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シラバス参照

講義名 アセンブリーⅣ

(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 4

時間数 30

授業回数 16

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 準備中

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

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

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 SDA教会史

(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 4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

◎ 山地　正

概要
第二次大覚醒からミラー運動、大失望、教理、組織の発展までを概観し、アドベンチスト教会のこれ
までの発展の学びを通して、アドベンチスト教会の目的と使命を探る。

科目目標
このクラスの目標はアドベンチスト教会の歴史を理解し、アドベンチズムを際立たせる信念とその実
践の重要性を把握することを通して、アドベンチストとしてのアイデンティティーを持つリーダーを
育成すること。

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

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】
ジョージ・ナイト（山地明訳）『アイデンティティーを求めて』福音社、2012年
山形正男『エレン・ホワイトーその生涯とメッセージ』福音社、

【参考文献】
ジョージ・ナイト（曽根田健二監訳）『再臨を待ち望みつつ』福音社、1995年
山形謙二『主よ、御国を！現代ＳＤＡの使命とその存在意義』福音社、1995年

成績評価方法および評価基準 試験、レポート、受講ノートなどによる総合評価

履修する上での要求事項・注意事項
レポートは期日を守って提出すること。期日を過ぎると減点。
試験日には、各自の受講ノートを提出していただく。

教員メッセージ
セブンスデー・アドベンチスト教会の歴史には、神の意思による摂理的な介入があることに気づき、
与えられている使命に対する確信を持っていただきたい。

教員連絡先・オフィスアワー 教員連絡先：セブンスデー・アドベンチスト教団
TEL：０４５－９２１－１１２１
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第1回 担当教員・　 山地　正

テーマ 序論

学修内容・学
修方法

クラス概要、現代の真理

第2回 担当教員・　 山地　正

テーマ アドベンチストのルーツ

学修内容・学
修方法

一般的神学、千年期理解

第3回 担当教員・　 山地　正

テーマ ミラー運動

学修内容・学
修方法

ミラー、運動のリーダーたち、最初の失望、大失望

第4回 担当教員・　 山地　正

テーマ アドベンチストとしての自覚−１

学修内容・学
修方法

聖所の教理、預言の賜物、安息日

第5回 担当教員・　 山地　正

テーマ アドベンチストとしての自覚−２

学修内容・学
修方法

条件的不死、三天使の使命、シャットドアの理解

第6回 担当教員・　 山地　正

テーマ アドベンチスト教会の始まり−１

学修内容・学
修方法

安息日会議、『現代の真理』、教会組織化

第7回 担当教員・　 山地　正

テーマ アドベンチスト教会の始まり−２

学修内容・学
修方法

「ベッツィー姉妹」、シャットドアが開く

第8回 担当教員・　 山地　正

テーマ アドベンチストライフスタイルの形成

学修内容・学
修方法

健康的生活、良心的兵役拒否、教育機関、組織的献金制度

第9回 担当教員・　 山地　正

テーマ クリスチャンとしての自覚

学修内容・学
修方法

1888年世界総会会議、霊的リバイバルと教育事業の拡大、世界伝道の進展

第10回 担当教員・　 山地　正

テーマ 組織改革と教会の危機

学修内容・学
修方法

教派としての再編成、ジョン・ハーベイ・ケロッグ、脱バトルクリーク

第11回 担当教員・　 山地　正

テーマ 世界宣教の成功

学修内容・学
修方法

世界的教会としての成長、エレン・ホワイトの死、社会的危機

第12回 担当教員・　 山地　正

テーマ 神学的緊張関係−１

学修内容・学
修方法

三位一体理解、キリストの人性理解、保守主義と自由主義

第13回 担当教員・　 山地　正

メールアドレス：yamaji@saniku.ac.jp

授業計画表
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テーマ 神学的緊張関係−２

学修内容・学
修方法

聖書と証の書、信仰による義、最終世代の神学、天の聖所の二段階の奉仕

第14回 担当教員・　 山地　正

テーマ アドベンチスト教会の成熟と課題

学修内容・学
修方法

他のキリスト教会との関係、教会の真の国際化、世界宣教における課題

第15回 担当教員・　 山地　正

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

復習と期末試験への準備

第16回 担当教員・　 山地　正

テーマ 期末試験

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

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 2

対象年次 4

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

◎ 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、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
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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 神との交わり

学修内容・学
修方法

神との個人的な交わりを深めることについて学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第3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4回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 聖書における伝道１

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）

第5回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 聖書における伝道２

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）

第6回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 聖書に置ける伝道３

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7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8回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 個人伝道

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
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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学修内容・学
修方法

個人伝道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9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10回 担当教員・　 杉　正純

テーマ キリストを伝える　１

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）

第11回 担当教員・　 杉　正純

テーマ キリストを伝える　２

学修内容・学
修方法

小グループによる聖書研究法を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第12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13回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 魂への配慮１

学修内容・学
修方法

スピリチュアリティについて学び、様々な状況にある個人に対する霊的ケアーを考える

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第14回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 魂への配慮２

学修内容・学
修方法

イエスを模範として霊的ケアーについて考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第15回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 決心

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。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第16回 担当教員・　 杉　正純

テーマ 期末試験
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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 クリスチャンサービス

(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 4

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

◎ 杉　正純

概要

身体的・精神的・霊的能力の調和のとれた発達は、真の教育の特徴であるが、他者に仕える働き（サ
ービス）はアドベンチスト教育の第４の側面であると言える。キリストの生き方と働きは、私たちが
倣うべきクリスチャン・サービスのモデルであり、アドベンチストの教育はこの原理に基づいてい
る。本講義を通して、受講生は、キリスト教的価値観に基づいたクリスチャン・サービスの概念を明
確に学ぶことができる。

科目目標

１．キリスト教信仰の実践としての奉仕の意義とシュルについて学ぶ。
２．教会内における奉仕を学ぶ
３．社会における奉仕について学ぶ
４．教会の礼拝の意義について学ぶ、

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

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］
Ellen G. White, Christian Service
［参考文献］
Journal of Adventist Education 2013, February/March

成績評価方法および評価基準 期末試験、レポート

履修する上での要求事項・注意事項
このクラスでは、ボランティア活動、教会での奉仕を経験し、レポートするため、履修するにあた
り、ボランティア活動や教会奉仕に対して積極的に取り組む心構えを持ってください。

授業計画表
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第1回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 導入

学修内容・学
修方法

自己紹介、アンケート、ディスカッション

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 クリスチャンの霊性とは

学修内容・学
修方法

霊性としての奉仕について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第3回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ

学修内容・学
修方法

聖書に見る奉仕　１

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

聖書から奉仕について学ぶ

第4回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 聖書に見る奉仕　２

学修内容・学
修方法

聖書から奉仕について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第5回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 教会の組織と役員

学修内容・学
修方法

SDAの教会組織、役員について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第6回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 霊の賜物発見

学修内容・学
修方法

奉仕するために神が与える霊の賜物について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第7回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 霊の賜物発見２

学修内容・学
修方法

奉仕するために神が与える霊の賜物について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第8回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ 礼拝とは

学修内容・学
修方法

キリスト教の礼拝とはどのようなものかを学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第9回 担当教員・　 近藤　光顕
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テーマ 洗足式、聖餐式、バプテスマの意義と実践

学修内容・学
修方法

聖礼典の意義と実践について学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第10回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ ミショナルチャーチ

学修内容・学
修方法

ミショナルチャーチの概念を学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第11回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ ハンディキャップを理解する

学修内容・学
修方法

聖書を中心に身体的ハンディキャップを理解する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第12回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ クリスチャンとしての社会に対する関わり１

学修内容・学
修方法

キング牧師から学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第13回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ クリスチャンとしての社会に対する関わり２

学修内容・学
修方法

マザーテレサから学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第14回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ クリスチャンとしての社会に対する関わり３

学修内容・学
修方法

賀川豊彦牧師から学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第15回 担当教員・　 近藤　光顕

テーマ ADRAの働き

学修内容・学
修方法

SDAの社会に対する関わりの事例

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

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）
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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 英語Ⅲ(論文講読)

(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 4

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

◎ 新妻　規恵

概要
英文の正確な内容把握の方法と批評的な読み方を学ぶ。看護系の英語ジャーナルや論文を教材とす
る。必要に応じて、論文の作成の仕方などにも触れる。

科目目標
１．タイトル、抄録(abstract)から、論文の概要を掴めるようになる。
２．看護・医療系の論文特有の表現に慣れ親しむ。
３．論文の構成、研究方法についての基礎的知識を身につける。

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

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：
「看護英語読解１５のポイント」　Medical View社

参考文献：
「看護論文を英語で書く」医学書院
「アカデミックライティング入門　英語論文作成法」慶応義塾大学出版会

試験・レポート等のフィードバック 少人数クラスなので、質疑応答を通してフィードバックします。

成績評価方法および評価基準 毎回のクイズ（５０％）、期末試験（５０％）

履修する上での要求事項・注意事項

・授業出席
・後期開始前に、下記教員連絡先までメールで受講の意思を伝えて下さい。
※毎年少人数のクラスなので、毎時出席を心がけてください。
※卒研や国試の取り組みと並行しているので、タイムマネジメントが出来る方を歓迎します。

教員メッセージ 毎回、内容を日本語で簡単に説明できる程度の読みを行ったうえで、授業に出席してください。
英語論文は、読む回数を増やすことが最も力になります。　

 CampusPlan Web Service
Help
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教員連絡先・オフィスアワー
連絡先：niizuma@saniku.ac.jp
オフィスアワー：TBA (To be Announced)

教員の実務経験 公立高校での教員経験5年半。

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 看護管理学

(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 1

対象年次 4

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

◎ 村上　寛

平野　美理香

澤間　泰子

概要
看護援助の提供に関わる管理システムについて、基本的な理論や考え方を学習する。看護管理の目的
と過程、看護管理者の機能と役割、看護管理におけるチームワークと統制、看護組織の構成などを学
ぶ。

科目目標

看護管理の歴史と定義をまなぶとともにリーダーシップ・メンバーシップ・リスクマネージメントや
看護管理学に関する理論などを学ぶ。また医療における他職種との連携・協働について看護師のキャ
リア・ディベロップメントやスペシャリストの活用など看護管理の立場から考える。看護管理者の立
場から見た医療・看護サービスの質の保証の実際と今日的課題を学習し、看護管理の実際について理
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

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】
村島さい子、他編集：ナーシング・グラフィカ　看護の統合と実践①「看護管理」メディカ出版

【参考文献】
中西睦子他編集：看護サービス管理　医学書院

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 期末試験、課題、授業態度で総合評価する。

教員メッセージ 専門分野としての「看護管理」への興味や看護師経験の長さによらず、すべての看護師は、職責とし
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第1回 担当教員・　 村上　寛

テーマ 看護職の仕事と活動の変遷

学修内容・学
修方法

１． 看護職が活動する場を知り、多様性を活かすマネジメントを理解する
２． 看護職の活動の歴史を学び、社会の中で果たす役割を理解する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・地域包括ケアにおける看護とは何でしょうか？
・看護職の役割はどのように変わっているでしょうか？

第2回 担当教員・　 村上　寛

テーマ 看護管理の基本

学修内容・学
修方法

１． 看護管理を理解する
２． 看護管理のプロセスを理解する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・組織の理念はどうして必要なのでしょうか？
・看護サービスとは何でしょうか？

第3回 担当教員・　 平野　美理香

テーマ 看護師の仕事とその管理

学修内容・学
修方法

1.看護組織におけるマネジメントを理解する
2.人材マネジメントを理解する
3.組織における資源とは何かを理解する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・看護管理における効率性は何でしょうか？
・組織における資源とは何でしょうか？

第4回 担当教員・　 平野　美理香

テーマ 看護の質向上

学修内容・学
修方法

1.看護管理と倫理とは何かを学ぶ
2.医療安全の概念とシステムを理解する
3.医療・看護の質と評価を理解する

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・倫理的意思決定とはどのように行われるのでしょうか？
・看護の質評価が必要なのはなぜでしょうか？

第5回 担当教員・　 澤間　泰子

テーマ 看護管理に求められる能力

学修内容・学
修方法

1.人間関係を構築する技術
2.組織の効率性を高める技術

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・人間関係を構築する技術の活用によって期待される結果は何ですか？
・組織の効率性を高める技術が応用される対象は何ですか？

第6回 担当教員・　 村上　寛

テーマ 看護職とキャリア

学修内容・学
修方法

１．看護職としてのキャリア
２．社会人になるとは
３．キャリア発達のプロセス

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・社会人に必要な力とはなんでしょうか？
・看護職のキャリアとはなんでしょうか？

第7回 担当教員・　

テーマ 看護と経営

学修内容・学
修方法

１．組織の理解
２．経営・経済とは

て管理的役割を負うものである。この授業では、看護師がより良い看護を実践するために必要な「看
護の管理的基礎知識と技術」を学習する。
地域包括ケアシステムの社会において多角的視点をもった看護管理が求められている。授業で学習し
た内容は、総合実習（看護管理）で知識が統合され、さらに理解が深まっていくことを期待する。

教員連絡先・オフィスアワー

連絡が必要な場合はメールで。

村上　寛　 murakami@saniku.ac.jp
平野 美理香　m-hirano@tokyoeisei.com
澤間　泰子

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・病院組織の存在目的と病院組織の構成要素は何ですか？
・病院経営に最も大きな影響を与える経済的要因は何ですか？

第8回 担当教員・　

テーマ 看護活動を取り巻く法律・制度

学修内容・学
修方法

1.看護と法令
2.看護と行政組織
3.看護と専門機関・職能団体最近の保健医療福祉政策の動向

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・法令は看護実践にどのように影響していますか？
・職能団体や政策は看護実践にどのように影響していますか？

第9回 担当教員・　

テーマ 期末試験

学修内容・学
修方法

筆記試験

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

第1回 担当教員・　

講義名 看護における補完療法

(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 1

対象年次 4

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

◎ ドナルド　ミラー

概要

補完療法は、西洋医学以外の医学全般を指し、西洋医学とは異なった特徴を持ち、近年特に注目を集
めている。効果は漸進的であるが、人体に無害なものが多く、継続的な健康維持にとって有益であ
る。また、その中には看護実践に大いに利用できるものもある。そのような補完療法について実践的
な学びを通して、知識と技術を習得する。

科目目標
看護に活用できる補完療法についての知識を深める。
効果が科学的エビデンスで明らかになっている補完療法の一部の技術を演習を通して学ぶ。

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

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

テキスト/参考文献

［テキスト］
自然を生かした治療法（アガサ・カルビン・スラッシュ　財）日本健生協会）
［参考文献］
家庭でできる自然療法　アガサ・カルビンスラッシュ著　チャコール　アガサ・カルビンスラッシュ
著

試験・レポート等のフィードバック テストを返却してフィードバックする。

教員メッセージ 一般ではなかなか学べない分野です。貴重な学びに祝福が伴いますように！

教員連絡先・オフィスアワー 埼玉県児玉郡神川町字植竹665-4―3　　午前9時から18時30分まで

授業計画表
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ドナルド　ミ
ラー

テーマ ＳＤＡライフスタイルの意義

学修内容・学
修方法

世界が注目するSDAライフスタイルとは　何か－その意義

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第2回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ ＳＤＡライフスタイルの概要（１）

学修内容・学
修方法

SDAライフスタイルがもたらす心身への　影響を科学的データに基づき学ぶ　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第3回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ ＳＤＡライフスタイルの概要（２）

学修内容・学
修方法

SDAライフスタイルがもたらす心身への　影響を科学的データに基づき学ぶ　

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第4回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 自然療法の意義と歴史

学修内容・学
修方法

自然療法の意義と歴史を学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第5回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 自然療法の分野と応用

学修内容・学
修方法

科学的エビデンスがあり、安全な自然療法にはどのようなものがあるかを学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第6回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 水治療法の理論 

学修内容・学
修方法

水治療法が生理的にどのように作用するかを学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

あらかじめテキストを読んでおく　
1章～6章

第7回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 水治療法の実践（１） 

学修内容・学
修方法

足湯、ヒートコンプレスなどの実践

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

あらかじめテキストを読んでおく　
80頁　97頁

第8回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 水治療法の実践（２）
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学修内容・学
修方法

温熱療法、温冷交代浴などの実践

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

あらかじめテキストを読んでおく　
76頁　63頁

第9回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 水治療法の実践（３）

学修内容・学
修方法

温熱療法、温冷交代浴などの実践（２）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第10回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 活性炭の力と応用 

学修内容・学
修方法

活性炭の力と応用できる場面などを学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

あらかじめテキストを読んでおく　
2章～14章

第11回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 活性炭の利用法　実習

学修内容・学
修方法

活性炭をどのように用いるかを実習を通して学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第12回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ ハーブの利用

学修内容・学
修方法

ハーブの種類と作用、利用法などを学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

あらかじめ読んでおく
この資料は進呈

第13回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 菜食の栄養学（１）

学修内容・学
修方法

菜食がもたらす心身上の益について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第14回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 菜食の栄養学（３）

学修内容・学
修方法

菜食がもたらす心身上の益について学ぶ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第15回 担当教員・　 ドナルド　ミ
ラー

テーマ 症状別対処法

学修内容・学
修方法

これまで学んだものをどのように総合的に応用するかを学ぶ
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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 看護診断・成果・介入のリンケージ

(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 4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

◎ 本郷　久美子

概要
看護技術各論Ⅳ[看護過程]の学びを更に発展させ、その人に最適なケアをするために必要な「NANDA
看護診断分類」「看護成果分類(NOC)、および「看護介入分類(NIC)」の基本的知識・連携について理
解する。

科目目標
1.NANDA,NOC,NIC,に関する基礎知識を学ぶ。　
2.NANDA・NOC・NICのリンケージの実践の活用の基本を、事例を通して学ぶ。　
3.看護診断・成果・介入の活用の有用性について考える。

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 〇

テキスト/参考文献

テキスト
　NANDA-I監修：NANDA-Ｉ看護診断　分類と定義，2018-2020，　医学書院，2018．
参考図書
　１.本郷久美子監訳：基礎から学ぶ看護過程と看護診断，第7版，医学書院，2012.
　２.スー・ムアヘッド他編集，黒田裕子監訳：看護成果分類（NOC），第6版，医学書院，2018．
　３.中木高夫，黒田裕子訳：看護介入分類（NIC），第7版，ELSEVER，2016．
　４.江本愛子・中木高夫訳，藤村龍子監訳：看護診断・成果・介入，NANDA,NOC,NICのリンケージ，
　 第２版，医学書院，2006.
　５.黒田裕子：よくわかる中範囲理論，Gakken,2015.
　６.野川道子：看護実践に活かす中範囲理論，メヂカルフレンド社，2016．
７.佐藤栄子：中範囲理論入門，第2版，日総研，2009.

成績評価方法および評価基準 学習態度、事例展開レポート、プレゼンテーションの内容などによる総合評価

履修する上での要求事項・注意事項
NOC,NICの指標には病態生理の内容が細かく提示されているため、対象事例患者の解剖生理・病態生
理について復習して授業に臨むこと。

 CampusPlan Web Service
Help
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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
・知識の確認（看護過程・看護診断）

学修内容・学
修方法

・科目目的・目標を共有する。
・各自の受講動機・目標を共有する。
・目的・目標達成のための学習方略を考える。
・既習内容・実習での経験と関連付けながら、看護過程・看護診断の意義や、その理解を深める（グループ
ワーク後発表）。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・科目受講動機・目標を各自が明確にし、参加 (classroomに400字以内で記述)
・教科書のp36～79を読んで授業に参加する。

第2回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 1回目と2回目の授業は同テーマで続けて開講する。

学修内容・学
修方法

1回目と2回目の授業は学習内容、学修方法は同テーマで続行。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

1回目の自己学習欄に掲載。

第3回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ ・看護診断の基盤となる 中範囲理論

学修内容・学
修方法

・看護診断13領域の中から興味ある領域を選択し、その領域と関連する中範囲理論を調べる（グループワー
ク）。
・担当した中範囲理論について発表し、知識を共有する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・看護診断13領域について調べる。
・看護診断概念を支える中範囲理論について調べる。

第4回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ ３回目と４回目の授業は同テーマで続けて開講する。

学修内容・学
修方法

３回目と４回目の学習内容・学習方法は同テーマで続行。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

３回目の自己学習を継続。

第5回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 看護診断・看護成果・看護介入の歴史

学修内容・学
修方法

NANDA/NOC/NICの歴史を概観する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

リンケージの開発　P15～25必読

第6回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ ５回目と６回目の授業は同テーマで続けて開講する。

学修内容・学
修方法

５回目と６回目の学習内容・学習方法は同テーマで続行。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

５回目の自己学習継続。

第7回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 看護成果分類（NOC）と看護介入分類（NIC）の基本的理解

学修内容・学
修方法

看護成果分類（NOC）と看護介入分類（NIC）の特徴・構造について理解する。

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、メールによる面談ができます。メールにて予約を取
ってください。対面授業に切り替わり次第前記の時間帯で研究室にて面談が可能です。メールにて予
約を取ってください。

教員の実務経験
看護実務経験年数は国内では1年、米国では15年、大湾では1年半の経験があります。看護教員の教員
経験年数は、短大、大学において約30年です。この期間に担当した授業は、看護学概論、看護方法論
Ⅳ(看護過程)、人間関係論、看護倫理、小児看護学実習、スピリチュアルケア、牧師室などです。

授業計画表
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第8回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ ７回目と８回目の授業は同テーマで続けて開講する。

学修内容・学
修方法

７回目と８回目の学習内容・学修方法は同テーマで続行。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第9回 担当教員・　 教室

テーマ ・事例1の展開を通してNANDA－I・NOC・NICのリンケージのプロセスを理解する
・NANDA－I・NOC・NICのプロセスとクリティカルシンキング

学修内容・学
修方法

グループワーク・発表

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・事例１の疾患・検査・治療・看護について調べる。事例資料はPDFにてclassroomに掲載。

第10回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ ９回目、１０回目、１１回目の授業は９回目の授業テーマ内容を継続開講。

学修内容・学
修方法

９回目、１０回目、１１回目は１０回目の学修内容・学修方法を続行。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

第11回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ ９回目、１０回目、１１回目の授業は９回目の授業テーマ内容を継続開講。

学修内容・学
修方法

９回目、１０回目、１１回目の授業は９回目の学修内容・学修方法を続行。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事例展開を各自進める。

第12回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 個別事例展開

学修内容・学
修方法

・領域別実習で展開した事例をＮＮＮのリンケージを用いて、紙上展開し、自らの看護実践を振り返る（個
人ワーク後発表）。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事例展開を進める。

第13回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 個別事例展開

学修内容・学
修方法

１２回目、１３回目、１４回目の授業は継続授業。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事例展開継続

第14回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 個別事例展開

学修内容・学
修方法

１２回目、１３回目、１４回目の授業は継続授業。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事例展開継続

第15回 担当教員・　 本郷　久美子 教室 教室未定

テーマ 看護診断・成果・介入の活用の有用性について考える。

学修内容・学
修方法

事例展開の発表。
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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



2021/09/28 21:59 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=21N5301&P2=2021&P3=20210928 1/3

シラバス参照

講義名 災害看護学

(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 4

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

◎ 齋藤　正子

概要
災害が人々の健康や生活に影響を及ぼすことを理解し、また災害サイクルにおける災害時要援護者の
ニーズに応じた看護の果たす役割について学ぶ。

科目目標

1.災害および災害看護に関する基礎的知識を理解することができる。
2.災害が人々の健康や生活に及ぼす影響と災害サイクルにおける災害看護支援活動を理解する
　ことができる。
3.トリアージ、応急看護法、こころのケア、避難所の運営について演習を通して理解することが
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 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］
災害看護　心得ておきたい基本的な知識　改訂3版　南山堂
［参考文献］
系統看護学講座　統合分野　災害看護学・国際看護学　看護の統合と実践　　医学書院

試験・レポート等のフィードバック
課題に関する内容や質問について、講義の時間内に説明し、課題レポートについては、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 期末試験及び授業態度、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 演習時には、動きやすい服装で臨んでください。

教員メッセージ
災害看護学では、災害時の知識とスキルが習得できます。卒業後も職場、地域において災害看護で学
んだ知識を活かすことができます。講義だけでなく、演習やゲームを踏まえて楽しく学びます。 多
くの学生の皆さんの受講をお待ちしています。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ 災害及び災害看護に 関する基礎知識

学修内容・学
修方法

講義：災害看護概論　
災害関連死・要配慮者

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

講義までにテキストを読む。
新聞や書籍にて災害関連死・要配慮者についての記事を調べる。

第2回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ 災害時に看護が果たす役割および、災害サイクルにおける災害支援活動

学修内容・学
修方法

講義：
①災害急性期の看護病院・避難所
②災害中長期の看護　応急仮設住宅
③静穏期の看護

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

各サイクルにおける看護師の役割を調べておく。

第3回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ 災害時に看護が果たす役割および、災害サイクルにおける災害支援活動

学修内容・学
修方法

講義：トリアージの概論（机上シミュレーヨン）・応急手当・搬送

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

トリアージの倫理的問題について調べておく。

第4回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ 災害時に看護が果たす役割および、災害サイクルにおける災害支援活動

学修内容・学
修方法

演習： 
①一次・二次トリアージ

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストを読みイメージができるようにしておく。

第5回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ 災害時に看護が果たす役割および、災害サイクルにおける災害支援活動

学修内容・学
修方法

演習：
②応急手当
③搬送

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

テキストを読みイメージができるようにしておく。

第6回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ 災害が人々の健康や 生活に及ぼす影響

学修内容・学
修方法

講義・演習：
①こころのケア（PFA含む）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

こころのケアの活動の課題を調べておく。

第7回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ 災害が人々の健康や 生活に及ぼす影響

学修内容・学
修方法

講義：
②災害時のボランティアについて

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

災害時のボランティア活動について調べておく。

第8回 担当教員・　 齋藤　正子

テーマ まとめ

教員連絡先・オフィスアワー masaco.saito.1111@gmail.com メールでの連絡をお願いします。

授業計画表
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学修内容・学
修方法

国家試験対策
災害時の看護学生の役割について
（HUG避難所運営ゲーム含む）

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

災害時における看護学生の役割について調べておく。

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・　 後藤　佳子

講義名 看護教育学

(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 4年次

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

◎ 後藤　佳子

概要
看護教育の歴史的変遷と法的基盤、制度を学習することにより、その現状と今後の看護教育の課題を
考察する。また、看護専門職の教育における主体的学習、継続的学習の意義と重要性を理解し、看護
学の発展に向けた意識を高める

科目目標
1.看護教育の歴史的変遷を学習することにより看護教育の法的基盤や制度の現状と課題を理解する。
2.看護専門職の教育における主体的学習、継続的学習の意義と重要性を理解する。

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

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 〇

テキスト/参考文献 杉森みど里，舟島なをみ：看護教育学　第６版増補版，医学書院，2016．

試験・レポート等のフィードバック 事前課題は授業の際にコメントし、都度フィードバックを行う。

成績評価方法および評価基準 レポートのまとめと発表による評価

履修する上での要求事項・注意事項 事前課題は必ずしてください。

教員メッセージ
自分が何を学びたいかを明確に持って授業に臨んでください。
調べたことは授業中に発表していただく予定です。

教員連絡先・オフィスアワー
メールアドレス：ygoto@saniku.ac.jp
オフィスアワー：授業の前後。事前のメール連絡をしてください。

授業計画表

 CampusPlan Web Service
Help
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テーマ 看護教育学の概念と看護学における位置づけ

学修内容・学
修方法

〔講義・グループワーク〕
看護教育学の定義と概念

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

この授業を通して何を学びたいと　思っているかをレポートにまとめてくる

第2回 担当教員・　

テーマ 看護職養成教育の歴史的変遷

学修内容・学
修方法

〔グループワーク〕
看護職の職業としての誕生
近代看護師の誕生とその後

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護職はどのように職業として発展してきたかを事前に調べノートにまとめる（クラスで発表）

第3回 担当教員・　 後藤　佳子

テーマ 看護職養成制度の現状と課題

学修内容・学
修方法

〔グループワーク〕
法的基盤としての憲法、教育基本法、保健師助産師看護師法と指定規則、
看護師養成教育の特徴と課題

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護師養成教育の制度上の特徴を調べ、養成教育の課題について考えをまとめる（クラスで発表）

第4回 担当教員・　

テーマ 看護専門職における主体的学習の必要性

学修内容・学
修方法

〔グループワーク〕
専門職の定義　　
ペダゴジーとアンドラゴジー
専門職が専門性を保つための主体的学習

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「専門職」「アンドラゴジー」「ペタゴジー」について調べノートにまとめる（クラスで発表）

第5回 担当教員・　

テーマ 看護継続教育

学修内容・学
修方法

〔グループワーク〕
看護職の質を向上するための教育プログラム

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

病院に期待する継続教育プログラム案を作成してくる（クラスで発表）

第6回 担当教員・　

テーマ 看護学教育の授業展開

学修内容・学
修方法

〔グループワーク〕
看護学教育の授業展開の方法、技術

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護学の授業の効果的な授業展開について考えノートにまとめる　　（クラスで発表）

第7回 担当教員・　 後藤　佳子

テーマ 看護学教育の評価

学修内容・学
修方法

〔グループワーク〕
看護学教育の評価方法

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護学の授業の適切な評価について調べノートにまとめる

第8回 担当教員・　 後藤　佳子

テーマ まとめ

学修内容・学
修方法

[グループワーク］
自分で選んだ看護教育学上の課題についての発表
全体のまとめ
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自己学習（予
習・復習のポ
イント）

看護教育学上の課題と解決に向けた方向性について自分で自由にテーマを選びレポートにまとめる　（提
出）

ウインドウを閉じる
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シラバス参照

講義名 卒業研究

(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 4

対象年次 4

時間数 120

授業回数 60

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

概要

２年次の「看護研究の基礎」で習得した知識をもとに、主体的に教員の指導を受けながら、卒業研究
論文を論述する。これまでの実習や学生生活を振り返り、興味関心や疑問に思ったことを整理し、学
生個人が明らかにしたい課題・疑問の解決に向け、文献検討を行い、指導教員と相談の上、研究目
的、研究方法（研究デザイン）、対象、データ収集方法、分析方法等を決定し、研究計画書を作成す
る。研究計画書に沿って、データの収集と分析を行い、結果と考察を論述する。研究論文の形式に則
って、所定の投稿規程に合わせて論文を作成する。また、研究論文の成果をポスターにまとめ、掲示
する。

科目目標

１．選択した領域における文献を検索し、論文クリティークによって文献を読解し、研究に適切
な文献を収集できる。
２．研究に必要な文献検索、文献収集、選択した文献の読解、論理的文章表現の習得、さらに
研究における倫理的配慮等について学修を深め、看護現象に潜む問題の解決に対応できる
研究の種類、方法、対象の選定、データ収集、データ分析、結果・考察の記述等、一連の
研究プロセスを実践し論文を作成できる。
３．卒業研究の成果をポスターにして公表できる。

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

テキスト：
坂下玲子著、系統看護学講座　別巻　看護研究、医学書院

参考文献：
南裕子著：看護における研究，日本看護協会出版会
バーンズ＆グローブ著：看護研究入門－実施・評価・活用－，エルゼビアジャパン
その他、各指導教員より、必要時提示

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

テーマ 卒業研究ガイダンス

学修内容・学
修方法

科目概要、指導教員、スケジュール、進め方、倫理的配慮などについて説明を受ける。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

ガイダンスの資料を熟読する。

第2回 担当教員・　

テーマ 研究課題の検討

学修内容・学
修方法

これまでの実習や学生生活を振り返り、興味関心や疑問に思ったことを整理し、指導教員またはゼミグルー
プ内で発表する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

事前に提出した仮の研究テーマをもとに、テーマ選択の動機と、背景を整理する。

第3回 担当教員・　

テーマ 文献検索・収集

学修内容・学
修方法

明らかにしたい課題について、適切なキーワードを抽出し、論文クリティークの作法に沿って、適切な文献
を検索・収集する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「看護研究の基礎」で学んだ、文献の検索、文献検討の目的と方法について復習し、論文クリティークの視
点を再確認する。

第4回 担当教員・　

テーマ 文献検討、研究の背景

学修内容・学
修方法

関連文献を読解し、これまでの研究成果や知見を概観し、文献検討の結果を文章にまとめる。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「看護研究の基礎」で取り組んだ文献の要約、文献検討について復習する。

第5回 担当教員・　

テーマ 研究課題と研究目的の明確化　

学修内容・学
修方法

明らかにしたい課題・疑問を十分に練り、リサーチクエスチョン、研究目的を設定する。必要に応じて概念
枠組み、操作的定義、変数と仮設を設定する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

文献検討をふまえて、今回の自分の研究目的と方法を明らかにする。

第6回 担当教員・　

テーマ 研究計画書の作成

学修内容・学
修方法

課題解決に向け、指導教員と相談の上、研究目的、研究方法（研究デザイン）、対象、データ収集方法、分
析方法等を決定し、研究計画書を作成する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

研究方法（調査実施、文献研究、計画作成等）に従い、目標到達に向けたタイムスケジュールと研究計画を
たてる。

試験・レポート等のフィードバック 各指導教員より研究プロセスの中でフィードバック

成績評価方法および評価基準 取り組みの姿勢、論文作成における各項目について、評価表に沿って評価する。

履修する上での要求事項・注意事項

指導教員とコミュニケーションをよくとり、主体的にアポイントメントをとり指導を受けること。
指導の日時を厳守すること。
授業、実習、国家試験準備と並行して進行するため、ゴールを見据え計画的、積極的に取り組むこ
と。

教員メッセージ

２年次の「看護研究の基礎」で習得した知識をもとに、これまでの実習や学生生活を振り返り、興味
関心や疑問に思ったことをリサーチクエスチョンとして練り上げ、明らかにしたい課題の解決に向
け、研究のプロセスを学修しましょう。看護学の専門性を高めていくために、研究の科学的アプロー
チを通して、根拠に基づいた結果を提示できるようになることが大切です。同時に、研究の楽しさを
感じてください。

教員連絡先・オフィスアワー

科目責任者連絡先
今野玲子：rkonno@saniku.ac.jp

各指導教員のメールアドレスを、卒業研究ガイダンスで提示する。

授業計画表
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第7回 担当教員・　

テーマ データの収集と分析

学修内容・学
修方法

研究計画書に沿ってデータを収集する。収集したデータを分析する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

指導教員より適宜指導を受け、適したデータの収集・分析の方法について学習する。

第8回 担当教員・　

テーマ 結果と考察

学修内容・学
修方法

データの収集によって得られた客観的事実を結果として論述する。「結果」を踏まえ、結果の意味や意義を
解釈し、研究の限界、今後の課題を自分の言葉で考察する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「看護研究の基礎」の該当部分を復習する。指導教員より適宜指導を受け、結果と考察をまとめ、論述す
る。

第9回 担当教員・　

テーマ 論文の作成

学修内容・学
修方法

実施した一連の過程を、研究論文の形式に則って論述する。所定の投稿規程に合わせて論文を作成し、期限
までに提出する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

「看護研究の基礎」の該当部分を復習し、原著論文を参考に適切な論文構成を確認する。

第10回 担当教員・　

テーマ ポスターの作成

学修内容・学
修方法

研究論文の成果をポスターにまとめ、掲示できるように準備する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

良いポスターとはどういうものか、文献やインターネットで調べる。

ウインドウを閉じる
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講義名 総合看護実習

(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 4

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

◎ 今野　玲子

概要

総合看護実習は、既習の看護学を統合する科目として位置づけられる。自ら興味のある領域を選択
し、これまで学んできた知識・技術・態度を総合し、患者の問題解決に必要なより高度な看護実践能
力を習得することを目的とする。また、看護専門職者としての意識を高め、自らの看護観を確認する
ため、看護師としての臨床現場に近い環境で、主体的に考え、保健医療福祉チームにおける看護師の
役割を学ぶ機会とする。

科目目標

〔施設内看護実習・在宅看護実習〕
（１）既習の領域別別実習を踏まえ、対象により適した効果的な看護介入を科学的根拠に基づいて展
開できる。
（２）看護技術を、安楽・安楽に、よりスムーズに実践できる。
（３）看護独自の役割と機能、他職種との連携・協働について、理解を深めることができる。
（４）看護専門職者としての人間関係能力や態度において、自分の課題を明確にし、さらなる成長に
つなげることができる。
〔公衆衛生看護実習〕
既習の知識や自己の体験、公衆衛生の動向などを基に、学びを深めたい実習のテーマを明らかにし、
目標を設定し計画を立案、公衆衛生活動を実施し、対象の反応から論理的に分析して、今後の方針が
考察できる。
〔看護管理実習〕
（１）看護管理者の立場から見た医療・看護サービスの質保証の実際と課題を理解する。
（２）様々な看護現象を看護管理の視点から捉えて、アプローチする方法を理解する。
（３）チーム医療における他職種との連携・協働について看護管理の視点から理解する。

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
今まで使用してきた教科書や参考書や、自分の領域に関連のある書籍、雑誌、インターネット上の看
護に関するガイドライン、研究論文など。
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第1回 担当教員・　 今野　玲子

テーマ 実習領域の選択

学修内容・学
修方法

総合看護実習の目的・目標、実習内容を確認し、総合実習のイメージ作りをする。
総合看護実習の選択領域の第1希望から第3希望を提出する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

総合看護実習の概要を確認したうえで、どの看護領域で実習がしたいのか考えること。

第2回 担当教員・　

テーマ 事前学習と実習オリエンテーション

学修内容・学
修方法

各実習領域の担当教員から事前学習課題を課される。実習が始まるまで課題を通して、また課題を広げて総
合的な学習をする。実習領域と各実習場についてのオリエンテーションを受ける。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・実習場所が決まったら、総合看護実習要項に従い、各実実習における事前課題や関連する既習の復習をす
ること。
・必要に応じで、事前に看護技術の復習・練習をしておくこと。

第3回 担当教員・　

テーマ 実習に向けての準備学習

学修内容・学
修方法

担当教員の指導のもと、各実習領域に適した、実習目的、目標および実習計画を立案する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

各実習領域の課題と自己の課題をまとめる。

第4回 担当教員・　

テーマ 臨地での総合看護実習（2週間） 

学修内容・学
修方法

臨床指導者やスタッフとコミュニケーションをとりながら実習を開始し、実習目標達成に向けて実習を行
う。
実習中も担当教員と連絡を取り、指導を受ける。各実習領域で課されている実習記録、日誌等を記録する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

必要時、文献等を参照して実習に活かすこと。

第5回 担当教員・　

テーマ まとめ、振り返り、評価面接

学修内容・学
修方法

実習終了後、実習記録を整理する。
各領域の要項に従い、ﾚﾎﾟｰﾄ、考察などの作成や、カンファレンス、報告等を行う。
実習の振り返りを行い、自己評価をした後、担当教員と評価の面接を行う。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

実習終了後、卒業後の自分をイメージしながら、総合看護実習で学んだことを整理し、自分のものとする。

試験・レポート等のフィードバック 各担当領域の指導教員により適宜なされる

成績評価方法および評価基準
臨地の実習指導者からの評価も含め総合的に評価する。
総合看護実習要項の各領域の評価表によって評価する。

履修する上での要求事項・注意事項
担当教員とよく連絡を取り、主体的に学修すること。
臨地実習要項【基本事項】をよく読み、看護専門職者としての原則を遵守すること。
学生として学ばせていただくという姿勢と態度を常に忘れないこと。

教員メッセージ
この実習が看護学部での最後の実習になります。看護基礎教育の学生として学ぶ最後のチャンスです
から、積極的に学修しましょう。看護とは何か、自分はどのような看護師または保健師を目指してい
くのか、自らの看護観を振り返る機会となれば願っています。

教員連絡先・オフィスアワー それぞれの総合看護実習の担当教員と直接連絡をとること。

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 地域ケアシステム論

(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 4

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
公衆衛生看護における地域組織活動の意義を理解し、地域組織を育成できる能力を養う。
地域住民が住み慣れた地域での生活が継続できる地域ケアシステムの構築や地域ケアシステムにおけ
る協働活動の重要性を認識し、そのための保健師の役割を理解する。

科目目標

1.公衆衛生看護活動における地域組織活動の意義を理解する。
2.地域組織活動の展開を理解する。
3.地域組織活動の育成における保健師の役割を理解する。
4.地域ケアシステムの概念を理解する。
5.地域ケアシステムにおけるネットワークの形成を理解する。
6.地域ケアシステムにおける協働活動を理解する。

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

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］
中村裕美子他：標準保健師講座2 公衆衛生看護技術 第4版,医学書院,2020
岩本香織他：公衆衛生看護活動論 技術演習 第３版,クオリティケア,2018
［参考文献］
村島幸代他；最新保健学講座　公衆衛生看護支援技術 第４版，メヂカルフレンド社,2015

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70%、課題レポート・グループ討議への参加度30%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 3年次までに学修した地域看護学や公衆衛生看護学の各科目と深く関連しているため、関連部分につ
いて、復習を怠らないこと。

 CampusPlan Web Service
Help



2021/09/28 21:59 シラバス参照

https://saniku-web.campusplan.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusSansho/UI/WSL_SyllabusSansho.aspx?P1=21N6001&P2=2021&P3=20210928 2/3

第1回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 公衆衛生看護における地域組織活動の意義

学修内容・学
修方法

1.地域組織活動とは
2.地域組織活動の歴史
3.公衆衛生看護と地域組織活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書 標準保健師講座2公衆衛生看護技術 7章Aを予習する。

第2回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 地域組織活動で活用する主な概念

学修内容・学
修方法

1.コミュニティ・オーガニゼーション
2.グループ・ダイナミックス
3.エンパワメント・・・など

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書 標準保健師講座2公衆衛生看護技術7章Bを予習する。

第3回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 地域組織の種類と特徴

学修内容・学
修方法

1.委員型
2.地縁型 
3.当事者グループ・・・など

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書 標準保健師講座2公衆衛生看護技術2章A-3、7章Cを予習する。

第4回 担当教員・　 浦橋　久美子
4～9回目

テーマ 地域組織活動の育成と支援の実際

学修内容・学
修方法

事例から地域組織活動の発展過程と保健師の役割について考える。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書公衆衛生看護活動論 技術演習 第3版 第４章予習する。

第10回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 地域ケアシステムの概念

学修内容・学
修方法

1.地域ケアシステムとは
2.地域ケアシステム構築に必要な基本概念

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書 標準保健師講座2公衆衛生看護技術8章を予習する。

第11回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ 地域ケアシステム構築と保健師の役割

学修内容・学
修方法

1.地域ケアシステムの発展過程
2.地域ケアシステム構築の要素
3.保健師の役割

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書 標準保健師講座2公衆衛生看護技術8章Aを予習する。

第12回 担当教員・　 浦橋　久美子

テーマ ネットワーク化と調整活動

学修内容・学
修方法

教員メッセージ
地域組織活動の育成や地域ケアシステムの構築において、保健師の役割は一層重要なものである。本
授業を通して公衆衛生看護活動の幅の広さと醍醐味を感じるとともに必要な能力の修得を期待しま
す。

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

授業計画表
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1.ネットワークの形成
2.地域ケアの調整
3.住民や関係機関との協働活動
4.連携会議の企画運営

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書 標準保健師講座2公衆衛生看護技術8章Bを予習する。

第13回 担当教員・　 浦橋　久美子
13～15回目

テーマ 地域ケアシステム構築の実際

学修内容・学
修方法

保健師の活動の事例から、地域ケアシステムの展開について深める

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

授業10～12回を復習する。

第16回 担当教員・　 浦橋　久美子

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 公衆衛生看護管理論

(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 4

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

◎ 佐藤　壽子

概要
地域住民の健康生活を支援するために展開する公衆衛生看護管理の機能と意義を理解すると
ともに、公衛生看護管理の実際を理解する。

科目目標

1.公衆衛生看護管理の意義とその機能を理解する。
2.公衆衛生看護活動に必要な組織管理、人事管理、人材育成、予算管理、情報管理を理解する。
3.地域ケアの質を保証するために行う公衆衛生看護管理を理解する。
4.地域の医療と福祉の安全管理の実際を理解する。
5.健康危機管理の概念とその対応を理解する。
6.自然災害時の公衆衛生看護活動の目的を理解する。
7.自然災害時の公衆衛生看護の実際を理解する。

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 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］
・標準保健師講座１　公衆衛生看護学概論　医学書院
・標準保健師講座３　対象別公衆衛生看護活動　 医学書院
・公衆衛生看護活動論　技術演習第3版　クオリティケア
・国民衛生の動向　2020/2021　厚生労働統計協会
［参考文献］
大槌町 保健師による全戸家庭訪問と被災地復興　明石書店　 2012.

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70%、課題レポート・グループ討議への参加度30%による総合評価をする。
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第1回 担当教員・　 佐藤　壽子
1～2回目

テーマ 公衆衛生看護管理の　意義と機能

学修内容・学
修方法

1.公衆衛生看護管理とは
2.公衆衛生看護管理の目的、機能
3.公衆衛生看護管理の機能
4.公衆衛生看護管理の基本となるもの

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座１の8章A-1を予習する。

第3回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 地区管理、事例管理、事業管理

学修内容・学
修方法

1.地区管理
1)地区管理の方法　2)地区管理の留意点
2.事例管理
1)適切な支援の継続　
2)個別支援における記録管理
3.事業管理
1)事業化　2)事業の実施と管理
3)事業評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座１の8章A-1・2・7を予習する。

第4回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 組織運営と管理

学修内容・学
修方法

1.組織目的、役割、指示系統
2.他部門との連携、情報共有、協働
3.業務管理

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座１の8章A-2を予習する。

第5回 担当教員・　 佐藤　壽子
5～6回目

テーマ 人事管理、人材育成

学修内容・学
修方法

1.人事管理とは　
2.ジョブローテーション
3キャリアパス、キャリアラダー
4.人材育成とは
5.現任教育

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座１の8章A-3・4を予習する。

第7回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 予算管理

学修内容・学
修方法

1予算管理とは
2.予算編成・確保
3.予算の執行管理、評価

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座１の8章A-5を予習する。

第8回 担当教員・　 佐藤　壽子

テーマ 情報管理

履修する上での要求事項・注意事項 ・1年次に履修した地域看護学概論、3年次前期科目である公衆衛生看護活動展開論、対象別
支援技術論で学んだ事項と深く関連しているので、その時の資料・ノートを確認すること。
・グループ討議を取り入れるので、十分予習復習をして、主体的に学習をすすめること。

教員メッセージ
他の公衆衛生看護学各科目との関連や公衆衛生看護学実習と深く関連している。十分自己学習
をして、公衆衛生看護管理活動を理解す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 
メールで事前予約をお願いします。

授業計画表
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学修内容・学
修方法

1.情報管理に関する法制度
2.情報公開、個人情報の保護
3.情報管理

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座１の8章A-6を予習する。

第9回 担当教員・　 佐藤　壽子
9～10回目

テーマ 健康危機管理の定義と展開方法

学修内容・学
修方法

1.健康危機管理とは
2.健康危機管理の4段階
3.健康危機管理を引き起こす要因
4.リスクマネジメント
5.平常時の体制
6.初動調査・原因分析、健康危機への対応

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座3の12章Aを予習する。

第10回 担当教員・　 佐藤　壽子
11～13回目

テーマ 感染症集団発生と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

1.集団発生と感染症調査
2. 事例から学ぶ
「集団発生時の公衆衛生看護活動」

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・教科書標準保健師講座3の12章Bを予習する。
・教科書公衆衛生看護活動論技術演習第3版第9章を予習する。

第14回 担当教員・　 佐藤　壽子
14～15回目

テーマ 災害と公衆衛生看護活動

学修内容・学
修方法

1.災害の定義と公衆衛生看護活動の目的
2.災害対策に関する制度とシステム
3.各災害サイクルにおける災害対策と公衆衛生看護活動

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

教科書標準保健師講座3の12章Cを予習する。

第16回 担当教員・　 佐藤　壽子

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 公衆衛生看護学実習Ⅱ(保健所)

(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 4年次

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

◎ 佐藤　壽子

浦橋　久美子

概要
地域保健の広域的、専門的・技術的拠点としての活動の実際を通して、保健所の機能や保健師の活動
の特徴を理解する。

科目目標

１．保健所の機能と役割について理解できる。
２．保健所における保健師の機能と役割について理解できる。
３．保健所保健師が担う保健・医療・福祉の連携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

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】
地域看護学及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　厚生統計協会

【参考文献】
国民の福祉と介護の動向2020/2021　厚生統計協会
公衆衛生がみえる2020/2021　MEDICMEDIA

試験・レポート等のフィードバック
1)担当教員や実習指導者がレポートに個別にコメントを入れて返却するあるいは全体に対してコメン
トをする。
2)カンファレンスにおいて担当教員および実習指導者が実習グループ単位でコメントをする。

成績評価方法および評価基準 実習目標への到達度（80％）、レポート（10％）、実習への参加度（10％）から総合的に評価する。

 CampusPlan Web Service
Help
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第1回 担当教員・　 浦橋　久美子
佐藤　壽子
4月

学修内容・学
修方法

各実習保健所で合同講義(1日)を受講する。
実習保健所の公衆衛生活動及び保健師活動の概略を理解し、管轄する地域の特性との関連を考察する。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・授業で学習した公衆衛生学、公衆衛生看護学、保健医療福祉行政論で取り上げた保健所の機能と保健師活
動についてまとめる。
・実習保健所管内の地域特性について
　ホームページや事業年報から情報収集しておく。

第2回 担当教員・　 浦橋　久美子
佐藤　壽子
7月

学修内容・学
修方法

5日間の実習期間のうち、2日間を臨地実習とし、２日間は学内実習とする。
 
1.保健所の機能と役割を合同講義、既存資料、オリエンテーションから学ぶ。
2.保健事業に参加し、保健所の広域的、専門的かつ技術的拠　　
　点の意味を考察するとともに、保健事業における保健師の
役割を考察する。
3.家庭訪問の同行または家庭訪問記録から保健所保健師が訪問する意義と役割を考察する。
4.健康危機管理活動についてサーベイランスによる感染症発生動向の情報収集及び分析の意義を理解し、保
健所保健師の役割を学ぶ。
5.地域におけるネットワークに関する会議等の見学参加をとおしてネットワーク体制の構築により段階的に
地域ケアシステムが構築されていく過程を理解し、それにかかわる保健所保健師の役割を考察する。
6.事務室内の見学により、相談や申請等の窓口対応や電話相談の実際から保健所保健師の役割を考察する。
また他課とのやり取りから所内連携の在り方を学ぶ。

自己学習（予
習・復習のポ
イント）

・合同講義で聴講した内容をまとめる。
・各実習保健所の最新の保健所のしおり及び事業年報から保健所の機能と保健師活動についてまとめる。
・臨地実習での参加事業を把握し、実習計画を立案する。
 

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。

教員メッセージ
公衆衛生看護学実習Ⅰ及びⅢと関連させながら学ぶと保健所保健師の特徴や、保健師の役割
及び機能の共通性が理解できる。

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

授業計画表

ウインドウを閉じる


