

【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。 

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 後藤　佳子
遠田　きよみ
玉那覇　文美
山口　道子
小川　真奈美

学修内容・学
修方法

【実習内容】
１．事前にシミュレーション実習（12月）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．オリエンテーション前課題・実習前課題（看護過程展開用事例1例、事例に基づいたバイタルサインの
実技テスト、実習病棟別疾患レポート）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。
 
【実習方法】
１．実習オリエンテーションの前に2021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．実習前シミュレーション実習を行い、バイタルサインの実技、日常生活援助が実施する。
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。

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

準備学習
・バイタルサイン測定課題、バイタルサイン実技テストへの合格、決められた事例の看護過程展開、
　実習病棟の代表疾患の調べ学習、一部記録物の作成など。
・3回の実習オリエンテーションへの参加。

テキスト/参考文献

１）NANDA－I 看護診断　定義と分類2018－2020, 医学書院, 2018.
２）小田正枝編：ロイ適応看護理論の理解と実践第2版, 医学書院, 2016. 
３）志自岐康子他編：基礎看護学③基礎看護技術, メディカ出版, 2019.
４）井上智子・佐藤千史：疾患別看護過程, 医学書院, 2015．
５）井上智子・佐藤千史：対象別看護過程, 医学書院, 2015．
６）看護がみえる①, 基礎看護技術, メディックメディア, 2018．
７）看護が見える②, 臨床看護技術, メディックメディア, 2020．
８）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
９）野中廣志著：看護に役立つ検査事典, 照林社, 2015．
10）江口正信他：検査値早わかりガイド, サイオ出版, 2014．

試験・レポート等のフィードバック

・実習前課題：各自にコメントを付けフィードバックを行う。
・実習中の日々の記録、ケアの方法、看護過程記録課題は、実習担当教員、実習指導看護師が随時コ
メントを付け返却、または個別に対面での指導を実施する。
・実習の最終まとめ課題は、対面で記録仕上げの指導を数回実施し、その後内容についてのコメント
を記載しフィードバックを行う。

成績評価方法および評価基準

評価表に基づき、評価基準を設けている。この評価表に基づき、実習での取り組みや態度、課題・レ
ポート内容、カンファレンスでの発言や参加状況などにより総合的に評価する。評価は中間評価にて
中間時点での実習への取り組みに対し評価を行い、後半の実習への課題を明確にし、最終評価に繋げ
る。中間評価、最終評価ともに自己評価も行い、自己を客観的に評価できる力も養う。

履修する上での要求事項・注意事項

実習は事前の準備がとても重要です。具体的に何を行うのか、どのようなケアを実施するのか、とい
うことをきちんとイメージし、決められた課題などに丁寧に取り組み、実習準備をすることが重要で
す。オリエンテーションへの積極的態度での参加、実習中の時間厳守、課題提出期限の順守、グルー
プメンバーとの協働がとても重要ですので、これらのことに留意し履修してください。

教員メッセージ
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 yamaguchi_m@saniku.ac.jp
オフィスアワー：オリエンテーション時に発表する

授業計画表

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 家族看護学

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2年次

時間数 15時間

授業回数 8回

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 鈴木　美和

概要

　家族看護学の定義と特性を学び、看護における家族の捉え方や家族を理解する理論を学ぶ。
　家族を単位とした家族看護のアセスメント、診断、計画、実践と評価の過程について学ぶ。
　慢性疾患をもつ患者家族・高齢者の介護や終末期の患者の家族、救急・集中治療を受けている患者
の家族などの支援について学ぶ。

科目目標

１．看護の対象としての家族について説明できる。
２．家族看護の定義と特性を説明できる。
３．家族の健康、発達課題について理解し、地域特性から受ける影響を説明できる。
４．家族を理解するための理論について説明できる。
５．家族を対象とした看護過程を展開するためのアセスメント、目標設定、計画立案、実施・評価の
概要を説明
　　できる。
６．患者と家族を1単位として支援するための知識・技術・態度を説明できる。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献 法橋　尚宏：新しい家族看護学―理論・実践・研究 単行本, メヂカルフレンド社,2010.

試験・レポート等のフィードバック 試験結果の返却

成績評価方法および評価基準 定期試験　60％、提出物　30％、授業参加　10％

教員連絡先・オフィスアワー 鈴木美和　suzuki.miwa@saniku.ac.jp

授業計画表

 CampusPlan Web Service
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第1回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 地域包括ケアシステムにおける看護の対象としての家族

学修内容・学
修方法

1）看護の対象としての家族の定義を述べる。
2）我が国の家族の動向～これまでの家族・現在・これからの家族について説明できる。
3）地域包括ケアシステムの中で生活する家族の位置づけを説明できる。
4）地域包括ケアシステムの中での家族とその健康について関係を述べることができる。

第2回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 家族の構造的側面

学修内容・学
修方法

1）家族の役割について述べることができる。
2）家族のコミュニケーションと情緒関係について説明できる。
3）家族の価値について説明できる。
4）家族の意思決定の重要性を説明できる。

第3回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 家族の機能的側面

学修内容・学
修方法

1）家族のヘルスケア機能について説明できる。
2）家族の情緒的安定機能について説明できる。
3）家族の社会科機能について説明できる。
4）家族の経済機能について説明できる。
5）家族の生殖機能について説明できる。

第4回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 健康な家族と家族看護学の意義

学修内容・学
修方法

1）健康な家族の定義を述べることができる。
2）健康な家族の特徴を説明できる。
3）家族看護学の定義を述べることができる。
4）家族看護学の意義を述べることができる。

第5回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 家族を理解するための理論

学修内容・学
修方法

1）家族システム理論を説明できる。
2）家族発達理論を説明できる。
3）家族ストレス対処理論を説明できる。

第6回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 家族の発達課題と健康課題

学修内容・学
修方法

1）新婚期の健康課題を説明できる。
2）養育期の健康課題を説明できる。
3）教育期の健康課題を説明できる。
4）分離期の健康課題を説明できる。
5）成熟期の健康課題を説明できる。

第7回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 家族看護過程

学修内容・学
修方法

1）家族看護モデルを説明できる。
2）家族看護過程の特徴を説明できる。
3）家族アセスメントを事例を通して実施できる。
4）家族看護過程の重要性を述べることができる。

第8回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ 家族と看護職者のパートナーシップ

学修内容・学
修方法

1）家族と看護職者のパートナーシップについて述べることができる。
2）家族とのパートナーシップを形成するため必要な知識・技術について述べることができる。
3）家族とのパートナーシップを形成するために必要な看護職者の態度について述べることができる。

第9回 担当教員・　 鈴木　美和 教室 教室未定

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 在宅看護論Ⅰ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 2

対象年次 2年次

時間数 30時間

授業回数 15回

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 鈴木　美和

夏目　昌信

小田　朋子

概要

　在宅看護の歴史や在宅看護が必要とされる社会的な背景をふまえ、在宅看護の概念と対象、活動の
場および特徴を理解する。また、医療管理を必要とする療養者とその家族の生活支援の方法と技術を
学ぶ。特に、在宅看護の対象である療養者とその家族の望む療養生活を実現するための訪問看護師の
活動を理解する。また、療養者とその家族が主体的に生活できることを目的とした自立支援を具体的
に学ぶ。

科目目標
１．在宅看護の歴史や在宅看護が必要とされる社会的な背景をふまえ、在宅看護の概念と対象、活動
の場および制度や特徴を理解できる。
２．医療管理を必要とする療養者とその家族の生活支援の方法と技術について理解できる。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献
臺 有桂他編：地域療養を支えるケア (ナーシング・グラフィカ在宅看護論①),第６版第１刷,メディ
カ出版,2019.

試験・レポート等のフィードバック 中間試験の解説、課題の返却

成績評価方法および評価基準
課題および試験によって授業終了後に総合的に評価する。
１．試験　70点（中間、定期試験）、２．課題（自宅の見取り図作成）20点、３．授業態度　10点

教員連絡先・オフィスアワー 鈴木美和　suzuki.miwa@saniku.ac.jp

授業計画表
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第1回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅看護の概念

学修内容・学
修方法

１．日本の在宅看護の歴史と現状
２．地域療養を支える看護
３．在宅看護の倫理と基本理念
４．在宅ケアと在宅看護について　

第2回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅療養者と家族の支援①

学修内容・学
修方法

１．訪問看護の対象者
２．在宅看護の対象と在宅療養の成立要件
３．在宅療養者への看護活動　　

第3回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅療養者と家族の支援②

学修内容・学
修方法

１．在宅看護と家族
２．家族介護者の個別性に応じた支援

第4回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅療養を支える看護

学修内容・学
修方法

１．訪問看護の特徴
２．在宅ケアを支える訪問看護ステーション
３．訪問看護の実践
４．訪問看護の記録　

第5回 担当教員・　 小田　朋子

テーマ 在宅ケアを支える制度と社会資源

学修内容・学
修方法

１．社会資源の活用
２．在宅ケアを支える制度と社会資源
３．高齢者を支える制度と社会資源
４．障害者の在宅療養を支える制度と社会資源
５．在宅難病療養者を支える制度と社会資源
６．子どもの在宅療養を支える制度と社会資源
７．在宅療養者の権利を擁護する制度と社会資源　

第6回 担当教員・　 夏目　昌信

テーマ 在宅ケアのマネジメントと関係機関・関係職種間の連携①
 

学修内容・学
修方法

１．在宅ケアとマネジメント
２．在宅ケアにおける関係機関・関係職種との連携・協議

第7回 担当教員・　 夏目　昌信

テーマ 在宅ケアのマネジメントと関係機関・関係職種間の連携②
 

学修内容・学
修方法

１．地域包括ケアシステムと在宅ケア
２．在宅ケアと危機管理

第8回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 第１回から第７回までの授業内容のまとめ
（中間テストと解説）　
自宅の見取り図作成

学修内容・学
修方法

第9回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅における援助技術①

学修内容・学
修方法

１．食の援助（食のアセスメント、援助の実際と技術、在宅経管栄養法、胃瘻、在宅中心静脈栄養法）　

第10回 担当教員・　 小田　朋子

テーマ 在宅における援助技術②

学修内容・学
修方法

１．排泄の援助（排泄のアセスメント、援助の実際と技術）
２．移動の援助（移動のアセスメント、援助の実際と技術）

第11回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅における援助技術③
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学修内容・学
修方法

１．清潔の援助（清潔のアセスメント、援助の実際と技術）
２．呼吸の援助（呼吸のアセスメント、援助の実際と技術）

第12回 担当教員・　 夏目　昌信

テーマ 訪問看護活動の実際

学修内容・学
修方法

１．訪問看護ステーションの活動
２．訪問事例の紹介
３．訪問看護ステーションの看護師の役割　

第13回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅における援助技術④

学修内容・学
修方法

１．感染予防のための援助（在宅ケアと感染症、感染症への対応）
２．体温を安全に保つ技術（安全管理とアセスメント、援助の実際と技術）

第14回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅における援助技術⑤

学修内容・学
修方法

１．体位を安全に保つ援助（褥瘡の予防とケア、良肢位の保持）
２．その他の医療的援助と技術（服薬管理、インスリン自己注射、在宅CAPD）　

第15回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 在宅における援助技術⑥
 

学修内容・学
修方法

ターミナル期の援助（疼痛コントロール、ターミナル期のケア）

第16回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 試験

学修内容・学
修方法

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

第1回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ 科目についてのオリエンテーション
慢性期とケア

講義名 慢性期看護論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 2

対象年次 2

時間数 60

授業回数 30

選択必修 必修

 

所属名称 ナンバリングコード

 

担当教員

氏名

◎ 今野　玲子

近藤　かおり

市川　光代

 

概要
成人期・老年期の慢性的経過をたどる健康障害の特徴と治療経過、患者・家族の特徴と課題、病いと
ともに生活する人々が直面する思いや困難を理解し、長期にわたり生活の場で療養生活を送る対象者
へのセルフケアを伴う社会生活を支える看護実践とその看護展開方法を学ぶ。

科目目標

１．慢性疾患の特徴と治療経過について説明できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．慢性疾患をもつ人の病態をふまえ、病いと共に生活人々が直面する困難や思いについて思索を深
める。
３．急性増悪の誘因を理解し、対象者がとるべき予防的対応について説明できる。
４．主な慢性疾患において必要とされる支援の特徴を理解し、対象者とその家族のQOLを高められる
ようにセルフケアの支援について説明できる。　

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

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/参考文献

系統看護学講座 成人看護学(2)呼吸器 (3)循環器（4）血液・造血器 (5)消化器 (6)内分泌・代謝
(7)脳・神経(8)腎・泌尿器　(11)アレルギー 膠原病 感染症
系統看護学講座　別巻　がん看護学
小田正枝編集： ロイ適応看護理論の理解と実践　第2版,　医学書院
NANDA-I 看護診断定義と分類，医学書院

試験・レポート等のフィードバック
筆記テストの試験問題は返却しませんが、採点後に閲覧可能な時間を設けます。
レポートは、評価とコメントを付記して返却します。
クイズは採点して返却します。

成績評価方法および評価基準

筆記テスト　　　　　　 ７０％
レポート　　　　　　　 ２０％
クイズ　　　　　　　 　　５％
授業への取り組み　　　 　５％

履修する上での要求事項・注意事項
「人体の形態と機能」をふまえ、「人体の形態と機能」「疾病・治療学」「ヘルスアセスメント」等
と関連づけながら、成人・老年期の看護を学習するので、予習復習を十分に行うこと。

教員メッセージ

慢性的経過をたどる健康障害をもち、長期にわたり病いとともに生活する人々への支援を学ぶ
この科目は、必ず実習に役立ちます。わからなないことをそのままにせず一つ一つ学修を積み上げて
いくこと、他の科目で習ったことと結び付けていくこと、看護の対象者をイメージすることで学びを
深めていきましょう。

教員連絡先・オフィスアワー

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

授業計画表
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学修内容・学
修方法

慢性期の特徴
慢性的経過をたどる健康障害をもつ患者・家族の課題
慢性期看護の基本的アプローチ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「成人の特徴と生活と健康」の慢性期の範囲を読んで復習してくる。

第2回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ 慢性疾患を持ちながら生きるということ

学修内容・学
修方法

病みの軌跡とケア
セルフケアと看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料を読んでくる

第3回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 呼吸器系の障害を有する人への援助

学修内容・学
修方法

慢性閉塞性肺疾患(COPD)で慢性呼吸不全のある患者の看護　※３～４回の２コマ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

呼吸器系の解剖生理、病態について復習してのぞむ

第5回 担当教員・　 今野　玲子
看護過程の事
例展開は今野
他

テーマ 循環器系の障害を有する人への援助

学修内容・学
修方法

慢性心不全患者の看護　※５～９回の５コマ
看護過程の事例展開

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

循環器系の解剖生理、病態について復習してのぞむ

第10回 担当教員・　 近藤　かおり

テーマ 消化器系の障害を有する人への援助

学修内容・学
修方法

胃がんで手術を受けた患者の看護　※１０回～１６回
肝炎・肝硬変のある患者の看護
大腸がんでストーマ造設をした患者の看護
看護過程の事例展開

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

消化器系の解剖生理、病態について復習してのぞむ

第17回 担当教員・　

テーマ 前半の振り返りとまとめ

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第18回 担当教員・　 近藤　かおり

テーマ 腎・泌尿器系の障害を有する人への援助

学修内容・学
修方法

慢性腎臓病、慢性腎不全で透析を必要とする患者の看護　※１８～２０回の３コマ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

腎・泌尿器系の解剖生理、病態について復習してのぞむ

第21回 担当教員・　 今野　玲子
看護過程の展
開は今野他

テーマ 内分泌・代謝系の障害を有する人への援助

学修内容・学
修方法

糖尿病、甲状腺機能障害のある患者の看護　※２１～２６回の６コマ
看護過程の事例展開

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

内分泌・代謝系の解剖生理、病態について復習してのぞむ

第27回 担当教員・　 近藤　かおり

テーマ 身体防御機能の障害を有する人への援助

学修内容・学
修方法

アレルギー、膠原病の患者の看護　　※２７～２８回の２コマ
造血器腫瘍（白血病）の患者の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

免疫、造血器系の解剖生理、病態について復習してのぞむ

第29回 担当教員・　 近藤　かおり
市川　光代

テーマ 脳・神経機能障害を持つ患者の看護

学修内容・学
修方法

パーキンソン病、認知機能障害（アルツハイマー）の患者の看護　※２９～３０回の２コマ
筋委縮性側索硬化症（ALS）の患者の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

脳・神経系の解剖生理、病態について復習してのぞむ

 

ウインドウを閉じる
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講義名 急性期・周手術期看護論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 2

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 近藤　かおり

處　千恵美

今野　玲子

概要

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
期回復のための急性期看護を学ぶ。急性期看護の概念、生命の危機状態にある対象の看護(救急看
護)、手術を受ける対象の看護(周手術期看護)、クリティカルな状態(急性の脳・神経機能障がい、呼
吸機能障がい、循環機能障がい、消化機能障がい)にある対象の看護、化学療法・放射線療法を受け
る対象の看護を含む。

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.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。
５.化学療法・放射線療法を受ける患者の看護を理解する。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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

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/参考文献

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、(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。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 近藤　かおり 教室 教室未定

テーマ 急性期看護の概念

学修内容・学
修方法

オリエンテーション
急性期看護の概念
救急看護の概念

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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

第2回 担当教員・　 近藤　かおり 教室 教室未定

テーマ 生命の危機状態にある対象の看護（救急看護）

学修内容・学
修方法

救急患者の観察とアセスメント

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「救急看護学」4章

第3回 担当教員・　 近藤　かおり 教室 教室未定

テーマ 生命の危機状態にある対象の看護（救急看護）

学修内容・学
修方法

筋骨格系の外傷、熱傷、中毒

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「救急看護学」4章　I
「救急看護学」5章　J,　K

第4回 担当教員・　 近藤　かおり 教室 教室未定

テーマ 生命の危機状態にある対象の看護（救急看護）

学修内容・学
修方法

心肺蘇生法：一次救命処置

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「救急看護学」5章 A

第5回 担当教員・　 近藤　かおり
處　千恵美

教室 教室未定

テーマ 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）

学修内容・学
修方法

術前の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「臨床外科看護総論」第6,7章

第6回 担当教員・　 近藤　かおり
處　千恵美

教室 教室未定

テーマ 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）

学修内容・学
修方法

術前・術中の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「臨床外科看護総論」第3章A,8章

試験・レポート等のフィードバック レポートはコメントを記載して返却、または全体に口頭でフィードバックします。
試験は採点後に閲覧可能な時間を設け、必要箇所の解説をおこないます。

成績評価方法および評価基準 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。

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。
積極的な授業参加を期待しています。

教員メッセージ
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。
講義中の対話を通して、主体的に思考し発言することを望みます。

教員連絡先・オフィスアワー

相談がある場合は、事前にメールでアポイントメントを取ってください。

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。

授業計画表
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第7回 担当教員・　 近藤　かおり
處　千恵美

教室 教室未定

テーマ 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）

学修内容・学
修方法

術中の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「臨床外科看護総論」第3章A,8章

第8回 担当教員・　 近藤　かおり
處　千恵美

教室 教室未定

テーマ 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）

学修内容・学
修方法

術後の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「臨床外科看護総論」第1,9章

第9回 担当教員・　 近藤　かおり
處　千恵美

教室 教室未定

テーマ 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）

学修内容・学
修方法

術後の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「臨床外科看護総論」第9章

第10回 担当教員・　 今野　玲子 教室 教室未定

テーマ 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

学修内容・学
修方法

急性の脳・神経機能障がいのある人の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「救急看護学」第4章D、第5章B
「成人看護学(7)脳・神経」

第11回 担当教員・　 今野　玲子 教室 教室未定

テーマ 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

学修内容・学
修方法

急性の呼吸機能障がいのある人の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「救急看護学」第4章E、第5章C
「(2)呼吸器」

第12回 担当教員・　 今野　玲子 教室 教室未定

テーマ 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

学修内容・学
修方法

急性の循環器障がいのある人の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「救急看護学」第4章F、第5章D
「(3)循環器」

第13回 担当教員・　 今野　玲子 教室 教室未定

テーマ 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

学修内容・学
修方法

急性の消化機能障がいのある人の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「救急看護学」第4章G、第5章E　
「(5)消化器」

第14回 担当教員・　 近藤　かおり 教室 教室未定

テーマ 化学療法・放射線療法を受ける対象の看護

学修内容・学
修方法

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
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「がん看護学」第4章、第5章

第15回 担当教員・　 近藤　かおり 教室 教室未定

テーマ 化学療法・放射線療法を受ける対象の看護

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「がん看護学」第4章、第5章

ウインドウを閉じる
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講義名 回復期（リハビリテーション）看護論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15時間

授業回数 8

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 鈴木　純恵

概要
病気が回復したものの、様々な機能障害が生じた場合には、社会復帰するために多くの支援（医療、
福祉、社会資源）を要するときには、リハビリテーションの視点からアプローチすることは有効であ
る。本科目では、リハビリテーションの概念を理解し、看護の特徴と具体について学ぶ。

科目目標

１．障がいと障がい者をICFモデルの概念から理解する。
２．リハビリテーションの歴史と概念を理解する。
３．リハビリテーション看護の具体を通して特徴を理解する。
４．ＡＤＬとＦＩＭとは何かを理解する。
５．リハビリテーションチームにおける看護職の役割を理解する。
６．ノーマライゼーション、依存と自立とはなにかを理解する。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献

【テキスト】
鈴木純恵/吉田澄恵編：健康危機状況/セルフケアの再獲得、ナーシング・グラフィカ　成人看護学
②、メディカ出版、2018

【参考文献】
授業中に随時紹介する。

成績評価方法および評価基準
各回の予習と講義内容をまとめた小レポート（60％）、最終レポート（40％）で科目の到達度につい
て評価する。

履修する上での要求事項・注意事項
暗記内容と理解の内容があるので、授業でしっかり理解することに重点を置く。授業内容を理解して
いるか、毎回の授業の冒頭で前回の授業の小テストを行い、理解度を確認する。

教員メッセージ 授業で集中して、授業内容を理解するよう習慣づけて下さい。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ ＩＣＦモデルによる障がいの概念

学修内容・学
修方法

ＩＣＦモデルとは、ＩＣＦモデルの分類による障がいの考え方

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・ＩＣＦモデルとは
・内部障がいと外部障がい

第2回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ リハビリテーションの歴史と概念

学修内容・学
修方法

・リハビリテーションの歴史
・リハビリテーションの概念

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第3回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ リハビリテーション看護とは

学修内容・学
修方法

リハビリテーション看護
①脳卒中を例に、急性期の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第4回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ リハビリテーション看護とは

学修内容・学
修方法

②脳卒中を例に、回復期の看護
・ＡＤＬとＦＩＭ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第5回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ リハビリテーション看護とは

学修内容・学
修方法

③脳卒中を例に、維持期の看護
・地域リハビリテーションの意義

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第6回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ リハビリテーションチームにおける看護職の役割
 

学修内容・学
修方法

・チームとは
・リハビリテーションチームの職種
・リハビリテーションチームにおける看護職の役割

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第7回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ ノーマライゼーションとは

学修内容・学
修方法

・ノーマライゼーションの歴史と現況

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第8回 担当教員・　 鈴木　純恵

テーマ 自立と依存

教員連絡先・オフィスアワー suzukis.sumie@saniku.ac.jp

授業計画表
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学修内容・学
修方法

・自立の概念
・依存の概念
・リハビリテーションやノーマライゼーションと自立と依存の関係

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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講義名 看護理論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 選択

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 今野　玲子

處　千恵美

近藤　かおり

概要

看護実践を行っていくうえで基盤となる主に中範囲理論について理解を深める。看護理論発展の歴史
的流れを知り、様々な看護理論から全人的に人を捉えることについて思索を深め、成人のセルフケア
を育む理論、成人学習を促進する理論について学ぶ。また、理論の臨床事例への適応について学び、
実習に活用するための基盤とする。

科目目標

１．看護理論発展の歴史的流れの概要が説明できる。
２．様々な看護理論から全人的に人を捉えることについて思索を深める。
３．成人のセルフケアを育む理論について説明できる。
４．成人学習を促進する理論について説明できる。
５．臨床事例への理論の適用について説明できる。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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

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 〇

テキスト/参考文献 看護理論 改訂第3版 看護理論21の理解と実践への応用 看護学テキストNICE

試験・レポート等のフィードバック
プレゼンテーショについては、あらかじめ評価項目を明示し、評価を返却します。
筆記テストは返却しませんが、採点後、閲覧し確認できる機会を持ちます。
レポートは、コメントを付記して返却します。

成績評価方法および評価基準 プレゼンテーション　　　　　　　　　４０％
筆記テスト　　　　　　　　　　　　　３０％
授業・討議への参加・課題への取り組み２０％
レポート　　　　　　　　　　　　　　１０％

 CampusPlan Web Service
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第1回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ 科目オリエンテーション
理論とは

学修内容・学
修方法

①理論と概念モデル
②理論とは何か
③理論の構成要素
④理論の種類
⑤理論のクリティークとは
講義・討議

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当範囲を読んでくる

第2回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ 看護理論の背景と構造
臨床事例への理論の適用

学修内容・学
修方法

①看護理論の歴史と動向
②理論家の生い立ち、時代背景、個人的経験
③看護理論の中心概念
④主要概念と関連図
⑤臨床事例への理論の適用
講義・討議

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

自分がプレゼンテーションを担当する看護理論を選択し、書籍、文献、事例を図書館で検索する

第3回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ 人間を全体論的に捉える

学修内容・学
修方法

拡張する意識としての健康の理論：マーガレット・ニューマン
講義・討議

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当範囲を読んでくる

第4回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ セルフケアを育む理論
看護の心を科学する

学修内容・学
修方法

①セルフケア不足理論：ドロセア・オレム
②科学的看護論：薄井坦子
講義・討議

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書の該当範囲を読んでくる
配布資料を読んでくる

第5回 担当教員・　 近藤　かおり

テーマ 成人学習促進する理論

学修内容・学
修方法

成人教育論:アンドラゴジー（マルコム・ノールズMalcolm Knowles）
講義・討議

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

参考資料を読んでくる

第6回 担当教員・　 ６回～８回

テーマ 看護理論の概要と臨床事例への適応

学修内容・学
修方法

学生プレゼンテーションと討議

履修する上での要求事項・注意事項 積極的な取り組みを期待します。

教員メッセージ
主に成人看護学領域で活用できる中範囲理論について理解を深めます。理論の臨床事例への適応につ
いて学び、実習に活用していきましょう。

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
　　　　　　　　　
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。

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

担当の理論のプレゼンテーションの準備

第7回 担当教員・　

テーマ 学習のまとめ

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 子どもの特徴と生活と健康

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 松﨑　敦子

概要
子どもの成長・発達の特徴を知り、各発達段階における子どもと家族への看護について学修する。ま
た、医療・看護・福祉の変遷を知り、小児看護の現状や看護師に求められている役割について学修す
る。

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。

ディプロマポリシーとの関連

関連

１．専攻した専門性において、ホリスティック・ナーシングの視点で理論や最新の知見を論理的・倫理的に看護に活用する能力 〇

２．多職種との連携協働を牽引し、看護実践の質向上に指導的役割を果たせる能力 〇

３. 看護の実践や研究における課題解決に向けて、科学的根拠に基づき多角的に取り組む能力

４. 看護現象に高い関心を持ち、看護学の発展に寄与する教育・研究能力

５. 高度看護専門職者として、生涯自己研鑽を継続し、社会に貢献する能力 〇

テキスト/参考文献

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
・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」

試験・レポート等のフィードバック
・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。

成績評価方法および評価基準 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。

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。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ ・講義ガイダンス
・小児看護の特徴と理念

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第1章を予習・復習する。

第2回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 子どもの成長・発達

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第2章を予習・復習する。

第3回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 子どもの栄養

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第3章を予習・復習する。

第4回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 新生児期

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第4章「新生児」項目を予習・復習する。

第5回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 乳児期

学修内容・学
修方法

・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
 

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第4章「乳児」項目を予習・復習する。

第6回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 幼児期

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト5章「幼児」項目を予習・復習する。

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
）。

授業計画表
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第7回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ ・学童期
・思春期

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト5章「学童」項目、6章を予習・復習する。

第8回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ ・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

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第7章、第8章を予習・復習する。

第9回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 筆記試験

学修内容・学
修方法

学期末テスト

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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。

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 子どもの健康と看護

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 松﨑　敦子

清野　星二

廣瀨　幸美

概要 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。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

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

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 〇

テキスト/参考文献

・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
／
・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

試験・レポート等のフィードバック
・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。

成績評価方法および評価基準 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。

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。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ ・講義ガイダンス
・病児と家族の看護

学修内容・学
修方法

・授業の進め方や評価方法等
・病気の影響と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第1章を　予習・復習する。

第2回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 子どもの状況に特徴づけられる看護

学修内容・学
修方法

・外来　　　　・入院
・在宅療養　　・災害時

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第2章を　予習・復習する。

第3回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 疾病の経過と看護

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第3章を　予習・復習する。

第4回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 疾病の経過と看護

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第3章を　予習・復習する。

第5回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 疾病の経過と看護

学修内容・学
修方法

・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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第3章を　予習・復習する。

第6回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 子どものアセスメント

学修内容・学
修方法

・アセスメントに必要な技術
・身体的アセスメント

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第4章を　予習・復習する。

第7回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 子どものアセスメント

学修内容・学
修方法

・アセスメントに必要な技術
・身体的アセスメント

教員メッセージ
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：ogawa.m@saniku.ac.jp ）。

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第4章を　予習・復習する。

第8回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 症状を示す子どもの看護

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第5章を　予習・復習する。

第9回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 症状を示す子どもの看護

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第5章を　予習・復習する。

第10回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 症状を示す子どもの看護

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第5章を　予習・復習する。

第11回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 検査・処置を受ける子どもの看護

学修内容・学
修方法

・検査・処置
・薬物動態と与薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第6章を　予習・復習する。

第12回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ 検査・処置を受ける子どもの看護

学修内容・学
修方法

・検査・処置
・薬物動態と与薬

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト小児臨床看護総論第6章を　予習・復習する。

第13回 担当教員・　 小川　真奈美
清野　星二
廣瀨　幸美

テーマ 子どもの日常生活援助と健康アセスメント

学修内容・学
修方法

日常生活行動に関する演習

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・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

第14回 担当教員・　 小川　真奈美
清野　星二
廣瀨　幸美

テーマ 子どもの日常生活援助と健康アセスメント

学修内容・学
修方法

バイタルサインズ、その他アセスメントに関する演習

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・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

第15回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ ・障害と看護
・虐待と看護
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学修内容・学
修方法

・障害の捉え方と看護
・虐待の予防、発見、看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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。

第16回 担当教員・　 小川　真奈美

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

期末試験

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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講義名 女性の特徴と生活と健康

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 今野　和穂

廣瀨　幸美

概要
女性看護学の基盤となるリプロダクティブヘルス／ライツの概念のもと、すべてのライフステージに
ある女性が自らの健康に対する自己決定権を持ち、健康的なライフスタイルがとれるよう促す健康教
育と環境づくりについての支援を学ぶ。

科目目標

科目目標 
1．リプロダクティブヘルス/ライツの概念や動向を理解することができる。
2. 女性を中心としたケアのあり方と女性看護学における倫理を理解できる。
3. 対象である女性とその家族について理解し、ライフステージ各期における看護を説明できる。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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

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/参考文献

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：1．病気がみえるvol.10 産科　第4版（メディックメディア）
　　　　　2．母性看護学①概論・リプロダクティブヘルスと看護（MCメディカ出版）
　　　　　3．国民衛生の動向 （厚生統計協会）

試験・レポート等のフィードバック 提出された課題レポートは、コメントを入れて返却します。

成績評価方法および評価基準
１．期末試験80％
２．課題レポート（内容と提出期限）20％

教員メッセージ
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。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 女性看護学の対象を取り巻く社会の変遷と現状

学修内容・学
修方法

1．歴史的変遷と現状
2．母子保健に関する施策
3．女性を取り巻く環境

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第2章、配布資料

第2回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ リプロダクティブヘルス/ライツの概念

学修内容・学
修方法

1．リプロダクティブヘルス／ライツ
2．セクシュアリティとジェンダー
3．性の多様性

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第1章、配布資料

第3回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 女性を中心としたケア

学修内容・学
修方法

1．女性への健康教育
2．女性を対象とした看護のあり方
3．生命倫理と看護倫理

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第1章および、第4章、配布資料

第4回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 女性のライフサイクル

学修内容・学
修方法

1．女性のライフサイクルの形態・機能の変化
2．女性のライフサイクルと家族
3．女性の発達・成熟・継承

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第3章、配布資料

第5回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 女性のライフステージ各期における看護

学修内容・学
修方法

思春期の健康と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第5章、配布資料

第6回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 女性のライフステージ各期における看護

学修内容・学
修方法

成熟期の健康と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第5章、配布資料

第7回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 女性のライフステージ各期における看護

学修内容・学
修方法

更年期・老年期の健康と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第5章、配布資料

第8回 担当教員・　 今野　和穂

教員連絡先・オフィスアワー 研究室に不在なことがありますので、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。
　今野 和穂：konnok@saniku.ac.jp

授業計画表
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テーマ リプロダクティブヘルスケア

学修内容・学
修方法

1．人工妊娠中絶と看護
2．喫煙女性の健康と看護
3．性暴力を受けた女性に対する看護
4．児童虐待と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学概論　第6章、配布資料

第9回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

期末試験

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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講義名 リプロダクティブヘルスケア

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 2

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 今野　和穂

廣瀨　幸美

中　理恵

概要
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。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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

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/参考文献 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 医学書院
４． 母性看護学①概論・リプロダクティブヘルスと看護(ナーシング・グラフィカ母性看護学(1)）

 CampusPlan Web Service
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第1回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 子どもを産み育てることとその看護

学修内容・学
修方法

1．母親になるということ
2．母親になることへの看護介入

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第１章

第2回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 出生前からのリプロダクティブヘルスケア

学修内容・学
修方法

1．リプロダクティブヘルスケア
2．出生前診断と着床前診断

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第2章

第3回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 出生前からのリプロダクティブヘルスケア

学修内容・学
修方法

1．不妊治療
2．不妊治療の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第2章

第4回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 妊娠期の正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

妊娠期の身体的、心理・社会的特性
妊婦と家族の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第3章「妊娠期における看護」

第5回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 妊娠期の正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

妊婦と胎児のアセスメント

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第3章「妊娠期における看護」

第6回 担当教員・　 今野　和穂
中　理恵

テーマ 妊娠期の正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

子宮底長・腹囲測定・レオポルド触診法
NST装着と判読

５．　　母性看護学②母性看護の実践(ナーシング・グラフィカ母性看護学(2)）
６． 根拠と事故防止からみた母性看護技術　第3版

試験・レポート等のフィードバック
１．グループ学習については、その都度フィードバックします。
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。

成績評価方法および評価基準
１．期末試験60％
２．課題レポート（内容と提出期限）30％
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）10％

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。
　今野和穂：konnok@saniku.ac.jp

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料

第7回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 分娩期の正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

分娩の要素と正常な経過

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第4章　「分娩期における看護」

第8回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 分娩期の正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

産婦・胎児、家族のアセスメント

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第4章「分娩期における看護」

第9回 担当教員・　 今野　和穂
中　理恵

テーマ 分娩期の正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

分娩期の看護の実際
CTG波形判読

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
陣痛周期・CTG波形・ビショップスコア・フリードマン曲線

第10回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 胎児、および新生児期の生理的変化と看護

学修内容・学
修方法

胎児、および新生児期の特徴と生理的な経過

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第5章「新生児期における看護」

第11回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 胎児、および新生児期の生理的変化と看護

学修内容・学
修方法

胎児・新生児のアセスメント

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第5章「新生児期における看護」

第12回 担当教員・　 今野　和穂
中　理恵

テーマ 胎児、および新生児期の生理的変化と看護

学修内容・学
修方法

新生児の観察・バイタルサイン測定・沐浴

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
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）

第13回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 産褥期の特徴、および正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

産褥期の特徴と正常な経過

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第6章「産褥期における看護」

第14回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 産褥期の特徴、および正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

褥婦、および母子一体アセスメント
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学各論　第6章「産褥期における看護」

第15回 担当教員・　 今野　和穂
中　理恵

テーマ 産褥期の特徴、および正常な経過と看護

学修内容・学
修方法

子宮復古の観察
乳房の形態、分泌状態の観察

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料

第16回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

期末試験

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 こころと健康

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 松本　浩幸

概要

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。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し、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学修する。

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。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献 精神看護の基礎　医学書院　　武井麻子　ほか

試験・レポート等のフィードバック
・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。

成績評価方法および評価基準 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。

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
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第1回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神保健看護の理念を理解する。 精神保健看護の理念

学修内容・学
修方法

１）心の健康について　
２）精神保健看護の特徴

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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。

第2回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神看護の役割を理解する。

学修内容・学
修方法

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
３)社会の中での精神障害者

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第3回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神障害の歴史を理解する。

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第4回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ こころと身体の関係を理解する。

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第5回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 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

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第6回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 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

学修内容・学
修方法

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

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第7回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 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

学修内容・学
修方法

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

教員の実務経験 精神科病院・精神科クリニック看護師、市町村保健師

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第8回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 全体のまとめ

学修内容・学
修方法

これまで学んだことを復習する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第9回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ テスト

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 こころの健康増進と看護

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 松本　浩幸

概要

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。
　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。こころの健康増進と看護では、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修する。

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。こころの健康増進と看護では、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。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献
精神看護の基礎　医学書院　　武井麻子　ほか

試験・レポート等のフィードバック
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。

成績評価方法および評価基準
・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、
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第1回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神保健の概念

学修内容・学
修方法

心の健康とその考え方脳と心、心の理解、発達の原則

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

精神看護学概論をよく復習しておくこと。

第2回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神疾患を持つ人の理解と援助

学修内容・学
修方法

患者－看護者関係の基本的姿勢 コミュニケーション技法について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第3回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ ケアの前提・ケアの原則

学修内容・学
修方法

①精神科看護師の役割を知る。
②ケアの前提―ケアする相手を知り、自分について理解することを目指す。
③４つのケアの原則を理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第4回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 防衛機制とリエゾン精神看護

学修内容・学
修方法

１）防衛機制とは何か防衛機制の種類
２）リエゾン精神看護の定義とリエゾンナースの役割について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第5回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神障害者のリカヴァリー

学修内容・学
修方法

精神障害者のストレングス、レジリエンス、リカヴァリーについて

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第6回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 全体としての家族とグループ

学修内容・学
修方法

１）健康と家族、家族の役割、家族療法について
２）グループダイナミクスとグループを実践するときの原則について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第7回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ アディクションとひきこもり

学修内容・学
修方法

１）アディクションとは何か、物質嗜癖、行動嗜癖、人間関係嗜癖について
２）ひきこもりとは何か、ひきこもりの背景と支援について
 

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第8回 担当教員・　 松本　浩幸

積極的に学んでくださ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時から12時50分

教員の実務経験 精神科病院及び精神科クリニック看護師　市町村保健師

授業計画表



2021/09/28 21:22 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=PM201R1&P2=2021&P3=20210… 3/3

テーマ 労働者の精神的危機と災害被害の精神保健

学修内容・学
修方法

１）労働者の精神的危機の背景と心の健康対策について
２）災害ストレスに対する反応過程とその支援について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第9回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ テスト

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 国際看護論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 前期

基準単位数 1

対象年次 2年次

時間数 15時間

授業回数 8回

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 草野　由紀子

概要

グローバル化の進展に伴い、健康課題の解決には国境を越えた協力が必要とされている。看護職は、
海外だけでなく日本においても、国際的な視点から健康課題を考え、医療保健専門職者として国際社
会で活躍できる能力を持つことが期待されている。本科目では、国際看護の概念を学習し、世界にお
ける健康格差、紛争・災害などに伴う国際的な問題とそれに対する戦略の潮流を理解したうえで、実
際の国際看護活動に必要な知識を得る。また、異なる文化や背景など健康に影響する多様な要因を理
解し、看護職として世界の人々の健康を実現するためにどのような貢献ができるか自らの考えを持
ち、主体的に取り組んでいくことを目指す。

科目目標

１．国際看護の意義、活動の場と対象について説明できる。
２．グローバルヘルスの課題と解決に向けた戦略および課題を説明できる。
３．世界的な開発目標達成のために看護職が果たす役割について述べることができる。
４．異なる文化や背景を持つ対象への看護について説明できる。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

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

５．異文化を理解し国際看護に貢献できる能力 〇

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/参考文献

【テキスト】
「国際看護　国際社会の中で看護の力を発揮するために」　森　淑江　他　（南江堂　2019）

【参考文献】
「国際保健医療学　第3版」　日本国際保健医療学会　（杏林書院　2013）
その他、随時紹介します。

試験・レポート等のフィードバック プレゼンテーションとその資料、提出物へのコメント

成績評価方法および評価基準 プレゼンテーションと作成資料（40％）、レポート（40％）、授業参加姿勢（20％）を基に、正しく
必要な情報を集めて論理的にわかりやすく発表できているか、また、興味を持って参加し、理解した
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第1回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 国際看護とは

学修内容・学
修方法

概念、国際看護を学ぶ意義、基本的概念

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

国際看護を学ぶ理由や興味のあることを考えておく。看護倫理を復習する。ＷＨＯ憲章前文を読み、プライ
マリヘルスケアを復習しておく。

第2回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 世界の保健課題と戦略の潮流

学修内容・学
修方法

主な保健課題、解決のための戦略と課題

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

主な統計データから世界の保健課題と健康格差を知る。
SDGsについて予習する。

第3回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 健康格差是正への戦略

学修内容・学
修方法

健康格差とは
健康の社会的決定要因
格差是正へ向けた戦略
持続可能な開発目標（SDGs）とUHC
 

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

健康格差の原因と、看護の果たす役割について考える。
SDGs、保健システムとUHCについて予習しておく。

第4回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ グローバルヘルスと国際協力の仕組み

学修内容・学
修方法

国際機関、政府開発援助、非政府組織、民間基金、ICN、グローバルイニシアチブ、日本の協力

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

グローバルヘルスに関わる諸機関の役割や働きについて予習する。

第5回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 紛争・災害と人道援助

学修内容・学
修方法

人道援助活動とは、関連規定と倫理

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

紛争、災害、難民についてのニュースを見ておく。

第6回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 国際看護に影響を及ぼす要因、多様性の尊重と異文化看護

学修内容・学
修方法

自分とは異なる背景をもつ対象への看護
異文化と自文化の理解
異文化への適応

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

文化の違いを感じた経験について考えておく。

第7回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 国際看護活動の実際

学修内容・学
修方法

ことについて考え、自分の言葉で述べることができているかを評価します。

履修する上での要求事項・注意事項 自ら興味を持ち、国際看護を自分のこととしてとらえて取り組んでください。

教員メッセージ
グローバル化の進む社会で、看護職の貢献は保健分野にとどまりません。社会に存在する不平等に目
を向け、日本を含む世界の人々の健康な暮らしの実現に貢献する医療保健専門職としての自覚を持
ち、想像力やコミュニケーション能力を鍛えましょう。

教員連絡先・オフィスアワー 授業時に提示します。

授業計画表
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国際看護活動の場所と対象、
自己管理、健康管理、リスク管理、
日本における国際看護
 

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示

第8回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

全体のまとめ、看護職が世界の人々の健康のために貢献できること

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示

第9回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ レポート提出

学修内容・学
修方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 医療安全管理学

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 村上　寛

水溜　和子

佐藤　里砂

概要
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。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献

【テキスト】
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
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

試験・レポート等のフィードバック 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る。

成績評価方法および評価基準 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する。
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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こと

教員メッセージ
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

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 看護倫理

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 15

授業回数 8

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 村上　寛

永田　英子

概要
人の命に直接関わる看護者として、医療倫理の中の「生命倫理」と「看護倫理」の基本的内容を学
び、臨床に出た時に遭遇するであろう倫理的ジレンマに必要な倫理的感受性を養う。

科目目標
1.生命倫理と看護倫理の基礎的知識と看護実践上の倫理的概念が理解できる
2.看護者の倫理規定について理解し遵守することができる
3.医療の現場で起こる倫理的ジレンマについて理解し解決に向けての考え方を理解できる

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

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 〇

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 〇

テキスト/参考文献

【テキスト】
小西恵美子編；看護倫理　南江堂
東京医科大学看護専門学校；看護者の倫理綱領　照林社　

【参考文献】
系統看護学講座　専門①　看護学概論　医学書院
サラT.フライ；片田範子他訳；看護実践の倫理　日本看護協会出版会
杉谷藤子・川合雅恵；ベッドサイドの看護倫理、
石井トク;看護倫理学入門　文学作品を通して感性と問題解決能力を高める　医歯薬出版株式会社

試験・レポート等のフィードバック 講義内容に対するレスポンスシートを集め、コメントを記載して返却する。

成績評価方法および評価基準
永田：筆記試験（ケース分析や回答を含む） open-note形式
村上：期末試験、授業態度（グループディカッションを含む）レポート内容で総合評価する。

履修する上での要求事項・注意事項 必ず予習をして授業に臨み、グループデイスカッション等には積極的参加すること。
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課題レポートは、提出期限厳守で必ず提出すること。

教員メッセージ
看護は倫理的実践であり、その実践を支えることば・態度・専門知識技術のすべてにおいて、その裏
付けは倫理原則に基づくものである。倫理的感受性を高め、社会から信頼される看護専門職者に必要
な責任と倫理的役割を主体的に学んでいただきたい。

教員連絡先・オフィスアワー
村上寛　　murakami@saniku.ac.jp　
永田英子　 nagata@tokyoeisei.com

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 看護展開演習Ⅰ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 後期

基準単位数 1

対象年次 2

時間数 30

授業回数 15

選択必修 必修

所属名称 ナンバリングコード

担当教員

氏名

◎ 今野　玲子

處　千恵美

素村　知佳

近藤　かおり

市川　光代

概要

実習において必要な急性期・周手術期患者の看護過程の展開とそれに関わる技術のスキルアップを、
事例と演習を通して習得する。事例を用いて、看護の展開に必要なデータを収集し、情報から患者の
状況をアセスメントし、看護問題を抽出、全体像をつかみ優先順位の高い看護問題に対して根拠に基
づいた具体的な看護計画を立案するという一連の流れを学習する。また、関連する技術演習を通して
実習での看護展開に必要な看護技術を学修する。

科目目標

１．看護の展開に必要なデータを収集することができる。
２．急性期の事例で得た情報から患者の状況をアセスメントし、看護問題を抽出することができる。
３．事例の患者の全体像をつかみ、自分の言葉で説明できる。
４．看護問題に優先順位をつけ、根拠に基づいた具体的な看護計画を立案できる。
５．看護展開のために不足している知識に気付き、文献やインターネットから適切な情報を探索でき
る。
６．対象の安全・安楽・自立を目指した看護実践の具体的方法が説明できる。

ディプロマポリシーとの関連

ディプロマポリシーとの関連【学部】

１．人間の尊厳を尊重し擁護する能力 〇

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 〇

３．看護専門職者としての倫理的態度 〇

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 〇

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/参考文献 小田正枝編集： ロイ適応看護理論の理解と実践　第2版,　医学書院
NANDA-I 　看護診断　定義と分類，最新版，医学書院
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第1回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ オリエンテーション

学修内容・学
修方法

科目の目的・目標、方法論をつかむ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第2回 担当教員・　 ２～３回

テーマ 急性期にある患者の看護展開

学修内容・学
修方法

看護過程：事例の展開（情報収集）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護過程の基礎と、慢性期看護論で学習した看護過程の展開を復習する

第4回 担当教員・　 ４～５回

テーマ 問診とアセスメント

学修内容・学
修方法

ロールプレイ：症状を聞く
　　　　　　　症状に合わせたフィジカルアセスメント

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ヘルスアセスメントについて復習する

第6回 担当教員・　 ６～７回

テーマ 急性期にある患者の看護展開

学修内容・学
修方法

看護過程：事例の展開（アセスメントと問題の明確化と全体像の把握）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護過程の基礎と、慢性期看護論で学習した看護過程の展開の該当部分を復習する

第8回 担当教員・　 ８～９回

テーマ アセスメントと看護技術演習

学修内容・学
修方法

手順や関連知識の学習
演習：水分出納の把握
　　　末梢静脈カテーテルの管理/IVポンプの管理
　　　術後の観察
　　　術後の離床の介助
　　　呼吸法・排痰法の指導
　　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

基礎看護技術、「急性期・周手術期看護論」の関連資料を復習する

第10回 担当教員・　 １０～１１回

テーマ 急性期にある患者の看護展開

急性期・周手術期看護論の教科書
その他既習の教科書すべてから必要に応じて使用

試験・レポート等のフィードバック
実技演習のレポートは評価とコメントを付記して返却する。
看護過程用紙等レポートはコメントを入れ返却する。

成績評価方法および評価基準 授業・演習の取り組み、看護過程の展開レポート、実技演習のレポートを総合的に評価する。

履修する上での要求事項・注意事項 この科目の単位修得は、3年次後期からの領域別看護実習の履修要件となっている。

教員メッセージ
机上の知識と実習での看護実践をつなぐ科目となります。実際の患者さんをイメージして演習を
行いましょう。

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
　 市川光代　ichikawa@saniku.ac.jp
近藤かおり kondokao@saniku.ac.jp
處千恵美 c_tokoro@saniku.ac.jp
素村知佳 somurac@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。

授業計画表



2021/09/28 21:40 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=DE202R1&P2=2021&P3=202109… 3/3

学修内容・学
修方法

看護過程：事例の展開（具体策・計画立案）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護過程の基礎と、慢性期看護論で学習した看護過程展開の該当部分を復習する

第12回 担当教員・　 １２～１３回

テーマ アセスメントと看護技術演習

学修内容・学
修方法

演習：具体策の展開/ケア計画の実践演習
　　　実践の振り返りと評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

急性期・周手術期看護論の関係範囲を復習する

第14回 担当教員・　 １４～１５回

テーマ 急性期にある患者の看護展開

学修内容・学
修方法

看護過程：事例の展開（続き）
　　　　　目標の評価と必要に応じた修正
学習のまとめ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護過程の基礎と、慢性期看護論で学習した看護過程の展開の該当部分を復習する

ウインドウを閉じる


