
シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

論理学 

単位数：    1  単位 

時間数：    30  時間 

 

担当講師   

折橋康雄先生 

授業目標 

   基本的な論理・推論の諸形式を理解する 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

   命題論理学の基本的な諸規則や諸形式を紹介しながら、日常的に行われている 

  推理・推論のうちにそうした規則や形式が常に働いていることを意識させ、正しい 

推理・推論、説得力のある説明とは何かを考えさせることを目的とする。 

 授業は教科書に即して、１．演繹法と推論の諸形式 ２．帰納法と推理の諸形式 

３．対等関係の順序で進めるが、論理記号の使用はつとめて避け、あくまで日常的な 

言葉による日常的な場面での推理、推論を中心に取り上げて解説を行う。またその都度 

配布プリントを使用して練習も行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

中間試験・期末試験から総合的

に評価する 

テキスト・参考書 

山下正夫著「論理的に考えること」岩波書店（岩波ジュニア新書） 

 

 



 

シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

教育学 

単位数：   １   単位 

時間数：   30   時間 

 

担当講師  

木戸 里香    先生 

授業目標 

 教育学が人間形成における人格と能力・資質の多面的発達を意図的・計画的に方向づける社会的 

行為であることを理解する。その教育課程の思想、制度、内容、技術などの比較教育文化史的な側

面から教育の基本概念と人間理解を深める。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１．人間の成長と教育の意義  教育とは何か、人間の学習と成長・発達 

２．      〃          看護と教育、自己分析 

３．家庭教育         日本と欧米との家庭教育の特徴を比較 

４．生涯学習支援の社会教育  生涯学習 ユネスコ・OECDの活動 

５．学校教育の制度      欧米とアジアの学校教育について 

６．教育の目的        教育目的の考え方 

７．学習指導         教育意図・教育実践、教育方法の原則 

８．  〃          学習理論、学習の動機付づけ 

９．生活指導         カウンセリングとは何か、ロジャース理論 

10． 〃           構成的グループエンカウンター 

11．教育評価         教育評価とフィードバック、到達度評価 

12． 〃           教育評価の意義と目的、自己評価とフィードバック、到達度評価 

13．特別支援教育の推進    特別支援学校の教育課程 

14．  〃          病弱・身体虚弱・発達障害の児童生徒の教育支援方法 

15．まとめ 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 私語厳禁です。 

 

評価方法： 

終講試験、出席状況、レポート 

受講態度などを総合的に評価

する。 

テキスト・参考書 

プリントを配布する。 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

情報科学 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

担当講師 

中柗 俊介  先生 

小松 武陛  先生 

授業目標  

看護の現場にある様々なデータを活用するために、基本的な統計的手法を理解します。 

また、それらのデータをパーソナルコンピューターのアプリケーションソフトウエアを用いて処理

できるように、実習を通じて学習します。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

1回 記述統計・推量統計        

2回 パソコンの基本操作（ファイル操作、文字入力の基本）    

    

3回 尺度・平均・標準偏差        

4回 ワードプロセッサ・ソフトの基本① 

（書式設定、入力規則、表の作成、オブジェクトの配置）      

5回 標本と母集団        

6回 表計算ソフトの基本①（シート、セル、書式設定、文字入力）   

     

7回 母集団の検定①        

8回 表計算ソフトの基本②（四則演算、関数入力）     

   

9回 母集団の検定②        

10回 表計算ソフトの基本③（表示形式、条件付書式、入力規則）    

11回 F検定・T検定        

12回 表計算ソフトの基本④（F検定、T検定）       

13回 X2検定、相関関数        

14回 表計算ソフトの基本⑤（T検定、X2検定）       

15回 期末試験        

 

 

 

受講上の注意： 

必ず計算機を持参すること。 

 

 

評価方法： 

  期末試験、出席、授業態度な 

 どにより総合的に判定する。

   

テキスト・参考書 

医療・看護のためのやさしい統計学（基礎編） 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

  心理学 

単位数：   １   単位 

時間数：   30   時間 

 

担当講師        

橋本 勇真先生 

授業目標 

   心理学について幅広く学習する 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１．オリエンテーション 

２．心理学の歴史 

３．パーソナリティ・感情 

４．社会心理学 

５．発達心理学 

６．７．統計 

８．９．アセスメント 

10．応用行動分析 

11．認知行動療 

12．心理療法 

13．発達障害 

14．15．精神疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

試験 70％ 

出席点 15％ 

受講態度 15％4 

テキスト・参考書 

 適宜紹介 

レジュメを配布するため、テキストの購入は自由です。 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

  家族論 

単位数：   1   単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師       

荒木 菜穂 先生 

授業目標 

 私たちが「家族」について思い描くイメージを出発点に、家族イメージの成立、様々な家族の形

態、家族における関係について、個人のライフコースという視点から理解を深める 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１． イントロダクション/家族の絆が叫ばれる時代において 

２． 家族の「あたりまえ」を疑う 

３． ライフコースと家族/個人が生きることとの関係で 

４． 社会の変化とジェンダー 

５． 近代家族というかたち 

６． 近代家族の歴史 

７． 現代の結婚事情/婚活？憧れ？必死？ 

８． 揺れる結婚制度/結婚＝あたりまえの幸せ？ 

９． 親子関係/愛情は幻想？ 

10．親子のコミュニケーション 

11．ジェンダー役割の今後（１） 

12．ジェンダー役割の今後（２） 

13．家族をとりまく問題（１） 

14．家族をとりまく問題（２） 

15．まとめ ～ふたたび、家族と絆について 

 

 

 

 

受講上の注意： 

「あたりまえ」とは何かを常に考える。 

 家族と社会に関する時事問題にも注意を払う 

 

 

評価方法： 

 定期試験 

 ミニレポート 

テキスト・参考書 

 岩上真珠著 「改訂版ライフコースとジェンダーで読む家族」有菱閣 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

人間関係論 

 

単位数：   2   単位 

時間数：  45   時間 

担当講師 

   山﨑 泉   先生 

授業目標 

人間を人との関係で生き、成長する存在としてとらえ、人間理解、対人関係の持ち方、人間関係を構築する能

力を養う。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１． オリエンテーション 人間関係とは 

２～５．自己理解・他者理解 

    他者との相互交流から生まれる関係について学び、他者との関係の中で自己理解を深

める。 

６～７．心のあらわれ、心のなりたち 

    心のあらわれとしての自我とその機能について学ぶ。 

８～１１．自己表現・関係の形成一共感・聴く・語る 

     様々なコミュニケーションのあり方を考え、他者の心を聴く力と自己の心を表現す

る力を養う。 

１２～１４ 患者の心理、患者を支えるということ 

      病や障がいを抱えること・が心にどのような影響を及ぼすかについて学び、患者

やその家族を支えるために必要なこととはどのようなことかを考える。 

１５～１６，援助者のこころとからだ 

      ストレスが人間の心身へ与える影響を学び、援助者としての心身の健康管理の重

要性や、バーンアウトを予防するための工夫を考える。 

１７～２２，各発達段階における心理的特徴と対人関係 

    乳幼児期～老年期までの各発達段階における対人関係の特徴や難しさを理解し、対象

者に合わせた適切な援助のあり方を考える。 

受講上の注意： 

自身の周囲との蘭係の中で自己理解を深め、援助者としての豊

かな対人関係を育む土台をつくる授業です。様々な心のあり様

や入間関係に思いやりをもって関心を示し、相手の立場や状況

に対し、‘‘他人事”ではなく主体的に課題に取り組むことを期

待します。 

評価方法： 

試験、課題提出状況 

受講態度、出席状況を 

合わせて評価する。 

テキスト 適宜、プリントを配布 

参考書  「人間関係論入門（ナースのための心理学）」岡堂哲雄編集金子書房 

     「人間関係の生涯発達」澤田瑞也編集培風館 

     「援助者のためのコミュニケーションと人間関係」諏訪茂樹著建吊社 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名  

 社会学 

単位数：  2    単位 

時間数：  45    時間 

 

担当講師   

荒木 菜穂 先生 

授業目標 

 人と人との相互作用で成り立つ社会の仕組みを学び、より多様な視点で、社会、他者、または 

身のまわりの営みについて考える 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

  第１回     社会学のイントロダクション 

  第２･３回    意味と相互主観性 

  第５回        アイデンティティー私が私であること 

  第６・７回   スティグマー他者への烙印 

  第８．９回   正常と異常―選択と排除のメカニズム 

  第１０・１１回 ジェンダー女であること／男であること 

  第１２・１３回 規則と制度―私たちを取巻くルール 

  第１４回    社会調査の読み解き方 

  第１５・１６回 不平等と正義 

  第１７回    社会学いろいろ 

  第１８・１９回 共同体―なぜ人は共同体をを求めるのか 

  第２０・２１回 国家と市民社会 

  第２２・２３回 社会学の復習 各項目のポイントの復習 

 

 

 

 

受講上の注意： 

授業時に学んだキーワードなどは覚えるのみでなく、社会を読

み解くための道具として、実際に時事問題や身の回りの出来事

について考えることに生かし、社会の見方を広げることを心が

けてください。 

 

 

評価方法： 

 

定期試験 

ミニレポート 

テキスト・参考書 

 支枝敏雄・竹沢直一郎・正村俊之・坂本佳子鶴恵 

    2007（1996）「新版 社会学のエッセンス」有菱閣 アルマ 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

日本語表現法 

単位数：   １   単位 

時間数：   30   時間 

 

担当講師  

折橋康雄 先生 

授業目標 

 正確でわかりやすい文章を書くための技術の習得 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

 基礎編（文章作成上の注意点） 

   格助詞「は」と「が」の用法 

   重文を作る際の注意点 

   主後と述語 

   読点の打ち方 

   接続詞の用法 

  「だ・である」体と「です・ます」体など 

 

 実践編（文章作成の練習） 

   不適切な表現の訂正練習 

   文章の要約練習とその添削 

   テーマ作文とその添削 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

毎回プリントを用いて授業を行う。実戦編の演習では、授業中

に書いたものを提出させ添削を行う。授業中に仕上がらなかっ

た場合は、自宅で仕上げて必ず提出すること。 

 

 

評価方法： 

終講試験 

テキスト・参考書 

 特になし 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 行動科学 

単位数：   1   単位 

時間数：   30   時間 

 

担当講師  

坂手 利江先生 

授業目標 

 人間行動を観察し、その行動の背景にアル心のメカニズムを主に発達の理論を通して理解する。 

さらにその知識を活用してさまざまな疾患をもつ患者特有の行動や心理についても学習する。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

   １．人間の行動、心の成り立ち 

     発達理論 

      （１）乳児期   （５）青年期 

      （２）幼児期   （６）成人期 

      （３）児童期   （７）中年期 

      （４）思春期   （８）老年期 

 

 

   ２．様々な疾患をもつ患者特有の行動や心理とその対応法 

      （１）統合失調症 

      （２）気分障害 

      （３）発達障害 

      （４）アルコール依存症など 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

 

終講試験 

テキスト・参考書 

 

 レジュメ配布 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

  英語 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師  

葛原      先生 

授業目標 

日本在住の外国人が急増し、医療活動も国際化している現在、外国人患者と意思の疎通がはかれる

ように、英会話（特に医療現場での）臨床英語を学習する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

1回目 オリエンテーション ワークシート２枚 テキストユニット１ 

２回目 テキストユニット２ プリント教材１ 

３回目 テキストユニット３ 

４回目 テキストユニット４ 復習小テスト１ 

５・６回目 テキストユニット５ プリント教材２ 

７回目 テキストユニット６ 復習小テスト２ 

８回目 テキストユニット７ プリント教材３ 

９回目 テキストユニット８ プリント教材４ 

10回目 テキストユニット９ 復習小テスト３ 

11回目 テキストユニット 10 

12回目 テキストユニット 11 プリント教材 5 

13回目 テキストユニット 11 プリント教材 6 

14回目 テキストユニット 12  復習小テスト４ 

15回目 テキストユニット 12 総復習 

 

 

 

 

受講上の注意： 

英語の授業では積極的に授業に参加することが英語力の伸長

に欠かせないので積極的な授業態度を求める。予習・復習をす

ることで授業内容が定着するので復習テストも真剣に準備し

て臨むようにすること。 

 

 

評価方法： 

終講試験とテキスト３ユニッ

トごとに実施する復習小テス

ト４回分の平均点ワークシー

ト（提出物）授業態度を考慮し

て評価する 

テキスト・参考書 

「クリスティーンのやさしい看護英会話」医学書院 

 English for Nurses :Student Worksheets 

「クリスティーンノレベルアップ看護英会話 医学書院 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

レクリエーション論 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

担当講師   

  河上俊和   先生 

授業目標 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１．授業概要の説明、健康的なライフスタイルについて 

２，肥満と生活習慣病 

３．運動とメタボリックシンドローム予防 

４．加齢に伴う運動機能の変化 

５．運動とロコモティブシンドローム予防 

６．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

ニュースポーツ） 

７．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

ニュースポーツ） 

８．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

＝ユースポーツ） 

９．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

ニュースポーツ） 

１０．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

ニュースポーツ） 

１１．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

ニュースポーツ） 

１２．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

ニュースポーツ） 

３．実技（グループ活動：バドミントン、バレーボール、バスケットボール、縄跳び、 

ニュースポーツ） 

１４．健康運動プログラム（運動処方、トレーニングの原則） 

１５．まとめ（試験についての説明） 

受講上の注意： 

 

 

評価方法： 

テキスト・参考書 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

解剖生理学Ⅰ 

単位数：  2    単位 

時間数：  60   時間  

担当講師  

鶴谷真悠  先生 

授業目標 

解剖学用語を覚えながら、人体の正常な形態と構造の概要を学習・習得する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

＊以下の日程は目安である。 

4 月 16 日 (火) 人体の構造と区分/細胞（細胞小器官, 細胞膜, 細胞分裂）, 組織（上皮組織, 

筋組織, 結合組織, 神経組織） 

4 月 23 日 (火) 消化器 1（口･咽頭･食道, 胃, 小腸, 大腸）/消化器 2（膵臓, 肝臓, 胆嚢）, 

腹膜 

5 月 7 日 (火) 呼吸器（鼻腔, 喉頭, 気管, 肺）/血液 

5 月 21 日 (火) 循環器 1（心臓）/循環器 2（脈管） 

5 月 28 日 (火) リンパ器官（胸腺, 脾臓, リンパ節）/4 月 16 日〜5 月 21 日の講義まとめ

（試験を予定） 

6 月 4 日 (火) 泌尿器（腎臓, 尿管, 膀胱）/自律神経 

6 月 11 日 (火) 内分泌（視床下部-下垂体, 甲状腺, 副甲状腺, 膵臓, 副腎, 性腺） 

6 月 18 日 (火) 骨の形態と構造, 関節/骨格筋の構造 

6 月 25 日 (火) 体幹の骨格と筋/上肢の骨格と筋 

7 月 3 日 (火) 下肢の骨格と筋/5 月 28 日〜6 月 25 日の講義まとめ（試験を予定） 

7 月 17 日 (水) 頭頸部の骨格と筋/神経系（中枢, 末梢） 

7 月 24 日 (水) 視覚器/聴覚器 

8 月 28 日 (水) 味覚, 疼痛/外皮（皮膚, 毛, 爪, 皮膚腺） 

9 月 4 日 (水) 男性生殖器/女性生殖器 

9 月 11 日 (水) 胎児と胎盤/7 月 3 日〜9 月 4 日のまとめ（試験を予定） 

 

 

受講上の注意： 

講義前に教科書の該当箇所を読んで予習し，講義後は復習する

こと。 

評価方法： 

3 回の試験に加え，出席点を考

慮します 

テキスト・参考書 

『系統看護学講座・専門基礎分野・人体の構造と機能１:解剖生理学』 第 10 版 (2019) 

 坂井建雄, 他著, 医学書院 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

  解剖生理学Ⅱ 

単位数：  2    単位 

時間数：  60   時間  

担当講師   

  井原 勇人 先生   

      

授業目標   入体機能の仕組みについて生理学的側面から系統的に学び、  

       人体制御の巧みさについて理解を深める。  

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

授業の流れ 

第１回 生理学総論、呼吸器系１ 

第２回 呼吸器系２ 

第３回 循環器系１ 

第４回 循環器系２ 

第５回 泌尿器系１ 

第６回 泌尿器系２ 

第７回 消化器系 

第８回 神経系１ 

第９回 神経系２ 

第１０回 神経系３ 

第１１回 感覚器系１ 

第１２回 感覚器系２ 

第１３回 運動器系 

第１４回 内分泌系 

第１５回 生殖器系、その他 

 

 

 

受講上の注意： 

遅刻をしない。内職しない。私語をしない。 

 

 

評価方法：定期試験、小テスト、

出欠、授業態度により総合的に

判断する。 

テキスト・考書：系統看護学講座、解剖生理学、医学書院  

        標準生理学、医学書院 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 解剖生理学Ⅱ 

単位数：   2   単位 

時間数：   60   時間 

 

担当講師   

井原 勇人先生 

授業目標 

 人体の機能の仕組みについて形態学的および生理学的側面から系統的に学び、人体制御の巧みさ

について理解を深める。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１・２回 細胞生物学、生命の単位、消化と吸収、代謝と栄養 

第３・４回 血液、呼吸 

第５・６回 循環：心臓と心電図、微小循環、脳循環とリンパ循環 

第７・８回 尿生成と排泄 

第９・１０回 細胞膜と物質の出入り、神経線維、興奮の伝道、神経の情報伝達 

第１１・１２回 感覚（感覚と知覚、体性感覚、内臓感覚、深部感覚、視覚、聴覚、味覚 

           嗅覚、平衡感覚） 

第１３・１４回 自律神経、体温調節 

第１５・１６回 高次脳神経 

第１７・１８回 循環（循環調節、血圧、異常心電図） 

第１９・２０回 呼吸（神経性調節、呼吸量、酸素負債） 

第２１・２２回 筋、筋と反射 

第２３・２４回 内分泌（ホルモン、フィードバック、恒常性） 

第２５・２６回 内分泌と神経性調節、生体システムと恒常性（恒常性維持、ストレス） 

        生体防御と免疫（自然免疫、獲得免疫、リンパ球） 

第２７・２８回 体液平衡 

第２９・３０回 成長と老化（華麗変化、佩用症候群、認知症の予防） 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

中間試験・期末試験 

２回の結果で単位認定を 

行う 

テキスト・参考書 

医学書院 解剖生理学 人体の構造と機能 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

生化学 

単位数：   1  単位 

時間数：   30  時間 

 

担当講師      

鍜治春花 先生 

授業目標 

人の体の健康は細胞の中で行われる化学反応の進行（代謝）によって維持されレいる。 

この講義では、このような代謝の過程と、甚太を構成する高分子の構造、および機能を理解する 

ことを目的とする。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

第１回    代謝総論、細胞の構造と機能 

第 2回    糖質、脂質、タンパク質とアミノ酸 

第 3回    核酸とヌクレオチド、酸素 

第 4～5回   栄養素の代謝（糖質） 

第 6～7回   栄養素の代謝（脂質） 

第 8回    タンパク質とアミノ酸の代謝 

第９回    核酸とヌクレオチドの代謝、ピタミン 

第 10～11回  遺伝情報 

第 12～14回  復習   

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

生化学は、からだの動き、疾病によって起こるさまざまな臓器 

の変化を理解する上で基本となる重要な分野です。毎回予習 

復習をし、知識を確実に自分のものにしていってください。 

 

評価方法： 

テストの成績をもとに、出席

率授業態度を加味して総合的 

に評価する。 

テキスト・参考書 

ナーシング・グラフィカ 人体と構造と機能② 臨床生化学（メディカ出版） 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

栄養学 

単位数：   １   単位 

時間数：   30   時間 

 

担当講師       

北野 敦子 先生 

授業目標 

  基礎的な栄養学の知識と習得することを目的とする 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

 栄養学の基礎知識 

  ・ビタミン代謝 

  ・ミネラルの代謝 

  ・食品成分と食事摂取基準 

  ・栄養とアセスメントと栄養指導 

  ・ライフステージ別の栄養学 

  ・疾病別の食事療法 

  ・療養生活と栄養 

  ・総括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

出席、筆記試験 

テキスト・参考書 よくわかる専門基礎講座 栄養学 津田とみ著 （金原出版株式会社） 

      ナーシング・グラフィカ 疾病の成り立ち④ 

      臨床栄養学 編者：門戸 啓子 （株式会社 メディカ出版） 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

    薬理学 

単位数：   １   単位 

時間数：   30   時 

担当講師   

  池内 治平 先生 

授業目標 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

１回薬理学の基礎分野（化学、物理、薬物） 

  ２回薬物の作用（薬の役割、剤形、法的分類） 

  ３回薬物動態（吸収、分布、代謝、排泄） 

  ４回薬物の作用点、薬容量と投与経路、相互作用 

  ５回循環器障害と浮腫 

  ６回疾患の成因と病態 

  ７回心不全（強心薬、利尿薬、血管拡張薬） 

  ８回高血圧治療薬（利尿薬、β遮断薬、カルシウム拮抗薬、ＡＧＥ阻害薬、 ＡＴ五受容

体遮断薬等 

  ９回抗精神薬疾患の成因と病態 

  １０回抗精神薬（抗パーキンソン病薬、抗うつ薬、抗てんかん薬） 

  目回感染症・免疫疾患疾患の成因と病態 

  １２回抗生物質 

  １３回内分泌疾患疾患の成因と病態 

  １４回糖尿病治療薬 

  １５回抗癌薬（疾患の成因と病態抗癌薬） 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

生物学、理科等の生物分野に関する記述を再度学習しておくこ

と 

 

評価方法： 

小テストと終講試験を総合し

て判定する。 

テキスト・参考書 

系統看護学講座「薬理学」医学書院 

参考書；特に指定はしないが、「症例で学ぶ臨床薬学～薬物治療の実際～」丸善株式会社など。 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

微生物学 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師       

三島 隆一郎 先生 

授業目標  

看護学を学び、看護師を目指す学生にとって微生物及び人と微生物の関わりを理解するうえで不

離の関係にある免疫についての知識を習得することは感染症に苦しむ人々を看護する上で必要であ

るばかりでなく、看護師自らが臨床の場で感染症から自らの体を守る上で必要不可欠である。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 Ⅰ．はじめに                    Ⅳ．免疫学 

１． 看護学の中での微生物学            １．免疫とは 

２． 微生物の概要                 ２．免疫の種類 

 Ⅱ．微生物の種類                   ３．血液中の細胞成分 

   細菌・ウイルス・真菌・原虫            ４．血液中のたんぱく質成分 

 Ⅲ．感染と発病                    ５．免疫担当細胞と免疫応答 

１． 感染と発病                  ６．抗原 

２． 宿主と微生物の相互作用            ７．抗体 

３． 感染経路                   ８．ワクチンと免疫血清 

 Ⅳ．滅菌と消毒                    ９．血液型 

１． 滅菌と消毒                                 10. 移植免疫   

２． 滅菌法                   Ⅶ．微生物各論 

３． 消毒法                    １．細菌 

 Ⅴ．化学療法                     ２．ウイルス 

１． 化学療法と化学療法剤             ３．真菌 

２． 抗菌剤                    ４．原虫 

３． その他の化学療法剤              ５．プリオン 

 Ⅵ．免疫学 

１． 免疫とは 

２． 免疫の種類 

３． 血液中の細胞成分 

４． 血液中のタンパク質成分 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

筆記試験 

テキスト・参考書 

 新クイックマスター 微生物学（医学芸術社） 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

リハビリテーション論 

単位数：  １    単位 

時間数：  15    時間 

 

担当講師  

畑中 良太    先生 

授業目標 

 リハビリテーションの本当の意味を理解し、リハ医療におけるチームワークについて ICF につい

て理解する。リハ医療における看護師の役割を理解する。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１． リハビリテーションの概要（テキスト第 1章） 

① リハビリテーションの概論 

② リハビリテーション医療におけるチームとチームワークについて理解する 

③ リハビリテーション医療の実践におけるＩＣＦを理解する 

２． リハビリテーション看護概論 

① リハビリテーション医療における看護師の重要性について理解する 

② 自立を目指す看護について理解する 

③ 自立に向けての具体的なＡＤＬの介助方法を理解する 

３． 運動器系の障害とリハビリテーション看護 

① 総論・自助具について知る 

② 骨折に対するリハビリテーション看護を理解する 

③ 関節リウマチに対するリハビリテーション看護を理解する 

４． 脳の可塑性とリハビリテーションの意義 

５． 中枢神経障害の代表的な評価について 

６． 姿勢障害の影響とリハビリテーション 

７． 基本動作の障害とリハビリテーション 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

実技練習ができる服装で受講すること 

復習して次の講義に臨むこと 

 

評価方法： 

受講の取り組み 10％ 

筆記試験    90％ 

テキスト・参考書 

 系統看護学講座 別巻 リハビリテーション看護 第６版第３刷 

 2017年 2月１日発行 ＩＳＢＮ978－4－260－011994－1  

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

臨床検査 

単位数：  １    単位 

時間数：  15    時間 

 

担当講師   

脇屋 雅明     先生 

授業目標 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 臨床検査と看護師の役割を中心に看護師がよく行う検査項目などを講義する 

 

 スケジュールとして系統看護学講座（別巻）臨床検査を中心に第 1 部から第 2 部までを講義する

ことを目標としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 受講中に無用な中座をしないこと 

 

 

評価方法： 

テスト 

受講態度 

テキスト・参考書 

 系統看護学講座（別巻）臨床検査 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

病理学総論 

単位数：   １   単位 

時間数：   30   時 

担当講師   

中村美砂 先生 

授業目標 

奇形、退行変性、進行性病変、炎症、腫瘍等の病因および病変の特徴が理解できる。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

1回   病理学でまなぶこと   

2回  先天異常と遺伝子異常Ⅰ 

3回  先天異常と遺伝子異常Ⅱ 

4回  代謝障害Ⅰ 

5回  代謝障害Ⅱ 

6回  循環障害Ⅰ 

7回  循環障害Ⅱ 

8回  炎症と免疫、膠原病Ⅰ   

9回  炎症と免疫、膠原病Ⅱ 

10回  感染症Ⅰ 

11回  感染症Ⅱ  

12回   腫瘍Ⅰ 

13回   腫瘍Ⅱ 

14回   老化と死Ⅰ 

15回   老化と死Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

終講試験 

小テスト 

テキスト・参考書 

医学書院 病理学 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

病理学各論Ⅰ 

単位数： １    単位 

時間数： 30     時間 

 

担当講師   

上田 英之助 先生 

森岡 信行 先生 

内間 泰武 先生 

授業目標 

 病院および病変の特徴を理解し、呼吸器疾患・循環器疾患の病態・症状・検査・治療について理

解できる。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 第 1回 呼吸器の診察と検査 

 第 2回 肺炎、ＣＯＰＤ、気管支喘息 

 第 3回 肺がん 

 第 4回 循環器の診察と検査 

 第 5回 虚血性心疾患 

 第 6回 血圧異常、不整脈 

 第７回 弁膜症、心膜炎、心筋疾患 

 第８回 手術侵襲と生体反応 

 第９回 麻酔法 

 第 10回 呼吸・体液・栄養管理 

 第 11回 外科的基本的手技 

 第 12回 救急処置法の実際 

 第 13回 小腸・大腸の疾患手術 

 第 14回 肝臓の疾患・手術 

 第 15回 呼吸器の外科療法 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

終講テスト 

 

テキスト・参考書 

 医学書院 成人看護学２ 呼吸器 

 医学書院 成人看護学３ 循環器 

 医学書院 別巻 臨床外科看護総論 

 医学書院 別巻 臨床外科看護各論 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

病理学各論Ⅱ 

単位数： １    単位 

時間数： 30    時間 

 

担当講師   

藤井  玲央奈  先生 

岡田  守弘 先生 

授業目標 

 病因及び病変の特徴を理解し、腎・泌尿器疾患、アレルギー・膠原病感染症疾患、内分泌・代謝

疾患 の病態・症状・検査・治療について理解できる 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 第１回  総論 尿路生殖器 解剖、症状と病態生理 

 第 2回  総論 検査と処置 各論 尿路生殖器疾患 

 第 3回  各論 尿路生殖器疾患 

 第 4回  貧血 

 第 5回  白血病・血友病・ＤＩＣ 

 第 6回  出血性疾患 

 第 7回  糖尿病、糖質異常 

 第８回  内分泌疾患 

 第９回  外分泌疾患 

 第 10回 甲状腺機能疾患 

 第 11回 膠原病 

第 12回 アレルギー疾患 

第 13回 感染症（１） 

第 14回 感染症（２） 

第 15回 まとめ 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

テキストに沿ったプリントを配布する（腎・泌尿器） 

 

 

評価方法： 

筆記試験 

テキスト・参考書 

 成人看護学⑧ 腎・泌尿器  成人看護学⑪ アレルギー膠原病 感染症 

 成人看護学⑥ 内分泌・代謝  成人看護学④ 血液・造血器 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 病理学各論Ⅲ 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師   

村越 太 先生 

伊飼 美明先生 

長谷川 隆典先生 

授業目標 

 病因及び病変の特徴を理解し、運動器疾患・脳神経疾患の病態・症状・検査・治療について 

理解できる 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 第１回 整形外科診断と検査 

 第２回 治療と処置 

 第３回 骨折・脱臼（１） 

 第４回 骨折・脱臼（２） 

 第５回 変形性関節症 

第６回 脊髄疾患・肩関節周囲炎 

 第７回 脊髄損傷 

 第８回 脳の構造・意識障害 

 第９回 診断と治療 

 第１０回 脳内出血・神経膠腫（グリオーマ）・髄膜腫（メニンジオーマ） 

 第１１回 脳血管疾患 

第１２回 背髄疾患 

 第１３回 下垂体腺腫 

 第１４回 てんかん・認知症 

 第１５回 パーキンソン 

  

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

 終講試験 

テキスト・参考書 

 医学書院 成人看護学⑦ 脳神経 

 医学書院 成人看護学⑩ 運動器 

 

 

 



ラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 病理学各論Ⅳ 

単位数： １    単位 

時間数： 30    時間 

 

担当講師  

岡田 守弘 先生 

    梶川 泰  先生 

    諏訪 雄三 先生 

    小出 大至 先生 

授業目標 

 病因および病変の特徴を理解し、消化器疾患・感覚器疾患の病態・症状・検査・治療について 

理解できる 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回消化器症状・兆候とその病体生理・検査と治療処置 

２回消化器疾患の理解①食道・胃・＋二指腸疾患 

３回消化器疾患の理解②肝臓・胆嚢・膵臓疾患 

４回耳鼻咽喉科患者への看護理念 

５回中耳炎の種類、鼓膜切開術 

６回鼻の機能・鼻腔疾患 

７回アレルギー性鼻炎・慢性鼻炎 

８回減感作療法 

９回ロ腔・咽頭疾患 

１０回眼科疾患の症状と病態生理 

１１回検査と治療 

１２回眼科疾患の理解 

１３回歯の構造と機能 

１４回歯の異常と疾患 

１５回検査と治療 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

テキスト・参考書 

医学書院 成人看護学５ 消化器  医学書院 成人看護学 14 耳鼻咽喉 

医学書院 成人看護学 13 眼   医学書院 成人看護学 15 歯・口腔 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 総合医療論 

単位数：  １   単位 

時間数：  15   時間 

 

担当講師  

出口 安浩 先生 

授業目標 

 社会保障制度と生活者の健康および医学概論について学ぶ 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 新看護教育カリキュラムにおいて、保健・医療・福祉制度を総合的に理解し、生活者の健康 

について、援助と共感の視点で学び、職業人としての看護の果たすべき役割を考える。 

 

（１）医療と看護の原点 

（２）医療の歩みと医療観の変遷 

（３）私たちの生活と医療 

（４）技術社会の高度化と健康・生命をめぐる新たな課題 

（５）成熟する社会と人々の意識変革 

（６）医療をみつめなおす新たな視点 

（７）健康の概念の質的変化と保健・医療の新しい潮流 

（８）まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

テキスト持参のこと 

出席・レポートは重視する 

 

 

評価方法： 

出席・レポート 

定期試験での総合評価 

テキスト・参考書 

 系統看護学講座「総合医療論」 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

公衆衛生 

単位数： １    単位 

時間数： 30    時間 

 

担当講師  

松本 健二   先生 

授業目標 

公衆衛生とは、すべての人の健康を保障のための「科学」「技術」である。公衆衛生分野における看

護師への期待も大きい。本講義では公衆衛生の各分野を概説し、看護師が担うべき役割を考察する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

１回公衆衛生とは：時代と共に変遷する「公衆衛生学への期待」について理解する 

２回健康と環境：健康とは何か？ＩＣＦの概念から学ぶ 

３回疫学①：疫学の基本的な考え方を理解する 

４回疫学②：疫学とヘルスプロモーションとの関係を理解する 

５回医療保険制度：医療の現状と医療保険制度を理解する 

６回介護保険制度：我が国の高齢福祉の現状と介護保険制度を理解する 

７回社会保障制度①：我が国の人ロ動態および国民生活を理解する 

８回社会保障制度②：生活保護や自立支援法などの社会保障制度の概要を学ぶ 

９回グローバル化社会における公衆衛生：国際貢献や健康に関する世界の動向を理解する 

１０回感染症：感染症予防のための基本的な知識を理解し、感染予防のための取り組みを学ぶ 

１１回地域保健：公衆衛生分野における地域保健事業を理解する 

１２回母子保健：公衆衛生分野における母子保健の現状と課題、取り組みを理解する 

１３回精神保健：公衆衛生分野における精神保健の現状と課題、取り組みを理解する 

１４回学校保健：公衆衛生分野における学校保健の現状と課題、取り組みを理解する 

１５回産業保健：公衆衛生分野における産業保健分野の現状と課題、取り組みを理解する 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

授業ではパワーポイントやＡＶ機器を使用し、実感が持てるよ

うに教授する。 

積極的な発言、質問を期待する。 

 

評価方法： 

毎回、提示するレポート課題と

定期試験により総合的に評価

する 

テキスト・参考書 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

社会福祉 

単位数： 2    単位 

時間数： 45    時間 

 

担当講師      

浅野 和樹 先生 

授業目標 

社会福祉に係わる全般的な基礎知識の学習を主としつつ、社会福祉の変遷を時代の流れとともに見ることにより社会

福祉の思想・理念を理解する。その上で、社会福祉に対する考えを持ち、臨床場面で生かせるようにできることを目

標とする。 

地域包括ケアが云われ、他職種との連携が進められている今日の社会福祉のあり方にも言及したいと考える 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１．社会福祉とは 

２．現代社会における問題と福祉 

３．社会保障制度とは 

４．医療保障制度 

５．医療保健 

６．介護保険制度 

７，公的扶助 

８，所得保障 

９．現在社会の変化と社会福祉 

１０，社会福祉と法制度 

１１．児童家庭福祉１ 

１２．児童家庭福祉１ 

１３．司法福祉 

１４．障がい者福祉１ 

１５．障がい者福祉Ｈ 

１６．高齢者福祉１ 

１７，社会福祉における援助とは 

１８．直接援助技術１ 

１９，直接援助技術１ 

２０．間接援助技術 

２１，社会福祉における職種と連携 

２２．地域包括ケア 

受講上の注意： 

用語、制度、施策や法律等を覚えるだけで終わらないで、知識

とし臨床場活用できるように積極的に授業に参加されること

を望む。 

評価方法： 

授業内課題：２０％ 

定期試験：８０％ 

テキスト・参考書 

系統看護学講座社会福祉健康支援と社会保障制度３ 

プリント配布。その他適宜紹介する。 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護関係法令 

単位数： １     単位 

時間数： 15     時間 

 

担当講師  

稲垣 政子  先生 

授業目標 

 看護職の免許と業務に関わる法規・法令を理解し、看護師の法的責任、および患者・障害者の人

権擁護等の責務が遂行できる基礎的能力が養えるよう教授する。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 1回 保健師助産師看護師法 

 ２回 保健師助産師看護師法施行規則 

 ３回 看護師等の人材確保の促進に関する法律 

 ４回 看護師の法的責任について（グループワーク１） 

 ５回 看護師の法的責任について（グループワーク２） 

 ６回 発表 

 ７回 職業倫理と生命倫理 

 ８回 まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

 筆記試験 

テキスト・参考書 

 

 医学書院 看護関係法令 ④ 

 適宜、資料を配布する 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

関係法規 

単位数： １     単位 

時間数： 15     時間 

担当講師      

大山 力  先生 

授業目標 

資格法に基づく自らの免許要件における社会的・法的責任を自覚するとともに、虐待防止、個人情

報の保護等関係法令を通じて人権擁護の重要性を修得する。 

医療施設、社会福祉施設の基盤となる法令及び社会保障制度の根拠となる法令を学び社会保障の仕

組みと全体像を知る。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

第 1回 看護者と法律、医療行為と傷害罪（刑法）等「関係法規」を学ぶ動機づけ、憲法、 

法律等法規の仕組み。人権に関する法令並びに援助者の心構え 

第 2 回 保健師助産師看護師法に基づく免許の要件、業務の範囲等と医療事故、医療過誤に

おける行政上、刑事上、民事上の責任 

第 3回 医師法等医療関係資格法、医療法の理念と法に基づく病院の種類と管理体制等、 

医療施設の管理責任、院内感染、医療過誤の防止対策 

第 4回 地域保健、健康増進等保健衛生、精神保健、母子衛生、学校保健、がん対策、 

薬事、麻薬、向精神薬、臓器の移植等 

第 5 回 歯科口腔保健、感染症予防、予防接種、食品衛生、環境保全、環境衛生、社会保障

制度、高齢者対策、老人福祉、介護保険、高齢者医療等 

第６回 健康保険、生活保護、児童福祉、児童虐待防止、高齢者虐待防止、障害者虐待防止、

身体障害者福祉、知的障害者福祉、障害者総合支援、発達障害者支援、 

第 7回 年金等、労働基準法と労働条件、労働安全衛生、労働者災害補償、 

第 8回 介護・育児休業等、男女共同参画社会、個人情報の保護、医療廃棄物の処理、 

 

 

 

 

受講上の注意： 

授業中に資料を配布するが、終講テストの対象となるので注意

すること。 

また、重要な箇所は、黒板に記載して説明するので必ずノート

に筆記し、終講テスト等の前に再度、学習しておくこと。 

最近の過去間を勉強しておくこと。時間があれば、代表的過去

問について、正解の根拠を説明する。 

評価方法： 

筆記試験・レポートなど 

テキスト・参考書 

看護関係法令（健康支援と社会保障制度）④医学書院 

授業中に資料を配布 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護学概論 

単位数：     １単位 

時間数：    ３０時間 

 

担当講師      

   前田 淳子 先生 

（実務経験有） 

授業目標 

看護実践の基礎となる看護の概念、看護の目的、看護の役割機能、看護実践 

を導く看護理論を学び、看護学に関する基礎的な理解ができる。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

〈第１回〉ガイダンス、専門職としての看護師 

〈第２回〉看護とは、看護の定義、看護の構造 

〈第３回〉看護実践のための基準 

〈第４・５回〉看護の歴史 （グループワーク） 

〈第６回〉発表 

〈第７回〉健康・病気・ウエルネスの定義 

〈第８回〉健康をめぐる医療活動 

〈第９回〉看護倫理 

〈第１０・１１回〉看護実践のための理論的根拠 

〈第１２回〉ライフサイクルと健康 

〈第１３・１４回〉看護の概念・看護理論 

〈第１５回〉まとめ 

 

 

（実践的な教育内容） 

総合病院における臨床経験に基づき、看護の本質と看護の対象である人間について学び、保健 

医療福祉チームにおける看護の役割と機能が理解できるように授業を行う。 

 

受講上の注意： 

看護学概論は「看護とは何か」という看護の概念を学問的に捉

える看護学入門の科目です。看護実践の基礎となる、看護の本

質、看護の役割・機能、看護の方法論等について学び、看護に

対して関心を持ち自分なりの考えが持てるよう主体的に学習

して下さい。 

 

評価方法： 

試験８０％、課題提出状 

況・出席状況を２０％で換 

算して評価する 

テキスト・参考書 

ナーシンググラフィカ 看護学概論 基礎看護学① 

 

 

  



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護技術論１一① 

 （コミュニケーション論） 

単位数： １     単位 

時間数： 30     時間 

担当講師     

伊都紀美子 先生 

授業目標 

   看護におけるコミュニケーションの仕組みを理解し、演習樋してコミュニケーション 

  の技法を修得する。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１．授業概要の脱明               授業内容、授業の進め方、目標についてのオリエンテーション 

２，コミュニケーションとは何か         コミュニケーションについて学ぶ意義と目的      

３．コミュニケーションの理諭①         言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション  

４．コミュ＝ケーションの理論②         看謹に生かすカウンセリング理論    

５．コミュニケーションの理論③         他者理解と自己理解 

６．コミュニケーションの技法①         ９つの治療的コミュニケーション技術について学ぶ 

７．コミュニケーションの技法②         ９つの治療的コミュニケーション技術について学ぶ 

８．コミュニケーションの技法③ ．       ９つの治療的コミュニケーション技術について学ぶ 

９．医療の場におけるコミュニケーション①    共感と受容の概念を学び、患者に接するときの態度について考える 

１０．医療の場におけるコミュニケーション②   患者の心理を理解する 

１１．医療の場におけるコミュニケーション③   治療的関係を作るコミュニケーションについて学ぶ 

１２，ロールプレイ①                           コミュニケーション技法を使い、効果的なコミュニケーションに  

                                               ついて考える 

１３．ロールプレイ②                           コミュニケーション技法を使い、効果的なコミュニケーションに  

                                               ついて考える 

１４．ロールプレイ③                           コミュニケーション技法を使い、効果的なコミュニケーションに  

                                               ついて考える 

１５，まとめ 

 

受講上の注意： 

授業は、講義と演習を交えたものとするため、 

積極的な参加が望まれます。 

 

評価方法： 

授業内レポート20％、 

演習・授業態度20％、 

課題30％、最終レポート30％  

正当な理由なく欠席した場合 

減点とします。 

テキスト・参考書 

プリントを配布します。 

「看護コミュニケーション」高橋清美編著 へるす出版 

「対人コミュニケーション入門」渡部富栄著 ライフサポート社 

「看護・介護のための心をかよわせる技術」小林司、桜井俊子著 新曜社 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護技術論Ⅰ－② 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師  

前田 淳子 先生 

授業目標 

 看護を科学的に実践するための基礎として看護過程を構成する要素および看護実践における意義

が理解できる。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第 1回 ガイダンス、看護過程とは、看護過程の看護実践における意義 

第 2回 看護過程の構成要素 

第 3・４回 アセスメント 

     情報収集（情報とは、情報の種類、情報収集の方法） 

     情報の整理（アセスメントカテゴリーの枠組みと整理） 

     情報の持つ意味の考え方（分析、解釈、推測、判断） 

     知識・クリティカルシンキングの活用方法 

第 5・6回 看護診断 

     看護問題の構成要素 

     看護問題の表現方法 

     看護問題を記録する際の留意点 

     看護問題の種類 

     看護診断とは 

     看護診断、共同問題、医学診断の定義と焦点 

第 7回  統合 

     関連図の書き方 

第 8回  優先順位の考え方、目標の設定について 

第 9回  解決策について、評価の考え方と方法 

第 10回  事例提示  

第 11～13回 事例にも基づいて看護診断 

第 14回  発表 

第 15回  まとめ 

受講上の注意： 

 看護過程は看護を意図的・科学的に行っていくための方法論で

す。臨地実習は勿論のこと臨床でも必要不可欠ですので、主体的

に授業に参加し、看護過程を展開する基礎的能力を身に着けてく

ださい。演習結果は提出日を守ること。コメントをつけて返却さ

れるのでそれを参考に進めていくこと。 

評価方法： 

 

提出物 100％ 

 （提出は５回） 

テキスト・参考書 

レジメを配布します 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護技術論１一③ 

ヘルスアセスメント 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師    

岡本 美奈 先生 

  （実務経験有） 

授業目標 

１、看護過程におけるヘルスアセスメントの意義がわかり、バイタルサインの測定ができる 

２、看護者の視点から対象者の身体的・精神的・社会的側面を統合したアセスメントをするための

基本的知識を身につける 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回  ヘルスアセスメントとは 

２回  バイタルサインとは 

３回 バイタルサイン：体温 

４回 バイタルサイン：脈拍・呼吸 

５回 バイタルサイン：血圧 

６回 バイタルサイン技術演習 

７回 バイタルサイン技術演習 

８回 系統別アセスメント：呼吸器系 

９回 系統別アセスメント：循環器系 

１０回 系統別アセスメント：消化器系 

１１回 系統別アセスメント：筋・骨格系 

１２回 系統別アセスメント：神経系 

１３回 系統別アセスメント 

１４回 フィジカルアセスメント技術演習 

１５回 フィジカルアセスメント技術演習 

 

（実践的な教育内容） 

総合病院における病棟勤務と手術室勤務経験に基づき、自らの技術を活かして情報を多角的に 

集め、患者の健康状態をアセスメントする技術が修得できるように授業を行う。 

受講上の注意： 

ヘルスアセスメントとは、情報を多角的に集め、患者の現在の

健康状態だけでなく、心理・社会的状況視野に入れた査定を行

うことによって、患者の個としての存在を認めてその人らしさ

を求めるものであり、また看護上の問題抽出や看護計画立案・

実施につなげるものである。看護にとって、必要不可欠な技術

であるので、しっかりと身につけてください。 

評価方法： 

筆記試験（６０％） 

技術試験（３０％） 

レポート（１０％） 

テキスト・参考書 

基礎看護技術１（医学書院）・看護のためのフィジカルァセスメント（インターメディカ） 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護技術論Ⅱ一① 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師  

中西 知佐子 先生 

    （実務経験有） 

授業目標 

・療養生活の環境を構成する要素を理解し、療養環境調整の援助技術を修得する。 

・人にとっての活動と休息の意義・身体の仕組みを理解し、活動制限のある患者に対する 

援助方法を修得する。また、休息と睡眠に関する援助方法を修得する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回      療養生活の環境（環境の概念、環境因子について）     講義 

２回      病室の環境のアセスメントと調整             講義 

３回      ボディメカニクス・ベッドメーキング           講義・演習 

４回      ベッドメーキング                    演習 

５回      基本的活動の基礎知識                  講義 

６回      体位                          演習 

７回      体位変換                        演習 

８回      基本的活動の援助・移動（歩行・移乗・移送）       講義 

９回 ・１０回 臥床患者のシーツ交換                  演習 

１１回・１２回 演習まとめ                       演習 

１３回・１４回 環境整備                        演習 

１５回     睡眠・休息の援助 

 

 

 

（実践的な教育内容） 

総合病院における病棟勤務と特別養護老人ホームでの勤務経験に基づき、療養生活の環境を構

成する要素について理解し、療養環境調整の援助技術が修得できるように授業を行う。 

 

 

 

 

受講上の注意： 

環境調整技術は、常に全ての看護学実習で必要となる技術 

です。対象にとっての安全・安楽な環境調整の技術修得を目指 

し、主体的に学習をすすめてください。 

評価方法： 

筆記試験：６０％ 

技術試験：３０％ 

演習レポート：１０％ 

テキスト・参考書 

基礎看護技術１ 看護がみえる①  臨床看護総論 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

２６期生看護技術論Ⅱ一② 

清潔・衣生活援助技術 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師   

藤村 澄子 先生 

授業目標 

１，皮膚・粘膜の構造と機能を知り、清潔援助の効果と全身への影響を理解する 

２，清潔援助の方法選択の視点を理解し、それぞれの清潔援助の基礎知識と実際を学ぶ 

３，病床での衣生活の基礎知識を理解し、援助の実際と寝衣交換の手順を学ぶ 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回清潔援助の意義と基礎知識、清潔・入浴・シャワー浴の援助の基礎知識 

２回全身清拭の基礎知識、衣生活援助の基礎知識 

３回整容、ロ腔ケアの基礎知識、 

４回整容、ロ腔ケアの援助の実際（デモ、演習） 

５回ホットタオルでの清拭・寝衣交換の援助の実際（デモ・演習） 

６回全身清拭・寝衣交換の援助の実際（デモ、演習） 

７回全身清拭・寝衣交換の援助の実際（デモ、演習） 

８回手浴・足浴の基礎知識 

９回手浴援助の実際（デモ・演習） 

１０回足浴援助の実際（デモ・演習） 

１１回洗髪・陰部洗浄の基礎知識 

１２回陰部洗浄の援助の実際（デモ、演習） 

１３回陰部洗浄の援助の実際（演習） 

１４回洗髪援助の実際（デモ、演習） 

１５回洗髪援助の実際（演習） 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

基本的欲求である清潔への援助は、看護する上で知識・ 

技術が必要な科目です。積極的に演習に取り組み、基本 

的な技術を習得しましょう。 

評価方法： 

試験６０％ 

技術テスト３０％ 

・全身清拭 

・陰部洗浄 

・レポート１０％ 

テキスト・参考書 

基礎看護技術Ⅱ 臨床看護総論 看護技術がみえる① 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護技術論Ⅱ－③ 

食事・排泄の援助技術 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師     

杉田 千明 先生 

授業目標 

食事・排泄の意義を理解し、そのニーズを充足するための基礎知識と援助技術を習得する。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１回  食事の意義                          講義 

第２回 栄養状態および摂食能力、食欲や食に対する認識のアセスメント   講義 

①栄養状態のアセスメント 

②水分・電解質バランスのアセスメント 

③食欲のアセスメント 

④食・嚥下能力のアセスメント 

⑤摂食行動のアセスメント 

第３回  医療施設で提供される食事の種類と形態             講義 

第４回  食事摂取。介助，摂食嚥下訓練               演習 

第５回  食事摂取。介助，摂食嚥下訓練                             演習 

第６回  非経口的栄養摂取の援助 

①経管栄養法 

②中心静脈栄養法                      講義・演習 

第７回   排泄の意義 

自然排尿および自然排便の基礎知識             講義 

第８回      自然排尿および自然排便の介助の実際 

第９回   自然排尿および自然排便の介助の実際            演習 

第１０回    自然排尿および自然排便の介助の実際 

第１１回  導尿                           講義・演習 

第１２回  排便を促す援助                      講義・演習 

第１３回  ストーマケア                       講義・演習 

第１４回  まとめ．技術演習                     講義・演習 

第１５回  まとめ．技術演習                     講義・演習 

受講上の注意： 

基礎看護学実習に必要な援助技術です。それに必要な倫理的配 

慮と正確な技術の習得を目指し、主体的に学習を深めてくださ 

い。 

評価方法： 

筆記試験：７０％ 

出席状況：１０％ 

(GW・技術演習参加態度も含む) 

レポート提出：２０％ 

テキスト・参考書 

基礎看護技術Ⅱ・臨床看護総論・看護技術がみえる①② 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

基礎看護技術Ⅲ一① 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

担当講師       

藤村澄子先生 （実務経験有） 

授業目標 

・検体検査における基礎知識と、看護師の役割および援助方法を理解する。 

・生体検査における生体への影響と、看護師の役割及び適切な援助方法を理解する。 

・薬物療法に関する基礎知識を習得し、看護師の役割と適切な援助方法を理解する。 

・注射実施に伴う危険性や法的責任を理解し、安全な注射の実施方法を習得する。 

・輸血管理の基礎知識と、援助の実際を理解する 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１回  検体検査①尿検査・便検査・喀疾検査 

第２回  検体検査②採血 

第３回  生体情報のモニタリング・医療機器の原理と実際 

第４回  生体情報のモニタリング （講義・演習） 

第５回  生体検査① 

第６回  生体検査② 

第７回  穿刺・洗浄の介助①                小テスト 

第８回  穿刺・洗浄の介助② 

第９回  与薬の基礎知識 

第１０回 経ロ与薬・吸入・点眼・点鼻・経皮的与薬・直腸内与薬 

第１１回 注射の基礎知識皮内・皮下・筋肉内注射 

第１２回 静脈内注射 

第１３回 輸液療法を必要とする患者の看護          小テスト       

輸血管理 

第１４回 筋肉内注射・輸液速度の調節 （演習） 

第１５回 静脈血採血（演習）                小テスト 

 

（実践的な教育内容） 

大学病院における多くの臨床経験に基づき、検査における基礎知識と看護師の役割を理解し、

安全・正確に検査を実施するための援助技術が修得できるように授業を行う。 

受講上の注意： 

薬物療法や検査は現代医療の治療・診断に欠かせないものであ

り、看護活動の中で多くの時間を費やす援助です。 

しかし、苦痛を伴うことがあり、その使い方を誤れば生命にも

かかわる危険性があります。看護師としての確かな知識と技術

を身に付けることができるようしっかり学習しましょう。 

評価方法： 

終講試験  70% 

小テスト 20％ 

提出物  10％ 

 

テキスト・参考書 

基礎看護技術Ⅱ、臨床看護総論、看護技術がみえる１・２ 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護技術論Ⅲ一② 

（感染・創傷・安全） 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師     

横山 利 先生 

授業目標 

診療の補助介助における看護の機能と役割について学び、基本的な援助技術を理解する。 

  ①感染成立条件、院内感染防止について知り、感染防止策の実際を知る。 

  ②標準・感染経路別予防策を理解する。 

  ③無菌操作、感染性廃棄物の取り扱いを理解する。 

  ④創傷についての基礎的な知識を学び、創傷管理の方法を理解する。 

  ⑤安全確保の技術を理解する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第 1回 感染予防に必要な基礎知識 

 第 2回 感染経路別予防対策 

 第 3回 ステンダードプリコーションとその技術 

     演習ステンダードプリコーション 

 第 4回 ステンダードプリコーションとその技術 

     演習ステンダードプリコーション 

 第 5回 洗浄・消毒・滅菌 

 第 6回 感染性廃棄物の取り扱い 

 第 7回 看護基本技術と安全① 

 第 8回 演習 看護基本技術と安全② 

 第 9回 無菌操作、無菌物の取り扱い 

 第 10回 演習 清潔操作 

 第 11回 演習 清潔操作 

 第 12回 創傷の種類と創傷治癒の過程 

 第 13回 創傷管理の方法 

 第 14回 褥瘡の予防と管理 

 第 15回 演習 ドレッシングと包帯法 

               ＊演習は提出物あり  

受講上の注意： 

・スタンダードプリコーションの実際については、基礎看護学実

習１までに技術を マスターしてください。（実習では、手洗

いやエプロンの使用があるため） 

・演習は積極的に参加し、技術を習得しましょう。 

評価方法： 

試験×２回 ８０％ 

演習時の提出物 ２０％（各５

点）  未提出の場合０点 

 

テキスト・参考書 

基礎看護技術Ⅱ   臨床看護総論 

    看護技術がみえる②（臨床看護技術） 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護技術論Ⅲ一③ 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師   

中西知佐子 先生 

授業目標 

健康に障害をもつ対象に行われる看護技術について、その原理や根拠を理解し、苦痛の緩和や 

精神的安寧を目的とした看護技術を習得する。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回     身体ケアを通じてもたらされる安楽            講義 

２回     体温管理の技術・末梢循環促進ケア            講義 

３回     体位保持・弾性ストッキング               演習 

４回     酸素吸入療法                      講義 

５・６回    酸素吸入療法                     演習 

７回      吸引・持続吸引                    講義 

８回      体位ドレナージ・吸入                 講義 

９回      救急救命処置の基礎知識                講義 

１０回     心肺蘇生法                      講義 

１１・１２回  救命救急処置                     演習 

１３回     胃洗浄・院内急変時の対応               講義 

１４回     集中治療をうける対象者への看護            講義 

１５回     死の看とりの援助                   講義 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

対象にとっての安全・安楽な技術の習得を目指し、主体的に 

学習をすすめてください。 

評価方法： 

筆記試験：８０％ 

演習レポート：２０％ 

テキスト・参考書 

基礎看護技術Ⅱ  看護技術がみえる①②  臨床看護総論 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

成人看護概論 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

担当講師     

瀬良垣 香  先生 

授業目標  成人期にある対象の看護を実践するために、成人のライフステージにおける身体的諸機能

の変化、心理的・社会的発達課題やライフサイクルがもたらす健康障害の概要について「生活者」の視

点を踏まえながら学習する。 

また成人期における看護の理念や概念が理解でき、成人の特徴に応じたアプローチの必要性および健康

の保持・増進・疾病予防の方法について学習する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第 1.2回  成人期にある対象の理解 

      ①授業ガイダンス  ②ライフサイクルにおける成人期の位置づけ 

      ③成人各期の対象の身体的・精神的・社会的特徴と発達課題 

第 3.4回  成人を取りまく今日の状況 

      ①家族をめぐる状況②仕事をめぐる状況③日常生活スタイルの変化 

      ④環境問題の深刻化 ⑤人生や健康に関わる意識の変化 

第 5.6.7 回 成人期にある人の健康 

      ①健康とは   ②成人保険と今日の健康動向 

      ③保険・医療・福祉政策と今日の健康課題  ④生活習慣病 

      ④職業・生活ストレス・セクシャリティに関連する健康障害 

第 8．9回 GW 

      成人期のライフサイクル、生活習慣病、女性における仕事をめぐる状況 

第 10.11 回 GW 

      喫煙が心身にもたらす影響を考え、禁煙に対する対策について 

      健康日本２１について、労働衛生管理の５管理  

第 12.13 回 成人看護に必要な理論 

       ①ストレス・コーピング・適応理論、危機理論 

       ②エンパワーメント・自己効力理論 

       ③コンプライアンス、アドピアランス、アンドゴラジー 

第 14 回   GW発表 

第 15 回   GW発表 

受講上の注意： 成人期はライフサイクルの中で最も長い期間で、

身体的・精神的背景だけでなく社会的役割の変化が大きい時期でもあ

る。そのことが成人期にある人々の健康にどのように影響しているか

理解できるようにする。 

ＧＷでは、各自が積極的に成人各期の人々の観察、インタビューを積

極的に行って進めること。 

理論についてはその都度参考書を提示する。 

評価方法： 

試験 １回   70% 

ＧＷ 発表   20% 

ＧＷ 参加状況 10% 

 

テキスト・参考書 

ナーシンググラフィカ 成人看護学概論 メディカ出版 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

成人看護学方法論１ 

単位数：  2    単位 

時間数：  60    時間 

 

担当講師      

三宅 好樹先生 

瀬良垣 香先生（実務経験有） 

授業目標 

１）健康障害がある成人の看護援助を、病気の経過に沿った視点から学習する。 

２）健康障害にある対象者の理解に必要な基礎知識と、看護実践に関する理論を学ぶ。 

３）健康障害にある成人の急性期、回復期，慢性期、終末期における身体的、精神的、社会的特徴

と、各期に応じた、援助方法を習得する。 

４）各経過別に応じた看護過程の展開が理解できる。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回 急性期における看護：九世紀とは急性期の特徴急性期治療の特徴 

２回 急性期における身体反応、３回 コーピングに関連する症状を示す対象者への看護 

４回 手術療法とは 手術侵襲と生体反応 ムーアの回復過程 創傷治癒過程 

５回 急性期にある患者への看護援助、６回 手術侵襲について、７回 周手術期の看護 

８回 術後合併症予防の援助、９回～１２回 看護過程の展開 

１３回 リハビリテーション期における患者の看護  特徴・患者のニーズ・看護援助 

１４回 リハビリテーションを必要とする患者の特徴  患者の看護・家族の特徴 

１５回 排泄に関連する症状を示す対象者への看護 

１６回 安全性体防御機能に関連する症状を示す対象者への看護 

１７回 慢性期とは 慢性期の特徴 慢性期の患者のニーズ 

１８回 慢性期にある患者の特徴と看護援助 

１９回 栄養や代謝に関連する症状を示す対象者への看護、２０～２２回 看護過程の展開、 

２３回 終末期における看護 終末期とは終末期医療の目的・特徴 

２４回 終末期にある患者への看護援助（心理的プロセス家族への援助） 

２５・２６回 化学療法・放射線治療を受ける対象者への看護、２７～３０回看護過程の展開 

 

（実践的な教育内容） 

特定機能病院における長期間の臨床経験による幅広い分野での看護経験と指導経験に基づき、

成人における各経過別看護を理解し、事例を用いての周手術期と慢性期における援助技術が修

得できるように授業を行う。 

 

受講上の注意：成人期は社会の中で中心的な役割を担う時期で

す。この時期の健康問題が周囲に与える影響は大きいといえま

す。そこで、成人期にある対象の特性を理解し、あらゆる健康

状態に応じた看護を実践するために、基本的な看護学の知識や

技術を統合し、応用するプロセスを学びましょう。 

評価方法： 

筆記試験７０％、 

提出物および授業態度３０％ 

テキスト・参考書 臨床看護総論・基礎看護学④、医学書院 

リンダＪ・カルペニート＝モイエ著・看護診断ハンドブック第ｌｌ版 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

成人看護方法論Ⅱ 

単位数：  １    単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師       

中楠 智彩 先生 

木下 博子 先生  

授業目標 

１．主要な呼吸器疾患と行われる検査・治療について理解できる 

    ２，呼吸器疾患患者の看護の役割と方法が理解できる 

    ３，主要な循環器疾患と行われる検査・治療について理解できる 

    ４，循環器疾患患者の状態に応じた看護の方法が理解できる 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第 1回 呼吸器疾患の動向・呼吸器系の解剖生理・症状の病態生理 

第２回 呼吸器の検査・治療・処置 

第３回 主要な呼吸器疾患の看護 

第４回 呼吸機能検査を受ける患者の看護 

第５回 主要な呼吸器疾患の看護 

第６回 急性呼吸器疾患患者の看護 

第７回 慢性呼吸器疾患患者の看護 

第８回 循環機能障害をもつ患者の症状に対する看護① 

第９回 循環機能障害をもつ患者の症状に対する看護② 

第１０回 循環機能障害の検査を受ける患者の看護① 

第１１回 循環機能障害の検査を受ける患者の看護② 

第１２回 虚血性心疾患患者の看護 

第１３回 心不全患者の看護 

第１４回 狭心症患者の看護の看護 

第１５回 心筋梗塞患者の看護   

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

系統看護学講座呼吸器成人看護学② 

系統看護学講座循環器成人看護学③ 

 

評価方法： 

  終講試験 

テキスト・参考書 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 成人看護方法論Ⅲ 

単位数：  １   単位 

時間数：  30   時間 

 

担当講師       

村上 博美 先生 

川村 容子 先生 

授業目標 

 成人各期にある対象の特性をふまえ、栄養代謝・内分泌環境・栄養代謝機能に健康障害を持つ対

象の看護について学び、看護実践につなげることができる。 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

 第 1回 「内分泌・代謝の看護を学ぶにあたって」 

      医療の動向と看護を概観 

      内分泌・代謝疾患患者の特徴を知ることで看護を考えることができる 

 第２回  代表的な内分泌疾患患者の看護 

      下垂体疾患・甲状腺疾患・副甲状腺疾患・副腎疾患・バセドウ病 

 第３回  糖尿病患者の看護  

      代謝系の概要 糖尿病 

 第４回  ２型糖尿病患者の看護と看護過程の展開 

 第５回  代表的な代謝疾患患者の看護 

      脂質異常症・肥満症・尿酸代謝異常 

 第６回  消化器系の看護について 

 第７回  食欲不振と体重減少のある患者の看護 

 第８回  経管栄養・胃ろう・中心静脈栄養法 

 第９回  食道がん患者の看護 

 第１０回 胃がん患者の看護 

 第１１回 肝臓がん患者の看護 

 第１２回 大腸がん患者の看護 

 第１３回 肝臓がん患者の看護 

 第１４回 肝炎・肝硬変患者の看護 

 第１５回 まとめ 

受講上の注意： 

私語厳禁 

質疑応答は随時可 

 

評価方法： 

筆記試験 

テキスト・参考書 

医学書院 系統看護学講座 成人看護学 ⑥ 内分泌・代謝 

医学書院 系統看護学講座 成人看護学 ⑤ 消化器 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

成人看護方法論Ⅳ 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師   

牧浦  逸美 先生 

頓花  君代 先生 

林  真樹  先生 

授業目標 

  １．血液・造血器疾患のある患者の特徴を理解し、症状・治療に応じた看護を理解する 

  ２．運動器疾患のある患者の看護について学ぶ 

  ３．アレルギー・膠原病・感染症の一般的な看護について理解する 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 第１回 血液の整理と造血の仕組み 

     血液・造血器疾患の概要 

     患者の特徴と看護の役割 

 第２回 検査・診断と症候・病態生理 

     疾患と治療の理解 

 第３回 主要症状を有する患者の看護 

     （貧血・出血傾向・白血血球減少） 

     検査を受ける患者の看護 

 第４回 造血器腫瘍患者の看護 

     １）造血器腫瘍患者の意思決定支援 

     ２）白血病患者の看護 

     ３）悪性リンパ腫患者の看護 

     がん薬物療法 輸血療法 

 第５回 大腿骨頚部骨折患者の経過と看護 第６回 関節リウマチ患者の経過と看護 

 第７回 身体機能の評価  ADLの評価  第８回 保存療法を受ける患者の看護 

 第９回 手術を受ける患者の看護 

 第 10回 アレルギー症状に対する看護 

      消化器症状・皮膚症状・呼吸器症状・眼症状、循環器症状 

 第 11回 アナフィラキシー患者の看護  第 12回 全身性エリトマトーデス患者の看護 

 第 13回 感染症対策に対する考え方   第 14回 感染経路別予防策と隔離方法 

  第 15回 敗血症患者の看護 

受講上の注意： 

一部パワーポイント使用のため資料あり 

 

評価方法： 

筆記試験 

テキスト・参考書 

医学書院 成人看護学④ 血液 造血器 

医学書院 成人看護学⑩ 運動器 

医学書院 成人看護学⑪ アレルギー 膠原病 感染症 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

老年看護学概論 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

担当講師   

  岡本 美奈 先生 

授業目標 

１．ライフサイクルにおける高齢者を理解し、加齢による変化が生活や健康に及ぼす影響について

理解する 

２．高齢者を取り巻く環境から保健・医療・福祉の動向と諸問題を学び看護の役割を理解する 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回高齢者とは 

２回人口の高齢化 

３回高齢者とＱＯＬ 

４回加齢に伴う変化① 

５回加齢に伴う変化② 

６回演習：高齢者体験 

７回演習：高齢者体験 

８回高齢者と家族 

９回高齢者を支える制度 

１０回長期療養施設の看護 

１１回高齢者看護における倫理・高齢者看護の特性 

１２回高齢者のヘルスプロモーション 

１３回認知症について 

１４回認知症について（ＤＶＤ） 

１５回まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

知識と体験をつなげ、自分たちも受けたい老年看護を創りあげ

ましょう。日頃から高齢者への関心をもち、関連する資料を読

んでおくこと。 

評価方法： 

筆記試験（小テスト 20％・ 

終講テスト 70％）・ 

レポート 10％ 

テキスト・参考書 

老年看護学①高齢者の健康と障害メディカ出版 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

老年看護方法論Ⅰ 

単位数：  2   単位 

時間数：  45    時間 

 

担当講師  

仲村 浩一 先生 

藤原 恵  先生 

授業目標 １．加齢により生活行動や健康レベルが低下した対象と家族に対する援助方法が理解で

きる 

     ２．脳神経領域における患者の特徴を理解し招待に応じた支援技術を身につける 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

1回 老年期にある人の特徴 

2回 食生活を支える看護 

3回 排泄を支える看護 

4回 清潔・衣生活を支える看護 

5回 活動と休息を支える看護 

6回 歩行・移動を支える看護 

7・8回 認知症の看護 

9・10回 うつ病・気分障害･せん妄の看護 

11回  高齢者に起こりやすい疾患の看護 

12回  治療を受ける高齢者の看護 

13回 施設・サービスについて 

14回 バリテーション・ユマニチュードについて 

15回 まとめ 

16回～23回 脳神経外科看護 

 １．脳神経疾患患者の看護 

   急性期の観察ポイント生活指導 

 

   慢性期の看護 

 ２．脳神経疾患の看護 

   手術後の看護         早期離床の必要性 

   障害に応じた援助       生活指導 

   廃用症候群予防        日常生活行動自立に向けた援助 

   家族の支援 

受講上の注意： 

 

  演習の日は動きやすい服装を着用すること 

 

評価方法： 

 

筆記試験 

テキスト・参考書 

医学書院 成人看護学⑦ 脳神経外科 

ナーシンググラフィカ 老年看護学② 高齢者看護の実践 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

老年看護方法論皿 

単位数：  １   単位 

時間数：  30   時間 

担当講師      

岡 秀雄  先生 

岡本 美奈 先生 

授業目標 

１，老年期に起こりやすい健康障害や主要症状を理解し、対象に必要な看護の方法を理解する 

２．回復過程にある患者に加齢が及ぼす影響についてのアセスメントの視点が理解でき看護診断が

できる 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１回脱水症 

第２回摂食・嚥下障害・低栄養状態 

第３回誤嚥性肺炎 

第４回高齢者の尿・便失禁の病態 

第５回高齢者の睡眠障害・視覚障害・聴覚障害 

第６回廃用症候群 

第７回骨粗霧症 

第８回認知症① 

第９回認知症② 

第 10回せん妄・うつ病 

第 11回高齢者の健康状態を包括的にアセスメントする方法 

第 12回高齢者を対象とした看護過程の実際アセスメント 

第 13回高齢者を対象とした看護過程の実際アセスメント 

第 14回高齢者を対象とした看護過程の実際アセスメント 

第 15回高齢者を対象とした看護過程の実際診断・目標の設定 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

この科目は、老年期に起こりやすい健康障害と主要症状を学ん

だあと、老年看護過程展開に必要な思考過程を学ぶ。老年看護

学実習においても必要となる為、積極的に取り組むこと。 

 

評価方法： 

筆記試験 2：課題 1の割合で 

評価 

テキスト・参考書 

ナーシンググラフィカ老年看護学①高齢者の健康と障害 

ナーシンググラフィ力老年看護学②高齢者看護の実践 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

小児看護学概論 

単位数：  １   単位 

時間数：  15    時間 

担当講師     

杉田 千明先生（実務経験有） 

授業目標 

小児看護の対象である小児と家族を理解する 

小児の成長・発達、および家族の発達に関する知識と基礎理論を理解する。 

小児の成長・発達と健康増進のための小児看護について理解を深める。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１回 小児の看護の特徴と理念 

・小児看護の対象 ・小児と家族の諸統計 

第２回 ・小児看護の変遷 

・小児看護における倫理 ・小児看護の課題 

子どもの成長発達 

・成長、発達とは、成長発達の一般的原則 

・成長、発達に影響する因子 ・成長、発達の評価 

第３回  子どもの栄養 

・子どもにとっての栄養の意義 

・食育について ・食事摂取基準 ・子どもの栄養 

第４回  

新生児・乳児      形態的特徴・身体生理的特徴 

第５回  幼児・学童       感覚機能・運動機能・知的機能 

思春期・青年期     コミュニケーション機能・情緒社会的機能 

                 各期の養育および看護 

第６回  家族の特徴とアセスメント 

・子どもにとっての家族とは、家族アセスメント 

第７回  子どもと家族を取り巻く社会 

・児童福祉、母子保健、予防接種、学校保健 

第８回  小児看護における理論・法律         

遊びと教育 

（実践的な教育内容） 

大学病院と母子保健医療センターでの小児看護の臨床経験を積み、小児看護に精通。小児看護

の対象である小児と家族について学び、小児の成長過程と健康増進のための小児看護が理解で

きるように授業を行う。 

受講上の注意： 

学びを深め確実に知識を習得できるように予習復習をするこ

と 

評価方法： 

終講試験 70％ 

課題レポート 30％ 

テキスト・参考書 

小児看護学総論 医学書院 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

小児看護方法論１ 

単位数：  １   単位 

時間数：  15    時間 

担当講師   

 杉田 千明 先生 

授業目標 

病気・障害をもつ小児と家族に必要な看護について理解する 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１回   病気・障害を持つ子どもと家族の看護 

第２回   さまざまな状況（環境）にある子どもと家族 

第３回  ・外来における子どもと家族の看護 

第４回  ・入院中の子どもと家族の看護 

・在宅療養中の子どもと家族の看護 

・検査や処置を受ける子どもと家族の看護 

・災害時の子どもと家族の看護 

第５回   小児のフジカルアセスメント 

第６回 

 

第７回   救命処置が必要な子どもと家族の看護 

 

第８回   障がいを持つ子どもと家族への看護 

虐待を受けた子どもと家族への看護 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

小児看護学概論で学んだ知識と関連付けながら学びを深めて

いきましょう。 

学習する内容が多くありますので、必ず予習復習をしましょう 

評価方法： 

終講試験 70％ 

課題レポート 30％ 

テキスト・参考書 

小児看護学総論、医学書院  

参考文献 

小児看護学概論  南江堂 

小児看護技術   南江堂 

小児看護学    ナーシンググラフィカ 

写真でわかる小児看護技術    インターメディカ 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

小児看護方法論Ⅱ 

単位数： ２   単位 

時間数： 45   時間 

 

担当講師   

池辺 諒  先生 

杉田 千明 先生 

授業目標 

１．健康問題や障害をもつ子どもと家族の状況を理解し、看護を実践するための知識・技術を講義 

 机上演習を通して学習する 

２．健康上の問題を持つ小児と家族の問題解決方法を学ぶ 

授業計画（スケジュール・内容等の計画）  

池辺 諒先生担当 

＜目標＞ 

１．子どもの健康問題や障害、入院が子どもと家族に及ぼす影響について、小児期の成長発達 

を踏まえて理解する。 

２．健康問題や障害を持つ子どもの療養環境について理解する。 

３．健康問題や障害に応じた子どもとその家族のＱＯＬを高める支援方法について理解する。 

４．小児期における特徴的な症状とその看護を理解する。 

スケジュール： 

１，オリエンテーション，低出生体重児の看護①：講義 

２，低出生体重児の看護②：講義 

３，染色体異常・１型糖尿病児の看護：講義 

４，内分泌疾患をもった子どもの看護：講義 

５．感染症と看護：講義 

６．循環器疾患と看護：講義＋机上演習 

７．消化器・運動器疾患と看護：講義 

８．血液・悪性腫瘍疾患と看護：講義 

９．腎・泌尿器疾患と看護：講義 

１０．神経疾患と看護：講義 

１１．事故・外傷と看護：講義 

１２．検査・処置を受ける子どもの看護：講義 

１３．小児を多面的にとらえるための知識とスキル① 

  特異なＳＯＳサインと危険なＳＯＳサイン：講義 

１４．小児を多面的にとらえるための知識とスキル②小児のフィジカルアセスメント：講義 

１５．総合学習 小児の全身評価：机上演習 

※各回の課題は授業後に提示する。 

＜受講上の注意＞ 

 １．本科目の履修にあたり、小児看護学概論の知識を再学習すること 

 ２．授業で出される課題は期限までに行うこと 

 

 



杉田 千明先生担当 

＜目標＞ 

１．小児の看護過程の特徴が理解できる 

２．各発達段階のアセスメントができる 

３．事例を用いて小児と家族に必要な看護の展開方法を理解する 

 

スケジュール 

１６．  小児の看護過程の考え方 

事例紹介 １ 川崎病 

記録用紙の解釈と解説 

記録用紙１情報記録 

１７．  記録用紙２フローシート 

記録用紙３診断リスト 

１８．  事例紹介 ２ 細気管支炎 

記録用紙１情報記録 

記録用紙２フローシート        グループワーク 

記録用紙３診断リスト 

１９．  発表 

２０．  小児看護における看護技術演習 

２１．  手順書作成 

２２．  演習準備（プレパレーション・ディストラクション）・グループワーク 

２３．  発表会  まとめ 

 

＜受講上の注意＞ 

 小児看護学実習に必要な学習になりますので、個人ワーク・グループワークともに積極的に 

取り組み、クラスで学びを共有してください。 

  

＜評価方法＞ 

池辺先生 受講態度（質問や発言など）（２０％） 授業内で課すレポート評価（６０％） 

科目習得試験（２０％） 

杉田先生  看護過程提出レポート （５０％） 演習への取り組み（５０％） 

 

※小児看護方法論Ⅱは池辺先生の評価と杉田先生の評価を２：１の割合で算定し、単位認定す

る。 

 

＜テキスト＞ 

 池辺先生 

テキスト：小児臨床看護各論，医学書院（２０１１）． 

参考書：写真でわかる小児看護技術アドバンス（ＤＶＤ ＢＯＯＫ）（写真でわかるアドバンスシ

リーズ），インターメディカ（２０１７），※参考書は、必須購読ではありません。 



 

 杉田先生 

テキスト：小児看護学総論、医学書院  小児臨床看護各論、医学書院 

参考書 

発達段階からみた小児看護過程＋病態関連図  第２版  医学書院 

ナーシングフィカ 小児の発達と看護１  メディカ出版 

新体系看護学全書 小児看護学１ 小児看護学概論 小児保健  メヂカルフレンド社 

小児看護学２ 健康障害をもつ小児の看護  メヂカルフレンド社堅固 

小児看護のキホン 秀和システム 

発達段階を考えたアセスメントにもとつく小児看護過程  医歯薬出版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 小児看護方法論Ⅲ 

単位数：  1    単位 

時間数：  30   時間 

 

担当講師  

田中 千鶴  先生 

授業目標 

 小児疾患の特性を理解し、チーム医療の一員として、自ら考え行動する看護師を目指す 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 第 1回 新生児疾患 

 第 2回 遺伝性疾患・染色体異常 

 第 3回 代謝・内分泌疾患 

 第 4回 免疫・膠原病・川崎病 

 第 5回 アレルギー疾患 

 第 6回 消化器疾患 

 第７回 感染症１（ウィルス） 

 第８回 感染症２（細菌・その他・TORCH） 

  第９回 呼吸器・循環器疾患 

 第 10回 腎・泌尿器・生殖器疾患 

 第 11回 血液・腫瘍疾患 

 第 12回 神経・筋肉疾患 

 第 13回 発達・心身症・虐待 

 第 14回 皮膚疾患・事故・その他 

 第 15回 復習・まとめ 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 ディスカッションや質疑応答の時間を設けるので意見表明

や疑問点はなるべくその場で解決する。 

 

 

評価方法： 

筆記テスト（30％） 

総まとめ選択肢テスト（60％） 

受講への姿勢・積極性（10％） 

テキスト・参考書 

医学書院 専門分野２ 小児臨床看護各論 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

母性看護学概論 

単位数：  1    単位 

時間数：  30   時間 

担当講師      

奥野 高子先生（実務経験有） 

授業目標 

母性とは何か。女性のライフスタイルを通じてその特徴や発達課題・健康問題について学び、母性 

看護を展開するために必要な基礎知識を習得する。 

また、母性看護の対象を取り巻く社会の歴史的変遷、法律や母子保健施策、統計についての知識を 

習得する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第 1回  母性看護の基盤となる概念 

第 2回  母性看護に役立つ概念 

第 3回  生殖に関する生理１     １）生殖器の構造  ２）性周期 

                   ３）第二次性徴 

第 4回  生殖に関する生理２    １）妊娠のメカニズム     ２）性行動・性反応 

第 5回  リプロダクティブヘルスに関する概念１                     <小テスト 1> 

第 6回  リプロダクティブヘルスに関する概念２ 

第 7回  リプロダクティブヘルスに関する動向 

第 8回  リプロダクティブヘルスに関する倫理 

第 9回  リプロダクティブヘルスに関する法律 

第 10回  リプロダクティブヘルスに関する施策・支標                <小テスト 2> 

第 11回  生殖における健康問題と看護１      １）月経異常 ２）性感染症 

第 12回    生殖における健康問題と看護２      １）女性生殖器の腫瘍 

第 13回    不妊症 

第 14回    加齢とホルモンの変化 

第 15回    まとめ 

 

（実践的な教育内容） 

助産師としての豊富な臨床経験に基づき、女性のライフサイクルの特徴や発達課題について理

解し、母性看護を展開するために必要な基礎知識が修得できるように授業を行う。 

 

受講上の注意： 

講義をただ聞いているだけでなく、グループワークや 

積極的な意見交換を通して、母性看護について深く考える 

機会にしましょう。 

受講前に、母性看護に関連する解剖生理学について復習      

しておいてください。 

評価方法： 

終講試験  70％ 

小テスト  20％ 

提出物   10％ 

テキスト・参考書 

ナーシング・グラフィ力母性看護学①概論・リプロダクティブヘルスと看護 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

母性看護方法論Ⅰ 

単位数：  1    単位 

時間数：  30   時間 

担当講師     

 中村 加奈子 先生 

   奥野 高子  先生 

授業目標 

妊娠・分娩・産褥期について、身体的・心理的・社会的変化を理解し、アセスメント及び援助の内 

 容を考える。 

 新生児期について、生理的変化・身体的特徴を理解し、アセスメント及び援助の内容を考える。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１．妊娠期の看護 

 １）正常な妊娠経過 身体的・心理・社会的変化を理解する    １～３回   

 ２）妊婦と胎児の健康状態をアセスメントし、援助の内容を考える ４～６回  

２．分娩期の看護 

 １）正常な分娩経過を理解する                 ７～８回 

 ２）分娩の進行に伴う変化を理解し、援助の内容を考える     ９～11回  

 ３）出生直後の新生児の観察ができる             11～12 回        

３，産褥期の看護 

 １）正常な産褥経過を理解する                13～15 回  

 ２）褥婦の健康状態をアセスメントし、援助の内容を考える   16～17 回 

４．新生児の看護 

 １）早期新生児の正常な経過を理解する            19～20 回 

 ２）新生児の健康状態をアセスメントし、援助の内容を考える  21～22 回 

５，周産期における看護過程                  23回    

 １）周産期における対象把握 

 ２）妊娠期・産褥期・新生児期の看護過程           24～28 回  

６．母性看護に必要な看護技術                 29～30 回 

 １）妊産褥婦に必要な看護技術 

 ２）新生児に必要な看護技術 

受講上の注意： 

・授業の内容が前後することがあります。 

・解剖生理学・母性看護学概論・母性看護方法論Ｈ等と関連付 

けて講義に臨んでください。 

・マタニティサイクルにある対象が、正常な経過をたどること 

ができるための看護をしっかりと学んでください。 

評価方法： 

筆記試験２回：８０％ 

 ①妊娠・分娩 

②産褥・新生児 

提出物：２０％ 

テキスト・参考書 

周産期ナーシング、看護実践のための根拠がわかる母性看護技術 

母性看護実習プレブック、母性１・ｌｌ、胎児心拍数モニタリング講座 

病気が見える（産科、婦人科、乳腺外科）、母性看護実践の基本 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 母性看護方法論Ⅱ 

単位数：  １   単位 

時間数：  15    時間 

 

担当講師   

梅咲 直彦   先生 

深山 雅人  先生 

授業目標 

 女性性器の疾患と治療について学ぶ 

 妊娠分娩の機序、異常とその治療について学ぶ 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１回 月経の生理、月経随伴疾患、更年期疾患 

第２回 性分化異常、外因疾患、膣疾患、性感染症 

第３回 子宮疾患、付属器疾患 

第４回 分娩の異常 

第５回 新生児の異常、産褥の異常 

第６回 妊娠期の感染症、妊娠に伴う合併症 

第７回 合併症妊娠、不妊症、不育症 

第８回 乳房疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

筆記試験 

テキスト・参考書 

 医学書院 成人看護学 ９ 女性生殖器 

 ナーシンググラフィカ 母性看護学１ リプロダクティブヘルスと看護 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

精神看護学概論 

単位数：  １   単位 

時間数：  15    時間 

担当講師  

田中 穂積  先生 

授業目標 

精神看護学に対する全体論的認識を深める。精神看護学の 

基本的な考え方、精神看護者の心構えを学ぶ。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１．２回 精神の健康と障害 「精神」「健康」について グループダイナミクスを用いて 

      学びを深める。 

第３．４回 人間の心の働き  フロイト エリクソンの発達理論家について 

               精神障害者ゴッホ、トム・クルーズ、ピカソの生活について 

               ＰＤＤ（広汎性発達障害）について 

第５．６回 心の危機とストレス ストレスコーピングとは、 

                ストレスがもたらす影響について 

第７回   現在の家族・集団の中の人間  グループダイナミクスの重要性  

ファシリテーターの役割について 

第８回   統合失調症・躁うつ病・パニック障害について 精神科臨地実習の心構え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

講義の際は説明を聴き、理解できないこと、納得できないこと

は質問する。 

 

 

評価方法： 

終講後、テストで理解度 

を評価する。 

テキスト・参考書 

精神看護学の基礎（精神看護学①）医学書院 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

精神看護方法論Ⅰ 

単位数： ２    単位 

時間数： 45    時間 

 

担当講師   

木下 秀雄 先生 

駒井 博志 先生 

授業目標 １．精神の構造と機能、精神の障害および治療を理解する 

     ２．精神障害者に対するケアの歴史を理解する 

     ３．精神障害者の人権擁護に関する理解を深める 

     ４．精神保健福祉に関する法律や制度、答申等についての理解を深める   

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第１回 精神症状論と状態像 

第２回 統合失調症・認知症 

第３回 気分障害 

第４回 神経症・摂食障害・パーソナリティ障害 

第５回 小児期の精神障害 

第６回 精神科での治療・法律 

第７回 精神科の歴史・法律 

第８回 まとめ 

第９回 精神保健の歴史 

第１０回 精神保健福祉法の現状 

第１１回 ケアの構造と治療環境としての精神化病院 

第１２回 精神障害者のケアマネジメント 

第１３回 セルフヘルプとソーシャルサポート 

第１４回 精神障害者の医療・福祉援助におけるチームアプローチ 

第１５回 現代社会の諸問題と精神保健福祉 

第１６回 精神障害と社会文化 

第１７回 アルコール依存症および薬物依存症の治療と精神保健福祉 

第１８回 児童虐待と精神保健福祉 

第１９回 災害における精神保健福祉援助 

第２０回 ＰＴＳＤと精神保健福祉 

第２１回 ジェンダー論からみた精神保健福祉 

第２２回 先端医療における精神保健福祉 

第２３回 まとめ 

受講上の注意： 

 講義では難しい表現を避け、理解しやすい内容に努めて生き

たいと考えますが、わからないことは遠慮せず質問してくださ

い 

評価方法： 

筆記試験 

 ・精神疾患 

 ・精神保健福祉 

テキスト・参考書 

 医学書院 精神保健福祉 

 医学書院 精神看護の基礎 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

 精神看護方法論Ⅱ 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師   

高田 健司  先生 

授業目標 

 １．精神保健と看護について理解する 

 ２．精神障害者の看護の実際を理解する 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

1回 ケアの原則・ケアの方法 

２回 患者―看護師関係における感情体験 

   対象の難しい場面 

３回 関係をアセスメントする 

   医療の場のダイナミクス 

４回 回復の意味 

５回 入院治療の目的と意味 

   治療的環境をつくる 

６回 リスクマネジメントの考え方と方法 

７回 精神科における身体のケア 

８回 日常から気をつけておきたい身体合併症 

９回 サバイバーとしての患者とそのケア 

   地域における精神保健と精神看護 

10回 地域における精神保健と精神看護 

11回 地域における精神保健と精神看護 

12回 リエゾン精神看護 

13回 看護における感情労働と看護師のメンタルヘルス 

14回 テスト対策 

15回 まとめ 

 

 

受講上の注意： 

医学書院 精神看護の展開 精神看護学② 

 

 

評価方法： 

試験 80％ 

レポート 20％ 

テキスト・参考書 

医学書院 精神看護の展開 精神看護学② 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

在宅看護概論 

単位数： １    単位 

時間数： 30    時間 

担当講師   

横山 利先生（実務経験有） 

授業目標 

１．在宅看護の目的を理解する。    ３、在宅看護に関わる法律・制度を理解する。 

２．在宅看護の対象を理解する。    ４．在宅看護の役割を理解する。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

第 1回 在宅看護の概念             授業 

第 2回在宅看護における看護師の役割       授業 

第 3回在宅看護の対象者              授業 

第 4･5回住まい方と健康             授業、グループワーク 

                             （課題あり） 

第 6･7回家族 

第 8回在宅療養の支援              授業 

第 9･10･11回在宅看護に関わる法令・制度     授業 グループワーク  

とその活用                  （小テストあり） 

第 12･13回地域における多職種連携        授業 

第 14回在宅看護における権利保障         授業  

第 15回在宅看護論における実習の手引き      授業 

 

 

 

 

 

 

（実践的な教育内容） 

大学病院と訪問看護ステーションでの勤務経験に基づき、地域看護活動における在宅看護の位

置づけと在宅看護の目的やその制度が理解できるように授業を行う。 

 

 

受講上の注意： 

在宅看護の目的と在宅看護における看護師の役割をしっかり 

学ぶ。在宅看護のイメージがつくように解らないところは積極 

的に質問する。 

評価方法： 

終講テスト  80％ 

課題レポート 10％ 

小テスト   10％ 

テキスト・参考書 

医学書院（在宅看護論） 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

  在宅看護方法論Ⅰ 

単位数： ２    単位 

時間数： 60     時間 

 

担当講師  

鳥居 優美子 先生 

石原 賢治 先生 

授業目標  １．在宅看護における日常生活援助の方法について理解する 

      ２．在宅における医療管理を必要とする看護を理解できる 

      ３．地域における在宅ケア・医療との連携・協働、訪問看護の援助を学ぶ 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

  別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

別紙参照 

 

評価方法： 

石原先生、鳥居先生の評価を

１：１の割合で算定し、単位

認定を行う 

テキスト・参考書 

 

医学書院 系統看護学講座 在宅看護論 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

在宅看護方法論Ⅱ 

 

単位数： １    単位 

時間数： 30     時間 

担当講師       先生 

授業目標 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第 1回：（11/19）在宅看護過程について グループワーク   

第 2回：（11/26）在宅看護過程について グループワーク 

第 3・4回（12/13）在宅看護過程についての発表    

         在宅看護過程  実習記録用紙の説明（1） 

         課題症例についての説明 ①脳梗塞                          

               ＊症例①フェイスシート・アセスメント提出（12/17）                  

第 5回（12/23）症例①について指導（各教員から） 

課題症例についての説明 ②パーキンソン                

＊症例①再提出（1/6） 

               ＊症例②フェイスシート・アセスメント提出（1/6） 

第 6回（1/10） 症例②について指導（各教員から）             

第 7回（1/22） 在宅看護過程 実習記録用紙の説明（2）   

               ＊症例②再提出（1/15） 

第 8回（1/28） まとめ 

受講上の注意： 

在宅看護論実習につながる大切な授業となります。 

主体的に学び、学習した内容や参考書・資料等で復習する。 

 

評価方法： 

提出レポート内容評価 

2症例あり（合計評価） 

（提出物評価） 

フェイスシート・アセスメント

をそれぞれ評価 

評価 

A：25点 

B：20点 

C：15点 

D：10点 

提出遅れ・未提出：0点 

テキスト・参考書 

配布された資料、医学書院（在宅看護論）、各自必要な参考書 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護研究 

単位数： 1       単位 

時間数： 30     時間 

担当講師   

池内嘉代子先生（実務経験有） 

授業目標 

看護研究の基本的方法論を学ぶとともに事例研究を行い、実践と理論ついての基礎的な知識、方法

を学ぶ。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

第 1回 ガイダンス、看護研究の目的と意義、研究成果の活用  講義 

研究疑問（リサーチクエスチョン） 

文献レビュー                    講義 

第 2回 文献検索の方法と文献カードの作成 

パソコンを活用した検索方法 

第 3回 研究目的と概念枠組み、研究デザインと研究方法    講義 

第 4回 量的研究と質的研究の概要、クリティークについて   講義 

第 5回 研究デザインとデータの収集・分析          講義 

第 6回 研究デザインとデータの収集・分析 

第 7回 研究デザインとデータの収集・分析          グループワーク 

第 8回 研究過程における倫理的問題と研究の倫理指針、研究  講義 

第 9回 計画書の書き方 

第 10回 研究論文の書き方について              講義 

第 11回 ケーススタディの目的と意義、進め方         講義 

第 12回 ケーススタディの進め方               講義 

第 13回 計画書の書き方、まとめ方と発表１ 

第 14回 計画書の書き方、まとめ方と発表２         演習・グループワーク 

第 15回 ケーススタディ  ガイダンス           講義 

 

（実践的な教育内容） 

総合病院における病棟勤務に基づき、看護研究の基本的な方法論を理解し、演習を行うことで

看護研究の基本的な技術が修得できるように授業を行う。 

受講上の注意： 

看護研究の基礎を、授業計画に記した順に学びます。 

主に講義形式で行いますが、文献検索についてはケーススタディ

の仮テーマを基に該当する講義のあとに各自で行います。 

評価方法： 

全授業回数の 2/3以上の出席と

ケーススタディ評価「可」以上、 

上記をもって単位認定する 

テキスト・参考書 

看護研究   医学書院 

      わかりやすいケーススタディの進め方   昭林社 

      関西看護学生看護研究大会演題収録（１Ｑ月中旬に配布） 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

看護管理と国際協力 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

 

担当講師   

松本 美幸  先生 

藤原  裕      先生 

授業目標 

 国際社会における保健医療福祉の実情を知り、国際協力について考えるとともに、看護の経済性、

効率性、について考え看護管理について基礎的な理解を深める。  

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

１回看護管理の定義 

２回看護管理の定義歴史的変遷 

３回看護部門の組織構造と機能 

４回看護部門マネジメント 

５回看護の質の管理 

６回医療事故と安全管理 

７回看護専門職のキャリア開発 

８回世界の健康問題・異文化理解 

９回［ＣＮと職能団体 

１０回国際協力機関と協力のしくみ・国際協力活動の展開 

１１回災害の基礎知識 

１２回災害直後・初期に発生する人々のニーズと支援活動 

１３回災害がもたらす影響 

１４回災害医療における看護 

１５回災害時に必要な看護技術 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

私語厳禁 

受講態度が悪い場合は退室を願う可能性があります 

 

 

評価方法： 

 

筆記試験 

テキスト・参考書 

医学書院 看護の統合と実践①②③ 

資料はパワーポイントを使用 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

統合技術Ⅰ 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

担当講師    

池内 嘉代子 先生 

授業目標 

授業目標 既習の知識・技術を統合し、事例対象の状態に応じた日常生活援助を考え、実施できる 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

                    看護計画の考え方と書き方 

第１回 オリエンテーション       標準看護計画の使い方      講義 

                     

第２回  ＧＷ症例１紹介  看護計画立案              グループワーク 

第３回  ＧＷ 症例１看護計画立案                 グループワーク 

第４回  ＧＷ症例２紹介  看護計画立案              グループワーク 

第５回  ＧＷ症例２ 看護計画立案                 グループワーク 

第６回 

発表会  症例１．２の看護計画 

第７回 

第８回  実技試験オリエンテーション                  講義 

第９回        演習  

第１０回       演習  

第１１回       演習                 

第１２回       演習                      演習   

第１３回       演習  

第１４回       演習  

第１５回       実技試験 

 

受講上の注意： 

グループで協働し、援助計画を修正・追加しながら、対象に応

じた援助計画を作成してください 

作成した援助計画に基づき、学生が患者になって援助を実施し 

評価しあいながらさらに計画を修正してください 

 

 

評価方法： 

１）実技試験 ６割 

２）課題等の提出状況 ２割 

３）出席状況・授業態度 

・課題への取り組み方 ２割 

実技試験は６割以上を 

合格とし、満たない場合は 

再試験を１回行う 

再試験で６割に満たない場合、 

単位認定は行わない 

テキスト・参考書 

 

 

 



シラバス（授業目標・授業計画） 

科目名 

統合技術Ⅱ 

単位数：  １   単位 

時間数：  30    時間 

担当講師    

池内 嘉代子 先生 

授業目標 

自己の課題を明確にし、リスクマネジメント能力、倫理的判断能力を高め、 

対象の状態に応じた看護を実践する能力を養う。 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

第 1.2.3.4回 1）オリエンテーション・グループ編成・症例紹介・情報の理解と  講義 

     2）気になる情報を抽出、分析後、優先順位を考えて看護診断する   

       3）、4）看護目標の設定、ワークシート作成       グループワーク  

 

   

第 5.6.7.8回   

グループワーク 1）2）教の業務計画作成               グループワーク 

3）．4）午後情報追加 追加情報を判断し、計画の修正修正計画の検討 

 

        1）事例カンファレンスＧ別２０分          グループワーク 

 

第 9.10．11．12回 1)全体カンファ 20分（各Ｇ１名選抜） 学生講評 20分 教員講評 10分 

 

     2）．3）．4）事例検討結果発表会準備、資料配布 

     1）．2）１．２限目 発表会・評価、講評          グループワーク 

第 13．14．15回 

     3）統合Ⅱまとめ一私の看護観               グループワーク 

 

受講上の注意： 

統合実習での学びを活かし、事例患者を複数受け持ち１日の看

護計画を立てま情報の追加や変更によって、その時々の状況を

判断し、計画修正を行い場合によっては協力を求める場面も出

てきます 

３年間の学習のまとめとなるだけでなく、チームで学ぶことを

通して個々の看護観を表現する場にもなります 

 

評価方法： 

出席状況 ３割 

グループ発表資料 

 ・グループ点として一律３割 

個人レレポート４割 

テキスト・参考書 

特にありません。各自で必要な資料や参考書を選択しましょう。 

 

 

 

シラバス（授業目標・授業計画） 



科目名 単位数：      単位 

時間数：      時間 

 

担当講師       先生 

授業目標 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

テキスト・参考書 

 

 

 

 

シラバス（授業目標・授業計画） 



科目名 単位数：      単位 

時間数：      時間 

 

担当講師       先生 

授業目標 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

テキスト・参考書 

 

 

 

 

シラバス（授業目標・授業計画） 



科目名 単位数：      単位 

時間数：      時間 

 

担当講師       先生 

授業目標 

 

授業計画（スケジュール・内容等の計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

 

 

評価方法： 

テキスト・参考書 

 

 

 

 


