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シラバス参照

講義名 アセンブリーⅢ

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 通年

基準単位数 1

対象年次 3

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

◎ 東出　克己

概要
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。

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 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

テキスト/参考文献
［テキスト］
聖書（全学礼拝では持参すること。）

成績評価方法および評価基準 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
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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・　 近藤　光顕

講義名 現代とキリスト教

(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 3

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

◎ 近藤　光顕

松田　健

概要
本講義では、現代社会に見られる様々な問題に対して、その背景と一般的な見解を踏まえつつ、キリ
スト教・聖書からの視点を紹介し、考察する。

科目目標
　受講生が、講義や他の受講生の助けを得ながら、キリスト教との対話と主体的な観察・考察を通し
て、自らの価値観をより豊かなものにしていくことを目標とする。

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 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

テキスト/参考文献
［テキスト］
聖書（旧約・新約）

試験・レポート等のフィードバック 講義内容の理解度を確認するためのアンケートを行い、講義の中でフィードバックします。

成績評価方法および評価基準
レポート、期末試験等から総合的に評価する。
詳細は，第一回講義時に説明する。

履修する上での要求事項・注意事項 全クラス出席のこと。

教員連絡先・オフィスアワー kkondo@saniku.ac.jp

授業計画表
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テーマ 序論

学修内容・学
修方法

講座の目標・評価方法等の説明
現代社会を考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第2回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 宗教と社会1

学修内容・学
修方法

宗教の社会に対する役割

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第3回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 個と集団

学修内容・学
修方法

集団ことに宗教集団と個人の問題

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第4回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 宗教と社会２

学修内容・学
修方法

カルト宗教について考える

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第5回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 宗教と社会３

学修内容・学
修方法

国家と政治について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第6回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 終末論

学修内容・学
修方法

聖書の終末論から現代をみる。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第7回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 生命②

学修内容・学
修方法

聖書の霊性について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第8回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 生命③

学修内容・学
修方法

生と死について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第9回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 教育、労働について
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学修内容・学
修方法

聖書の視点から労働、教育を考える

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第10回 担当教員・　 松田　健

テーマ 性と結婚１ 

学修内容・学
修方法

性について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第11回 担当教員・　 松田　健

テーマ 性と結婚２

学修内容・学
修方法

結婚について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第12回 担当教員・　 松田　健

テーマ 戦争と平和

学修内容・学
修方法

戦争と平和について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第13回 担当教員・　 松田　健

テーマ 環境問題

学修内容・学
修方法

自然との関係

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第14回 担当教員・　 松田　健

テーマ 文化①

学修内容・学
修方法

社会に影響を与えたクリスチャン

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第15回 担当教員・　 松田　健

テーマ 文化②

学修内容・学
修方法

日本人とキリスト教について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布された資料を
事前に読んでくる

第16回 担当教員・　 近藤　光顕

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）

受講ノートを提出すること

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 疫学

(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 3

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

◎ 渡邉　いよ子

仲本　桂子

概要
明確に規定された人間集団の中で出現する健康問題の色々な事象の頻度と分布およびそれらに影響を
与える要因を明らかにして、健康関連の諸問題に対する有効な対策樹立に役立てるための科学（日本
疫学学会：定義）を保健・看護に携わる専門職として学習する。

科目目標

疫学は感染症の流行に関する事項を明らかにすることを目的に発達した学問である。その後、伝染性
疾患にその幅を拡大し、疫学的方法を駆使して疾病の原因究明、予防に係わっている。疫学的方法は
慢性疾患や外傷、出生異常、母子保健、労働衛生、環境衛生にも応用されている。疫学の研究対象は
さらに拡大し、長寿、体力の向上、健康増進、ＱＯＬなどに領域が進められている。

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］
疫学/保健統計　丸井英二編（メジカルフレンド社）
［参考文献］
〇仲本桂子
「基礎から学ぶ　楽しい疫学」中村好一（医学書院）
「はじめて学ぶ　やさしい疫学　改定第3版」日本疫学会監修（南江堂）
「しっかり学ぶ基礎からの疫学」William Anton Oleckno（南山堂）
〇渡邉　いよ子
講師作成資料
楽しい疫学　中村好一（医学書院）
国民衛生の動向　2020/2021

試験・レポート等のフィードバック 理解度を確認するための練習問題及び小テストを行い、解答解説・自己採点後、質疑応答の時間を設
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第1回 担当教員・　 仲本　桂子

テーマ 疫学とは 

学修内容・学
修方法

疫学の歴史、定義、個人の臨床から集団の衛生学、人間集団の健康事象

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書91～94p
「コレラ流行とジョン・スノウ」を読む

第2回 担当教員・　 仲本　桂子

テーマ 発生頻度と危険への暴露 

学修内容・学
修方法

疫病頻度の指標（比、率、割合）、標準化死亡率、疫学調査方法（記述疫学、分析疫学）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書36～48p
集団の中での比較とは何か考えておこう

第3回 担当教員・　 仲本　桂子

テーマ 暴露効果 

学修内容・学
修方法

暴露効果の指標、相対危険、寄与危険、オッズ比

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書48～51p
人にふりかかる暴露とはどんなものかみつけておこう

第4回 担当教員・　 仲本　桂子

テーマ 疫学調査方法（１）

学修内容・学
修方法

計画と技術、横断的、生態学的調査、症例対照研究、コホート研究

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書55p
図4-1をみて何を示しているか？

第5回 担当教員・　 仲本　桂子

テーマ 疫学調査方法（２） 

学修内容・学
修方法

結果の偏りとその原因、バイアスと交絡（妥当性と信頼性）、マッチング

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書76～78p
交絡とは何か読んでおこう

第6回 担当教員・　 仲本　桂子

テーマ 疫学調査方法（３）

学修内容・学
修方法

因果関係、関連性と因果関係、因果関係の基準

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書83～84p
「因果関係の考え方」を読んでおく

けます。

成績評価方法および評価基準

〇仲本桂子
課題　10点
筆記試験　40点
〇渡邉　いよ子
筆記試験

履修する上での要求事項・注意事項
疫学は他の医学分野と違い、集団という環境の中で全体を見渡し、そこに発生する疾病を予防し、健
康を増進するための手段や方法論・基礎を学ぶことにある。地域保健を展開させる基本的役割である
ことを理解する。苦手意識をつくらないようにしよう。

教員メッセージ

〇仲本桂子
疫学を学んで、色々な研究結果を正しく理解し、マスコミなどに振り回されないようにしましょう。
〇渡邉　いよ子
国民衛生の動向を忘れないようにしよう。

教員連絡先・オフィスアワー
仲本桂子　k-nakamoto@tokyoeisei.com
渡邉　いよ子　hiyoko-piyopiyo@catv296.ne.jp

授業計画表
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第7回 担当教員・　 仲本　桂子

テーマ 疫学調査方法（４） 

学修内容・学
修方法

スクリーニング、敏感度、特異度、陽性反応的中度、ROC曲線、カットオフ値

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書98～104p
「スクリーニングの方法」を読んでおく

第8回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 人口統計（１）

学修内容・学
修方法

出生統計　世界・日本の人口の現状、年齢3区分、生命表、高齢化社会

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

国民衛生の動向ｐ47　表2年齢の3区分表を見て、高齢化・少子化の現状を考えよう

第9回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 人口統計（２）

学修内容・学
修方法

死亡統計、母子の健康（乳児死亡、周産期死亡）母子健康の変遷、少子化問題

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

少子化問題を数的にしめすにはどんな資料が必要か

第10回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 人口統計（３）

学修内容・学
修方法

成人の死亡統計、生活習慣病の現状と死亡統計、主要死因（5大成人病）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

一無二少三多とは

第11回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 感染症の疫学（１）

学修内容・学
修方法

感染症発生の動向、疫病の流行史
第1回小テスト

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

小テスト　8～10回分
国民衛生の動向ｐ137
表１「感染症対策のあゆみ」を読む

第12回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 感染症の疫学（２）

学修内容・学
修方法

新興・再興感染症、結核、検疫業務、国際協力

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

結核治療で使われる「DOTS」とは

第13回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 感染症の疫学（３）

学修内容・学
修方法

食品衛生　食中毒の動向、AIDS/HIV
世界・日本の動向

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

食中毒は夏の病気か。国民衛生の動向ｐ305-309を見て推理する

第14回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 感染症の疫学（４） 

学修内容・学
修方法

情報収取と危機管理　感染症発生動向調査、感染症予防対策（感染症法）
アウトブレイク、集団免疫と予防接種

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

自分の予防接種歴を確認する

第15回 担当教員・　 渡邉　いよ子
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テーマ 国民生活基礎調査 

学修内容・学
修方法

国民生活基礎調査・患者調査　国民の健康状況と受療状況、健康増進法
第2回小テスト

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

国民衛生の動向ｐ85～91
受療している人の年齢と症状を見る。小テスト10～14回分

第16回 担当教員・　 渡邉　いよ子

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）

ウインドウを閉じる
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第1回 担当教員・　 西野　俊宏

テーマ 消化器外科における今日的トピック

学修内容・学
修方法

最新の消化器外科の治療における発展を講義及びパワーポイント、プレゼンテーションにて

講義名 疾病治療学特論

(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 3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

◎ 西野　俊宏

本郷　和彦

平林　尚

齋藤　誠

倉澤　聡

原　澄子

廣田　篤

糸川　文英

概要
日々発展していく医療の中で、各領域における今日的なトピックを取り上げ、最新の診断・治療を学
ぶ。

科目目標 疾患の特徴的な症状と経過、最新の診断・治療方法を理解し、看護の基盤とすることができる。　　　　　　　　　　　　

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

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

テキスト/参考文献 系統看護学講座　専門基礎分野　病理学１　医学書院

試験・レポート等のフィードバック 試験後、解答の周知をする。

成績評価方法および評価基準 期末試験、授業態度、レポート内容で総合評価

履修する上での要求事項・注意事項
すでに履修した「人体の携帯と機能Ⅰ」「人体の携帯と機能Ⅱ」「薬理学」「疾病・治療学Ⅰ」「疾
病・治療学Ⅱ」と関連の深い科目であるため、復習して臨むこと。

教員メッセージ
看護を提供する上で基本的な知識として必要になるため、しっかり学修をし、知識の習得を
して欲しい。

授業計画表

 CampusPlan Web Service
Help
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

消化管の疾患
食道の疾患　胃の疾患　腸の疾患

第2回 担当教員・　 廣田　篤

テーマ 小児疾患における今日的トピック

学修内容・学
修方法

小児のアレルギー性疾患診断、治療等

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

新生児に関連した疾患
小児期の疾患

第3回 担当教員・　 原　澄子

テーマ 産婦人科疾患における今日的トピック 

学修内容・学
修方法

産科医療を取り巻く現在の状況と当院での診療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
婦人科における当院での治療

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

女性生殖器の疾患
妊娠、分娩

第4回 担当教員・　 本郷　和彦

テーマ 循環器内科疾患における今日的トピック 

学修内容・学
修方法

心臓のしくみと疾患との問題をみながら、全体像を把握していく。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

循環系の仕組みと異常
血栓、塞栓、梗塞
全身循環の異常

第5回 担当教員・　 倉澤　聡

テーマ 呼吸器疾患
特にCOPDについて

学修内容・学
修方法

・肺の生理
・COPD

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

予習：肺の生理
復習：COPDの原因や症状・治療について

第6回 担当教員・　 平林　尚

テーマ 整形外科における今日的トピック

学修内容・学
修方法

高齢化社会で増加する整形外科疾患
ロコモティブシンドローム　骨粗鬆症
変形性膝関節症など

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

骨粗鬆症
骨粗鬆症になると何が困るのか

第7回 担当教員・　 齋藤　誠

テーマ 歯科診療における今日的トピック 

学修内容・学
修方法

口腔ケア、歯科領域と全身の健康の関係について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

口腔の構造
歯とその周辺器官

第8回 担当教員・　 糸川　文英

テーマ 消化管・肝臓・胆道膵臓疾患の概説 　　　　　

学修内容・学
修方法

消化管・肝臓・胆道膵臓3領域に分けての講義と討論　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

胃潰瘍、ピロリ菌B型C型肝炎　肝硬変の症状　胆管炎、閉そく性黄疸、急性膵炎、膵臓癌

第9回 担当教員・　

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

まとめテスト

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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講義名 保健医療福祉行政論

(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 3

対象年次 3

時間数 45

授業回数 23

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

◎ 渡邉　いよ子

概要

保健師・看護師として保健医療に携わるものが、公衆衛生看護を実践する上で必要不可欠な知識とし
て、保健行政、医療行政、福祉行政にかかる法的根拠を医療法、地域保健法、健康増進法などから学
び、その仕組みや制度を理解し、実践に役立てる。さらに社会保障制度を学び高齢社会へのアプロー
チも積極的に行う力を養う。

科目目標

１．保健医療福祉行政の仕組みを理解する。
２．社会情勢の変化と保健医療行政の考え方の変遷を理解する。
３．地域保健における医療・福祉行政と保健師活動について理解する。
４．わが国の社会保障制度と少子高齢社会との行政の仕組みについて理解する。
５．健康危機管理と保健医療体制について理解する。

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

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］
保健医療福祉行政論　（医学書院）
［参考文献］
講師作成資料、国民衛生の動向（厚生統計協会）
公衆衛生　健康支援と社会保障制度②（医学書院）
最新　保健学講座7　保健医療福祉行政論（メディカルフレンド社）　

試験・レポート等のフィードバック 理解度を確認するため小テストを実施し、自己採点後、質疑応答の時間を設けます。

成績評価方法および評価基準 筆記試験（渡辺）(本試験50%+小テストの合計50%)で評価

履修する上での要求事項・注意事項 １）地域医療・福祉行政は実践する上で必要な知識となる。法律と行政の組み合わせ、動きを理解し
よう。
２）行政用語等専門用語を理解することから学習しよう。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉行政が目指すもの

学修内容・学
修方法

保健医療福祉行政の根拠、行政とは何か、行政が目指す「健康な生活」

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

憲法第25条　国民の権利と国の責任を考えておこう

第2回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉制度の変遷

学修内容・学
修方法

公衆衛生政策の基盤形成

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ18-30を読んでおく

第3回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉制度の変遷

学修内容・学
修方法

政策の充実と転換

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ31-52　地域保健法について理解し、保健所と市町村保健センターの基本的な相違を考えておこう

第4回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 教科書ｐ31-52　地域保健法について理解し、保健所と市町村保健センターの基本的な相違を考えておこう

学修内容・学
修方法

国・都道府県・市区町村の行政の仕組みと役割

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第1回小テスト（1～3回）
教科書ｐ54-61健康増進法が制定された理由を考えよう

第5回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉行政・財政の理念としくみ

学修内容・学
修方法

保健医療福祉行政・財政の理念としくみ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書P62～73を読んでおく
保健師の役割と活動を理解しよう

第6回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 教科書P62～73を読んでおく
保健師の役割と活動を理解しよう

学修内容・学
修方法

保健医療福祉の財政、公衆衛生に関する国際的な活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ74-86地方公共団体の財政の仕組みについて理解しよう

第7回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 社会保障制度（１）

学修内容・学
修方法

社会保障制度の理念としくみ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第2回小テスト（4～6回）
教科書ｐ88-94　社会保障制度について理解しよう

第8回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 社会保障制度（２）

教員メッセージ 行政用語等専門用語を理解するために課題を出すので、予習をしよう。

教員連絡先・オフィスアワー Iyoko Watanabe <hiyoko-piyopiyo@catv296.ne.jp>

授業計画表
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学修内容・学
修方法

医療提供施設

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ95-113

第9回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 社会保障制度（３）

学修内容・学
修方法

介護保険制度

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ114-125　

第10回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 社会保障制度（４）

学修内容・学
修方法

地域包括支援センター立ち上げの実際

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

立ち上げの実際から、行政の視点について学ぶ

第11回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 社会保障制度（５）

学修内容・学
修方法

社会保障・社会福祉の制度
(年金保険・雇用保険と労働者災害補償保険・公的扶助・児童家庭福祉)

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ126-139　

第12回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 社会保障制度（６）

学修内容・学
修方法

社会保障・社会福祉の制度
(高齢福祉・障害者福祉・成年後見制度と日常生活自立支援事業)

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ139-148

第13回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 地域保健の体系

学修内容・学
修方法

地域保健に関する公的機関、関係機関との連携

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第3回小テスト（7～12回）
教科書ｐ150-173　都道府県と市町村の役割分担について学ぶ

第14回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉の計画と評価

学修内容・学
修方法

地方公共団体の保健医療福祉計画

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ176-185　計画の必要性と各種計画について学ぶ

第15回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉の計画と評価

学修内容・学
修方法

保健計画の策定プロセス

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ186-203　計画策定のプロセスについて学ぶ

第16回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉の計画と評価
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学修内容・学
修方法

保健計画策定の実践例から学ぶ（１）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時提示する

第17回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉の計画と評価

学修内容・学
修方法

保健計画策定の実践例から学ぶ（２）保健計画の推進と評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時提示する

第18回 担当教員・　

テーマ 保健医療福祉の計画と評価

学修内容・学
修方法

保健計画の推進と評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書ｐ204-209

第19回 担当教員・　 渡邉　いよ子

テーマ 保健医療福祉行政論のまとめ

学修内容・学
修方法

課題提示する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第4回小テスト（小テストのまとめ）

第20回 担当教員・　 渡邉　いよ子
20～23回目

テーマ ケアマネジメント事例(一部ケアシステム)の解決のための基礎的方法について学ぶ

学修内容・学
修方法

演習事例を提示する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

提示された事例を読み考える。19回の課題について復習する。

第24回 担当教員・　 渡邉　いよ子

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）

ウインドウを閉じる
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講義名 保健医療社会学

(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 1

対象年次 3年次

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

◎ 篠原　清夫

概要

保健医療社会学とは現実の保健医療にかかわる事象を対象とし、これを社会学概念や理論・方法で解
明する学問である。本講義ではまず社会学の学問的特徴をとらえ、保健医療社会学の特質と歴史的な
流れをみていく。次に病気と社会との関連、健康概念の歴史的変遷、ソーシャル・キャピタルが健康
に影響する意味、ジェンダーと病気、生命と社会、看護職の特質など、現代の保健医療をめぐる様々
な事象を社会学的視点から見つめ直し理解することが目的となる。

科目目標

1.保健医療社会学の特徴について知る。
2.医療からの観点ではなく、社会の観点から病人や健康という概念が何であるか理解する。
3.健康、病気、医療に関する社会的問題について学ぶ。
4.保健医療という現象を社会学的にとらえることができる。

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

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 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 〇

準備学習
1年次に選択科目「社会学」を履修していない学生は、テキスト『大学生のための社会学入門』の1章
と3章を事前に読んでおくこと。

テキスト/参考文献

【テキスト】
篠原清夫ほか編『大学生のための社会学入門』晃洋書房．

【参考文献】
山崎喜比古『健康と医療の社会学』東京大学出版会．
進藤雄三『医療の社会学』世界思想社．
他の参考書については、授業中に適時紹介する。

試験・レポート等のフィードバック 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 定期試験(80%)・レポート(10%)・受講態度(10%)により総合的に評価。

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

テーマ 「保健医療」社会学の学問的特徴

学修内容・学
修方法

社会学の学問的特徴について学ぶとともに、保健医療社会学の研究領域について知る。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストp.1～12を読んで、社会学の特徴の概要をとらえておく。

第2回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 病人と社会

学修内容・学
修方法

病人とは何か、その社会学的位置づけと、社会学者T.パーソンズ病人役割の理論について理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストp.27～30を読んで「地位」と「役割」を理解するとともに、「病人」とはどのような人を指すのか
考える。

第3回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 健康と社会

学修内容・学
修方法

健康の概念、日本における「健康」の使用の歴史的変遷、現代社会のヘルシズムの問題について考察する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

自分自身は健康だと思うのか、また「健康」とは何か考える。

第4回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 健康とソーシャル・キャピタル

学修内容・学
修方法

ソーシャル・キャピタルの概念を理解し、健康と社会との関連について考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

健康にとって重要だと思われる要因を考えておく。

第5回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ ジェンダーと医療

学修内容・学
修方法

性に関わる概念を理解し、それに関連する医療・社会的問題について考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストp.48-59を読んで、性に関わるさまざまな概念について理解しておく。

第6回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 日常生活の医療化

学修内容・学
修方法

社会学者I.イリイチの『脱病院化社会』について概観し、医原病の概念について分析する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

身の回りにある医療事象について批判的に考えてみる。

第7回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 生命の社会学

学修内容・学
修方法

体外受精や代理出産をめぐる問題や海外事情、また死生観についての海外との比較を通して、医療の進歩と
人々の幸福について社会学の視点から考える。

履修する上での要求事項・注意事項
必修科目のため成績が不可になった場合、来年前期の実習に影響が出るので、その点を考えて学習に
取り組んでほしい。

教員メッセージ
1年次に「社会学」を履修しておくか、社会学の入門書を読んでおくと本講義で出てくる社会学用語
や理論が理解しやすくなる。

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

教員の実務経験 専門社会調査士として保健医療に関する各種の社会調査を実施。

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

体外受精、代理出産、臓器移植に関する新聞記事を読んだり、調べたりしておく。

第8回 担当教員・　 篠原　清夫

テーマ 看護職と社会

学修内容・学
修方法

社会における看護職の状況と、職業としての看護業務の特質、社会的地位について社会学の視点から学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護職は他の職業とどのような点が異なるのか、客観的事実を考えておく。

第9回 担当教員・　 篠原　清夫

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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講義名 在宅看護論実習

(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 3年次

時間数 90時間

授業回数 　

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

小田　朋子

概要
地域で療養生活をおくる人とその家族の特徴を理解し、その人らしい生活が送れるように支援する基
礎的な能力を養う。

科目目標

1.在宅療養者の健康障害が、本人や家族の生活へどのような影響を及ぼしているか理解できる。
2.在宅療養者を１例受持ち、看護過程を展開できる。
3.在宅で療養生活を送るために必要な支援と、援助方法が理解できる。
4.在宅療養の推進・継続をサポートするケアシステムと、関連機関との連携、看護の役割について　　
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

準備学習 在宅看護論の講義内容、関連科目を復習し、実習に臨むこと。

テキスト/参考文献

【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

【参考文献】
正野逸子・本田彰子編：在宅看護過程，メヂカルフレンド社
押川眞喜子 編：写真でわかる訪問看護，インターメディカ　授業で配布した資料
その他、必要時紹介する

試験・レポート等のフィードバック
事前学習ワークブックを実習前に配付し、回収する。実習開始前に点検し、コメントを記載して返却
する。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 鈴木　美和
小田　朋子

テーマ 地域で療養生活をおくる人とその家族の特徴を理解し、その人らしい生活が送れるように支援する基礎的な
能力を養う。

学修内容・学
修方法

[実習内容]
①看護師や他の専門職に同行し、在宅での援助の実際および他職種との連携を学習する。
②訪問した１事例について看護過程を展開し、支援の一部を実施する。
③（ケースがあれば）担当者会議や退院カンファレンス等に参加し継続看護・ケアマネジメントについて学
ぶ。
 
[実習スケジュール]
初日：オリエンテーション
2～9日：臨地実習
10日：学内まとめ
 
[実習場所]
東京都（杉並区他）にある6か所の訪問看護ステーションで実施する。　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・実習内容に関連した授業のレジメ・ノート・配布資料・教科書を活用できるよう準備する。
・実習目的・目標を読み、授業で学んだ内容から実習に必要な重点事項を判断し、整理しておく。
・授業の振り返りを行い、実習で訪問したいケース、受持ちをしたいケースを考えておく。
・実習までに返却された事前学習を繰り返し読み、理解しておく。

成績評価方法および評価基準 1．実習評価表：実習目的・目標への到達度を自己評価・他者評価により総合的に評価する。 　　
2．評価内容：事前学習状況、実習態度、出席状況、記録、カンファレンス等での発言を対象とす
る。

履修する上での要求事項・注意事項
オリエンテーションで指定された服装、物品を準備する。
原則として実習の全日程の出席を求める。

教員メッセージ

実習を通して、住み慣れた地域、住居にて最期までその人らしく生活できるように、保健・医療・福
祉の専門職者が連携して提供する包括的なケアを学びます。訪問看護ステーションは、地域包括ケア
の重要な要素であり、訪問看護ステーションに就業する看護師への同行訪問を通して実際の看護活動
を体験します。施設内看護との共通点と相違点を学び、看護の本質への理解を深める機会ともなる実
習です。予習を十分に行い、実習に取り組んで下さい。

教員連絡先・オフィスアワー
鈴木美和（suzuki.miwa@saniku.ac.jp)
小田朋子（odat@saniku.ac.jp）

授業計画表

ウインドウを閉じる
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第1回 担当教員・　 足立　光生

テーマ 終末期の言葉の概念の理解・緩和ケアの歴史を知る。　　　　　　　　
終末期に伴う倫理的問題を知る

学修内容・学
修方法

・授業概要を知る
・終末期に関連する言葉の概念を理解する。看護とは。
・緩和ケアの背景と歴史を学ぶ、・インフォームドコンセント及び告知と医療者の役割を理解する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前学習
テキストのまえがきを読んでくる。

第2回 担当教員・　 足立　光生

テーマ 緩和ケアの実施の場所とその援助

講義名 成人看護方法論Ⅲ

(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 3

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

◎ 足立　光生

概要
本学の基本的理念であるキリスト教精神に基づき、終末期にある患者や家族に対して生きることを支
える看護について学ぶ。

科目目標

1.終末期について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.緩和ケアの目的、理念、特徴を理解する。
3.終末期の身体的・精神的・社会的・霊的問題を理解する。
4.終末期問題の各側面の代表的な看護診断名の定義・アセスメント・看護介入の方法を理解する。　　　　　　　　　　　　　　
5.セデーション、死亡時の状態や死後の処置について理解する。
6.生と死について考える。
7.演習を通して病む人の心に寄り添うことを学ぶ。

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

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］
緩和、ターミナルケア看護論（ヌーベルヒロカワ）　看護診断ブック、シラバス
［参考文献］
必要に応じてその都度紹介する

試験・レポート等のフィードバック
授業の中で、レポートの課題と意義、実習での活用方法について説明します。テストについては採点
後に解答を掲示します。

成績評価方法および評価基準 筆記テスト、レポート、授業の参加度、出席状況を総合的に評価する。

履修する上での要求事項・注意事項 毎回テキストを持参すること。

教員メッセージ
人間には避けて通れないものがあり、それは生と死です。
看護者として、実践の場に出る前に、死生観とまた死に対する向き合い方をこのクラスで学んでもら
いたいと思います。

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。
足立光生　　adachi@kahns.org

授業計画表
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Help



2021/09/28 21:52 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=21N2501&P2=2021&P3=20210928 2/2

学修内容・学
修方法

緩和ケア病棟、ホスピス病棟とは、病棟の目的と理念、その特徴、在宅ケアの目的、特徴、看護師の役割　
チームの役割　　ＣＮＳの活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第3回 担当教員・　 足立　光生
3～4回目

テーマ 全人的苦痛にどう向き合うか
①身体的苦痛

学修内容・学
修方法

安楽障害の定義、アセスメント、看護介入について学ぶ　主訴の代表的な症状に対してどのように介入して
いくか　症状別に学ぶ　
①疼痛　②消化器症状　③呼吸器症状　④全身倦怠感　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

関連する看護診断をまとめる
授業時に発表

第5回 担当教員・　 足立　光生
5～6回目

テーマ 緩和ケアと家族への援助

学修内容・学
修方法

看護診断「家族介護者の役割緊張」「悲嘆」「悲嘆複雑化」「レジエンス低下リスク状態」の定義、アセス
メント、看護介入について学ぶ　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

関連する看護診断をまとめる
授業時に発表

第7回 担当教員・　 足立　光生

テーマ 死亡時の状態と看護

学修内容・学
修方法

・セデーション・死亡時の状態について学ぶ・死後処置について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第8回 担当教員・　 足立　光生

テーマ 全人的苦痛にどう向き合うか②社会的、心理的苦痛

学修内容・学
修方法

看護診断「悲嘆」「霊的苦悩」「死の不安」「非効果的否認」の定義、アセスメント、看護介入について学
ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

関連する看護診断をまとめる
授業時に発表

第9回 担当教員・　 足立　光生

テーマ 病む人の心に寄り添う
自己洞察を図る

学修内容・学
修方法

牧師部演習（1週間）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前学習：・牧師への手紙
・ミニストリーオブ・ヒーリング読後感想文　
・「今までの人生で意味のあったこと」（詳細は別途配布）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 成人看護学実習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 3

対象年次 3

時間数 135

授業回数 68

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

處　千恵美

今野　玲子

近藤　かおり

概要
侵襲的治療である手術療法を受ける急性期患者を全人的に理解し、手術侵襲からの回復および社会復
帰への適応を促進するための看護実践能力を養う。

科目目標

1.看護の対象の身体的・心理社会的・霊的側面を包括的に捉え、全体像を述べることができる。
2.看護の対象の健康障がいや治療による侵襲、起こりうる合併症および回復過程を理解した上で、
　対象の反応をアセスメントできる。
3.援助を必要とする看護上の問題や起こりうる合併症に対して、看護の対象の個別性を重視した
　看護計画を立案できる。
4.立案した看護計画に基づき、必要な支援を得ながら実践し、評価することができる。
5.手術療法が行われる場について理解できる。
6.手術室で実践されている看護の特徴および看護師の役割を理解できる。
7.周手術期におけるチーム医療の重要性と、チームメンバーや看護師の役割について説明できる。
8.医療専門職者の一員として責任のある行動をとり、自己の課題を意識して主体的に学修し学びを
　深めることができる。

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 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 テキスト
・系統看護学講座 別巻 臨床外科看護総論（医学書院）
・系統看護学講座 別巻 救急看護学（医学書院）

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 處　千恵美

テーマ 術前・術後の看護：病棟実習（受け持ち看護実習）
手術を受ける患者への看護実践を通して、周手術期看護における術前・術後の看護を学ぶ。

学修内容・学
修方法

<学修内容>
1.手術を受ける患者の意思決定を支える看護を学ぶ。
2.周手術期にある患者の特徴を理解し、生命維持、術後回復過程で起こりうる合併症や治癒遅滞の予防、
　安全安楽、早期回復を促すための看護を学ぶ。
3.退院を見通し、退院後の生活で生じると考えられる問題の予防・解決のために必要な援助を学ぶ。
 
<学修方法>
・周手術期患者を1名以上受け持ち、アセスメント・計画・実施・評価の一連の看護過程を展開する。
・カンファレンスにおいて実習を振り返り、学びを深める。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

<術前の看護>
・手術を受ける患者の全身状態および心理
・意思決定の支援
・手術に向けた患者教育・指導（クリニカルパス、術前オリエンテーションなど）
・手術に向けた身体・心理面の準備、身体管理（術前処置など）
・手術室への入室（手術当日の看護）
 
<術後の看護>
・手術侵襲に対する生体反応と回復過程
・術後の観察項目（モニタリング）とフィジカルアセスメントの方法
・創傷管理、ドレーン管理
・術後疼痛の発生機序と疼痛管理
・術後合併症の発生機序
・起こりやすい術後合併症の予防と発症時の看護
・術後の回復を促進するための看護
・退院（自己管理）に向けた援助

第2回 担当教員・　 處　千恵美

テーマ 術中の看護：手術室実習（同行見学実習）
手術室で行われる処置や看護援助場面の見学を通して、周手術期看護における術中の看護の果たす役割に
ついて理解を深める。

学修内容・学
修方法

<学修内容>
1.安全な手術のための手術室の環境や術中に起こりうる合併症予防のための看護を学ぶ。
2.手術に関わるチームメンバーの一員としての看護師の役割について理解を深める。
 
<学修方法>
・臨地実習指導者または担当看護師に同行して見学実習をする。
・カンファレンスにおいて実習を振り返り、学びを深める。

参考文献
・成人看護学 周手術期看護論 第3版（ヌーヴェルヒロカワ）
・よくわかる 周手術期看護（学研メディカル秀潤社）
・これならわかる！ 術前・術後の看護ケア（ナツメ社）
・急性期実習に使える！ 周手術期看護ぜんぶガイド（プチナース；2019年5月臨時増刊号）
・その他、必要に応じて随時紹介する

試験・レポート等のフィードバック

1.実習準備として実習前に事前学習課題を課し、内容を確認後、集団または個別での指導を行い
　ます。
2.理解度を確認するためのテストを行い、採点後、質疑応答の時間を設けます。
3.看護過程記録用紙およびその他の実習記録は、内容を確認後、個別での指導を行います。

成績評価方法および評価基準
評価表に基づき、看護実践、実習記録、実習やカンファレンスへの参加度、事前学習状況、テスト
結果などから、実習目標への到達度を自己評価と他者評価（教員および臨地実習指導者）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

1.実習に関連する科目（講義・演習）で使用したテキストや資料、看護過程に目を通し内容を理解
　しておく。
2.提示された事前学習課題について自己学修する。また、学内で看護技術演習を行い、実習に臨む。
3.実習中の欠席は原則として認めないため、健康管理に努め万全の体調で実習に臨む。

教員メッセージ

急性期看護・周手術期看護で学修した知識や技術を実践する実習です。この実習を通して、手術を受
ける患者様の心理面への支援や術後合併症を予防するための看護、さらに退院後の生活を考慮した看
護を一緒に考え実践していきましょう。
また、周手術期の患者様は日々状況が変化するため、実習の展開も早く毎日の学修が大切です。患者
様に最善の看護を実践するためにも、事前学習や看護技術の練習を行い、実習に臨んで下さい。そし
て、患者様の回復過程に関わり退院される姿を通して、看護をすることの喜びを感じて下さい。

教員連絡先・オフィスアワー

村上寛　　　メールアドレス：murakami@saniku.ac.jp
今野玲子　　メールアドレス：rkonno@saniku.ac.jp
近藤かおり　メールアドレス：kondokao@saniku.ac.jp
處千恵美　　メールアドレス：c_tokoro@saniku.ac.jp
＊事前にアポイントメントを取ってください。

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

<術中の看護>
・安全な手術のための手術室の環境管理と看護
・入室前および入室時の看護
・麻酔の基礎知識
・麻酔導入時および麻酔中の看護
・手術体位と体位固定時の看護
・術中の看護（器械出し看護師、外まわり看護師の役割）
・手術終了時および麻酔覚醒時の看護
・病棟への引き継ぎ（退室時の看護）
・術前訪問と術後訪問

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 成人看護学実習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 3

対象年次 3年次

時間数 135

授業回数 68

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

素村　知佳

今野　玲子

近藤　かおり

概要

成人期の慢性疾患患者および家族を対象に、退院後の生活を見据えた個別性を尊重する看護を提供す
る実践能力を養う。具体的には、対象者の発達段階や健康障害を身体・心理・社会・スピリチュアル
の各側面から捉え、患者自身による自己管理（セルフマネジメント）ができるよう支援する方法を学
ぶ。

科目目標

１．増悪期（病棟における看護）慢性疾患を持ちながら療養する患者および家族を対象に、
退院後の生活を見据えた個別性を重視した看護を学ぶ。
１）成人期の慢性疾患患者および家族を対象に、エビデンス（看護過程）に基づいて、
個別性を重視した看護を学ぶ。
２）慢性疾患患者の療養生活に必要なセルフマネジメントを学ぶ。
２．回復期（リハビリテーション科における看護）心身の機能回復期にある患者の機能障害に応じた
リハビリテーションの実際を学ぶ。
３．予防期（健診センターにおける看護）
　　健診センターの役割を知り、生活習慣病を予防するための支援方法を学ぶ。　　　　

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

テキスト/参考文献 【テキスト】
メヂカルフレンド社：　成人看護学概論・成人保健
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

 CampusPlan Web Service
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第1回 担当教員・　 素村　知佳

テーマ 予防期看護

学修内容・学
修方法

・予防期にある成人がどのような検査を通して疾病の早期・発見・診断を行っているかを学ぶ
・健康を維持していくために予防的・潜在的な健康障害に対する指導の実際を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

健診の中でも特定健診・特定保健指導について学習しておく

第2回 担当教員・　 素村　知佳

テーマ 回復期看護

学修内容・学
修方法

・機能回復期にある患者のADLに応じたリハビリテーションの実際を学ぶ
・リハビリテーション科スタッフの行う運動療法、作業療法を見学し、治療の意味を学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

藤本先生の授業で使用したリハビリテーション看護の配布資料を必ず復習しておく

第3回 担当教員・　 素村　知佳

テーマ 増悪期看護

学修内容・学
修方法

・慢性疾患患者を受け持ち、患者とその家族が抱える患者の健康問題を解決する力を養う
・患者に必要な日常生活援助や指導を通して看護実践能力を身につける。
 
受け持ち看護実習
カンファレンス
事例報告会
 
１）ロイ適応看護モデルを用いた看護過程の展開による全人的看護の実践
２）患者-看護者関係を形成し、発展させるためのコミュニケーション能力を養う
３）科学的根拠に基づいた看護を実践するための知識・技術の習得
４）看護の役割を認識しチームの一員として行動できる能力を養う
５）看護の実践を通して自己の看護観を養う

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

実習前に事前課題を提示するので、充分に学習しておくこと。

(11)アレルギー・膠原病・感染症
厚生労働統計協会：国民衛生の動向

【参考文献】
解剖生理学、病態生理学、および看護過程に関連するテキスト
基礎看護学で使用している看護技術に関連するテキスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メディカ出版、ナーシンググラフィカ⑤：リハビリテーション看護論
メディカ出版、ナーシンググラフィカ②：健康危機状況／セルフケアの再獲得

試験・レポート等のフィードバック
実習前：事前テストを実施します。
実習中：看護過程記録用紙およびその他の課題は、実習中や学内学習時に時間内に添削し、学生個々
へフィードバックを行います。

成績評価方法および評価基準
実習目的・実習目標への到達度をルーブリック評価表を用いて、学生自己評価、実習指導者および実
習担当教員による評価を調整した上で最終評価とする。

履修する上での要求事項・注意事項
看護技術の実施水準と実践記録の冊子に記載されているバイタルサインの測定・排泄の援助・清潔の
援助の各項目のうち、技術水準Ⅰ～Ⅱの項目について十分に練習を行い実習に臨むこと。
実習中は、患者との関係性を保つために体調管理を充分にすること。 

教員メッセージ

慢性疾患を抱えながら療養生活を送っている患者を受け持ち、「自分に何ができるだろうか？」、
「全人的看護とは？」と、看護についてじっくり考え、クリエイティブに患者の潜在的セルフケア能
力を引き出すために色々工夫してみる学び、また、体外からでは見えない体内の病気を、データの読
解を通してあたまも透視眼をもっているかのように良く見えて、ケアに繋げていくことを学ぶのに最
適な実習です。

教員連絡先・オフィスアワー

村上寛　：murakami@saniku.ac.jp
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

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 老年看護方法論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 3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

◎ 市川　光代

白木　沙知

概要
　
　 高齢者に特有な疾患や主要な症状と日常生活に及ぼす影響を理解し、疾病からの回復
　および日常生活維持に必要な看護技術について学ぶ。

科目目標

　1．高齢者への看護技術を理解する
　2．高齢者のフィジカルアセスメント技術を理解する
　3．生活を援助する看護技術を理解する
　4．特徴的な症状を持つ高齢者への看護技術を理解する
　5．高齢者の特徴的な疾患と看護技術を理解する 
　6．高齢者の安全を確保する看護技術を理解する 

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
　　奥野茂代・太西和子監修：老年看護学　概論と看護の実践　第6版　2020年1月発行
　　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヌーヴェルヒロカワ　　　　　　　　　　
　　大塚眞理子：カラーで学ぶ　高齢者の看護技術　第2版2018年10月発行　医歯薬出版株式会社　

　参考文献
　　1．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　ヌーヴェルヒロカワ
　　2．老年看護病態・疾患論　医学書院　
　　3．緩和ターミナルケア看護論　ヌーヴェルヒロカワ

試験・レポート等のフィードバック

　
　
　15回授業があるうち5～6回ミニテストを実施する。採点後、授業中に返却し問題をクラス全員で
　解答・解説をし合い、学修の強化をはかる

成績評価方法および評価基準
　
　1．ミニテスト結果20％、総合テスト結果60％　
　2．授業態度・演習・グループ討議等の態度点20％

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

 CampusPlan Web Service
Help



2021/09/28 21:56 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=21N3001&P2=2021&P3=20210928 2/4

第1回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 　高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

１．認知症
　１）認知症の定義
　２）認知症の原因
　３）認知症の症状
２．代表的な認知症の特徴
　１）アルツハイマー型
　２）レビー小体型
　３）前頭側頭葉変性症
　４）脳血管性
３．認知症の治療　
４．認知機能評価尺度とアセスメント
５．認知症ケアメソッド
６．認知症の予防

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　教科書の該当する箇所を読んでくる

第2回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

１．パーキンソン病・パーキンソン症候群
　１）定義とメカニズム
　２）発症のメカニズム
　３）アセスメントのポイント
　（１）重症度分類、生活機能評価、QOL尺度などの活用法
　４）服薬指導
　５）家族支援
　６）社会資源の活用

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　教科書の該当する箇所を予習しておく

第3回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

１．心不全
　１）定義とメカニズム
　２）高齢者の特徴
　３）アセスメントのポイント
　４）急性期の看護
　５）慢性期の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　成人で学修した心不全について復習してくる

第4回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

１．肺炎（誤嚥性肺炎、老人性肺炎、）および慢性閉塞性肺疾患
　１）定義とメカニズム
　２）高齢者の特徴
　３）アセスメントのポイント
　４）予防と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　肺の形態と機能を復習してくる

第5回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 　高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

１．逆流性食道炎、前立腺肥大症
　１）定義とメカニズム
　２）高齢者の特徴
　３）アセスメントのポイント
　４）予防と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　教科書の該当する箇所を読んでくる

第6回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

教員メッセージ 　身内や、地域で暮らす高齢者に対して関心を持ち、加齢に伴う身体的機能低下や特徴的な疾患に
　ついて考えることができるようにしましょう。
　また、それらが高齢者の日常生活に、どのように影響しているのかも考えてみましょう。

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
　
　白木沙知　メールアドレス：shirakis@saniku.ac.jp

授業計画表
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１．運動器疾患
　１）骨粗鬆症
　２）関節リュウマチ
　３）変形性関節症
　４）骨折
　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　教科書の該当する箇所を読んでくる

第7回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 　高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

１．うつ病
２．白内障・緑内障・加齢黄斑変性症
　１）定義とメカニズム
　２）高齢者の特徴
　３）アセスメントのポイントと看護
　４）予防と看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　他の年代のうつ病と高齢者のうつ病の各特徴を考える

第8回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 高齢者の主な疾患と看護

学修内容・学
修方法

１．感染症
　１）インフルエンザ
　２）疥癬
　３）ノロウイルス
　４）結核
　５）水虫

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　教科書の該当する箇所を読んでくる

第9回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 事故の予防と急変・救急時の対応

学修内容・学
修方法

１．転倒・転落・誤嚥・窒息
　１）背景・要因
　２）予防のためのアセスメントとケア
　３）発生時のケア

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　教科書の該当する箇所を読んでくる

第10回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 事故の予防と急変・救急時の対応

学修内容・学
修方法

１．熱中症　
　１）背景・要因
　２）予防のためのアセスメントとケア
　３）発生時のケア
２．災害に被災した高齢者の看護
　１）災害急性期・亜急性期の被災高齢者の健康課題と看護
　２）災害中長期における高齢者の健康課題と看護
　３）指定避難所での被災高齢者への看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　日本で起きた災害をインターネット等で調べてみる

第11回 担当教員・　 市川　光代

テーマ 　老年看護に活用できる理論と事例

学修内容・学
修方法

１．老年看護に活用できる理論
　１）事例を展開する
　　（１）在宅酸素療法（HOT）導入後の高齢者
　　（２）BPSD症候がみられるアルツハイマー型認知症の高齢者

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　事例展開までに慢性閉塞性肺疾患・アルツハイマー型認知症の復習をしてくる

第12回 担当教員・　 白木　沙知

テーマ 高齢者の看護技術演習

学修内容・学
修方法

１．障害高齢者の食事介助と口腔ケア
２．グループワークと記録
３．グループごとで発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　「カラーで学ぶ高齢者の看護技術」を予習してくる

第13回 担当教員・　 白木　沙知

テーマ 障害をもつ高齢者の看護技術
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学修内容・学
修方法

１．排泄への援助と排泄後の清潔ケア
２．グループワークと記録
３．グループごとの発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　「カラーで学ぶ高齢者の看護技術」または各自で演習前に自己学習をして演習に臨む

第14回 担当教員・　 白木　沙知

テーマ 障害を持つ高齢者の看護技術

学修内容・学
修方法

１．認知症高齢者とのコミュニケーションの取り方
２．デジタル教材視聴
３．グループワークと発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　認知症高齢者とコミュニケーションをとるときの注意点などの文献を読んでくる

第15回 担当教員・　 白木　沙知

テーマ 高齢者への清潔ケア

学修内容・学
修方法

１．手浴・足浴の実技演習および皮膚のケア（爪切り・保湿・水虫のケア）
２．デジタル教材視聴
３．グループワークと発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　「カラーで学ぶ高齢者の看護技術」を予習してくる

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 老年看護学実習

(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 3

対象年次 3年次

時間数 135時間

授業回数

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

◎ 市川　光代

白木　沙知

概要
　
　高齢者の終末期を含む発達段階や健康レベル、個別的特性や環境要因などから高齢者を総合的に　　
　理解し、個別性や状況に応じた看護ニーズを考え、高齢者への援助のあり方を学ぶ。

科目目標

　1.高齢者の身体的、心理的、社会的、霊的側面を包括的に捉えることができる。
　2.全人的な対象理解に基づき、援助の必要性がわかり、看護の目標を明確にできる。
　3.対象の個別性に基づいた援助の方法を立案し、一部監督のもとで実施し、評価できる。
　4.生活障害が高齢者や家族におよぼす影響を理解し、生活環境の調整や家族機能を再構築する
　　支援の方法を学ぶ。
　5.高齢者ケアチームのメンバーである保健・医療・福祉スタッフの役割・活動内容を把握し、　　　
　　看護の役割と活動内容を理解することができる。
　6.高齢者の利用する医療機関や介護施設などの特徴を理解する。
　7.終末期にある高齢者と家族が残された時間をより良く生きるための支援方法を学ぶ。
　8.看護観・高齢者観・死生観について思索を深める。
　9.高齢者と家族に対し、看護学生として誠意と責任をもって関わることができる。

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

テキスト/参考文献

　
　・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
　・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　ヌーヴェルヒロカワ
　・緩和ターミナルケア看護論　ヌーヴェルヒロカワ　・がん患者のペインマネジメント　看護協会
　・エンドオブライフケア看護学　―基礎と実践―　　ヌーヴェルヒロカワ
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第1回 担当教員・　 市川　光代
白木　沙知

テーマ 老人福祉施設実習
　介護施設、デイサービスの実習を通して老化や疾患からくる健康障害や生活障害、残存機能、心理・社会
的状態、霊的　
　な状態を把握し、日常生活援助を行う中で老年看護の役割を学ぶ。

学修内容・学
修方法

特別養護老人ホーム　シャローム
　1．施設内実習（６日間）
　　認知症もしく は身体可動性障害がある高齢者を 1名受け持ち、看護問題1つについて計画、実施、評価
する。また、　
　　介護度に応じた高齢者支援の方法も学ぶ。
　2．デイサービス（１日間）
デイサービスの送迎、リハビリ、レクリエーションに参加し、高齢者支援のあり方を学ぶ。　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

介護老人福祉施設（特養）の利用条件・機能・規定の専門職種者数
　1．デイサービスの特徴と機能
　2．身体機能障害のある高齢者の看護
　　1)脳血管性認知症の特徴と看護
　　2)アルツハイマー型認知症
　　3)レビー小体型認知症の特徴看護
　　4)パーキンソン病の特徴と看護
　　5)嚥下障害のある高齢者に食事介助をするときの留意点
　　6)言語障害がある高齢者の看護

第2回 担当教員・　 市川　光代
白木　沙知

テーマ 緩和ケア病棟実習
　終末期にある高齢者およびその家族に対する関わりを通して、対象者が残された時間をよりよく生きるた
めの支援方法　
　を学ぶ。また、死生観について思索を深める。

学修内容・学
修方法

東京衛生病院　緩和ケア病棟
　1．がん終末期看護（病棟内５日間）
　　終末期にある人の痛みとはどういうことか、個々の痛みをアセスメントし、適切な支援方法を学ぶ。
　2．ボランティア実習（１日間）
　　緩和ケア病棟におけるボランティア活動に参加し、ボランティアの役割と看護との協働について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

　1．緩和ケアについて
　　1）ホスピスとは
　　2）緩和ケアとは
　　3）グリーフケアとは
　　　(1)痛みが伝達されるメカニズム
　　　(2)侵害受容性疼痛のメカニズム
　　　(3)神経障害性疼痛のメカニズム
　　5）鎮静（セデーション）とは
　　6）緩和ケアで主に使用される薬剤

第3回 担当教員・　 市川　光代
白木　沙知

テーマ 学内学習
　既習した知識と実習現場で体験したことの学びを関連づけて考え、統合できるようにする。
　カンファレンスや懇話会の場を通して多職種協働の意味を考える。

学修内容・学
修方法

演習および他職種との懇話会
　1．各実習で受け持つ対象者の人体の機能や疾患を調べ、科学的根拠に基づいて看護ケアが展開できるよ
うにする。
　2．現場実習における学生個々の目標や実践内容の共有を行い、それぞれの学びに活かす。
　3．医師や各専門職者との懇話会の場を設け、治療と看護の協働、医療と福祉の連携などを学ぶ。

試験・レポート等のフィードバック 　
　学内実習中に実施する試験は、教員と学生全員で解答、解説をしながらその場で点数を付け学びを　
　深める。
　レポートについては、教員が確認をし、その都度個々に助言・指導を行う。

成績評価方法および評価基準
　
　評価表に基づき、出席状況、看護実践、実習態度、実習記録、カンファレンスへの参加態度などか
　ら総合的に評価する。

履修する上での要求事項・注意事項
　老年看護学および成人看護方法論Ⅱ（終末期看護）の授業で学んだ学習内容を理解して臨むこと。
　事前課題をしてくること。主体的に実習に取り組むこと。

教員メッセージ
　
　 高齢者に対する尊敬の気持ちを常に持ち、高齢者の方から学ばせていただくという謙虚な姿勢
　で実習に臨みましょう。

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
　 白木沙知　メールアドレス：shirakis@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）

　1．高齢者が利用する施設の特徴と機能
　　1）介護老人保健施設（老健）
　　2）デイケア
　　3）グループホーム
　　4）小規模多機能型施設
　2．地域包括支援センターとは
　3．介護保険制度について
　4．高齢者の個別性を捉えるための様々なアセスメントツールについて（身体機能評価・日常生活機能評
価・認知機能評
　　価など）　

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 小児看護方法論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 3

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

小児期の健康障害によって生じる子どもの反応や成長発達への影響、家族への影響を踏まえ、健康状
態に応じた具体的な看護の方法について学修する。。また、小児看護で必要となる与薬、抑制、バイ
タルサインズ測定に関する看護技術を習得し、発達段階を踏まえた看護過程の展開についても学修す
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

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2　小児臨床看護各論
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

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・　 松﨑　敦子

テーマ ・ガイダンス
・先天異常と看護

学修内容・学
修方法

・授業の進め方や評価方法等
・主な疾患と、疾患を持つ子どもの看護

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 代謝性疾患

学修内容・学
修方法

主な代謝性疾患と疾患を持つ子どもの看護

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3回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 内分泌疾患

学修内容・学
修方法

主な内分泌疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第4章を予習・復習する。

第4回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 免疫・アレルギー・リウマチ疾患

学修内容・学
修方法

主な免疫疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第5章を予習・復習する。

第5回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 感染症

学修内容・学
修方法

主な感染症と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第6章を予習・復習する。

第6回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 呼吸器疾患

学修内容・学
修方法

主な呼吸器疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第7章を予習・復習する。

第7回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 循環器疾患

学修内容・学
修方法

主な循環器疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第8章を予習・復習する。

第8回 担当教員・　 松﨑　敦子

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： matsuzakia@saniku.ac.jp）

授業計画表
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テーマ 消化器疾患

学修内容・学
修方法

主な消化器疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第9章を予習・復習する。

第9回 担当教員・　 廣瀨　幸美
清野　星二

テーマ 小児看護技術演習

学修内容・学
修方法

経口与薬、抑制、持続点滴静脈注射

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

与薬・排痰援助等の看護技術を習得する。

第10回 担当教員・　 廣瀨　幸美
清野　星二

テーマ 模擬事例による看護過程の展開

学修内容・学
修方法

看護過程の解説

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前に配布する資料を熟読する。

第11回 担当教員・　 廣瀨　幸美
清野　星二

テーマ 模擬事例による看護過程の展開

学修内容・学
修方法

グループで模擬事例のアセスメントを 行い、看護計画を立案し、発表する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前に配布する資料を熟読する。

第12回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ ・血液・造血器疾患
・悪性新生物

学修内容・学
修方法

主な疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第10章、第11章を予習・復習する。
 

第13回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 腎・泌尿器・生殖器 疾患

学修内容・学
修方法

主な疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第12章を予習・復習する。

第14回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ 神経疾患

学修内容・学
修方法

主な疾患と疾患を持つ子どもの看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第13章を予習・復習する。

第15回 担当教員・　 松﨑　敦子

テーマ ・運動疾患
・精神疾患

学修内容・学
修方法

主な疾患と疾患を持つ子どもの看護
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト第14章、第18章を予習・復習する

第16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 小児看護学実習

(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 3

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

◎ 廣瀨　幸美

清野　星二

松﨑　敦子

概要
幼稚園、小児科外来、小児科病棟で実習を行い、成長発達の途上にある子どもとその家族を体験的に
理解し、子どもの成長発達と健康を促す看護と、子どもと家族の健康を回復するための看護を学修す
る。

科目目標

・子どもの成長発達や生育環境のアセスメントを通して、成長発達や健康を促進する援助を考え、
実践できる。
・健康に障がいのある子どもと家族をアセスメントし、健康障がいや発達段階に応じた適切な看護
を計画・実施・評価することができる。
・子どもが安全・安楽であるように援助することができる。
・子どもと家族の権利を擁護した看護について考えることができる。
・医療専門職者の一員であることを自覚し、対象やチームメンバーへの尊敬、相手の利益や公平性
を考えた行動をとることができる。
・学生自身の小児看護観を養うことができる。
・看護実践に支障をきたさないように、自己の健康管理能力を養うことができる。

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

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
・奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学1　医学書院
・奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学2　医学書院

試験・レポート等のフィードバック 試験・課題提出後に質疑応答の時間と解説の時間を設ける。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 テーマ 成長発達の途上にある子どもの理解を深め、子どもと家族のニーズを把握し、患児に必要な看護を安全・安
楽に配慮して展開できる。 
 

学修内容・学
修方法

幼稚園実習（私立裕和幼稚園）
・3～5歳児の発達における特徴
・子どもの成長・発達を促す関わり
・園における安全管理と感染予防など
 
小児外来実習（東京衛生アドベンチスト病院付属教会通りクリニック）
・現病歴・既往歴聴取の実際
・輸液療法、ネブライザー、座薬の介助
・身体計測、発育評価、母子手帳の活用方法など
 
小児病棟実習（東京衛生アドベンチスト病院6階病棟）
・受け持ち患児の看護展開
・看護診断-介入計画-実施-評価
・病棟における感染防止、事故防止
・病棟における遊び・学習の支援
・日常生活の援助
 

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1. 小児各期の成長・発達
・形態的・機能的発育
・運動機能の発達
・心理的発達
・社会的発達
・身体発育評価方法
・各発達段階における生活行動と日常生活援助
 
2. 看護技術
・身体計測（体重・身長・頭囲・胸囲測定の手順と留意点）
・バイタルサイン（体温・心泊数・呼吸数・血圧の測定）
・更衣、オムツ交換
・清潔ケア（沐浴　全身清拭）
・食事介助
・安全管理と感染予防
 
3. 健康障害およびその看護
・特に呼吸機能障害、消化機能障害、感染症を患う児の看護

成績評価方法および評価基準 評価表に基づく自己評価・指導者による評価、レポート評価、テスト、出席状況などを総合評価す
る。原則として欠席は認めない。

履修する上での要求事項・注意事項 実習要項を参照のこと。

教員メッセージ
これまで小児看護学で学んだ知識や技術の実践です。
病態や治療、処置についてしっかり復習して実習に臨み、一人ひとりの子どもの発達状況に添った最
善の看護を一緒に考え実践していきましょう。

教員連絡先・オフィスアワー
東京校舎またはメール
hirose-y@saniku.ac.jp （廣瀬）；matuzakia@saniku.ac.jp（松﨑）；seino.s@saniku.ac.jp（清
野）

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 母性看護方法論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 3

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
　周産期にある対象の母子とその家族の健康問題を明らかにし、その解決に必要な看護援助を学習す
る。

科目目標

１．女性を取りまく社会環境問題を理解し、対象母子とその家族に必要な看護を説明できる。
２．倫理的な問題に対して、看護師の立場で考え必要な行動を説明できる。
３．妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期の異常について、そのメカニズムと対象者に及ぼす影響を理
解し、アセスメントできる。
４．褥婦と新生児の模擬事例を通して、母と子を一体でアセスメントし看護計画を立案することがで
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 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．ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程　第３版　医歯薬出版
４．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
５．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)）
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第1回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 妊産婦を取り巻く社会環境問題

学修内容・学
修方法

1．女性を取り巻く社会環境問題
2．母親になるということへの看護

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1章

第2回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ ハイリスク妊娠とその看護

学修内容・学
修方法

1．出生前診断と不妊治療の看護
2．ハイリスク妊婦とその看護

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7章

第3回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 妊娠の異常

学修内容・学
修方法

1．異所性妊娠
2．妊娠維持期間の異常
3．妊娠に伴う異常

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7章「妊娠の異常と看護」

第4回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 妊娠の異常

学修内容・学
修方法

4．多胎
5．合併症を有する妊娠
6．妊娠期の感染症

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7章「妊娠の異常と看護」

第5回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 妊娠に伴う異常と看護

学修内容・学
修方法

妊娠期の異常に対する予防、早期発見、症状管理に関する看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料

第6回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 分娩の異常と看護

学修内容・学
修方法

６．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)）
５．根拠と事故防止からみた母性看護技術　第2版

試験・レポート等のフィードバック
１．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。
２．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80％
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）10％

履修する上での要求事項・注意事項

１．予習、復習を怠らず、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
母子をイメージし、健康問題を理解することは難しいと思いますが、母性看護学実習に直接つながる
学習になりますので、予習復習をしっかり行い授業に臨みましょう。

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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1．産道・娩出力・娩出物の異常
2．児頭骨盤不均等
3．臍帯の異常
4. 分娩誘発・促進
5．胎児機能不全

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7章「分娩の異常と看護」

第7回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 分娩の異常と看護／産科処置・硬膜外麻酔

学修内容・学
修方法

6．会陰切開・急速遂娩
7．分娩時裂傷
8．異常出血
9. 産痛と無痛分娩(硬膜外麻酔）

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7章「分娩の異常と看護」

第8回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 新生児の異常と看護

学修内容・学
修方法

1．ハイリスク新生児の特徴
2．呼吸の適応不全
3．循環の適応不全

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7章「新生児の異常と看護」

第9回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 新生児の異常と看護

学修内容・学
修方法

4．消化器系の異常と代謝適応不全
5．母体疾患と新生児の異常
6．早産・低出生体重児・先天性異常児

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7章「新生児の異常と看護」

第10回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 産褥期の異常と看護

学修内容・学
修方法

1．産褥期の出血・血栓症
2．下部尿路機能障害と感染症
3．乳頭・乳房のトラブル

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7章「産褥の異常と看護」

第11回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 褥婦と新生児の模擬事例による看護過程

学修内容・学
修方法

グループでアセスメントし、看護計画を立案する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学方法論Ⅰの配布資料
配布資料
母性看護学各論　第7章

第12回 担当教員・　 今野　和穂
中　理恵
廣瀨　幸美

テーマ 褥婦と新生児の模擬事例による看護過程演習

学修内容・学
修方法

グループでアセスメントし、看護計画を立案する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学方法論Ⅰの配布資料
配布資料
母性看護学各論　第7章

第13回 担当教員・　 今野　和穂
中　理恵
廣瀨　幸美

テーマ 褥婦と新生児の模擬事例による看護過程演習
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学修内容・学
修方法

グループでアセスメントし、看護計画を立案する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

母性看護学方法論Ⅰの配布資料
配布資料
母性看護学各論　第7章

第14回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 産褥期の異常と看護

学修内容・学
修方法

4．産褥精神障害
5．帝王切開術後
6．流産・死産・先天性異常

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7章「産褥の異常と看護」

第15回 担当教員・　 今野　和穂

テーマ 特殊ニーズを持つ妊産婦と家族の支援

学修内容・学
修方法

1．特定妊婦と児への支援
2．外国人妊産褥婦への支援
3. 災害時への妊産褥婦への支援

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

配布資料
母性看護学概論　第6章

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 母性看護学実習

(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 3

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

◎ 廣瀨　幸美

中　理恵

今野　和穂

概要
周産期における母子の健康レベルや生理的変化への適応過程、母子とその家族の役割獲得状況から、
必要な産後ケア、および育児支援等についての看護を実践し女性を中心としたケアの在り方を学ぶ。
そして、生命の尊厳、親子の絆形成や愛着形成、新たな家族の構築についての学びを深める。

科目目標

１．妊娠期、分娩期、産褥期、新生児期の各期における特殊性を理解し、看護師の役割を説明でき
る。
２．妊婦、産婦、褥婦、の身体的・心理的変化をアセスメントし、対象者に適した援助を考え説明で
きる。
３．母子とその家族関係の変化を適切にとらえ、対象者の健康レベルや退院後の生活環境に合わせた
看護過程を展開することができる。
４．新生児の日齢に応じた子宮外適応現象をアセスメントし、対象児の状況に合わせた環境調整や早
期新生児の看護技術を学び、安全に看護援助を実施することができる。
５．倫理的問題に対して、看護師の立場で考え援助の在り方を説明できる。

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 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
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
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第1回 担当教員・　 廣瀨　幸美
今野　和穂
中　理恵

テーマ 妊娠期
妊婦健康診査を通して、妊娠経過に関わる母体・胎児・胎盤の状態を判断し、健康レベルを明らかにし、必
要な看護援助、及び基礎的母性看護技術を学ぶことができる。

学修内容・学
修方法

産科外来　（同行見学実習1日）
1）妊娠末期の妊婦1例を受持ち、母体の状態、および胎児の状態を情報収集し、健康状態をアセスメントす
る。
2）健康診査の見学と一部実施
3）NSTの判読
4）超音波診断
5）内・外診時の介助見学
6）保健指導の見学
7）分娩予定日の算出

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1）妊婦健診の目的・検査項目・正常値・診察内容（超音波含）など
2）一般的な各週数に応じた妊婦の身体変化・心理変化・胎児の健康状態などを学習する
3）妊娠各期の主な保健指導について
4）レオポルド触診法・腹囲、子宮底長測定の技術面を復習など
5）NST（基線細変動・一過性頻脈等）

第2回 担当教員・　 廣瀨　幸美
今野　和穂
中　理恵

テーマ 分娩期
分娩３要素を用いて、分娩進行状態を判断し、必要な各期の看護（観察・判断の視点、実施すべき援助等）
について学ぶことができる。

学修内容・学
修方法

分娩室実習（同行見学実習1日）
1）産婦1例を受持ち同行実習
2）産婦の看護に必要な情報収集
　①分娩に影響する既往歴・検査データ・妊娠経過
　②分娩進行状況
　③胎児の健康状態
3）産婦の看護
　①分娩進行の促進援助
　②無痛分娩・計画分娩の看護
　③努責法の指導見学
4）心理的側面への援助

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1）分娩3要素
2）分娩経過
3）陣痛周期と胎児心拍モニタリング
4）一過性除脈パターンと胎児の状態
5）分娩各期の看護
6）ビショップスコア
7）フリードマン曲線
8）無痛分娩・計画分娩
9）胎児付属物の観察と計測
10）早期母児接触について

第3回 担当教員・　 廣瀨　幸美
今野　和穂
中　理恵

３．ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程　第3版　医歯薬出版
４．「ウェルネスからみた母性看護過程＋病態関連図　第3版」
５．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)）
６．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)）
７．根拠と事故防止からみた母性看護技術　第3版
８．写真でわかる母性看護技術（インターメディカ）

試験・レポート等のフィードバック
１．提出された実習記録に対しては実習期間中に指導を行います。
２．実習における疑問はカンファレンスで共有します。

成績評価方法および評価基準
１．実習評価は、実習目標への到達度から、自己評価と教員評価で行う。
２．実習評価内容は、実習態度・記録物・カンファレンス参加度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
１．実習中の欠席は原則として認めない。
２．講義で使用した資料や看護過程を各自で振り返り、自ら必要な学習をまとめ臨むこと。

教員メッセージ
リプロダクティブ・ヘルス・ライツの視点から対象母子と家族の健康をとらえ、周産期における基礎
的な看護を実践していく機会となります。講義で学んだことをしっかり復習し、臨んでください。

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。
中　理恵：nakar@saniku.ac.jp　今野　和穂：konnok@saniku.ac.jp
廣瀬　幸美：hirose-y@saniku.ac.jp 

授業計画表
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テーマ 産褥期
褥婦の身体的・心理的・社会的変化の特徴を理解し、健康レベルの維持、増進に向けた看護援助を見学、ま
たは一部実施することで、母性看護の果たす役割について理解を深める。

学修内容・学
修方法

産科病棟実習：（2週目に各4日）
1）受持ち褥婦情報収集
2）褥婦の観察
　①バイタル測定
　②進行性・退行性変化
　③心理状態
　④授乳・育児行動
3）集団指導・個別指導の見学
4）看護過程の実施・評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1）退行性変化（子宮・生殖器復古）
2）進行性変化
3）乳房・乳頭タイプと乳汁分泌機序
4）授乳行動・育児行動
5）心理的変化
6）集団・個別保健指導
7）子宮底高・硬度の測定方法
8）乳房・乳頭マッサージ方法
9）ウェルネス看護過程
＊カンファレンス（褥婦の看護を通して気づき・学び）

第4回 担当教員・　 廣瀨　幸美
今野　和穂
中　理恵

テーマ 新生児期
新生児を出生日齢に応じてアセスメントし、対象児の状況に合わせた環境調整や早期新生児の看護の実践を
学び、新生児看護の果たす役割について理解を深める。

学修内容・学
修方法

新生児室実習： （2週目に各4日）
1）受持ち新生児の情報収集
2）新生児の観察
　①バイタルサイン測定と全身観察
　②体重減少率の算出と経皮的黄疸計測
　③排泄状況と哺乳状態
3）新生児回診・検査・Ｋ2シロップ与薬
4）光線療法時の看護
5）出生直後の看護
6）ボトル授乳の実施
7）個別指導（一部実施）・集団指導見学
8）新生児の清潔
9）看護過程の実施・評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1）新生児のバイタル測定と正常値
2）全身観察・原始反射・成熟徴候
3）生理的体重減少の機序
4）生理的黄疸の機序
5）日齢に応じた排泄の性状
6）新生児の環境
7）出生直後の看護
8）ラッチ・オンと乳頭の外し方
9）新生児の抱き方・排気法
＊カンファレンス（新生児の看護を通して気づき・学び）

第5回 担当教員・　 廣瀨　幸美
今野　和穂
中　理恵

テーマ 分娩準備教育：集団指導

学修内容・学
修方法

両親学級４クール設定（見学実習：1回）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1）分娩準備教育の目的
2）東京衛生アドベンチスト病院パンフレット「母となるあなたへ」を用いて指導内容を確認し臨む

第6回 担当教員・　

テーマ

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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ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 精神看護方法論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 3

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

◎ 松本　浩幸

概要

精神の健康問題を抱えて入院している患者および地域で生活をしている人や家族に対し、その人らし
く生きることを支える為の諸制度と諸理論、ならびに具体的な看護アプローチ法を学ぶ。精神症状の
アセスメント法と主な精神疾患患者への看護アプローチの基本や精神障害者の家族に関する基本的知
識を理解を深めるとともに、セルフケア看護理論を用いて看護過程を展開を試み、臨床実習につなげ
る。

科目目標

1.精神症状のアセスメント法と主な精神疾患患者への看護アプローチの基本を学ぶ。
2.精神障害者が地域生活を行うための基本的な知識とアプローチ法、諸制度について学ぶ。
3.精神障害者の家族に関する基本的知識を学ぶ。
4.セルフケア看護理論を用いて看護過程を展開するための知識を習得する。

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 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 　精神看護学１、精神看護学２　医学書院　　武井麻子

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 　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 　実習に直結する科目です。積極的に取り組むことを期待しています。

教員連絡先・オフィスアワー 　matsumotohi@saniku.ac.jp 精神看護方法論Ⅱ　授業日１２：００—１２：５０

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
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第1回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神看護学とは 

学修内容・学
修方法

精神看護の役割　・精神科患者の理解

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

精神看護学概論、精神看護方法論Ⅰ、精神医学を復習しておくこと。

第2回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神障害の基礎知識

学修内容・学
修方法

１．主な精神症状を理解する。
２．精神障害の診断と分類を知る。
３．主な精神障害や病態を知る。

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 精神医療・看護の歴史と法　入院制度

学修内容・学
修方法

社会と精神医療の歴史　人権と精神保健福祉法・関連法律

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 ケアの前提・原則と技術

学修内容・学
修方法

１．精神看護の役割を知る。
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。
３．４つのケアの原則を理解する。
４．そばにいること―Being意味を理解する。
５．精神科におけるケアの技術を理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第5回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ プロセスレコードと再構成

学修内容・学
修方法

１．プロセスレコードを用いることで、ケアへの動機付け、何を感じ、何を考えて働きかけを行ったかとい
う心理プロセスが理解できる。
２．患者への共感的理解、患者は何を感じ、何を考えて行動したかという客観的判断の訓練ができる。
３．自己洞察力､自分を知り、相手を知る力を磨くことができる。

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 統合失調症の人への看護　Ⅰ　心を病む人への日常生活援助

学修内容・学
修方法

１．統合失調症の病因・症状・診断・治療を理解する。　
２．心を病む人への日常生活への援助を理解する。
３．急性期・にある入院中の統合失調症の患者への看護を理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第7回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 統合失調症の人への看護Ⅱ　心を病む人への日常生活援助

学修内容・学
修方法

回復期・慢性期にある入院中の統合失調症の患者への看護を理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第8回 担当教員・　 松本　浩幸

授業計画表
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テーマ 気分障害の人への援助

学修内容・学
修方法

１．気分障害を持つ人の特徴を理解する。
２．気分障害を持つ人への援助の基本を理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第9回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 摂食障害と看護

学修内容・学
修方法

１．摂食障害の種類について理解する
２．摂食障害の症状について理解する
３．摂食障害の患者のケアについて理解する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第10回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 薬物療法と看護

学修内容・学
修方法

１．薬物療法に用いられている主な向精神薬の作用・副作用がわかる。
２．薬物療法における看護の役割がわかる。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第11回 担当教員・　

テーマ 精神科看護とリハビリテーション

学修内容・学
修方法

精神科リハビリテーションの概念と精神障害者を支える制度や社会資源について

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第12回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 精神障害者と家族

学修内容・学
修方法

精神障害者と家族の理解

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第13回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ セルフケア理論を用いた精神科看護アセスメント①

学修内容・学
修方法

看護過程の展開　セルフケア理論の活用

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第14回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ セルフケア理論を用いた精神科看護アセスメント②

学修内容・学
修方法

ペーパーペーシェントを用いた看護過程の演習

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第15回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ セルフケア理論を用いた精神科看護アセスメント③
 

学修内容・学
修方法

ペーパーペーシェントを用いた看護過程の演習

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業で示した課題

第16回 担当教員・　 松本　浩幸



2021/09/28 21:55 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=21N4201&P2=2021&P3=20210928 4/4

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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講義名 精神看護学実習

(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 3

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

◎ 松本　浩幸

須藤　りつ

概要

精神科病院において、入院治療を受けている人々ならびにデイケアに通う人々への看護を、実践およ
び見学を通して学ぶ。入院中の対象者の置かれた状況に応じた看護過程を使った看護展開を行うこと
により精神看護を学習する。また、病院内の作業療法や患者ミーティング、デイケアにおける対象の
活動の見学を通して、精神精神障害者の社会復帰システムの実際を学ぶ。さらに、対象との関係を見
つめる中でプロセスレコード等を通し、自己を洞察し、自己を啓発することを目指す。

科目目標
精神の健康に障害を持つ人々を理解し、その人の人権を擁護しながらセルフケア能力を高めるために
必要な看護を実践できる基礎的能力を養う。また、他者との関係を見つめる中で、自己を洞察し、自
己を啓発できる。

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 精神看護学１、精神看護学２　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 実習課題は、個別指導によりフィードバックを行なう。

成績評価方法および評価基準

１）実習状況　
２）カンファレンスへの参加状況　
３）提出物の内容と提出状況　

履修する上での要求事項・注意事項 補習は原則認めないため必要条件を満たさない場合、単位は取得できない。

教員メッセージ 精神科の臨床で看護師さんや患者さんから学べることがたくさんあると思います。積極的に学んでく
ださることを期待しています。
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第1回 担当教員・　 松本　浩幸
須藤　りつ

学修内容・学
修方法

１．実習方法と実習期間
１）実習方法　患者1名を受け持ち、看護計画の立案、実施、評価を行う。２）実習期間　2週間　90時間
２．実習内容
１）事前学習課題（実習要項参照）についてＡ４レポート５～６枚にまとめ、オリエンテ－ション開始前に
提出する。
２）病棟実習初日に臨床実習指導者のオリエンテーションを受け、行われている治療、看護および全体的な
注意事項を理解する。
３）実習の中間と最終日に、実習指導者による全体の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、実習での課題の解決策を見出していく。
 
注意事項
１．鍵の管理には十分注意し、必ず安全ピンでユニホームのポケット内につけておく。
２．患者に自分の連絡先を教えたり、私的な交わりや宗教的対応はしない。
３．病欠、早退その他予測しない事態が発生した場合、実習病棟、グループリーダー、担当教員に本人が責
任を持って連絡する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前学習課題を提示する

教員連絡先・オフィスアワー
matsumotohi@saniku.ac.jp　松本　
sudor@saniku.ac.jp　須藤

教員の実務経験 精神科病院看護師

授業計画表

ウインドウを閉じる
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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 2

対象年次 3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

◎ 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
2-3回

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4回 担当教員・　 草野　由紀子
4-5回

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6回 担当教員・　 草野　由紀子
6-7回

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8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9回 担当教員・　 草野　由紀子
9-10回

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11回 担当教員・　 草野　由紀子
11-12回

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。別の選択科目の「国際
保健医療問題」では、グローバルヘルスの課題を詳しくみていきます。

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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テーマ 国際看護活動の実際

学修内容・学
修方法

国際看護活動の場所と対象、
活動の内容
自己管理、健康管理、リスク管理、

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示

第13回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 日本における国際看護

学修内容・学
修方法

日本に滞在する外国人
在留外国人の健康課題
メディカルツーリズム

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示

第14回 担当教員・　 草野　由紀子
14-15回

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16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 国際保健医療問題

(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 3年次

時間数 15時間

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

◎ 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、主なグローバルヘルスの課題の概
要、要因と解決に向けた戦略について学び、地域や社会経済レベルによって異なる健康課題に目を向
け、解決のために看護職として貢献できることを考える。

科目目標
１．主なグローバルヘルスの課題の概要、要因と解決に向けた戦略について説明できる。
２．保健医療サービスへのアクセスと保健システムの課題、解決法について述べることができる。
３．健康の公平性と格差是正への取り組みについて議論できる。

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】
「国際保健医療学　第3版」　日本国際保健医療学会　（杏林書院　2013）

【参考文献】
授業で紹介します。

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
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 日ごろから国際情勢に目を向け、人々の暮らしと健康にどのような影響があるかを考えてみましょ
う。別の選択科目の「国際看護論」では、看護職としてグローバルヘルスの課題に取り組むために必
要な関連事項を学びます。
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第1回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 概論

学修内容・学
修方法

疾病構造、リスク要因、地域や経済レベルによる特徴、

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

国際保健医療問題について興味のあることを考えておく。

第2回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 感染性疾患

学修内容・学
修方法

3大感染症（マラリア、AIDS、結核）、新興・再興感染症、NTDs、薬物耐性

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示します。

第3回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 非感染性疾患、メンタルヘルス

学修内容・学
修方法

循環器疾患、がん、糖尿病、慢性呼吸器疾患、認知症、メンタルヘルス、主なリスク要因

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示します。

第4回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 母子保健、女性の健康

学修内容・学
修方法

妊産婦、新生児、乳幼児、小児、思春期の健康、リプロダクティブヘルス

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示します。

第5回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ その他

学修内容・学
修方法

健康格差、差別、スティグマ、マイノリティ、社会的弱者、事故・外傷 、食糧問題、紛争下の保健医療サ
ービス提供と保護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示します。

第6回 担当教員・　

テーマ 保健システム

学修内容・学
修方法

保健サービスへのアクセス、保健システムの構成要素、保健人材

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示します。

第7回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 健康に影響する要因

学修内容・学
修方法

環境、気候変動、人口、政治、社会・経済的要因

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示します。

第8回 担当教員・　 草野　由紀子

テーマ 問題解決のために

教員メッセージ
よりよい社会の形成のため、看護職の貢献は保健分野にとどまりません。グローバル社会の一員とし
て、また、保健医療の専門職として、世界の保健課題に目を向け、その原因と解決のためにできるこ
とを考えてみましょう。

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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学修内容・学
修方法

基本理念、健康課題解決へむけた戦略、アプローチ、看護職の果たす役割

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時に提示します。

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 国際看護実習

(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 2

対象年次 3年次

時間数 90時間

授業回数 45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

◎ 橋本　笙子

概要

（5名以上で開講）
１．発展途上国における健康問題、保険医療状況、それに対する日本政府やNGOの活動、日本人医療
従事者・看護職者の活動を学び、国・地域による健康問題・課題の相違や国際協力活動および看護の
役割について学ぶ。
２．大規模災害の被災地にいち早く駆け付け、救助・救命活動を行う医療を軸とした災害緊急支援プ
ロジェクト「空飛ぶ捜索医療団ARROWS」の訓練に参加し、災害医療について学ぶ

科目目標

１．発展途上国の健康問題、保健医療状況、保健医療政策について理解する。
２．発展途上国の地域住民の健康に影響を与える諸要因について考え、問題解決のための看護の役割
を理解する。
３．国際機関、各国政府、企業やNGO等の国際協力活動を知り、特に日本政府、日本のNGOがどのよう
な役割を担っているか知る。
４．国内外の大規模災害時の支援活動について学び、災害医療について理解する。

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

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】
国際看護論や国際保健医療問題で使用したテキスト、資料、ノートを参照する

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します

成績評価方法および評価基準 事前学習、プレゼンテーション、実習への参加態度、レポート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 １．今年はCOVID-19の影響を受け海外での実習ができません。広島県神石高原町において合宿形式で
実施します。
期間：8月12日（木）～8月20日（金） 宿泊：神石高原町内の研修施設を予定
２．期間中2日間、空飛ぶ捜索医療ARROWS(https://arrows.red)の訓練に参加します。
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３．この科目の履修者は、国際看護論、国際保健医療問題の科目を履修し、基本的知識を学習した上
で参加すること
４．事前のオリエンテーションには必ず参加すること
５．実習後にレポートを提出すること

教員メッセージ

今年は海外に行くことができないのは残念ですが、その代わり広島県神石高原町で中身の濃い実習を
計画しています。ワークショップを通して発展途上国の課題分析、事業形成等を学び、海外とのオン
ラインセッション、日本の過疎地域の医療の現場、そして国内外の大規模災害の被災地において、救
助・救命活動をおこなう「空飛ぶ捜索医療団ARROWS」の訓練にも参加します。まだスケジュールが詳
細まで決まっていないのですが、随時、共有していきます。

教員連絡先・オフィスアワー メール・アドレス：shoko6503@gmail.com

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 スピリチュアルケア

(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 3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

◎ 本郷　久美子

山口　道子

永田　英子

概要

スピリチュアリティおよびその関連用語の定義と基礎的知識を学ぶ。また、スピリチュアルアセスメ
ント及びスピリチュアルケアの意義と目的について学び、これらの基礎的理解をもとに、緩和ケア、
老年看護、慢性疾患看護、治らない病を持つ患者の事例を対象に、グループワークを通して、スピリ
チュアル側面のアセスメント・看護診断・具体的介入計画の立案などケアの基礎を学ぶ。

科目目標

1.スピリチュアリティの定義とその関連用語について学ぶ。
2.スピリチュアルニードについて学ぶ。
3.スピリチュアルアセスメントについて学ぶ。
4.スピリチャルペインについて学ぶ。
5.スピリチュアルケア提供者自身のスピリチュアリティについて学ぶ。
6.わが国の研究者によるスピリチュアリティおよびスピリチュアルケアについての見解を学ぶ。
7.事例を対象にスピリチュアルアセスメント・看護診断・具体的ケアの立案を試みる。

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 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

準備学習
近代ホスピスの創立者である医師シシリーソンダースについての指定図書を読み、ホスピス理念、ス
ピリチュアルペイン、トータルペイン、スピリチュアルケア等について、自分なりの考えを持って授
業に臨んで下さい。

テキスト/参考文献 テキスト
　エリザベス・ジョンストン・テイラー；江本愛子監訳：
スピリチュアルケア　看護のための理論･研究･実践　医学書院
参考図書
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第1回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ ・科目ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
1)ｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾘﾃｨの定義
2)自己のｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾘﾃｨ　
3)ｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾘﾃｨ関連用語

学修内容・学
修方法

・「スピリチャアリティ」看護における定義
・聖書に見られる「霊」
・スピリチュアリティの普遍性/関連用語
・看護の中のスピリチュアリティ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1章P2～10:スピリチュアリティとは。
20～28:スピリチュアリティの発達。
 

第2回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 4)スピリチュアルペイン
5)心理的ペイン
6)宗教的ペイン
7)社会的ペイン

学修内容・学
修方法

・スピリチュアルペイン・心理的ペイン・宗教的ペイン・社会的ペイン その特徴と相違　　　　　　　　
・スピリチュアリティ関連の看護診断
　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

p10~14:関連概念;相違点と類似点　
本郷資料①：高齢者のスピリチュアルペイン
本郷資料②：バチが当たったと苦しむ女性
看護診断ハンドブック必携

第3回 担当教員・　 永田　英子 教室 教室未定

テーマ 死生学

学修内容・学
修方法

・聖書的な「人」「霊」の概念
・ケア着地と滞空

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テイラー著書3章、8章

第4回 担当教員・　 山口　道子 教室 教室未定

テーマ ①スピリチュアリティ/
SC(スピリチュアルケア)の発展とその背景

　１．窪寺俊之：スピリチュアルケア学序説　三輪書店
　２．窪寺俊之：スピリチュアルケア入門　三輪書店
　３．シシリーヘンダーソン：シャリー・ドウブレイ(著)若林一美(訳)　日本看護協会出版会
　４．看護におけるスピリチュアルケア　DVD 全8巻　vol.1-8（本郷久美子監訳）：医学映像教育セ
ンター
　５．ウァルデマール・キッペス:スピリチュアルケア　サンパウロ

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を集め、コメントを付けて返します。
理解を確認するための小テストを行い、採点・返却後、後日オンラインで質疑応答の時間を取りま
す。

成績評価方法および評価基準
授業参加態度（５％）　事前学習（５％）　課題レポート（１０％）
プレゼンテーション（２０％）　試験等総合評価（６０％）

履修する上での要求事項・注意事項
毎授業の事前課題があります。課題は主に研究論文です。事前に読んで理解してほしい内容について
提示するので課題論文の読んでくる個所を理解してから、事前学習をしてください。

教員メッセージ

人間は誰しも病、老い、死に直面する存在です。がんの告知を受けている方、また死に向き合ってお
られる患者の残された日々をより充実して、死の先に希望を持ちつつ死の瞬間まで生き抜くことを可
能とするのは、その人の魂に寄り添い、その人の全存在を支えるケアであると思います。授業を通し
て自らのスピリチュアリティの成長も含めて、看護ケア提供者としてのスピリチュアルケアの理解に
取り組んで頂きたいと思います。

教員連絡先・オフィスアワー
水曜日以外の午前8時50分から午後5時40分までメールにて相談を受けます。対面授業が開始されたあ
とは、前記の時間帯に研究室で対応いたします。メールで予約をしてください。

教員の実務経験

約17年間米国の病院で看護師として臨床経験をしましたが働いた病院のすべてに数名のチャプレンが
チーム医療の中におられてました。患者に寄り添い、患者の語られる声に耳を傾け、ともに祈る医療
チーム中で私はスピリチュアルケアの実践にかかわることができました。この時の経験がその後のス
ピリチュアルケアに関連するわたくしの研究につながっています。さらに看護におけるスピリチュア
ル関連の英文図書やDVDの翻訳・監訳にかかわることができたことも看護におけるスピリチュアルケ
アの理解を深めることにつながっていると思っています。

授業計画表
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学修内容・学
修方法

・スピリチュアルの関心度向上の背景と経緯
・WHOの国際的調査結果からのスピリチュアルの構造概念
・日本におけるスピリチュアリティの定義

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

山口資料① 藤井美和他：日本人のスピリチュアリティの表すもの：WHOQOLのスピリチュアリティ予備調査
から

第5回 担当教員・　 山口　道子 教室 教室未定

テーマ ②スピリチュアリティの認知度と課題
③SCの学生への指導

学修内容・学
修方法

・スピリチュアリティ・スピリチュアルケアの認知度
・日本におけるスピリチュアルケアの必要性と課題
・スピリチュアルケアの学生への実践的指導

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

山口資料②大えき美樹：緩和ケア病棟の看護師におけるスピリチュアルケア
山口資料③藤井美和：スピリチュアルケアの本質

第6回 担当教員・　 山口　道子 教室 教室未定

テーマ 我が国の研究者によるスピリチュアリティ諸理論・諸相

学修内容・学
修方法

・日本人の研究者によるスピリチュアリティ、SP、SCについて
　窪寺、村田、比嘉各氏

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

山口資料④村田久行：終末期がん患者のスピリチュアルペインとそのケア：アセスメントとケアのための概
念枠組みの構築
山口資料⑤比嘉勇人：スピリチュアリティ評定尺度

第7回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 医師・社会福祉士・看護師 ｼｼﾘｰ・ｿﾝﾀﾞｰｽの先駆的働き

学修内容・学
修方法

・シシリー･ソンダースとセントクリストファ-･ホスピス
・死の恐怖を超えて；痛みと症状の緩和；語り継ぐべきこと

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

本郷資料③ P96-125：医師を目指して
本郷資料④ P126-147：病める人と共に
本郷資料⑤ P212-245：セント・クリストファー・ホスピスの設立
 
(第3回目授業当日17:00までにドクターシシリー・ソンダースの読後考察レポート提出)

第8回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 13)･スピリチュアリティ
・ヴエリティヴィティ
・レジリエンス

学修内容・学
修方法

・スピリチュアリティ、ヴェリティヴィティ、
　レジリエンス３用語の共通点と相違点
・患者・家族の適応レベルの働きの促進を支援する看護実践

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

本郷資料⑥口唇口蓋破裂患者を育てている母親の困難な出来事とレジリエンス
NANDA-I看護診断 定義と分類　必携

第9回 担当教員・　 山口　道子 教室 教室未定

テーマ SCの3要素　

学修内容・学
修方法

・スピリチュアリティの理解とケアへの実践
・スピリチュアルケアの3要素と全人的ケアwholistic　Nursing Care

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第4章「心の癒し」p88－112
第9章「祈りの効果」p221－227
山口資料⑥菱刈美和子：スピリチュアルケアの基礎となる３要素について

第10回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 遺族へのスピリチュアルケア

学修内容・学
修方法

ご遺族の語りを傾聴し、看護の役割を考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

本郷資料⑦遺族の思い

第11回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 終末期患者のスピリチュアルニーズ

学修内容・学
修方法

終末期患者が望む「スピリチュアルケア」について
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

本郷資料⑧　研究と報告　がん患者が望む「スピリチュアルケア」

第12回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 事例紹介/看護過程/討議

学修内容・学
修方法

・グループで事例と理論を選択する。
・アセスメント　看護診断　介入計画立案

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

本郷資料⑨事例１
　　資料⑩事例 2
　　

第13回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 事例分析/看護過程展開/討議

学修内容・学
修方法

グループで事例、理論の選択について討議した後、選んだ事例について理論を使って看護過程を展開し、発
表の資料を作成する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

PP画面・発表原稿作成
第14回目授業の1週間前発表PPスライド・原稿提出　　　　　　　　　　　　　　　

第14回 担当教員・　 本郷　久美子
山口　道子

教室 教室未定

テーマ グループワークの発表

学修内容・学
修方法

発表とディスカッション　講評

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

発表・評価・質疑応答

第15回 担当教員・　 本郷　久美子
山口　道子

教室 教室未定

テーマ グループワークの発表(続)

学修内容・学
修方法

発表とディスカッション　講評

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

表・評価・質疑応答

第16回 担当教員・　 本郷　久美子
山口　道子

教室 教室未定

テーマ まとめ・テスト

学修内容・学
修方法

期末テスト

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第17回 担当教員・　 教室

テーマ

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 公衆衛生看護学原論

(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 3

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

概要
公衆衛生看護学の成立基盤を明らかにし、公衆衛生看護の活動理念や公衆衛生看護活動の特徴を理解
する。そして、先人の活動から公衆衛生看護マインドを育む素地を培うことができる。

科目目標

1.公衆衛生看護学の理念と機能を理解する。
2.公衆衛生看護活動の基盤となる概念を理解する。
3.公衆衛生看護の歴史的探究をとおして、公衆衛生看護マインドに触れる。
4.公衆衛生看護活動の対象と展開の原則、活動方法を理解する。
5.公衆衛生活動の対象とその特性を理解する。

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

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］標美奈子他：標準保健講座１ 公衆衛生看護学概論（第5版）, 医学書院,2019
［参考文献］無名の語り　保健師が「家族」に出会う12の物語　宮本ふみ　医学書院

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。
・課題レポートは全体あるいは個人にコメントをする。
・試験後、オフィスアワーを活用して解答の解説をする。

成績評価方法および評価基準 ・筆記試験60%、課題レポート・グループ討議への参加度40%による総合評価をする。

履修する上での要求事項・注意事項

1.１年次に履修した地域看護学概論で学んだ事項と深く関連しているので、その時の資料・ノートを
確認をすること。
2.グループ討議では事前にテーマに関する自己の考えや意見をまとめ、主体的に学習をすすめるこ
と。

教員メッセージ 保健師課程選択科目の基盤となる科目です。十分、自己学習をしましょう。
公衆衛生看護に関する概念を構築し、将来、保健師として活動するときに公衆衛生看護マインドが獲

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 浦橋　久美子
1～3回目

テーマ 公衆衛生看護の理念と基盤となる概念

学修内容・学
修方法

1.公衆衛生の理念 
2.公衆衛生活動の目的・目標の変遷
3.公衆衛生看護とは
4.公衆衛生看護の理念 と機能
5.公衆衛生看護の基盤となる概念
1）プライマリヘルスケア
2）ヘルスプロモーション
3）エンパワメント　
4) 自立支援

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

公衆衛生学および地域看護学概論で学習したプライマリヘルスケア、　ヘルスプロモーションなどについて
復習する。

第4回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護と倫理

学修内容・学
修方法

1.公衆衛生看護の倫理
2.公衆衛生看護倫理を支える概念

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第1章Cを予習する。

第5回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護の対象

学修内容・学
修方法

1.公衆衛生看護の対象とその特徴
2.公衆衛生看護の場

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第2章を予習する。

第6回 担当教員・　 浦橋　久美子
6～7回目

テーマ 公衆衛生看護の歴史的探究①

学修内容・学
修方法

1.戦前の社会情勢と公衆衛生看護活動
2.戦後の社会情勢と公衆衛生看護活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第10章Aを予習する。

第8回 担当教員・　 浦橋　久美子
8～9回目

テーマ 公衆衛生看護の歴史的探究②
-保健師マインド-

学修内容・学
修方法

公衆衛生看護の歴史から学ぶ。
「先人の公衆衛生看護活動事例から保健師としてのあり方」について考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テーマについて事前に自己の考えや意見をまとめる。

第10回 担当教員・　 浦橋　久美子
10～12回目

テーマ 公衆衛生看護の歴史的探究③
-公衆衛生看護の展開-

学修内容・学
修方法

公衆衛生看護の歴史から学ぶ。
「先人の公衆衛生看護活動事例から公衆衛生看護活動展開のプロセス」を考察する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・事前に配布する資料を熟読する。
・教科書第6章を予習する。

第13回 担当教員・　 浦橋　久美子

得できるための素地を培うことを期待します。

教員連絡先・オフィスアワー
浦橋久美子：urahashik@saniku.ac.jp
メールで事前に予約をお願いします。

授業計画表
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テーマ 公衆衛生看護活動の
展開方法

学修内容・学
修方法

1.生活モデルと医療モデル 
2.ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチ 
3. アウトリーチ
4.地区分担と業務分担

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書第５章Bを予習する。

第14回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護活動の 実際

学修内容・学
修方法

地域住民とともに地域の健康をまもる活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

地域住民と保健師との関係について、これまで学習したことから自己の考えや意見をまとめる。

第15回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護活動の 展望

学修内容・学
修方法

これまで学習したことを踏まえ、わが国
におけるこれからの公衆衛生看護につ
いて考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テーマについて事前に自己の考えや意見をまとめる。

第16回 担当教員・　 浦橋　久美子

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 公衆衛生看護活動展開論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 通年

基準単位数 2

対象年次 3年次

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

◎ 佐藤　壽子

浦橋　久美子

概要
地域の特性およびそこで暮らしている人々の健康状態を多角的に捉えて健康問題を明確し、健康課題
の解決に向けた支援を行うために必要な能力を習得する。

科目目標

1.公衆衛生看護活動の展開の基本を理解できる。
2.地域アセスメントの目的、展開過程を理解できる。
3.地域アセスメントに活用できる理論を理解できる。
4.地域アセスメントができる。
5.公衆衛生看護活動計画立案の基本を理解できる。
6.公衆衛生看護活動計画の立案ができる。

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

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

【テキスト】
1)標美奈子他　標準保健師講座 1 公衆衛生看護学概論 第5版, 医学書院
2)国民衛生の動向 2020/2021 厚生労働統計協会 
3)岩本里織他　公衆衛生看護活動論　技術演習第３版　クオリティケア
【参考文献】
・金川克子：地域看護診断（第2版）東京大学出版会　2011
・金川克子・早川和生編著：
　コミュニティ アズ パートナー 地域看護学の理論と実際(第2版)　医学書院　2007 
・佐伯和子編著：
　地域保健福祉活動のための地域看護アセスメントガイド第2版　医歯薬出版　2018

試験・レポート等のフィードバック 1．筆記テストについては終了後に解答案を掲示する。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 授業ガイダンス、公衆衛生看護活動と地域アセスメント(1)

学修内容・学
修方法

1. 授業ガイダンス：本科目の目的や進め方
2. 公衆衛生看護活動と地域アセスメント
①公衆衛生看護活動の展開の基本

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1)6章A-1・2を読んで予習をしておく。

第2回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 公衆衛生看護活動と地域アセスメント(2)

学修内容・学
修方法

②地域アセスメントの目的、対象
③地域アセスメントの展開過程

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1)6章A-3を読んで予習しておく。

第3回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメントの展開方法(1)

学修内容・学
修方法

1）情報収集
①既存の資料の活用
②地区踏査の方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1)6章C-1を読んで予習をしておく。

第4回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメントの展開方法(2)

学修内容・学
修方法

1)情報収集
③調査、インタビューの方法
④エスノグラフィー

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

既習の内容（看護研究の基礎等）からデータの収集方法と分析についてを復習しておく。

第5回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメントの展開方法(3)

学修内容・学
修方法

2）分析とアセスメント
3）健康課題の抽出

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1)6章C-2・3を読んで予習しておく。

第6回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメントに活用できるモデル(1)

学修内容・学
修方法

1)コミュニティーアズパートナーモデル
①モデルの概要

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1)6章A-4を読んで予習をしておく。

第7回 担当教員・　 佐藤　壽子

2．レポートについては、コメントを記入して返却する。
3．オフィスアワーで個別に質問等を受け付ける。

成績評価方法および評価基準
1．筆記試験：60%
2．レポート：40%

履修する上での要求事項・注意事項
演習では保健統計情報などを各機関のホームページから収集するため、インターネットが活用できる
環境を整えておく。また、情報の整理はパソコンを活用するため、ノートパソコンを授業に持参する
こと。

教員メッセージ
公衆衛生看護活動の展開の基本である地域アセスメントから活動計画、実施、評価の一連のプロセス
をしっかり理解し、4年次の実習につなげることを期待します。

教員連絡先・オフィスアワー 佐藤壽子：tsato@saniku.ac.jp　（研究室31）

授業計画表
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テーマ 地域アセスメントに活用できるモデル(2)

学修内容・学
修方法

1)コミュニティーアズパートナーモデル
②情報収集の目的と視点
　コミュニティアズパートナーモデルにおけるコアとサブシステムの各項目について、情報を収集する目的
と視点をグループワークにより考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト3)第5章Bを読んで予習しておく。
 

第8回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメントに活用できるモデル(3)

学修内容・学
修方法

1)コミュニティーアズパートナーモデル
②情報収集の目的と視点
　第7回のグループワークで検討し、まとめた内容を発表会により全体で共有し深める。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

発表会で行うプレゼンテーションの準備をしておく。

第9回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメントに活用できるモデル(4)

学修内容・学
修方法

1)コミュニティーアズパートナーモデル
②情報収集の目的と視点
　グループワークでの学びと教員の補足説明から、コミュニティーアズパートナーモデルを用いた地域アセ
スメントの視点を整理する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第8回の発表会から得た学びをまとめておく。

第10回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメントに活用できるモデル(5)

学修内容・学
修方法

2)プリシード・プロシードモデル
　モデルの概要と活用

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1) 6章A-4を読んで予習しておく。

第11回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 公衆衛生看護活動計画の立案(1)

学修内容・学
修方法

①計画策定のプロセス
②総合計画と保健計画
③実施計画の策定
④事業計画の策定

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1)6章Bを読んで予習しておく。

第12回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 公衆衛生看護活動計画の立案(2)

学修内容・学
修方法

⑤活動の評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト1)7章Bを読んで予習しておく。

第13回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 中間まとめテスト

学修内容・学
修方法

公衆衛生看護活動の展開の基本となる地域アセスメントにおいて必要な知識を確認する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業第1回～第12回を復習しておく。

第14回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメント演習(1)

学修内容・学
修方法

事例を基に地域アセスメントを行う
①個人で事例の地域の情報に対するアセスメントを行う。
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業第1回～第14回、中間筆記テストを見直し、復習しておく。

第15回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメント演習(2)

学修内容・学
修方法

事例を基に地域アセスメントを行う
②個人で行ったアセスメントをグループワークにより共有し、まとめる。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第14回の個人ワークを完成させておく。

第16回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメント演習(3)

学修内容・学
修方法

事例を基に地域アセスメントを行う
③グループワークでまとめた内容を発表会により全体で共有する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

発表会で行うプレゼンテーションの準備をしておく。

第17回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地域アセスメント演習(4)

学修内容・学
修方法

事例を基に地域アセスメントを行う
④発表会の内容を振り返り、個人の地域アセスメントを修正する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第16回の発表会から得た学びをまとめておく。

第18回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(1)

学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
①コミュニティーアズパートナーモデルを用いて既存の資料から情報収集を行う。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

実習地の自治体や保健所ホームページから情報収集をしておく。

第19回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(2)

学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
①コミュニティーアズパートナーモデルを用いて既存の資料から情報収集を行う。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

実習地の自治体や保健所ホームページから情報収集をしておく。

第20回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(3)

学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
②収集した情報を基に地区踏査計画を立案する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第19回までの情報収集の内容を確認し、不足している情報を整理しておく。

第21回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(4)

学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
③地区踏査をする。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

地区踏査で記録した内容を整理しておく。

第22回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(5)
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学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
③地区踏査をする。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

地区踏査で記録した内容を整理しておく。

第23回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(6)

学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
④情報相互の関連を分析し、健康問題および健康課題を抽出する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

既存の資料および地区踏査から得られた情報を整理しておく。

第24回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(7)

学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
⑤発表会により全体で共有する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

発表会で効果的なプレゼンテーションができるよう準備をしておく。

第25回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 地域アセスメントの実際(8)

学修内容・学
修方法

実習地（市町)の地域アセスメント
⑥発表会で得られた学びを基に振り返り、修正をする。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第24回の発表会で得られた学びをまとめておく。

第26回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護活動計画の実際(1)

学修内容・学
修方法

実習地（市町）の地域アセスメントに基づいた公衆衛生看護活動計画の立案
①活動の目的、目標の設定
②活動計画立案

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第11回、12回の授業内容を復習しておく。

第27回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護活動計画の実際(2)

学修内容・学
修方法

実習地（市町）の地域アセスメントに基づいた公衆衛生看護活動計画の立案
③事業計画の立案
④評価計画の立案

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

活動計画を完成させておく。

第28回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護活動計画の実際(3)

学修内容・学
修方法

実習地（市町）の地域アセスメントに基づいた公衆衛生看護活動計画の立案
⑤発表会により全体で共有する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

発表会で効果的なプレゼンテーションができるよう準備しておく。

第29回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護活動計画の実際(4)

学修内容・学
修方法

実習地（市町）の地域アセスメントに基づいた公衆衛生看護活動計画の立案
⑥発表会で得られた学びを基に振り返り、修正を行う。
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第28回の発表会で得られた学びをまとめておく。

第30回 担当教員・　 佐藤　壽子
浦橋　久美子

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

公衆衛生看護活動の展開の基本となる地域アセスメントおよび公衆衛生看護活動計画立案の意義について、
ディスカッションにより学修を深める。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

地域アセスメントおよび公衆衛生看護活動計画立案の意義について各自意見をまとめておく。

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 対象別支援技術論

(副題)

代表ナンバリングコード

講義開講時期 通年

基準単位数 2

対象年次 3年次

時間数 60時間

授業回数 30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

松本　浩幸

浦橋　久美子

佐藤　壽子

概要
地域で生活する様々なライフステージにある人々とその家族、健康障害をもつ人々とその家族を
対象に展開される公衆衛生看護活動について理解する。

科目目標

1.地域で生活する住民のさまざまなライフステージの特性およびそこで実践される公衆衛生看護活動
について理解し、実際、どのように展開されているかイメージできる。
2.健康障害をもつ人とその家族の生活や健康課題を対象にした公衆衛生看護活動につい理解し、　実
際、どのように展開されているかイメージできる。
3.公衆衛生看護活動がさまざまな施策に基づいて行われていることが理解できる。

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

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】
中谷芳美他：標準保健師講座　対象別公衆衛生看護活動　第3版、医学書院
厚生労働統計協会編集：国民衛生の動向 2019/2020 vol.66 No.9 厚生労働統計協会

【参考文献】
金川克子編集：最新保健学講座３　公衆衛生看護活動論１　2016改訂　メヂカルフレンド社
金川克子編集：最新保健学講座４　公衆衛生看護活動論２　2016改訂　メヂカレフレンド社

試験・レポート等のフィードバック 分野の担当教員ごとに課題について、解説およびコメントを配布する。

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

テーマ ライフサイクルと公衆衛生看護

学修内容・学
修方法

１．ライフサイクル別の健康課題
２．わが国の健康政策と保健師活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1年次履修科目「発達心理学」「母性看護学概論」、
２年次履修科目「小児看護学概論」「小児看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅱ」を復
習しておく。
 
テキスト１章Ａ，Ｂ，Ｃを予習しておく。

第2回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 母子保健の動向

学修内容・学
修方法

１．母子保健の理念
２．母子保健の課題と対策・保健師活動
３．母性各期の健康課題と保健指導

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1年次履修科目「発達心理学」「母性看護学概論」、
２年次履修科目「小児看護学概論」「小児看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅱ」を復
習しておく。
 
テキスト１章Ａ，Ｂ，Ｃを予習しておく。

第3回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 乳幼児の成長発達と
公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．乳幼児の成長発達と健康課題
２．発達の促進および健康課題を改善するための支援
３．子育て支援の体制づくりと保健師の役割

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1年次履修科目「発達心理学」「母性看護学概論」、
２年次履修科目「小児看護学概論」「小児看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅱ」を復
習しておく。
 
テキスト１章Ａ，Ｂ，Ｃを予習しておく。

第4回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 乳幼児の成長発達と
公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．乳幼児の成長発達と健康課題
２．発達の促進および健康課題を改善するための支援
３．子育て支援の体制づくりと保健師の役割

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1年次履修科目「発達心理学」「母性看護学概論」、
２年次履修科目「小児看護学概論」「小児看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅱ」を復
習しておく。
 
テキスト１章Ａ，Ｂ，Ｃを予習しておく。

第5回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 主な母子保健活動

学修内容・学
修方法

１．新生児・産婦訪問指導
２．予防接種
３．乳幼児健康診査・保健指導

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1年次履修科目「発達心理学」「母性看護学概論」、
２年次履修科目「小児看護学概論」「小児看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅰ」「母性看護方法論Ⅱ」を復
習しておく。
 
テキスト１章Ａ，Ｂ，Ｃを予習しておく。

第6回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 母子保健活動演習

学修内容・学
修方法

１．新生児・産婦訪問指導
２．１歳６か月児健康診査（問診の実際）
３．３歳児健康診査（問診の実際）

成績評価方法および評価基準 筆記試験、レポート、授業への参加態度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 演習は必ず出席すること。

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業内容の復習

第7回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 母子保健活動演習

学修内容・学
修方法

１．新生児・産婦訪問指導
２．１歳６か月児健康診査（問診の実際）
３．３歳児健康診査（問診の実際）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業内容の復習

第8回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 母子保健活動演習

学修内容・学
修方法

１．新生児・産婦訪問指導
２．１歳６か月児健康診査（問診の実際）
３．３歳児健康診査（問診の実際）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業内容の復習

第9回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 子育てのリスクを持つ親子への
支援

学修内容・学
修方法

１．発達障害児への支援
２．児童虐待の動向
３．勤労女性・ひとり親家庭等への支援
４．地域のサポートシステム、社会資源の活用

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト１章Ｄを予習しておく。

第10回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 子育てのリスクを持つ親子への支援

学修内容・学
修方法

１．発達障害児への支援
２．児童虐待の動向
３．勤労女性・ひとり親家庭等への支援
４．地域のサポートシステム、社会資源の活用

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト１章Ｄを予習しておく。

第11回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 難病と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．難病保健の動向
２．難病対策と保健師活動
３．難病患者の生活と保健指導

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト６章を予習しておく。

第12回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 難病と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．難病保健の動向
２．難病対策と保健師活動
３．難病患者の生活と保健指導

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト６章を予習しておく。

第13回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 成人・高齢者保健の動向

学修内容・学
修方法

１．成人・高齢者の健康状況
２．成人期・高齢者の健康づくりと対策
３．生活習慣病と保健活動
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1年次履修科目「成人看護概論」
2年次履修科目「成人看護方法論Ⅱ」を復習しておく。

第14回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 成人・高齢者保健の動向

学修内容・学
修方法

１．成人・高齢者の健康状況
２．成人期・高齢者の健康づくりと対策
３．生活習慣病と保健活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1年次履修科目「成人看護概論」
2年次履修科目「成人看護方法論Ⅱ」を復習しておく。

第15回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 成人保健活動

学修内容・学
修方法

１．特定健康診査
２．特定保健指導

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト２章Ｂを予習しておく

第16回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 成人保健活動

学修内容・学
修方法

１．特定健康診査
２．特定保健指導

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト２章Ｂを予習しておく

第17回 担当教員・　 鈴木　美和

テーマ 中間まとめ

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・　 佐藤　壽子

テーマ 高齢者の健康づくりと公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

介護予防とは何か、現在の日本の高齢者および高齢者を取り巻く社会資源（サービス）の特徴から、地域に
おける介護予防ニーズを講義を通して理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

在宅看護論及び老年看護学概論、老年看護学方法論Ⅰで学んだ高齢期の特徴や発達課題、介護保険制度の仕
組みや地域ケアシステムについて復習しておく。
テキストp84～p92を読み、復習した内容と合わせて高齢者の保健福祉の動向を把握しておく。

第19回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 高齢者の健康づくりと公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

地域包括支援センターの活動事例について、グループワークを行い、地域の高齢者の状況を把握するアセス
メントの視点、支援の展開方法を理解する。グループで話し合った内容は次回の発表会で共有する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

プレゼンテーションの資料を作成する。

第20回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 高齢者の健康づくりと公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

地域包括支援センターの活動事例について、グループ毎にまとめた活動の内容とその経緯や目的、活動の成
果を発表会で共有し、保健師の役割について理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

他のグループがプレゼンテーションした内容を概念化し、高齢者保健活動における保健師の役割を考察す
る。(レポートとして提出する。）

第21回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 地域で生活を支える援助

学修内容・学
修方法

地域で生活するための原則、制度
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

2年時履修科目「精神看護方法論Ⅰ」、
2年時の教科書「精神看護の基礎」第４章を読んで復習しておく。

第22回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 支援の方法

学修内容・学
修方法

地域で精神障害者を支援するための方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時使用した資料、教科書

第23回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 地域で精神障害者を支援するための方法①

学修内容・学
修方法

地域での保健指導・看護の実際：事例を通して学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時使用した資料、教科書

第24回 担当教員・　 松本　浩幸

テーマ 地域で精神障害者を支援するための方法②

学修内容・学
修方法

地域での保健指導・看護の実際：事例を通して学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業時使用した資料、教科書

第25回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 障害児・者と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．障害児・者保健の動向
２．障害児・者の保健福祉施策
３.障害児・者の自立への支援の実際

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト5章を予習しておく。

第26回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 障害児・者と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．障害児・者保健の動向
２．障害児・者の保健福祉施策
３.障害児・者の自立への支援の実際

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト5章を予習しておく。

第27回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 障害児・者と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．障害児・者保健の動向
２．障害児・者の保健福祉施策
３.障害児・者の自立への支援の実際

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト5章を予習しておく。

第28回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 感染と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．感染症の動向
２．感染症施策と保健師活動
３．結核と保健師活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト７章Cを予習しておく。

第29回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 感染と公衆衛生看護活動
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学修内容・学
修方法

１．感染症の動向
２．感染症施策と保健師活動
３．結核と保健師活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト７章Cを予習しておく。

第30回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 感染と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

１．感染症の動向
２．感染症施策と保健師活動
３．結核と保健師活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト７章Cを予習しておく。

第31回 担当教員・　 鈴木　美和

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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講義名 産業保健

(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 3

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

◎ 永島　昭司

中野　愛子

概要
生涯保健全体の流れの中のひとつとして産業保健をとらえることによって、働く人々のＱＯＬを
高めるための産業看護の役割を理解する。

科目目標
産業保健の基本的な考え方と知識を習得する。
健康障害を起こしうる要因（ばく露因子）と健康障害との関係を学ぶ。
産業保健における保健師の役割と活動の実際を理解する。

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

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

［テキスト］
永島：講師によるレジメ
永島・中野共通：産業看護学2021年版（河野啓子著　日本看護協会出版会）
中野：講師によるレジメ

［参考文献］
労働衛生のハンドブック（PDF）（令和２年度）

試験・レポート等のフィードバック

永島：提出された回答用紙やレポートに、採点やコメントを直接記載して本人に返す。
採点基準も示す。また、質問に対しては紙面で回答する。
中野：講義内容に対するレポートを集め、グループワーク後コメントを記載して返します
健康教育の計画、準備、実施に主体的に参加することを評価指標とします。

成績評価方法および評価基準 レポート・試験

履修する上での要求事項・注意事項 中野：グループワークでの発表、レポート内容も評価

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 永島　昭司

テーマ 産業保健（労働衛生）の基本 

学修内容・学
修方法

基本的な考え方、労働衛生の三管理、ばく露、法令等について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

不要
しっかり復習

第2回 担当教員・　 永島　昭司

テーマ 健康障害①　職業性疾病 

学修内容・学
修方法

働くことによって起こる健康障害を予防する為に必要な考え方を、
実例をふまえて学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

不要
しっかり復習

第3回 担当教員・　 永島　昭司

テーマ 健康障害②　作業関連疾患

学修内容・学
修方法

働くことによって起こる健康障害を予防する為に必要な考え方を、
実例をふまえて学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

不要
しっかり復習

第4回 担当教員・　 永島　昭司

テーマ 健康診断の基本
心身の健康保持増進の考え方 

学修内容・学
修方法

健康診断とその事後措置、健康保持増進への取り組みを、実例をふまえて学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

不要
しっかり復習

第5回 担当教員・　 中野　愛子

テーマ Ⅰ.産業保健・看護の歴史的変遷と法的根拠 
Ⅱ.産業保健における（保健師）の職務の実際

学修内容・学
修方法

Ⅰ-1.産業保健・看護の歴史的変遷と法的根拠
1）産業看護の歴史と現状　
2）産業保健・看護とは
Ⅰ-2.産業保健・産業看護活動の基礎
1）産業看護に必要な基礎知識
2）労働衛生の5分野における
産業看護職の役割
 
Ⅱ-1.総括管理；
1）労働衛生管理体制
2）産業保健計画
Ⅱ-2.健康管理；
1）健康診断　
2）健康相談・保健指導
3）THP・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ
Ⅱ-3.作業環境管理；
1）職場巡視　
2）作業環境測定
Ⅱ-4.作業管理；
1）産業疲労対策
2）過重労働対策
Ⅱ-5.労働衛生教育・健康教育
Ⅱ-6.その他

教員メッセージ
永島：「なるほど産業保健ってこんな見方か。おもしろい。」と感じてくだされば最高。
中野：慣れない言葉が多い分野ですが一緒に頑張っていきましょう。
希望の学生には弊社の見学が可能です。

教員連絡先・オフィスアワー
永島：s.nagashima@genki2.jp
中野：aiko.nakano.hf@hitachi.com

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・参考文献を読む

第6回 担当教員・　 中野　愛子

テーマ Ⅲ.産業保健をめぐる諸問題
　と今後の展望

学修内容・学
修方法

1.産業保健の現状；
1）経済社会構造
2）IT化、AI化　
3）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化　
4）雇用形態
5）過重労働　
6）自殺　
7）労働災害　
8）ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨ
9）雇用形態と働き方改革
10）ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸとﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ
11) 両立支援
2.産業看護の質の保証・卒後教育
1）OJT　
2)産業看護職の研究活動　
3）研究活動例
 
・課題レポートの説明
・次回講義（健康教育）の説明

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキスト・参考文献を読む

第7回 担当教員・　 中野　愛子

テーマ 産業保健における健康課題

学修内容・学
修方法

・グループワーク
・グループごとの発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・各自作成した「産業保健における健康課題に関するレポート」を元に課題を決めグループ発表

第8回 担当教員・　 中野　愛子

テーマ 健康教育の実施

学修内容・学
修方法

・グループごとの発表
・グループの相互評価 

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・グループで決めた健康教育内容を企画書に記入
・発表準備としてグループごとに健康教育媒体や資料を作成

第9回 担当教員・　 中野　愛子

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）

授業で使用した教材を良く読むこと・試験は国家試験問題程度の難易度

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・　 坪井　美智子

テーマ 学校保健とは何か

学修内容・学
修方法

学校教育と学校保健の関係及び学校保健安全法から保健活動を学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教育基本法・学校教育法・学校保健安全法
を学習し保健活動と教育の関係を
理解すること。

第2回 担当教員・　 坪井　美智子

テーマ 養護教諭の歴史と職務の変遷

学修内容・学
修方法

養護教諭の歴史と保健体育・中央教育審議会答申から職務の変遷を学ぶ。

講義名 学校保健

(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 3年次

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

◎ 坪井　美智子

概要
学校教育目標を実現するための一環として学校保健活動は欠かせないものである。
その学校保健活動の中核として活動する養護教諭の職務や役割について理解し実践できるようになる
ことを目的とする。

科目目標
1.学校保健活動の目的や構造、組織を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.養護教諭の職務内容と役割について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.現代の保健活動、健康課題の実態を把握し、その施策と方向性を探る。

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

テキスト/参考文献

【テキスト】
特に指定しない。資料集を配布する。また、その他必要な資料は授業中に配布する。

【参考文献】
必要に応じてその都度紹介する。

試験・レポート等のフィードバック
1．養護教諭の職務についての理解度を確認するため「定期健康診断実施要項案」を提出する。
コメントを記載すると共に質疑応答の時間を設ける。
2．養護教諭が行う「保健指導案」作成し提出する。コメントを記載すると共に質疑応答に応じる。

成績評価方法および評価基準 期末試験及び、授業への取り組み、課題提出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 短期間で学校保健活動と養護教諭の職務を学ぶのであるから理由なく欠席しないこと。

教員メッセージ
学校では心の健康問題をはじめ多くの健康問題が発生している。その現実にどう対応するかは、
養護教諭自身の人間観、人生観、健康観とつながるものである。共に学びましょう。

教員連絡先・オフィスアワー 在室している時はいつでも相談等に応じる。

授業計画表

 CampusPlan Web Service
Help
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

全国の学校の殆んどに養護教諭が配置されるようになった背景について考えをまとめ、また、現在の学校教
育の中でどのような活動を行うことが心身共に健康な子どもたちを育てることなのか考えること。

第3回 担当教員・　 坪井　美智子

テーマ 養護教諭の職務の実際

学修内容・学
修方法

①保健室経営の在り方から学校保健・　教育・管理について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

健康問題を解決するための知的能力、意志決定能力、実践能力を育成するための保健室経営とは、どのよう
なことなのか、また養護教諭のリーダーシップとはを考える。

第4回 担当教員・　 坪井　美智子

テーマ 養護教諭の職務の実際

学修内容・学
修方法

②学校における救急体制及び処置について学ぶ（健康観察の方法及び児童
虐の発見及び対応について学ぶ）。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

◦学校の管理下の範囲について学習しておくこと。
◦ハインリッヒのヒヤリハットを通して学校における負傷等について分析し安全教育についてどう実施する
か考えること。

第5回 担当教員・　 坪井　美智子

テーマ 養護教諭の職務の実際

学修内容・学
修方法

③保健活動の中核である定期健康診断について法規から学ぶと同時に実施案の作成を試みる。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

健康診断の変遷と現在の健康診断の種類から何故学校に於いて健康診断が実施されるのか学校教育と結びつ
けて考えをまとめておくこと。

第6回 担当教員・　 坪井　美智子

テーマ 養護教諭の職務の実際

学修内容・学
修方法

④学校環境衛生・安全教育及び感染症について法規等から学び予防対策や指導法を考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

学校保健活動が公衆衛生活動の一分野であることを理解し保健指導の内容について考えをまとめて実践に活
用できるようにすること。(薬物乱用、性感染症等)

第7回 担当教員・　 坪井　美智子

テーマ 健康相談活動

学修内容・学
修方法

養護教諭の行う健康相談活動の理論
（精神疾患含む）と実際について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

◦ヘルスプロモーションの理論を理解しておくこと。
◦いじめの定義について学習しておくこと。

第8回 担当教員・　 坪井　美智子

テーマ 総括・特別支援教育

学修内容・学
修方法

養護教諭の専門性について認識するとともに現代の課題である特別支援教育について理解し、養護教諭とし
ての関わりを考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

インクルージブ教育とインテグレーション教育について学習し考えをまとめておくこと。

第9回 担当教員・　 坪井　美智子

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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講義名 公衆衛生看護学実習Ⅰ(市町村)

(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 3

対象年次 3

時間数 135

授業回数 68

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
住民の健康レベル向上に向けて、身近な対人サービスを総合的に提供する拠点として市町村で行われ
ている公衆衛生看護の機能や保健師の役割を理解する。

科目目標

1.公衆衛生看護の対象の捉え方について理解する。
2.地域の特性や住民の生活実態を理解し、健康問題・健康課題を抽出する。
3.住民の健康レベル向上のための支援を理解する。
4.住民の健康に対する公的責務と保健師の役割を理解する。
5.保健師として住民や多職種と協働できる能力を習得する。

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 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］
地域看護学および公衆衛生看護学の各科目で使用した教科書、ノート
国民衛生の動向 2020/2021
［参考文献］
地域看護学および公衆衛生看護学の各講義で紹介された文献

試験・レポート等のフィードバック
実習カンファレンスやグループワーク時にコメントをし、フィードバックする。
記録にコメントを記載し、フィードバックする。

成績評価方法および評価基準
実習での取り組み、実習記録・提出レポートの内容、実習場でのカンファレンス参加
状況、学内カンファレンスの準備と参加態度等による総合評価をする。

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ない。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 浦橋　久美子
佐藤　壽子
第1週目

テーマ 1.地域の特性把握と地域住民の生活　把握
2.収集した情報から健康問題・健康課題の抽出
3.地域住民の健康の保持・増進を目的とした健康教育指導案の作成

学修内容・学
修方法

1.実習施設の保健活動の概略
2.実習地域の情報収集
地区踏査および統計資料などから　収集
3.地域診断
4.健康教育指導案の作成

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前に実習地の地域の特性について、既存資料から情報を得、コミュニティ アズ パートナーモデルに基づ
き、まとめる。

第2回 担当教員・　 浦橋　久美子
佐藤　壽子
第2週目～第3
週目

テーマ 1.住民の健康レベル向上のための活動と保健師の役割の理解
2.住民の健康に対する公的責務と保健師の役割
3.住民や他職種と協働できる能力の修得

学修内容・学
修方法

1.地域診断の実施
2.保健活動への参加および公衆衛生看護の実践
　・家庭訪問の実施
　・ポピュレーションアプローチの実施
　・健康教育、健康相談、健康診査への参加および保健指導の実施
　・地域組織活動への参加
3.公衆衛生看護管理の実際
4. 住民や他職種と協働できる能力の修得
　・住民や多職種の価値観や役割の尊重
　・住民、チームメンバーと良好な人間関係の構築
　・積極的・主体的な姿勢での取り組み

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・参加する保健事業等について、授業での学習を復習し、まとめる。
・参加する保健事業等の実習計画を事前に立案する。

教員メッセージ 担当地域住民全体の健康に責任を持つ公衆衛生看護の活動の基本を学ぶ科目です。
特に地域診断と明らかになった健康課題解決のための活動について、主体的に学ぶこと
を期待します。

教員連絡先・オフィスアワー
浦橋久美子：urahashik@saniku.ac.jp
佐藤壽子：tsato@saniku.ac.jp
メールで事前予約をお願いします。

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 公衆衛生看護学実習Ⅲ(産業・学校)

(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 3

時間数 45

授業回数 23

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

◎ 浦橋　久美子

小田　朋子

概要

1.産業保健実習では、産業保健における保健活動の実際を見学し、従業員の健康を守り、向上さ
せるための産業保健における保健師の役割を学ぶ。
2.学校保健実習では、学校における児童生徒の健康管理体制や保健教育の実際を見学し、児童生徒の
健康を守り向上させる養護教諭の役割を学ぶ。

科目目標

産業保健実習目標
1．職業に起因する健康障害を予防する健康管理体制を理解する。
2．産業保健・看護における保健師の役割を理解する。
学校保健実習目標
1．学校における保健管理活動と養護教諭の役割を理解する。
2．学校における保健教育（保健学習・保健指導）の実際を理解する。
3．学校保健組織活動を通じて、養護教諭の役割を理解する

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 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］
産業保健・産業看護論　河野啓子著（日本看護協会出版会）
講義で使用したレジメ・教科書
［参考文献］
国民衛生の動向　2020/2021

試験・レポート等のフィードバック 実習中の記録に対して補足や不足部分があれば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 実習での取り組み、実習記録・提出レポートの内容、実習場カンファレンス参加状況、学内カンファ
レンスの準備と参加態度等により総合的に評価する。

 CampusPlan Web Service
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第1回 担当教員・　 小田　朋子
産業保健実習

テーマ 事業所の特性と労働者をとりまく健康問題や健康管理体制を理解し、予防活動や地域との連携など、産業保
健師（産業看護職）の役割を理解することができる。

学修内容・学
修方法

・産業保健師（産業看護職）や産業医の説明および事業所内の見学をとおして、労働衛生管理体制の組織及
び活動状況を知り、労働者の健康問題を改善するための保健師（看護職）の活動を理解することができる。
・各実習施設において健康教育等のプログラムを一部実施する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前学習をしっかり行い、産業保健に関連する法令を予習しておく。

第2回 担当教員・　 小田　朋子
学校保健実習

テーマ ・児童・生徒の健康管理活動、環境管理、保健教育（保健学習・保健指導）について理解し、保健室におけ
る養護教諭の役割を理解する。
・学校保健組織や協力体制および連携について理解する。

学修内容・学
修方法

・養護教諭の一日の職務内容、児童の関わり、養護教諭と教職員とのかかわりを見学し、養護教諭が具体的
にどのような活動を展開し、学校保健管理を行っているか学ぶ。
・校内を見て回り、学校環境について考える。
・学級活動へ参加し、児童との交わりを通して健康問題への関わりかたを考える。
・児童に対して健康教育を行う。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前学習および学習課題をしっかり行い、学校保健に関連する法令を予習しておく。

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ない

教員メッセージ

養護教諭や保健師は学校・会社において対象者に継続して関わることができる職業です。児童・青年
期における成長発達をどのように支援していくのか、また、働き盛りの成人期においてどのような問
題があり、健康で働き続けるためにどのような支援ができるのかを考え、学んでいただきたいです。

教員連絡先・オフィスアワー
小田朋子：odat@saniku.ac.jp
浦橋久美子：urahashik@saniku.ac.jp

授業計画表

ウインドウを閉じる


