
授業計画書 

科目名： 哲 学 
講義時期：９月 25 日～12月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 吉本 陵 先生 

テーマと授業内容： 

テーマ：ケアの哲学 

授業内容：医療援助職に必要なコミュニケーション能

力をケア論の観点から哲学的に考察する。   

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

〇目標 

1．ケアを仕事とすることに内在する困難を整理し、自分の言葉で説明できるようになる。 

2．ケア能力の発展過程を事例を通して学ぶとともに、社会におけるケアの問題を理解し、

自分の言葉で説明できるようになる。 

3．ケア論の観点から「臨床における哲学」について考察し、自分の言葉で説明できるよう

になる。 

 

〇計画 

1． ガイダンス・イントロダクション 

2．ケアを仕事とすることの困難１：自責との闘い 

3．ケアを仕事とすることの困難２：なぜ話を聞くのがつらいか 

4．ケアを仕事とすることの困難３：ケアされながらケアする 

5．ケアする者の発達過程１：患者との関係性 

6．ケアする者の発達過程２：同情と共感 

7．ケアする者の発達過程３：ケア経験の蓄積 

8．ケアする者の発達過程４：ケアに対する見解の転換 

9．ケアする者の発達過程５：ケアの技法 

10．「世の中」の中のケア１：障害者に対するケア 

11．「世の中」の中のケア２：障害は個性か 

12．臨床における哲学１：臨床の流動性 

13．臨床における哲学２：キュアとケア 

14．臨床における哲学３：〇でもなく×でもなく 

15．終講試験 

受講上の注意： 

私語厳禁。 

評価方法： 

 終講試験の結果に、授業態度

を加味して評価する。 

テキスト：なし。 

参考書：適宜指示する。必要に応じて資料を配布する。 

 

 



授業計画書 

科目名： 情報科学 
講義時期：４月、７月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 中柗 俊介 先生 

テーマと授業内容： 

 パーソナル・コンピュータ（PC）は、データの収集・蓄積・

加工・分析において必要不可欠なアイテムのひとつである。 

本講義では、アプリケーションソフトウェアの具体的な使用方

法について、実習を通じて学習します。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

第１回 パソコンの基本操作（ファイル操作、文字入力の基本） 

第２回 Microsoft Word の基本①（書式設定、入力規則）、検索課題 

 

第３回 Microsoft Word の基本②（オブジェクトの配置） 

第４回 Microsoft Word の基本③（表の作成） 

 

第５回 Microsoft Excel の基本①（シート、セル、書式設定、文字入力） 

第６回 Microsoft Excel の基本②（四則演算） 

 

第７回 Microsoft Excel の基本③（関数入力） 

第８回 Microsoft Excel の基本④（国試願書の作成） 

 

第９回 Microsoft Excel の基本⑤（国試願書の修正、入力規則） 

第 10 回 Microsoft Excel の基本⑥（表示形式） 

 

第 11 回 Microsoft Excel の基本⑦（国試願書の修正、グラフ作成） 

第 12 回 Microsoft Excel の基本⑧（条件付き書式） 

 

第 13 回 Microsoft Excel の基本⑨（グラフ作成） 

第 14 回 Microsoft Word 、Microsoft Excel のまとめ 

 

第 15 回 期末試験 

 

受講上の注意： 

メモリスティックなどの記憶媒体を事前に準備して

おくこと。 

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：  特に指定はしない。 

参考書：   特に指定はしない。 

 

 



授業計画書 

科目名： 論理学 
講義時期： ４月～７月 

時 間 数： 30 時間 

 

担当講師： 澁谷 ミユキ 先生 

テーマと授業内容： 

・ 論理学（言語・方法論・論証）は、実際に必要とされ

る国語表現の基礎に於いて欠くことのできない位置

を占めている。 

・ この教科目では、全教科に共通する国語力を核に、論

理的思考力を育む基礎学習を実践的に取り入れ、思索

と言語表現の重要性について理解を深めていく。 

使用する視聴覚教材 

■ なし 

□ ラジカセ 

□ ノートパソコン 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  

□ ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

＊身近な社会事象等をテーマに捉え、実用と応用実践を交えた授業を進める。 

＊論理的な読解力・思考力・表現力を養う。 

1.  論理学と国語力の基礎 

2.  問われる言語力（聞く力・話す力・読む力・書く力） 

3.  論理的思考のコツ 

4.  話し言葉と書き言葉・原稿用紙の使い方実践 

5.  論述主題の見つけ方と考察 

6.  課題文の読み方・考え方の基本 

7.  小論文の書き方・書写 

8.  思考トレーニング 

9.  音読・読解・記録 

10. ブレインストーミング・プレゼンテーション実践 

11. 論理的に考える・組み立てる・解く 

12. 敬語の使い方・言語のミニ知識 

13. 新聞記事応用による思索と言語化 

14. 話すスキルと聞くスキル・総括 

15. 試験 

受講上の注意： 

＊ 一人ひとりが医療従事者としての自覚を持ち、 

積極的且つ主体的に学習に取り組む。 

 ＊ 記録用ノート及び原稿用紙は常備する。 

 

評価方法： 

 ＊小論文提出 

 ＊提出物及び受講態度 

テキスト： 〈新訂〉「日本語表現法」田上貞一郎 著 ：萌文社 

参考書： いのちの絵本「ふしぎ ふにゃふにゃ フランケン」 ：岩波書店 

                           作者：立花尚之助 

     必要に応じて資料を配布する。 

 



授業計画書 

科目名： 心理学 
講義時期：５月 10 日～９月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 坂手 利江 先生 

テーマと授業内容： 

 心理学の基礎知識を学習し、患者の心理について理解

を深め、対応法を学習すること 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

1. 心理学のガイダンス 

2. パーソナリティ理論 

3. 適応と不適応 

4. パーソナリティの発達理論 

5. 心理検査、知能検査 

6. 心理療法 

7. 様々な精神疾患とその対応法 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  終講試験 

テキスト： 

      資料配布 

 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 社会学 
講義時期：４月 10 日～７月 17 日 

時 間 数：30時間 

 

担当講師：  土肥 豊  先生 

テーマと授業内容： 

健康・病気と保健医療の社会学の理論・方法を踏まえて、

健康・病気と社会との関係、保健医療における行為・関係・

組織・制度を学び、さらには、保健医療の現代的課題を取り

上げる 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

1. 社会学とは        何を扱う学問か、健康・病気・医療への視座 

2. 基礎概念と方法      社会学の基礎概念、社会学的視点とモデル 

3. 保健医療と社会学     医療と社会学の接点、社会調査の理論と技法 

4. 健康・病気と社会（１）  健康・病気・ストレスの新しい見方ととらえ方 

5. 健康・病気と社会（２）  社会格差と平等、健康・病気の社会格差 

6. 健康・病気と社会（３）  「働き方」「働かせ方」と健康・病気 

7. 健康と病気        健康行動と病気行動、病経験、病の語り 

8. 患者－医療者関係     患者－医療者関係とコミュニケーション 

9. 保健医療の専門職     保健医療職種、専門職論、看護職論の現在 

10. ジェンダーと保健医療   性とジェンダー、保健医療からみた結婚と家族 

11. 地域社会と保健医療    コミュニティと地域、ノーマライゼーションと地域 

12. 保健医療制度       福祉国家と社会保障制度、わが国の保健医療制度 

13. 保健医療の現代的変化   保健医療システムの変容、わが国の医療システムの課題 

14. 保健医療の現代的課題   ケアと医療、ケア論、ケアと医療の新たな関係性に向けて 

15. 終講試験 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

授業中の私語は慎むこと 

   疑問点は遠慮なく質問すること      

 

評価方法： 

  筆記試験 

  

 

テキスト： 系統看護学講座 基礎分野 山崎喜比古他著 「社会学」 医学書院 

参考書： 必要に応じて資料を配布 

 

 



授業計画書 

科目名： 人間関係論 
講義時期：９月２日～10月 25 日 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 関岡 有季 先生 

テーマと授業内容： 

 自分の体と心のケアができてこそ、人間関係が豊かに

なる。実習では、体ほぐしを通して心と体のつながり体

験的・理論的に学び、講義では、自己理解・他者理解を

中心にグループワーク形式で行っていく。 

 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

1.  オリエンテーション 

2.  自己分析（精神的健康度のチェックなど） 

3.  実習：体とこころのつながりを体感する（呼吸法、体ほぐしなど） 

4.  講義：ストレスマネジメント（エゴグラム、ストレス対処について） 

5.  実習：体とこころのつながりを体感する 

6.  講義：言語・非言語コミュニケーション（自己理解、他者理解） 

7.  実習：体とこころのつながりを体感する 

8.  講義：言語・非言語コミュニケーション（自己理解、他者理解） 

9.  実習：体とこころのつながりを体感する 

10. 講義：集団とリーダーシップ 

11. 実習：体とこころのつながりを体感する 

12. 講義：動機づけと目標設定 

13. 実習：体とこころのつながりを体感する 

14. 講義：まとめ 

15. 試験 

 

 

 

受講上の注意： 

グループワーク形式で進めていきますので積極的な

参加をお願いします。実習は体操服着用。寝転んだりし

ますので、各自バスタオル、フェイスタオルなど毎回持

参して下さい。 

 

評価方法： 

 

 平常点（レポート含む） 50％ 

終講試験       50％ 

テキスト： 

      必要に応じて資料を配布する 

参考書： 

      必要に応じて授業の中で紹介する 

 



授業計画書 

科目名： 英 語 
講義時期：６月 10 日～ 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 佐々木 香里 先生 

テーマと授業内容： 

 基本的な英語を習得しながら、国際化時代に対応す

るために、医療英語を習得する。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン ■ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

1. 基本的な文法を復習する 

2. 医療の専門語を覚える 

3. カルテが読めるようにする 

4. 簡単な会話ができるようにする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

積極的に参加して下さい。 

必ず復習して下さい。 

評価方法： 

 テスト、提出物 

 

テキスト： 医学書院 「クリスティーンのやさしい看護英語」 

参考書：  必要に応じて資料を配布 

 

 



授業計画書 

科目名：  

スポーツ健康科学 

講義時期：８月～１２月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 中柗 俊介 先生 

テーマと授業内容： 

運動やレクリエーションが心身の機能に影響を及ぼすこと

を理解する。また、集団活動を通して主体性・協調性を身に

つける。 

レクリエーションプログラムの企画立案・実施する体験を

通して、集団を指導する時の留意点・工夫・安全への配慮に

ついてのポイントを理解する。 

使用する視聴覚教材 

■ なし  

□ ノートパソコン 

□ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ 

□ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

第１回  オリエンテーション／出会い系のレクリエーション① 

第 2 回  出会い系のレクリエーション② 

第 3 回  遊戯系のレクリエーション 

第 4 回  指導の準備① 

第 5 回  指導の準備② 

第 6 回  A グループが指導 C・D・E・F・G・H グループが対象 B グループが評価 

第 7 回  B グループが指導 D・E・F・G・H・A グループが対象 C グループが評価 

第 8 回  C グループが指導 E・F・G・H・A・B グループが対象 D グループが評価 

第 9 回  D グループが指導 F・G・H・A・B・C グループが対象 E グループが評価 

第 10 回  E グループが指導 G・H・A・B・C・D グループが対象 F グループが評価 

第 11 回  F グループが指導 H・A・B・C・D・E グループが対象 G グループが評価 

第 12 回  G グループが指導 A・B・C・D・E・F グループが対象 H グループが評価 

第 13 回  H グループが指導 B・C・D・E・F・G グループが対象 A グループが評価 

第 14 回 まとめ 

第 15 回 試験 

 

※ 他学年の行事、実施場所の状態によって若干の変更をおこなうことがある。 

 

受講上の注意： 

運動のできる服装・運動靴を着用する。 

 運動制限、運動を禁止されている学生は、事前に教務まで

連絡をしておくこと。 

評価方法： 

 授業内課題、授業態度、期末試

験等により、総合的に評価する。 

テキスト： 特になし  

 

参考書： 特になし 

 

 



授業計画書 

科目名： 解剖生理学Ⅰ 
講義時期：４月 15 日～９月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 小西 正良 先生 

テーマと授業内容： 

 この授業では、人体の構造及び機能、仕組みについて、人

体を構成する器官系の分類に沿って体系的に学習する。人体

を構成する個々の器官、更に器官系間の連携に注目して理解

すると共に応用ができるように臨床解剖学的にもアプローチ

する。急速に発展する細胞、組織学や再生医療についても紹

介し理解を深める。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

授業の冒頭に、ミニテストを実施して前回の授業内容について復習する。その後、本講義に入る。 

 

１回 解剖学と生理学総論、細胞と細胞小器官、単位、解剖に必要な化学記号 

２回 骨の種類と代謝、骨格の役割、骨のリモデリングと加齢変化、osteoporosis 

３回 筋肉の種類と収縮メカニズム、人体の筋肉の細胞学的構造と筋細胞の特性 

４回 消化器系内臓の構造、舌と味覚、胃と胃液、膵臓の機能、肝臓の構造と機能 

５回 消化器系内臓の機能、栄養素の代謝、血糖調節、腸管の構造と代謝経路 

６回 消化器系内臓の総括、消化・吸収の経路と異常、器官間調節 

７回 呼吸器の構造、胸・腹式呼吸、横隔膜の構造、ガス交換 

８回 循環器の構造、心臓の構造と冠状系、側副循環、胎児循環 

９回 循環器の機能、血圧と心電図、誘導方式と波形の特徴 

10 回 泌尿・生殖器の構造、生殖子発生と分化、腎臓の構造 

11 回 泌尿・生殖器の機能、尿の生成とその調整 

12 回 感覚器、眼の構造と神経路、遠近の調節と光量の調節、耳の構造と神経路、半規管と蝸牛 

13 回 一般感覚器と神経路、皮膚の構造と神経終末、ベルマジャンディーの法則 

14 回 液性調節、ホルモン分泌の種類、神経性調節、免疫の獲得とメカニズム 

15 回 中枢神経系、大脳の観察と機能局在、末梢神経系、体制神経と自律神経、脳神経 

受講上の注意： 

板書を多用する講義を中心とした授業である。図を描き説

明するので色鉛筆を準備して視覚的にわかりやすいノートテ

イクに努めること。アクティブラーニングを取り入れ授業を

進行する。 

評価方法： 

終講時試験 80％、毎授業でのミ

ニテストの成績 20％、授業内での

質疑・態度など総合的に評価する。 

テキスト： 系統看護学講座 専門基礎分野 

 「解剖生理学－人体の構造と機能①」第 10 版 医学書院 2019 

参考書： 分野ごとに講義内容に沿って適宜参考書を紹介する。また学生の理解度に応じて資

料を配布する。 

 



授業計画書 

科目名： 解剖生理学Ⅱ 
講義時期：４月 15 日～９月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 小西 正良 先生 

テーマと授業内容： 

 この授業では、解剖生理学Ⅰでの知識を礎と、主に動物的

な機能（神経系と感覚器系）を中心にして人体の構造と機能

について学ぶ。動物的機能を果たす個々の器官を理解し、さ

らに器官系間の連携に注目して理解するとともに応用ができ

るように臨床解剖学的にもアプローチする。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

授業時間の冒頭に、ミニテストを実施して前回の授業内容について復習する。その後、本講義に

入る。 

 

１回 内臓機能の調節、自律神経  ホメオスターシス維持に対する自律神経による調節 

２回 内臓機能の調節、ホルモン  ホメオスターシス維持に対するホルモンによる調節 

３回 からだの支持と運動  骨格の種類、骨の分類、骨の微細構造、骨代謝 

４回 からだの支持と運動  関節の構造と種類、運動とその種類 

５回 からだの支持と運動  全身の骨格筋、筋の収縮メカニズム、筋肉の代謝 

６回 神経系の構造  総論：ニューロン、シナプス、興奮の伝達 

７回 神経系総論  脊髄と脳、末梢神経概要、大脳の機能局在 

８回 末梢神経系  脊髄神経と脳神経 

９回 脳神経核と脳神経の線維構成 

10 回 末梢神経系  脳神経の機能と伝導路 

11 回 神経系の構造  大脳の構造と機能局在 

12 回 神経系の構造  上行性伝導路・下行性伝導路 

13 回 耳の構造と伝導路 

14 回 眼の構造と伝導路 

15 回 総括 

受講上の注意： 

板書を多用する講義を中心とした授業である。図を描き説

明するので色鉛筆を準備して視覚的にわかりやすいノートテ

イクに努めること。アクティブラーニングを取り入れ授業を

進行する。 

評価方法： 

終講時試験 80％、毎授業でのミ

ニテストの成績 20％、授業内での

質疑・態度など総合的に評価する。 

テキスト： 系統看護学講座 専門基礎分野 

 「解剖生理学－人体の構造と機能①」第 10 版 医学書院 2019 

参考書： 分野ごとに講義内容に沿って適宜参考書を紹介する。また学生の理解度に応じて資

料を配布する。 

 



授業計画書 

科目名： 生化学 
講義時期：５月 13 日～６月 

時 間 数：１５時間 

 

担当講師： 藤田 華澄 先生 

テーマと授業内容： 

「生化学」の知識を臨床看護につなげてとらえられるよ

う、「代謝」を軸に学習する。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

     テーマ         目標 

 

1. 代謝：細胞の機能と構造  「代謝」とはエネルギー生み出し、生体成分を作り出す

化学反応であることを理解する。生命活動の場である細

胞の基本的な構造と機能を理解する。 

2. 糖質・脂質・タンパク質  糖質・脂質・タンパク質の種類と、それぞれの基本的な

役割について理解する。 

3. 酵素：核酸、遺伝子の発現 酵素の基本的な性質について理解する。核酸・ヌクレオ

チドの基本構造と役割を理解する。遺伝情報の伝達につ

いて理解する。 

4. 糖質代謝         糖質がどのような過程を経て、消化・吸収・代謝される

のかを理解する。 

5. 脂質代謝         脂質がどのような過程を経て、消化・吸収・代謝される

のかを理解する。 

6. タンパク質・アミノ酸代謝 アミノ酸がどのような過程を経て、消化・吸収・代謝さ

れるのかを理解する。アミノ酸代謝異常について知る。 

7. ビタミン・ミネラル    ビタミン・ミネラルの性質と役割を理解する。 

 

 

 

 

受講上の注意： 

生化学の知識は病気を理解する上で重要です。 

予習・講義・復習を通して理解を深めて下さい。 

      

評価方法： 

試験の成績 および 

出席・授業態度等 

 

テキスト： ナーシング・グラフィカ 「人体の構造と機能② 臨床生化学」 

       宮澤恵二 編  株式会社メディカ出版 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 栄 養 学 
講義時期：９月６日～10月 25 日 

時 間 数：１５時間 

 

担当講師：  田中 満理菜 先生 

テーマと授業内容： 

 看護師にとって必要な栄養に関する全般的な知識を

習得する。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― （数回） 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１. 人間栄養学と看護、栄養素の種類とはたらき 

２. 食物の消化と栄養素の吸収・代謝、エネルギー代謝 

３. 食事と食品、栄養ケア・マネジメント、栄養状態の評価・判定 

４. ライフステージと栄養 

５. 臨床栄養① 

６. 臨床栄養② 

７. 健康づくりと食生活、まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

  

受講上の注意： 

 

   特になし 

 

評価方法： 

  

 授業態度、テスト等 

 

テキスト： 栄養学 人体の構造と機能③ 

参考書：  必要に応じて授業毎に資料を配布 

  

 



授業計画書 

科目名： 薬理学 
講義時期：５月～９月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 池内 治平 先生 

テーマと授業内容： 

直接的に患者に関わる看護者は医薬品の薬理作用や

体内動態、副作用や毒性、薬物漏出の危険性などの知識

を備えている必要がある。それらについて理解すると同

時に、臨床における服薬・注射・点滴等による薬物投与

や副作用・アレルギー等の観察など看護者が実施する与

薬技術の基本について理解する。 

使用する視聴覚教材  ■ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

1. 薬物の作用（薬の役割、剤形、法的分類） 

2. 薬物動態（吸収、分布、代謝、排泄） 

3. 薬物の作用点、薬容量と要代経路、相互作用 

4. 循環器障害と浮腫 

5. 1.疾患の成因と病態 

6. 2.心不全（強心薬、利尿薬、血管拡張薬） 

7. 3.高血圧治療薬（利尿薬、β遮断薬、カルシウム拮抗薬、ACE 阻害薬、 

ATⅡ受容体遮断薬、α１遮断薬） 

8. 抗精神薬 

9. 1.疾患の成因と病態 

2.抗精神薬（抗パーキンソン病薬）、抗うつ薬、抗てんかん薬） 

10. 感染症・免疫疾患 

11. 1.疾患の成因と病態 

   2.抗生物質 

12. 内分泌疾患 

13. 1.疾患の成因と病態 

   2 糖尿病治療薬 

14. 抗癌薬 

15. まとめ. 

 

受講上の注意： 

事前に教科書や参考書に目を通して概要を把握し、理

解できない所を抽出しておく。 

評価方法： 

  終講試験 

 

テキスト：  系統看護学講座「薬理学」  （医学書院） 

参考書：  症例で学ぶ臨床薬学～薬物治療の実際～ （丸善株式会社） 

 

 



授業計画書 

科目名： 病理学総論 
講義時期：４月 15 日～６月 10 日 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 野村 幸子 先生 

テーマと授業内容： 

 病気の原因や成り立ちなどの基本を学び、理解を深め

ることで臓器の違いをこえて共通してみられる特徴を

捉え、身につける。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

4/15： 病理学で学ぶこと（第１章） 

細胞・組織の障害と修復（第２章） 

 

4/22： 循環障害（第３章） 

 

5/13： 炎症と免疫、移植と再生医療（第４章） 

 

5/20： 感染症（第５章） 

 

5/27： 代謝障害（第６章） 

    老化と死（第７章） 

 

6/３： 先天異常と遺伝子異常（第８章） 

 

6/10： 腫瘍（第９章） 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

授業での配布問題での解答 

終講時の試験 

 

テキスト： 病理学 疾病のなりたちと回復の促進① （医学書院） 

参考書：  必要に応じて資料を配布する。 

 

 



授業計画書 

科目名： 病理学各論Ⅰ 

（呼吸器） 

講義時期：10 月２日、９日、16 日、

23 日 

時 間 数：８時間 

 

担当講師： 上田 英之助 先生 

テーマと授業内容： 

  呼吸器疾患を基礎から説明する 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ―  

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

教科書の順に従って行う 

 

① 肺の構造、肺の機能、呼吸器の症状、検査、 

インフルエンザ、肺炎 

② 肺結核、非結核性抗酸菌症、サルコイドーシス 

③ 突発性肺線維症、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患 

④ 肺血栓塞栓症、肺癌、睡眠時無呼吸症候群、 

過換気症候群、胸腔の疾患 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  筆記試験 

テキスト： 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 

呼吸器 成人看護学②    （医学書院） 

参考書： 適宜必要な資料を配布する 

 

 



授業計画書 

 

科目名：病理学各論Ⅰ 

（循環器） 

講義時期： ９月～  

時間数： １０ 時間 

 

担当講師： 中 聡夫 先生 

テーマと授業内容： 

  循環器として虚血性心疾患、心不全、不整脈   

（心電図）、高血圧を中心に概説する。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 

 

９月４日 ４限 虚血性心疾患（病態、検査・診断、治療について理解する。） 

 

９月１８日 ４限 心不全（病態、身体所見、診断、治療について理解する。） 

 

１０月７日 ４限 高血圧（ガイドラインを中心に概説する。） 

 

１０月２１日４限 不整脈（心電図の読影を通して理解を深める） 

 

１１月２７日４限 その他の疾患など。（心音、胸部レントゲンの基礎、大動脈弁狭窄症、

感染性心内膜炎、大動脈解離、心タンポナーデについて理解を深め

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

   筆記テスト 

出席点 

テキスト： 指定なし 

 

参考書：指定なし 

 

 



授業計画書 

科目名： 病理学各論Ⅰ 

（脳・神経） 

講義時期：10 月 28日～12月２日 

時 間 数：10時間 

 

担当講師： 西山 弘一 先生 

テーマと授業内容： 

脳・神経の病理学各論Ⅰ 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 

 

10/28 脳・神経系の構造と機能 

11/11 症状とその病態生理 

11/18 検査・診断と治療・処置 

11/25 疾患の理解① 

12/2 疾患の理解① 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  選択式のテスト 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 病理学各論Ⅱ 

（麻酔科） 

講義時期：１２月 ～  1 月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 谷畑 博彦 先生 

テーマと授業内容： 

  麻酔科 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 

 

スライド・プリントを使用しながら、麻酔科学の基本的な

概要を解説し、看護師として必要最低限の麻酔の知識を理解

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  筆記試験 

 

テキスト： 臨床外科看護総論 成人看護学５ 

参考書： 

 

 



授 業 計 画 書 

科目名：病理学各論Ⅱ 

講義時期：１月～２月 

時間数： １６時間 

回 数：  ５回 

担当講師： 川田 純司 先生 

金  鏞国 先生 

岡野 美穂 先生 

大城 智弥 先生 

テーマと授業内容： 

 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン  □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

・第１回（1/17） 川田 講師 ：食道・胃・十二指腸疾患、緩和ケア概論 

上記疾患につきテキスト内容に従い概論を講義し、看護上必要なこと

を現場の状況もふまえて学習する。 

 

・第２回（2/7） 金 講師 ：肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓疾患 

  肝臓・胆嚢・膵臓の解剖学的特徴と疾病との関連、更に治療との関連

を学習する。 

 

・第３回（2/14） 川田 講師 ：食道・胃・十二指腸疾患、緩和ケア各論 

第１回に引き続き、上記疾患につきテキスト内容に従い概論を講義し、 

看護上必要なことを現場の状況もふまえて学習する。 

 

 

・第４回（2/28） 岡野 講師 ：腸・腸間膜疾患 

  小腸・大腸の良性疾患、悪性疾患及び腸間膜に由来する疾患について 

系統的に把握し、その病理と病態に加えて治療法までの各論を学習し、理解

する。 

 

・第５回（3/6） 大城 講師 ：乳腺疾患 

  スライドにて授業をすすめる。疫学、検診、診断、手術治療を順に追

って学習する。 

 

 

 

受講上の注意： 

  

 

評価方法： 

 

テキスト： 臨床外科各論（医学書院） 

参考書： 

 



授業計画書 

科目名： 病理学各論Ⅱ 

（麻酔科） 

講義時期：１２月 ～ １月 

時 間 数：４時間 

 

担当講師： 中村 正人 先生 

テーマと授業内容： 

  消化器疾患 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

消化器疾患の理解を中心に、生理学的・解剖学的な知識、病態生理を 

ふまえながら授業を進めていく。 

 

１回目  食道・胃疾患 

２回目  腸および腹膜疾患 

３回目  肝臓・胆嚢疾患 

４回目  膵疾患、その他 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  筆記試験 

 

テキスト： 臨床外科看護総論 成人看護学５ 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 病理学各論Ⅲ 
講義時期：１月７日～３月２日 

時 間 数：８時間 

 

担当講師： 中島 幹雄 先生 

テーマと授業内容： 

・運動器の疾患・外傷について幅広く知識を習得する。 

・講義を行う 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１ ・運動器の診察、検査と治療総論 

  ・骨折総論と各論 

 

２  ・脱臼、神経障害、筋腱などの損傷 

   ・先天性疾患 

 

３  ・骨・関節の炎症性疾患 

   ・骨・軟部腫瘍 

 

４  ・筋および腱の疾患 

   ・脊椎の疾患 

   ・下肢および下肢帯の疾患 

 

上記の内容について計４回の講義を行う 

 

 

 

 

受講上の注意： 

テキストに沿って講義を行うため、テキスト

を忘れずに持参すること 

評価方法： 

   

テキスト： 

  系統看護学講座 運動器 成人看護学 10（医学書院） 

 

参考書： 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 病理学各論Ⅲ 

（眼科） 

講義時期：１月 30 日～２月 19 日 

時 間 数：６時間 

 

担当講師： 諏訪 雄三 先生 

テーマと授業内容： 

  眼科 

使用する視聴覚教材  ■ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 

1/30 第１章～第４章 ・眼の看護を学ぶにあたって 

・眼の構造と機能 

・症状とその病態生理 

・検査と治療・処置 

 

2/5  第５章      ・疾患の理解 

 

2/19 第６章～第７章   ・患者の看護 

              ・事例による看護過程の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  筆記テスト 

 

テキスト：  成人看護学１３ 眼科 （医学書院） 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名：病理学各論Ⅲ 

（耳鼻咽喉） 

講義時期：２月５日、12日、19日 

時 間 数：６時間 

 

担当講師： 原 一彦 先生 

テーマと授業内容： 

  耳鼻咽喉科の代表的疾患について 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 

 ・１回目  音の伝わり方 

       難聴の種類（伝音難聴・感音難聴） 

       めまい（メニエール病） 

       顔面神経麻痺 

 

 ・２回目  鼻出血 

       副鼻腔炎 

       アレルギー性鼻炎（花粉症） 

       咽喉頭疾患 

 

 ・３回目  総括 

       試験問題について 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  ４択問題 

  ○×問題 

テキスト：   

 

参考書： 必要に応じて資料を配布する。 

 

 



授業計画書 

科目名： 病理学各論Ⅲ 

（泌尿器） 

講義時期：11 月 15日～12月４日 

時 間 数：８時間 

担当講師： 江左 篤宣 先生 

      齋藤 允孝 先生 

      豊田 信吾 先生 

テーマと授業内容： 

  泌尿器科学：総論から各論 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 

① 泌尿器科学総論 （江左講師） 

 

② 排尿のメカニズム・排出障害・蓄尿障害（豊田講師） 

    →OAB、BPH、尿失禁、夜間多尿（頻尿）等 

 

③ 悪性腫瘍：腎・尿路・前立腺・生殖器系癌に関する 

各々の特徴（各論） （齋藤講師） 

→治療・検査 

 

④ STD 関連、腎移植。尿路結石、 

davinci surgical system 等について（齋藤講師） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

  パワーポイント・スライドの配布 

      

 

評価方法： 

  出欠・試験 

 

テキスト： 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 腎・泌尿器 （医学書院） 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名：病理学各論Ⅳ 

（血液・内分泌・アレルギー

疾患・膠原病） 

講義時期：５月～７月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 東 一夫 先生 

テーマと授業内容： 

 ・血液・造血器（２）、アレルギー、膠原病（１） 

 ・感染症（１）、内分泌・代謝（２）、国試（１） 

使用する視聴覚教材  ■ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

血液の成分について理解し、その異常から各疾患へと展開し、各疾病を説明する予定 

  １．血液・造血器 

２．血液の生理と造血のしくみ 

  ３．検査・診断と症候・病態生理 

  ４．疾患と治療の理解 

５．免疫のしくみとアレルギー 

  ６．アレルギーの症状と疾患の理解 

７．膠原病  

８．自己免疫疾患とその機序 

  ９．自己免疫疾患の症状とその病態生理 

自己免疫疾患の検査と治療 

自己免疫疾患の理解 

  10．感染症とは 

  11．感染症の検査・診断 

    感染症の治療 

    感染症の疾患の理解 

  12.内分泌・代謝器官の構造と機能 

  13．内分泌疾患の症状とその病態生理 

内分泌疾患の検査 

内分泌疾患の理解 

  14. 国家試験対策 

  15. 終講テスト 

 

受講上の注意： 

 

評価方法： 

記述試験（100点） 

テキスト：成人看護学 ④ 血液・造血器 医学書院 

     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 

 

参考書：必要に応じて資料を配布する 

 



授業計画書 

科目名： 微生物学 
講義時期：９月 25 日～11月６日 

時 間 数：１５時間 

 

担当講師：  坂上 吉一 先生 

テーマと授業内容： 

地球上に存在する多種類の微生物のうち、医療分野お

よびその周辺環境で、人間に危害を及ぼす可能性が高い

微生物（感染性を有する病原微生物）の性質と特徴等を

理解し、それら感染に関係する微生物の制御対策等につ

いても、考慮した授業を心がけます。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

以下の項目に従った講義を実施する予定です。 

 

第１回目： 第１章 微生物学の基礎 

第２回目： 第２章 感染と発症 

第３回目： 第３章 感染と生体防御のしくみ 

第４回目： 第４章 感染症の基礎 

第５回目： 第５章 微生物と感染症 

第６回目： 第６章 感染制御学の基礎 

第７回目： 第７章 感染制御の実際 

 

 

 

 

受講上の注意： 

講義および他の学生に迷惑になるような私語ならび

携帯での通話（メールも含め）は厳禁 

      

 

評価方法： 

定期試験、出席ならびに実施

予定の小テスト（２回）による

総合評価 

テキスト：新体系 看護学全書  （編集：辻 明良） 

疾病のなりたちと回復の促進② 微生物学・感染制御学 

参考書：特になし。なお、授業中に適宜補足説明用資料を配布し、解説する予定です。  

 



授業計画書 

科目名： 

リハビリテーション 

（作業療法） 

講義時期：10 月 29日～11月 19 日 

時 間 数：８時間 

 

担当講師： 水野 貴子 先生 

テーマと授業内容： 

 

高次脳機能障害・OT・ADL について理解を深める 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

1. １０／２９（火）２限 高次脳機能障害１ 

               脳の解剖、高次脳機能障害について 

 

２. １１／５（火）３限   高次脳機能障害２ 

              記憶、認知症、注意障害について 

 

３. １１／１２（火）３限  高次脳機能障害３ 

              執行・失認・半側空間無視について 

 

４. １１／１９（火）３限  OT について 

              ADL について 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

講義資料にメモをしていくこと 

 

評価方法： 

  試験 

 

テキスト： リハビリテーション看護 

参考書：  講義資料を随時配布する 

 

 



授業計画書 

科目名： 

 リハビリテーション 

（言語聴覚療法） 

講義時期：11 月 15日～12月 20 日 

時 間 数：８時間 

 

担当講師： 芦塚 あおい 先生 

テーマと授業内容： 

  摂食嚥下障害と失語症・高次脳機能障害 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

第 1 回 １ 摂食嚥下器官の解剖 

２ 摂食嚥下・呼吸機能の神経・生理 

３ 摂食嚥下障害の原因と病態 

 

第２回  １ 摂食嚥下障害の検査と評価 

     ２ 摂食嚥下障害のリハビリテーション 

     ３ 摂食嚥下障害患者の対する臨床の留意点 

 

第３回  １ 失語症の症状 

     ２ 失語症のタイプ分類 

     ３ 失語症の評価とリハビリテーション 

 

第４回  １ 高次脳機能障害とは 

     ２ 高次脳機能障害の症状 

     ３ 高次脳機能障害の評価とリハビリテーション 

 

 

 

  

 

 

 

受講上の注意： 

授業は積極的に参加をお願いします。 

      

評価方法： 

  定期テスト 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 

リハビリテーション 

（理学療法） 

講義時期：10 月 11日、18日、25 日 

時 間 数：12時間 

 

担当講師： 中尾 英俊 先生 

テーマと授業内容： 

リハビリテーション分野における代表的な障害とそ

の対応を理解する。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン（６回目のみ） 

■ プロジェクタ―（６回目のみ） 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１．リハビリテーション概論 

  ・ICIDH と ICF 

  ・一次障害と二次障害 

 

２．運動器系の障害とリハビリテーション① 

  ・下肢障害に対する杖処方 

  ・障害に対するリハビリテーション（末梢神経） 

 

３．運動器系の障害とリハビリテーション② 

  ・関節拘縮 

  ・筋萎縮 

 

４．中枢神経系の障害とリハビリテーション 

 

５．内部障害とリハビリテーション 

 

６．基本動作の介助 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

小テスト 

定期試験 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 保健医療論 
講義時期：１月～３月 

時 間 数：14時間 

 

担当講師： 川﨑 康寛 先生 

テーマと授業内容： 

  医療の根幹を考える 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

●人類の歴史と医学の歴史 

●健康とは何か、疾病とは何か 

●健康づくり －禁煙指導を題材として－ 

●疾病の診断と治療 

●医療供給体制の整備および医療保険 

●医の倫理 －出世以前診断、遺伝子解析など 

●脳死とは何か －安楽死・尊厳死を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  

 終講試験による 

 

テキスト： 新体系 看護学全書 健康支援と社会保障制度 現代医療論 

参考書： 特になし 

 

 



授業計画書 

科目名： 社会福祉 
講義時期：10 月 11日～１月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 大塚 昌義 先生 

テーマと授業内容： 

  健康支援と社会保障制度 

使用する視聴覚教材  ■ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 私たちが普段意識しなくても生活ができるのは社会保障制度によるセーフ

ティーネットの存在が大きく関係しております。天候の変化が極端に生活を

脅かす時代を当時の人々はどのように乗り切ったでしょうか。授業を通して

社会保障がどのような役割を担っているのかを意識出来るようになるのが目

標です。 

 

 

第１章 社会保障制度と社会福祉 

第２章 現代社会の変化と社会保障・社会福祉の動向 

第３章 医療保障 

第４章 介護保障 

第５章 所得保障 

第６章 公的扶助 

第７章 社会福祉の分野とサービス 

第８章 社会福祉実践と医療・看護 

第９章 社会福祉の歴史 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

黒板に書かれた内容で重要だと感じる部分は 

レジュメに記入願います。 

 

評価方法： 

 授業の出席日数に加え、 

筆記試験により評価 

 

テキスト： レジュメを配布 

参考書：  社会保障・社会福祉（医学書院） 

 

 



授業計画書 

科目名： 関係法規 
講義時期：１１月～１２月 

時 間 数：１５時間 

 

担当講師： 大山 力 先生 

テーマと授業内容： 

 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。 

 

使用する視聴覚教材  ■ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

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、 

法律等法規のしくみ、人権に関する法令、個人情報の保護等 

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 

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等 

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

麻薬、向精神薬、臓器の移植等 

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、社会保険制度、 

高齢者対策、老人福祉、介護保険、高齢者医療等 

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、身体障害者福祉、 

知的障害者福祉、障害者自立支援、発達障害者支援、年金等 

７回 労働基準法と労働条件、労働安全衛生、労働者災害補償、介護・育児休業 

 

 

 

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。 

 最近の過去問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 等 

 

テキスト： 看護関係法令（健康支援と社会保障制度）④  医学書院 

参考書：  授業中に資料を配布 

 

 



授業計画書 

科目名： 公衆衛生学 

講義時期：11 月 13日、20日、27

日 12 月 

時 間 数：15時間 

 

担当講師： 小路 浩子 先生 

テーマと授業内容： 

・公衆衛生の概念・領域と活動を６回に分けて解説

する。 

・１回分を課題レポート作成時間にあてる。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

目標：１．人々の健康が、自然・社会・文化的環境と関わっていることを理解する。 

   ２．公衆衛生は、社会の必要に応じて行動し、必要に応じて随時変わり、また変えなければなら

ないということを理解する。 

   ３．公衆衛生活動の実際や行政組織・法制度について理解する。 

授業内容： 11 月 13 日（水） 第１回：第１章 公衆衛生とは 

                   第２章 健康と環境、疫学的方法 

                   第３章 健康の指標 

               第２回：第４章 感染症とその予防 

                   第５章 食品保健と栄養 

                   第６章 生活環境の保全 

               ＊課題レポートについての説明 

      11 月 20 日（水） 第３回：第７章 医療・介護の保証制度 

                   第８章 地域保健活動（ヘルスサービスの構造） 

               第４回：第 13 章 健康教育とヘルスプロモーション 

                   第９章 母子保健 

                   第 10 章 学校保険 

11 月 27 日（水） 第５回 ：第 11 章 生活習慣病 

                    第 15 章 産業保健 

                   第 14 章 精神保健福祉 

                   第 12 章 難病対策 

                   第 16 章 これからの公衆衛生 

○課題レポート ： 自分が住んでいる市町村の広報（４月～１１月号から１部）を取

り寄せ、公衆衛生活動に関連すると思われる事業や記事を抜き出し、どのような活動、取組み、

対策等に関係しているかを考える。合わせて、広報を調べてみた感想や公衆衛生活動についての

考えを書く。テーマ「私が住んでいるまちの広報から公衆衛生活動について考える」 

A４用紙１～２枚（形式は自由） 

受講上の注意： 

日頃から人々の暮らしや環境、社会情勢について

関心を持ち、受講に臨むこと 

      

評価方法： 

終講試験（70％） 

 課題レポート（20％） 

 受講態度（10％） 

テキスト： わかりやすい公衆衛生学 

参考書：  国民衛生の動向 



専門分野Ⅰ 基礎看護学                                 

看護学概論授業計画書 （１単位 ３０時間） 担当講師 河原良重 （実務経験有） 

学習目標  

①看護の対象となる人間とその健康について理解する。 

②看護職者の教育・制度・組織や、看護に対する社会的要請などの多角的な観点から看護が理解でき

る。 

③看護の理念、定義をもとに倫理観を養い、自己の看護観を培うことができる。 

（実践的な教育内容） 

大学病院における多くの臨床経験を活かし、健康や環境そして看護の対象をとらえる視点を広げ、看

護の役 

割と機能について授業を行う。 

回数 授 業 内 容 講義の工夫・留意点、方法 

１ 

２回 

第１章 看護とは何か 

・看護の本質  

・看護のさまざまな概念、定義について 

・看護の役割と機能 

・看護の歴史的背景と現在の動向について 

 （看護教育制度を踏まえる） 

・これからの看護に求められる役割 

・看護実践のための理論的根拠 

・グループワーク：学生の考える「看護」 

・看護の実践とはどのようなものかを「事例」

を通してイメージできる。（看護過程） 

・エビデンスに基づく看護とは何か、また、そ

の重要性と考える力の必要性を説明できる。 

・看護理論とは何か。（大理論、中範囲理論、小

理論について説明できる） 

・理論家について「事例」を用いて学習する） 

３ 

４ 

５回 

「私のなりたい看護師像」 原稿用紙記入 

第２章 看護の対象の理解 

 人間の「こころ」と「からだ」 

 生涯発達しつづける存在（発達理論） 

 人間の「暮らし」の理解 

ビデオ（ナイチンゲール） 

グループワーク 「看護観」の提出 

・個人、家族、コミュニテｨの観点から看護の対

象を考える。 

・４つのメタパラダイムについて 

８ 

９ 

１０

回 

第３章 国民の健康・生活の全体像の把握 

  健康のとらえ方  「概念について」 

  国民の健康の全体像 

 ・国民のライフサイクルと健康・生活 

（小児期から老年期に至るまでの健康上の

特徴を理解する。） 

・統計については小テストを実施する。 

・健康観は時代や文化、人によって異なること

を 

 説明する。（４つのメタパラダイム参考） 

・グループワーク 

・夏休み中の課題「生活シート」「健康と生活を

考える」を個人ワークとする。また、「大切な人

の健康を守るための提案を考える」をグループ

で「課題解決策」を発表し、学生間で評価を行

う。 

１１ 

１３ 

回 

第４章 看護の提供者 

 職業としての看護、 

看護職の資格と養成にかかわる制度 

グループワーク・発表（１２回目） 

 

・看護教育課程の違いを学習する 



１４

１５  

回 

第５章 看護における倫理 

 現代社会と倫理 

 医療をめぐる倫理の歴史的経緯と看護倫

理 

 看護実践における倫理問題への取り組み 

 「看護者の倫理綱領」 

・看護になぜ倫理が必要かを再確認する。（法律） 

・日本看護協会等の倫理綱領の内容を「事例」

を用いて理解できる。 

・倫理的ジレンマとは、倫理的意思決定能力と

は、を考える。 

｛評価方法｝試験、各レポートの提出状況・内容、グループワーク参加、欠席時は授業レポート提出  

｛学生へのメッセージ （学習ポイント）｝ 試験：９５点満点（＋グループ点） 

 ・看護の概念や理論、看護実践における知識・技術、看護実践の評価などの視点から、学問として

の看護を考える。また、専門職として、人々の健康・生活へどのようにアプローチしていくかを考

えましょう。 

 ・自己の看護観を培いましょう。 

｛備考｝関連科目：心理学、社会学、保健医療論、公衆衛生学、成人看護学総論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目：専門分野Ⅰ 

基礎看護技術Ⅰ 

講義時期：１年生（36 期生） 

時 間 数：28 時間＋試験 （計 30 時間） 

担当講師：河 合 祐 子 

         （実務経験有） 

授業目標 

  看護の基盤となる技術である看護過程を理解し、科学的思考に基づいた看護を実践できる基礎的能力を身につける 

（実践的な教育内容） 

 総合病院における数々の臨床経験を活かし、看護過程の基礎から各専門分野への展開について授業を行う。 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容などの計画） 

日 時 内 容 方 法 

１回目 
◇看護過程とは 

・看護過程の基になる考え方と理論 
講義 

２～５回目 

◇看護過程の構成要素 

・アセスメント（情報収集・情報の分析） 

・看護上の問題の特定（看護診断） 

・計画 

講義・演習 

６・７回目 ◇アセスメントガイド 講義 

８回目 
・実施 

・評価 
講義・演習 

９～１１回目 

 

◇看護過程演習 

   事例を用いて・・・ （情報の整理・分析） 
講義・演習 

12～14 回目 

中期 

 

◇看護過程演習（分析） 

◇看護記録 
講義・演習 

テーマ・時間は変更することがあります 

受講上の注意 

☆ 看護過程用ファイル（Ａ４サイズ）、インデックス、付箋、ペーパーファスナ

ーを 

各自準備してください。 

☆ 授業中の私語は慎んでください。 

☆ 積極的に参加してください。 

☆ 評価はレポート、授業態度も対象とします。 

評価方法 

筆記試験 

授業態度 

     レポート 

（内容・提出期限なども加味しま

す） 

 

テキスト      

基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ （メヂカルフレンド社） 

 



授業計画書 

科目名： 基礎看護技術Ⅱ 
講義時期：６月～１１月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 三本 都 先生 

         （実務経験有） 

テーマと授業内容： 

・生体におけるバイタルサインの意味を理解し、その測定方法に

ついて修得する 

・フィジカルアセスメント技術とそれによって得られる客観的デ

ータについて学習する。 

・呼吸困難を軽減する援助方法を学習する。 

・寒冷・温熱刺激が生体に及ぼす影響を理解し、効果的・効率的

な罨法援助方法を修得する。 

使用する視聴覚教材 

□ なし  

□ ノートパソコン  

□ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ   

■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

1 回  第２編 看護の共通基本技術 

第１章 ヘルスアセスメント 

Ⅰ 看護におけるヘルスアセスメント 

Ⅱ フィジカルアセスメント 

 A 体表解剖とフィジカルアセスメント 

 B フィジカルアセスメントにおける基本技術 

 C 一般状態のアセスメント 

  ① バイタルサイン 

  ２回       1．体温のアセスメント 

           2．脈拍のアセスメント 

３回       3．血圧のアセスメント 

４回       4．呼吸のアセスメント 

５回       5．意識状態のアセスメント 

６回     D 一般状態のアセスメント 

      ② 身体測定 ＊身体計測演習＊ 

７回 第５編 診療に伴う技術 

    第１章 呼吸・循環を整える技術 

    Ⅰ 呼吸の意義とアセスメント 

        A 呼吸の意義としくみ 

        B 呼吸状態のアセスメントと呼吸を整える援助の基本 

   ８回  Ⅱ 呼吸を楽にする姿勢・呼吸法 

        1．呼吸を楽にする姿勢 

        2．呼吸を楽にする呼吸法 

９回  Ⅲ 気道分泌物の排出の援助 

        A 体位ドレナージ 

        Ｂ 一時的吸引 

 



    

   10 回  Ⅳ 酸素吸入療法 

        Ａ 酸素吸入療法の概要 

        Ｂ 酸素吸入療法の方法 

   11 回  Ⅴ 胸腔ドレナージ 

   12 回  Ⅱ フィジカルアセスメント ＊バイタルサイン測定・聴診の演習＊ 

   13 回   Ｅ 系統的なフィジカルアセスメントの実際 

         1．体表面のアセスメント 

         2．呼吸器系のアセスメント 

         3．循環器系のアセスメント 

         4．腹部・消化器系のアセスメント 

   14 回  Ⅵ 体温管理・保温の援助 

         Ａ 体温管理・保温の基礎知識 

         Ｂ 冷罨法 

         Ｃ 温罨法 

   15 回  終講テスト 

 

 

 

受講上の注意： 

積極的かつ主体的に学習に取り組むこと 

疑問点は遠慮なく質問すること 

評価方法： 

 授業内課題・授業態度・終講

試験などで総合的に評価する 

 

テキスト：  メジカルフレンド 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ 

       メジカルフレンド 基礎看護学③ 基礎看護技術Ⅱ 

       医学書院     基礎・臨床看護技術 

視聴覚教材： ＤＶＤ 「フィジカルアセスメントの所見」 

           「腹部・筋骨格・神経」 

       ビデオ 「循環器系のアセスメント」 

           「呼吸器のアセスメント」 

           「気管内吸引と肺理学療法」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基礎看護技術Ⅲ   

１単位３０時間（２８時＋２時間）           担当講師：丹羽 久美  （実務経験有） 

授業の

目標 

日常生活援助を中心に看護に必要な基礎的知識・技術・態度を理解し、科学的根拠に基づいて 

実践できる能力を身につける 

（実践的な教育内容） 

 総合病院における病棟勤務の経験を活かし、日常生活援助を中心に、看護に必要な基礎的技術を科学的根拠に

基づいて実践できる方法について授業を行う。 

授業回

数 

授業内容 学習方略 

第  

１ 回  

・基礎看護技術とは 

・コミュニケーションの基礎 

     講義 

第  

２ 回  

・コミュニケーションの基礎知識 

・看護におけるコミュニケーション 

     講義 

第  

３ 回  

・看護師のみだしなみについて      講義・グループワーク 

第  

４ 回  

・グループワーク発表      発表 

第  

５ 回  

・環境の諸要素とその調整      講義 

第  

６ 回  

・病室と病床の環境調整      講義・ビデオ 

第  

７ 回  

・ベッドメーキング 

・臥床患者のリネン交換 

     演習 

第  

８ 回  

・食事摂取の意義としくみ      講義・ビデオ 

第  

９ 回  

・患者への食事の援助      講義・グループワーク 

第 １

０ 回  

・食事介助の演習      演習 

第 １

１ 回  

・非経口的栄養摂取の援助 

 経管栄養法・中心静脈栄養法 

     講義・ビデオ 

第 １

２ 回  

・排泄の意義としくみ      講義・ビデオ 

第 １

３ 回  

・排泄のアセスメント 

・排泄障害のある患者の援助 

     講義・ビデオ 

第 １

４ 回  

・排泄に関する処置      講義・ビデオ 

第 １

５ 回  

・筆記試験 

評価方法 ： 筆記試験 



学生へのメッセージ 

・病人の環境である病床環境を、快適な日常生活が送れるように整えるための知識と援助技術を身に付けましょ

う。 

・患者━看護師間の人間関係を形成するに当たって、コミュニケーション能力は必要不可欠です。社会生活に 

 おけるコミュニケーションの意義、患者と看護師のコミュニケーションに関する知識を身に付け、また看護に

おける 

 コミュニケーションを理解しましょう。 

・グループワークでは専門職業人を目指す学生として、自分の意見を積極的に発言し、他者の意見も聞きましょ

う。 

・健康生活における食事の意義を理解し、食事制限や機能の障害が対象に及ぼす影響を理解すると共に、 

 それぞれの対象に適した食事援助の方法を習得しましょう。 

・排泄の意義および患者の尊厳を踏まえた援助の基本を理解し、病態やＡＤＬに合った排泄援助技術を修得しま

しょう。 

備考： 教科書 メディカルフレンド社 基礎看護技術

Ⅰ・Ⅱ  

     副読本 医学書院 基礎・臨床看護技術 

関連科目： 解剖生理学 栄養学  

 



 

科目：専門分野Ⅰ 

基礎看護学技術Ⅳ 

（清潔・衣生活の援助技術） 

講義時期：1 年生 

（36 期生） 

時間数： 

22 時間+特活+試験 

 

 

 

担当：奥田ひとみ 

授業目標 

・皮膚・粘膜のしくみを知り、清潔の意義を理解することができる。 

・清潔援助の根拠を考え、それぞれの方法を実施することができる。 

・整容と衣生活から、患者の身だしなみについて考えることができる。 

1 回目 Ⅰ．清潔の意義 皮膚の解剖と機能 

Ⅱ．入浴 

講義 

 

2 回目 Ⅶ．洗髪 

Ⅷ．口腔ケア 

講義 

ＤＶＤ 

3 回目 Ⅲ．手浴 

Ⅳ．足浴 

講義 

ＤＶＤ 

４回目 

５回目 

手浴・足浴演習 演習 

６回目 Ⅸ．整容 

Ⅹ．衣生活（寝衣交換） 

講義 

ＤＶＤ 

７回目 Ⅴ．陰部洗浄 

Ⅵ．全身清拭 

講義 

ＤＶＤ 

８回目 

９回目 

１０回目 

１１回目 

全身清拭・寝衣交換演習 

プレテスト 

実技試験 

演習 

 

受講上の注意 

・授業の欠席やレポート提出遅れは減点の対象となります。 

・演習時は白衣、又は体操服で髪の毛はまとめ、演習時の身だし

なみ基準に沿って準備する。 

・人間らしい生を支える技術を学び、援助方法を習得しましょう。 

・積極的に参加する。休んだ場合補習演習や課題があります。 

評価方法 

筆記・実技試験 

授業・演習態度 

レポート提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

日常生活援助を中心とした看護に必要な基礎的知識・技術・態度を理解し、

科学的根拠に基づいて実践できる能力を身につける

到達目標 人間の活動、運動、休息、睡眠を援助する方法を習得する

講義回数

第４章：活動・休息の援助技術

・睡眠の意義、睡眠の生理

・睡眠の障害の種類と症状

・睡眠の援助

第４章：活動・休息の援助技術

・活動、休息とは

・廃用症候群とは

・体位変換の目的

・ボディメカニクスとは

・体位変換の実際

　　ボディメカニクスを活用し学習する

・体位変換の実際

・車いすの移動、移乗の実際

評価方法

教科書 メジカルフレンド社　基礎看護技術　Ⅱ　　・医学書院　基礎臨床看護技術

常に身だしなみは整えること

整っていない場合は演習室への入室はできません

手順や留意点、自分の体の動かしかたを考え、主体的に演習に臨むこと

科目目標

講義内容 方略

基礎看護技術　　Ⅳ

1単位　30時間中　8時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：田中

第４回 演習

筆記試験　　３０点　出欠状況・演習態度

備考

講義・ＧＷ第１回

第２，３回 講義・ＧＷ・ＤＶＤ

 

 

 

 



 

科 目：専門分野Ⅰ 基礎看護学 

基礎看護技術Ｖ 

講義時期：１年生（３６期生） 

時 間 数：３０時間 
担 当：河合 祐子・植田 英里 

テーマと授業目標 

１．すべての看護に共通する基礎的知識・技術・態度を理解し、科学的根拠に基づいて実践できる能力を身

につける。 

２．創傷管理の基礎知識と観察・処置の方法を身につける。 

３．同一体位による身体への影響が理解でき、必要な援助方法を学習する。 

４．薬物療法の目的や方法を理解し、安全・安楽に実施するための基本的知識を習得する。 

５．診療・検査に伴う基礎的知識・技術・態度を学び、看護の役割や援助方法を理解する。 

６．安全管理に対する知識を身につける。 

７．感染と感染予防の基礎知識を身につける。 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容などの計画） 

 

◇ 医療安全（担当：河合） 

・ヒューマンエラーの特性と防止 

・看護事故の構造と防止対策 

 

◇ 診察・検査（担当：河合） 

・検体検査  ・生体検査   ・穿刺、洗浄など 

 

◇ 感染予防（担当：河合） 

・感染と感染予防の基礎知識 

・感染源、感染経路への対策 

 

◇ 創傷管理技術（担当：植田） 

・皮膚の構造   ・創傷処置 

 

◇ 創傷管理技術（担当：植田） 

・包帯法     ・褥瘡予防 

 

◇ 与薬法（担当：植田） 

・概要   ・経口与薬    ・経皮的与薬      ・注射法  

・吸入   ・直腸内与薬   ・点眼・点鼻      ・輸血 

テーマと順序は変更することがあります 

受講上の注意 

☆ 授業中の私語は慎んでください。 

☆ 積極的に参加してください。 

☆ 評価はレポート、授業態度も対象とします。 

☆ 使用教科書に注意してください 

評価方法 

筆記試験 

授業態度 

レポートなど 



テキスト 

  基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ 、基礎看護学③ 基礎看護技術Ⅱ （メヂカルフレンド社） 

  基礎・臨床看護技術  （ 医学書院 ） 



授業計画書 

科目名：成人看護学総論 

（化学療法を受けている患

者の看護） 

講義時期：１月 22 日 

時 間 数：４時間（＋４時間） 

 

担当講師： 黒木 大輔 先生 

テーマと授業内容： 

  がん化学療法とその看護 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

●がんについて 

●がん化学療法について 

  ・がん化学療法薬について 

  ・有害事象について 

●がん化学療法を受ける患者のセルフケア支援について 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

     特にありません 

 

評価方法： 

  テスト 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



専門分野Ⅱ 

成人看護学総論 

シラバス 

 

1 単位（30 時間） 

15 回＋終講試験 

 

 

  3６期生 

 

担当講師：奥田ひとみ 

     （実務経験有） 

<授業目標> 

①成人期にある人の特徴を理解し、健康を保持していく為の看護援助が理解できる。 

②健康レベルにおける枠組みや必要な支援を理解できる。 

③成人看護に使用される理論・モデルが理解できる。 

（実践的な教育内容） 

総合病院における病棟勤務の臨床経験を活かし、成人看護学を担当、成人の特性と健康問

題の特徴及び成人の特性に応じた看護の展開方法について授業を行う。 

授業回数 授業内容 学習方略 

1 回目 

2 回目 

ライフサイクルの中での成人の位置づけ 

成人各期の発達段階について 

講義 

グループワーク 

発表 

3 回目 成人の生活・健康 

大人の学習の特徴と看護 

講義  

4 回目 

 

成人における健康障害の特徴、予防とその対策 

生活習慣に関する健康障害 

講義 

グループワーク 

５回目 成人保健の動向 

健康日本２１ ヘルスプロモーション 

自己効力感  エンパワメントなど 

講義 

６回目 成人における健康障害の特徴、予防とその対策 

職業に関する健康障害 

生活のストレスに関する健康障害 

 

講義 

グループワーク 

 

７回目 

８回目 

 

治療を必要とする対象 

（急性期、回復・リハビリテーション、慢性期、終末

期） 

 

講義 

グループワーク 

 

９回目 

１０回目 

発表 

書画カメラ 

11 回目 補足内容と理論家について 講義 

12 回目 がんと共生を促す看護技術（放射線療法） 講義 

 13 回目 

14 回目 がんと共生を促す看護技術（化学療法） 

             

講義（黒木講師） 

15 回目 

キーワード 

健康日本２１ 

自己効力感 

ヘルスプロモーション 

アンドラゴジー 

 

備考 

使用教科書： 

成人看護学総論（医学書院） 

基礎・臨床看護技術 

書画カメラ・パワーポイント  

評価方法 

終講試験、 

提出物、 

学習・グループワー

ク態度 



授業計画書 

科目名：  

成人看護学援助論Ⅰ 

（救急時・循環器・血液） 

講義時期：４月 13 日～５月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 中村 直晶 先生 

テーマと授業内容： 

  救急看護の基礎 

  循環器疾患患者の看護 

  血液疾患患者の看護 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

・救急の現状 

・救急の役割・目的 

・トリアージ 

・緊急と重症 

・バイタルサインの重要性 

・呼吸の正常と異常 

・呼吸音について 

・救急現場で遭遇する呼吸器疾患 

・循環について 

・循環の解剖生理の復習 

・心音 

・心電図 

・ショックについて 

・ショックの種類 

・見逃してはいけない症状について 

・５Killer Pain について 

・SｐO₂について 

・意識レベルについて 

・急変時の対応 

・救急現場での処置、気道確保 

・外傷について 

・血液の基礎 

 

受講上の注意： 

 

 

評価方法： 

  テスト 

テキスト：  教科書 

       配布資料 

参考書： 

 

 



成人看護学援助論Ⅱ 

急性期 看護過程 

シラバス 

36 期生 

 

令和２年 

       月  日（ ） 

時間数 2 時間＋特活 

担当：奥田ひとみ 

学習目標 

・周手術期の看護過程を通して、周手術期の患者に必要な知識や看護について理解する

ことができる。 

授業回数 授業内容 学習方略 

特活 

 

周手術期とは 講義 

1 回目 胃がんの事例を読んで、情報をわける 

2 号（情報）２号（分析） 

 

演習 

２回目 1 号の援助項目  

術直後のバイタルサイン・観察 

 

演習 

評価方法： 

・レポート 

・出席  

・授業態度 

10 点分の配点になります。欠席も減点対

象になります。 

点数配分 

・インデックス事前学習（１） 

・2 号情報（2） 

・２号分析（３） 

・グループワーク資料（２） 

・1 号 援助項目（２）    計 10 点 

提出日： 

１月  日（ ） 

ＨＲ時 

 

事前学習 

・胃がんの学習（病態・検査・治療・看護） 

 

<授業時準備するもの> 

・テキスト 系統看護学講座 別巻 臨床外科看護総論 

系統看護学講座 別巻 臨床外科看護各論 

系統看護学講座 専門Ⅱ 消化器外科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 

成人看護学援助論Ⅱ 

 

講義時期：６月 20 日～７月４日 

時 間 数：12時間 

（回数６回＋テスト） 

 

担当講師： 藤原 裕 先生 

テーマと授業内容： 

   消化器外科系看護 

   手術前中後看護 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

●パワーポイント中心に授業を進めます。 

●資料も配布資料を使います。 

 

６月 20 日 

 ・周手術期看護の概論 

 ・術前看護 

 ・術中看護 

 

６月 27 日 

 ・術後看護 

 

７月４日 

 ・術後管理とストーマ 

 ・国家試験対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

     特になし 

 

評価方法： 

筆記テスト 

 

テキスト： 教科書 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 

成人看護学援助論Ⅱ 

（消化器内科） 

講義時期：５月 14 日～７月２日 

時 間 数：12時間 

 

担当講師： 江籠 カエコ 先生 

テーマと授業内容： 

 成人看護学⑤消化器 

第１章 消化器内科看護を学ぶにあたって 

第６章 患者の看護 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１． 医療の動向と看護（第１章） 

    消化器疾患患者の特徴 

    看護の役割 

    疾患の経過と看護 

 

２． 患者の看護：症状に対する看護（第６章） 

 

３． 患者の看護：症状に対する看護、検査を受ける患者の看護（第６章） 

 

４． 疾患を持つ患者の看護 

    治療・処置を受ける患者の看護 

    腸・腹膜疾患を持つ患者の看護（第６章） 

 

５・６． 疾患を持つ患者の看護 

      肝臓胆嚢疾患の患者の看護 

      膵臓疾患患者の看護 

 

    ※クループワーク、発表 

    ※教科書に沿った内容の授業 

    ※看護過程など看護実践の経験を踏まえた講義形式 

    ※授業の内容は状況に応じて変更する場合があります。 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  筆記テスト 

 

テキスト： 系統看護学講座 消化器 成人看護学⑤ 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名：  

成人看護学援助論Ⅲ 

（ターミナル期） 

講義時期：11 月２日、16日 

時 間 数：８時間 

 

担当講師： 近藤 麻美 先生 

テーマと授業内容： 

  ターミナル期看護 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

11 月２日 １限目 緩和医療について：パワーポイントを使用し講義する。 

２限目 がん終末期の患者への看護 

         症状マネジメントについて：パワーポイントを使用し講義する。 

. 

11 月 16 日 １限目 症状マネジメントについて：パワーポイントを使用し講義する。 

      ２限目 終末期の患者・家族への看護：パワーポイントを使用し講義する。 

 

 

目標 

 ・痛み及び痛み以外の身体症状の治療と看護について理解する。 

 ・終末期の患者・家族の準備を整えるために必要な看護について理解する。 

 ・臨死期の患者・家族の準備を整えるため、身体的・精神的・社会的・スピリチュアル

的ニーズを理解する。必要な看護について理解する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  テスト 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



成人看護学援助論Ⅲ（看護過程）シラバス 令和２年度 

                                    3６期生 

時間数 12 時間+特活                     担当：奥田ひとみ 

授業目標 事例を用いて成人期にある患者の看護過程を行い、慢性期の看護について学習

することができる 

授業回数 授業内容 学習方略 

１・２回目 

（特活） 

３回目 

 

 

 

2 号情報 

春季休暇課題 

 

・もう一度事例を読む 

情報の収集 ※１年次使用した情報・分析の書き方やアセスメ

ントガイドを必ず持参する 

・患者から情報を収集し２号用紙を記入する（全て） 

 

演習 

グ ル ー プ

ワーク 

 

２年次 

１・２回目 

情報の追加と分析 

・不足している情報を追記していく 

分析の考え方を説明する 

分析 ※１年次使用した情報・分析の書き方やアセスメントガ

イドを必ず持参する 

・患者の情報から患者の状態について分析していく（全て） 

・２号用紙（分析）は５月 9 日（土）に提出 

演習 

グ ル ー プ

ワーク 

３・４回目 

 

２号用紙 一度返却 

看護上の問題・期待される結果・計画の立案 

・３号と４号用紙提出 

5 回目 

９月頃 

２号用紙返却 

・追記、修正をおこなう 

・分析から看護上の問題と思われる箇所に下線を引き再考する 

評価 看護過程のレポート（２～４号用紙）を提出、指導を受け追記・

修正をおこなうことで、単位の修得とする。 

授業態度・グループワーク参加度 

 

＜授業時準備するもの＞ 

・テキスト：系統看護学講座 成人看護学６ 内分泌・代謝 

              

  ・１年次の看護過程の講義資料及び頚部骨折の事例の書き方、アセスメントガイド等 

           （河合先生の授業分） 

 

 

 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 

成人看護学援助論Ⅲ 

（腎疾患看護） 

講義時期：６月 19 日、26日 

７月３日 

時 間 数：６時間 

 

担当講師： 吉田 和浩 先生 

テーマと授業内容： 

   腎疾患患者の看護 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

症例及び血液データから全身状態を読み取り、 

必要な看護援助方法・エビデンス力を高める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

     私語を慎む 

評価方法： 

   

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



授業計画書           令和 2年度  

科目 老年看護学総論 専門分野    ２単位 

時間数  30 時間（試験含む） 担当；田中早苗（実務経

験有） 

目的 老年看護学の対象である高齢者を、社会的存在の生活者として理解するために、身体的老化のみなら

ず、その人の人生や影響を受けた社会変動、環境などを総合的に理解する 

目標 １．ライフサイクルにおける老年期の身体的・精神的・社会的特徴について理解できる。  

２．高齢社会における高齢者の生活や健康状態を統計的に理解できる。  

３．高齢者を取り巻く社会構造や保健・医療・福祉の現状と、高齢者を支える社会システムの概要を

理解できる。  

４．老年看護における倫理的課題を考えることができる。  

５．高齢者の QOL と自己決定への支援について理解を深めることができる 

６．自身の周囲にいる（祖父母など）の生活史を知り、高齢者が発する言葉や行動の全てにその方の

歩んできた人生の歴史があることを理解する。 

（実践的な教育内容） 

総合病院における臨床経験を活かし、老年看護学を担当。高齢者の加齢に伴う変化と特徴をとらえ、対象の

QOL の維持・向上に向けた援助について授業を行う。 

回数   授  業  計  画 方 法   講  義  の  要  点 

 

１ 

第 2 章 高齢者の理解 

Ⅰ 加齢と老化  

  老年期の発達課題 

 

講 義 

 

・老年期の発達課題と危機を理解する 

２ 

  

 

５ 

Ⅱ 身体的側面 

Ⅲ 心理的側面 

Ⅳ 発達段階的側面 

Ⅴ 社会的側面 

講 義 

 

講 義 

 

 

・解剖生理をフィードバックしながら自然な変化を理解す

る 

・加齢に伴う身体的、心理的機能の変化を理解する 

・老年者の持つ弱みや問題のみに目を奪われるのではな

く、この世に生を受けた人間は、その瞬間から連続的、多

方向の発達プロセスを持つ存在であることを理解する 

６ 

 

 

 ９ 

第 3章 高齢者をとりまく社会 

Ⅰ 超高齢社会の統計的輪郭 

１）高齢化率２）高齢者の世帯 

３）高齢者の健康 

４）高齢者の暮らし 

GW 

 

プ レ ゼ

ン テ ー

ション 

・高齢社会の全体像（人口統計学的な知識，介護を含む家

族や社会構造的な知識）を把握する 

・わが国の老年人口の増加の特徴を知る 

・高齢者の増加に伴い、高齢者を取り巻く環境と社会の考

え方の移り変わりを理解する 

 10 

 

 

 13 

 

Ⅱ 我が国の高齢者保健・福祉 

  政策 

Ⅲ 長寿を生きる生活 

Ⅳ 家族形態と社会問題 

 

講 義 ・わが国の高齢者を取り巻く保健・医療・福祉における施

策整備の経過を知る。 

・医療施設以外の老年者のケアの場、ソーシャルサポート

システムについて理解する。 

・高齢化とサービスの多様化の必要性に応じ、医療・福祉

職が多様化されてきている事を知る 

・高齢者差別，及び虐待の状況，背景，予防対策などを知

り、各問題に対し自分の考察を明らかにする。 



14 

 

老人体験スーツ着用体験 演 習 ・老人体験スーツ着用体験し、加齢に伴う身体的変化を疑

似体験する 

 

15 

実際に起こった事件を元に、被

害者の立場、あるいは原告の立

場を考える。 

 

討 論 

 

・高齢者を取り巻く支援体制について、そして、医療者の

かかわりについて考えることが出来る。 

・高齢者を取り巻く社会状況や環境などについて考える事

が出来る。 

課題 

 

祖父母のライフヒストリー 課 題 ・自身の周囲にいる高齢者の半生の語りを聞く事で、高齢

者への尊敬の念を育む。 

・高齢者の人生をたどり、その社会の変化や歴史的な変動

がどのように個人の人生に影響を与えたかを考える。 

評価 

方法 

筆記試験 100 点とし、出席状況、講義に取り組む姿勢、レポート（ライフヒストリー含む）の提出

期限、内容（丁寧さ、誤字・脱字、決められた方法での記述）については、減点対象とする。 

テキスト ；老年看護学                         ヌーヴェル・ヒロカワ 

参考図書 ；「国民衛生の動向」                     財団法人厚生統計協会 

「厚生白書」 

高齢者の体と病気                     中央法規 

その他  ；授業はパワーポイントを使用しますので必ず準備してください。 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 

老年看護学援助論Ⅰ 

講義時期：５月 14 日～６月 

時 間 数：15時間 

 

担当講師： 小林 正和 先生 

テーマと授業内容： 

  老年看護と高齢者への理解を深め、 

取り巻く社会・環境を学ぶ。 

使用する視聴覚教材  ■ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１． 自己紹介  各自高齢者への看護観について 

 

２． 健康段階に応じた看護（ヘルスプロモーション・リハビリ） 

 

３． 慢性期・終末期看護、継続看護 

 

４．グループワーク（終末期・ターミナルの患者に対する看護・援助とその家族

の対応について） 

 

５． 福祉施設における看護、在宅ケア 

 

６． コミュニケーションへの援助・自立支援・介護予防・食事への援助 

 

７． 排泄・身だしなみ・生活リズムを整える援助、高齢者の精神保健 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

分からない所は質問を受け、回答にて理解を 

深めていく。 

 

評価方法： 

テストにて評価する 

 

テキスト：  ヌーベルヒロカワ 老年看護学 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 

老年看護学援助論Ⅰ 

講義時期：５月 18 日～７月 

時 間 数：15時間 

 

担当講師： 和田 晃幸 先生 

テーマと授業内容： 

  老年看護の実践を学ぶ 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１．摂食・嚥下障害 

２．誤嚥と窒息 

３．低栄養 

４．熱傷 

５．熱中症 

６．意識消失と心肺機能停止 

７．災害時の対応 

８．DVD（食事プロフェッショナル）感想文あり 原稿用紙１枚 

９．不眠 

10．転倒・転落 

11．薬物療法とその看護 

12．脳・神経疾患 ①脳梗塞 

         ②認知症 

13．DVD（認知症、コミュニケーション）感想文あり 原稿用紙１枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

講師の話をよく聴いて理解を深めてほしい 

 

評価方法： 

終講後にテストを行い、 

理解度を評価する 

 

テキスト：  ヌーベルヒロカワ 老年看護学 

参考書： 

 



授業計画書 

科目名： 

老年看護学援助論Ⅱ 

（呼吸器・アレルギー 

・膠原病・感染症） 

講義時期：９月３日～10月 29 日 

時 間 数：10時間 

 

担当講師： 村山 佐美子 先生 

テーマと授業内容： 

  各疾患の急性期、慢性期の症状を知り、 

看護を考える 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

１回目、２回目、３回目 

呼吸器 ： 呼吸器の構造・生理 

呼吸器症状と看護 

呼吸器疾患とその看護 

 肺炎・結核・肺癌・COPD・気胸・気管支喘息 

疾患に関連する検査とその看護 

胸部手術の術前・術後の看護 

呼吸器について 

胸腔内ドレナージ 

気管切開 

看護師が見る胸部レントゲンや実際の医療機器によるデモ 

４回目 

アレルギー・膠原病 ： アレルギーと膠原病の違い 

アレルギー疾患とその看護 

膠原病とその看護 

全身性エリテマトーデス 

リウマチ 

５回目 

感染症 ： 感染症疾患とその看護 

スタンダードプリコーション 

感染症の動向 

感染症疾患の特徴とその看護 

 

受講上の注意： 

積極的に授業参加する 

評価方法： 

  テスト 

テキスト：  系統看護学講座 成人看護学② 呼吸器 

系統看護学講座 成人看護学⑪ アレルギー・膠原病・感染症 

 

参考書： 看護過程にそった対症看護 

 



授業計画書 

科目名： 

老年看護学援助Ⅱ 

（運動器）  

講義時期：10 月～11月 

時 間 数：14時間 

 

担当講師： 長田 典子 先生 

テーマと授業内容： 

  運動器患者の看護について 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

・援助のための主な知識と技術（10/15） 

 

・症状に対する看護 

 

・検査を受ける患者の看護 

 

・保存療法を受ける患者の看護 

 

・手術を受ける患者の看護 

 

・経過に応じた患者の看護 

 

・症状を持つ患者の看護 

 

※教科書の順に進めていく 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

     なし 

 

評価方法： 

  テスト 

 

テキスト： 

   系統看護学講座 成人看護学⑩ 運動器（医学書院） 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 

 老年看護学援助論Ⅱ 

（看護過程） 

講義時期：６月～９月 

時 間 数：４時間 

（特活６時間を含めて１０時間） 

 

担当講師： 田中 早苗 先生 

テーマと授業内容： 

   

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

月日 授業回数 授業内容 学習方略 

６/３０ １回（１限目） 

・事例紹介 

・情報の収集および整理 

・情報の書き方 

講義・演習 
７/１３ 

 

７/１７ 

２回（２時限目） 

・8：55「情報収集用紙、認知症とは、Ｍ

ＭＳＥとは、ＷＢＣなど」７枚提出 

・分析の視点 

・分析方法 

分析は、夏季休暇中の宿題とします。提出日は８月３０日１４時４５分とします。 

９月頃 ３回 ・分析の視点（再説明） 演習 

予定 ４回 

・看護の方向性の抽出 

・看護目標 

・計画の立案 
グループワーク 

予定 ５回 

・看護の方向性 

・看護目標 

・計画の立案後の追記・修正 

 

 

受講上の注意： 

講義時必ず持参するもの 

・テキスト（老年看護学 

概論と看護の実践 第５

版） 

 ・認知症についての自己

学習したもの 

評価方法： 

・毎回、欠課(2 点)、遅刻(1 点)、授業態度(1～2 点)は減点対

象とします。 

・情報・分析等レポート内容も対象とします。 

①決められた方法での記載 

②誤字・脱字・丁寧さ・記録の漏れ 

③他者との類似 

・老年看護学援助論Ⅱの評価に含まれます。2 名の講師によ

る試験の合計点数 90 点に 10 点加算します。 

・総合計が 60 点に満たない場合、再試験となります。 

テキスト：  老年看護学 概論と看護の実践 第５版 ヌーヴェルひろかわ 



           小児看護学総論  科目シラバス 

     

単位：1 単位 時間数：30 時間 講師名：河原良重      （実務経験有） 

科目目標 ・子どもの成長・発達を学び、健康増進のための子どもと家族に応じた看護を理解する。 

学習目標 ・小児看護を取り巻く社会のしくみについて理解する。 

  ・子どもの成長・発達と親子関係、家族の機能について理解する。 

  ・健康障害が子どもおよび家族に及ぼす影響について学ぶ。 

（実践的な教育内容） 

大学病院での小児外科、呼吸器内科等の臨床経験を活かし、小児看護学を担当。小児看護の理念と機能・役割に

ついて授業を行う。  

授業回数     授業内容と学習方略 

１回 小児看護概論     

2 回   第１章 小児看護の特徴と理念 ・  「子ども」とは 

  ・ 小児看護の目ざすところ ・  小児医療を取り巻く環境 

  ・ 小児看護の変遷 ・ 小児医療から育成医療へ 

  ・ 小児看護における倫理 ・ 小児看護における看護師の役割 

  ・ 小児看護の課題 ・ グループワーク（レポート提出）  終講前 

    第２章 子どもの成長と発達 ・ 成長・発達の原則 

３回 ・ 成長・発達とは ・ 発達段階と発達課題 

4 回 ・ 成長・発達の進み方 ・ 成長・発達に影響する因子 

  ・ 成長・発達に影響する因子    遺伝的因子、環境的因子 

  ・ 成長の評価 ・ 発達の評価     

    第３章 子どもの栄養 ・ 食事摂取基準 

５回    ・ 発達段階別子どもの栄養の特徴と看護 

６回   第４章 新生児・乳児 ・ 身体発育、運動機能、知的機能、情緒・社会

性、 

７回   第５章 幼児・学童   コミュニケーション機能 

    第６章 思春期・青年期の小児   基本的生活習慣の獲得、養育及び看護 

       グループワーク（レポート提出） 

          

    第７章 家族の特徴とアセスメント   家族アセスメント 

8 回 小児臨床看護総論 ・ 疾病・障害が小児と家族に与える影響 

    第 1 章 疾病・障害をもつ子どもと家族の

看護 

・ 小児の健康問題と看護 

９回   第８章 子どもと家族を取り巻く社会 ・ 小児をめぐる法律と政策 

１０回   第１章 小児看護の特徴と理念            (グループワーク等） 

        小児と家族の諸統計 ・ 学校保健、予防接種、病児教育 

    第 2 章 子どもの状況に特徴づけられる看

護 

・ 外来における子どもと家族の看護 



１１回    ・ 入院中の子どもと家族の看護 

１２回   ・ 子どもの入院環境 

    ・ 子どもの入院と小児・家族の看護 

１３回   第 3 章 子どもにおける疾病の経過と看護 ・ アセスメントに必要な技術 

14 回   第４章 子どものアセスメント   （ビデオ学習） 

15 回   テスト     

評価の方

法 

1 筆記テスト：95 点 グループワーク・レポート点 5 点  合計 100 点満点 

 2 授業態度：居眠り、私語、教科書等を忘れた場合は減点対象となる。 

 3 欠課時の課題 ： 授業で使用したプリントまたはノートの提出を必須とする 

 



授業計画書 

科目名： 

小児看護学援助論Ⅰ 

講義時期：４月～７月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 川﨑 康寛 先生 

テーマと授業内容： 

小児疾患についての知識を深め、看護に活かす 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 講義日時 講義テーマ 関連する章 

1 ４月 17 日（水） 13：00～14：30 ≪はじめに≫ 

染色体異常・先天異常 

第１章 

2 ５月７日（火） 13：00～14：30 新生児 第２章 

3 ５月８日（水） 13：00～14：30 栄養と代謝 第３章 

4 ５月 15 日（水） 13：00～14：30 内分泌疾患 第４章 

5 ５月 22 日（水） 13：00～14：30 免疫に関わる疾患 第５章 

6 ６月４日（火） 13：00～14：30 ウイルス性感染症 第６章 

7 ６月５日（水） 13：00～14：30 細菌性感染症 第６章 

8 ６月 12 日（水） 13：00～14：30 それ以外の病原体による感染症 

呼吸器疾患 

第６章 

第７章 

9 ６月 18 日（火） 13：00～14：30 循環器疾患 

腎泌尿器疾患 

第８章 

第 12 章 

10 ６月 25 日（火） 13：00～14：30 消化器疾患 第９章 

11 ７月３日（水） 13：00～14：30 血液疾患 

悪性新生物 

第 10 章 

第 11 章 

12 ７月 10 日（水） 13：00～14：30 神経疾患 第 13 章 

13 ７月 16 日（火） 13：00～14：30 運動器疾患／皮膚疾患 

眼疾患／耳鼻咽喉疾患 

第 14～17 章 

14 ７月 17 日（水） 13：00～14：30 精神疾患 

事故予防 

第 18 章 

第 19 章 

15   終 講 試 験 
 

受講上の注意： 

予定された講義範囲にかかる解剖生理・生化学等につ

いても予習しておくことが望ましい 

評価方法： 

  終講試験による 

 

テキスト： 医学書院 系統看護学講座 小児臨床看護各論 小児看護学② 

参考書： 特になし 

 



授業計画書 

科目名： 

小児看護学援助論Ⅱ 

講義時期：10月１日～11月 19 日 

時 間 数：２２時間 

 

担当講師： 池辺 諒 先生 

テーマと授業内容： 

 健康問題や障害を持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・机上演習等を通し

て学習する。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン  

■ プロジェクタ― 

■ スピーカー（PC 接続用。あれば） 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

学習（到達）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．低出生体重児の看護：講義 

２．染色体異常・Ⅰ型糖尿病児の看護：講義 

３．内分泌疾患をもった子どもの看護：講義 

４．感染症と看護：講義 

５．循環器疾患と看護：講義＋机上演習 

６．消化器・運動器疾患と看護：講義 

７．血液・悪性主要疾患と看護：講義 

８．腎・泌尿器疾患と看護：講義 

９．神経疾患と看護：講義 

10．事故・外傷と看護：講義 

11．検査・処理を受ける子どもの看護：講義 

※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。  

 

評価方法： 

受講態度（質問や発言など）（20％） 

授業内で貸すレポート評価（60％） 

科目習得試験（20％） 

テキスト： 小児臨床看護各論 医学書院（2018） 

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。 

 

 



授業計画書 

科目名： 

小児看護学援助論Ⅱ 

講義時期：月日～月 

時 間 数：６時間 

 

担当講師： 河原 良重 先生 

テーマと授業内容： 

健康障害をもつ小児の成長発達過程を理解し、対象と

その家族に応じた看護を展開する基礎的能力を学習す

る 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

授業回数 授業内容 備考および学習方法 

１回   ／ ①小児看護の特性 

②情報収集の意義と方法 

事例紹介 

乳幼児期 

 発達段階 

 呼吸器の解剖生理 

講義 

 

２回   ／ ①分析の視点と分析方法 講義 

演習 

 

３回   ／ ①看護上の問題の明確化 

②援助計画の必要性 

③援助計画の記入について 

 

講義 

演習 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

   

 

テキスト：  小児看護学概論・各論 医学書院 

       小児看護学総論 授業資料 

参考書： 

 

 



 

母性看護学総論 （第 35 期生）シラバス                   担当講師：藤村 珠美代 

                                          （実務経験有）      

単位：１ 時間数：３０ 

 

授業 

目標 

  

  

1 母性看護の基盤となる概念を理解する           

2 母性看護の対象を取り巻く社会の変遷と現状を理解する。    

3 女性のライフステージ各期における特徴とリプロダクティブヘルスに関する看護を理解する。 

（実践的な教育内容） 

複数の総合病院での助産師としての臨床経験を活かし、母性看護学の理念と意義に

ついて授業を行う。 

 

授業 

回数 

授業内容 授業方法 

１回 母性看護とは         講義   

 ／   母性看護の特徴を理解する       DVD   

２回 母性看護の基盤となる概念と母性看護の機能と役割     講義   

 ／   母性の基礎となる概念を理解する           

３回 母性看護学領域における倫理       講義   

 ／   生命の尊厳や生命倫理について考える           

４回 人間の性と生殖の概念       講義   

 ／   人間の性と生殖の意義について理解する         

５回 母性看護の歴史的変遷と現状       講義   

 ／   母性看護の歴史・動向の変遷を学ぶ           

６回 母性看護を取り巻く社会の変遷①       講義   

 ／   母性保健の法律・施策・環境の変遷を学ぶ         

７回 母性看護を取り巻く社会の変遷②       講義   

 ／   母性保健の法律・施策・環境の変遷を学ぶ             

８回               施設見学   



 ／                   

９回         施設見学   

 ／                   

１０回 ライフサイクルにおける形態・機能       講義   

 ／   女性生殖器の仕組みと働きについて学ぶ           

１１回 ライフサイクルにおける女性の健康と看護の必要性①   講義   

 ／   思春期・成熟期女性の健康問題と看護について理解する     

12 回 ライフサイクルにおける女性の健康と看護の必要性②   講義   

 ／   更年期・老年期女性の健康問題と看護について理解する   

13 回 リプロダクティブヘルスケア①       講義   

 ／               グループワーク 

14 回 リプロダクティブヘルスケア②       講義   

 ／               グループワーク 

１５回 終講試験（前期）             

評価方

法 

        テキスト、参考

書： 

    

・ 筆記試験（80 点）レポート（20 点） 母性看護学概論 母性看護学① 医学書院 

・ 授業態度（欠席、居眠り、提出期限）           

 

 

 



授業計画書 

科目名： 

母性看護学援助論Ⅰ 

講義時期：６月１日～１１月 

時 間 数：２２時間 

 

担当講師： 中村 加奈子 先生 

テーマと授業内容： 

妊娠・分娩・産褥・新生児の正常な経過を学ぶ。 

妊娠・分娩・産褥・新生児の異常を学ぶ。 

産婦人科看護を学ぶ 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

  １．正常な妊娠のアセスメント 

     妊婦と胎児の正常な経過       １回目 

     アセスメント            ２回目 

     妊娠期の代表的な異常        ３回目 

  ２．正常な分娩のアセスメント 

     正常な分娩経過を学ぶ        ４回目 

     分娩期の代表的な異常        ５回目 

  ３．正常な産褥のアセスメント      

     正常な退行性変化・進行性変化    ６回目 

     アセスメントポイント        ７回目 

     産褥期の代表的な異常        ８回目 

 

  ４．正常な新生児のアセスメント 

     出生直後の新生児の対外生活適応力  ７回目 

     早期新生児の正常な経過       ８回目 

     新生児の代表的な異常        ９回目 

     アセスメントポイント        10 回目 

  ５．産婦人科看護             11・12 回目 

 

受講上の注意： 

・テキストとレジメを使用します。 

・授業の内容が、変更することがあります。 

・今までに学習した内容を復習確認し、系統的に考える

事を目標に学習しましょう。 

 

評価方法： 

   

テスト１回 

テキスト：  周産期ナーシング 

 

参考書：  病気がみえる 産科 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 

母性看護学援助論Ⅰ 

講義時期：９月１８日 

時 間 数：２時間 

 

担当講師： 林田 はるえ 先生 

テーマと授業内容： 

  女性生殖器 －総論－ 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

資料に沿って、女性生殖器の解剖・検査・診察・治療に

関する総論を理解することを目標とし、講義を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

テストにより評価 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



授業計画書 

 

科目名：母性看護学援助論Ⅱ 

        

講義時期：１０月～ 

時間数： ２４時間（1２回） 

看護過程 6 時間（３回） 

 

担当講師： 藤村 珠美代 

     （実務経験有）       

 

授業の目標（テーマと授業内容） 

１．妊娠期、分娩期、産褥期、新生児期にある人とその家族の特徴を学び、対象に応じた看護を理

解する。 

２．正常な妊娠、分娩、産褥の経過をたどる対象の看護過程の展開を通して対象の状態に応じた看

護の方法を理解する。 

（実践的な教育内容） 

助産師として複数の総合病院で勤務。豊富な臨床経験を活かし、妊娠期、分娩期、産褥期、新生 

児期の特徴と各期における援助方法について授業を行う。 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

第 １回  正常な妊娠の看護ケア 

第 ２回     〃 

第 ３回  正常な分娩の看護ケア 

第 ４回     〃 

第 ５回  正常な新生児の看護ケア 

第 ６回     〃 

第 ７回  正常な産褥の看護ケア 

第 ８回     〃 

第 ９回     〃 

第１０回  産褥期の代表的な異常 

第１１回  看護過程について 

第１２回  終講試験 

第１３回  褥婦の看護過程の展開 

第１４回     〃 

第１５回     〃 

受講上の注意： 

・１２回目で終講試験を実施します。その後、看護過程６時間が 

あるため、時間数には注意して下さい。 

 ・技術演習がある場合は、連絡します。 

・３年次の領域別実習に活かせるように学習に取り組んで下さい     

評価方法： 

筆記試験   ９０点 

看護過程   １０点 

テキスト：周産期ナーシング 

参考書：佐世正勝、石村由利子編著：ウエルネスからみた母性看護過程、医学書院 

太田操編著：ウエルネス看護診断にもとづく母性看護過程、医歯薬出版 

岡庭豊：病気がみえる 産科、メディックメディア 

 

 

 



2019 年度  精神看護学総論 シラバス 

 
時間数：30 時間 

１単位 

講師名：河﨑建人（12 時間）、 

天野みゆき（16 時間） 

担当範囲 １回～８回：天野、 

     ９回～14 回：学校

長 

科目目標 
ライフサイクルにおける精神保健を学ぶとともに、こころの健康について理解

し精神看護の機能と役割について理解する。 

授業回数 

月 日 授業内容 学習方法 学習のポイント・キーワード 

 

１回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

２回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

３回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

 

 

 

 

４回 

  ／ 

（  ） 

 

時限目 

 

 

 

５回 

  ／ 

（  ） 

1．精神看護学の位

置づけ 

 

 

2．精神の健康 

1）精神の健康の概

念 

2）精神保健の領域 

3）精神障害の一

次・二次・ 

三次予防 

4）心の健康 

 

・講義（精神看護学Ⅰ） 

  シラバス 

 

・精神看護学Ⅰ 

・次回講義資料配布 

 

 

 

・狭義の精神保健 

・講義の精神保健 

・ＷＨＯ憲章の定義 

 

・心の健康とは、精神的な健康

とは 

・アンヘドニア 

4．精神障害者のイ

メージとは 

・講義（精神看護学Ⅰ） 

・こころの病気ってどんなもの：

事例を用いながらグループワー

クを行い発表する。 

・当事者研究：テーマ・学籍番号・

氏名を欄外に記入する。（原稿用

紙に感想文１枚以上記入し、次回

登校日予備室に提出する。各自で

チェックする。時間厳守。遅れた

場合には減点あり） 

提出 日   月   日   曜

日     ： 

 

 

5. 心の機能と発

達 

1）フロイトの精神

力動論と精神情緒

の発達論 

（1）力動論 

（2）心的構造論

と局所論 

・講義（精神看護学Ⅰ・ 資料配

布 

 

 

 

 

 

 

・力動論 フロイト 精神分析

（深層心理学） 

・局所論 意識・無意識・前意

識 

・心的構造論 エス・自我・超

自我 

 

 



時限目 

 

 

６回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

 

７回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

 

 

８回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

９回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

10 回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

11 回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

12 回 

（3）経済論 

（4）発達論 

（5）適応論 

2）自我の防衛機制 

 

6．DVD 視聴にて感

想の発表 

 

資料に沿って身近な事例を考え

ながら理解する 

レポート次回登校日に予備室で

提出（時間厳守。遅れた場合は減

点あり） 

提出 日   月   日   曜

日     ： 

 

・転移感情 

7．発達課題と関連

する理論 

1）フロイトの発達

理論 

2）エリクソンの自

我発達理論 

ハビガースト

の発達理論 

 

8．ストレスと対処

行動と危機理論 

1）ストレスとは 

2）ストレスと免疫

系と精神保健 

3）ストレス対処行

動 

4）危機理論 

 （1）危機の概念 

 （2）危機介入 

（3）危機と予防 

 （4）コンサルテ

ーション 

 

・講義（精神看護学Ⅰ） 

・参考図書持参：看護のための人

間発達学 

 

・ライフサイクルにおける心理社

会的特徴を理解する。 

 

 

 

 

・講義（精神看護学Ⅰ） 

 

・資料を用いてストレスコーピン

グ理論を学習する。 

・フロイト発達理論 

・エリクソンの自我発達理論 

  ８つの段階と、第Ⅰ～Ⅶ段

階のライフタスクと人間の

強さ（フロイトと相違点及

び特徴） 

・ハビガーストの発達理論 

  ６つの発達段階と、第１～

６段階の発達理論（ハビガ

ーストの特徴） 

・セリエのストレスの定義 

・警告反応期（ショック相・半

ショック相）・抵抗期・疲憊

期 

9．リエゾン精神看

護 

1）リエゾン精神看

護とは 

2）病気と心理社会

的反応 

3）身体疾患を持つ

人の心の健康 

4）患者を支える家

族の心の健康 

5）看護職員の精神

・講義（精神看護学Ⅰ） ・リエゾン 

 

・コンサルテーション 

・身体疾患を持つ患者 

  患者・家族 

  看護者の精神の健康 



  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

13 回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

 

 

14 回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

の健康 

6）メンタルウェル

ネス 

 

10．精神の機能と障

害 

1）知能と知能障害 

2）知覚と知覚障害 

3）思考と思考障害 

4）記憶と記憶障害 

5）認知と認知障害 

6）感情と感情障害 

7）意識と意識障害 

8）意欲と意欲障害 

 

・資料を用いて学習する  

11．チーム医療と看

護 

1）チーム医療 

2）クリニカルパス 

 

・講義（精神看護学Ⅰ）  

12．精神保健と社会 

1）家族の機能と家

族形態の変化 

2）学校と精神保健 

3）職場における精

神保健 

4）保健医療に関す

る資源の活用と調

整 

5）社会資源の活用

とケアマネージメ

ント 

6）災害時地域精神

保健医療活動 

7）社会復帰・社会

参加の基本 

 

13．精神保健医療福

祉の歴史と法制度 

1）精神保健医療福

祉の歴史 

2）精神保健及び精

・講義（精神看護学Ⅰ）  



神障害者福祉に関

する法律 

3）精神保健医療福

祉に関する法制度 

4）心の健康に関す

る普及啓発 

5）患者の権利擁護 

 

14．社会とメンタル

ヘルス 

1）現代社会と精神

保健的問題 

2）さまざまな社会

病理現象 

 

15 回 

  ／ 

（  ） 

時限目 

評
価 

・筆記試験 ： 終講試験 学校長５０点 、 天野５０点 

・レポート ： 提出期限に遅れる。提出しない場合は単位修得に関わるので注意

する。 

・出 席 率 ： 欠課・欠席に関しても評価対象となるため注意する。 

・授業態度 ： グループワークなどに参加しない、寝ている、他の教科の学習、

授業放棄と認めた場合は、減点対象となるため注意する。 

テキスト 精神看護学Ⅰ 廣川書店 ・ 心理学資料 

参考図書   看護のための人間発達学 医学書院 （資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 

精神看護学援助論Ⅰ 

(看護過程) 

講義時期：２月～３月 

時 間 数：12時間 

 

担当講師： 三本 都 先生 

テーマと授業内容： 

精神看護学看護過程 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

月日 授業回数 授業内容 

2/18 

１回 

 

２回 

事例紹介・記録用紙配布 

統合失調症の自己学習 

２号用紙 分析の視点 

2/21 

３回 背景となる情報の分析の視点 

心的構造論・局所論書き方 

分析の視点チェックリスト 

2/26 

４回 情報収集、２号用紙分析の追記 

情報収集の提出日：２月２６日 8：55 

3/4 

５回 

６回 

３号用紙 看護上の問題 

４号用紙 看護計画立案 

２号用紙 分析の提出日：３月６日 8：55 

最終提出日：３月１７日 12：55 

３号用紙、４号用紙、２号用紙、自己学習の順に綴じて提出 

 

●精神看護過程 

 

1）アセスメントガイドに沿って情報を整理する。(２号用紙) 

   ・情報の書き方を参考にする。 

2）情報を分析する。 

   ・分析の視点にそって記入する。 

 3）２号用紙の分析で看護上の問題となるところに下線を引く。 

4）看護上の問題を抽出する(３号用紙) 

   ・問題の優先度を考える。 

   ・２つ以上は問題を考える。 

 5）看護上の問題（優先される上位の問題）から期待される結果（１、２週間ぐらい先を想定）およ

び援助計画を１つ以上立案する。（４号用紙）但し評価はしない。 



 

提出日 

 １回目 

  ・情報収集の提出日は、令和２年２月２６日（水） 8：55 までに教室で提出する。 

  ・必ずチェック表に記入する。 

   （時間厳守できない場合は減点対象になりますので、注意して下さい。） 

２回目 

  ・分析の提出日は、令和２年３月６日（金） 8：55 までに予備教室で提出する。 

  ・必ずチェック表に記入する。 

   （時間厳守できない場合は減点対象になりますので、注意して下さい。） 

３回目 

  ・最終提出期限は、令和２年３月１３日（金） 12：55 までに予備教室で提出する。 

  ・３、４号用紙、２号患者理解用紙、自己学習の順番に、ペーパーファスナーで 

留め、１冊で提出する。 

 ※扇折にせず全部の枚数重ねて二つ折りにする。（読みやすいため、協力をお願い

します） 

   （時間厳守できない場合は減点対象になりますので、注意して下さい。） 

 

※期日および時間を厳守すること 

  精神看護学援助論Ⅰに含まれるため、守れない場合は減点、単位未修得の対象と 

なる場合があるので注意すること。 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

  看護過程(１５点) 

  出席状況他平常点(５点) 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業計画書 

科目名：  

精神看護学援助論Ⅰ 

講義時期：２月 14 日、19日 

時 間 数：４時間 

 

担当講師： 小磯 直子 先生 

テーマと授業内容： 

 集団療法をはじめとする内面への働きかけを学び、

治療的意義について理解する。 

使用する視聴覚教材  ■ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

（１）チームワーク論 

グループワーク 

集団療法 

内面への働きかけ 

質問・課題プリント 

 

（２）リハビリテーションモデルについて 

作業療法 

レクリエーション療法 

課題プリントフィードバック 

確認問題 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

   

 

テキスト： 精神看護学Ⅰ・Ⅱ  

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 

精神看護学援助論Ⅰ 

講義時期：９月 28 日～12月 

時 間 数：10時間 

 

担当講師： 壁下 康信 先生 

テーマと授業内容： 

  精神疾患・精神症状の理解と治療 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

第１講 精神疾患の基礎知識（概念・歴史・診断基準など） 

第２講 精神疾患各論 ①統合失調症・気分（感情）障害 

第３講 精神疾患各論 ②ストレス障害（パニック障害・強迫性障害）・

発達障害 

第４講 精神疾患各論 ③認知症・器質性精神障害・薬物中毒／依存症 

第５講 精神科のおける各種治療法（薬物療法・精神療法・電気けいれん

療法など） 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

本科目の講義は、９～12 月にまたがるため、

講義日程に注意して下さい 

      

評価方法： 

1．出席状況 

2．講義中課題の提出状況とその評価 

3．筆記試験の得点、上記を総合して 

評価を行います。 

 

 

テキスト： 精神看護学Ⅱ 精神臨床看護学 第６版 

（川野雅資 編集 NOUVELLE HIROKAWA 東京） 

参考書 ： 適宜、指示します。 

 

 



授業計画書                       

科目名： 

精神看護学援助論Ⅱ 

講義時期：9、10、11 月（15 回） 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 末吉 史典 先生 

テーマと授業内容： 

 第１章 精神看護援助の基本と技術 

 第２章 精神疾患の理解と治療 

第４章 入院生活から社会生活の継続までの看護 

第５章 症状別アセスメントとケアプラン 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  ■ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

                                          

 第１章 精神看護援助の基本と技術 

 

第１回目 患者 － 看護師関係 

1）人間関係論 

2）自己の振り返り 

3）プロセスレコードの活用 

 

第２回目 セルフケアの援助 

1）セルフケア理論 ～ 9）安全 まで 

 

第３回目 生きる力の強さ 

  1）ストレングス＜強み・力＞ 

  2）リカバリ＜回復＞ 

  3）エンパワメント 

 

 第２章 精神疾患の理解と治療 

 

第４・５回目 脳のしくみと精神機能 

1）脳の部位と精神機能 

2）神経伝達物質と精神機能 

3）ストレスと脆弱性仮説 

4）脳と免疫機能 

5）睡眠障害とサーカディアンリズム 

 

 第４章 入院から社会生活の継続までの看護 

 

  第６回目 精神疾患患者の理解 教科書 P172～183 

    ビデオ 癒しの揺りかご ～精神科医療～ 



第７回目・８回目 安全管理 教科書 P184～202 

   ビデオ 目で見る精神看護 VOL１ 精神科医療の現場 

   物品  拘束帯・吸引ノズル 

  

 第９回目 急性期から回復期 慢性期の看護 教科書 P203～222 

 

第５章 症状別アセスメントとケアプラン 

第 10～14 回目 

    ＤＶＤ 精神科の症状と看護 第一部 （社）日本精神科看護技術協会 

   パソコン使用・プリント使用 

     

① 幻覚、妄想状態にある患者の看護 

    ② 自閉状態にある患者の看護 

    ③ 不安状態にある患者の看護 

    ④ そう状態にある患者の看護 

    ⑤ 抑うつ状態にある患者の看護 

    ⑥ 自傷・自殺のおそれがある 

    ⑦ 混迷状態にある患者の看護 

    ⑧ 興奮状態にある患者の看護 

    ⑨ 不眠状態にある患者の看護 

    ⑩ 拒絶状態にある患者の看護 

    ⑪ 痙攣発作のある患者の看護 

    ⑫ もうろう状態にある患者の看護 

    ⑬ せんもう状態にある患者の看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

   

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



科目目標

授業回数 授業内容 学習方略

第　　１　回　
・在宅看護とは
　在宅看護に必要な知識・技術
・自己学習（ＣＯＰＤ）

　　　　　　　　講義・ＤＶＤ・自己学習

第　　２・３・４　回　
・在宅看護過程の展開
　（事例紹介　情報収集と情報の整理　分析方法）
・個人ワーク（情報収集　枠組み整理　分析）

　　　　　　　　講義・個人ワーク

第　　６・７　回　 ・看護計画記入方法 　　　　　　　　講義・個人ワーク

在宅看護概論　　　３５期生
１単位３０時間　内（１６時間：８回）
担当：丹羽

在宅看護における生活を基盤としたアセスメント方法を理解し、在宅看護の看護過程を展開する
能力を身につける

評価方法　：　各記録用紙の提出状況・内容
　　　　　　　　　出席状況　個人ワーク等の自習時の取り組み姿勢（私語・立ち歩き・居眠り等）
　　　　　　　　　講義を欠席した際は課題を提出します。各自で課題の確認をしてください。

備考：　在宅看護概論　在宅看護論　呼吸器教科書
　　　　　その他各自が必要と考えるもの（レビューブック・基礎臨床看護技術・雑誌など）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 在宅看護概論 
講義時期：４月～５月 

時 間 数：12時間 

 

担当講師： 冨田 昌秀 先生 

テーマと授業内容： 

  在宅看護総論 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ □ 書画カメ

ラ 

□ プロジェクタ― □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

１日目  目標：在宅看護の目的と特徴の理解 

内容：在宅看護総論 

地域包括ケアシステムの理解 

地域連携クリティカルパス 

看護師の倫理 

２日目 目標：対象者の理解・在宅看護の提供方法 

内容：年齢・疾患・障害からみた特徴理解 

生活支援の視点 

家族支援の理解 

地域における社会資源の活用 

意思決定支援 

３日目 目標：在宅生活支援における関係法の理解ができる 

内容：訪問看護制度の創設と発展経緯の振り返り 

在宅看護に係る法令・制度の理解 

介護保険制度 

４日目 目標：訪問看護を提供する上での制度理解と手順、費用負担が理解できる 

内容：訪問看護の制度理解 

訪問看護ステーションに関する規定 

訪問看護利用の手順 

訪問看護費用の理解 

５日目 目標：訪問看護運営の理解ができる 

内容：訪問看護サービスの提供 

チームケアの理解 

訪問看護ステーション管理運営 

記録 

ケアマネジメントと社会資源の活用 

６日目 目標：多職種との連携、ネットワークづくりの必要性を学ぶ 

内容：地域における多職種連携 

在宅生活を支援する多職種 

医療連携 

地域の社会資源との連携 

ネットワークづくり 



受講上の注意： 

とくにありません 

評価方法： 

  テスト 

テキスト：   

参考書： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 

在宅看護援助論Ⅰ 

講義時期：９月 11 日～12月 

時 間 数：30時間 

 

担当講師： 辰巳 久代 先生 

テーマと授業内容： 

・在宅での看護技術の知識が理解できる。 

・自宅で看護行為を行うときの優順位や工夫を知る。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１回目 在宅で患者や家族が求めていること、訪問看護師の役割を理解する。 

２回目 呼吸に関する在宅看護技術を理解する。呼吸の観察。 

３回目 呼吸に関する在宅看護技術を理解する。ＮＰＰⅤ・ＨＯＴ・呼吸器。 

４回目 食生活・嚥下に関する在宅看護技術を理解する。経管栄養法・ＨＰＮ。 

５回目 排泄に関する在宅看護技術を理解する。尿道留置カテーテル・ストーマ 

６回目 移動・移乗に関する在宅看護技術を理解する。 

７回目 清潔に関する在宅看護技術を理化する。褥瘡の予防とケア。 

８回目 認知機能のアセスメント法と援助技術を理解する。 

９回目 在宅におけるエンド・オブ・ケア 

10 回目 外来がん治療の支援 

11 回目 疼痛緩和 

12 回目 事例をふまえて 

13 回目 事例をふまえて 

14 回目 総復習 

 

受講上の注意： 

 

      

 

評価方法： 

   

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名： 

在宅看護援助論Ⅱ 

講義時期：９月～１１月 

時 間 数：18時間 

 

担当講師： 磯遊 晃治 先生 

テーマと授業内容： 

在宅援助のポイントを学び、ケースについて考える事

で、刺激と反応により導かれた認識の強化を図る。 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１時限目 自己紹介 在宅介護介入時期別の特徴 

２時限目 独居の療養者に対する在宅看護の事例展開 

３時限目 終末期（がん）の 

４時限目 ＣＯＰＤ／特発性間質性肺炎の療養者に対する在宅患者の事例展開 

５時限目 脳卒中患者の在宅療養導入の事例展開 

６時限目 パーキンソン病の療養者に対する在宅看護の事例展開 

７時限目 認知症の療養者に対する在宅看護の事例展開 

８・９時限目 統合失調症の療養者に対する在宅看護の事例展開 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

受講上の注意： 

グループワークは積極的に発言して下さい 

 欠席時はプリントに授業内容を書き込んで提出して

下さい。（２週間以内） 

 プリントの提出がなければ、テストを減点します。 

評価方法： 

 出席状況・授業態度 

 テストは上記状況で難易度が

変化します。（易～特難まで） 

  全授業でパワーポイントを使用します。 

テキスト：医学書院 『在宅看護論』 

参考書： 

 

 



授 業 計 画 書     令和元年 

科目名 

在宅看護援助論 

（脳神経看護） 

講義時期：10 月 

時間数：10 時間 

 

 

担当講師：松野 友佳子 

 

テーマと授業内容 

下記参照 

 

 使用する視聴覚教材 

プロジェクター 

ノートパソコン（講師持参） 

演習時：ワイヤレスマイク 

授業の流れ（スケジュール・目標・内容等の計画） 

Ⅰ．目標 

 ①脳神経疾患の病態と看護の基礎を理解できる 

 ②講義や演習で学んだ事を踏まえ、グループで課題に沿った看護介入方法を発表するこ

とができる 

 

Ⅱ．スケジュール 

 10/4(3 限目)：解剖、バイタルサインの診方 

 10/4 (4 限目)：高次脳機能障害について 

 10/8(3 限目)：疾患、症状別看護、各種検査、リハビリ 

 10/8(4 限目)：日常生活支援技術演習 

 10/18(4 限目)：グループ発表 

 

Ⅲ．10/8 演習詳細 

 実施場所：学内実習室 

 実施項目：三角巾の使い方、更衣、洗体動作、車椅子への移動、歯磨き、食事介助、ポ

ジショニング 

 必要物品：＜学校準備＞三角巾、車椅子 

      ＜学生持参＞タオル 1 枚、バスタオル 1 枚、ゆったりした T シャツ、前開き

のシャツ、ゆったりしたズボン、歯ブラシ、歯磨き粉 

 演習当日服装：動きやすいように体操服で参加 

 

Ⅳ．10/18 グループ発表詳細 

 グループ構成：6 グループ編成（グループメンバー構成は学生にまかせる） 

 発表時間：１グループ 10 分（質疑応答含む）×6 グループ＝60 分、総評 10 分、記録ま

とめ 20 分 

 発表スタイル：司会、進行（学生担当）1 グループから順番に教壇上で発表する 

        発表方法の工夫は自由（実演、小道具など使用し創意工夫すること） 

 評価ポイント：看護介入の意図、根拠、観察項目、看護介入の実際が発表できているか 

 ＜各グループ課題＞ 

１G注意障害のある患者（周囲の刺激に反応し、なかなか食事がとれない）に対する食事

環境の工夫（大部屋病室ベッドサイド編） 

２G左半側空間無視のある患者に対する食事環境の工夫 



３G 左半側空間無視（左側の物や人に良くぶつかる）のある患者への日常生活環境の工夫 

４G運動性失語（話は理解できるが、上手く返答ができない）のある患者へのコミュケー

ションの工夫 

５G構成障害（衣服の前後、上下、左右を誤る）、着衣失行により着衣が上手くできない患

者への着衣訓練の工夫 

６G左身体失認と左麻痺側がある患者。車椅子移乗時の援助や、入浴時の洗体動作援助時

の工夫 

 

受講上の注意 

演習・グループ発表には必ず参加すること（評価点あり） 

評価方法 

 筆記試験：20 点 

 演習参加：10 点 

 グループ発表参加：10 点 

テキスト：教科書 

参考書：配布プリント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業計画書 

科目名：  

看護管理（医療安全） 

講義時期：６月～９月 

時 間 数：14時間 

 

担当講師： 石川 みゆき 先生 

テーマと授業内容： 

  看護管理・医療安全 

使用する視聴覚教材  □ なし  

□ ノートパソコン □ ラジカセ 

□ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

ねがい： 医療安全を学ぶ必要性を知る事ができる。 

目標 ： 医療安全とは何か知る事ができる。 

     医療安全が看護者にとって必要不可欠である事を知る事ができる。 

 

授業内容 

 １回目： 医療安全の歴史 

      医療安全をは何か？（看護師の法的責任） 

      ヒューマンエラーについて 

      当院での医療安全の取組み 

 ２回目： 医療安全とコミュニケーション 

 ３回目： 療養上の世話の事故防止 

 ４回目： 診療の補助業務に伴う事故防止（１） 

      患者に投与する業務における事故防止 

 ５回目： 診療の補助業務に伴う事故防止（２） 

      継続中の危険な医療行為・観察・管理における事故防止 

 ６回目： 医療安全と感染対策 

      看護師の労働安全衛生上の事故防止 

 ７回目： 組織的な安全管理体制の取組みについて 

 

 

  

 

 

受講上の注意： 

ありません 

評価方法： 

  テスト 

 

テキスト： 医療安全・看護の統合と実践 看護学概論 医療安全ワークブック第４版 

参考書： 

 

 



科目名： 看護管理 

国際看護学 

講義時期：２年生（３５期生） 

時 間 数：６時間  

 

担当講師： 河合 祐子 

 

テーマと授業目標 

 国際社会の中で看護師として果たす役割を理解できる 

 

・ 国際的視野を持ち、専門職業人として、自己研鑽できる能力を養う。 

・ 看護に対する国際的ニーズを理解する。 

 

 

 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容などの計画） 

 

 

 テーマ 学習方法 

１回目 

2 月 12 日（水） 

・ 国際看護とは 

・ 国際看護の対象 

・ 国際看護の方法 

講義 

Ｐ．Ｐ． 

２回目 

２月 18 日（火） ・ 国際看護の実際 
講義 

Ｐ．Ｐ． 

３回目 

２月 25 日（火） ・ 国際看護の実際  
講義、Ｐ．Ｐ． 

レポート 

 テーマは変更することがあります 

 

受講上の注意 

 

☆ 授業中の私語は慎んでください 

☆ 積極的に参加してください 

☆ 評価はレポート、授業態度も対象とします 

（提出物を期日に提出できなかった場合の得点は 0 点とします） 

評価方法 

 

 

レポート（10 点） 

テキスト 

なし 

          

 

 

 

 



授業計画書 

科目名： 看護管理 
講義時期：２月 12 日～３月 

時 間 数：８時間 

 

担当講師： 村山 佐美子 先生 

テーマと授業内容： 

  看護サービスの管理を理解する 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

１回目～４回目 

 看護の継続性と情報共有 

  申し送り、カンファレンス 

  多種職との情報共有 など 

 

 特定行為に係る研修制度 

  特定行為内容 

 

 看護の提供のしくみ 

  看護管理者の役割 

  看護制度 

  看護サービスの評価 

   医療保険制度 

   診療報酬に関して 

   人事配置について 

   組織 

   リーダーシップ 

   採用 

   労働環境 

   労働安全衛生 

 

 

 

受講上の注意： 

積極的に授業参加する 

評価方法： 

  終講テスト 

テキスト：   

 

参考書： 

 

 



授業計画書 

科目名：  

災害看護 

講義時期：10 月 18日～11月８日 

時 間 数：15時間 

 

担当講師： 石谷 まゆみ 先生 

テーマと授業内容： 

  災害看護 

使用する視聴覚教材  □ なし  

■ ノートパソコン □ ラジカセ 

■ プロジェクタ― 

□ 書画カメラ  □ビデオ・ＤＶＤ 

授業の流れ（スケジュール・目標・テーマ・内容等の計画） 

 

 ●パソコン・プロジェクター・ホワイトボード・ペン類を使用 

 

回 授業項目 内容（キーワード） 方法・教材 

１ 災害の定義 

災害医療とは 

災害の種類 

災害の歴史 

災害医療とは 

パワーポイント 

教科書 

２ 災害医療特殊性 災害医療の阻害因子 

病院・院外での看護活動 

パワーポイント 

教科書 

３ 災害サイクルと看護 静穏期から中長期的看護 パワーポイント 

教科書 

４ 災害のトリアージ トリアージとは 

トリアージ演習 

パワーポイント 

プリント練習問題 

５ 災害時に必要な医療・看護技

術 

呼吸・循環管理 

災害時の病院の対応 

パワーポイント 

 

６ 災害シミュレーション グループワーク パワーポイント 

 

７ 災害シミュレーション グループワーク パワーポイント 

 

 

 

 

 

受講上の注意： 

 

      

評価方法： 

  試験 

 

テキスト：  ナーシンググラフィカ 災害看護 

参考書： 

 

 



令和元年　３４期生

回数 時間数 担当：　三本　都

科目 1 事例学習を通して、看護の内容を振り返り問題意識の明確化、研究方法の習得

目標 論理的な思考力を養うことができる。

2 自己の看護観を高めることができる。

回数 月日 曜日 時限 備　　　考

1 2 Ⅰ　看護研究とは ７月 ３ 講義資料　　Ｎｏ．１～Ｎｏ．２

・リサーチクエスチョングループワーク 12日 金

2 4 Ⅱ　研究方法の特徴と展開 ７月 ３ 講義資料　　Ｎｏ．３～Ｎｏ．５

　　事例研究 16日 火

・看護理論グループワーク

3 6 ・看護理論グループワーク発表 ７月 ２ 講義資料　　Ｎｏ．６

Ⅲ　研究のプロセス 23日 火

・看護師国家試験問題　過去問

4 8 Ⅲ　研究のプロセス 11月 ３ 講義資料　　Ｎｏ．7～１０

３）研究における倫理的配慮 15日 金 事例希望カード提出

１）研究計画書の書き方 11月 １特 情報科学の講義で使用しているＵＳＢに記録する

２）事例研究まとめの書き方 19日 火 ２特 記録貸し出し

研究計画書の記入

３）事例まとめ 11月 ３特 ８：５５　・研究計画書提出（毎回提出）

20日 水 ４特 　　　　　・「事例紹介」の提出

5 10 ３）事例まとめ 11月 1 ８：５５　・研究計画書　再提出

22日 金 ３特 　　　　・「事例紹介」～「看護の展開」の提出

※「看護の展開」までの指導を１～２回受ける

6 12 ３）事例まとめ 11月 １特 ８：５５　・研究計画書　再提出

26日 火 ２ 　　　　　・「はじめに」～「おわりに」提出

３特

４特 ※「終わりに」までの指導を1回は受ける

7 14 ３）事例まとめ 11月 １特 ８：５５　・研究計画書　再提出

27日 水 ２ 　　　　　・「はじめに」～「おわりに」提出

３特 　　　　　・まとめ

４特

8 16 ４）発表原稿 11月 1 11：００　最終原稿提出

　　視聴覚教材作成 29日 金 ３特 記録の返却　　会場準備・役割決定・発表練習

４特

9 18 ５）看護研究発表 12月 1・２特

10 20 2日 月 ３・４特

11 22 12月 1・２特

12 24 3日 火 ３・４特

12月 1特・２特

13 26 4日 水 ３・４特

14 28 12月 1・２特

15 30 ５日 木 ３

評価 ・授業態度および提出期日

・原稿内容 別紙評価基準参照

・発表態度・聴講態度

・看護観提出（　12月13日（金）8:55  提出  ）

　★ 講義時間は、時間数不足にならないように気をつけましょう。出席状況は評価の対象になります。

　★ 指導は2回は、必ず、受けなければならない。しかし3回までは受けても良い。

看護研究　科目シラバス

１５回 １単位　30時間

授業内容

発表・聴講

 

 

 

 



  講義計画書 平成３１年度　９月　１１日

・既習の知識・技術・態度を統合し、臨床に近い状況下で患者に看護を
　適用できる実践能力を身につける
・模擬事例の情報を元に、既習の知識を活用して安全、安楽で、実施によるリスクを予測した

　看護計画を考える。

・模擬事例の情報を元に演習計画の立案、実践（技術試験）、援助計画の追記、修正を行う。

・模擬患者の状態やその場に即したコミュニケーションを図る。

・模擬患者に対するコミュニケーションや看護技術の援助を振り返り、評価する。

回数 月日 内容 備考
9月11日 ・オリエンテーション ・1年時の大腿骨頸部骨折の看護

・身だしなみチェック 過程の事例資料
・物品、作業確認 ・援助計画記入方法資料を持参

9月27日 ・本（基礎・臨床看護技術）を元に
・グループ、演習するごとに分かれ ３回目に１号の書き方　　確認説明
　演習する。 　　　　４号の書き方　　説明
・4号計画立案 宿題とします

10月21日 ・自分の書いてきた４号を基に演習する
　　　

・グループ、演習するごとに分かれ ５回目　演習終了後１号と４号　提出
　演習する。
・計画の追記・修正について

・4号計画立案、修正
７回目の講義終了後に提出　

・各グループ模擬演習
・グループワーク

１０回
特活 ・グループワーク 特活終了後に提出

特活 ・ロールプレイ（コミュニケーションを中心に）

１２回 ・演習
特活 ・学生間でのタイム測定

１３回 ・演習
特活

・試験のオリエンテーション
・演習する準備

１５回 ・試験
テスト

　　　受講上の注意
・スケジュールは変更になる場合がありますので、場所の確認は、朝、視聴覚委員が教員に
　確認してください。
・演習の講義開始時間には、白衣に更衣し、教室で点呼を取り、教員に指示を仰いでください。
・週番は最後の、教室の戸締り、消灯、冷暖房をしてから、移動してください。
・白衣を忘れたら、演習室に入室できません
・移動は速やかに、静かに行動してください。
・提出物は、提出時間に、全員の協力のもと、書記の方が学籍番号順に並べて教務室に持参して下さい。
・書記の方は、提出時間は厳守のこと、時間内に提出できない人を待ち、時間に提出なければ全員が
　提出遅れになります
・物品の取り扱いは十分に注意し、破損があった場合は、個人またはグループ全員で弁償して頂くことが
　あります
・物品の使用後は、きれいに（洗えるものは洗い）元にあった場所に直す。

評価

出欠状況 欠課（３点）、遅刻（２点）

身だしなみ 身だしなみ基準に違反すれば、１つにつき３点減点

態度 演習（特に私語、ベッドに座るなど）、講義態度（２～３点）

提出物 提出期限遅れも時間遅れ1点、日内遅れ３点

技術試験

場所

目的

目標

1

２
・
３

４
・
５

　
教
室

演
習
室

担当教員　；田中・河合科目名　；看護総合演習

演
習
室

教室

演
習
室

６回

7、８回

９回

１１回

１４回

教
室

12月17日

演
習
室

教
室

・演習

・演習

12月13日

 


