


カリキュラムマップについて

　本学では，講義科目を順序立てて履修するためにカリキュラムマップを
作成しています。
　次のページにカリキュラムマップを掲載しました。
　カリキュラムマップによって以下のことがわかります。

１．同じテーマの科目が年次進行にしたがって同じ行に表示されています。

２．それぞれの科目が何を学ぶための科目なのかが示されています。

３．それぞれの科目が、どの学位授与方針（ディプロマ―ポリシー）を
　　達成するための科目なのかが示されています。

４．専門科目や専門基礎科目と関連のある教養科目も示されています。

カリキュラム全体の構成を把握するうえでの参考にしてください。



【思考・判
断・表現】

１

【知識・技
能】

１－２

【思考・判
断・表現】

２

【知識・技
能】
３

【知識・技
能】
４

【関心・意
欲・態度】

５－１

【思考・判
断・表現】

５－２

区
分

単
位

卒
業
必
修

社
会
の
一
員
と
し
て
の
責
任
を
有
し

、
専
門
職
倫
理
観
を
基
盤
と
し

た
ヒ

ュ
ー

マ
ン
ケ
ア
の
基
本
的
な
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る

。

看
護
の
対
象
と
な
る
人
々
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
能
力
を
活
用
し

て
円
滑
な
関
係
を
構
築
し

、
対
象
理
解
を
深
め
る
能
力
を
身
に
つ
け

て
い
る

。

看
護
の
基
盤
と
な
る
問
題
解
決
能
力
を
活
用
し
て
看
護
過
程
の
展
開

や
臨
床
判
断
を
行
う
た
め
の
基
本
的
な
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る

。

看
護
の
専
門
知
識
を
活
用
し
て
健
康
の
状
態
や
そ
の
変
化
に
応
じ
て

実
践
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る

。

多
様
な
ケ
ア
環
境
に
適
し
た
保
健
医
療
福
祉
チ
ー

ム
の
あ
り
か
た
と

看
護
師
の
役
割
を
理
解
で
き
て
い
る

。

学
習
へ
の
主
体
性
を
有
し

、
自
律
的
な
行
動
が
で
き
専
門
職
者
と
し

て
研
鑽
し
続
け
る
基
本
的
な
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る

。

科
学
的
思
考
と
創
造
的
思
考
を
活
用
し
て
看
護
の
発
展
と
社
会
へ
貢

献
で
き
る
研
究
の
基
本
的
な
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る

。

801 基礎看護学実習Ⅰ 実 1 必修 1 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇
802 基礎看護学実習Ⅱ 実 2 必修 1 〇 〇 ● ● 〇 ● 〇
826 地域フィールド実習 実 2 必修 1 ● ● ◯ ◯ ○
822 地域・在宅看護論実習 実 2 必修 1 1 ● ● ◯ ◯ ◯ ●
810 成人看護学実習 実 4 必修 1 1 〇 ● ● ● 〇 〇 〇
816 小児看護学実習 実 2 必修 1 1 〇 ● ● ● 〇 〇 〇
818 母性看護学実習 実 2 必修 1 1 〇 ● ● ● 〇 〇 〇
814 老年看護学実習 実 2 必修 1 1 ○ ○ ● ● ● 〇 〇
820 精神看護学実習 実 2 必修 1 1 〇 ● ● ● 〇 〇 〇
828 臨床判断実習 実 2 必修 1 ○ ○ ● ● ● ○ ○
824 看護実践マネジメント実習 実 2 必修 1 〇 〇 ● ● 〇

701 看護研究Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇

702 看護研究Ⅱ 演 2 必修 1 1 1 1 〇 ●
666 看護臨床判断 演 1 必修 1 1 ○ ● ● ○
668 看護起業論 講 1 必修 1 ○ ○ ● ○
661 リスクマネジメント論 講 1 必修 1 〇 〇 〇
660 看護マネジメント論　 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● ● 〇
662 国際看護学 講 1 必修 1 ● ● 〇 〇 〇 〇
664 災害看護学 講 1 必修 1 ○ ● ● ○
400 看護学の基礎 講 2 必修 1 1 ● ● 〇 〇 ● 看護基礎講座

402 コミュニケーション論 講 1 必修 1 〇 ● 〇
408 共通看護援助技術 演 1 必修 1 1 〇 〇 〇 ● 〇
422 看護倫理 講 1 必修 1 ● 〇 〇
428 看護理論 講 1 必修 1 〇 ● 〇 〇
411 日常生活援助技術Ⅰ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● ● 〇
415 日常生活援助技術Ⅱ　 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● ● 〇
406 看護ヘルスアセスメント 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● ● 〇
420 看護過程論 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● ● 〇 〇
418 臨床看護技術　 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● ● 〇 ●
424 看護教育学 講 1 選択 1 〇 ●
530 老年看護学の基礎 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● ● ○ ○
534 老年看護学の展開Ⅰ 演 1 必修 1 1 ● ●
535 老年看護学の展開Ⅱ 演 1 必修 1 1 ● ● 〇 〇 〇
550 小児看護学の基礎 講 2 必修 1 1 ○ ● ○ ○
552 小児看護学の展開Ⅰ 演 1 必修 1 1 ○ ● ○ ○
553 小児看護学の展開Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 ○ ● ● ○ ○
570 母性看護学の基礎 講 2 必修 1 1 〇 〇 ●
574 母性看護学の展開Ⅰ 講 2 必修 1 1 〇 ● 〇 〇 ●
575 母性看護学の展開Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● 〇 ● ●
590 精神看護学の基礎 講 2 必修 1 1 ● ● 〇 〇
592 精神看護学の展開Ⅰ 講 2 必修 1 1 〇 ● ● 〇 〇
595 精神看護学の展開Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● ● 〇 〇
500 成人看護学の基礎 講 1 必修 1 ● 〇 〇
516 成人看護学の展開Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
518 成人看護学の展開Ⅱ 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
520 成人看護学の展開Ⅲ 演 2 必修 1 1 〇 〇 ● 〇 〇 〇
610 在宅看護学の基礎 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇 〇 〇
620 地域看護学の基礎 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇 〇
618 家族看護学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇 〇
614 在宅看護学の展開Ⅰ 演 1 必修 1 1 ● 〇 〇 〇 〇
615 在宅看護学の展開Ⅱ 演 1 必修 1 1 ● ● ● 〇 〇
202 人体構造学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● ●
203 人体構造学Ⅱ 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● ●
210 人体機能学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● ● 生命科学
211 人体機能学Ⅱ 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● ●
258 免疫学 講 1 必修 1 ○ ○ ● ●
342 看護栄養学　 講 1 必修 1 ○ ○ ● ●
300 病理学 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● ●
330 看護病態治療学I 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● 　 ●
331 看護病態治療学II 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● 　 ●
332 看護病態治療学III 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● 　 ●
333 看護病態治療学Ⅳ 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● 　 ●
344 薬理学 講 2 必修 1 1 ○ ○ ● 　 ●
336 感染症と看護 講 1 必修 1 〇 ● 〇
348 臨床検査概論 講 1 必修 1 ○ ○ ● ●
338 メンタルヘルス 演 1 必修 1 1 ● ● ○ ○ 心理学概論
370 医療概論　 講 1 必修 1 ○ ● ○ ●
384 チーム医療概論 講 1 必修 1 〇 ● ●
382 保健医療福祉行政論 講 1 必修 1 ● ● 〇
374 関係法規 講 1 必修 1 ○ ● ○ ○
376 生涯発達論 講 1 必修 1 ○ ○ ●
612 地域包括ケアシステム論 講 1 必修 1 ● ● 〇
385 リハビリテーション論 講 1 必修 1 ○ ○ ● ●
386 医療英語 講 1 必修 1 ○ ● ○
387 看護学英語文献講読 講 1 選択 1 ○ ●
100 総合教養講座 講 2 必修 1 1
101 看護基礎講座 講 2 必修 1 1
102 文章表現 講 2 選択 1 1
110 心理学概論 講 2 選択 1 1
128 生活と社会環境 講 2 選択 1 1
164 食生活論 講 2 選択 1 1
120 日本国憲法 講 2 選択 1 1
122 現代医療と福祉・介護 講 2 選択 1 1
150 生命科学 講 2 選択 1 1
158 情報処理 講 2 選択 1 1
156 統計の基礎 講 2 選択 1 1
152 物理学 講 2 選択 1 1
154 基礎化学 講 2 選択 1 1
170 英語Ⅰ 演 1 選択 1 1
171 英語Ⅱ 演 1 選択 1 1
172 英語Ⅲ 演 1 選択 1 1
178 中国語Ⅰ 演 1 選択 1 1
179 中国語Ⅱ 演 1 選択 1 1
186 ロシア語Ⅰ 演 1 選択 1 1
187 ロシア語Ⅱ 演 1 選択 1 1
196 生涯スポーツⅠ 演 1 選択 1 1
197 生涯スポーツⅡ 演 1 選択 1 1
132 キャリア入門 講 1 必修 1
135 キャリア形成 講 1 選択 1
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801 基礎看護学実習I 実 1 必修 1 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ●
802 基礎看護学実習II 実 2 必修 1 〇 ● ● 〇 ● 〇 〇 ●
810 成人看護学実習Ⅰ 実 3 必修 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇
811 成人看護学実習 II 実 3 必修 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇
816 小児看護学実習 実 2 必修 1 1 ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○
818 母性看護学実習 実 2 必修 1 1 ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○
814 老年看護学実習 実 4 必修 1 1 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ●
820 精神看護学実習 実 2 必修 1 1 〇 〇 ● 〇 ● ● 〇 〇
822 在宅看護学実習 実 2 必修 1 1 ◯ ● ◯ ● ○ ● ○ ◯
824 看護実践マネジメント実習 実 2 必修 1 〇 〇 ● ● ● 〇 〇
701 看護研究Ⅰ 演 1 必修 1 1 ● 〇
702 看護研究Ⅱ 演 2 必修 1 1 1 1 ● 〇
660 看護マネジメント論　 演 1 必修 1 1 ● ● ○ ○
661 リスクマネジメント論 講 1 必修 1 ● 〇 〇
662 国際看護学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
664 災害看護学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
400 看護学概論 講 2 必修 1 1 ● ● ○ 看護基礎講座

402 コミュニケーション論Ⅰ 講 1 必修 1 〇 〇 〇 ● 〇
403 コミュニケーション論Ⅱ 講 1 必修 1 〇 〇 〇 ● 〇
406 看護ヘルスアセスメント 演 1 必修 1 1 〇 ● ● 〇 〇 〇
408 共通看護援助技術 演 1 必修 1 1 ● ● 〇 〇 〇 ●
411 日常生活援助技術Ⅰ 演 1 必修 1 1 〇 ● ● 〇 ● 〇 〇
428 看護理論 講 1 必修 1 〇 ● ● 〇 〇
420 看護過程論 演 1 必修 1 1 〇 ● ● 〇 ● 〇 〇
415 日常生活援助技術Ⅱ　 演 1 必修 1 1 〇 ● ● 〇 ● 〇 〇
418 診療補助看護援助技術　 演 1 必修 1 1 〇 ● ● 〇 ● 〇 〇
422 看護倫理 講 1 必修 1 〇 ● 〇 〇
424 看護教育学 講 1 選択 1 〇 〇 ●
530 老年看護学概論 講 2 必修 1 1 ● ○ 〇 〇
534 老年看護学援助論Ⅰ 演 1 必修 1 1 ● ● ● ○ 〇 〇 〇 〇
535 老年看護学援助論Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 ● ● ● 〇 〇 〇
550 小児看護学概論 講 2 必修 1 1 ● ● ○ ○ ○
556 小児看護学健康障害論 講 2 必修 1 1 ○ ● ● ○
552 小児看護学援助論Ⅰ 演 1 必修 1 1 ○ ● ○ ○ ○ ○
553 小児看護学援助論Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 ● ● ○ ○
574 母性看護学概論 講 1 必修 1 ● ○ ○ ○ ●
572 周産期健康障害論 講 2 必修 1 1 ● ○ ○ ●

574 母性看護学援助論Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
575 母性看護学援助論Ⅱ 演 1 必修 1 1 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●
576 母性看護学援助論Ⅲ 演 1 必修 1 1 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ●
590 精神看護学概論 講 2 必修 1 1 ● ● 〇 〇
592 精神看護学健康障害論 講 2 必修 1 1 〇 ●
594 精神看護学援助論Ⅰ 演 1 必修 1 1 ● ● 〇 〇 〇 〇
595 精神看護学援助論Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 ● 〇 ● 〇 〇
500 成人看護学概論 講 1 必修 1 ● 〇 〇
502 成人看護学援助論Ⅰ 講 1 必修 1 〇 ● 〇
503 成人看護学援助論Ⅱ 講 1 必修 1 〇 ● 〇
504 成人看護学援助論Ⅲ 演 1 必修 1 1 〇 ● 〇 〇
514 がん看護学 講 1 必修 1 〇 ● 〇
505 成人看護学援助論Ⅳ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
506 成人看護学援助論Ⅴ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
610 在宅看護学概論　 講 1 必修 1 ◯ ◯ ● ◯
612 地域包括ケアシステム論 講 1 必修 1 ◯ ◯ ● ◯ ◯
614 在宅看護学援助論Ⅰ 演 1 必修 1 1 ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯
615 在宅看護学援助論Ⅱ 演 1 必修 1 1 ◯ ● ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯
618 家族看護学 講 1 必修 1 ◯ ● ● ◯ ◯
202 解剖学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
203 解剖学Ⅱ 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
210 生理学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇 生命科学
211 生理学Ⅱ 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
258 免疫学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
342 看護栄養学　 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
300 病理学 講 2 必修 1 1 ● 〇
330 病態・治療学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇
331 病態・治療学Ⅱ 講 2 必修 1 1 ● 〇
332 病態・治療学Ⅲ 講 2 必修 1 1 ● 〇
344 薬理学 講 2 必修 1 1 ● 〇
348 臨床検査概論 講 1 必修 1 ● 〇
338 臨床心理学 演 1 必修 1 1 ● 〇 ○ 〇 心理学概論
370 医学概論　 講 1 必修 1 ● 〇 ○
380 地域看護学概論　 講 1 必修 1 ◯ ◯
382 保健医療福祉行政論 講 2 必修 1 1 ● ◯
384 チーム医療概論 講 1 必修 1 ● 〇 〇
374 関係法規 講 1 必修 1 ● 〇
376 生涯発達論 講 2 必修 1 1 ● 〇
385 リハビリテーション論 講 1 必修 1 ● 〇 ○
386 医療英語 講 1 必修 1 〇 ●
387 看護学英語文献講読 講 1 選択 1 ● 〇
100 総合教養講座 講 2 選択 1 1
101 看護基礎講座 講 2 必修 1 1
102 文章表現 講 2 選択 1 1
110 心理学概論 講 2 選択 1 1
128 生活と社会環境 講 2 選択 1 1
164 食生活論 講 2 選択 1 1
120 日本国憲法 講 2 選択 1 1
122 現代医療と福祉・介護 講 2 選択 1 1
150 生命科学 講 2 選択 1 1
158 情報処理 講 2 選択 1 1
156 統計の基礎 講 2 選択 1 1
152 物理学 講 2 選択 1 1
154 基礎化学 講 2 選択 1 1
170 英語Ⅰ 演 1 選択 1 1
171 英語Ⅱ 演 1 選択 1 1
172 英語Ⅲ 演 1 選択 1 1
178 中国語Ⅰ 演 1 選択 1 1
179 中国語Ⅱ 演 1 選択 1 1
186 ロシア語Ⅰ 演 1 選択 1 1
187 ロシア語Ⅱ 演 1 選択 1 1
196 生涯スポーツⅠ 演 1 選択 1 1
197 生涯スポーツⅡ 演 1 選択 1 1
132 キャリア入門 講 1 必修 1
135 キャリア形成 講 1 選択 1
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科目名 科目担当代表教員 ページ数

心理学概論 石垣　則昭 ・・・・・・・・ 1

文章表現（看護） 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 4

看護基礎講座 木口　幸子 ・・・・・・・・ 6

総合教養講座 白戸　力弥 ・・・・・・・・ 8

生活と社会環境 今泉　博文 ・・・・・・・・ 10

食生活論 荒井　三津子 ・・・・・・・・ 12

現代医療と福祉・介護 今泉　博文 ・・・・・・・・ 15

キャリア入門 木村　悠里菜 ・・・・・・・・ 17

キャリア形成 木村　悠里菜 ・・・・・・・・ 19

現代社会とキャリアプラン(旧々ｶﾘ) 坂東　奈穂美 ・・・・・・・・ 21

日本国憲法 池田　杏奈 ・・・・・・・・ 23

生命科学（理学/作業/看護/こども） 荒井　克俊 ・・・・・・・・ 25

物理学 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 28

基礎化学 藤井　駿吾 ・・・・・・・・ 31

情報処理（看護1組） 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 33

情報処理（看護2組） 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 36

統計の基礎（国際/健康/看護） 武田　裕康 ・・・・・・・・ 39

中国語I（看護1組） 野間　晃 ・・・・・・・・ 41

中国語I（看護2組） 野間　晃 ・・・・・・・・ 43

英語I（看護1組） Patrick Hall ・・・・・・・・ 45

英語I（看護2組） Patrick Hall ・・・・・・・・ 47

英語Ⅱ（理学/作業/看護） 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 49

生涯スポーツI（看護1組） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 51

生涯スポーツI（看護2組） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 53

生涯スポーツII（国教/理学1組/看護） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 55

人体構造学Ｉ 太田　仲郎 ・・・・・・・・ 57

人体構造学II 太田　仲郎 ・・・・・・・・ 59

人体機能学Ⅰ 木村　一志 ・・・・・・・・ 61

人体機能学II 木村　一志 ・・・・・・・・ 63

免疫学 北村　秀光 ・・・・・・・・ 65

看護栄養学 松本　信子 ・・・・・・・・ 67

メンタルヘルス 山本　愛子 ・・・・・・・・ 69

病理学 瀧山　晃弘 ・・・・・・・・ 72

病態・治療学I 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 74

病態・治療学II 下岡　良典 ・・・・・・・・ 76

病態・治療学III 高岡　哲子 ・・・・・・・・ 78

薬理学 長多　好恵 ・・・・・・・・ 80

臨床薬理学(旧々ｶﾘ) 宮本　篤 ・・・・・・・・ 82



科目名 科目担当代表教員 ページ数

臨床検査概論 魚住　諒 ・・・・・・・・ 84

医療概論 高岡　哲子 ・・・・・・・・ 86

関係法規 池田　杏奈 ・・・・・・・・ 88

生涯発達論 辻　幸美 ・・・・・・・・ 90

地域看護学概論 鹿内　あずさ ・・・・・・・・ 92

保健医療福祉行政論 井上　仁美 ・・・・・・・・ 94

チーム医療概論 坂東　奈穂美 ・・・・・・・・ 96

リハビリテーション論 橘内　勇 ・・・・・・・・ 98

医療英語(1組) Tomasine Joseph Samuel ・・・・・・・・ 100

医療英語(2組) Tomasine Joseph Samuel ・・・・・・・・ 102

看護学英語文献講読 柾本　常子 ・・・・・・・・ 104

看護学の基礎 藤長　すが子 ・・・・・・・・ 106

コミュニケーション論 佐々木　律子 ・・・・・・・・ 109

共通看護援助技術(1組) 佐々木　律子 ・・・・・・・・ 111

共通看護援助技術(2組) 佐々木　律子 ・・・・・・・・ 114

日常生活援助技術I(1組) 竹之内　優美 ・・・・・・・・ 117

日常生活援助技術I(2組) 竹之内　優美 ・・・・・・・・ 120

日常生活援助技術II(1組)(1年生用) 竹之内　優美 ・・・・・・・・ 123

日常生活援助技術II(2組)(1年生用) 竹之内　優美 ・・・・・・・・ 126

日常生活援助技術II(1組)(2年生用) 木口　幸子 ・・・・・・・・ 129

日常生活援助技術II(2組)(2年生用) 木口　幸子 ・・・・・・・・ 132

診療補助看護援助技術(1組) 佐々木　律子 ・・・・・・・・ 135

診療補助看護援助技術(2組) 佐々木　律子 ・・・・・・・・ 138

看護過程論 竹之内　優美 ・・・・・・・・ 141

看護倫理(3年生用) 中島　孝一 ・・・・・・・・ 144

看護倫理(1年生用) 藤長　すが子 ・・・・・・・・ 146

看護教育学 木口　幸子 ・・・・・・・・ 148

看護診断学(旧々ｶﾘ) 藤長　すが子 ・・・・・・・・ 150

看護理論 藤長　すが子 ・・・・・・・・ 152

成人看護学の基礎 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 154

成人看護学援助論I 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 156

成人看護学援助論Ⅱ 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 158

成人看護学援助論III 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 160

成人看護学援助論IV(1組) 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 162

成人看護学援助論IV(2組) 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 164

成人看護学援助論V(1組) 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 166

成人看護学援助論V(2組) 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 168

がん看護学 渡辺　一代 ・・・・・・・・ 170
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緩和ケア(旧々ｶﾘ) 尾形　裕子 ・・・・・・・・ 172

老年看護学概論 高岡　哲子 ・・・・・・・・ 174

老年看護学援助論I 辻　幸美 ・・・・・・・・ 176

老年看護学援助論II 辻　幸美 ・・・・・・・・ 179

小児看護学概論 佐藤　洋子 ・・・・・・・・ 182

小児看護学援助論I 横山　佳世 ・・・・・・・・ 184

小児看護学援助論II(1組) 佐藤　洋子 ・・・・・・・・ 186

小児看護学援助論II(2組) 佐藤　洋子 ・・・・・・・・ 188

小児看護学健康障害論 菅原　美保 ・・・・・・・・ 190

母性看護学概論 小塀　ゆかり ・・・・・・・・ 192

周産期健康障害論 津村　宣彦 ・・・・・・・・ 194

母性看護学援助論I 小塀　ゆかり ・・・・・・・・ 196

母性看護学援助論II 多賀　昌江 ・・・・・・・・ 199

母性看護学援助論III(1組) 福士　晴佳 ・・・・・・・・ 201

母性看護学援助論III(2組) 福士　晴佳 ・・・・・・・・ 203

精神看護学概論 井上　仁美 ・・・・・・・・ 205

精神看護学健康障害論 小野澤　淳 ・・・・・・・・ 208

精神看護学援助論I 井上　仁美 ・・・・・・・・ 211

精神看護学援助論II 井上　仁美 ・・・・・・・・ 214
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母性看護学実習 多賀　昌江 ・・・・・・・・ 252

精神看護学実習 井上　仁美 ・・・・・・・・ 254

在宅看護学実習 鹿内　あずさ ・・・・・・・・ 255

看護実践マネジメント実習 坂東　奈穂美 ・・・・・・・・ 257



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103940AA 心理学概論 1110 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①心理学が辿った歴史的研究の過程と特徴を理解する。（知識・技能）②心理学概論の研究の変遷を適切にとらえ表現することができる。
（思考・判断・表現）③心理学概論の学習を他のメンバーと協力し、学習課題を解決することができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。
（毎時間、400字～600字及び800字程度で作成する学習レポートを授業中クラスルームより送信、学習終了前に完成させ返信する。その
後、採点し返却する。）　

ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

前期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

本科は健康栄養学科、看護学科、こども発達学科では心理学概論は幅広い教養を身につけるべき「教養科目」に位置づけられている。また
理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理学療法士としての臨床の技能や研究におけるコミュニケーション能力を身につける（関心・
意欲・態度）」として「医療と理学療法」に位置付けられている。作業療法学科でのディプロマ・ポリシーとして、「根拠に基づ く作業
療法（ E B O T）の実践のために、 問題を発見し、解決に必要な実践のために、問題を発見し、変え決に必要な情報を収集・分析・整理
し解決法を見出せる（関心・意欲・態度）」に位置づけられ、臨床心理学、キャリア入門などの関連を重視する。

授業の概要

心理学概論は教育相談、カウンセリング技能の研究や習得を目指す学習ではない。本科は多岐に渡り複雑で難解である心理学の研究領域で
ある基礎心理学における精神過程への定型化の研究経過、さらに心理学への応用アプローチである応用心理学について古代から現代までの
心理学の歴史を辿り、脳科学の解明を中心課題にどのように心理学が妥当性と信頼性を巡りながら体系化され発展してきたのか、その変遷
と特徴についての研究歴史を学習する。


1

ルーブリック評価による評価基準を含めたオリエンテーション、
心理学の歴史的変遷による接近法と研究方法さらに、教科書１の
自己発見から教科書２のヒポクラテスの単純元素､教科書３のプ
ラトンの自己概念、教科書５のイスラムと精神医学について理解
する。

シラバスにより学習の見通しを持
ち、教科書の「はじめに」の内容を
理解する。
（90分）

オリエンテーションの内容を確認
し、教科書１の自己の発見から教科
書の２のヒポクラテスの単純元素、
教科書３のプラトンの自己概念、教
科書５のイスラムと精神医学を整理
する。
（90分）

2

教科書６の古代心理学における共通感覚の意味から教科書１０の
デカルトの思考機械、教科書１１のウィリスの脳地図の作成、教
科書１２の知識の本性としてのアイデンティティについて理解す
る。

教科書の６の共通感覚から教科書１
０のデカルトの思考機械、教科書１
１のウィリスの脳地図の作成、１２
の知識の本性を熟読し学習内容への
把握を図る。
（90分）

教科書６の共通感覚から教科書１０
のデカルトの思考機械、教科書１１
のウィリスの脳地図の作成、教科書
１２の知識の本性としてのアイデン
ティティを整理する。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育原理､教育心理学を中心に据え学校改善を図り、生徒の人間関係力の育成、学力向上を
中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「職場のメンタルヘルスの保持・増進」
基礎心理学の社会心理学による「職場の人間関係づくりとコミュニケーション」や生徒指導を含め、今日的教育問題の解消・解決のため教
育行政などより依頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらにルーブリックにより学習レポートを作成し、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

教科書１３のバークリーの観念と実物から教科書１６のフェヒ
ナーの法則、教科書１８のフィニアス・ゲージの記憶の研究内容
について理解する。

教科書１３バークリーの観念と実物
からフェヒナーの法則、教科書１８
のフィニアス・ゲージの記憶の範囲
を熟読し授業準備をする。　(90
分）

教科書１３のバークリーの観念と実
物からフェヒナーの法則、教科書１
８のフィニアス・ゲージの記憶の研
究内容を整理する。
（90分）

4

教科書１９のモーズリーの気分障害から教科書２０のダーウィン
の情動、教科書２４の情動のジェームスーランゲ説について理解
する。

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説の範囲を熟読し授業準
備をする。　(90分）

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説を整理する。
（90分）
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5

教科書２５の大脳半球優位性から教科書２８の自立神経系の研究
について理解する。

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究の範囲
を熟読し授業準備をする。(90分）

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究を整理
する。
（90分）

6

教科書２９の双極性障害から教科書３６のサイコドラマの研究に
ついて理解する。

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究の範囲を
熟読し授業準備をする。　(90分）

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究を整理す
る。
（90分）

9

教科書５３の人生の八つの段階から教科書５９の欲求の段階構造
の研究について理解を深める。

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
の範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
を整理する。（90分）

10

教科書６０の言語の獲得から教科書６３のフェスティンガーの認
知不協和、６7の「スイッチを入れて、波長を合わせ、社会に背
を向けよ」について理解する。　

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
範囲を熟読し授業準備をする。（90
分）

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
研究を整理する。
（90分）

7

教科書３７の知能指数から教科書４２の発達心理学、教科書４５
の心理学の場理論の研究について理解する。

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究の範囲を熟読し授
業準備をする。　(90分）

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究を整理する。
（90分）

8

教科書４６の自閉症から教科書４８の偏見の学習、教科書５２の
アルバート・エリスの認知行動の研究について理解を深める。

教科書４６の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究の
範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書４７の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究を
整理する。（90分）

13

教科書８２の感覚データから教科書８５のフロー体験、教科書８
７の機能的MRIの研究について理解する。


教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究の範囲を熟読し授業
準備をする。（90分）

教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究を整理する。
（90分）

14

教科書８８の六つの基本感情から教科書９１の心的外傷後ストレ
ス、教科書９３の意識に関する難問について理解する。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問を熟読
し授業準備をする。
（90分）

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問の研究
を整理する。（90分）

11

教科書６８のフーコーの人間観から教科書７０の抑うつテスト、
教科書７２のボウルビィの愛着理論、教科書７４の家族療法の研
究を理解する。

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究の範囲を熟
読し授業準備をする。（90分）

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究を整理す
る。（90分）

12

教科書７５の記憶地図からヒューリスティックス、教科書８０の
アイデンティティ、教科書８１の衝動性と脅迫性の研究について
理解する。　

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究の範囲を熟読し授業準
備をする。
（90分）

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究を整理する。（90分）

定期試験

0 実施しない

15

教科書９４のミラーニューロンから教科書９５の社会的調和、教
科書１００の再現可能性の危機、パーソナリティ・ビックファイ
ブについて理解し、本科のまとめを行う。

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを熟読し授
業準備をする。
（90分）

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを整理し本
科のまとめを行う。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価規準による毎時間の学習レポート（１問３点～５点を１５回）と小テスト（３０問×1
点を１回）により成績評価を行う。

履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「心理学概論」への理解を深めて頂きたい。

備考欄

その他 0 なし

教科書

図鑑心理学～歴史を変えた１００の話～（トム・ジャクソン＝著　清水・井上智義＝監訳・訳（NEWTON
PRESS　２０２０発行)を各自購入し教科書とする。また自作の補助資料を授業ごとに提供する。

参考文献

心理学概論●学びと知のイノベーション（小野寺孝義　磯崎三喜年（編）小川俊樹　ナカニシヤ出版　２０１１発行）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10879091 文章表現（看護） 1102 2 1

到達目標

・社会に存在する様々な文章の「型」について分類することができるようになる。
・各講義の目標とする文章表現技術を習得し，実際的な文章作成ができるようになる。
・文の正誤・適否が区別できるようになる。

授業の方法

1.講義形式で、作成する文章の形式を中心に説明を行う。
2.説明に基づいて実際に各自文章作成・添削・相互評価を，毎時間行う。
3.インタビュー・ドキュメンテーション・投稿・観察等を実際に行い、その結果を文章作成に反映させる。
4.全授業で数回文章作成能力到達度チェックを行う。
5.完成させた文章は毎時間提出して担当教員の添削を受け、指定されたものをすべて締め切りまでに提出する。

ＩＣＴ活用 必要に応じて遠隔授業システム等を用いた授業を実施し、ICT技術の修得を促す。

前期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　初年次教育の一環として、幅広い教養を身につけるために、社会で必要となるスキルのひとつである文章作成能力を習得する科目であ
る。

授業の概要

　この授業は、大学生活の基本となる日本語の文章表現能力を養成する。日本語そのものの基本を押さえた上で、思考法を鍛え、レポー
ト・論文の作成力を修得し、日本語の基礎的な法則を確実に定着させながら、日本語の文章表現の能力を高める。大学生のラーニング・ス
キルとしての基本になる文章表現能力の学修は、このあとに続く全ての科目の基礎能力となる。また、社会で必要となるスキルのひとつで
もある文章作成能力は、外国語学習の基礎力であり、様々な文章の「型」を文章作成と添削および相互批評を組み合わせた実作学習によっ
て習得する。

1

手紙文の型
　手紙文の形式を理解し、心情を伝える書式による文章作成を学
ぶ。　

　PP.6-11の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

2

ビジネス文書の型
　ビジネス文書の形式を理解し、用件を伝える書式による文章作
成を学ぶ。

　PP.12-15の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、学校教育、中でも国語科教育に幅広い知識と経験を有する。左記を
活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　作成した課題は原則マンツーマンのセッションを経て添削し受理する。作成した課題の相互評価・自己評価結果のシェアリングによっ
て、成果と課題を可視化する。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

新聞読者投稿欄の文章の型
　新聞投書欄の文章作成を通して、客観的な視点で事実を書くこ
とを学ぶ。

　PP.24-25の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

6

見ることと書くことの関係（１）報道文
　身近な事件に関するメモをもとに、報道文を書くことを通し
て、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことを学ぶ。

　PP.26-27の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

3

三段構成の型
　「三段構成で書く」、「常体文で書く」、「一文を40字以内で
書く」ことを理解し、これらの書式による文章作成を学ぶ。　　

　PP.16-19の熟読・理解・課題作
成。（90分）　　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

4

原稿用紙を用いた文章作成の型
　意見文視写を通して、原稿用紙を用いた日本語表記法に沿った
文章作成を学ぶ。

　PP.20-23の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

7

見ることと書くことの関係（２）観察文
　身近な対象に関する観察メモをもとに、観察文を書くことを通
して、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことに習熟する
ことを学ぶ。　

　PP.28-29の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

8

インタビュー書き起こし文の型
　履修者同士のインタビューと紹介文の作成を通して、聞き書き
の手法による文章作成を学ぶ。

　PP.30-33の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）
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9

聞き書きの型（１）
　前回の「インタビュー」を発展させ、「経験の伝承と継承」を
テーマに，特定の人物を対象に、その人物が経験した貴重な内容
を聞き書きし、記録する方法を学ぶ。

　PP.34-35の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

10

聞き書きの型（２）
　「経験の伝承と継承」をテーマに、特定の人物を対象に、その
人物が経験した貴重な内容を本人に代わって記録させてもらい、
聞き書きとして完成させることを学ぶ。

　PP.36-37の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

13

事例研究の型（１）
　事例研究（case study）の形式に沿って文章を作成することを
通して、専門職に求められる文章の形式について学ぶ。

　PP.66-71の熟読・理解・課題作
成。（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

14

事例研究の型（２）
　事例研究（case study）の形式に沿って作成した文章を完成す
ることを通して、専門職に求められる文章の形式についてより深
く学ぶ。

　P.72の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

11

論説文の型
　論説文の型に沿って文章を作成することを通して、事実と意見
を適切に書き分ける方法を学ぶ。　

　PP.38-41の熟読・理解・課題作
成。（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

12

看護観の型
　看護の立場を能動の視点から書くという形式による文章作成に
ついて学ぶ。

　PP.64-65の熟読・理解・課題作
成。（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 指定された締め切りまでに、作成した文章のうち指定されたものを提出する。
指示された課題をすべて提出した場合評価の対象とする。

15

添削と推敲ーまとめー
　これまで学んだ文章表現にかかわる知見に基づき、習得した文
章表現能力について、添削と推敲を通して自己評価することを学
ぶ。
指定された課題を締め切り時までに提出する。

　P.73の熟読・理解・課題作成。指
定された提出課題の完成。（90分）

　指定された提出課題の完成・提
出。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

状況に応じて講義内容や順番等が変更される場合がある。

備考欄

その他

0 出席率66％以上を評価対象とする。

教科書 「型」で身につける文章作成技術／矢部玲子／大学図書出版

参考文献

必要に応じて提示する。
必要に応じて教材配信システムを活用する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10922091 看護基礎講座 1101 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．必要な資料を探索できる。
２．レポートの書き方を理解し、作成できる。
３．看護系大学の大学生に必要な基本的な態度について説明できる。
４．効果的なプレゼンテーションとは何か理解し、実施できる。
５．看護師を志す者として必要な倫理について説明できる。

授業の方法

パワーポイントと資料を用いて講義形式で進める。
グループディスカッション、レポート等により、講義内容の理解を深める。

ＩＣＴ活用 特になし

前期

教員氏名 木口　幸子

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、看護学を学ぶ上で必要とされるアカデミックスキルを修得することを目的とし、大学生の学びの技法である、文
献の読み方、レポートの書き方、礼節・接遇・コミュニケーションスキル・倫理的態度などを学習する科目である。また、ディプロマポリ
シーの1つである社会の一員として責任を有し、専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身に付けることに関連する科
目である。

授業の概要

自主的に学ぶ存在である「大学生」にとって必要な様々な学習スキルと、看護職者に求められる人間関係を構築するための知識と技術の習
得を目的とする。「大学生としての主体的な学び」を支える学習スキルとして、大学での学び方、課題に取り組む際に参考にする資料の収
集方法、レポートの作成方法、グループ討議の仕方、効果的なプレゼンテーション方法などを習得する。また、看護職を目指す学生とし
て、他学生や教職員、実習施設の看護師に対する礼節やマナー、倫理観について概説し、自他尊重するコミュニケーションを体験的に学ぶ
ことを中心に、「自分自身で考え、自立的に学ぶために」必要な基礎を学習する。

1

大学で学ぶということ
大学生で身に付ける社会人基礎力
基本的なマナー
（身だしなみ、言葉遣い、時間厳守等々）

大学に進学した理由、看護を選択し
た理由、大学と高校の違いは何か考
えてくる（90分）。

講義資料を再度読み、大学で学ぶと
は何か、大学で身に付ける社会人基
礎力とは何か、マナーとは何かにつ
いて実行する。

2

効果的な学び方
ノートの取り方
教科書の使い方

テキストの該当するページを読んで
くる（90分）。

講義資料、テキストを再度読み、実
行に移す（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

修士課程において看護教育学を専攻し、教育について幅広い知識を有している。この経験を活かして看護基礎講座を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出した記録物について、コメントを入れ、返却時に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

情報リテラシー
インターネット社会


ネット社会の良い面、悪い面を考え
てくる
テキストの該当ページを読む
（90分）

講義資料、テキストを再度読む。
（90分）

6

図書館の使い方
必要な資料の探し方

図書館の利用方法を確認しておく
テキストの該当ページを読む
（90分）

講義資料、テキストを再度読む。
関心のある図書を借り、探し方を確
認する
（90分）

3

対人関係
ストレス対処
仲間と学ぶスキル

テキストの該当するページを読む。
自身の日ごろの対人関係、ストラス
対処行動について挙げてくる（90
分）。

講義資料、テキストを再度読み、実
行に移す。（90分）

4

日々の健康管理
看護と倫理

テキストの該当するページを読む。
自身の健康について振り返る。
倫理の言語について調べる
（90分）

講義資料、テキストを再度読む。
日々の健康管理を心掛ける。
倫理について日ごろから考え、実行
する（90分）

9

演習
文章を要約する

前回提出した論文を読む
（90分）

論文を要約する（90分）

7

演習
研究論文を探す

研究論文の検索の仕方を調べてくる
（90分）

看護学生の学習方法に関する研究論
文を入手し、次回講義時に提出す
る。
（90分）

8

文章の読み方・まとめ方
レポートの書き方

テキストの該当するページを読む
（90分）

講義資料・テキストを再度読む
（90分）
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10

プレゼンテーションスキル
ディスカッションスキル

テキストの該当するページを読む
（90分）

講義資料、テキストを再度読む（90
分）

13

演習
プレゼンテーション・ディスカッション②

プレゼンテーションの方法、ディス
カッションの方法について再度考え
てくる（90分）

GW間で評価を行い、その評価表を提
出する（90分）

14

演習
プレゼンテーション・ディスカッション③

プレゼンテーションの方法、ディス
カッションの方法について再度考え
てくる（90分）

GW間で評価を行い、その評価表を提
出する（90分）

11

演習
プレゼンテーション準備

グループ別にプレゼンテーションの
内容を考えてくる
（90分）

プレゼンテーションの資料を提出
（90分）

12

演習
プレゼンテーション・ディスカッション①

プレゼンテーションの方法、ディス
カッションの方法について再度考え
てくる（90分）

GW間で評価を行い、その評価表を提
出する（90分）

定期試験 0 無し

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物50％
レポート50％

15

まとめ
レポート説明

第8回の講義を再度復習する（90
分）

レポート提出（120分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物において代筆や盗用等の不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。

備考欄

その他 0 無し

教科書 前原澄子・遠藤俊子監（2020）.看護学生のためのよくわかる大学での学び方，第2版，金芳堂

参考文献

水戸美津子（2020）.ナースのためのレポートの書き方 : 仕事で使える「伝わる文章」の作法, 第2版
中央法規出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104580AA 総合教養講座 1100 2 1

到達目標

・本学の建学の理念、宗教と食事制限、SDGｓの取り組みの重要性を理解できること。
・4年間を通して、しっかりとした履修計画を立てられること。
・大学生活を快適に送るために必要な規則を理解し、それに沿った行動を取れること。
・Google Classroomの利用ができること。
・図書館を利用し、学習に必要な図書を借りることができること。
・充実した大学生活を送るため、勉学、課外活動を含めた効率の良い１日の行動計画を立案・実行出来ること。
・大学を盛り上げるための具体的な提案が出来ること。

授業の方法

また、学内Wi-Fiを用いたICTを用いた授業を行う。また、えこりん村での日帰り研修を行う。

ＩＣＴ活用 図書館の利用方法など、一部の回で、提示したURLにアクセスし、操作を行ってもらう予定である。

前期

教員氏名 白戸　力弥、松岡　審爾、大森　圭、小塚　美由記、渡部　俊弘

授業の位置づけ

初年次教育の主要科目として、大学での学習から生活、さらに課外活動や大学祭、建学の理念など広範な分野を理解を深める。本科目の履
修により、今後4年間の大学生活がより有意義なものになるよう、新入生を導く道標を示す授業である。作業療法学科ではディプロマポリ
シーの「作業療法学考究し、発展させるために必要な基本的知識を身につけている」と関連がある科目である。

授業の概要

本学の建学の理念を説明し、これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための視点を学ぶ。また、大学生活で守らなければならな
い基本的な規則、SNS利用の注意点、科目の履修方法と4年間の履修計画、さらに実習など特定科目の履修要件、進級基準や卒業要件につい
て説明する。さらに、図書館での図書検索方法と利用方法、インターネット上の危険について説明する。加えて、学生生活を充実させるた
めの一助として、課外活動や大学祭の紹介、勉学との両立方法などについて先輩の実践している方法についても紹介する。
最後に、恵庭市の歴史、また国際社会理解の視点から食事と宗教、えこりん村での日帰り研修を通してSDGｓの重要性について学ぶ。

1

北海道文教大学建学の理念（渡部学長）
鶴岡夫妻が遺した灯火
学訓「清く 正しく 雄々しく進め」に込められた、真理を探求す
る明晰な頭脳、誠実な精神、チャレンジ精神を目指す理念を共有
する。

本学の創設者である鶴岡夫妻につい
て調べておく。（90分）

各自の目指す職業で鶴岡夫妻の理念
を実現する方法についてまとめる。
（90分）

2

この時代、君はどう生きるか（渡部学長）
これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための、本質
的な物の見方、捉え方を学ぶ。

これまで読んだ本の中から、自分の
生き方に影響を与えたと思える本を
もう一度読んでおく。（90分）

これからの自分の進路を見据えなが
ら、事前学習で読んだ本を精読す
る。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

ゲスト講師として、恵庭市職員による恵庭市の紹介、警察官とIT企業の職員によるインターネット上の脅威と防御方法、陸上自衛隊 北海
道補給処長の講義を予定している。

課題に対する
フィードバック

の方法

グーグルフォームを用いた確認テストを行い、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

遠隔授業の受講方法について（白戸）
本学で遠隔授業のツールとして使用しているGoogle Classroomの
使用方法について学び、遠隔授業を受講できるようになる。

本学から付与されるGoogleアカント
でログインする（90分）

各科目のClassroomに参加する。
（90分）

6

授業に役立つ図書館の利用法（白戸）
本学図書館の概要と利用方法について説明する。
レポート作成や発表資料作成で必要になる資料について、蔵書検
索機（OPAC）を含めた探し方の方法を習得する。
（図書館）

学生便覧の「図書館」の部分を読ん
でおく。（90分）

実際に図書館を訪れ、蔵書検索で興
味のある本を探してみる。また、イ
ンターネット経由で蔵書を検索して
みる。（90分）

3

授業を受講するには①（白戸）
履修方法・登録方法について、具体的に説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

4

授業を受講するには②（白戸）
履修要件、進級基準や卒業要件について説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

7

グローバル化に対応した食知識（小塚）
グローバル化が進んでいる現代において、外国の食文化や知識を
得ることは、どの職業においても円滑なコミュニケーションをと
るための一助となる。

宗教によって禁忌とされている食べ
物（あるいは食べることが許されて
いる食べ物）について調べておく。
（90分）

食事に対する宗教上の戒律の理由に
ついてまとめる。（90分）
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9

学友会・課外活動団体紹介（大森）
中央執行委員会の役割と位置付けについて知り、学生としての自
覚を持ち、自ら積極的に大学生活をより有意義にするため、各自
が出来ることを考える一助とする。（学友会）　
各団体の活動内容と団体所属学生の大学生活を紹介し、勉学と課
外活動の両立を図るための具体的な方法を把握する。

学生便覧で、学友会に関する項目に
目を通しておく。また、大学ホーム
ページなどで、本学所属の課外活動
団体について調べておく。（90分）

自らの大学生活を有意義なものにす
るための目標と計画を立てる。ま
た、勉学時間、課外活動、アルバイ
トなど各自の1日の行動を見直し、
有意義な時間を過ごせるよう計画を
立てる。（90分）

10

大学祭実行委員会紹介（大森）
大学祭実行委員会の役割と位置付けと、大学祭の歴史について紹
介する。

各大学の大学祭内容について分かる
範囲で調べておく。（90分）

本学の大学祭内容について復習す
る。（90分）

8

サイバーセキュリティについて（松岡）
スマートフォンやパソコン等が普及し誰でも気軽にインターネッ
トを利用できるようになっている一方で、インターネットにまつ
わるトラブルが増加している。本学では全館Wi-Fiが利用できる
ためインターネットを安全に使用するためには、より注意が必要
である。そこで、無線LANにおいてどのような脅威がありどのよ
うに対処すればよいのか、また、無線LANを利用するにあたって
の注意事項をゲスト講師を招いて学ぶ。
（NTT東日本、北海道警察サイバーセキュリティ対策本部）

インターネット使用にあたってどの
ような脅威があるかを調べておく。
（90分）

セキュリティ対策や身につけるべき
情報モラルを復習しておく。（90
分）　　　

13

えこりん村SDGs研修①（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

14

えこりん村SDGs研修②（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

11

SNSの利用上の注意について（白戸）
大学生活におけるSNSの利用上の注意点について理解を深める。

現在までのSNSのトラブルで社会的
問題となった内容を調べる。（90
分）

大学生活で節度のあるSNSの利用法
について復習する。（90分）

12

恵庭市の歴史と特徴（白戸）
恵庭市役所からゲスト講師を招き、これからの4年間のほとんど
の時間を過ごす恵庭市について理解を深め、地域社会との連携を
深める。
（恵庭市）　

恵庭市のホームページなどから、恵
庭市の概要について調べておく。
（90分）

各自の目指す職業で、恵庭市の未来
に貢献する施策を考える。（90分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト、および授業参加の積極性から総合的に判断する。

15

えこりん村SDGs研修③（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ゲスト講師等の都合により、授業計画の順序通りの内容とならないため、決定次第、別紙で連絡する。
合理的な理由による欠席は点数を考慮するので欠席届を出すこと。13~15回の授業は、えこりん村での日帰り研修を行う。日程は別途、連
絡する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106160AA 生活と社会環境 1128 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①　現代日本の地域医療の現状を説明できる
②　代表的な疾患に適合した生活環境の整備について説明できる
③　今後の日本における生活環境のあるべき姿を考え、説明することができる

授業の方法 パワーポイントを用い講義形式ですすめる。また、講義後に課題を提示し講義内容の確認を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 今泉　博文、金子　翔拓

授業の位置づけ

各該当学科のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ・ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰを鑑み、現代日本の社会環境を高齢者や代表的な疾患による身体障害を持つ人
を通して理解するとともに科学的思考力と創造的思考力を活用して看護の発展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力を身につける共通重
要科目であり、更に人の生活全般と関連し、地域医療や社会環境を考える基礎となる。特に看護科においては、看護の基盤となる問題解決
能力を活用して看護過程の展開や臨床判断を行うための基本的な能力を会得する重要科目である。（思考・判断・表現）

授業の概要

現代日本においては、様々な疾患や障害を持つ人々が地域社会で生活している。この現状を踏まえ、疾患や障害といった背景を持ちながら
も快適な生活を送るためにはどの様な生活環境の整備が求められているのかについて、生活環境が生活の質に大きく影響する疾患や障害の
特徴を理解したうえで考察する。

1

オリエンテーション　
医療保険制度の現状を理解する（診療報酬制度等も含む）　（今
泉）

自身を取り巻く生活環境について考
えてくること。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

2

介護保険制度の現状を理解し、地域社会で在宅サービスを受ける
対象者について理解する（金子）

介護保険制度について調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

金子翔拓：病院やクリニックなどの身体障害領域において作業療法士として勤務した経験を活かし, 社会と生活環境の授業を行う.　

今泉博文：国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設11か所で勤務した経験を活かして医療保険制度、介護保険制度および筋ジストロ
フィー、重症心身障害児（者）、精神疾患患者等の障害者の生活と社会環境について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

前回授業の最後に提出された課題に関して、次回の授業で補足説明や解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

障害者の生活と社会環境①　脳卒中患者の症状や障害の概要を説
明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

脳卒中とはどの様な症状を呈するの
かについて調べておくこと。（９０
分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

6

障害者の生活と社会環境②　脳卒中患者の生活環境の整備につい
て考える（金子）

脳卒中患者が生活しやすい環境とは
何かについて調べておくこと。（９
０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

3

高齢者の生活と社会環境①　高齢者（虚弱老人・認知症を含む）
が生活するうえでの「リスク」について理解を深める（今泉）

高齢者が抱えるリスクについて調べ
ておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

4

高齢者の生活と社会環境②　高齢者（虚弱老人・認知症を含む）
に適する生活環境の整備について理解を深める（今泉）

高齢者が生活しやすい環境とは何か
について調べておくこと。（９０
分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

9

障害者の生活と社会環境⑤　パーキンソン病患者の症状や障害の
概要を説明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

パーキンソン病とはどの様な症状を
呈するのかについて調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

10

障害者の生活と社会環境⑥　パーキンソン病患者の生活環境の整
備について考える（金子）

パーキンソン病患者が生活しやすい
環境とは何かについて調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

7

障害者の生活と社会環境③　筋ジストロフィー疾患患者の生活環
境の整備について考える（今泉）

筋ジストロフィー疾患患者が生活し
やすい環境とは何かについて調べて
おくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

8

障害者の生活と社会環境④　筋ジストロフィー疾患患者の生活環
境の整備について考えるパート２（今泉）　

前回の講義で提示された疾患の患者
が生活しやすい環境とは何かについ
て調べておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）
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13

障害者の生活と社会環境⑨　脊髄損傷患者の症状や障害の概要を
説明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

脊髄損傷とはどの様な症状を呈する
のかについて調べておくこと。（９
０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

14

障害者の生活と社会環境⑩　脊髄損傷患者の生活環境の整備につ
いて考える（金子）

脊髄損傷患者が生活しやすい環境と
は何かについて調べておくこと。
（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

11

障害者の生活と社会環境⑦　重症心身障害児（者）の症状や障害
の概要を説明し、患者の生活様式について理解を深める（今泉）

重症心身障害児（者）はどの様な症
状を呈するのかについて調べておく
こと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

12

障害者の生活と社会環境⑧　精神疾患患者の生活環境の整備につ
いて考える（今泉）

精神疾患患者が生活しやすい環境と
は何かについて調べておくこと。
（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題

15

障害者の生活と社会環境⑮　精神疾患患者の生活環境の整備につ
いて考える　パート２
まとめ　
１～14回までの内容について総復習を行い、障害を持つ人の生活
環境について理解する。（今泉）

１～14回の内容について、これまで
に作成したノートを確認しておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄 なし

その他

20 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

教科書 なし（プリントにて対応）

参考文献 特に指定しない
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103760AA 食生活論 1164 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

○ 医療現場や教育機関で食事に関する指導を行う上で必要な食器、食具の歴史や種類、使い方、食空間の演出方法に関して説明できる。
○ 国内外の食事様式の歴史を学ぶことで、食べることの文化的な意味を説明できる。
○ 食に関する情報や広告、外食産業などの仕組みや戦略を理解し、多様化する食事の未来を予測できる。
○ インターネット時代の食事やキャラクター弁当、遺伝子組み換えや環境問題など、食事に関する幅広いテーマについて、将来、医療や
教育の現場で問題を提起し議論を展開できる。

授業の方法

①教科書を利用し、確実に講義の内容を把握できるよう指導する。
②必要に応じて板書とパワーポイントを利用し、視覚的な理解を深める。
③内容に合わせ、学生たちの調査報告をとりいれ、活発な議論により、食生活への関心を深める。
④中間テストとレポート提出により理解度をはかり指導する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 荒井　三津子

授業の位置づけ

ヒトが食べるモノ、食べるコト、食べる理由を広く学び、食生活全般を扱う学習に必要な基礎知識を身につける教養科目である。また理学
療法学科ではディプロマ・ポリシーの「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係が築くことができる」と、作業療法学科でのディ
プロマ・ポリシーとして、「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている」と特に関連がある科目である。栄養学系教
科、調理学および調理科学系教科、食品学系教科の学習の理解に役立つだけでなく、生物学や食文化に視野を広げることで、さまざまな領
域の指導者、教育者に必要な教養と実践力を身につけることができる科目である。

授業の概要

ヒトはなぜ食べるのか。なぜダイエットするのか。なぜ食卓に花を飾るのか。人間にとって「食」は単に栄養補給のための餌ではなく「食
事」である。生命を維持するための「食事」の機能と重要性を確認し、国内外の食事の歴史、文化、食器、食の様式や食事作法、食に関す
る広告や現在の食事情、将来予測される問題点等について多角的に学習する。

1

＜「食」の学び方＞　「食」は生理的、文化人類学的、社会学
的、生物学的、環境学的など様々な方向からアプローチできる興
味深いテーマである。初回は自分たちが食べる理由や目的につい
て真摯に考察し、15回の講義内容を俯瞰して学習の意味を確認す
る。

私たちが食べる理由について考えて
くること。90分程度。


教科書全体の構成を把握し、「食べ
る」ことを学ぶ意義を考察する。90
分程度。

2

＜食べるヒト・食べるってなに？生きるってなに？＞　私たちが
食べなければならない理由について、イキモノとはなにかという
生物学的視野から学び直す。動物に共通する食べる仕組みの精巧
さを確認し、同時に他の動物と人間の「食べる」理由の違いにつ
いて考察する。


教科書P2〜８を読んでくること。90
分程度。

講義で学んだ「食べる理由」につい
て整理しておくこと。90分程度。

実務経験のある
教員の教育内容

北海道立の高等学校と歯科衛生士専門学校で生物学、調理師学校食文化等の教育経験がる。また長く生活文化研究所を運営しており、人間
の生活と食文化、食生活に関する幅広い知識と指導経験がある。この経験を生かし、卒業後の実務に活かせる知識と技術、指導者になるた
めの心構えも指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

調査レポートと中間試験を採点評価後返却し、講義時間内に解説を行います。提出してもらうレポートと中間試験に質問欄を設け、質問が
あった場合は直接コメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜ヒトが食べない理由・ベジタリアン事情とフードファディズム
＞　世界にひろがるベジタリアンの実状とその思想の背景、およ
び、特定の食品に過剰な健康効果を期待したり否定するフード
ファディズムについて学習する。

前回学んだ『食べない理由』を復習
し、P28〜30、P72〜73を読んでく
る。90分程度。

「食のタブー」とベジタリアン、
フードファディズムについて説明で
きるようにしておく。90分程度。

3

＜食べるヒト・食べる仕組みと最新の「腸内」事情＞　ヒトの消
化の仕組みを概観し、食べモノと健康、腸内細菌および消化器官
系医療の最新事情について学ぶ。

教科書９〜14まで読んでくること。
90分程度。

消化の仕組みと腸内環境について理
解する。90分程度。

4

＜ヒトが食べない理由・ダイエットと肥満＞　ダイエットの起源
とその変遷、現状と背景を学習する。過食の原因と効果的なダイ
エット法、機能性食品についての知識も確認し、栄養や健康の指
導社としての姿勢を考える。

教科書P17〜26まで読んでくる。90
分程度。


ヒトが痩せたい理由とダイエットの
問題点について整理しておく。90分
程度。
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6

＜「食べ方」を学ぶ理由＞　学校における栄養教育と家庭と社会
における「食べ方」の学びについて学習する。国内外のさまざま
な食事作法が誕生した背景と食事作法の意味、さらに継承されつ
づける理由について考察する。

教科書P41〜51まで読んでおくこ
と。90分程度。

作法が必要な意義について考察して
おくこと。90分程度。

9

＜ヒトはなぜ食べるのか＞　講義の前半の総まとめを行い、人間
が食べる理由、食べない理由について多方面から考察する。

前回までの講義内容を復習しておく
こと。90分程度。

中間の総まとめの講義内容を復習し
ておくこと。90分程度。

10

＜「食」の未来＞　染色体操作や遺伝子組み換えなど、最新の品
種改良や魚介類の養殖について、その手法や課題、可能性につい
て詳しく学習する。同時に食をめぐる地球規模の環境問題につい
ても学び、未来の「食」に関する課題を考察する。

教科書p84〜96まで読んでおくこ
と。90分程度。

養殖や染色体、遺伝子組み換えなど
について整理しておくこと。90分程
度。

7

＜ヒトから人間へ・食べるモノの変遷＞　私たちの「食」の過去
と現在を概観する。日本の食事様式の歴史や、外食と中食の歴史
と現状についても学習する。そのプロセスで「餌」から「食事」
へとその意味を変えてきた人間の「食」の複雑さについて考察す
る。
アクティブラーニングとして、周囲と自分たちの食事について話
し合いをし、発表してもらう。

教科書P54〜61まで読んでおくこ
と。90分程度。


日本の食の歴史を整理しておくこ
と。餌と食事の違いを説明できるこ
と。90分程度。

8

＜おいしさとはなにか＞　「からだにいい」とはなにか。「栄養
がある」とはどういうことか。「おいしい」とはどのようなもの
か。普段なにげなく口にする表現の意味するところを科学的に学
び、食事の機能と意味を理解する。

教科書のP72〜80まで読んでおくこ
と。90分程度。

「おいしい」とはどのようなことか
整理しておくこと。90分程度。

13

＜「食」の演出＞　料理・食器・盛り付け・食卓・食空間のイン
テリアなど、人間はなぜ「食」の場面を飾るのか。なぜ演出が必
要なのか。色彩学やデザインの基礎を学び、食卓装飾の歴史をた
どりながら、食べることの意味を広く考察する。

教科書p81〜83、p124〜p132を読ん
でおくこと。90分程度。

自分の周囲の食卓について調査して
みること。90分程度。

14

＜餌場から食事の場へ・テーブルコーディネートの機能＞　食欲
やコミュニケーションに大きく作法する食卓の演出について、具
体的に学習する。色彩学やテーブルコーディネートの基礎知識を
確認し、「食」の場面に必要な知識や技術の深さと広さについて
学ぶ。

前回の講義内容を整理しておくこ
と。90分程度。

食卓の演出について具体的なテク
ニックを整理する。90分程度。

11

＜食事空間を学ぶ＞　火と水、道具の利用がなければ私たちの
「食」の発展はなかった。火と水がどのように扱われ、「台所」
はどのように進化してきたか、その変化の社会的文化的意味も合
わせて学習する。配膳や食事様式についても学び、食空間の機能
についての知識を深める。

教科書p98〜105まで読んでおくこ
と。90分程度。

台所と調理の進化を整理し、これか
らの食事について考察すること。90
分程度。

12

＜「食」をめぐる仕掛け・外食の歴史と広告＞　外食の歴史を概
観し、現代の外食産業を支える広告の機能と種類を学習する。そ
のことから私たちの食行動の変化や時代の流れ、加えて食の未来
と問題点を広く考察する。

教科書p107〜p115まで読んでおくこ
と。90分程度。


周囲にある食関連の広告を調査整理
すること。90分程度。

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 確認試験（２回）

15

＜年中行事と祭り・儀礼の食・縁起について＞　　食の場面にお
ける「ハレ」と「ケ」、および日本の冠婚葬祭や年中行事の食の
多様性と意味について幅広く学習する。「食」がもつコミュニ
ケーションツールとしての機能や、人間のこころの「よりどこ
ろ」や「やすらぎ」としての役割についても考察する。

年中行事に食べるものについて調査
しておくこと。90分程度。

教科書全体の重要事項をまとめてお
くこと。90分程度。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 30 調査レポートの評価。
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履修条件・留意
事項等

私語厳禁。
毎回必ず教科書を持参すること。



備考欄

教科書

食学入門ー食べるヒト・食べるモノ・食べるコトー / 荒井三津子　/ 光生館

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102080AA 現代医療と福祉・介護 1122 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.　現代日本の医療、福祉、介護の現状を理解し、その諸問題を説明することができる。
2.　日本と諸外国の医療、福祉、介護制度の特徴や違いを説明できる。
3.　今後の日本における医療、福祉、介護のあるべき姿を考え、説明することができる。

授業の方法

各種メディアを利用した座学・講義である。
講義中に課題を提示し、それに対するコメント等を提出させる。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

各該当学科のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ・ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰを鑑み,地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおいて高齢者障害者等が住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるようう,[住まい][医療][介護][看護][予防][生活支援]が切れ目なく一体的に提供ができ,
「[心/意欲/態度]が養われる重要な科目である.更に日本の社会事情を広く理解するうえで必要な知識としての[医療/福祉/介護]に焦点を
あて,近未来の社会制度を思考し,構築するための基礎的能力の向上を目指すとともに科学的思考力と創造的思考力を活用して各専門職の発
展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力(看護においては看護過程の展開や臨床判断).を身につける重要科目でもある.

授業の概要

少子高齢化、人口減、労働力の減退などの社会構造が大きく変容している背景により、現代医療は、福祉や介護との連続性と包括的な制度
や考え方が大きく変遷している。このようなことから、、医療や福祉・介護に携わる者は、制度論だけではなく、幅広く社会を俯瞰する知
識や倫理観を持ち備えることが必要である。これらをふまえ、授業では医療、福祉、介護の現状を理解し、日本が現在抱えている諸問題に
ついて考え、その解決策を探る。また、日本と諸外国における医療、福祉、介護制度を比較し、日本の特徴を理解する。同時に今後の日本
の理想的な医療、福祉、介護のあるべき姿を考える。

1

オリエンテーション
少子および高齢化社会を迎えている日本が抱える諸問題を理解す
る

少子および高齢化社会の問題点につ
いて調べておくこと。
（90分）

医療・福祉領域から見た問題点につ
いてまとめておくこと。
（90分）

2

20世紀の医療制度（介護保険施行以前）を理解する 医療保険制度について概要を調べて
おくこと。
（90分）

介護保険制定以前の問題点について
まとめること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設11か所で勤務した経験を活かして「医療・福祉・介護」から日本の生活環境と社会環境につ
いて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内容についての簡単なコメントを記載させ、その内容について講義内にフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

諸外国の医療制度と日本の医療制度の違いを理解する インターネットなどを利用して、諸
外国の医療制度について概要を確認
しておくこと。
（90分）

日本の医療制度の利点をまとめてお
くこと。
（90分）

6

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成
育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関す
る法律」（平成30年法律第104号。以下「成育基本法」。）を踏
まえて、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する
基本的な方針を理解する。

介護保険制度が制定された経緯につ
いて調べておくこと。
（90分）

講義内容についてわかりやすくまと
めておくこと。
（90分）

3

21世紀の医療制度（介護保険施行後）および先端医療について理
解する

なぜ医療制度・介護保険制度が施行
されたのか資料を検索して考えてく
ること。
（90分）

先端医療は生活にどのような恩恵を
与え、どのような問題を生んだのか
考えること。　
（90分）

4

医療制度の問題点を考える 医療制度の問題点が論じられている
資料を見ておくこと。
（90分）

現状の医療制度について、自分の考
えをまとめておくこと。　
（90分）

7

「DOHaD (Developmental origin of health and disease)次世代
の非感染性疾患」を理解する。

教員が提示する資料およびインター
ネットなどを利用して、「DOHaD
(Developmental origin of health
and disease)」をあらかじめ調べて
おくこと。
（90分）

「DOHaD (Developmental origin of
health and disease)」を今後の展
開考えること。
（90分）

8

「小児医療と小児病院」を考える。 小児医療・小児病院について事前に
調べて問題点・課題等について確認
しておくこと。
（90分）

現状の問題点について整理するこ
と。
（90分）
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9

医療・福祉・介護の連携を理解する 地域における医療・福祉・介護の連
携を具体的調べること。（90分）

講義内容についてまとめること。
（90分）

10

地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策
を講ずるための 関係法律の整備に関する法律についてを理解す
る。

「福祉」の概念について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

福祉制度がなぜ変わってきたのかを
まとめること。
（90分）

13

諸外国の福祉制度と日本の福祉制度の違いを理解する 諸外国の福祉制度について調べ、気
づいたところをまとめておくこと。
（90分）

現状の福祉制度について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

14

日本における地域リハビリテーションの現状を理解する 地域リハビリテーションとはなに
か、資料を調べてまとめておくこ
と。
（90分）

講義内容をまとめ、地域リハビリ
テーションの具体的な活動について
まとめておくこと。
（90分）

11

地域包括ケアシステムの推進
（多様なニーズに対応した介護の提供・整備を考える。

地域包括ケアシステムについて調べ
ておくこと。
（90分）

講義内容から、地域包括ケアシステ
ムについて再確認しておくこと。
（90分）

12

高齢者住まいの施策について
―地域包括ケアシステムの構築―を考える。

現代の福祉制度の「疑問点」につい
てまとめておくこと。
（90分）

講義の内容をふまえ、福祉制度の問
題点を考えておくこと。　（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題

15

まとめ　現代の医療、福祉、介護が未来の社会にどのような影響
を及ぼすのか理解する

今までの講義内容をまとめたノート
を読み返しておくこと。
（90分）

理想的な医療・福祉・介護の連携に
ついて自分の意見をまとめること。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄 なし

その他

20 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

教科書 なし

参考文献 プリント配布
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111030AA キャリア入門 1132 1 1

到達目標

・「キャリア」や「キャリアデザイン」を説明できる。
・自己理解の方法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)、「計画的偶発性」について述べることができる。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」を説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全2回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

前期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、初年次教育の一貫として、大学生活の充実や社会で活躍するために、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加
えて、これらにとって必要なスキルのひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解するための科目である。なお本科目
は、「キャリア形成」の基礎となる。

授業の概要

グローバリゼーションと高度情報化が益々進展する現代社会においては、自己のアイデンティティを確立することが重要である。そのため
に、我々をとりまく文化、環境を再認識しながら自らの生き方や生活、仕事について考えることを目指す。

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」を理解する。

・「キャリア」の意味やイメージに
ついて思いつくままに考える。
・これまで「キャリア」という言葉
を使ったり聞いたりした事があれ
ば、その場面はどのようなものだっ
たかを思い出す。(90分）

授業内容を整理する(90分

2

自己理解の手法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)と「計画的
偶発性」を学ぶ。

「私は…」から始まる文で、自己紹
介の内容を考える。(10個以上)(90
分）
例:私は、北海道文教大学の学生で
す。など

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「社会人基礎力」を理解し、動画の視聴を通して「キャリア」に
ついて考える。

様々な人々と仕事をするために必要
なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の概要を理解する。 人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人生曲線」のワークを通し、自己理解を深める。 生まれてから現在までの人生の中
で、印象に残った出来事を整理す
る。(90分)
例:高校に合格した。失恋した。な
ど

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

第1回から第3回の授業で学んだ内容
を、自分にとってどう活かすかを考
える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を今後どのように身
につけるかを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111040AA キャリア形成 1135 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．「キャリア」や「キャリアデザイン」、「計画的偶発性」を説明できる。
２．「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」について論じることができ、活用することができる。
３．キャリアに関する具体的な事例に対し、「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」から説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全3回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

後期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、社会で活躍する事を視野にいれ、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加えて、これらにとって必要なスキル
のひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解し、役立てるための科目である。なお本科目は、「キャリア入門」の発展
となる。

授業の概要

これからの人生を、職業を通じて社会に貢献し、生計を立て、また職業人として日々充実感を持つことのできるよう、自らの職業観・勤労
観を培うとともに、自らの生き方や生活デザインについて基本的な展望を身につける。

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」、「計画的偶発性」、「社会人基礎力」を理解する。

社会で活躍するために必要なことを
考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

2

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「きづく」、「うけ
いれる」、「むきあう」の視点を理解する。

人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「うけいれる」の
ワークを通し、自己理解を深める。

自分が普段のコミュニケーションで
気をつけていることを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みつめる」、「み
とおす」の視点を理解する。

ライフ・キャリアのレインボーにつ
いて調べる。(90分)

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の5つの視点の中で、自分
にとって特に重要なものについて、
その理由や実体験を併せて考える。
(90分)

授業内容を整理する(90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みとおす」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

大学生活の中で意識している・価値
を感じていることについて整理す
る。(90分)
例:成長する。楽しさ。など

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を、今後どのように
役立てたいと思うかを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10205091 現代社会とキャリアプラン(旧々ｶﾘ) 1132 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．社会のニーズと看護師が働くことができる場について説明できる
2．コーチングの手法を体験的に学び、自分の傾向と等身大の自分を客観的に分析できる
3．施設の特徴を知るための情報を収集できる。
4．就職活動に向けて実現可能な計画を立案できる

授業の方法

パワーポイントとハンドアウトを用いた講義と実践的な演習により進める。
ディスカッションや個人ワーク（全8回）を通して、自己分析し、在学中のキャリアプランを立案をする。

ＩＣＴ活用 出席確認や課題提出に、Google Classroomを活用する。

前期

教員氏名 坂東　奈穂美

授業の位置づけ

医療系の職場が求める自他尊重のコミュニケーションを用いて、自身の看護に対する興味・関心を分析し、自分がやりたい看護を実践でき
る施設を選択するため情報を収集し、就職活動に向けた行動プランを立案し、就職活動を遂行するためのスキルを概説する。これらの就職
活動に向けた準備を介して、看護職としての基礎的なキャリアを構築するための科目である。
②他の科目との前後のつながり：「キャリア入門」に関連する科目である。

授業の概要

キャリアについて理解し（キャリアとは何か）、コーチングによるコミュニケーションを軸として自分の内面に問いかけ、自分の中にある
看護観や興味・関心の高い看護分野を模索する（自己分析）。社会が看護職に求めている能力や看護職が働いている様々な場を知る（看護
師として働く）。自分の興味や関心のある分野でキャリアを重ねることができる施設を選択するために、実際に必要な情報を収集する（自
分に合った施設を選ぶ）。選んだ施設を実際に知るための方法を理解し（施設を知る）、実際に就職活動を遂行するために必要なスキル
と、計画の実現に向けたセルフマネジメントについて解説する。

1

キャリアとは何か：自分の人生を考える
・キャリアの考え方
・自らのキャリアを振り返り、未来を考えることの重要性

キャリアに関する文献や図書を読ん
でくる（90分）

キャリアについて、新たに抱いた考
えをまとめる（90分）

2

キャリアとは何か：これまでの自分を振り返る
・ライフラインの作成

幼少期からのライフイベントを挙げ
てくる（90分）

完成したライフラインから見えてき
た自分についてまとめる（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、提出された課題に対しコメントし、返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【自己分析】
（コーチング）自分の将来のライフプラン
・どのような仕事をしていたいのか
・どのような家庭を築きたいのか
・どのようなプライベートの時間を持ちたいのか

自己の将来像について考えてい来る
（90分）

仕事とプライベートに分けて、将来
のライフプランについてまとめる
（90分）

6

【看護師として働く】
看護師の働く場からみた社会の現状
・医療・看護界の分析ー看護師の需要と供給、医療の方向性
・看護師の資格で活躍できる場や施設

医療における今後の課題や、看護師
の需要と供給・労働環境について、
新聞や官庁のHPから調べてくる（90
分）

自分が看護師として働きたいと思う
施設や分野を選ぶ（90分）

3

【自己分析】
・自己を知る必要性
・ジョハリの窓と個性の広がり
・自己を知り、他者を理解するためのコミュニケーション　ー
コーチング―

自己のコミュニケーションの特徴に
ついて振り返る（90分）

返却された第2回講義の課題につい
て、コメントされた事項について振
り返る（90分）

4

【自己分析】
・（ピア・トーク）自分の価値観を知る
・自分の良いところ、自慢できることを100個探せ！（長所と短
所）　
・自分が大切だと思うことを意識する

自分の長所と短所について振り返る
（90分）

新たに見つけた自分の長所や価値観
について、まとめておく（90分）

7

【看護師として働く】
求められる看護師像
・看護職としての社会人基礎力
・卒業時到達目標

社会人基礎力について調べてくる
（90分）

社会が求めている新人看護師像につ
いてまとめる（90分）

8

【看護師として働く】
（コーチング）自分がやりたい看護を見つける
・どんな看護が気になる？
・どこで（地域、専門性、看護の対象者）で働きたい？
・将来、何をしたい？

自分が関心のある看護について、ま
とめておく（90分）

自分が目指す看護師像を記述してお
く（90分）
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9

【看護師として働く】
（ピア・トーク）学生のうちに身につけておきたいスキルは、な
に？
・看護師に求められる能力と自分が身につけたい能力

看護系大学の学生には、どのような
スキルが求められているのか、調べ
てくる（90分）

在学中に身に付けたいスキルについ
てまとめる（90分）

10

【自分に合った施設を選ぶ】
自分がやりたい看護ができる施設を、どう選ぶのか
・施設からのパンフレットを読み解くー見るポイントは？－
・設置母体や理念から施設の特徴を理解する

看護師が働くことができる施設の種
類を調べてくる（90分）

施設を選ぶときの自分なりのポイン
トを挙げておく（90分）

13

【施設を知る】
（個人ワーク）インターンシップや病院説明会への参加方法
・気になる施設への質問事項をあげてみよう
・看護体験、勤務条件、福利厚生などの確認事項をあげてみよう
・アポイントメントの取り方ー電話のマナー、メールの書き方
・訪問時のビジネスマナー（服装、到着時間等）

施設説明会やインターンシップで確
認したいことを挙げてくる（90分）

授業内で取り上げた仮想の施設の看
護部長宛てに、インターンシップの
お礼のメールを書く（90分）

14

【セルフマネジメント】
学業と就職活動の両立
・スケジュール管理のコツーやるべきことのリストアップ
・PDCAサイクルをまわすーTo Do チェック、〆切管理、進捗管理

これまで、学業とプライベートの両
立ができたていたのかどうかについ
て、振り返る（90分）

スケジュール管理で、今後、工夫し
たいと考えたことまとめる（90分）

11

【自分に合った施設を選ぶ】
（個人ワーク）気になる施設を調べよう！

気になる施設（2～3施設）を見つけ
ておく（90分）

自分が施設を選んだ理由についてま
とめる（90分）

12

【施設を知る】
就職活動の概要やスケジュールを理解する
・事前の準備：申し込みから、当日までに済ませておくこと
・インターンシップと病院説明会ー看護体験と実習の違い
・施設に確認したい事項

就職活動のスケジュールについて調
べてくる（90分）

気になる施設（2～3施設）のイン
ターンシップや病院説明会の日程と
概要を調べる（90分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題1から課題7各10％×7回、最終課題30％

15

【セルフマネジメント】
（個人ワーク）就職活動開始までのロードマップを作ろう
・卒業までのスケジュールを立案する

3年生の授業予定、アルバイト、
サークルの年間予定、3年生のうち
に行う就職活動についてリストアッ
プしてくる（90分）

将来のライフプランを踏まえて、就
職活動をどのような機会ととらえて
取り組みたいのかについてレポート
を書く（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

部分的に就職活動に関連する事項も取り上げますが、今後の自分のキャリアを真剣に考え、それを実現するための準備をする科目です。

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 看護職としての社会人基礎力の育て方〔第2版〕箕浦とき子・高橋恵（編）日本看護協会出版会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102090AA 日本国憲法 1120 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１、日本国憲法を最高法規とする我が国の法体系について説明できる。
２、様々な基本的人権について概要を述べることができる。
３、法というルールを介して、社会人としての関係形成、問題解決の方法、変化する社会への対応など、我が国において生きていく上で生
じ得る問題について自ら考え、論じることができる。

授業の方法

パワーポイント及び配布印刷物を活用しながら講義形式で進める。
各講義中に毎回コメントシート（授業についての振り返り、思ったこと、疑問等を記述したもの）を提出する。
確認テストを時間内に行う（全15回）。提出方法についてはGoogle フォームを併用できるようにする予定である。

ＩＣＴ活用 Google フォームのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 池田　杏奈

授業の位置づけ

人間社会のルールの1つである日本国憲法を学ぶことにより、幅広く教養を身につける科目である。

授業の概要

民主主義（国民主義）と基本的人権の相関関係を明確にするとともに、なぜ「憲法」が国家の最高法規とされるかを理解することを目指
す。次いで、日常生活の場面で生じる様々な紛争解決する手段としての裁判の意義、システムを学び、同時に法解釈の手法を考察する。以
上の基本的な知識を修得した上で、日本国憲法の精神と構造を（明治憲法との比較を含め）大枠で理解するよう努める。

1

【ガイダンス・子どもの人権】
担当教員の自己紹介、授業の概要、予習と復習の方法、成績評価
についての説明を行う。
校則を題材にして「子どもの人権」について解説する。

授業前に教科書を購入し、「Theme
１　ブラック校則──子どもの人
権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

2

【外国人の権利】
法律上「国民」とは誰を指すのかを知り、「外国人」との権利の
違いについて学ぶ。

「Theme２　欲しいのはまず選挙権
──外国人の権利」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストを実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【法の下の平等】
以前の民法や刑法の条文を題材に、「法の下の平等」について学
ぶ。

「Theme５　再婚は100日後──法の
下の平等（1）」「Theme６　むかし
親殺しありき──法の下の平等
（2）」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

6

【信教の自由】
「信教の自由」を保障している条文の構造を理解し、保障の限界
について判例を基に学ぶ。

「Theme７　法廷の宗教戦争──信
教の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

3

【プライバシー権】
プライバシーとはどういうものとして、法律上どのように保護さ
れているかを学ぶ。

「Theme３　わたしの秘密──プラ
イバシー権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

4

【自己決定権】
自己決定権は憲法によってどのように保障されているのかを学
ぶ。

「Theme４　何の自己決定か？──
自己決定権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

9

【生存権】
憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」とはどの
ような生活を指すのかについて考える。

「Theme11　クーラーのない生活─
─生存権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

10

【教育権】
学校で子どもたちに教えられる教育の内容を決定できるのは誰で
あるかについて、判例を基に学ぶ。

「Theme12　教科書はつらいよ──
教育権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

7

【表現の自由】
「表現の自由」が日本国憲法の保障する人権の中でもとりわけ重
要度の高いものといわれる理由を考察し、どのような表現の自由
であっても保障されるのかということについて考える。

「Theme８　ポルノの権利──表現
の自由（1）」「Theme９　人殺し教
えます──表現の自由（2）」を読
んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

8

【営業の自由】
営業の自由はどのように保障されているかを学び、どのような場
合に制限されるかについて考える。

「Theme10　銭湯の楽しみ──営業
の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。
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13

【内閣】
内閣総理大臣はどのようにして選ばれるのかについて学ぶ。

「Theme18　首相の選び方──内
閣」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

14

【裁判所】
裁判に関する諸権利について学び、裁判員裁判について考える。

「Theme19　裁判はだれのために─
─裁判所」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

11

【死刑制度】
死刑制度の是非について憲法の視点から考える。

「Theme13　罪と罰のはて──死刑
制度」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

12

【国会】
日本国憲法が採用する「二院制」について学び、「国会」の役割
について考える。

「Theme16　両院は車の両輪──国
会（1）」「Theme17　民の声vox
Dei？──国会（2）」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する確認テスト、授業への参加態度、授業中で提出するコメントシート（全15回）により評
価する。

15

【まとめ】
社会の様々な場面における権利について総合的に学ぶ。

これまでの講義内容を復習し、憲法
と社会の関係について考えておく
（90分）。

憲法と社会の関係について、今後も
考えていく（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 初宿正典、高橋正俊、米沢広一、棟居快行『いちばんやさしい憲法入門〔第６版〕』（2020年、有斐閣）

参考文献 講義中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104340AB 生命科学（理学/作業/看護/こども） 1150 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

生命とは何かということに興味をもつことができる。
生物の体の構造と仕組みを理解できる。
メディア等で取り上げられる生命科学の成果を積極的に理解する態度をもつことができる。
科学的、論理的思考を身につけ、自身の専攻と関連するバイオテクノロジーの応用や生命倫理に関する議論に参加できる。

授業の方法

教科書をもとに、配布するハンドアウト印刷物、板書およびパワーポイント・スライドの投影により講義をすすめる。
講義終了前に練習問題を中心としたクイズ（小テスト）を行い、講義への参加度と内容の理解度を把握しながら授業をすすめる。これらク
イズは自己採点とし、成績には反映させない。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 荒井　克俊

授業の位置づけ

所属する学部、学科における専門的な学習に発展しうる生命科学の基盤となる知識を身に着ける。そして、メディア等で伝えられる先端研
究の成果とその社会実装について、科学的かつ論理的に正しく理解する基礎力を涵養する。理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理
学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている」、作業療法学科では「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身
につけている」と特に関連がある科目である。

授業の概要

生命科学の内容は私たちの健康、医療、食生活、生活環境などの日常生活に密接に関わっているだけではなく、持続的な社会の発展や生物
多様性保全など地球生態系にも関係するヒトがよりよく生きるための知識である。本科目では、専門科目の学習に発展・深化しうる身近な
トピックスを取り上げて、授業を進める。生命科学のなかでも、特に細胞、遺伝、DNA、ゲノム、発生、生殖、内分泌および免疫に関する
内容に重点を置いて、高等学校で生物を履修しなかった学生も十分理解できるように、初歩的な事項から、最先端の研究まで、段階を踏ん
で教授する。また、メディア等で話題となるバイオテクノロジーとその社会での応用についても学ぶ。


1

1.「ガイダンス」：担当講師の自己紹介に続き、本科目の位置づ
け、概要、到達目標、授業方法、成績評価をシラバスに基づいて
説明する。アンケート等により、高等学校までに得た生物に関す
る知識を確認する。生命現象に見られる共通性と多様性について
考える。

シラバスおよび教科書第１章2-6頁
を読み、疑問点をまとめる。（90分
程度）

生命科学を学ぶ意味を説明できるよ
うにする。（90分程度）

2

2.「細胞生物学の基礎」：原核生物と真核生物の違い、細胞の構
造、細胞内小器官の形態と機能、ミトコンドリア、核と染色体と
遺伝子の関係について学ぶ。

教科書第１章7-11頁を読み、疑問点
をまとめる。さらに細胞説とは何か
を調べてくる。（90分程度）

ノートを整理し、核と染色体の関
係、細胞内小器官の働きを説明でき
るようにする。（90分程度）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

クイズ（小テスト）実施の次回授業で解答についての解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

5.「ゲノム科学の基礎」：ゲノムとは何かを説明した後、自然界
におけるゲノム量の変異について触れ、さらにゲノムプロジェク
トを解説する。また、遺伝子組み換え技術、PCR技術、シーケン
ス技術の概要を説明する。DNA多型（RFLP、ミニ・マイクロサテ
ライト、SNP）、シンテニーを解説したのち、例えば遺伝病の原
因遺伝子をどのように特定するかについて、その概要を述べる。

教科書第２章23頁、第5章66-68頁を
読んで疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＤＮＡ多型の種類
を挙げ、それぞれの分析方法を簡単
に説明できるようにする。（90分程
度）

3

3.「遺伝学の基礎」：メンデルの法則を確認し、改訂された用語
（顕性・潜性）を説明する。体細胞分裂、細胞周期を学び、減数
分裂における染色体の挙動とDNA量の変化が体細胞分裂とどの様
に違うかを理解する。連鎖について学び、遺伝地図の作り方を理
解する。

教科書第４章48-60頁を読んで遺伝
の法則について疑問点をまとめてく
ること。（90分程度）

ノートを整理し、体細胞分裂と減数
分裂の違いを説明できるようにす
る。（90分程度）

4

4.「分子生物学の基礎」：遺伝物質がDNAであることを示唆した
アベリーの実験、シャルガフの法則、ハーシーとチェイスの実験
を解説した後、DNAの構造、転写・翻訳・タンパク合成に到る過
程を説明する。

教科書第１章12-17頁を読んでくる
こと。予めロザリンド・フランクリ
ンについて調べてくること。（90分
程度）

ノートを整理し、ＤＮＡからどのよ
うにアミノ酸配列がきめられるかを
説明できるようにする。（90分程
度）
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6

6.「遺伝的多様性」：遺伝、DNA、ゲノムの知識が社会でどのよ
うに利用されているかを説明する。次に病気と遺伝の関係を説明
したのち、集団におけるハーディ・ワインバーグ法則に基づく遺
伝子頻度と遺伝子型頻度の関係（簡単な計算）を学ぶ。また、体
重や身長、病気になりやすさなどの量的な形質の遺伝を学ぶ。

教科書第2章22頁、第4章58頁を読ん
でくること。（90分程度）第1回か
ら第5回までの講義内容について復
習すること。

ノートを整理し、遺伝子頻度の計算
ができるようになる。（90分程度）

9

９.「内分泌学の基礎」：外分泌と内分泌の違い、ホルモンの定
義を解説する。内分泌による恒常性維持（ホメオスタシス）の概
念を解説したあと、主要な内分泌器官を挙げて、そこで産生され
るホルモンの種類とその働きを概説する。

教科書第10章139－145頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ートを整理し、主要な内分泌器官と
ホルモンについて説明できるように
なる。（90分程度）

10

１0．「免疫学の基礎」：病原菌と感染症、自然免疫と獲得免
疫、自己と非自己の認識のメカニズム、ＭＨＣと拒否反応、アレ
ルギーについて基礎的・初歩的事項についてのみ教授する。

教科書第13章175－188頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、坑原と坑体につい
て説明できるようになる。（90分程
度）

7

7.「発生生物学の基礎」：受精卵は卵割（細胞分裂）を続け、細
胞が分化していくことにより、背腹と左右の軸ができ、誘導の現
象を介して、複雑な体が作り上げられていく。発生生物学の基礎
を学ぶとともに、発生が遺伝子発現のプロセスであることを理解
する。

教科書第3章32－46頁を読み、疑問
点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、受精卵から動物の
体になるプロセスを理解する。（90
分程度）

8

8.「生殖生物学の基礎」：ヒトや多くの動物では雌と雄の比率は
ほぼ1：1である。受精の瞬間に遺伝的に雄であるか、雌であるか
が決まること（性決定）の仕組みと性決定遺伝子の関係、また、
卵巣と精巣が形成され機能する生理学的な過程（性分化）につい
て学び、卵と精子がどのように形成され、子孫を残すのかを理解
する。
第一回テスト　第１回から8回までの講義内容から出題する。20
分程度

教科書第11章147－158頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）。

ノートを整理し、雌と雄の比率（性
比）が１：１となる仕組みを説明で
きるようになる。(90分程度）

13

１３．「バイオテクノロジー入門（３）」：我々の食を支える農
業、畜産、養殖では、栽培した植物、馴致した家畜、人工的に
作った養殖魚の品種改良（育種）が欠かせない。育種を進めるた
めに重要な、選抜育種（マーカー選抜も含む）、交雑育種、倍数
体育種について具体例を挙げて説明し、我々の生存が生命科学の
土台の上に成り立っていることを理解する。

巨峰ブドウと信州サーモンについて
調べ、何がこれら二つの品種に共通
する生命事象であるかをまとめてく
る（90分程度）

ノートを整理し、人間の歴史、文
化、現代の社会生活における育種の
役割を説明できるようになる。（90
分程度）

14

１４．「学習内容の整理とまとめ」：練習問題をとおして、これ
までの学習内容の整理をする。
レポートの課題を提示する。
次回のグループワークのための班分けをする。
第二回テスト　第１回から第13回までの講義内容から出題する。
30分程度。

第6回から第13回までの講義内容に
ついて復習すること。（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。（90分程度）

11

１１．「バイオテクノロジー入門（１）」：実験動物に利用され
る純系と何かを説明した後、同じ遺伝子型をもつ個体（クロー
ン）を得る方法としての単為発生技術と体細胞核移植によるク
ローン技術を解説する。さらにES細胞とiPS細胞について説明
し、細胞の初期化を考える。また、細胞を永久に保存するための
凍結保存の現状と可能性を述べる。

教科書第３章46頁、第5章62-65頁を
読み、疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＥＳ細胞とiPS細
胞の違いを説明できるようになる。
(90分程度）

12

１２．「バイオテクノロジー入門（２）」：遺伝子組み換え生物
の作り方と現状、これらの規制のためのカルタヘナ条約を解説す
る。また、最新のゲノム編集技術について、初歩的事項を説明す
る。このほか、不妊治療の有力な技術である顕微授精ICSI、生殖
細胞の操作による異種、異系統、異個体の配偶子形成を誘導する
方法を紹介する。

教科書第2章25-28頁、第5章69－74
頁、第7章103頁を読み、疑問点をま
とめる。（90分程度）

ノートを整理し、遺伝子組み換え生
物とその規制について説明できるよ
うになる。（90分程度）

定期試験 0 実施しない

15

１５.「生命科学と生命倫理」：これまでの学習を通じて、細
胞、遺伝、ＤＮＡ，ゲノム、発生、生殖、内分泌、免疫について
学んだ基礎知識に基づいて、メディア等で紹介される様々なバイ
オテクノロジーや自然生命現象について、人間の社会と生活との
関係を生命倫理の観点から、グループワークを通じて考え、発表
を行う。

教科書第2章26、27、29頁、第11章
159頁を読み、提起された問題につ
いて自分なりの意見をまとめる。
（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。(90分程度）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

- 26 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 第８回と第14回の講義終了前にテストを行う。

履修条件・留意
事項等

特別な事情がない限り、授業中の飲食を禁止する。私語厳禁。

備考欄

その他

30 第14回の講義で提示された課題について、決められた様式でレポートを作成して提出する。

教科書

みんなの生命科学
北口哲也・塚原伸次・坪井貴司・前川文彦著
化学同人
ISBN 9784759818116

参考文献 生物と無生物のあいだ　福岡伸一著　講談社現代新書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106750AA 物理学 1152 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．ニュートンの法則にもとづいて運動方程式を記述し、物体の運動を求めることができる。
２．力のモーメントを用いて剛体のつりあいの式を記述できる。
３．変形する物体の力学的性質や波動の性質について説明できる。
４．仕事とエネルギー、力学的エネルギー保存の法則、熱エネルギーについて説明できる。
５．電磁現象の概略（電気力や磁力の原因、電磁誘導、電磁波の性質）を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、コメントを書かせる（全１５回）

ＩＣＴ活用

Google Formのテスト作成機能を用いて、確認テストと宿題として練習問題を提供し自主学習を促す。
授業の動画（パワーポイントの説明に音声を入力したもの）をGoogle Classroomにアップし復習に活用できるようにする。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

科学的知識を学ぶことにより、幅広く教養を身につけるための科目である。
運動学の基礎となる（理学、作業）。物理療法学、物理療法学実習の基礎となる（理学）。
理学療法学科のディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・理解)」と特に関係が
ある科目である。

授業の概要

物理学は広範な自然現象を統一的に理解しようとするものであり、全ての自然科学の基礎をなしている。ここでは、生体力学や運動学の基
礎となるニュートン力学および熱力学の基本的な考えや電磁気学の基礎法則を理解し、剛体の力学、変形体の力学および生体組織の力学的
性質および電気、電磁波、超音波の性質や生体作用について学習する。

1

はじめに　　物理学で用いられる単位系について学ぶ。
力学1　 【運動の記述】　直線上を運動する物体の速度、加速度
の計算方法を習得する。また、平面上の運動における物体の位置
の表しかた、速度と速さの違いを理解する。

教科書のp5、p9～p10、p12、p14、
p19、p25～p28を読んでおく(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

2

力学2　【運動の記述】平面上の運動における物体の加速度の向
きを知る方法を理解する。【ニュートンの運動の法則】　ニュー
トンの運動の３法則である慣性の法則、運動の法則(F＝ma)およ
び作用反作用の法則を理解する。
・物体に働く力の矢印の書き方を習得する。
・等速円運動する物体に働く力の向きを理解する。

教科書のp29、p34～p37、p39～
p40、p73～p75を読んでおく。(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストおよび宿題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

力学5 【剛体の力学】
 ・大きさがあるが変形しないというモデルである「剛体」の概
念を理解する。物体の回転状態を変化させる作用である力のモー
メントの計算方法を習得する。力のモーメントをもとにして重心
という概念を理解できること、また重心の位置を計算する方法を
習得する。

教科書のp42、p51を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

3

力学3　【ニュートンの運動の法則の応用】　・地球上の物体に
働く重力と落下運動について理解する。・床等に置かれた物体が
静止するために垂直抗力が働くことが必要なことを理解する。物
体の運動方程式を立てることによって、物体に働く力や加速度を
求める方法を習得する。・平面における運動式を理解する。

教科書のp41～p43, p46～p47を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

4

力学4　【ニュートンの運動の法則の応用】・力の合成と分解を
理解する。・静止摩擦力、最大摩擦力、動摩擦力のちがいを理解
する。・垂直抗力と摩擦係数から最大摩擦力、動摩擦力を計算す
る方法を習得する。し斜面上の物体の運動方程式を立てる方法を
習得する。

教科書のp42～p43、p45下半分、p48
～p50を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)
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6

力学6  【剛体の力学】
・剛体の力学―剛体が回転せずにつりあうための条件を理解し、
これに基づいて剛体に働く力を求める方法を習得する。　
【仕事とエネルギー】仕事と仕事率の定義を理解する。

教科書のp44～p45、p52～p53、p59
～p62を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

9

力学9【流体の力学】　・流体の力学―流体とはなにか、またそ
の圧力の特徴を理解する。流体の密度や、ある深さにおける流体
の圧力の計算方法を習得する。粘性がずれ応力であることを理解
する。
★授業の１回目から７回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp95～p101、p104～p108を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

10

【波動】
・波の表し方および波の基本式を理解する。
・正弦波が波の基本的な形であることを理解する。
・波の干渉と回折について理解する。
・弦に生じる定在波の固有振動の計算を修得する。
・超音波の性質を学ぶ。

教科書のp114～p124を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

7

力学7 【仕事とエネルギー】　・重力の位置エネルギー、運動エ
ネルギーの計算方法を習得する。・仕事と運動エネルギーとの関
係から力学的エネルギー保存則が導かれることを理解する。・力
学的エネルギー保存の法則を用いて運動する物体の速さを求める
方法を習得する。・より広い意味のエネルギー保存則を理解す
る。
【慣性力】・非慣性系における、みかけの力（慣性力）を学び、
遠心力が慣性力であることを理解する。

教科書のp62～p66、p93を読んでお
く。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

8

力学8  【変形する物体の静力学】
・力を加えると変形するが、力を取り除くと元に戻る性質をもつ
物体を弾性体という。弾性体のひずみが小さいとき、弾性体の変
形のもととなる応力はひずみに比例する。このときの比例定数が
弾性定数であり、これを用いて物体の変形量を計算する方法を習
得する。また、いくつかの弾性率（ヤング率、剛性率）の違いを
知る。

（準備）教科書のp101～p104を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

13

電磁気学3　【磁場】
・磁場の性質を理解する。
・電流が磁場を発生されることを知り、定常電流がどのような向
きの磁場を生じるかを理解する。
・磁場中で運動する荷電粒子に働くローレンツ力の向き、また磁
場中で電流が流れている導線に働く力を理解する。

教科書のp191～p199を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

14

電磁気学4　【電磁誘導】
・電磁誘導（ファラデーの法則）、磁場が時間変化することによ
り電場が発生することを理解する。
・磁場中でコイルを動かすと、磁場が時間変化していなくてもコ
イルに電流が流れることを理解する。
・電場の変化によって磁場の発生することを理解する。
・電磁波の発生機序を理解する。

教科書のp199～p203、p212～p214を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

11

電磁気学1　【電気力】
・電気現象を引き起こす電荷について理解する。
・真空中の電荷の間に働く力である電気力（クーロン力）の性質
を学ぶ。電気力を働かせる空間である電場の概念を理解する。電
位の定義を理解し電位差と電気量から電気力がした仕事量を計算
する方法を習得する。
・電場によって物体表面に電荷が現れる現象である静電誘導につ
いて理解する。

教科書のp158～p161、p162～p171を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

12

電磁気学2　【電流・電気回路】
・電流、電圧と電気抵抗との間の関係であるオームの法則を理解
する。
・電力およびジュール熱の計算をし、抵抗の発熱量を計算する方
法を習得する。
・交流による電力と実効値を理解する。
・電荷を蓄える装置であるキャパシターの性質を理解する。
・比誘電率について理解する。

教科書のp161～p162、p164～p165、
p173～p175、p177～p179、p182～
p184、p206～p208を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各講義時の理解度確認テストの提出（１５回）、各回ごとの宿題の提出（１４回）および授業内（９回目
と１５回目）に実施する試験により評価する。

15

【熱力学】
・熱の移動方法は主に熱伝導、対流、熱輻射の３つがある。この
うち熱伝導の性質、熱輻射の性質を理解する。
★授業の８回目から１４回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp136～p144、 p147、 p149
～p150を読んでおく。(90分)。

授業で行った全範囲について復習し
ておく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

理学療法学科の学生は、運動学、物理療法学の基本となるので、高校で物理基礎のみ履修の学生,それすら未履修の学生は必ず履修するこ
と。作業療法学科の学生は、運動学の基本となるので履修するとよい。看護学科、健康栄養学科の学生は専門に直結するわけではないので
数理分野が得意で興味があれば履修してもよい。

備考欄

その他 0 なし

教科書 第３版 物理学入門／原康夫／学術出版図書

参考文献 医療系のための物理／佐藤幸一他／東京教学社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101410AA 基礎化学 1154 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 原子の構造から、イオン、原子価を理解し、化学結合について説明できる。
2. 化学反応式の表す意味を理解し、反応式の量的関係の計算ができる。
3. 濃度計算ができる。（パーセント濃度、モル濃度）
4. 酸・塩基の定義を理解し、水素イオン濃度とｐＨの値を求めることができる。
5. 飽和炭化水素、特にアルカンの分子式、示性式、構造式を書くことができる。

授業の方法

1. 講義形式
2. 板書、プリント配布
3. 理解度を確認するため、確認小テストを実施する。（下記、学習内容欄に提示）
4. 確認小テストは返却し、必要あれば解答、説明を実施する。
5.定期試験を実施せず、講義内で復習テストを3回実施する。

ＩＣＴ活用 理解度チェックにwebツールを使用する。

前期

教員氏名 藤井　駿吾、佐々木　将太

授業の位置づけ

化学的知識を学ぶことによって、幅広い教養を身に付けるための科目である。生化学、基礎栄養学などの科目に必要とされる基礎的知識を
学ぶ科目である。理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている」と、作
業療法学科では「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている」と特に関連がある科目である。

授業の概要

　私たちの身近に存在する物質や身の回りで起こる現象が、どのように化学と結びついているのかを理解するために、化学の基礎知識を習
得する。
　今後専門科目を履修していく上で、化学に関する基礎学力の不足によって支障が生じないように化学の基礎知識を習得する。特に、モル
概念、化学反応式の量的関係、濃度等の計算問題をしっかり理解する。

1

（佐々木）
・オリエンテーション　　
・原子の構造について学習する
・電子配置について学習する。

「原子核」、「電子」、「陽子」、
「中性子」、「質量数」などの化学
用語及び電子配置図について調べて
おく。（90分）

講義中に出題された問題を、自分の
力で再度解答する。電子配置図を正
確に書けるようにする。（90分）

2

（佐々木）
・イオンについて学習する。
・電子式の書き方について学習する。（有機化学の分野でも使
用）
・化学結合について学習する。
　(1) イオン結合
   (2) 共有結合（同種原子）

イオン結合、共有結合について調べ
ておく。
「電子式」「構造式」の書き方につ
いて調べておく。(90分）


「電子式」「構造式」を確実に書く
ことができる。
化学式の表記の仕方を確実なものに
する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

webツールを用いて確認テストを行い、テストの解答についてフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（佐々木）
・化学反応式の量的関係について学習する。
　（化学反応式を使った計算問題を解く）

化学反応式の係数が持つ意味につい
て、計算にどのような使い方をする
か確認しておく。(90分）

「モル」「体積」「アボガドロ数」
「分子量」の相互関係を確実に理解
し、計算で求めることができる。
（90分）

6

（藤井）
・質量パーセント濃度についてしっかり学習する。

質量パーセント濃度の求め方につい
て、高校時の教科書、参考書等で事
前に確認しておく。（90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）

3

（佐々木）
・化学結合について学習する。
　　(3)共有結合（異種原子）
・化学式の読み方について、別紙プリントを配布して学習する。
・分子量の求め方を学習する。

「共有結合」特に単結合、二重結合
について、調べておく。
分子量の求め方を調べておく。（90
分）

「共有結合」について、説明できる
ようにする。化学式が確実に読め、
かつ書くことができ,分子量を求め
ることができる。(90分）

4

（佐々木）
・物質量（モル）の概念について学習する。
・物質量（モル）の求め方について学習する。

「アボガドロ数」と「モル」の計算
上での関係を調べておく。（90分）

講義で出題された問題を復習するこ
とで、考え方、求め方を確実なもの
にする。(90分）

7

（藤井）
・モル濃度についてしっかり学習する。
     (1) 固体　　　(2)液体

モル濃度の求め方について、高校時
の教科書、参考書等で事前に確認し
ておく。（90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）
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9

（藤井）
・水素イオン濃度について学習する。
・酸化・還元について学習する。

水素イオン濃度とｐＨの関係につい
て調べておく。
酸化か還元かの判定方法について事
前に調べておく。(90分)

講義中に出題された問題を復習し、
ｐＨと水素イオン濃度の関係を理解
する。
酸化・還元の判断も確実にできる。
（90分）

10

（藤井）
・有機化合物の歴史について学習する。
・有機化合物（炭化水素化合物）の分類について学習する。
・有機化合物の表し方（分子式、示性式、構造式）について学習
する。

「分子式」「示性式」「構造式」の
表し方の違いについて事前に調べて
おく。（90分）

簡単な有機化合物の「示性式」「構
造式」を書くことにより、違いを確
認し分類できる。(90分）

8

（藤井）
・酸と塩基について学習する。
・中和反応について学習する。

中和滴定を利用して、濃度の求め方
を確認しておく。
特に、食酢中の酢酸の定量について
確認しておく。(90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）

13

（藤井）
・アルコールについて学習する。
　(1)アルコールの利用方法　　(2)アルコールの分類　　(3)ア
ルコールの命名法　　(4)線描構造式

基本的なアルコールである「メタ
ノール」「エタノール」「プロパ
ノール」について調べておく。(90
分）

講義内容を復習し、「アルコールの
酸化」「アルコールの命名法」等自
分の言葉で説明することができる。
(90分）

14

（藤井）
・芳香族炭化水素について学習する。
　　(1)歴史　　(2)構造異性体・命名法　　(3)置換反応

「芳香族炭化水素」の構造の特徴や
構造異性体について調べておく。
(90分）

講義の中で出題された問題をしっか
り復習し、構造異性体、置換反応に
ついて、説明することができる。
(90分）

11

（藤井）
・飽和炭化水素のアルカンについて学習する。
   （1）アルカンの性質 (2)アルカンの反応　(3)構造異性体

身近に存在する有機化合物である
「アルカン」の性質、特徴及び用途
について調べておく。(90分）

講義の内容を復習し、特に構造異性
体の構造式を確実に書くことができ
る。（90分）

12

（藤井）
・IUPAC命名法について学習する。
・不飽和炭化水素（アルケン）について学習する。
　(1)アルケンの性質　(2)アルケンの反応

IUPAC命名法、アルケンの性質、特
徴及び付加反応について事前に調べ
ておく。(90分）

IUPAC命名法を用いて確実に物質名
を答えることができる。付加反応に
ついて理解する。(90分)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テストを実施する。
実施回によって、問題数は異なる。

15

（藤井）
・身の回りに存在する芳香族炭化水素について学習する。

身の回りに存在する代表的な芳香族
炭化水素について調べておく。(90
分）

生活環境の中に多くの有機化合物が
存在することを知ることにより、今
後の生活での意識改革に繋がるとよ
い。(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄 特になし。

その他 0

教科書 使用しない。

参考文献 高校で使用した「教科書」または「参考書」があれば良い。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AG 情報処理（看護1組） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)
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5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AH 情報処理（看護2組） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)
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5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)

- 37 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105600AA 統計の基礎（国際/健康/看護） 1156 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．データをもとにして統計的な記述を行いその特徴を見出すことができる。
２．統計的推定の考え方を説明することができる。
３．統計的検定の考え方を説明することができる。
４．各種検定法の特性を理解し、データに適した方法を選択できる。
５．統計検定を正しく行い、適切な検定結果から正しい結論を導くことができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、宿題を課す（全１５回）。第６回以降の後半は問題解決を通じて能動的に学ぶアクティブ・ラーニ
ング型となる。
フィードバックとして理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 Moodleの小テスト機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 武田　裕康

授業の位置づけ

社会で必要となるスキルのひとつである、データ解析を中心とした科学的分析力を修得する科目である。
「統計と社会調査法」（健康、理学、作業）、「医療統計学」（理学）、「理学療法研究Ⅰ、Ⅱ」（理学）の基礎となる。

授業の概要

主としてネイマン-ピアソン理論に基づき、個々の数量的現象の変動や差異と有意性、および集団の特性と変化の推移を理解する手段とし
て統計学の基本的な知識を身につける。さらに統計手法を利用して様々な自然現象や社会現象を把握する際の留意点を十分に理解したうえ
で、代表値の求め方や分散の取り扱い、相関関係の検討法、各種検定法の特性などを学び、コンピュータを利用して統計処理するための基
本理論を学ぶ。

1

【記述統計①】データの整理と視覚化をおこなうための度数分布
表とヒストグラム、また、データを代表する値である平均値と中
央値、最頻値について高校までに学習した内容を確認する。ま
た、統計処理の対象となるデータが４つの尺度（比例尺度、間隔
尺度、順序尺度、名義尺度）に分類されることを学ぶ。

教科書１のp14〜p27を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

2

【記述統計②】データのばらつきを表す指標（散布度）である分
散、標準偏差、四分位偏差について高校までに学習した内容を確
認し、データの代表値と散布度の表し方を学ぶ。また、確率分布
を理解し、二項分布および代表的な分布である正規分布の性質を
理解する。

教科書１のp28〜p31、p42〜p48、
p60〜p67を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【推測統計③】統計的検定の基本的手順を習得し、検定における
「帰無仮説」「危険率」「棄却」等の考え方を理解する。あわせ
て、片側検定、両側検定の使い分けや判定の誤り（第1種の過
誤、第２種の過誤）を学ぶ。

教科書１のp138〜p154を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

6

【実践編①】関連２群の差の検定法として「対応あるｔ検定」
「ウィルコクソン符号付順位和検定」を学ぶ。これは同じ個体内
での変化など、関連のある２つの量に差があるかどうかを判定で
きる。２つの検定のうちどれを用いるかは正規性の有無で判断す
るので、正規性の検定も習得する。

教科書２のp48〜p51、p101〜p110を
読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

3

【推測統計①】統計的調査を母集団全体に行うことは実用的では
ないので、標本を抽出して母集団の性質を推測する。まず母集団
が正規分布することを仮定して標本から母数を推定する考え方を
学んだのち、正規母集団の分散が既知のときに母平均を区間推定
する方法を学ぶ。

教科書１のp84〜p89、p96-p98、
p100〜p102、p106〜p109、p112〜
p117を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

4

【推測統計②】正規分布する母集団から標本抽出し、母分散を区
間推定する方法を学ぶ。また、正規分布するが分散が未知の母集
団、さらには分布も分散も未知の母集団から標本抽出し、母平均
を区間推定する方法を学ぶ。これらの理解に必要な自由度、中心
極限定理、ｔ分布、カイ二乗分布を学ぶ。

教科書１のp94、p133〜136、p71〜
p73、p96〜p98、p118〜p128、p68〜
p70を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)
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9

【実践編④】関連ある多群の差を検定する「重複（または反復）
測定一元配置分散分析」を紹介する。また、２要因を同時に分析
する「二元配置分散分析」を学ぶ。ここでは２要因の組合せに対
してデータが１つの場合に用いる「繰り返しのない二元配置分散
分析」「フリードマン検定」を学ぶ。

教科書１のp207〜p213 教科書２の
p125〜p130、p139〜p148を読んでお
くこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

10

【実践編⑤】分散分析では多群のどこかに差があるかを検定する
が、どの群とどの群に差があるかはわからない。これを明らかに
する検定が多重比較である。ここではその概念を学び様々な多重
比較法を紹介する。

教科書２のp165〜p195が範囲だが、
このうちp165、p168〜p172を読んで
おくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

7

【実践編②】独立２群の差の検定法として「スチューデントのｔ
検定」「ウェルチのｔ検定」「マン・ホイットニー検定」を学
ぶ。これらの検定のうちどれを用いるかは正規性の検定、等分散
性の検定により判断する。なお、等分散性の検定に必要なＦ分布
についても紹介する。

教科書１のp74〜p76、p167〜p170
教科書２のp81〜99を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

8

【実践編③】独立な多群（３群以上）の差を検定する方法として
「一元配置分散分析」を分散分析の原理の基本とともに学ぶ。ま
た、正規性や多群の等分散性がないときに用いる「クラスカル・
ワーリス検定」、多群の等分散性の検定である「バートレット検
定」を学ぶ。

教科書１のp192〜p206 教科書２の
p111〜p124 を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

13

【実践編⑧】「２×２分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度の変数があり、各変数が２つの値しかとらないとき、変数間
の関連の有無を調べる検定法である。ここでは、「カイ２乗独立
性の検定」、「フィッシャーの直接確率計算法」、「マクニマー
法」について学ぶ。

教科書２のp239〜p253を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

14

【実践編⑨】「ｍ×ｎ分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度か順序尺度の変数があり、少なくとも１つの変数が３つ以上
の値をとるとき、変数間の関連の有無を調べる検定法である。こ
こでは「カイ２乗独立性の検定」等について学ぶ。

教科書２のp259〜p276を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

11

【実践編⑥】２要因の組合せに対してデータが複数存在する場合
に用いる「繰り返しのある二元配置分散分析」について学ぶ。ま
たここで得られる２要因の絡みあいの指標＝「交互作用」の解釈
も学ぶ。さらに、「重複測定二元配置分散分析」についても紹介
する。

教科書１のp218〜p226 教科書２の
p149〜p163を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

12

【実践編⑦】２つの変量の間に相関関係があるかどうかを調べる
「ピアソンの相関係数の検定」「スピアマンの順位相関係数検
定」を学び、ここで得られる相関係数の意味を学ぶ。また、回帰
分析のうち単回帰分析について学ぶ。

教科書１のp34〜p40、p172〜p184
教科書２のp197〜p218を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 各講義中に提出する理解度確認テストの提出（１５回）

15

【実践編⑩】実践編の総まとめとして、調査したいデータに対し
てどの検定を選択したらよいかを習得する。
【番外編】統計的検定の問題点について考察する。効果の大きさ
をあらわす統計的指標である効果量について簡単に紹介する。

教科書２でこれまで行った検定法を
復習しておくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 50 各回ごとの宿題の提出（１５回）

教科書

１．統計解析がわかる／涌井良幸，涌井貞美／技術評論社
２．4steps エクセル統計(第4版)／柳井久江／オーエムエス出版

参考文献 なし。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105140AC 中国語I（看護1組） 1178 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

中国語の発音と基本文型を理解し、日常生活に必要な単語を応用して、身近な場面で使う表現を習得できるようになる。

授業の方法 授業時間を半分ずつ、前回の内容の復習と今回の新しい内容にあてる。

ＩＣＴ活用

中国語学習にとって有用なホームページ、ネット教材を紹介し、独学において役立てることができるようにする。

前期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

履修者が中国語を初めて学ぶことを前提として、入門中国語にとって最も大切な発音の練習から、中国語がどういう言語なのかを基礎的に
つかめるようにする。

授業の概要

中国語の発音をマスターする（ローマ字を見て発音できる、発音を聞いてローマ字に直せるようになる）ということは、中国語の基礎をマ
スターすることに等しい。この授業では、日本人の習慣を考慮した学習法により、効率的に中国語の発音をマスターすることを目指す。ま
た、それと同時に、基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国語学習に対する興味を養うことも目指す。

1

オリエンテーション（授業の進め方・参考図書について）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。

中国語に関する知識の探索。（９０
分）

中国語学習の方向性認識。（９０
分）

2

発音　プロローグA
声調、日本人にとって難しい発音
日本人にとって難しい中国語の発音が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の出席カードの裏面、及び１学期数回のノート提出時には質問を積極的に記させるようにして、重要なものは授業時間中に回答するよ
うにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

発音　プロローグD
書き換え規則、二重母音・三重母音、隠れるローマ字
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる③。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

6

第１課
１．指示代名詞　２．形容詞述語文と“很”　３．“嗎”疑問文
４．“不”　５．“不”の変調
指示代名詞と形容詞述語文と“很”と“嗎”疑問文と“不”と
“不”の変調が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

3

発音　プロローグB
-n:-ng、そり舌音、iの特別な発音、iu
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる①。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

4

発音　プロローグC
日本語にない子音の発音
日本語にない子音の発音について理解できるようになる②。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

7

第２課
１．正反疑問文　２．選択疑問文　３．“的”が省略できる場合
４．動詞句＋“的”→名詞句
正反疑問文と選択疑問文と“的”が省略できる場合と動詞句＋
“的”→名詞句親族名称が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

8

第３課
１．親族名称　２．“両”　３．“有”と“没有”　４．年齢の
聞き方　５．“一”の変調　６．２１から９９までの“十”の発
音
親族名称と“両”と“有”と“没有”と年齢の聞き方と“一”の
変調と２１から９９までの“十”の発音が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）
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9

第４課
１．助動詞“想”　２．日付と曜日　３．動詞の重ね型　４．前
置詞“給”　５．積極的な気持ちを表す“来”
助動詞“想”と日付と曜日と動詞の重ね型と前置詞“給”と積極
的な気持ちを表す“来”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

10

第５課
１．月　２．時刻
月と時刻の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

13

第８課
１．助動詞“在”　２．助動詞“能”　３．二重目的語　４．
“多一点児”
助動詞“在”“能”と二重目的語と“多一点児”が理解できるよ
うになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

14

第９課
１．助動詞“会”　２．連動文　３．“別”“不要”
助動詞“可以”と連動文と“別”“不要”が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

11

第６課
１．お金の言い方　２．１００以上の数　３．数量補語　４．
“児化”
お金の言い方と１００以上の数と数量補語と“児化”が理解でき
るようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

12

第７課
１．助動詞“在”　２．助動詞“要”　３．前置詞“離”
助動詞“在”“要”と前置詞“離”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業終了後に提出するレポートを総合評価する。

15

第１０課
１．助動詞“可以”　２．比較の言い方
助動詞“可以”と比較の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

遅刻は減点の対象になるので注意すること。

備考欄 なし。

その他 10 授業態度が積極的な場合は加点する。

教科書 『ともだち・朋友　スリム版①』　董燕・遠藤光暁著　朝日出版社

参考文献 授業中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105140AD 中国語I（看護2組） 1178 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

中国語の発音と基本文型を理解し、日常生活に必要な単語を応用して、身近な場面で使う表現を習得できるようになる。

授業の方法 授業時間を半分ずつ、前回の内容の復習と今回の新しい内容にあてる。

ＩＣＴ活用

中国語学習にとって有用なホームページ、ネット教材を紹介し、独学において役立てることができるようにする。

前期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

履修者が中国語を初めて学ぶことを前提として、入門中国語にとって最も大切な発音の練習から、中国語がどういう言語なのかを基礎的に
つかめるようにする。

授業の概要

中国語の発音をマスターする（ローマ字を見て発音できる、発音を聞いてローマ字に直せるようになる）ということは、中国語の基礎をマ
スターすることに等しい。この授業では、日本人の習慣を考慮した学習法により、効率的に中国語の発音をマスターすることを目指す。ま
た、それと同時に、基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国語学習に対する興味を養うことも目指す。

1

オリエンテーション（授業の進め方・参考図書について）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。

中国語に関する知識の探索。（９０
分）

中国語学習の方向性認識。（９０
分）

2

発音　プロローグA
声調、日本人にとって難しい発音
日本人にとって難しい中国語の発音が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の出席カードの裏面、及び１学期数回のノート提出時には質問を積極的に記させるようにして、重要なものは授業時間中に回答するよ
うにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

発音　プロローグD
書き換え規則、二重母音・三重母音、隠れるローマ字
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる③。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

6

第１課
１．指示代名詞　２．形容詞述語文と“很”　３．“嗎”疑問文
４．“不”　５．“不”の変調
指示代名詞と形容詞述語文と“很”と“嗎”疑問文と“不”と
“不”の変調が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

3

発音　プロローグB
-n:-ng、そり舌音、iの特別な発音、iu
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる①。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

4

発音　プロローグC
日本語にない子音の発音
日本語にない子音の発音について理解できるようになる②。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

7

第２課
１．正反疑問文　２．選択疑問文　３．“的”が省略できる場合
４．動詞句＋“的”→名詞句
正反疑問文と選択疑問文と“的”が省略できる場合と動詞句＋
“的”→名詞句親族名称が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

8

第３課
１．親族名称　２．“両”　３．“有”と“没有”　４．年齢の
聞き方　５．“一”の変調　６．２１から９９までの“十”の発
音
親族名称と“両”と“有”と“没有”と年齢の聞き方と“一”の
変調と２１から９９までの“十”の発音が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）
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9

第４課
１．助動詞“想”　２．日付と曜日　３．動詞の重ね型　４．前
置詞“給”　５．積極的な気持ちを表す“来”
助動詞“想”と日付と曜日と動詞の重ね型と前置詞“給”と積極
的な気持ちを表す“来”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

10

第５課
１．月　２．時刻
月と時刻の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

13

第８課
１．助動詞“在”　２．助動詞“能”　３．二重目的語　４．
“多一点児”
助動詞“在”“能”と二重目的語と“多一点児”が理解できるよ
うになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

14

第９課
１．助動詞“会”　２．連動文　３．“別”“不要”
助動詞“可以”と連動文と“別”“不要”が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

11

第６課
１．お金の言い方　２．１００以上の数　３．数量補語　４．
“児化”
お金の言い方と１００以上の数と数量補語と“児化”が理解でき
るようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

12

第７課
１．助動詞“在”　２．助動詞“要”　３．前置詞“離”
助動詞“在”“要”と前置詞“離”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業終了後に提出するレポートを総合評価する。

15

第１０課
１．助動詞“可以”　２．比較の言い方
助動詞“可以”と比較の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

遅刻は減点の対象になるので注意すること。

備考欄 なし。

その他 10 授業態度が積極的な場合は加点する。

教科書 『ともだち・朋友　スリム版①』　董燕・遠藤光暁著　朝日出版社

参考文献 授業中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AC 英語I（看護1組） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

Students will be able to communicate in English with native and non-native speakers of English through this course. Using
English in class will improve fluency and help expand English vocabulary for better communication.

授業の方法

Students will do speaking activities and listening practice in this course. They will also do vocabulary and writing
exercises. Feedback will be given through comments on common errors by the teacher.

ＩＣＴ活用 Use the companion website of the textbook to do practice tests and extra listening exercises.

前期

教員氏名 Patrick Hall

授業の位置づけ

Speaking is an important skill in learning English as a second language. Students will develop speaking, listening, reading,
and writing abilities through active-learning style of classes. They will gain confidence to communicate in English in this
class.

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to speak in class. Through this course, students will be able to take
part in English conversation and discussion which will enhance listening and speaking skills.

1

 Introduction to the course
Unit 1 
It’s nice to meet you.
In this lesson you will learn to introduce yourself and
exchange personal information.

Familiarize yourself with the
textbook. Read pages 4 to 6. (90
minutes).

Access the resources according
to the instruction on page 7.
Review the vocabulary building
and conversation (90 minutes).

2

Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance
and physical characteristics, and to describe people in a
picture.

Check online resources for Unit
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, grammar and pronunciation.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit 4
Where does this go?
In this lesson you will learn to describe where things are
in a room.

Check online resources for Unit
4 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

6

Unit 5
How do I get there?
In this lesson you will learn to ask and give directions
to a place.

Check online resources for Unit
5 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

3

 Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance
and physical characteristics, and to describe people in a
picture.

Check online resources for Unit
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

4

Unit 3
When do you start?
In this lesson you will learn to make plans with someone
and answer questions about schedules.

Check online resources for Unit
3 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

7

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about past events.

Check online resources for Unit
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).
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9

Unit 7
I love that job.
In this lesson you will learn to talk about jobs you would
like or would not like, and give reasons for it.

Check online resources for Unit
7 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

10

Unit 8
What’s playing?
In this lesson you will learn to discuss your opinions,
and talk about entertainment options.

Check online resources for Unit
8 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

8

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about things you did
at different times in the past.

Check online resources for Unit
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

13

Unit 11
How do you make it?
In this lesson you will learn to give steps in
instructions, and teach someone a skill.

Check online resources for Unit
11 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

14

Unit 12
Listen to the music.
In this lesson you will learn to give opinions and express
your thoughts about music.

Check online resources for Unit
12 (90 minutes).

Prepare for the interview test.
(90 minutes)

11

Unit 9
What are you going to do?
In this lesson you will learn to ask and answer questions
about future plans and activities.

Check online resources for Unit
9 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

12

Unit 10
How much is this?
In this lesson you will learn to ask and answer questions
about shopping, and negotiate prices.

Check online resources for Unit
10 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 In-class participation,  20%; Quizzes, 40%; Assignments, 40%

15

Wrap-up of the course

Interview test

Self-evaluation of how well you
have learned the material
covered in class. (90 minutes)

Self-evaluation of English
ability. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Use English in class. Bring your textbook and dictionary.

備考欄 None

その他 0

教科書 English Firsthand – 1, Fifth Edition by Marc Helgesen, John Wiltshier, and Steven Brown. Pearson

参考文献

Students are encouraged to check the ESL sites related to the topics of the lessons on the Internet to expand knowledge.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AD 英語I（看護2組） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

Students will be able to communicate in English with native and non-native speakers of English through this course. Using
English in class will improve fluency and help expand English vocabulary for better communication.

授業の方法

Students will do speaking activities and listening practice in this course. They will also do vocabulary and writing
exercises. Feedback will be given through comments on common errors by the teacher.

ＩＣＴ活用 Use the companion website of the textbook to do practice tests and extra listening exercises.

前期

教員氏名 Patrick Hall

授業の位置づけ

Speaking is an important skill in learning English as a second language. Students will develop speaking, listening, reading,
and writing abilities through active-learning style of classes. They will gain confidence to communicate in English in this
class.

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to speak in class. Through this course, students will be able to take
part in English conversation and discussion which will enhance listening and speaking skills.

1

 Introduction to the course
Unit 1 
It’s nice to meet you.
In this lesson you will learn to introduce yourself and
exchange personal information.

Familiarize yourself with the
textbook. Read pages 4 to 6. (90
minutes).

Access the resources according
to the instruction on page 7.
Review the vocabulary building
and conversation (90 minutes).

2

Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance
and physical characteristics, and to describe people in a
picture.

Check online resources for Unit
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, grammar and pronunciation.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit 4
Where does this go?
In this lesson you will learn to describe where things are
in a room.

Check online resources for Unit
4 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

6

Unit 5
How do I get there?
In this lesson you will learn to ask and give directions
to a place.

Check online resources for Unit
5 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

3

 Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance
and physical characteristics, and to describe people in a
picture.

Check online resources for Unit
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

4

Unit 3
When do you start?
In this lesson you will learn to make plans with someone
and answer questions about schedules.

Check online resources for Unit
3 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

7

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about past events.

Check online resources for Unit
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).
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9

Unit 7
I love that job.
In this lesson you will learn to talk about jobs you would
like or would not like, and give reasons for it.

Check online resources for Unit
7 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

10

Unit 8
What’s playing?
In this lesson you will learn to discuss your opinions,
and talk about entertainment options.

Check online resources for Unit
8 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

8

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about things you did
at different times in the past.

Check online resources for Unit
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

13

Unit 11
How do you make it?
In this lesson you will learn to give steps in
instructions, and teach someone a skill.

Check online resources for Unit
11 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

14

Unit 12
Listen to the music.
In this lesson you will learn to give opinions and express
your thoughts about music.

Check online resources for Unit
12 (90 minutes).

Prepare for the interview test.
(90 minutes)

11

Unit 9
What are you going to do?
In this lesson you will learn to ask and answer questions
about future plans and activities.

Check online resources for Unit
9 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

12

Unit 10
How much is this?
In this lesson you will learn to ask and answer questions
about shopping, and negotiate prices.

Check online resources for Unit
10 (90 minutes).

Review Vocabulary Building,
Conversation, and Language Check
(90 minutes).

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 In-class participation,  20%; Quizzes, 40%; Assignments, 40%

15

Wrap-up of the course

Interview test

Self-evaluation of how well you
have learned the material
covered in class. (90 minutes)

Self-evaluation of English
ability. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Use English in class. Bring your textbook and dictionary.

備考欄 None

その他 0

教科書 English Firsthand – 1, Fifth Edition by Marc Helgesen, John Wiltshier, and Steven Brown. Pearson

参考文献

Students are encouraged to check the ESL sites related to the topics of the lessons on the Internet to expand knowledge.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100420AC 英語Ⅱ（理学/作業/看護） 1171 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①　基礎的語彙に慣れ親しむことができる。
②　日本語に訳することなしに英文の意味が理解できる。
③　パラグラフ単位で意味が把握できる。

授業の方法

板書と配布印刷物を用いた演習形式で行う。ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトによる教材提示やリスニングを行うとともに、グーグルクラスルームを活用して、課題提出などを行う。

後期

教員氏名 相馬　哲也、菅原　美穂子

授業の位置づけ

外国語を媒介としたコミュニケーション能力の基礎を修得する科目である。前期に配置されている「英語Ⅰ」はネイティブ・スピーカー教
員によるすべて英語で行われる会話の授業であるが、この後期に配置されている「英語Ⅱ」は日本人教員による専門用語の説明など必要に
応じて日本語を使用する授業である。

授業の概要

ここでは高等学校での学習を基に比較的まとまりのある英文を正しく、丁寧に読み取ることを目的に、発音、語彙、語法、慣用的表現の解
説と訓練を行うとともに、それらを用いて英語で自己表現することに慣れさせる。

1

オリエンテーション  評価方法を確認する。授業の進め方を実際
に少し進めながら説明する。
Unit1 For here,or to go? 
ファストフード店での注文に関する表現を学ぶ。

Unit1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit1 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

2

Unit2 How many are in your party?
レストランでの来客対応に関する表現を学ぶ。

Unit2 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit2 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit5 Your total comes to 3,240 yen.
買い物や飲食の会計に関する表現を学ぶ。

Unit5を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit5 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

6

Unit6 I'm truly sorry for the trouble
商品やサービスへの苦情とその対応に関する表現を学ぶ。

Unit6 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit6 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

3

Unit3 I'll be right back.
レストランでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit3 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit3 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

4

Unit4 Would you like me to heat this up?
コンビニやスーパーでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit4を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit4 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

9

Unit8 Wi-Fi is available in this area.
客が利用できるサービスや近隣情報の案内に関する表現を学ぶ。

Unit8 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit8 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

10

Unit9 I highly recommend Sakura Restaurant.
旅行者の希望に応じた店や観光地などの提案に関する表現を学
ぶ。

Unit9 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit9 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

7

Review1 (Unit1-6)
Unit1からUnit6までの復習をする。

Review1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review1に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

8

Unit7 Do you have a reservation?
ホテルや旅館での宿泊受付に関する表現を学ぶ。

Unit7を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit7 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

13

Unit12 First, put the money in the machine.
券売機や電化製品の使用方法の説明に関する表現を学ぶ。

Unit12 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit12 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

14

Review2 (Unit7-12)
Unit7からUnit12までの復習をする。

Review2を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review2に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

11

Unit10 Turn right at the first intersection.
道案内に関する表現を学ぶ。

Unit10 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit10 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

12

Unit11 Take the subway to Hommachi.
交通案内や観光施設の情報提供に関する表現を学ぶ。

Unit11を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit11に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)
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定期試験 0 定期試験はj実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加度、小テスト、課題(40%)
授業内試験(60%)

15

まとめ
この授業のまとめを行う。

総復習してくること。(25分) ポイントを整理しておくこと。(20
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

クラス分けに関しての指示に従うこと。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 You're welcome! / Tae Kudo / センゲージラーニング

参考文献 授業内で指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103480AF 生涯スポーツI（看護1組） 1196 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103480AG 生涯スポーツI（看護2組） 1196 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103490AA 生涯スポーツII（国教/理学1組/看護） 1197 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹、未定

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

参加者のレベルに応じて展開するスポーツ及び軽スポーツの方法論について、個々の学生がすでに修得しているスポーツの技術・技能レベ
ルを基礎として、設備・用具等を含め、実践を通して考察する。とりわけ、北海道の自然環境を活かしたスポーツ活動を実際に行いなが
ら、生活の中に運動に親しむ活動時間を定着させ、生涯にわたって、仲間とともにスポーツを継続できる知識と実践法を学ぶ。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等について解説する。

シラバスで授業内容を確認する。
（20分）

受講にあたっての注意事項等を確認
する。（25分）

2

バドミントン⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストロー
ク・ショットの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バドミントン⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

6

卓球⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストローク・ショッ
トの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

3

バドミントン⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なスト
ローク・ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

4

バドミントン⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

9

卓球⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

10

ニュースポーツ⑴　　基礎技術を活用しゲームを行う ニュースポーツにはどのような競技
があるかかを調べる。（20分）

基本技術・ルールの確認。（25分）

7

卓球⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なストローク・
ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

8

卓球⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

13

ニュースポーツ⑷　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

14

ニュースポーツ⑸　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

11

ニュースポーツ⑵　　基礎技術・コンピプレーを活用しゲームを
行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

12

ニュースポーツ⑶　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

15

ニュースポーツ⑹　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考え、今後
どのように生涯スポーツと関わって
いくかをまとめる（25分）
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用）を着用して受講すること
状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10093091 人体構造学Ｉ 2202 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・人体が様々な「器官」「臓器」から成り立っていることを説明できる。
・正常な人体構造の基本的な知識が修得できる。
・人体の構造の正常と異常を知るために必要な基本的な知識が修得できる。
・看護の対象である人々に対して根拠に基づいた看護が提供できるように必要な知識が修得できる。

授業の方法

教科書とパワーポイント、配布資料を用いて講義形式で行う。
適宜授業時間内に確認テストや理解度確認google formなどを用いて行う。

ＩＣＴ活用

Google formのアンケート作成機能などで双方向型授業を取り入れる。
課題を適宜ICTを用いて行う。
適宜授業内容のスライドをアップロードし予習、復習に役立てる

前期

教員氏名 太田　仲郎

授業の位置づけ

本科目は、ディプロマポリシーの「科学的思考力と創造的思考力を活用して看護の発展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力を身につけ
ている。」につながり、「人体構造学Ⅱ」と合わせて「人体の構造」について理解し、看護に必要な人体解剖の基本的な能力を修得する。
よって、人体機能学や病理学、病態治療学などと並び看護の基盤となる科目である。

授業の概要

　人体を構成している様々な器官が共通の機能による器官系から成り立っていることを学ぶ。各機能に分けて取り扱う「系統解剖学」に基
づき、人体のそれぞれの器官系ごとに「肉眼解剖学」と「解剖生理学」を学ぶ。

1

ガイダンス
内容：シラバスに基づき、授業計画と成績評価の方法について説
明する。
【人体の成り立ち】
体表各部の名称
全身の器官系とその働き
解剖学的面、方向の名称

シラバスを熟読する。（30分）


教科書のP6～P9を予習する。(30分)

学習すべき内容を確認する。（60
分）


「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。(60分)

2

【呼吸器①】
鼻・咽頭・喉頭・気管支


教科書のP32～33、P38～39、P52～
54を予習する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する(60分)

実務経験のある
教員の教育内容

脳神経外科臨床医であり、脳・神経系のみならず、全身の血管解剖や臓器解剖学、一般内科的治療に幅広い知識がある。その実務経験をも
とに一般内科学、外科臨床に即した臨床に応用可能な解剖学（人体構造学）を教える。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題毎に適宜ICTでフィードバック、また確認テスト終了後、全体に対して解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【循環器②】
全身の血管
頭頸部・上下肢の血管・門脈

教科書のP158～159、P26～27、P120
～121、P132～133、P82～83 を予習
する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

6

【第1講目～第5講目の確認テスト・フィードバック】 教科書の該当箇所およびこれまでの
授業内容を復習する。(120分)

確認テストにおいて不十分だった点
について教科書などを用いて復習す
る。(60分)

3

【呼吸器②】
肺・肺胞

教科書のP52～57を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する(60分)

4

【循環器①】
心臓・心臓の血管
体循環・肺循環
心拍動のしくみ

教科書のP46～P51を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

7

【消化器①】
口腔・咽頭・喉頭
食道
胃

教科書のP34～38、P60～61、P68～
69を予習する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

8

【消化器②】
小腸
大腸・肛門
消化管壁

教科書のP72～77を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)
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9

【消化器③】
肝臓
胆嚢
膵臓

教科書のP78～85 を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

10

【血液・生体の防御機構】
血管壁
血液
脾臓
リンパ系

教科書のP159、P185 、P86～87、
P162～165 を予習する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

13

【生殖器】
男性生殖器
女性生殖器

教科書のP94～105を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

14

【内分泌器】
甲状腺
内分泌腺とホルモン

教科書のP40～41、P174～175 を予
習する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

11

【第7講目～第10講目の確認テスト・フィードバック】 教科書の該当箇所およびこれまでの
授業内容を復習する。(120分)

確認テストにおいて不十分だった点
について教科書などを用いて復習す
る。(60分)

12

【泌尿器】
腎臓
尿管・膀胱・尿道

教科書のP88～93を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習する。 (60
分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト3回×50点⁼150点

15

【まとめ・第12講目～第14講目の確認テスト】 教科書の該当箇所およびこれまでの
授業内容を復習する。(120分)

確認テストにおいて不十分だった点
について教科書などを用いて復習す
る。(60分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

私語、必要時以外の携帯電話・スマートフォンの使用を禁止する。
学習は主体的に行う。
確認テストは定期試験と同等に扱う。

備考欄

その他 0 確認テストの合計点及び出席率を考慮して判定します。

教科書

佐藤達夫監修：新版からだの地図帳、講談社
増田敦子：ステップアップ解剖生理学ノート第2版、サイオ出版

参考文献 必要時講義中に提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11264091 人体構造学II 2203 2 1

到達目標

・人体が様々な「器官」「臓器」から成り立っていることを説明できる。
・正常な人体構造の基本的な知識が修得できる。
・人体の構造の正常と異常を知るために必要な基本的な知識が修得できる。
・看護の対象である人々に対して根拠に基づいた看護が提供できるように必要な知識が修得できる。

授業の方法

教科書とパワーポイント、配布資料を用いて講義形式で行う。
適宜授業時間内に確認テストや理解度確認google formなどを用いて行う。

ＩＣＴ活用

Google formのアンケート作成機能などで双方向型授業を取り入れる。
課題を適宜ICTを用いて行う。
適宜授業内容のスライドをアップロードし予習、復習に役立てる

後期

教員氏名 太田　仲郎

授業の位置づけ

本科目は、ディプロマポリシーの「科学的思考力と創造的思考力を活用して看護の発展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力を身につけ
ている。」につながり、「人体構造学Ⅰ」と合わせて「人体の構造」について理解し、看護に必要な人体解剖の基本的な能力を修得する。
よって、人体機能学や病理学、病態治療学などと並び看護の基盤となる科目である。

授業の概要

人体を構成している様々な器官が共通の機能による器官系から成り立っていることを学ぶ。各機能に分けて取り扱う「系統解剖学」に基づ
き、人体のそれぞれの器官系ごとに「肉眼解剖学」と「解剖生理学」を学ぶ。
講義終盤では、系統解剖学の知識をもとに応用解剖学で横断的な解剖学について学ぶ。

1

ガイダンス
内容：シラバスに基づき、授業計画と成績評価の方法について説
明する。
【筋・骨・関節①】
骨格系

シラバスを熟読する。（30分）


教科書のP14～17、P36～37、P106～
107、P112～113、P124～125 、P138
～139 を予習する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

2

【筋・骨・関節②】
筋系

教科書のP24～25、P58～59、P112～
113、P124～125、P140～144を予習
する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

実務経験のある
教員の教育内容

脳神経外科臨床医であり、脳・神経系のみならず、全身の血管解剖や臓器解剖学、一般内科的治療に幅広い知識がある。その実務経験をも
とに一般内科学、外科臨床に即した臨床に応用可能な解剖学（人体構造学）を教える。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題毎に適宜ICTでフィードバック、また確認テスト終了後、全体に対して解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【感覚器②】
皮膚・毛・爪

教科書のP152～157を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

6

【第1講目～第5講目の確認テスト】 教科書の該当箇所およびこれまでの
授業内容を復習する。(120分)

確認テストにおいて不十分だった点
について教科書などを用いて復習す
る。(60分)

3

【筋・骨・関節③】
関節系
筋骨の組織・関節の構造

教科書のP148～151、P114～118、
P126～130、P146～147 を予習す
る。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

4

【感覚器①】
眼・耳・鼻

教科書のP28～33を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

7

【神経①】
脳

教科書のP18～21を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

8

【神経②】

脳神経
脊髄
脊髄神経

教科書のP22～23、P166～171を予習
する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)
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9

【神経③】
上下肢の神経
自律神経系

教科書のP122～123、P172～173を予
習する。(30分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

10

【第7講目～第9講目の確認テスト】 教科書の該当箇所およびこれまでの
授業内容を復習する。(120分)

確認テストにおいて不十分だった点
について教科書などを用いて復習す
る。(60分)

13

【腹部には何があるのか】 教科書のP66～108を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

14

【まとめ】 これまでの授業内容を復習する。 「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

11

【頭頸部には何があるのか】 教科書のP12～42を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

12

【胸部には何があるのか】 教科書のP44～64を予習する。(30
分)

「ステップアップ解剖生理学ノー
ト」の該当箇所を学習し、講義内容
を復習する。(60分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト3回×50点⁼150点

15

【第11講目～第14講目の確認テスト・フィードバック】 教科書の該当箇所およびこれまでの
授業内容を復習する。

確認テストにおいて不十分だった点
について教科書などを用いて復習す
る。(60分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

私語、必要時以外の携帯・スマートフォンの使用を禁止する。
学習は主体的に行う。
確認テストは定期試験と同等に扱う。

備考欄

その他

0 確認テストの合計点及び出席率を考慮して判定します。

教科書

佐藤達夫監修：新版からだの地図帳、講談社
増田敦子：ステップアップ解剖生理学ノート第2版、サイオ出版

参考文献 必要時講義中に提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10437091 人体機能学Ⅰ 2210 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

（１）細胞、組織、循環、呼吸、消化と吸収、代謝、排泄に関する基本用語を説明することができる。
（２）循環、呼吸、消化と吸収、代謝、排泄の仕組みを説明することができる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いて講義形式で進める。
各講義中、講義内容の復習テストを行うとともに講義内容への質問・感想を記載してもらう。
最終回にまとめの試験を行う。

ＩＣＴ活用 配布資料と講義で使用したアニメーションや動画を事前にWebで公開し、予習と自主学習を促す。

前期

教員氏名 木村　一志

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につけている。（知識・技能）」こ
とと「学習への主体性を有し、自律的な行動ができ専門職者として研鑽し続ける基本的な能力を身につけている。（関心・意欲・態度）」
ことと特に関係する科目である。
「人体構造学ⅠとⅡ」とは相互に関連し、「人体機能学Ⅱ」および｢病理学｣「薬理学」の基礎となる。

授業の概要

看護の基礎となる人体の生理機能を学習する．生命の基本単位である細胞を中心に、生命を維持に必須の機能である、体液・血液と循環・
呼吸、消化・吸収、代謝、排泄について学ぶ．

1

細胞:⽣命の基本単位である細胞の構成要素と機
能について理解する。
細胞内⼩器官の機能について理解する。細胞が⾏
う⽣命活動について理解する。

教科書p27-43を読んでおく
こと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

2

組織1:⼈体を構成する組織について理解する。
上⽪組織と⽀持組織（骨・軟骨）の構造と機能について理解す
る。

事前公開資料と教科書p46-
49,52,53,312-316を読んでおくこ
と。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして復習テストは採点後、コメントを付して返却します。
フィードバックとして授業内容への質問は、その質問と回答を履修登録者全員で共有します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

血液、体液2：⾎液凝固と血栓線溶の仕組みについて理解する。
浸透圧について理解する。

事前公開資料と教科書158-165、541
を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

6

循環1:血液循環について理解する。心臓の働きと刺激伝導系につ
いて理解する。心電図と心周期について理解する。

事前公開資料と教科書p168-193を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

3

組織2:結合組織と筋組織の構造と機能につ
いて理解する。⾻格筋、⼼筋、平滑筋の構造と機
能について理解する。それぞれの筋⾁の収縮メカ
ニズムの違いを理解する。

事前公開資料と教科書p49-52,369-
381を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

4

⾎液、体液1:体液の組成とその働きを理解する。
⾎液、⾎球の役割について理解する。

事前公開資料と教科書p141-158を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

9

呼吸2：ガス交換、呼吸の調節について理解す
る。
肺気量曲線と換気障害について理解する。

事前公開資料と教科書p127-141を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

10

消化と吸収1：消化管の基本構造を理解する。唾液の役割とその
分泌の仕組みを理解する。嚥下の仕組みを理解する。胃、小腸、
大腸の働きについて理解する。排便の仕組みを理解する。

事前公開資料と教科書p64-95を読ん
でおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

7

循環2：血管と血圧について理解する。血圧調節の仕組みを理解
する。リンパ管とリンパ液の循環について理解する。

事前公開資料と教科書193-228を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

8

呼吸1:気管・気管⽀、肺、胸膜など呼吸系器
官の構造と機能について理解する。
呼吸運動について理解する。

事前公開資料と教科書p108-126を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

11

消化と吸収2：肝臓、膵臓の機能を理解する。各栄養素の消化と
吸収の仕組みについて理解する。

事前公開資料と教科書p96-105を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）
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13

体液の調節と尿の生成1:腎臓の基本的構造と機能について理解す
る。尿の生成過程と体液量調節について理解する。

事前公開資料と教科書p232-248を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

14

体液の調節と尿の生成2:膀胱と畜尿・排尿の仕組みについて理解
する。体液の酸塩基平衡の仕組みについて理解する。

事前公開資料と教科書p248-260を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

12

栄養と代謝、体温調節:エネルギー代謝について
理解する。体温調節の仕組みついて理解する。

事前公開資料と教科書p480-490を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義ごとの復習テスト、まとめの試験、講義への参加態度。
復習テストとまとめの試験を合計して6割以上の得点で単位を認定。

15

まとめの試験：これまでの講義内容をまとめるとともに、理解の
確認を⾏うためにまとめの試験を⾏う。

これまでの講義内容を復習
しておくこと。（150分）

まとめの試験の出題内容について確
認しておくこと。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

人体構造学や⽣命科学との関連で理解を深めること。
講義を6回以上⽋席すると人体機能学Ｉの単位を不可とする。

備考欄

その他 0

教科書 系統看護学講座「人体の構造と機能１　解剖生理学」医学書院

参考文献

標準⽣理学/⼩澤瀞司・福⽥康⼀郎/医学書院
⽣理学テキスト、⼤地陸男 著、⽂光堂
シンプル⽣理学、貴⾢富久⼦他、南江堂
カラーイラストで学ぶ集中講義 ⽣理学、岡⽥隆夫、メジカルビュー
細胞の分⼦⽣物学、中村桂⼦・松原健⼀監訳、ニュートンプレス
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11265091 人体機能学II 2211 2 1

到達目標

神経細胞の活動を理解し、説明することができる。 
神経細胞による情報伝達の仕組みを理解し、説明することができる。
感覚受容の仕組みを理解し、説明することができる。
中枢神経系による運動調節の仕組みを理解し、説明することができる。
自律神経や内分泌、生殖、免疫の仕組みを理解し、説明することができる。 
その他の脳の働きを理解し、説明することができる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いて講義形式で進める。
各講義中、講義内容の復習テストを行うとともに講義内容への質問・感想を記載してもらう。
最終回にまとめの試験を行う。

ＩＣＴ活用 配布資料と講義で使用したアニメーションや動画を事前にWebで公開し、予習と自主学習を促す。

後期

教員氏名 木村　一志

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につけている。（知識・技能）」こ
とと「学習への主体性を有し、自律的な行動ができ専門職者として研鑽し続ける基本的な能力を身につけている。（関心・意欲・態度）」
ことと特に関係する科目である。
「人体構造学ⅠとⅡ」とは相互に関連し、｢病理学｣「看護病態治療学」の基礎となる。

授業の概要

脳機能をはじめとする神経系機能の情報伝達メカニズムについて、分子・細胞レベルから臓器に至るまで幅広く理解し、神経障害とその機
能回復について生理学的観点から学習する。また、生命活動を維持するために必要な内分泌、生殖や免疫の仕組みについても学習する。

1

神経科学概論：神経系の成り立ちについて理解する。神経細胞の
構造と機能について理解する。

教科書p53-55、384-387を読んでお
くこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

2

神経系の構造と機能：脳と脊髄の構造と機能について理解する。 事前公開資料と教科書p392-418を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして復習テストは採点後、コメントを付して返却します。
フィードバックとして授業内容への質問は、その質問と回答を履修登録者全員で共有します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

感覚の受容と脳における情報処理2
嗅覚、味覚の受容機構とその神経伝導路を理解する。

事前公開資料と教科書453-455を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

6

感覚の受容と脳における情報処理3 
体性感覚と内臓感覚の受容機構とその神経伝導路を理解する。

事前公開資料と教科書p431-434，
455-459を読んでおくこと。（90
分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

3

神経情報伝達のメカニズム： イオンチャネルと活動電位、シナ
プスの構造と機能、神経筋接合部、神経伝達物質について理解す
る。

事前公開資料と教科書p387-392を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

4

感覚の受容と脳における情報処理1 
視覚、聴覚、平衡覚の受容機構とその神経伝導路を理解する。

事前公開資料と教科書p436-453を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

9

視床下部と内分泌、自律神経1
視床下部による下垂体の内分泌制御について理解する。
交感神経と副交感神経による各臓器の機能調節について理解す
る。

事前公開資料と教科書p264-283を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

10

視床下部と内分泌、自律神経2
松果体、副腎、甲状腺、副甲状腺、膵臓が分泌するホルモンの機
能とその調節機構について理解する。

事前公開資料と教科書p283-306を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

7

脳と脊髄による運動制御1 
脊髄反射による運動制御の仕組みを理解する。
皮質脊髄路など下行路による運動制御の仕組みを理解する。

事前公開資料と教科書395-397，
429，430を読んでおくこと。（90
分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

8

脳と脊髄による運動制御2 
大脳基底核による運動制御の仕組みを理解する。
小脳による運動制御の仕組みを理解する。

事前公開資料と教科書p400、402，
430を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）
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13

生殖と発生
女性生殖器の機能を理解する。男性生殖器の機能を理解する。ヒ
トの発生について理解する。

事前公開資料と教科書p494-526を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

14

神経発生と脳の可塑性
神経系発生のメカニズムを理解する。
神経回路形成の仕組みを理解する。
脳の可塑性について理解する。

事前公開資料と教科書p422、423を
読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

11

脳と行動、脳の高次機能
脳と行動の関係について理解する。摂食行動、情動、脳波と睡眠
について理解する。
脳の言語処理機能について理解する。

事前公開資料と教科書p418-426を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

12

皮膚と生体防御
皮膚の構造と機能を理解する。
免疫の仕組みを理解する。

事前公開資料と教科書p462-480を読
んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義ごとの復習テスト、まとめの試験、講義への参加態度。
復習テストとまとめの試験を合計して6割以上の得点で単位を認定。

15

まとめの試験：これまでの講義内容をまとめるとともに、理解の
確認を⾏うためにまとめの試験を⾏う。

これまでの講義内容を復習
しておくこと。（150分）

まとめの試験の出題内容について確
認しておくこと。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

人体構造学との関連で理解を深めること。
講義を6回以上⽋席すると人体機能学IIの単位を不可とする。

備考欄

その他 0

教科書 系統看護学講座「人体の構造と機能１　解剖生理学」医学書院

参考文献

標準⽣理学/⼩澤瀞司・福⽥康⼀郎/医学書院
⽣理学テキスト、⼤地陸男 著、⽂光堂
シンプル⽣理学、貴⾢富久⼦他、南江堂
カラーイラストで学ぶ集中講義 ⽣理学、岡⽥隆夫、メジカルビュー
細胞の分⼦⽣物学、中村桂⼦・松原健⼀監訳、ニュートンプレス
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10739091 免疫学 2258 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・免疫とは何かがわかる。
・感染症を起こす微生物の種類と特徴を挙げることができる。
・常在細菌叢の種類と生体防御における役割について説明できる。
・免疫担当細胞の種類と働きを説明できる。
・免疫系の破綻によりもたらされる様々な免疫関連疾患について説明できる。

授業の方法

パワーポイントや印刷物を用いて説明する。
必要に応じて確認テストやレポート作成を行う。

ＩＣＴ活用 なし。

後期

教員氏名 北村　秀光

授業の位置づけ

科学的根拠に基づき、人々の健康的な生活を支援するための知識を獲得する科目である。
疾病の原因および治療における基礎的な知識を身につける科目である。
「臨床検査概論」「解剖学Ⅰ」「解剖学Ⅱ」「生理学Ⅰ」「生理学Ⅱ」と関連し、生体防御機構を習得するための科目である。　
看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につける科目である。
学習への主体性を有し、自律的な行動ができ専門職者として研鑽し続ける基本的な能力を身につけるための科目である。

授業の概要

免疫とは「生物学的自己」を病原微生物を主とする「非自己」から守るためのリンパ球を中心とした生体防御システムである。
講義では免疫現象の基本的原理を学び、免疫とは何かを習得する。
種々の疾病に関わる免疫現象を解説し、免疫機構の破綻によってもたらされる免疫関連疾患の種類と特徴を概説する。

1

免疫の概念と種類・抗原
・免疫獲得細胞や免疫システムを理解する。
・身のまわりの微生物を理解する。
・健康を脅かす病原微生物リスクについて理解する。

罹患したことがある感染症、興味の
ある病原微生物のまとめを行う。
（90分）

免疫の概念や種類のまとめを行う。
（90分）

2

抗体・免疫応答と免疫獲得細胞
・免疫グロブリンの多様性を理解する。
・感染症成立の要因（感染源、感染経路、感染宿主）を理解す
る。
・感染予防の基本を理解する。

免疫グロブリンとは何かのまとめを
行う。（90分）

抗体の種類、免疫応答の機序のまと
めを行う。（90分）　

実務経験のある
教員の教育内容

特に無し。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義中および講義後に質問を受け付けます。回答は次回の講義時に全体に対して行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

アレルギー
・アレルギーの分類を理解する。
・アレルギーの反応機構を理解する。

アレルギーとは何かのまとめを行
う。（90分）

アレルギーの反応機構のまとめを行
う。（90分）

6

感染に対する生体防御
・日和見感染の種類や要因を理解する
・院内感染の種類や要因を理解する。

日和見感染、院内感染とは何かのま
とめを行う。（90分）

日和見感染、院内感染の原因菌のま
とめを行う。（90分）　

3

免疫獲得器官と免疫獲得細胞
・免疫に関与する組織を理解する。
・リンパ球の種類と役割を理解する。

免疫担当器官のまとめを行う。（90
分）

免疫獲得細胞のまとめを行う。（90
分）　

4

抗原抗体反応
・抗原抗体反応を理解する。
・補体および補体の関与する反応を理解する。

抗原抗体反応のまとめを行う。（90
分）

補体の働きのまとめを行う。（90
分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

感染に対する生体防御
・肝炎ウイルス感染を理解する。
・エイズウイルス感染を理解する。

ウイルスの定義のまとめを行う。
（90分）

ウイルス感染症のまとめを行う。
（90分）

8

自己免疫疾患
・自己免疫疾患の発生機構を理解する。
・各種の自己免疫疾患を理解する。
理解度確認のまとめのテストを行う。

自己免疫疾患の定義のまとめを行
う。（90分）

自己免疫疾患のまとめを行う。（90
分）

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト、まとめのテストの成績、レポートや欠席届等の提出物、および受講態度に基づいて総合的に判
断する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

欠席した場合は欠席届を提出する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10915091 看護栄養学 2342 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・栄養学の基本である栄養素とその働きを説明できる。
・栄養状態の評価に必要な基本的な指標、臨床検査値、身体測定などについて説明できる。
・栄養補給法の概略について説明できる。
・主な疾患と栄養学的対策との関連を理解し説明できる。
・学生自らの基礎代謝量を知り、推定エネルギー必要量を算出できる。

授業の方法

パワーポイントと教科書、配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。


ＩＣＴ活用 Googleクラスルームを使用し自主学習を促す。

前期

教員氏名 松本　信子、松本　洋子

授業の位置づけ

看護の対象者が、病気の治療に伴うセルフケアを行うために必要な栄養・食事療法を行うための基本的な知識を学び専門科目の基礎とな
る。
ディプロマ・ポリシーの「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身に つけている。
（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。　

授業の概要

ケアの現場において、看護ケアの立場から患者の栄養状態の把握など、栄養ケアマネジメントのシステムを理解し、看護師の役割を習得す
る。
栄養の基本的な知識から始め、ライフステージにおける栄養摂取と疾患の治療のための栄養・食事療法の基礎を学ぶ。

1

ガイダンス・人間栄養学と看護
栄養および栄養素の概念と食事における看護の役割を学ぶ。（松
本洋子）

シラバスにある授業の位置づけ, 授
業の概要を読み、看護栄養学の授業
に備える。（90分）

配布資料をもとに講義内容を取りま
とめ、事後学習ノートに記入し提出
する。（90分）

2

栄養素の種類とはたらき（吸収・代謝）
五大栄養素の種類とそのはたらきを学ぶ。
栄養素代謝の概略を学ぶ。（松本洋子）

「栄養素の種類とはたらき」を教科
書で学習する。（90分）

配布資料をもとに講義内容を取りま
とめ、事後学習ノートに記入し提出
する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

松本洋子
医療機関の管理栄養士として勤務した経験を活かし、体験談を交えながらライフステージの栄養補給についての授業を行う。
松本信子
国立病院機構病院にて、栄養士・管理栄養士として臨床に携わった経験を活かし、チーム医療での役割・栄養管理のあり方など実際に基づ
いて「食事療法」の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・事後学習ノートにコメントを添えて返却します.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

ライフステージと栄養①乳児期、幼児～思春期編
乳児期、幼児から思春期の特徴と栄養摂取の要点を学ぶ。（松本
洋子）

「ライフステージと栄養-A～D」を
教科書で学習する。（90分）

教科書、配布資料をもとに講義内容
を取りまとめ、事後学習ノートに記
入し提出する。（90分）

6

ライフステージと栄養②成人期、妊娠・授乳期編
成人期、妊娠・授乳期の特徴と栄養摂取の要点を学ぶ。（松本洋
子）　

「ライフステージと栄養E～G」を教
科書で学習する。（90分）

教科書、配布資料をもとに講義内容
を取りまとめ、事後学習ノートに記
入し提出する。（90分）

3

エネルギー代謝
消費エネルギーの算出方法を学ぶ。
食事摂取基準参考に、自らの推定エネルギー必要量等を算出す
る。（松本洋子）

「エネルギー代謝」を教科書で学習
する。（90分）

教科書、配布資料をもとに講義内容
を取りまとめ、事後学習ノートに記
入し提出する。（90分）

4

栄養ケア・マネジメント（評価・判定）　
栄養ケア・マネジメントの概略を学ぶ。
栄養状態の評価・判定の基礎と方法を学ぶ。（松本洋子）

「栄養ケア・マネジメント」を教科
書で学習する。（90分）

教科書、配布資料をもとに講義内容
を取りまとめ、事後学習ノートに記
入し提出する。（90分）

7

ライフステージと栄養③更年期、高齢期編
更年期、高齢期の特徴と栄養摂取の要点を学ぶ。
（松本洋子）

第2回～第7回の授業内容を復習す
る。（90分）

学習ノートを読み返して復習する。
（90分）
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9

病院食の概要　：　一般食、治療食、検査食、食形態について
病院食における適切な食事の条件（松本信子）

教科書により病院給食の意義と種類
を学習し、授業に備える。（90分）

食事療法の意義についてまとめる。
（90分）教科書や講義の内容をまと
めて学習ノートを作成する。

10

栄養補給法と補給ルート:経腸栄養法、静脈栄養法とそれぞれの
合併症について　（松本信子）

経腸栄養、静脈栄養について教科書
を読み授業に備える。（90分）

食事療法の意義についてまとめる。
（90分）教科書や講義の内容をまと
めて学習ノートを作成する

8

確認テスト
記述式テストを行う。
テスト範囲は、第２回～7回目から出題する。（松本洋子）

教科書の第8章の高齢期における栄
養を読み、配布資料と合わせてポイ
ントを整理する。（90分）

講義内容を配布資料やポイント
チェックを活用し、学習ノートを作
成する。（90分）

13


循環器疾患の栄養・食事療法                                
動脈硬化の危険因子と生活習慣病の発症
高血圧症、心疾患、脳血管疾患の病態に応じた食事療法（松本信
子）

循環器疾患の食事療法について、教
科書を読み授業に備える。（90分）

教科書や講義の内容をノートにまと
め復習する。循環器疾患の栄養ケア
の要点をまとめる。（90分）

14

腎疾患の栄養・食事療法　　　　　　　　
慢性腎臓病、腎不全、人工透析の病期に応じた食事療法（松本信
子）

腎臓疾患の食事療法について、教科
書を読み授業に備える。（90分）

教科書や講義の内容をノートにまと
め復習する。（90分）

11

代謝性疾患の栄養・食事療法
糖尿病の食事療法（松本信子）

糖尿病の食事療法についてに、教科
書を読み授業に備える。（90分）

教科書や講義の内容をノートにまと
め復習する。（90分）

12

消化器疾患の栄養・食事療法  
消化性潰瘍、炎症性腸疾患の 病態に応じた栄養・食事療法 （松
本信子）

胃・腸疾患について、教科書を読み
授業に備える。（90分）

教科書や講義の内容をノートにまと
め復習する。（90分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト　50％　事後学習ノート　30％　授業への参加度　20％

15

術前後の栄養管理                        
消化管術前後の栄養・食事療法の留意点（松本信子）　

確認テスト及び授業のまとめ

栄養・食事療法と看護ケアとの関連
をまとめ,到達度テストに備える
（90分）

教科書や講義の内容をまとめ復習す
る。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

私語厳禁　　携帯電話の使用厳禁

備考欄

その他 0

教科書 系統看護学講座　専門基礎分野　栄養学　人体の構造と機能③　医学書院

参考文献 その都度授業中に紹介します。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11266091 メンタルヘルス 2338 1 1

到達目標

１．臨床心理学の基本的な理論を学ぶことを通して、人間理解のための手掛かりを得ることができる。
２．理論学習及び体験学習を通して、臨床心理学に関して実践的な学びを深めることができる。
３．人間が抱える様々な心の問題について、臨床心理学的な側面から理解することができる。

授業の方法

この授業では、授業担当者が作成した資料を受講生に配布します。また、Microsoft PowerPoint 2016によって作成した資料をスクリーン
に投影します。ここでは、講義とあわせて、グループによる体験学習、ロールプレィ学習、クリッカーを活用した分析体験、文献講読な
ど、多様な方法を通して授業を展開していきます。なお、グループによる体験学習においては、あわせて、全体への学習成果の発表・ディ
スカッションも行います。

ＩＣＴ活用

この授業では、クリッカー（反応収集提示装置）による行動分析を行います。ここでは、特に集団遊戯療法場面をクリッカーを用いて分析
し、受講者全員で分析結果のふりかえりを行うことを通して、遊戯療法の実際に関する理解を深めます。

後期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

臨床心理学は、看護における人間理解にも深く関わっています。ディプロマポリシーにおいては、特に「知識・理解」の領域における「看
護の対象となる人々とコミュニケーション能力を活用して円滑な関係を構築し、対象理解を深める能力を身につけている」「看護の専門知
識を活用して健康の状態やその変化も応じて実践する能力を身につけている」という部分に関わる科目です。教養科目の「心理学」におい
て習得した知識も生かして学んでいくことができます。

授業の概要

複雑・多様化する社会状況のなかで、医療や教育等の領域における対人援助には、ますます深い人間理解が求められています。この授業で
は、臨床心理学の基本的な理解の枠組みを学ぶことを通して、心理臨床的支援に関わる関係者との共通なベースを構築していくための手が
かりを提供します。ここでは、主として、①臨床心理学の歴史と背景、②カウンセリングの理論と実際、③遊戯療法・音楽療法・家族療法
に関する理論と実際について学習します。さらに、学習を深めていくために、ロールプレィ実習および臨床を跡づけていくための分析法の
実習を組み入れて演習を進めていきます。

1

オリエンテーションおよび授業担当者の心理臨床に関する学習の
軌跡と臨床実践の紹介をします。ここでは、授業の内容や目的、
進め方、留意事項等についての説明を行います。

シラバスを読んで授業の概要を把握
すること(20分)

配布資料を読んで授業の内容と目的
を理解すること(25分)

2

演習の場の設定と流れ：演習を円滑に進めるためのベースを構築
します。ここでは、「私の対人地図」の作成を通して、これまで
の対人関係を振り返り、視覚的に表現することを通して、自己理
解・他者理解を深めます。また、対人援助に携わる者としての自
己理解の重要性について学びます。

自己理解というキーワードについて
整理すること(20分)

「私の対人地図」を振り返り自己理
解を深めること(25分)

実務経験のある
教員の教育内容

授業担当者は、臨床心理学にかかわって、公認心理師・臨床心理士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験
を有しています。これらの実務経験及び研究実績を生かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

クリッカーを活用した行動分析に関しては、分析結果をフィードバックします。分析結果に基づいたディスカッションやレポート作成を行
うことにより、さらに学びを深めます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

カウンセリングの理論と実際（1）：パーソナリティの発達に関
する理論を学習します。ここでは、フロイトによって提唱された
精神分析に関わる理論について学びます。あわせて、エリクソン
やピアジェによる精神発達に関する理論についても理解を深めま
す。

パーソナリティというキーワードに
ついて調べること(20分)

配布資料を読んで専門用語を中心に
整理すること(25分)

6

カウンセリングの理論と実際（2）：来談者中心療法の理論につ
いて学習します。ここでは、ロジャーズの提唱した来談者中心療
法の理論について事例を交えながら実践的に学びます。特に、自
己概念と経験の一致・不一致に関しては、具体的な事例を想定し
て、相談の進め方について理解を深めます。

来談者中心療法について調べること
(20分)

事例に対する自分の考えをまとめる
こと(25分)

3

心理臨床における対象者の特性（抱えている課題・関連する要因
等）について、受講生それぞれが描くイメージを交換し、対象の
輪郭を明らかにします。ここでは、心理学的手法を用いて、心理
臨床の対象となる人々の特性に関するイメージを出し合い、グ
ループごとに分析を進め、対象者について理解を深めます。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

配布資料を読んで専門用語を中心に
整理すること(20分)

4

臨床心理学の歴史と背景：ここでは、臨床心理学の成り立ちにつ
いて学び、臨床心理学の過去・現在・未来について理解を深めま
す。あわせて、臨床心理学と近接した学問領域としてどのような
領域があるかについても学びます。また、公認心理師や臨床心理
士等の専門職の社会的役割や職務内容、職域についても学習しま
す。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

配布資料について専門用語を中心に
して整理すること(20分)
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9

遊戯療法の理論と実際（2）：集団遊戯療法の実際についてロー
ルプレィを通して学習します。ここでは、関係力育成プログラム
について学び、これに基づいて、プレイルームでロールプレィ実
習を行います。受講生は、子どもと関わる場面を想定して動きや
すい服装で受講することとします。

事前に設定した子どもの発達段階に
ついて整理すること(25分)

B-S評定スケールによる評価を行う
こと(20分)

10

遊戯療法の理論と実際（3）：集団遊戯療法による実践場面の分
析の方法について学習します。ここでは、関係力育成プログラム
によるロールプレイ実習場面に関するクリッカーを活用した分析
について学習を深めます。

B-S評定スケールの結果を振り返っ
て自分の考えをまとめること(15分)

関連文献を参照しながらこれまでの
遊戯療法に関する学習のまとめを行
うこと(30分)

7

カウンセリングの理論と実際（3）：心理アセスメントについて
学習します。ここでは、カウンセリングにおける心理アセスメン
トの位置づけ、方法、流れについて理解を深めます。また、知能
検査、性格検査の活用については、実際の検査の体験学習を通し
て実践的な学びを深めます。

心理アセスメントというキーワード
について調べること(15分)

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(30分)

8

遊戯療法の理論と実際（１）：遊戯療法に関する文献の講読を通
して心理臨床的支援のあり方について理解を深めます。ここで
は、文献を読むことを通して、遊戯療法に関する基本的知識を学
びます。また、映像資料を視聴することを通し、遊戯療法につい
ての具体的・実践的なイメージを持つことを目指します。

遊戯療法というキーワードについて
心理学的視点から整理すること(15
分)

課題に関するレポートを作成するこ
と(30分)

13

家族療法の理論と実際（1）：家族療法に関する文献の講読を通
して、家族療法の基本的な考え方について理解を深めます。家族
療法の視点を通した子ども理解について学ぶことにより、子ども
と子どもを取り巻く家族への支援のあり方について理解を深めて
いきます。

家族療法というキーワードについて
整理すること(20分)

参考文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

14

家族療法の理論と実際（2）：家族療法における心理学的アセス
メントの体験を通してこの療法の有用性について理解を深めま
す。ここでは、家族療法におけるアセスメント法として、家族イ
メージ法（FIT）に取り組み、この体験を通して家族療法的視点
から見たカウンセリングのあり方について考えていきます。

配布した文献について専門用語を中
心に整理すること(20分)

ＦＩＴの作成を通して考えたことを
まとめること(25分)

11

音楽療法の理論と実際（1）：心理臨床的場を構築するための音
楽療法について学習を深めます。ここでは、カウンセリングの世
界と音楽療法の関係性について学びます。また、文献の紹介を通
して、発達に課題のある子どもたちに対する音楽療法について理
解を深めます。

音楽療法というキーワードについて
整理すること(20分)

配布した文献を読んで概要をまとめ
ること(25分)

12

音楽療法の理論と実際（2）：関係力の育成に関わる音楽療法に
ついて学習を深めます。ここでは、文献の講読を通して、子ども
のための「関係力育成プログラム」を下支えするBGMの構成を学
びます。また、音楽療法の実践に関する映像資料の視聴を通し
て、音楽療法の実際について理解を深めます。

遊戯療法と音楽療法の関係性につい
て学んだことを整理すること(20分)

これまでの音楽療法に関する学習を
まとめること(25分)

定期試験 0 定期試験は実施しません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

75 演習場面への参加態度、グループでの活動状況、およびレポート課題提出によって評価します。

15

授業の振り返りと学習の成果の確認：ここでは、この演習で学ん
だことについて、全体のまとめを行います。これまでの演習で学
んだことを振り返り、「臨床心理学」について考えたことについ
て、小論文の作成及びスピーチによる意見交換を行います。

臨床心理学について学んだことにつ
いて、自分の考えを整理すること
(20分)

配布資料および関連文献を読んでこ
れまでの学習のまとめを行うこと
(25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他

25 ロールプレィ実習での体験をテーマとする「実習体験報告書」（所定の書式）によって評価します。

教科書

教科書は使用しません。必要な資料は、授業担当者が作成して、その都度配布します。

参考文献

心の病理学　大塚義孝編著　至文堂
家族のイメージ　亀口憲治著　河出書房新社
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履修条件・留意
事項等

この授業では、臨床心理学に関するロールプレィ実習、体験学習の取り組みが重視されます。そのため、積極的な授業参加が求められるの
で留意してください。

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50916091 病理学 2300 2 2

到達目標

1．病院病理の役割や病理診断の意義、加えて病理解剖の意義を説明できる。
2．細胞傷害および細胞死の分類や機序、その形態的特徴を述べることができる。
3．先天異常や遺伝性疾患、代謝異常、循環障害、腫瘍について、それぞれの病態や種類、発症機序を説明できる。また、それぞれの代表
的疾患を挙げ説明できる。
4．各臓器の代表的疾患について、それぞれの発症機序や病態を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
必要に応じてオンライン授業を実施する。

ＩＣＴ活用 Google ClassroomのGoogleフォームを用いて練習問題を提供し、自主学習を促す。

前期

教員氏名 瀧山　晃弘

授業の位置づけ

看護学に必要な病理学の基礎的知識・技能を身につけるための科目である。
ディプロマ・ポリシーの「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している（知識・技能）」に特に関連がある科目で
ある。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。
「解剖学I」｢解剖学II」「生理学I｣「生理学II」「免疫学」と関連し、「病態・治療学I」「病態・治療学II」「病態・治療学III」「臨床
検査概論」の基礎となる。

授業の概要

病気の原因やその発症のメカニズムについて、細胞傷害、細胞死と老化、先天異常と遺伝性疾患、代謝異常、循環障害、炎症と感染症、免
疫異常とアレルギー、腫瘍など、原因や機序別に分けて学習する。また、それぞれの代表的な疾患についても学ぶ。

1

総論１．病理学とは
病理学の概念と医学における位置付け、医療における病理診断の
役割について学ぶ。

教科書のp14~p26を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

2

総論２．細胞傷害
細胞傷害の種類やその機序を学ぶ。また傷害を受けた細胞組織の
形態変化やその修復について学習する。

教科書のp27~p52を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

病理専門医として病理診断や病理解剖などに従事した経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、練習問題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

総論５．炎症
炎症に関わる細胞の種類や液性因子、炎症の分類やその転帰につ
いて学ぶ。

教科書のp76~p87を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

6

総論６．免疫異常とアレルギー
免疫と免疫系の細胞、アレルギー反応、免疫不全症や自己免疫疾
患などについて学ぶ。

教科書のp88~p102を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

3

総論３．先天異常
先天異常の種類と代表的な疾患、先天奇形の種類、染色体異常と
その代表的疾患を学ぶ。

教科書のp53~p64を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

4

総論４．循環障害
体液循環の機構や、局所の循環障害として、血栓、塞栓、梗塞の
関係、出血、うっ血と浮腫、ショックについて、また全身循環障
害について学ぶ。

教科書のp65~p75を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

9

各論１．
「心臓の疾患」「脈管系の疾患」について学ぶ。

教科書のp136~p166を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

10

各論２．
「造血系・リンパ系の疾患」について学ぶ。

教科書のp167~p185を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

7

総論７．感染症
感染の原因となる病原体の種類や感染の成立、宿主の反応などに
ついて学ぶ。

教科書のp103~p117を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

8

総論８．腫瘍
腫瘍の概念や分類、その形態的特徴、発生機序、がんの浸潤・転
移や病期、宿主への影響や予後の違い、がんの診断などについて
学ぶ。

教科書のp118~p134を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

11

各論３．
「呼吸器系の疾患」について学ぶ。

教科書のp186~p212を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）
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13

各論５．
「肝臓、胆嚢、膵臓の疾患」について学ぶ。

教科書のp238~p254を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

14

各論６．
「泌尿器系の疾患」「男性生殖器系の疾患」「女性生殖器系と乳
腺の疾患」「内分泌系の疾患」について学ぶ。

教科書のp255~p323を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

12

各論４．
「消化管の疾患」について学ぶ。

教科書のp213~p237を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回で実施する小テストなど。詳細は授業中に伝える。

15

各論７．
「筋・骨格系の疾患」「皮膚の疾患」「脳・神経系の疾患」「眼
と耳の疾患」「全身性疾患」について学ぶ。

教科書のp324~p398を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄 特になし。

その他 0

教科書 クイックマスター病理学第２版／堤寛著／サイオ出版

参考文献 系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進〈1〉病理学 第5版／大橋健一ほか著／医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10666091 病態・治療学I 2330 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1）外科的治療の種類と分類、身体機能の障害や問題に応じた治療方法を説明することができる  
2）外科処置に対する生体の反応と合併症について説明することができる  
3）外科処置の対象となる疾患の病態について説明することができる  
4）外科処置の対象となる主要な疾病の処置と管理方法を説明することができる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式で進める  
理解度確認テストを時間内に行う

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 尾形　裕子、藤長　すが子

授業の位置づけ

本講義は、外科的治療および外科的治療の対象となる疾患を取り扱う。身体は組織的に活動することから、他の臓器との関連を常に考慮す
る必要がある。そのため「病態・治療学Ⅱ」および「病態治療学Ⅲ」と相互に関連する。これらは看護学の基礎的知識の獲得を目的とす
る。また、外科治療に関する看護の役割は「成人看護援助論Ⅱ（周術期看護学）」の基礎となる。ディプロマ・ポリシーの「看護を実践す
る能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

１９世紀における（１）全身麻酔法の発見、（２）看護方法の確立、（３）消毒法の確立、の３つは、その後の医学を飛躍的に発展させる
原動力となった。とくに看護法は外科処置中および処置後の患者に対する専門的手当ての必要性から生まれたといっても過言ではない。外
科処置およびそれに関係する看護について、主要な臓器ごとに解説する。

1

ガイダンス（尾形）
1.外科的治療の概要（尾形）
1）外科的治療と外科的治療の対象となる疾患
2）手術の種類と分類
3）身体機能の障害や問題に応じた治療

シラバスを読み、到達目標、授業方
法、成績評価方法を確認する
医学概論の外科的治療について復習
する（90分）

第1回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

2

2.手術療法の実際（尾形）
1）麻酔導入と管理
2）手術療法の流れと術中管理

テキスト周手術期看護のｐ101～127
を読み疑問点をまとめる（90分）

第2回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

外科系病棟の看護師として勤務した経験を活かして、臨床に基づいた講義を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

講義後に、次回までの課題を提示する。事前課題の回収と理解確認テストのあとには、回答の解説を行いフィードバックする　  

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

5.外科的治療の対象となる疾病と処置の理解（尾形）
1）消化器疾患；胃・食道（尾形）
上部消化管検査および手術について、胃癌の手術を例に説明す
る。

胃と食道の解剖・生理、胃がんの病
態と治療についてテキストを読み、
疑問点をまとめる（90分）

第5回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

6

2）消化器疾患；大腸（尾形）
下部消化管の検査および手術について、直腸癌を例に説明する。
ストーマ作成、消化管癌の転移についてふれる。

大腸の解剖・生理、大腸がんの病態
と治療についてテキストを読み、疑
問点をまとめる（90分）

第6回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

3

3.術前の身体評価と処置（尾形）
1）術前アセスメント
2）術前処置

テキスト周手術期看護のｐ91～95を
読み疑問点をまとめる（90分）

第3回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

4

4.外科的侵襲と合併症（尾形）
1）手術侵襲
2）主要な合併症の理解
理解度確認テスト1　終了後に回答の解説

テキスト周手術期看護のｐ32～35、
152～227を読み疑問点をまとめる。
第1～3回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
（90分）

第4回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

7

3）消化器疾患；肝・胆・膵（尾形）
胆嚢炎を例に、胆道ドレナージ、腹腔鏡手術、動脈塞栓術につい
て説明する。　
理解度確認テスト2　終了後に回答の解説

肝・胆・膵の解剖・生理、胆嚢炎の
病態と治療についてテキストを読
み、疑問点をまとめる。第4～6回目
の講義内容を復習し、理解確認テス
トを受ける準備をする（90分）

第7回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

8

4）内分泌疾患（尾形）
甲状腺腫瘍を例に、口腔・咽頭に関連した手術と処置について説
明する。

甲状腺の解剖・生理、バセドウ病の
病態と治療についてテキストを読
み、疑問点をまとめる（90分）

第8回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）
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9

5）脳外科疾患（尾形）
ゲストスピーカーによる講話；脳内疾患の検査法（ＣＴとＭＲ
Ｉ、血管造影）、減圧術、開頭術について説明する。頭部外傷や
脳血管からの出血時の対処についてもふれる。

脳の解剖・生理、脳出血の病態と治
療についてテキストを読み、疑問点
をまとめる（90分）

第9回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

10

6）呼吸器疾患（尾形）
肺癌の胸腔鏡手術を例に胸腔ドレナージ、酸素投与と人工呼吸の
適応について説明する。　
理解度確認テスト3　終了後に回答の解説

肺の解剖・生理、肺がんの病態と治
療についてテキストを読み、疑問点
をまとめる。第7～9回目の講義内容
を復習し、理解確認テストを受ける
準備をする（90分）

第10回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

13

9）腎疾患（藤長）
腎移植の対象となる人の病態、移植の方法、術後管理について説
明する。

腎臓の解剖・生理、腎臓病の病態と
治療についてテキストを読み、疑問
点をまとめる（90分）

第13回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

14

10）乳腺疾患（尾形）
ゲストスピーカーによる講話；乳腺の疾患について説明する。乳
がんの診断、手術の種類と適応、処置や術後管理について、乳房
再建術を例に説明する。

乳房の解剖・生理、乳がんの病態と
治療についてテキストを読み、疑問
点をまとめる。（90分）

第14回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

11

7）循環器疾患（尾形）
ゲストスピーカーによる講話；弁置換術と冠状動脈バイパス術を
例に、心臓手術の基礎的知識を説明する。

心臓の解剖・生理、弁膜症と虚血性
心疾患の病態と治療についてテキス
トを読み、疑問点をまとめる（90
分）

第11回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

12

8）泌尿器疾患（藤長）
尿管・膀胱・前立腺で外科処置の対象となる手術、および泌尿器
検査について説明する。ヨード造影剤の副作用、衝撃波療法、経
尿道的手術、ロボット手術についてふれる。

泌尿器の解剖・生理、膀胱がんの病
態と治療についてテキストを読み、
疑問点をまとめる（90分）

第12回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト・課題レポート・参加度と出席態度

15

11）運動器・整形外科疾患（尾形）
大腿骨頭骨折を例に、整形疾患の手術と術後処置について説明す
る。
理解度確認テスト4　終了後に回答の解説

骨の解剖・生理、大腿骨骨折の病態
と治療についてテキストを読み、疑
問点をまとめる。第10～14回目の講
義内容を復習し、理解確認テストを
受ける準備をする（90分）

講義の学習内容についてレポートを
作成する（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

 この科目は基礎看護学実習Ⅱの履修要件である。単位が修得不可の場合は実習は受けれない

備考欄

その他 0

教科書

成人看護学　周手術期看護論　第3版　雄西智恵美他編集　ヌーヴェルヒロカワ
病気がみえる　vol.1消化器（第6版）　vol.8腎・泌尿器（第3版）メディックメディア

参考文献 講義の中で随時紹介する

- 75 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10667091 病態・治療学II 2331 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．生体の基本的解剖・生理を理解する
２．病的変化から疾病に至る過程を理解する。
３．内科的疾病の看護を可能とする知識・技術・態度を理解する。

授業の方法

講義用プリントおよびスライドによる講義を行います。講義の最後に知識の確認を行います。
＜Webによる講義の場合＞資料で自主学習を行い、確認問題を提出します。

ＩＣＴ活用 予定していません

前期

教員氏名 下岡　良典

授業の位置づけ

「生理学」と「解剖学」を基礎知識として、疾病のなりたちと治療を「病態・治療学１～３」に分けて説明する。「病態・治療学１」は呼
吸器と循環器における酸素の取り入れと二酸化炭素の排泄に関係する疾患を中心に講義が行われるため、講義は「呼吸器病学」、「循環器
病学」、および「血液病学」の３部に分けられる。

授業の概要

今日、医療・医学に求められているものは、高齢化社会に突入した現在では非常に複雑かつ多様化しつつあるが、内科学は、看護学を学ぶ
学生にとって広いが最も大切な領域である。まず、患者さんから病歴を聞くことから始まり、いろいろな疾病に表われる症状を知り、なぜ
その疾患に特徴的な症状が出現するのか、すなわち、その病態生理を理解することが重要である。ついで、診断のために応用される各種の
臨床検査、画像診断、さらには、疾患ごとに選択される適切な薬物療法、食事療法、注射・輸液療法などを学ばなければならない。

1

呼吸器病学(1) 呼吸器の解剖・生理･症状．肺・気管支の基本的
構造．胸部写真と胸部CTの見方．スパイロメーターのみかたと解
釈．血液ガス分析のみかた．

テキスト「病気が見えるvol４（呼
吸器編）」を読み、呼吸器の解剖･
生理･症状　肺・気管支の基本的構
造に関する知識をまとめる。

講義とテキストを関連付け呼吸器の
解剖･生理･症状等の知識を深めて整
理する。

2

呼吸器病学(2)　 閉塞性肺疾患(肺気腫　慢性気管支炎　喘息
びまん性汎細気管支炎)と拘束性肺疾患(間質性肺炎　過敏性肺臓
炎  膠原病　塵肺など）の病態・特徴･診断・治療について

肺炎　肺気腫　気管支炎　喘息　間
質性肺炎についてテキストを読み知
識をまとめる

肺気腫　気管支炎　喘息　間質性肺
炎の症状・診断･治療について知識
を深めて整理する

実務経験のある
教員の教育内容

講義では、臨床で経験した症例も含めて提示します。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題はありませんが、授業中に行う確認問題と復習問題を定期試験前によく復習してください

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

呼吸器病学(5)　肺循環障害．心臓と肺の関係．心不全、右心不
全．肺塞栓．その他の呼吸器疾患　代表的な呼吸パターン、睡眠
時無呼吸症候群、過換気．

テキストを読み心臓と肺の構造につ
いて知識を整理する

１～5回までの講義資料とテキスト
を関連づけ、呼吸器に関する知識を
深める

6

循環器病学(1)　心臓の解剖と生理．心臓の基本的構造の理解、
特に冠動脈、刺激伝導系．大循環と肺循環．

心臓の基本的構造についてテキスト
を読み知識を整理する

心臓の生理機能、主要血管の働き等
について講義資料とテキストを関連
付け知識が深まるよう整理する

3

呼吸器病学(3)　呼吸器感染症(細菌　多剤耐性菌　マイコプラズ
マ　結核菌　真菌　クラミジア)の特徴．誤嚥性肺炎の特徴．日
和見感染について．胸膜炎と胸水．かぜ症候群とインフルエン
ザ．

呼吸器感染症についてテキストを読
み知識をまとめる

講義資料とテキストを関連付け呼吸
器感染症の知識を深めて整理する

4

呼吸器病学(4)　肺癌　原発性肺癌の分類･特徴・治療、転移性肺
癌．肉芽腫性肺疾患．嚢胞性肺疾患と気胸．

テキストを読み肺癌の分類･特徴・
治療について知識をまとめる

講義資料とテキストを関連づけて肺
癌の分類･特徴・治療等の知識を深
めて整理する

9

循環器病学(4)　虚血性心疾患　狭心症と心筋梗塞の病態．新し
い診断と治療．

虚血性心疾患の基礎的知識を整理す
る

講義資料とテキストを関連づけて知
識を深めて整理する

10

循環器病学(5)　弁膜症・心筋症・心筋炎・先天性心疾患．主要
な弁膜症（MS,MR,AS,AR)の理解．心筋炎と心膜炎．主要先天性心
疾患（VSA. ASD）

テキストを読み弁膜症・心筋症・先
天性心疾患の基礎的知識を整理する

講義資料とテキストを関連づけ知識
を深めて整理する

7

循環器病学(2)　心電図を極める．心電図の基本と　不整脈疾患
の診断と治療．ペースメーカー．

テキストを読み、心電図、ペース
メーカーの基礎知識を整理する

講義資料とテキストを関連づけ心電
図と不整脈に関する知識を深めてま
とめる

8

循環器病学(3)　心不全を理解する．心不全の病態と症状、治療
方法．高血圧の病態と治療方法．
＊余った時間にこれまでのまとめを行う．

テキストを読み心不全と高血圧関す
る知識を整理する

講義資料とテキストを関連づけ心不
全と高血圧の知識を深めて整理する

11

循環器病学(6)  大動脈疾患（大動脈解離、動脈瘤、末梢動脈疾
患、大動脈炎症候群）の病態．甲状腺疾患． 循環器のまとめ

大動脈疾患について基礎的知識をま
とめる

6回～本日11回までについて講義資
料とテキストにて知識を深めて整理
する

12

血液病学(1)　血液の成分　骨髄と造血　造血幹細胞　血球と血
漿　血球とその機能　出血傾向と凝固・線溶系の異常

テキストを読み血液に関する基礎的
知識を整理する

講義資料とテキストを関連づけ知識
を深めて整理する
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13

血液病学(2)　検査法と移植･輸血　血液型と輸血　輸血の副作用
骨髄移植（造血幹細胞移植）と問題点

血液と輸血に関する基礎的知識を整
理する

講義資料とテキストを関連づけ知識
を深めて整理する

14

血液病学(3)　貧血　貧血の分類　鉄欠乏性貧血　巨赤芽球性貧
血　再生不良性貧血　溶血性貧血　発作性夜間血色素尿症 各疾
患の治療法と進歩

貧血と貧血の分類について基礎的知
識を整理する

講義資料とテキストを関連づけ（貧
血の治療法含）知識を深めて整理す
る

定期試験

85 講義ごとの復習問題等から出題　
85点満点で、出席点とあわせて100点となります。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

15 出席点があります。

15

血液病学(4) 白血病　白血病の分類　慢性骨髄性白血病　急性リ
ンパ性白血病　悪性リンパ腫　骨髄腫　各疾患の治療法と進歩

白血病に関する基礎的知識を整理す
る

12回～15回の血液病学で使用した講
義資料とテキストを関連づけ知識を
深めて整理する

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この科目は基礎看護学実習Ⅱの履修要件である。単位が修得不可の場合は実習は受けれない

備考欄 講義ごとに履修プリントを配布します。

その他

0 学科試験の点数が基準に満たない場合は、代表的な疾患についてのレポートを課します。

教科書 成人看護援助論の教科書と同じ

参考文献

病気がみえる２　循環器
病気が見える４　呼吸器
病気が見える５　血液
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10668091 病態・治療学III 2332 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

（１）皮膚科の主な疾病とその治療法を理解する。（ゲストスピーカー・辻）
（２）耳鼻科の主な疾病とその治療法を理解する。（鹿内）
（３）眼科の主な疾病とその治療法を理解する。（高岡）
（４）口腔外科の主な疾患と治療法を理解する。（辻）
（５）神経内科の主な疾病とその治療法を理解する。（辻）
（６）内分泌科の主な疾病とその治療法を理解する。（小橋）

授業の方法

・毎回配布するプリントおよびパワーポイントによる講義を行う。
・病態・治療の理解を深めるためにグループワークを行う。

ＩＣＴ活用 　Classroomを活用する。

後期

教員氏名 高岡　哲子、鹿内　あずさ、辻　幸美、小橋　拓真

授業の位置づけ

　本科目は、「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に科学的思考力・判断力によりその解決に向けて行動することができる」につな
がるため「解剖学」と「生理学」を基礎としてその他の疾患（皮膚科・耳鼻科・眼科・神経内科・内分泌）の病態と治療の基本的な知識を
学ぶ。これらの知識は適切な援助を提供できるように看護過程の展開を実施する際のアセスメントに活用する。

授業の概要

病態治療Ⅲでは、皮膚科、耳鼻科、眼科、口腔外科、神経内科、内分泌科に関連する疾患の病態とその主な治療法について学ぶ。それぞれ
専門の知識を必要とする領域であり、診断、検査には他の科にない特徴を有する。また患者の心理、治療に伴う問題点も科目独特である。

1

ガイダンス（講義）：高岡
内容：病態・治療学Ⅲの学習内容と評価
行動目標：ガイダンス内容を理解し、自らが学習すべき内容と学
習課題が説明できる。

シラバスを熟読する。
学習に必要な物品をそろえる。（90
分）

学習すべき内容をまとめる。（90
分）

2

眼科の疾患①（講義）：高岡
学習内容：眼の構造、光と視神経、眼科の検査
結膜炎、緑内障と白内障の病態と治療
行動目標：
・眼の構造や仕組みを復習することができる。
・眼科で主に行われる検査が理解できる。
・結膜炎、緑内障と白内障の病態と治療が説明できる。

眼の解剖と生理を復習する。（90
分）

本日学習した疾患の看護を考える。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

・総合的な病院の眼科病棟で約4年間、勤務した中で対象にケアを行った経験を活かして講義を行う。（高岡）
・脳神経外科の病院で22年間、勤務した中で脳神経の病気や外傷の対象者にケアを行った経験を活かして講義を行う。（辻）
・腎センターのICU病棟、整形外科・内科病棟に計5年間の勤務経験、及び、訪問看護ステーションにおける計5年間の経験を活かして講義
を行う。（鹿内）
・脳神経外科、及び、精神科特殊病棟に計5年間の勤務経験を活かして講義を行う。（小橋）

課題に対する
フィードバック

の方法

　確認テストを毎回実施し、問題点を講義で集中的に取り上げて説明する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

耳鼻科の疾患①（講義）：鹿内
学習内容：耳の構造、外耳道の感染症、鼓膜損傷　中耳炎、内耳
炎、耳管の異常、その他の耳にかかわる疾患の病態と治療
行動目標：
・耳の構造や仕組みを復習することができる。
・本日学習した疾患の病態と治療を説明できる。

耳の伝音性障害を起こす疾患をまと
める。（９０分）

配布プリントのポイントをまとめ、
付属する確認テストを行う。（９０
分）

6

耳鼻科の疾患②（講義）：鹿内
鼻、気道の構造、咽頭炎、喉頭炎、副鼻腔炎、咽頭がん、喉頭が
ん、その他の疾患の病態と治療
行動目標：
・鼻の構造や仕組みを復習することができる。
・本日学習した疾患の病態と治療を説明できる。

感音性難聴を起こす疾患をまとめ
る。（９０分）

配布プリントのポイントをまとめ、
付属する確認テストを行う。（９０
分）

3

眼科の疾患②（講義）：高岡
学習内容：網膜剥離、硝子体出血、糖尿病性網膜症の病態と治療
行動目標：網膜剥離、硝子体出血、糖尿病性網膜症の病態と治療
が説明できる。

眼の解剖と生理を復習する。（90
分）

本日学習した疾患の看護を考える。
（90分）

4

眼科の疾患③（講義）：高岡
学習内容：眼球突出、眼球の外傷、眼瞼下垂、斜視、涙腺の疾
患、その他の眼にかかわる疾患の病態と治療
行動目標：本日学習した病態と治療が説明できる。

眼の解剖と生理を復習する。（90
分）

本日学習した疾患の看護を考える。
（90分）
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9

確認テスト①（範囲は2～8回）：高岡・鹿内
学習内容：確認テストの実施とふりかえり
行動目標：2～8回のふりかえりができる。

2～8回までをふりかえる。（90分） 2～8回までの講義をまとめる。（90
分）

10

口腔外科の病患（講義）：辻
学習内容：
人体に及ぼす口腔の機能　齲歯　炎症　舌癌　ボディイメージ
行動目標：
本日学習した病態と治療が説明できる。

口腔内の解剖・生理を復習する。
（９０分）

配布プリントのポイントをまとめ
る。（９０分）

7

皮膚科の疾患①（講義）：ゲストスピーカー・辻
学習内容：皮膚の構造、皮膚の常在菌、皮膚の良性腫瘍、皮膚が
ん、悪性黒色腫の病態と治療
行動目標：
・皮膚の構造や仕組みを復習することができる。
・本日学習した疾患の病態と治療を説明できる。

皮膚の解剖と生理を復習する。（９
０分）

本日学習した疾患の看護を考える。
（90分）

8

皮膚科の疾患②（講義）：ゲストスピーカー・辻
学習内容：皮膚の炎症、膠原病と皮膚、熱傷と皮膚移植
行動目標：本日学習した疾患の病態と治療を説明できる。

皮膚の解剖と生理を復習する。（90
分）

本日学習した疾患の看護を考える。
（90分）

13

内分泌科の疾患①（講義）：小橋
学習内容：巨人症、小人症、尿崩症、バセドウ病、粘液水腫、副
甲状腺機能異常、インスリノーマ、糖尿病
行動目標：
本日学習した病態と治療が説明できる

視床下部と下垂体の解剖を復習する
（９０分）

配布プリントのポイントをまとめる
（９０分）

14

内分泌の疾患②（講義）：小橋
アジソン病、クッシング症候群、原発性アルドステロン症、副腎
性器症候群、褐色細胞腫
行動目標：
本日学習した病態と治療が説明できる

神経系の講義を復習する。（９０
分）

配布プリントのポイントをまとめ
る。（９０分）

11

脳神経の疾患①（講義）：辻
学習内容：
脳の構造と機能　パーキンソン病　小脳疾患　脳腫瘍　頭痛　水
頭症　ＣＴとＭＲＩ　髄液検査　髄膜炎　プリオン病　アルツハ
イマー病
脊髄の解剖　脳外傷と血腫　脳ヘルニア
行動目標：
本日学習した病態と治療が説明できる。

脳の機能と脳脊髄液の流れを復習す
る。（９０分）

配布プリントのポイントをまとめ
る。（９０分）

12

脳神経の疾患②（講義）：辻
学習内容：
脳神経　交感神経系と副交感神経系　脳波　てんかん　筋電図
筋萎縮性側索硬化症　ポリオ　多発性硬化症　ギランバレー症候
群　重症筋無力症　筋ジストロフィー
行動目標：
本日学習した病態と治療が説明できる。

脳神経を復習する。（９０分） 配布プリントのポイントをまとめ
る。（９０分）

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト①：50点　確認テスト②：50点

15

確認テスト②（範囲は10～14回）：辻・小橋
学習内容：確認テストの実施とふりかえり
行動目標：10～14回のふりかえりができる。

10～14回までを振り返る。（９０
分）

10～14回までの講義をまとめる。
（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・私語、必要時以外の携帯電話の使用を禁止する。
・学習は主体的に行う。
・確認テストは定期試験と同等に扱う。

備考欄

その他 0

教科書 なし。

参考文献 必要時講義中に提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10742091 薬理学 2344 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①各規制医薬品について表示方法、保管方法について説明することができる。
②投与された薬物が排泄されるまでの過程（体内動態）について説明することができる。
③２種類以上の薬物あるいは食品と薬物間の服用で起こり得る薬物相互作用についての知識を得ることができる。
④各疾患の成因・病態を理解し、薬物による治療効果や薬物の作用機序、副作用など薬物治療学的知識を習得し説明することができる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用い、講義形式で解説する。理解度確認のための試験（8回目,15回目）、講義においては過去の国家試験問題
も取り入れる。

ＩＣＴ活用

なし

後期

教員氏名 長多　好恵

授業の位置づけ

本学DPにある「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身に付けている」「学習への主体性を有し、自律
的な行動ができ専門職者として研鑽し続ける基本的な能力を身についてる」を基に、医療に欠くことのできない薬物療法について、看護師
として必要な知識を習得する。
その上で以下について習得する科目である。
①初年次教育の一つとして、医療職における薬と看護師の関わりを学びそれを踏まえて薬物の特性や体内での作用全般について習得する。
②「解剖学」および「生理学」の学習を基礎として、薬物の知識を習得する。

授業の概要

①薬物は疾病の治療に必要不可欠である。看護師は患者が安全でかつ治療効果が最大限となるよう援助をすることが重要である。そのため
に必要な知識を学習する。
②総論では、主として薬物の使用目的や作用パターン、体内動態をについて学習する。
③各論では、疾患別薬物の薬理作用および副作用などについて学習する。

1

薬理学総論Ⅰ
・薬の歴史的背景を学習する。
・新薬が誕生するまでの道のりを学ぶ。
・薬物療法における看護師の役割を理解する。　

教科書第１章Aを読む。
（90分)

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

2

薬理学総論Ⅱ
・薬の使用目的、主作用および有害作用について理解する。
・処方箋、添付文書の形態を理解する。
・薬の剤形、投与経路、規制医薬品について理解する。

教科書第1章A3-4,B1,C1,Fを読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

大学での教育、病院および企業においても薬剤師として勤務経験がある。これを活かして疾病に対する薬物治療や医薬品医療機器法による
規制薬物などについて講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内において確認問題を実施し、解答・解説により知識を整理する。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

薬理学各論Ⅰ
・消化器系疾患治療薬について理解する(消化性潰瘍・消化不
良・嘔吐・下痢・便秘のしくみを通して各治療薬を学習する）。
・呼吸器系疾患治療薬を理解する。

教科書第5章、6章を読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

6

薬理学各論Ⅱ
・代謝系疾患(糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症)治療薬について
理解する。
・甲状腺ホルモン疾患とその関連薬について理解する。

教科書第8章C、9章を読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

3

薬理学総論Ⅲ
・薬物の体内動態(吸収・分布・代謝・排泄)について理解する。
・薬物の作用パターン(受容体・イオンチャネル・酵素・トラン
スポーター)について理解する。

教科書第1章B2,C2-5を読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

4

薬理学総論Ⅳ
・薬効に影響する因子(薬用量・生物学的半減期・薬物の連用・
年齢・薬物相互作用)について理解する。

教科書第1章C6,D,Eを読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

7

薬理学各論Ⅲ
・血液・造血器系疾患（貧血・血栓性疾患・出血性疾患）治療薬
について理解する。
・血液製剤について理解する。

教科書第4章を読む。
（90分)

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）
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9

薬理学各論Ⅴ-1
・中枢神経系疾患(不眠症・統合失調症・不安障害・気分障害）
治療薬について理解する。　

教科書第15章A-Eを読む。（90分） 講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

10

薬理学各論Ⅴ-2
・中枢神経系疾患(てんかん・パーキンソン病・認知症）治療薬
について理解する。

教科書第15章F-Gを読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

8

薬理学各論Ⅳ
・骨代謝関連薬について理解する。
・性ホルモンと関連楽について理解する。
・第１～7回までの講義内容の理解度を確認するために試験を実
施する。

・教科書第8章E、12章を読む。(30
分）
・第1回から7回までの復習をする。
（60分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

13

薬理学各論Ⅷ
・抗感染症薬(抗菌薬・抗結核薬・抗真菌薬・抗ウィルス薬）に
ついて理解する。
・消毒薬の分類、取り扱いについて理解する。

教科書第13章を読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

14

薬理学各論Ⅸ
・抗炎症薬（炎症のしくみを学習する)および解熱鎮痛薬、抗ア
レルギー薬について理解する。
・抗がん薬について理解する。
・消毒および滅菌の違いを理解し、主な消毒薬の特徴を理解す
る。

教科書第10章A、11章B、14章を読
む。（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

11

薬理学各Ⅵ
・自律神経系に作用する治療薬について理解する（自律神経系に
おける神経伝達物質と受容体の関係を学習し、交感神経・副交感
神経に作用する薬について理解する）。

教科書第2章を読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

12

薬理学各論Ⅶ
・心臓血管系疾患(高血圧・虚血性心疾患・心不全・不整脈）治
療薬について理解する。　

教科書第3章を読む。
（90分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義8回目および15回目の試験、受講態度および欠席届の提出等により総合的に判断する。

15

薬理学各論Ⅹ
・血液製剤について理解する。
・薬物療法における看護の注意点を知る。
・第8～15回までの講義内容の理解度を確認するために試験を実
施する。

・教科書第4章D、第21章を読む。
（30分)
・第8回から14回までの復習をす
る。（60分）

講義時に配布した資料内容について
復習する。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・薬物の作用の前段階として解剖学・生理学について理解していることが重要である。
・講義欠席の際は、欠席届を提出する。

備考欄

その他 0

教科書 看護学テキスト　薬理学　南江堂

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10917091 臨床薬理学(旧々ｶﾘ) 2346 2 3

到達目標

・臨床で使用される医薬品の剤形の種類と特徴を理解し、正しく使う方法を概説できる。
・服薬における、他の医薬品（OTC薬を含む）、サプリメント、健康補助食品、食事との相互作用について概説できる。
・薬の有害作用について学び、薬使用する際に安全面で重要なことと看護における注意点を概説できる。

授業の方法

教科書を使い臨床場面での実例を題材に講義する。毎時間配布するプリントを使い知識が深まるように解説する。

ＩＣＴ活用 classroomを活用

前期

教員氏名 宮本　篤

授業の位置づけ

2年次で学習した薬理学の基礎知識をもとに、臨床場面で生かせる薬理学を学ぶ科目である。
本学DPの「看護学の理論や科学的根拠に基づき、人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識を獲得する」に基づき知識を修得する。

授業の概要

臨床現場では薬に関するインシデントがもっとも多く起こるといわれている。薬に関するインシデントの発生未然に防ぐために、看護師は
主要な治療薬に関する正確な知識を身につけ、やってはいけないことを理解して、患者にわかりやすく説明することができなければならな
い。講義では薬理学で学んだ基礎知識をもとにして、臨床における場面別での事例を紹介しながら、臨床で役立つ知識と技術と説明力を習
得する。

1

薬の基礎知識と安全管理
・医薬品の種類と薬物動態について理解する。
・医薬品の添付文書の読み方を理解する。
・薬の事故を予防する5R1Fを理解する

教科書第6章を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

2

内服薬を正しく使う
・薬はいつ飲むのか（服用時間や食事の関連性）を理解する。
・薬の飲忘れ時、シックデイ時の薬の使用について理解する。

教科書、場面①を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

臨床経験を活かして講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

復習試験を実施し、回収後問題の解説をします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

内服薬を正しく使う
・薬の追加投与、投与中止を判断する力を身につける。
・臨床場面で遭遇する事例から処方の目的、薬の効果、副作用、
相互作用について理解を深める。
・効果の程度に応じた服用量について理解する。

教科書、場面④を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

6

坐薬を正しく使う
・坐薬の正しい使用方法を理解する。
・坐薬と内服薬が処方されている場合のそれぞれの薬の投与の注
意点について理解する。
軟膏剤を正しく使う
・軟膏剤の基剤の種類と特徴を知る。
・軟膏剤の使い分けと使用方法を理解する。

教科書、場面⑤⑥を読んでおくこ
と。（90分）

講義で配布る国家試験対策問題を復
習すること。
（90分）

3

内服薬を正しく使う
・薬と一緒に食べてはいけない食品を理解する。
・薬と一緒に投与してはいけないサプリメント、健康補助食品を
理解する。
・OTC薬を含む他の薬との併用禁忌を理解する。

教科書、場面②を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

4

内服薬を正しく使う
・錠剤、カプセル剤、舌下錠、散剤、顆粒剤の正しい服用方法を
理解する。
・薬に記載されているアルファベットの意味を理解する。
・経腸栄養剤の種類と投与方法を理解する。

教科書、場面③を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

7

貼付薬を正しく使う
・貼付薬の種類と適応、貼付部位を理解する。
・温湿布、冷湿布の使い分けを理解する。

教科書、場面⑦を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

8

点眼薬を正しく使う
・点眼薬の種類と点眼方法を理解する。
・複数の点眼薬を使用する際の順番を理解する。
注射薬・輸液を準備する
・注射薬・輸液の特徴を理解する。

教科書、場面⑧を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）
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9

注射・輸液を実施する
・注射薬、輸液の調整方法を理解する。
・複数の薬を使用する場合の配合変化、相互作用について理解す
る。

教科書、場面⑨を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

10

輸液を正しく実施する
・抗がん剤の取り扱いと血管外漏出について理解する。
・血液製剤の種類と輸血方法うを理解する。
・輸液中の輸血について理解する。

教科書、場面⑩⑪⑫を読んでおくこ
と。（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

13

インスリンについて知る
・インスリン製剤の種類と適応について理解する。
・バイアル製剤とペン型製剤の取り扱い方法について理解する。

健常者のインスリン分泌パターンを
知り、Ⅰ型糖尿病患者のインスリン
製剤の使い分けについて調べておく
こと。（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

14

ハイリスク患者への与薬
・小児、妊婦、授乳婦、高齢者の患者への与薬の際の注意事項に
ついて理解する。
・与薬の際に注意が必要な疾病、症状について理解する。

教科書、第5章を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

11

予薬後の観察
・与薬後の薬の血中モニタリングの実施について理解する。
・与薬後の有害現象について理解する。

教科書、場面⑬を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

12

薬の保管方法
・薬の正しい保管条件を理解する。
・劇薬、毒薬、麻薬、向精神病薬の保管と廃棄について理解す
る。

教科書、場面⑭を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 中間試験（30)、最終試験（70）を実施する。中間試験結果と定期試験結果を合計して成績を総括的評価す
る。

15

復習テストおよびテストの解説をする。 復習試験に備えて、これまで配布し
た国家試験対策問題を学習するこ
と。（90分）

復習テストを見直すこと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0

教科書 南江堂：改訂第2版　臨床場面で分かるくすりの知識

参考文献 講義の中で紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10918091 臨床検査概論 2348 1 2

到達目標

・主な臨床検査について、検査の意義、原理、検査方法が分かる。
・検体の適切な取り扱いができる。
・検体を適切に採取することが出来る。
・臨床検査と看護の関係が分かる。
・臨床検査に関して患者へ適切な説明ができる。

授業の方法

・パワーポイントや印刷物を用いて説明する。
・必要に応じて確認テストやレポート作成を行う。

ＩＣＴ活用 （大学のGoogle Formが使用可能であれば）Google Formを用いて復習レポートを実施する

前期

教員氏名 魚住　諒

授業の位置づけ

科学的根拠に基づき、人々の健康的な生活を支援するための知識を獲得する科目である。
疾病の原因および治療における基礎的な知識を身につけ、看護に必要な臨床検査の原理や方法、実際の臨床現場の注意点、患者に与える負
担等について学ぶ科目である。
「免疫学」「解剖学Ⅰ」「解剖学Ⅱ」「生理学Ⅰ」「生理学Ⅱ」と関連し、疾病の成り立ちを理解する基礎となる。

授業の概要

臨床検査は診断確定の重要な要素であり、症状が出現する前に正常状態からの逸脱を発見することも可能であり、また治療経過の確認にも
大きな役割をもつ。
臨床検査の意義、原理、方法、患者に与える負担を理解することは適切な看護に重要な知識である。

1

1. 臨床検査の基礎
　・臨床検査の種類
　・検査結果に影響を及ぼすファクター
　・検査結果を正しく解釈するための基礎知識
　・検査に関わる事故と防止策
2. 一般検査
　・尿検査
　・糞便検査
　・髄液、その他穿刺液の検査

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。

2

3. 遺伝子染色体検査
　・PCR、遺伝子シーケンス
　・遺伝子染色体検査が有用な疾患
4. 血液検査
　・血球算定検査、末梢血塗抹検査
　・凝固検査
　・骨髄像

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。

実務経験のある
教員の教育内容

大学病院検査部での勤務経験を活かして講義を実施する

課題に対する
フィードバック

の方法

講義中および講義後に質問を受け付けます。回答はその都度あるいは次回の講義時に全体に対して行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

7. 輸血検査
　・血液型検査
　・不規則抗体検査
　・交差適合試験
　・輸血用製剤の管理

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。

6

8. 微生物学的検査
　・常在菌と感染
　・グラム陽性菌
　・グラム陰性菌
　・抗酸菌
　・その他微生物

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。

3

5. 生化学検査
　・血糖
　・脂質
　・肝、膵臓機能
　・腎機能

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。

4

6. 免疫血清検査
　・炎症、感染症関連検査
　・自己抗体、免疫グロブリン、ホルモン
　・腫瘍マーカー
　・ワクチン

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。

7

9. 病理学的検査
　・病理学的検査の種類
　・病理学的検査の実際

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

10. 生理機能検査
　・心電図
　・呼吸機能
　・筋電図
　・脳波
　・エコー
　・各種POCT

各回の該当箇所を参照可能な書籍を
中心に予習（１時間程度）を行う。

講義後はノートを中心に復習（１時
間程度）を行い、理解を深める。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめのテスト、小テスト、レポートや欠席届等の提出物、受講態度等を総合的に判断する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

欠席した場合は欠席届を提出する

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 新体系看護学全書　臨床検査　池田斎　メヂカルフレンド社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10719091 医療概論 2370 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・医療の現場の特徴を理解し、他者に説明することができる。
・医療と医学の違いを踏まえ、医学の歴史やエビデンスに基づく医療を理解することができる。
・ナイチンゲールの功績を理解し、「看護の科学的実践」の重要性を他者に説明することができる。

授業の方法

　授業の方法は、講義形式と学生同士のディスカッション、発表を活用して行う。教材は、担当教員が作成した資料である。本科目は、理
解度を確認するための確認テストと最終レポートによって評価する。

ＩＣＴ活用 授業内容の理解度確認やレポートの提出などはclassroomを活用して行う。

前期

教員氏名 高岡　哲子、藤長　すが子

授業の位置づけ

　本科目は、ディプロマポリシーの「看護学の理論や科学的根拠に基づき、人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識を獲得するこ
とができる」につながるため、医療と医学の違いを基盤として、医学の歴史やエビデンスに基づく医療の基礎的知識を修得する。

授業の概要

　看護師を目指す学生が医療を学ぶ糸口として、保健・医療・社会保障・福祉などの全体像を理解し、学生が看護師としての仕事に就いた
ときに、その責務を正確に認識し、活躍できる能力を備えることをめざす。さらに、現代医療の構造やその問題点を学び、また現代医療が
たどってきた歴史や抱える問題点などについても学習する。

1

ガイダンス（講義）（藤長・高岡）
内容：本科目の位置づけと進め方
行動目標：ガイダンス内容を理解し、自らが学習すべき内容と学
習課題が説明できる。

シラバスを熟読する。（30分） 学習すべき内容を確認する。（60
分）

2

医療現場の特徴（講義・ディスカッション：高岡）
内容：生命の尊重と健やかに生きること
行動目標：医療現場の特徴が理解できる。 
①確認テスト

生命、生活の質、死生学、健康の言
葉の意味を調べる。（30分）

医療現場の特徴をまとめる。（60
分）

実務経験のある
教員の教育内容

高岡・藤長は、看護師資格を有し臨床経験に基づいた講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・提出されたレポートや確認テストは、すべて評価して返却する。
・確認テストは、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

ナイチンゲールに学ぶ１（講義・ディスカッション：藤長）
内容：ナイチンゲールの功績と看護の科学的実践
行動目標：ナイチンゲールの功績と科学的根拠の重要性が理解で
きる。
④確認テスト

ナイチンゲールについて調べる。
（30分）

次回ディスカッションのための準備
をする。（60分）

6

ナイチンゲールに学ぶ２（ディスカッション：藤長）
内容：ナイチンゲールの功績についてディスカッションする。
行動目標：ナイチンゲールの功績から、看護における科学的根拠
の重要性が理解できる。

ディスカッションの準備をする。
（60分）

ディスカッションした内容をまとめ
る。
（30分）

3

医療と医学（講義：ディスカッション：高岡）
内容：医療と医学の特徴とそれぞれの位置づけ
行動目標：医療と医学の違いを説明できる。
②確認テスト

医療と医学の自身のイメージをノー
トにまとめる。（30分）

医療と医学の違いをまとめる。（60
分）

4

医学の歴史（講義・ディスカッション：高岡）
内容：医学の歴史と科学として医学
行動目標：医学の歴史的背景とエビデンスの重要性が理解でき
る。
③確認テスト

医学について自分で調べてまとめる
（30分）

医学の歴史的背景をまとめる。（60
分）

7

エビデンスに基づく医療（講義・ディスカッション：藤長）
内容：臨床疫学とEBM
行動目標：臨床疫学とEBMが説明できる。
⑤確認テスト

配布資料を読む。（60分） エビデンスに基づく医療についてま
とめる。（60分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

本科目のまとめ（講義：藤長・高岡）
内容：1～7回までの講義内容を振り返る。
行動目標： 本科目の学習内容が理解できる。

今までの講義内容を振り返る。（30
分）

最終レポートを作成する。（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

なし なし なし

12

なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト「一問一答」：5回×10点＝50点
最終レポート：1回×50点＝50点

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

私語、必要時以外の携帯の使用を禁止する。
学習は主体的に行う。
提出物と小テストは定期試験と同等に扱う。

備考欄

その他 0

教科書 小玉加津子（訳）：看護覚え書き-本当の看護とそうでない看護、日本看護協会出版会

参考文献 必要時講義中に提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10920091 関係法規 2374 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１、保健医療福祉に関する諸制度・諸法令の概要を説明できる。
２、看護師の業務範囲と看護師以外の医療職との法律上の業務の違いと協力関係について述べることができる。
３、医療過誤、チーム医療の在り方、医療制度の今後の変化など医療をめぐる問題について自ら考え、論じることができる。

授業の方法

パワーポイント及び配布印刷物を活用しながら講義形式で進める。
各講義中に毎回コメントシート（授業についての振り返り、思ったこと、疑問等を記述したもの）を提出する。
確認テストを時間内に行う（全８回）。提出方法についてはGoogle フォームを併用できるようにする予定である。


ＩＣＴ活用 Google フォームのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 池田　杏奈

授業の位置づけ

社会のルールの1つである法を学ぶことにより幅広く教養を身につけるための科目である。

授業の概要

保健医療福祉に関する諸制度の概要とそれを規定する諸法令について概説する。
看護に携わる者にとって最も重要な法である保健師助産師看護師法をはじめ、医事法や保健衛生法などの関係法令について理解する。
看護に関する法令についての基本を理解したうえで、医療現場における様々な関係の形成について自ら考え、その考えを他者に表現する方
法を修得する。

1

【ガイダンス・法の概念】
担当教員の自己紹介、授業の概要、予習と復習の方法、成績評価
についての説明を行う。
多くの看護関係法令を理解する前提として必要となる法の基本的
知識について解説する。

授業前に教科書を購入し、はしが
き、第１章「法の概念」を読んでお
く（60分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（120分）。

2

【看護法】
看護師にとって最も重要な法律である保健師助産師看護師法と看
護師等の人材確保の促進に関する法律について学ぶ。

教科書第２章「看護法」を読んでお
く（60分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（120分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストを実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【薬務法、社会保険法】
医薬品・医療機器その他国民の衛生上必要な物品の製造・販売な
どを規制することを目的とする薬務法や医療・介護の費用保障に
ついて定めた各種の社会保険法について学ぶ。

教科書第５章「薬務法」、第６章
「社会保険法」を読んでおく（60
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（120分）。

6

【福祉法、労働法】
人々の生活を支援する福祉法、労働条件と職場の安全衛生につい
て定めた労働基準法・労働安全衛生法について学ぶ。

教科書第７章「福祉法」、第８章
「労働法と社会基盤整備」を読んで
おく（60分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（120分）。

3

【医事法】
医療を行う場所である病院・診療所・助産所に関する事項を定め
た医療法や、看護師以外の職種について定めた医療関係資格法、
その他医療を支える法について学ぶ。

教科書第３章「医事法」を読んでお
く（60分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（120分）。

4

【保健衛生法】
国民の健康の保持・増進を目的とする保健衛生法について学ぶ。

教科書第４章「保健衛生法」を読ん
でおく（60分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（120分）。

9 なし。 なし。 なし。

7

【環境法、医療過誤】
環境の保全と公害の防止に関する法である環境法について学ぶ。
また、医療過誤の事例を通して、看護師に求められる注意義務に
ついて学ぶ。

教科書第９章「環境法」を読んでお
く（60分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（120分）。

8

【患者の人権と法】
看護師は、患者への医療を行いながら、人権も擁護する必要があ
る。人権とは何か、人権を保護するとはどのようなことなのか、
そこで法がどのように関係してくるのか、ということを学び、自
ら考える。

これまでの講義内容を復習し、医療
と法の関係について考えておく（60
分）。

医療に関する法について今後も考え
ていく。
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10 なし。 なし。 なし。

13 なし。 なし。 なし。

14 なし。 なし。 なし。

11 なし。 なし。 なし。

12 なし。 なし。 なし。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する確認テスト、授業への参加態度、授業中で提出するコメントシート（全８回）により評
価する。

15 なし。 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他 0 なし。

教科書

『系統看護学講座　専門基礎分野　健康支援と社会保障制度[４]看護関係法令（第54版）』／森山幹夫／医学書院

参考文献 講義中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11255091 生涯発達論 1 1

到達目標

1.人間を生涯発達の視点でとらえ、人間発達の共通性と特異性を理解する。
2.発達各期の特徴と発達課題を理解し、発達各期の健康問題を理解する。
3.胎児期から老年期までのライフサイクルにおける看護援助の視点を明らかにする。

授業の方法

板書、パワーポイントと配布印刷物（ハンドアウト）を用いて、講義形式ですすめる。グループワークでは、その内容について発表を行
う。講義内容についての振り返り・質問・意見を記載するレスポンスカードを使用する場合もある。

ＩＣＴ活用 Classroomを活用し課題提出やレスポンスとして使用する。

後期

教員氏名 辻　幸美、尾形　裕子、多賀　昌江、横山　佳世

授業の位置づけ

看護学科のディプロマポリシー「看護の対象となる人々とコミュニケーション能力を活用して円滑な関係を構築し、対象理解を深める能力
を身につけている。」を達成するための科目である。
母性看護学、小児看護学、成人看護学、老年看護学を学ぶ上での基礎となる。

授業の概要

本科目では、発達による変化や、発達に影響を及ぼす要因を理解し、人間の発達がどのように起こり得るかについて理解し、小児看護学、
母性看護学、成人看護学、老年看護学において成長・発達の特徴と各ライフステージの課題を理解することで、今後の障害や疾患との結び
つきを考える能力を養う。

1

ガイダンス：本科目概説とスケジュール・履修上の注意点を説明
する。（辻）
学習内容：発達とは何か、発達を理解するための視点、発達に影
響を及ぼす因子、各発達段階に関する主な理論の概説を学ぶ。
行動目標：各理論家を通し、人間における発達とは何か。ライス
ステージの各期の発達をイメージすることができる。

第1章・第2章を熟読し、疑問点を明
らかにしておく（90分）

教科書と配布資料を参考にし準備学
習で出た問題点を解決できたか確認
する。（90分）

2

＜ライフサイクルにおける女性の生涯発達＞（多賀）
女性の身体、心理・社会的特徴、ライフサイクルにおける女性の
健康と心身の特徴、ジェンダー

教科書のp4-p57、p156-p215を読ん
でおくこと（90分）

講義資料を読み直し、教科書の関連
ページ読んで理解すること（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

助産師経験（多賀）と看護師経験（尾形・未定・辻）を活かし、臨床現場の場面などから、看護の対象である人間の発達段階をよりリアル
にイメージできるように教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

レスポンスカードへの質問・意見について解説する。
提出されたレポートは評価して返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

学童・思春期の心と身体（横山）
学童・思春期における身体的発達の特徴と心理・社会的側面の発
達について学ぶ。学童・思春期における健康上の問題について学
ぶ。

第5～6章p-121～p-187を精読し、疑
問点を明らかにしておくこと。（60
分）

教科書および配布資料を復習し事前
学習での疑問点が理解できているか
確認する。
小児期のレポートを作成する（120
分）

6

青年期及び成人期の心と体（尾形）
青年期及び成人期の機能・形態的側面の発達及び心理・社会的側
面の発達についての特徴を学習する。これらの特徴から生じる健
康上の問題や、発達に必要な支援を学ぶ。

第7～8章p191～250を読み、疑問点
を明らかにしておく（90分）

本講の講義内容を復習し、提示した
課題レポートを作成する（90分）

3

＜家族形成期の発達＞（多賀）
親性の発達、家族形成期と家族の発達、胎児期・新生児期の特徴
と発達

教科書のp64-p81を読んでおくこと
（90分）

講義資料を読み直し、教科書の関連
ページ読んで理解すること（90分）

4

乳幼児期の心と身体（横山）
ライフサイクルにおける小児期を学習する。
乳幼児期における身体的発達の特徴と評価、および心理・社会的
側面の発達について学ぶ。

第4章p-83～p-118を精読し、疑問点
を明らかにしておくこと。（60分）

教科書および配布資料を復習し事前
学習での疑問点が理解できているか
確認する。（60分）

7

老年期の発達（辻）
学習内容：ライフサイクルにおける老いのイメージを明確化し、
老年期の特徴と多様な老いを考える。
老年期の形態・機能的側面について学習する。
行動目標：
・老年期の特徴と老いを生きるということについて述べることが
できる。
・加齢に伴う身体の形態変化と機能低下を述べることができる。

第9章p251-p256を熟読し、疑問点を
明らかにしておく（90分）

科書と配布資料を参考にし準備学習
で出た問題点を解決できたか確認す
る。（90分）

- 90 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

老年期の発達（辻）
学習内容：老年期の心理・社会的側面からみた発達の特徴につい
て学習する。
老年期の発達の評価と理論を基に発達課題を学習する。
行動目標：
・加齢に伴う心理・社会的側面の特徴を述べることができる。
・発達の評価と理論を基に老年期における発達課題を述べること
ができる。

第9章p256-p289を熟読し、疑問点を
明らかにしておく（120分）

教科書と配布資料を参考にし準備学
習で出た問題点を解決できたか確認
する。
老年期のレポートを作成する。
（120分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

0 なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価の対象となるものに対する不正行為、また不正と疑わしい行為は、Ｄ評価になる場合がある。

備考欄

その他

100 多賀、尾形、（未定）、辻：各レポート25点。
提出が遅れた場合は減点とする。
評価基準は各教員が提示する。

教科書 舟島なおみほか「看護のための人間発達学」医学書院

参考文献 必要時提示

- 91 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50955091 地域看護学概論 2380 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 地域看護の定義、対象、機能の特徴、歴史的変遷を理解できる
2. 地域看護の対象の特性を理解できる
3. 保健師をはじめとする地域の看護職の基本的特性と専門能力を理解できる
4. 地域看護の実践と技術の特徴について理解できる
 1）個人・家族・グループへの支援技術
 2）組織への支援技術
 3）地域全体への支援技術
5. 地域看護の倫理的原則を理解できる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物、及び、視聴覚教材を用いて講義形式で進める。
理解度を確認するために毎回の講義において課題を示し、学生自身が学んだ内容について記述する。
毎回の講義で、学生が記述したコメントシートを活用し、授業の振り返りや感じた内容、要望、疑問の解決を図る。

ＩＣＴ活用 視聴覚教材を用いて、地域看護活動の実際を学ぶ。

前期

教員氏名 鹿内　あずさ

授業の位置づけ

日本における現状の保健行政を理解し、地域看護の基本を学ぶ科目であり、ディプロマポリシー「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体
としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけている【知識・技能】」「自己学習・自己評価をし続ける行動や態度をとるこ
とができる【関心・意欲・態度】」と関連している。在宅看護学概論・在宅看護学援助論Ⅰ・在宅看護学援助論Ⅱ・地域包括ケアシステム
論・家族看護学との科目と関連し、地域・在宅看護論実習等の専門科目の基礎となる。 看護学の理論や科学的根拠に基づき、人々の健康
的な生活を支援するための基礎的知識を獲得する科目である。

授業の概要

現状の保健行政の基本知識をもとに、地域で生活するすべての人々の健康が向上するために地域で展開されれる看護（行政看護・産業看
護・学校看護・訪問看護）について理解する。地域看護の対象である個人・家族・集団に対して、社会の変化に伴う健康への影響を捉えた
健康の保持・増進と疾病予防のための援助（健康診査・健康相談・健康教育）について、及び、地域を基盤とした健康課題の組織的な解決
方法について学ぶ。

1

１．地域看護とは　
1) 健康な生活　
2) 地域看護の目的　
3) 地域看護の定義と機能　
4) 保健師助産師看護師法　
5) 保健師の就業状況

シラバス、1年次に学習した在宅看
護概論の講義資料を読む（60分）

講義資料をもとに復習する（90分）

2

2．地域看護を支える理念
1) ノーマライゼーション  
2) 基本的人権
3) アドボカシーと権利擁護  
4) 自立支援と自己決定  
5) プラマリ・ヘルスケア  
6) ヘルスプロモーション

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師・保健師の国家資格を有し、訪問看護師としての実践経験や地域看護専門看護師としての実践経験を講義に活用する。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の講義中質問・意見に対する返答を行い、毎回の学びのコメントシートから学びの共有ができるようフィードバックを行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

5. 地域看護の実践と技術
1) 保健師の活動の特性
2) 基本的な実践プロセス
3) 個人・家族・グループを支援する技術（DVD）
　＜グループワークと共有＞
4) 地域全体への看護技術
   〔地域アセスメントの目的、地域の健康課題の
      明確化、計画、実施、評価〕

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分

3

３. 地域看護の歴史　
1) 日本の地域看護の歴史　
2) 保健師資格　
3) 地域看護教育の歴史

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

4

４. 地域看護の対象　
1) 地域で生活する人々の健康に関連する要因
  〔社会的要因、環境要因〕　
2) 地域看護活動の対象
  〔コミュニティ、システムとしての地域社会〕
　　確認テスト①

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）
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6

6. 地域看護の実践と技術（１）　
5) 地域アセスメントに用いる理論・モデル
6) 人々（集団）への支援技術
   〔健康診査、健康相談、健康教育〕　
7) 地域住民との協働による地域づくり　　
　　確認テスト①のフィードバック

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

7. 地域看護の実践と技術（２）
1) 地域を構成する組織への支援
   〔支援の目的と特徴〕　
2) 保健師の基本的能力と専門能力
　　確認テスト② ／　課題の提示

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

8

8. 地域看護における倫理　
1) 看護者の倫理綱領　
2) 地域看護の倫理的実践における原則
    〔人権、アドボカシー、アカウンタビリ
       ティ、他職種との協働、公正、守秘義
       務、専門職としての研鑽〕
　課題②のフィードバックとまとめ

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

40% 課題（20点）、参加状況・態度・毎回のコメントシートの記載内容（20点）を評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

地域保健に関心をもって学ぶこと。評価物に不正行為が認められた場合はⅮ判定となることがある。

備考欄

その他 60% 確認テスト（60点：2回　各30点）にて評価する

教科書 なし

参考文献 講義内で紹介する。

- 93 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11256091 保健医療福祉行政論 1 1

到達目標

・健康に関する指標として、人口静態・人口動態および 受療行動などの統計について説明できる。
・諸外国の医療や保健制度との違いについて説明できる。
・保健医療福祉行政の根拠と公衆衛生の定義を説明できる。
・我が国の社会保障制度の考え方について説明できる。
・我が国のセーフティネットの種類と仕組みについて説明できる。
・我が国の医療保険制度と課題について説明できる。
・我が国の介護保険制度を含めた高齢者を対象とした社会保障・福祉制度の仕組みと課題について説明できる。
・我が国の障害者施策の概要と課題について説明できる。
・我が国の年金制度と課題について説明できる。

授業の方法

講義ではテキスト該当ページを主に用いて説明する。
講義の第１３回以降では、さまざまな社会保障、社会福祉、社会問題等について学生自身が問題意識をもったテーマや制度についてグルー
プワークを行い、成果をプレゼンテーションして共有する。
各グループがプレゼンテーションを行った後にレポートを作成し提出する。
Google Classroom（以下、ＧＣ）に準備学習・事後学習を提示し、ノートなどの課題を提出することで知識を定着する。


ＩＣＴ活用 Google Classroomに準備学習・事後学習を提示し、課題を提出することで自主学習の支援を行う。

後期

教員氏名 井上　仁美

授業の位置づけ

人々の健康的な生活を支援するために看護専門職として必要な健康支援と社会保障制度について学ぶ科目である。健康支援と社会保障制度
分野の医療概論、関係法規と関連する。DPの「社会の一員としての責任を有し、専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力
を身につけている」「多様なケア環境に適した保健医療福祉チームのありかたと看護師の役割を理解できている」と関連する科目である。

授業の概要

保健医療福祉行政の基礎的知識および、地域の健康問題の解決に必要な社会資源の整備や保健医療福祉サービスなどの制度との関わりにつ
いて理解する。
特に看護職として専門的な知識が求められる公衆衛生、医療保障、介護保障、年金制度・所得保障等の保健医療福祉行政の諸制度とその課
題について学ぶ。

1

ガイダンス
公衆衛生と疫学・統計
・公衆衛生と健康の概念について学習する
・公衆衛生の歴史について学ぶ

テキストＰ．2～9までを読んで重要
な箇所に下線を引く
（90分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

2

我が国の保健統計
・我が国の人口動態・人口静態について学ぶ
・死因統計および疾病統計について学ぶ

テキストＰ.38～65を読んで重要な
箇所に下線を引く
（90分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

本科目は、看護師として実務経験のある教員が授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業時間中に行う確認テストはGCにフィードバックを提示する。グループワークのプレゼンについては、授業時間中にフィードバックを行
う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

社会保障と医療経済
・社会保障制度、年金制度、生活保護、社会福祉について学習す
る

テキストＰ.152～159を読む（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

6

わが国の医療保障制度と国民医療費
・医療保険と保険診療の仕組みについて学習する
・我が国の医療保険制度の問題点について考える

テキストＰ.152～171を読む（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

3

医療と社会
・医の倫理と患者の人権について学ぶ
・医療の質と安全の確保について学習する

テキストＰ.66～73、116～123を読
んで重要な箇所に下線を引く（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

4

成人保健と健康の増進
・健康増進のための諸制度について学習する
・地域保健について学ぶ

テキストＰ.178～199、172～177を
読んで重要な箇所に下線を引く（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

7

医療法と医療体制
・医療体制の現状と課題について学ぶ
・医療従事者の現状について学習する

テキストＰ.124～151を読む（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

8

保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法について学び、看護職の法的責任と役割等
について学習する

テキストＰ.74～89を読む（90分） ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）
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9

児童家庭福祉
・主な母子保健の統計と施策について学習する
・母子保健法など出産・育児にかかわる制度
・児童福祉法などの児童に関する法律

テキストＰ.200～229を読む（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

10

高齢者保健福祉
・老人福祉法、介護保険などの高齢者に関する保健医療福祉制度
とその問題点について学習する

テキストＰ.230～253を読む（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

13

グループワーク
・グルーブに分かれて、興味関心のある社会保障福祉制度につい
て議論する
・グルーブでまとめるテーマについて決める

テキストを読み、これまでの講義を
ふまえて、関心のあるテーマや制度
についてＧＣに提出する（90分）

グルーブで決めたテーマや法制度に
ついて調べてＧＣに提出する（90
分）

14

グループワーク
各自で調べた資料等を持ち寄って、次回の授業で発表できるよう
プレゼン資料をパワーポイントで作成する

自分で調べた内容を確認し、グルー
プメンバーに伝えられるようにまと
めておく（90分）

プレゼン資料を作成し提出する（90
分）

11

障害者福祉
・疾病・障害の概念について学ぶ
・障害者の福祉施策を学習する

テキストＰ.254～261を読む（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

12

感染症対策
・感染症の成り立ちと歴史について学習する
・主要感染症の動向とその対策について学習する

テキストＰ.276～313を読む（90
分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回、講義のはじめに確認テストを行う。加えて、レポート、グループワークの発表資料・プレゼン内容
で総合的に判断する。

15

グループワーク発表
・提出されたプレゼン資料を発表する
・他のグループの発表を聴いて、自身の考えをまとめる

作成した資料を用いて発表できるよ
うに準備する（90分）

発表されたプレゼンの中から１つを
選び、レポートを作成し提出する
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

テキストに沿って進めるため、初回の授業から必ずテキストを持参すること。ほぼ毎回、講義の最初に確認テストを実施する。確認テスト
を受けることで出席を確認するため、遅刻・欠席がないようにすること。私語は厳禁とする。授業時間中に不用意に席を立たないこと。

備考欄 テキストは最新のものでないとデータが異なるため必ず2022年3月刊行の物を用意すること

その他

0 遅刻・欠席があった場合は確認テストは受けられず、その回のテストの点を得ることはできない。ノート
を手書きで提出した場合は加点する。

教科書

公衆衛生がみえる2022-2023　第5版　安藤雄一　他　メディックメディア　

テキスト該当ページについては、新版がまだ発行されていないため、講義の初回にあらためて説明する。

参考文献 必要時提示する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10919091 チーム医療概論 2384 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・各専門職が連携した専門職チームによる医療提供の在り方と看護職者が果たす役割を説明できる
・チーム医療を推進するためのコミュニケーションや看護職者に求められる態度について説明できる
・チーム医療における他職種の役割と責務を説明できる

授業の方法 パワーポイントとハンドアウト、および視聴覚メディア（DVD)を用いて講義形式で進める。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを用いて、授業資料の配信や出席確認、レポート課題の提出などを行う場合がある。

後期

教員氏名 坂東　奈穂美、多賀　昌江、鹿内　あずさ、佐藤　明紀、松本　信子、金谷　匡紘、高橋　崇泰

授業の位置づけ

看護学科デプロマポリシーの「保健医療福祉チームの一員としての役割を理解し、協同して活動する能力」を身につけるための知識を得る
科目である。
他の科目とのつながり：
「保険医療福祉行政論」「コミュニケーション論Ⅰ」「現代医療と福祉・介護」「地域包括ケアシステム論」と関連し、「看護マネジメン
ト論」および専門科目の看護学臨地実習分野の基礎となる。

授業の概要

患者中心のチーム医療を実現するために、異なる職種で構成されるチームメンバーそれぞれの役割・機能を把握して効果的なチームビルデ
イングに必要な知識を理解する。多領域や地域の人々と連携してヘルスケアを発展させるために、医療チームにおいて看護職の果たす役割
について学ぶ。多職種との協調、協働、調整、コンサルテーション等を学習する。

1

チーム医療が求められる背景、多職種連携（IPW/IPE）に期待さ
れる効果（坂東）
※レスポンスカードを用いて理解度を確認する。

事前に提示する資料を読んでくる
（90分）

チーム医療で看護師に求められる役
割についてまとめる（90分）

2

チーム医療における助産師の役割（多賀） チーム医療における助産師の役割に
ついて調べる（90分）

助産師と他職種の協働や連携につい
てまとめる（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

坂東奈穂美：看護師として急性期病院での勤務経験を活かし授業を行う。
鹿内あずさ：看護師・保健師・地域看護専門看護師の活動経験をもとに講義を行う。
多賀昌江：助産師として11年半の臨床経験談を交えながら、新しい命を育む女性と家族のケアをする助産師の役割を解説する。
松本信子：管理栄養士として急性期病院での勤務経験を活かしチーム医療での栄養管理の実際などを含めて授業を行う。
佐藤明紀：理学療法士として、総合病院での臨床経験15年を有し、活動経験を基に授業を行う。
金谷匡紘：作業療法士として急性期や回復期、生活期のリハビリテーションに従事しており、その経験を基に授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

レポート課題に対し、コメントによりフィードバックします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

チーム医療における理学療法士の役割（佐藤） チーム医療における理学療法士の役
割について調べる（90分）

理学療法士が看護師に求める役割に
ついてまとめる（90分）

6

チーム医療における作業療法士の役割（金谷） チーム医療における作業療法士の役
割について調べる（90分）

作業療法士が看護師に求める役割に
ついてまとめる（90分）

3

チーム医療における保健師・訪問看護師の役割（鹿内） チーム医療における看護師、保健師
の役割について調べる（90分）

保健師・訪問看護師と他職種との協
働についてまとめる（90分）

4

チーム医療における管理栄養士の役割（松本） チーム医療における管理栄養士の役
割について調べる（90分）

管理栄養士が看護師に求める役割に
ついてまとめる（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

チーム医療における薬剤師の役割（髙橋） チーム医療における薬剤師の役割に
ついて調べる（90分）

薬剤師が看護師に求める役割につい
てまとめる（90分）

8

多職種で連携・協働するために必要とされること（坂東）
※レスポンスカードを用いて理解度を確認する。

事前にアップする資料を熟読するこ
と（60分）

レポート課題に取り組む（120分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義終了後のレポート課題

履修条件・留意
事項等

全授業で学んだことに基づき、レポート課題を作成する。各授業の内容が関連しているので、欠席しないこと。レポートのみで評価するた
め、必ず提出すること。評価対象物に不正行為があった場合は、D判定となることがあります。

備考欄

その他 0

教科書 なし。　授業内で資料を配布する

参考文献

・実践チーム医療論ー実際と教育プログラム　水本清久他　編著　医歯薬出版　2011
・「チーム医療」とは何かー患者・利用者本位のアプローチに向けて（第2版）　細田満和子　著　日本看護協会出版会　2021
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11097091 リハビリテーション論 2385 1 2

到達目標

1．病気や障害の捉え方を説明できる。
2．リハビリテーション分野の定義や現状を具体的に説明できる。
3．リハビリテーション分野の関連職種の名称を述べることができる。
4．リハビリテーションを支える社会制度や社会資源、法律についておおまかに説明できる。

授業の方法

・視聴覚教材を併用しながら基本的なリハビリテーションへの理解を深める。
・アクティブラーニングでは理解すべき基本的事項を確認課題として各自に課し、その解答にフィードバックを行う。

ＩＣＴ活用 Googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参する事。

前期

教員氏名 橘内　勇

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけている。
（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。
・総合教養講座・医学概論・日本国憲法・現代医療と福祉・介護と関連し、母性看護学概論・小児看護学概論・成人看護学概論・老年看護
学概論・精神看護学概論・在宅看護学概論、チーム医療概論の基礎となる科目である。

授業の概要

・リハビリテーション概念の確立にいたる歴史、リハビリテーションの理念・目標を学習する。また病気・障害・健康概念の関連からリハ
ビリテーション対象者の状態像を理解させる。さらに、今日における医学的リハビリテーションについての基礎知識、教育的・職業的・地
域リハビリテーション分野やこれらを統合した総合リハビリテーションについて概観する。合わせて、わが国のリハビリテーションを支え
る社会制度や社会資源、関連職種間のチームワークの重要性について概説する。

1

リハビリテーションの歴史と理念。医学的リハビリテーションの
対象疾患。QOLと何か。リハビリテーション医療における看護の
役割など。　【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

2

リハビリテーション医療の特殊性。チーム医療の必要性とチーム
アプローチ。リハビリテーション医療に携わる専門職の役割と機
能など。　
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

病院において理学療法士としての勤務経験を活かしリハビリテーションの授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして確認課題回収後に解答の解説を行う。　
授業時間以外はgoogle クラスルームを通じて個別の質問等に回答する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

介護保険でのリハビリテーション。脳卒中の生活期を支えるチー
ムアプローチと各種介護サービスの紹介。
授業内で確認テスト実施（授業範囲1回~4回）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

6

脊髄損傷の急性期・回復期・生活期のリハビリテーション治療目
標と各種支援方法。脊髄損傷者の障害理解と麻痺を補う自助具、
機器の活用法など。
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

3

WHOの国際分類（ICD,ICIDH,ICF)が生まれた背景。国際生活機能
分類（ICF）の理念と活用法。代表的なADL評価（FIM、BI）への
理解と活用法。「している」ADLと「できる」ADLの違いなど。
　【アクティブラーニング】確認課題実施。

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

4

医療保険でのリハビリテーション。脳卒中の急性期・回復期にお
けるリハビリテーションのチームアプローチについて。廃用症候
群の諸症状と不動や低活動の予防。生活レベルでの活動の促進に
ついて。
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

9 なし なし なし

7

高齢者に多い運動器症候群とは何か。大腿骨近位部骨折及び変形
性膝関節症の治療とリハビリテーション。地域包括ケアシステム
におけるリハビリテーションチームの役割ほか。
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

8

わが国の障害者施策の歴史。障害者（児）教育支援と障害者の職
業訓練の制度等を紹介する。
【アクティブラーニング】8回目授業終了後に課題を出すので期
限内に提出すること。

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）
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10 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中間の確認テスト（50％）、授業最終回に提示する課題（50％）の2回分で評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・定期試験は行わず、授業中間時の確認テスト、授業終了時の課題の計2回の合計点で評価する。
・公欠で授業を休む・課題の提出が遅延する場合など、問題が生じる場合は早めに相談し指示を仰ぐこと。

備考欄

その他

0 なし。

教科書

リハビリテーション看護（改訂第3版）／酒井郁子・金城利雄 ・深堀浩樹　　 ISBN978-4-524-24629-2

参考文献 必要に応じてPDF資料をgoogleクラスルームにて配信する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10923091 医療英語(1組) 2386 1 2

到達目標

The target of this course is for learners to acquire the kind of English language spoken and understood by nurses and 
patients in common situations in hospitals.

授業の方法

Students will learn key expressions, vocabulary, and conversations for common situations in hospitals. Students will study 
vocabulary, new expressions and listen and check comprehension of two conversations between a nurse and a patient in each 
unit. Students will be required to complete a unit quiz after completing each unit.

ＩＣＴ活用

Students will use the Google Suite for Education during this course. The material will be posted on Google Classroom. 
Students will use the textbook and worksheets to study material covered in each unit. The unit Quizzes will be posted on 
Google classroom.

前期

教員氏名 Tomasine Joseph Samuel

授業の位置づけ

Medical English for Essential Interaction Between Nurses and Patients.
(看護学習者が英語を実践的に運用できる知識とスキルを身につけるための科目である。）

授業の概要

This class is a practical, basic introduction to everyday nursing English. In this course learners will acquire the vital 
communicative essentials for everyday nursing, without demanding a high level of English.

1

Study units 1 and 2 key expressions, vocabulary, 
conversations with the teacher.

Preparation:units 1 and 2 key 
expressions, vocabulary, 
conversations

Review: Unit 1 and 2.

2

Study units 3 and 4 key expressions, vocabulary, 
conversations with the teacher.

Preparation: units 3 and 4 key 
expressions, vocabulary, 
conversations

Review unit 3 and 4.

実務経験のある
教員の教育内容

I have a Masters of Arts in Teaching with a focus on Teaching English to Speakers of Other Languages (MAT-TESOL). I have 
been teaching in the classroom for over 10 years.

課題に対する
フィードバック

の方法

Feedback will be given during each class on Google Meet if the classes are online, and scores from the unit quizzes will be 
returned.






授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Study units 8 and 9 key expressions, vocabulary, and 
conversations.

Preparation: units 8 and 9 key 
expressions, vocabulary, and 
conversations.

Review units 8 and 9 key 
expressions, vocabulary, 
conversations.

6

Study units 10 and 11 key expressions, vocabulary, and 
conversations.

Preparation: units 10 and 11 key 
expressions, vocabulary, and 
conversations.

Review units 10 and 11.

3

Study units 5 and 6 key expressions, vocabulary, 
conversations with the teacher.

Preparation: units 5 and 6  key 
expressions, vocabulary, 
conversations.

Review unit 5 and 6.

4

Complete the unit quizzes on units 1-6.  Preparation: review units 1-6 
for unit quizzes.

Review: unit quizzes on units 1-
6.

9 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

10 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

7

 Study unit 12 key expressions, vocabulary, and 
conversations.

Preparation:  unit 12  key 
expressions, vocabulary, and 
conversations.

Review unit 12.

8

Complete the unit quizzes on units 8-12. Prepare for the unit quizzes on 
units 8-12.

Review the unit quizzes on units 
8-12.

13 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

14 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

11 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

12 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

定期試験 0 No such test.

15 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Participation and Homework 50%
Unit Quizzes 50%

履修条件・留意
事項等

This course is only available to students in the Nursing Department 




備考欄

その他 0 Not Applicable

教科書 Bedside Manner Beginner by Simon Capper Perceptia Press 2019 Third Edition ISBN 978-4-939130243

参考文献 None
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10923092 医療英語(2組) 2386 1 2

到達目標

The target of this course is for learners to acquire the kind of English language spoken and understood by nurses and 
patients in common situations in hospitals.

授業の方法

Students will learn key expressions, vocabulary, and conversations for common situations in hospitals. Students will study 
vocabulary, new expressions and listen and check comprehension of two conversations between a nurse and a patient in each 
unit. Students will be required to complete a unit quiz after completing each unit.

ＩＣＴ活用

Students will use the Google Suite for Education during this course. The material will be posted on Google Classroom. 
Students will use the textbook and worksheets to study material covered in each unit. The unit Quizzes will be posted on 
Google classroom.

前期

教員氏名 Tomasine Joseph Samuel

授業の位置づけ

Medical English for Essential Interaction Between Nurses and Patients.
(看護学習者が英語を実践的に運用できる知識とスキルを身につけるための科目である。）

授業の概要

This class is a practical, basic introduction to everyday nursing English. In this course learners will acquire the vital 
communicative essentials for everyday nursing, without demanding a high level of English.

1

Study units 1 and 2 key expressions, vocabulary, 
conversations with the teacher.

Preparation:units 1 and 2 key 
expressions, vocabulary, 
conversations

Review: Unit 1 and 2.

2

Study units 3 and 4 key expressions, vocabulary, 
conversations with the teacher.

Preparation: units 3 and 4 key 
expressions, vocabulary, 
conversations

Review unit 3 and 4.

実務経験のある
教員の教育内容

I have a Masters of Arts in Teaching with a focus on Teaching English to Speakers of Other Languages (MAT-TESOL). I have 
been teaching in the classroom for over 10 years.

課題に対する
フィードバック

の方法

Feedback will be given during each class on Google Meet if the classes are online, and scores from the unit quizzes will be 
returned.






授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Study units 8 and 9 key expressions, vocabulary, and 
conversations.

Preparation: units 8 and 9 key 
expressions, vocabulary, and 
conversations.

Review units 8 and 9 key 
expressions, vocabulary, 
conversations.

6

Study units 10 and 11 key expressions, vocabulary, and 
conversations.

Preparation: units 10 and 11 key 
expressions, vocabulary, and 
conversations.

Review units 10 and 11.

3

Study units 5 and 6 key expressions, vocabulary, 
conversations with the teacher.

Preparation: units 5 and 6  key 
expressions, vocabulary, 
conversations.

Review unit 5 and 6.

4

Complete the unit quizzes on units 1-6.  Preparation: review units 1-6 
for unit quizzes.

Review: unit quizzes on units 1-
6.

9 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

10 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

7

 Study unit 12 key expressions, vocabulary, and 
conversations.

Preparation:  unit 12  key 
expressions, vocabulary, and 
conversations.

Review unit 12.

8

Complete the unit quizzes on units 8-12. Prepare for the unit quizzes on 
units 8-12.

Review the unit quizzes on units 
8-12.

13 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

14 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

11 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

12 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

定期試験 0 No such test.

15 Not Applicable Not Applicable Not Applicable

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Participation and Homework 50%
Unit Quizzes 50%

履修条件・留意
事項等

This course is only available to students in the Nursing Department 




備考欄

その他 0 Not Applicable

教科書 Bedside Manner Beginner by Simon Capper Perceptia Press 2019 Third Edition ISBN 978-4-939130243

参考文献 None
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11098091 看護学英語文献講読 2387 1 3

到達目標

・英語文献を講読する意味が理解できる。
・看護学関連の英語文献を日本語に翻訳することができる。
・翻訳した英語文献を基に自らの考えを述べることができる。

授業の方法

　授業の方法は、講義形式と学生同士のディスカッション、発表を活用して行う。教材は、担当教員が作成した資料である。本科目の理解
度は、最終レポートによって評価する。

ＩＣＴ活用 　レポートの提出などはclassroomを活用して行う。

前期

教員氏名 柾本　常子、佐藤　洋子

授業の位置づけ

　本科目は、ディプロマポリシーの「医学の進歩、健康増進に関する情報への関心を常に維持し、実践を通して自らの成長を促すことがで
きる」につながるため、英語文献を講読することで研究する力を身につけ、「看護研究Ⅰ」と「看護研究Ⅱ」につなげる。

授業の概要

　看護学の英語文献を実際に日本語に翻訳する中で、英語の長文を講読する方法を習得し、学術文献の内容を理解できるように実践を学
ぶ。

1

ガイダンス講義：佐藤
内容：本科目の概要と学習方法

シラバスを熟読する。（90分） 講義内容をふりかえる。（90分）

2

看護学関連の英語文献を講読する必要性（講義）：佐藤
内容：看護学関連の英語文献を講読する必要性、講読するポイン
ト、英語文献の検索方法（CINAHL）、文献の抽出

抽出した文献を翻訳する。（90分） 抽出した文献を翻訳する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

柾本・佐藤は、看護師資格を有し臨床経験に基づいた講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・提出されたレポートは、個別に評価する。
・フィードバックは全体へ行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

抽出した文献を講読する（講義）：柾本
内容：翻訳した文献を基にディスカッションする。

抽出した文献に対する自分の意見を
まとめる。（90分）

講義でのアドヴァイスを基に追加修
正する。（90分）

6

抽出した文献を講読する（講義）：柾本
内容：翻訳した文献を基にディスカッションする。

抽出した文献に対する自分の意見を
まとめる。（90分）

講義でのアドヴァイスを基に追加修
正する。（90分）

3

抽出した文献を講読する（講義）：柾本
内容：翻訳した文献を基にディスカッションする。

抽出した文献を翻訳する。（90分） 講義でのアドヴァイスを基に追加修
正する。（90分）

4

抽出した文献を講読する（講義）：柾本
内容：翻訳した文献を基にディスカッションする。

抽出した文献を翻訳する。（90分） 講義でのアドヴァイスを基に追加修
正する。（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

発表会（発表・講義）：佐藤・柾本
内容：抽出した文献の概要と自身の考えを発表して、他者から意
見をもらう。

発表準備を行う。（90分） 講義でのアドヴァイスを基に追加修
正する。（90分）

8

本講義のまとめ(講義)：佐藤
内容：本講義の内容をふりかえる
最終レポート：抽出した英語文献の概要と自身の考えをレポート
として1200字程度にまとめる。

今までの講義内容をふりかえる。
（90分）

最終レポートを作成する。（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 最終レポート：1回×100点＝100点

履修条件・留意
事項等

私語、必要時以外の携帯の使用を禁止する。
学習は主体的に行う。
提出物は定期試験と同等に扱う。

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 必要時講義中に提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10115091 看護学の基礎 3400 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１． 看護とは何かについて、自分の言葉で述べることができる
２． 看護学の基本概念である「看護」「人間」「健康」「環境」について説明できる
３． 看護の対象となる人間の生活の理解を通して、看護の役割と機能について説明できる
４． 看護の歴史的変遷についてについて説明できる
５． 看護を取り巻く法について説明できる
６． 看護提供の仕組みについて説明できる

授業の方法

１． パワーポイントと配布資料を用いる
２． 課題学習ノートとリフレクションカードを用いる
３． 講義形式
４． グループディスカッション
５．プレゼンテーション
６． ＤＶＤ視聴

ＩＣＴ活用

Google　Classroomを用いて課題の提示、回収、説明を行う。
Formsを用いて知識の確認などを行う
インタネット活用による事前学習を行う

前期

教員氏名 藤長　すが子

授業の位置づけ

本科目は、「社会の一員としての責任を有し、専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身につけている」というディプ
ロマポリシーを中心に展開される。看護学を説明するための概念や理論と同時に、科学的根拠を土台に人々の健康的な生活を支援するため
の基礎的知識を獲得するための科目である。授業においては、学習への主体的・自律的な行動が期待され、専門職者として研鑽し続ける基
本的な能力を身につけることが望まれる。看護学を学ぶにあたり最初に学習する専門科目であり、看護学全体の基本的内容を含む科目であ
る。

授業の概要

看護学の歴史的発展と看護学の基盤となる主要概念である「看護」「人間」「健康」「環境」について学習する。また、看護の対象となる
人々の生活を理解するとともに、看護活動を提供するための場と仕組み、および専門職の役割・機能について学ぶ

1

【講義】
コースオリエンテーション
看護を学ぶ意義と大学における学習方法
看護とは
　看護の原点、看護の語源

教科書１．ｐ2-5、ｐ14を読みまと
める
看護の語源について調べる（60分）

看護とは何かについて調べる（90
分）

2

【講義】
看護の歴史的変遷
看護学の発展

教科書１．ｐ50‐７９を読みまとめ
る（90分）

ゴールドマークレポートとブラウン
レポートの意味についてまとめる
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての病院勤務経験をもとに、看護についての基本的な考え方を具体的な事例を用いて授業を実施する。また、臨床経験豊かなゲ
ストスピーカーによる講義を実施する予定である。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業終了時にFormsなどを用いて授業内容に関する疑問、質問を受けつけ、次回講義時にフィードバックする
提出された課題には、必要時コメントをつけて返却する
必要時、Google　Classroomを用いてコメントを返却する

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【講義・グループディスカッション】
看護学と看護の概念
　看護とは何かについて調べてきたことをグループディスカッ
ションする
　看護の定義
　看護学の主要概念

教科書１．ｐ13-18を読みまとめる　

「看護」の定義について文献などを
用いて調べる（90分）

保健師助産師看護師法とＩＣＮの看
護の定義の共通点と違いについて検
討し整理する（90分）

4

【講義】
看護の基本概念
「人間」
　看護の対象：生活者としての「人間」
　人間のこころとからだ
    人間の基本的ニード
　発達理論
　家族・集団・地域

教科書１．ｐ19-27、ｐ82-101を読
みまとめる
人間について文献などを用いて調べ
る（90分）

看護の対象について整理する
人間の基本的ニードについて整理す
る（90分）
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5

【講義・グループディスカッション】
看護学の主要概念
「健康」
　健康とは何かについて、事前に調べてきた内容をもとにグルー
プディスカッションする
    健康とは何か
    健康モデル
    ライフサイクルと健康

教科書１．ｐ101-107を読みまとめ
る
健康とは何かについて文献などを用
いて調べる（90分）

看護と健康の関連について整理する
（90分）

6

【講義】
看護の主要概念
「健康」
    ヘルスプロモーション、予防、障害
    人口統計と出生・死亡
    ライフスタイル
    健康に影響する要因

人口統計、出生と死亡、疾病構造に
ついて調べる（90分）

ＩＣＩＤＨとＩＣＦの考え方の違い
について整理する（90分）

9

【講義】
看護実践の特徴
　 看護の質保証に必要な要件
     看護における安全・安楽・自立/自律
     看護行政

教科書１．ｐ208-217を読みまとめ
る（90分）

看護の質保証において安全・安楽・
自立／自律が必要な理由を整理する
（90分）

10

【講義・DVD】
看護の専門性
専門職とは
専門職の要件

教科書１．ｐ236-241を読みまとめ
る（90分）

DVDを視聴しての学びを整理する
（90分）

7

【講義】
看護の主要概念
「環境」

教科書１．ｐ14を読む
「環境」とは何かについて調べる
（90分）

看護と環境の関連についてまとめる
（90分）

8

【講義・グループディスカッション】
看護の役割と機能
    看護ケア
    ケアについて調べたことをグループディスカッションする
    看護職が機能する場
    看護活動を展開するための法的基盤

教科書１．ｐ110-122を読みまとめ
る
ケアについて調べる（90分）

ケア・キュア・コアの違いについて
整理する（90分）

13

【講話】
ゲストスピーカー
実際の看護実践に関する講話

ゲストスピーカーの勤務する病院に
ついて、インターネットなどで概要
を調べる（60分）

ゲストスピーカーによる講和内容に
ついてレポートする　（90分）

14

【講義・グループディスカッション】
現在の看護職の活動と将来の展望
　現在の看護の課題について、事前に考えて
きた内容をもとにグループディスカッションする
    グループディスカッションした内容をプレゼンテーションす
る

現代の看護の課題についてまとめる
（90分）

レポート作成（90分）

11

【講義】
医療安全と医療の質の保証
    医療における安全 

教科書１．ｐ254-272を読みまとめ
る（90分）

医療事故の発生要因と問題解決につ
いて整理する（90分）

12

【講義】
保健医療福祉システムと多職種連携

教科書1．１23-138を読みまとめる
（90分）

地域包括ケアシステムにおける看護
師の役割について整理する（90分）

定期試験 0% なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 50％　筆記試験　　
30％　課題提出と課題の到達度
20％　レポート提出状況と内容

15

まとめ
小テスト

これまでの学習内容の復習
教科書１．ｐ313‐314の　　　　　　
問題を解く（90分）

小テストで出された内容の復習（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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履修条件・留意
事項等

・全授業時間の３分の２以上の出席をもって評価対象とする

備考欄 ゲストスピーカーの講義は、状況により日程に変更が生じる可能性があります。

その他

0% -評価対象物において不正行為があった場合にはD判定となる場合がある
-提出物の提出期日が守られない場合は、該当レポートの点数はないものとする

教科書

１． 宮脇美保子編（2021）.新体系看護学全書　基礎看護学①看護学概論,第5版.ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社．
２．F・ナイチンゲール,小玉香津子,尾田葉子訳（2019）.看護覚え書き,新装版.日本看護協会出版会．
３．V・ヘンダーソン,湯槇ます・小玉香津子訳（2016）.看護の基本となるもの,再新装版.日本看護協会出版会．

参考文献 授業の中で適宜参考文献を紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10924091 コミュニケーション論 3402 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．看護におけるコミュニケーションの意義を述べることができる
２．援助的人間関係を成立させる要因を述べることができる
３．効果的なコミュニケーション技法の活用方法を述べることができる
４．自分の傾向がわかり、自分のコミュニケーションに関する課題を考えることができる

授業の方法

１． パワーポイントと配布資料を用いる
２． 課題学習ノートを用いる
３． 講義・演習形式で行う。
４． グループ学習

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 佐々木　律子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「社会の一員としての責任を有し,専門的倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身につけている.
（思考・判断・表現）」,「看護の対象となる人々とコミュニケーション能力を活用して円滑な関係を構築し,対象理解を深める能力を身に
つけている.（知識・技能）」,「学習への主体性を有し,自律的な行動ができ専門職として研鑽し続ける基本的な能力を身につけている.
（関心・意欲・態度）」ことへ関連した科目である.本科目は看護師・患者関係成立のための基本的技術であり基礎看護学科目と深く関連
し,看護学の理論や科学的根拠に基づき,人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識を獲得するための科目である.

授業の概要

看護における援助的人間関係論について学修する。言語的・非言語的コミュニケーション、援助的人間関係論、ケアに活かすコミュニケー
ションスキルを体験的に学ぶ

1

【講義】
・ガイダンス
・コミュニケーションの重要性を理解する。
・看護技術としてのコミュニケーションを理解する。

テキストp.164‐170を熟読する。　　
　　（60分）

講義の内容を整理する。　　　　　　
　（60分）

2

【講義】
・援助的人間関係に向けたコミュニケーションを理解する。

テキストp.171‐179を熟読する。　　
　　　　（60分）

講義の内容を整理する。　　　　　　
　（60分）

実務経験のある
教員の教育内容

臨床での看護師としての実務経験を基に、具体的な事例を示しながら授業を展開する

課題に対する
フィードバック

の方法

授業に関する疑問・質問については、次回講義の際に回答する
提出物には口頭または文書によるコメントをする

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【演習】
・自己理解を深める。他者理解の必要性について演習を通して理
解できる。

自己理解を深める意義について調べ
る　。
課題１　　　　　（60分）

演習から自分のコミュニケーション
の傾向と対処方法についてまとめ
る。課題２　　　　　（60分）

6

【演習】
・他者理解の必要性に演習を通して理解できる。

他者理解を深める意義について調べ
る。
課題３　　　（60分）

演習から効果的なコミュニケーショ
ンのあり方についてまとめる。
課題４　　　　　　（60分）

3

【講義】
・コミュニケーションに影響を与える要素
態度と対人行動について理解する。
・効果的なコミュニケーションと非効果的なコミュニケーション
について理解する。

テキストp.174-186を熟読する。　　
　　　（60分）

講義の内容を整理する。　　　　　　
　　　　　　（60分）

4

【講義】
・医療における信頼関係とコミュニケーションを理解する。

テキストp.186‐200を熟読する。　　
　　　　（60分）

講義を通して受け止めた自分の傾向
についてまとめる　　　　　　（60
分）

7

【演習】
・援助者としてのコミュニケーションの実際を演習から理解でき
る。

援助者としてどのようなコミュニ
ケーションが望ましいのかを考え
る。
課題５　　　　　　　（60分） 

演習内容を整理する。
レポート　　　　（60分）
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9 なし

10

なし

8

【講義】
・まとめ
・確認テスト

コミュニケーションについてこれま
で学んだことをまとめる　　　　　　
　　　（90分）

小テストで出された内容について、
教科書等で確認をする　　　　（60
分）

13 なし

14 なし

11 なし

12 なし

定期試験

0 実施しません

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト40％　課題（5回）30％　レポート30％

15

なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・単位認定は総合評価が60%以上となります。
・評価対象物において代筆や盗用などの不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。
・演習内容によっては2講続きとなる場合があります。

備考欄

その他

教科書 深井喜代子（2021）．新体系看護学全書基礎看護学②基礎看護技術Ⅰ，第５版．ﾒﾁﾞｶﾙフレンド社．

参考文献

①宮脇美穂子（2021）.新体系看護学全書基礎看護学①看護学概論.第5版.メジカルフレンド社
②授業の中で適宜参考文献を紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50926091 共通看護援助技術(1組) 3408 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.看護の行為としての看護技術の目的・特徴について説明できる。
2.看護技術が対象者の安全・安楽・自立を目指した行為であることを説明できる。
3.感染および感染予防策に関する看護技術を実施できる。
4.ボディメカニクスの原理を活用した体位変換・安楽な体位が実施できる。
5.療養環境を整えるための基本技術を実施できる。

授業の方法

1．講義：パワーポイント、教科書および配布資料を中心に講義する。
2．演習：講義後、演習を行う。（具体的実施方法は別途提示する）
3．グループ学習
4．授業中の小テスト：3回「ボディメカニクス・体位」「療養環境」「感染予防・無菌操作」

ＩＣＴ活用

テキスト動画・ナーシングスキルを活用し、グーグルクラスルーム・グーグルフォームなどを用いて自主学習を促す。

前期

教員氏名 佐々木　律子、木口　幸子、藤長　すが子、渡辺　一代、竹之内　優美、赤坂　浩子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「社会の一員としての責任を有し,専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身につけている.
（思考・判断・表現）」,「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につけている.（知識・技能）」こ
とに関連した科目である.加えて.「学習への主体性を有し,自律的な行動ができ専門職として研鑽し続ける基本的な能力を身につけている.
（関心・意欲・態度）」ことを養う科目でもある.臨地実習を含めた基礎看護学すべての基礎となる基本技術を修得する科目である.

授業の概要

看護技術についての基礎的知識を獲得するための導入部であることから、看護技術とは何かを学び、看護ケアは「精神（こころ）」「知識
（あたま）」「技術（て）」の３要素から構成されていることを理解し、人間の尊厳に基づく看護技術であることの意味を修得する。ま
た、看護技術は安全・安楽・自立（自律）を目指した目的意識的な直接行為であることを理解し、看護援助に必要な思考・態度、健康と環
境の相互作用、看護技術提供の基盤となる看護技術について学修する。

1

【講義】看護技術とは（佐々木・竹ノ内・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・ガイダンス
・看護技術の特徴と看護技術を適切に実践するための要素および
基盤となる思考過程について学ぶ。

テキスト②はじめにを熟読する。　　
　　(45分)

学習した講義内容を
復習する。(45分)

2

【講義】感染予防①（佐々木・竹ノ内・木口・渡辺・赤坂・藤
長）

・感染と感染予防策について理解する。
・感染源への対策を理解する。

テキスト①p.236-245、p.257‐270
を熟読する。　　　(90分)

感染と感染予防策について整理し、
次回の演習への事前学習へつなげ
る。　
課題１　　　(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

臨床看護師として消化器外科・胸部外科・循環器内科・呼吸器内科において看護師としての経験をもつ教員と老年看護を専門とし看護管理
に従事した経験をもつ教員がその経験を活かした看護技術の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テスト後、解答の解説を行います。また、課題にコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【演習】ボディメカニクス②
　　　　（竹之内・藤長・木口・佐々木・渡辺・赤坂）
・ボディメカニクスの基本原理に基づいた効率的な動作の実際を
学ぶ。

テキスト①p.326-334、テキスト②
p.133‐139を熟読する。
所有している物理に関する文献を復
習する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　(60分)）

演習の学習内容を整理する。
課題４　（90分）

3

【演習】感染予防②
　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・標準感染予防策の実際を学ぶ。
・感染性廃棄物の取り扱いを学ぶ。

テキスト①p.236-245、p.257‐270
を熟読する。　　　　　
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

感染予防策について復習し、その内
容を整理する。
課題２　　(60分)

4

【講義】ボディメカニクス①（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤
坂・藤長）
・自己の身体の動きを物理学的視点から理解できる。
・効果的に身体を活用するための方法を学ぶ。
・小テスト①「感染予防」

テキスト①p.326-334、テキスト②
p.133‐139を熟読する。
所有している物理に関する文献を復
習する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　(60分)

人の身体の動きについて復習し、整
理する。　　　
課題３　　(90分)
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6

【講義】体位変換①（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・運動機能の低下した人への援助について理解できる。

テキスト②p.117‐129を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

講義内容を整理する。
課題５　（90分）

9

【演習】安楽な体位②
　　　　（竹之内・藤長・木口・佐々木・渡辺・赤坂）
・安楽確保のための安楽な体位の実際を学ぶ。

テキスト①p.318‐325を熟読する。
ナーシングスキル視聴
　　　　　　　（60分）

演習の学習内容を整理する。
課題８　（90分）

10

【講義・演習】療養環境と環境調整①
　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・健康の保持・増進、回復の促進を促すための生活環境を観察し
評価するための視点を学ぶ。
・小テスト①「ボディメカニクス・体位」

テキスト②p.2‐18を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

学習内容を整理する。　　（60分）

7

【演習】体位変換②
　　　　（竹之内・藤長・木口・佐々木・渡辺・赤坂）
・運動器低下の低下した人への体位変換の方法の実際を学ぶ。
　（仰臥位から端座位）

テキスト②p.117‐129を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習の学習内容を整理する。
課題６　（90分）

8

【講義】安楽な体位①（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・安楽確保の基本としての安楽な体位の保持の方法について理解
できる。
・対象者の安心・安楽につながるための効果的な援助の方法を理
解する。
・対象者のリラックスした状態を意図的に生み出す方法を理解す
る。

テキスト①p.318‐325を熟読する。
ナーシングスキル視聴
　　　　　　　（60分）

講義内容を整理する。
課題７　（90分）

13

【演習】療養環境と環境調整④
　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
『臥床患者のリネン交換』
　・臥床している対象への安全・安楽・自立の視点からのリネン
交換の方法を考える。
　・安全・安楽・自立の視点からの療養環境を整える。
・小テスト②「療養環境」

テキスト②p.12‐20を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習内容を整理・復習演習レポート
（グループ）　（90分）

14

【演習】無菌操作
　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
　・滅菌物の取り扱いができる。
　・無菌操作を実施できる。
　・感染性廃棄物の取り扱いができる。
・小テスト③「感染予防・無菌操作」

テキスト②p149‐251、p.271‐274
を熟読する。
　　　　　　　（60分）

演習内容を整理・復習する。　
課題10　　（60分）

11

【演習】療養環境と環境調整②
　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
『臥床患者のリネン交換』
　・臥床している対象への安全・安楽・自立の視点からのリネン
交換の方法を考える。

テキスト②p.12‐20を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習内容を整理・復習する。
課題９　（90分）
　　

12

【演習】療養環境と環境調整③
　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
『臥床患者のリネン交換』
　・臥床している対象への安全・安楽・自立の視点からのリネン
交換の方法を考える。

テキスト②p.12‐20を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習内容を整理・復習する。
課題10　（60分）

15

【まとめ・確認試験】（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・本科目のまとめ
・確認試験

本科目の学修内容を整理する。　　　
　（90分）

本科目の学修結果から今後の学修課
題を
整理する　　(30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 実施しません

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト50%　小テスト（3回）30%　課題20％

履修条件・留意
事項等

・単位認定は総合評価が60%以上となります。
・評価対象物において代筆や盗用などの不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。
・演習内容によっては2講続きとなる場合があります。授業予定については第1回のガイダンス時に説明いたします。

備考欄

その他 0 ありません

教科書

①新体系看護学全書　基礎看護学②「基礎看護技術Ⅰ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2021年
②新体系看護学全書　基礎看護学③「基礎看護技術Ⅱ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2021年

参考文献

①新体系看護学全書　基礎看護学①「基礎学概論」宮脇美保子編　メジカルフレンド社　2021年
②人体の解剖パーフェクト辞典　伊藤正裕・中村洋一　ナツメ社
③系統看護学講座　人体の構造と機能１「解剖生理学」医学書院
④視聴覚教材　ナーシングスキル
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50926092 共通看護援助技術(2組) 3408 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.看護の行為としての看護技術の目的・特徴について説明できる。
2.看護技術が対象者の安全・安楽・自立を目指した行為であることを説明できる。
3.感染および感染予防策に関する看護技術を実施できる。
4.ボディメカニクスの原理を活用した体位変換・安楽な体位が実施できる。
5.療養環境を整えるための基本技術を実施できる。

授業の方法

1．講義：パワーポイント、教科書および配布資料を中心に講義する。
2．演習：講義後、演習を行う。（具体的実施方法は別途提示する）
3．グループ学習
4．授業中の小テスト：3回「ボディメカニクス・体位」「療養環境」「感染予防・無菌操作」

ＩＣＴ活用

テキスト動画・ナーシングスキルを活用し、グーグルクラスルーム・グーグルフォームなどを用いて自主学習を促す。

前期

教員氏名 佐々木　律子、木口　幸子、藤長　すが子、渡辺　一代、竹之内　優美、赤坂　浩子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「社会の一員としての責任を有し,専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身につけている.
（思考・判断・表現）」,「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につけている.（知識・技能）」こ
とに関連した科目である.加えて.「学習への主体性を有し,自律的な行動ができ専門職として研鑽し続ける基本的な能力を身につけている.
（関心・意欲・態度）」ことを養う科目でもある.臨地実習を含めた基礎看護学すべての基礎となる基本技術を修得する科目である.

授業の概要

看護技術についての基礎的知識を獲得するための導入部であることから、看護技術とは何かを学び、看護ケアは「精神（こころ）」「知識
（あたま）」「技術（て）」の３要素から構成されていることを理解し、人間の尊厳に基づく看護技術であることの意味を修得する。ま
た、看護技術は安全・安楽・自立（自律）を目指した目的意識的な直接行為であることを理解し、看護援助に必要な思考・態度、健康と環
境の相互作用、看護技術提供の基盤となる看護技術について学修する。

1

【講義】看護技術とは（佐々木・竹ノ内・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・ガイダンス
・看護技術の特徴と看護技術を適切に実践するための要素および
基盤となる思考過程について学ぶ。

テキスト②はじめにを熟読する。　　
　　(45分)

学習した講義内容を
復習する。(45分)

2

【講義】感染予防①（佐々木・竹ノ内・木口・渡辺・赤坂・藤
長）

・感染と感染予防策について理解する。
・感染源への対策を理解する。

テキスト①p.236-245、p.257‐270
を熟読する。　　　(90分)

感染と感染予防策について整理し、
次回の演習への事前学習へつなげ
る。　
課題１　　　(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

臨床看護師として消化器外科・胸部外科・循環器内科・呼吸器内科において看護師としての経験をもつ教員と老年看護を専門とし看護管理
に従事した経験をもつ教員がその経験を活かした看護技術の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テスト後、解答の解説を行います。また、課題にコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【演習】ボディメカニクス②
　　　　（竹之内・藤長・木口・佐々木・渡辺・赤坂）
・ボディメカニクスの基本原理に基づいた効率的な動作の実際を
学ぶ。

テキスト①p.326-334、テキスト②
p.133‐139を熟読する。
所有している物理に関する文献を復
習する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　(60分)）

演習の学習内容を整理する。
課題４　（90分）

3

【演習】感染予防②
　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・標準感染予防策の実際を学ぶ。
・感染性廃棄物の取り扱いを学ぶ。

テキスト①p.236-245、p.257‐270
を熟読する。　　　　　
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

感染予防策について復習し、その内
容を整理する。
課題２　　(60分)

4

【講義】ボディメカニクス①（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤
坂・藤長）
・自己の身体の動きを物理学的視点から理解できる。
・効果的に身体を活用するための方法を学ぶ。
・小テスト①「感染予防」

テキスト①p.326-334、テキスト②
p.133‐139を熟読する。
所有している物理に関する文献を復
習する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　(60分)

人の身体の動きについて復習し、整
理する。　　　
課題３　　(90分)
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6

【講義】体位変換①（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・運動機能の低下した人への援助について理解できる。

テキスト②p.117‐129を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

講義内容を整理する。
課題５　（90分）

9

【演習】安楽な体位②
　　　　（竹之内・藤長・木口・佐々木・渡辺・赤坂）
・安楽確保のための安楽な体位の実際を学ぶ。

テキスト①p.318‐325を熟読する。
ナーシングスキル視聴
　　　　　　　（60分）

演習の学習内容を整理する。
課題８　（90分）

10

【講義・演習】療養環境と環境調整①
　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・健康の保持・増進、回復の促進を促すための生活環境を観察し
評価するための視点を学ぶ。
・小テスト①「ボディメカニクス・体位」

テキスト②p.2‐18を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

学習内容を整理する。　　（60分）

7

【演習】体位変換②
　　　　（竹之内・藤長・木口・佐々木・渡辺・赤坂）
・運動器低下の低下した人への体位変換の方法の実際を学ぶ。
　（仰臥位から端座位）

テキスト②p.117‐129を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習の学習内容を整理する。
課題６　（90分）

8

【講義】安楽な体位①（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・安楽確保の基本としての安楽な体位の保持の方法について理解
できる。
・対象者の安心・安楽につながるための効果的な援助の方法を理
解する。
・対象者のリラックスした状態を意図的に生み出す方法を理解す
る。

テキスト①p.318‐325を熟読する。
ナーシングスキル視聴
　　　　　　　（60分）

講義内容を整理する。
課題７　（90分）

13

【演習】療養環境と環境調整④
　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
『臥床患者のリネン交換』
　・臥床している対象への安全・安楽・自立の視点からのリネン
交換の方法を考える。
　・安全・安楽・自立の視点からの療養環境を整える。
・小テスト②「療養環境」

テキスト②p.12‐20を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習内容を整理・復習演習レポート
（グループ）　（90分）

14

【演習】無菌操作
　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
　・滅菌物の取り扱いができる。
　・無菌操作を実施できる。
　・感染性廃棄物の取り扱いができる。
・小テスト③「感染予防・無菌操作」

テキスト②p149‐251、p.271‐274
を熟読する。
　　　　　　　（60分）

演習内容を整理・復習する。　
課題10　　（60分）

11

【演習】療養環境と環境調整②
　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
『臥床患者のリネン交換』
　・臥床している対象への安全・安楽・自立の視点からのリネン
交換の方法を考える。

テキスト②p.12‐20を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習内容を整理・復習する。
課題９　（90分）
　　

12

【演習】療養環境と環境調整③
　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
『臥床患者のリネン交換』
　・臥床している対象への安全・安楽・自立の視点からのリネン
交換の方法を考える。

テキスト②p.12‐20を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　（60分）

演習内容を整理・復習する。
課題10　（60分）

15

【まとめ・確認試験】（竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂・藤
長）
・本科目のまとめ
・確認試験

本科目の学修内容を整理する。　　　
　（90分）

本科目の学修結果から今後の学修課
題を
整理する　　(30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 実施しません

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト50%　小テスト（3回）30%　課題20％

履修条件・留意
事項等

・単位認定は総合評価が60%以上となります。
・評価対象物において代筆や盗用などの不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。
・演習内容によっては2講続きとなる場合があります。授業予定については第1回のガイダンス時に説明いたします。

備考欄

その他 0 ありません

教科書

①新体系看護学全書　基礎看護学②「基礎看護技術Ⅰ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2021年
②新体系看護学全書　基礎看護学③「基礎看護技術Ⅱ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2021年

参考文献

①新体系看護学全書　基礎看護学①「基礎学概論」宮脇美保子編　メジカルフレンド社　2021年
②人体の解剖パーフェクト辞典　伊藤正裕・中村洋一　ナツメ社
③系統看護学講座　人体の構造と機能１「解剖生理学」医学書院
④視聴覚教材　ナーシングスキル

- 116 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50928091 日常生活援助技術I(1組) 3411 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．活動と休息・睡眠および清潔・衣生活の意義を説明できる。
２．活動と休息・睡眠および清潔・衣生活に関する看護を実践するための基礎的知識を説明できる。
３．原理・原則に基づき、活動および清潔・衣生活の援助に関する基本的な看護技術を実施できる。
４．看護援助の際に、実施前・中・後の対象者の反応を観察できる。
５．看護援助後の振り返りを通し、対象者にとっての安全・安楽・自立（自律）の視点から看護について考えたことを述べることができ
る。

授業の方法

１．講義：パワーポイントと配布資料および必要に応じて動画視聴を用いて説明する。
２．演習：講義後に学生間で患者役・看護師役になり、基本的な看護援助を実践する。また、実施後は、対象者の安全・安楽・自立性の視
点から看護援助についてグループでデイズカッションを行う。

ＩＣＴ活用

Google Formのアンケート機能を用いて双方向授業を取り入れる。
Google class roomに教員が作成した技術動画等をアップし、自主学習への支援を行う。

後期

教員氏名 竹之内　優美、木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、赤坂　浩子

授業の位置づけ

本科目は、看護学科のディプロマポリシーの中でも特に「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につ
けている。（知識・技能）」に関連した科目である。本科目を学ぶことにより、人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識・技術を
獲得すると共に、状況に合わせた判断やコミュニケーションおよび自己の看護実践を客観的に評価するための基礎的能力を養うことにもつ
ながる。また本科目は、1年次前期に開講される各専門基礎科目や専門科目での学びを基盤としており、さらに「日常生活援助技術Ⅱ」を
はじめとする各専門科目を学ぶうえでの基礎となる。

授業の概要

看護の対象である人間の活動と休息のバランス、清潔と衣生活についての概念や技術理論を学ぶ。また、対象者の日常生活動作と活動の拡
大、休息への援助方法、清潔と衣生活に関連した援助技術を理解する。加えて、活動援助及び清潔・衣生活への援助（体位変換、移乗・移
動、清拭等）の技術を習得する。

1

【コースガイダンス】
（竹之内）
【講義】活動と休息の援助①
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての活動・休息の意義と看護実践に必要な活動・休息
のアセスメントの視点を学ぶ。
1)活動・休息の意義
2)活動・運動のアセスメントの視点
3)活動の援助（関節可動域運動）

教科書Ⅰp328-334および教科書Ⅱ
p.108-118 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

2

【講義】活動と休息の援助②
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
活動と休息に関する看護技術の基礎的知識を学ぶ。
1)移動の援助（歩行・車いす・ストレッチャー）
2)休息・睡眠のアセスメントの視点
3)睡眠・休息の援助
【小テスト（10点）】

教科書Ⅱp.130-147 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

実務経験のある
教員の教育内容

外科・耳鼻科・眼科・泌尿器科・内科・結核病棟のほか、障害者等一般・認知症・神経内科病棟などにおいて、看護師として21年間の病院
勤務の経験を活かし、日常生活援助技術を教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

１．講義に関連した課題については、講義の中で全体へのフィードバックを行う。
２．演習記録に関しては、必要時コメントを記載し返却する、または全体へのフィードバックを行う。
３．小テストおよび科目確認テスト実施後に、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【演習】車椅子・ストレッチャー移送の看護技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
移送に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグループで
ディスカッションを行うことによって看護の学びを深める。
１）車椅子による移送の援助
２）ストレッチャーによる移送の援助

演習要項の熟読
看護技術に関する教科書の該当部分
の熟読および動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

3

【演習】対象者の状況に合わせた歩行の援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
歩行用具の使用体験および歩行の援助を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）歩行用具を使用した歩行体験（杖・歩行器）
２）歩行の援助

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

4

【演習】離床のための援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
離床の援助に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）移乗の援助（椅子・車いす・ストレッチャー）

演習要項の熟読
看護技術に関する教科書の該当部分
の熟読および動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】
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6

【講義】安楽確保のための援助
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての安楽の意義および安楽な日常生活を支えるために
必要な看護技術の基礎的知識を学ぶ。
１）安楽の意義
２）安楽をもたらす看護技術

教科書Ⅱp.326-327、ｐ343-351 を
熟読する
【45分】

　学習した講義内容を復習する
【45分】

9

【講義】清潔・衣生活の援助③
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
身体の清潔に関する看護技術の基礎的知識を学ぶ。
１）清潔の援助方法の実際（口腔ケア・整容）
２）衣生活の援助方法の実際（寝衣交換）
【小テスト（10点）】

教科書Ⅱp.177-189 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

10

【演習】臥床患者への洗髪・整髪の援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
洗髪・整髪に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）洗髪（ケリーパッド／洗髪車）
２）整髪

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

7

【講義】清潔・衣生活の援助①
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての清潔・衣生活の意義と看護実践に必要な清潔・衣
生活のアセスメントの視点を学ぶ。
１）清潔・衣生活の意義
２）清潔の援助の種類とアセスメントの視点

教科書Ⅱp.150-154 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

8

【講義】清潔・衣生活の援助②
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
身体の清潔に関する看護技術の基礎的知識を学ぶ。
１）清潔の援助方法の実際
　　（入浴・清拭・手浴・足浴・洗髪・陰部洗浄）

教科書Ⅱp.155-177 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

13

【演習】臥床患者への清拭・更衣の援助技術①
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
本科目での学びを総括して部分清拭・寝衣交換に関する基本的な
看護技術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行
うことによって看護の学びを深める。
１）部分清拭（上肢・下肢・背部清拭）
２）寝衣交換

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

14

【演習】臥床患者への清拭・更衣の援助技術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
本科目での学びを総括して部分清拭・寝衣交換に関する基本的な
看護技術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行
うことによって看護の学びを深める。
１）部分清拭（上肢・下肢・背部清拭）
２）寝衣交換

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
演習後レポート②を作成する（活
動・清潔援助の演習を通して、対象
者の安全・安楽・自立（自律）につ
いて考えたことをまとめる）
【９０分】

11

【演習】臥床患者への部分浴の援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
手浴・足浴に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）手浴・足浴

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

12

【演習】清拭・寝衣交換に関する援助技術の部分練習と実験
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
清拭・寝衣交換に関する看護技術の部分体験と実験を通し、科学
的根拠に基づいた看護実践の重要性について理解を深める。
１）寝衣交換の基本
２）清拭時の湯の温度の測定実験
３）安全・安楽な身体の拭き方

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

定期試験 0 なし

15

【科目確認テスト（40点）】
【まとめ】
・本科目の学習内容のまとめ　
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）

テキスト・講義資料・演習記録の内
容を復習する
【90分】

本科目の学習内容を整理する
【45分】

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 40％：科目確認テスト、20％：小テスト、40％：演習記録・レポート
※提出物の遅延・参加態度・演習時の身だしなみ等は減点対象とする。

履修条件・留意
事項等

・出席時間2/3以上かつ総合評価60％以上の２つの要件を満たした場合に、本科目の単位を認定します。
・演習内容によっては、2講続きとなる場合や3組編成となる場合があります。授業予定については、第1回目のコースガイダンス時に説明
します。

備考欄

その他 0 なし

教科書

１．深井喜代子編： 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ  メヂカルフレンド社
２．深井喜代子編： 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅱ  メヂカルフレンド社

参考文献

１．茂野香おる 他： 系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ 第16版　医学書院
２．志自岐康子他 編： ナーシング・グラフィカ基礎看護学③　基礎看護技術 第6版　メディカ出版
３．横山美樹： 看護がみえる！Vol.1 基礎看護技術 第１版　メディックメディア　　　　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50928092 日常生活援助技術I(2組) 3411 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．活動と休息・睡眠および清潔・衣生活の意義を説明できる。
２．活動と休息・睡眠および清潔・衣生活に関する看護を実践するための基礎的知識を説明できる。
３．原理・原則に基づき、活動および清潔・衣生活の援助に関する基本的な看護技術を実施できる。
４．看護援助の際に、実施前・中・後の対象者の反応を観察できる。
５．看護援助後の振り返りを通し、対象者にとっての安全・安楽・自立（自律）の視点から看護について考えたことを述べることができ
る。

授業の方法

１．講義：パワーポイントと配布資料および必要に応じて動画視聴を用いて説明する。
２．演習：講義後に学生間で患者役・看護師役になり、基本的な看護援助を実践する。また、実施後は、対象者の安全・安楽・自立性の視
点から看護援助についてグループでデイズカッションを行う。

ＩＣＴ活用

Google Formのアンケート機能を用いて双方向授業を取り入れる。
Google class roomに教員が作成した技術動画等をアップし、自主学習への支援を行う。

後期

教員氏名 竹之内　優美、木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、赤坂　浩子

授業の位置づけ

本科目は、看護学科のディプロマポリシーの中でも特に「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につ
けている。（知識・技能）」に関連した科目である。本科目を学ぶことにより、人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識・技術を
獲得すると共に、状況に合わせた判断やコミュニケーションおよび自己の看護実践を客観的に評価するための基礎的能力を養うことにもつ
ながる。また本科目は、1年次前期に開講される各専門基礎科目や専門科目での学びを基盤としており、さらに「日常生活援助技術Ⅱ」を
はじめとする各専門科目を学ぶうえでの基礎となる。

授業の概要

看護の対象である人間の活動と休息のバランス、清潔と衣生活についての概念や技術理論を学ぶ。また、対象者の日常生活動作と活動の拡
大、休息への援助方法、清潔と衣生活に関連した援助技術を理解する。加えて、活動援助及び清潔・衣生活への援助（体位変換、移乗・移
動、清拭等）の技術を習得する。

1

【コースガイダンス】
（竹之内）
【講義】活動と休息の援助①
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての活動・休息の意義と看護実践に必要な活動・休息
のアセスメントの視点を学ぶ。
1)活動・休息の意義
2)活動・運動のアセスメントの視点
3)活動の援助（関節可動域運動）

教科書Ⅰp328-334および教科書Ⅱ
p.108-118 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

2

【講義】活動と休息の援助②
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
活動と休息に関する看護技術の基礎的知識を学ぶ。
1)移動の援助（歩行・車いす・ストレッチャー）
2)休息・睡眠のアセスメントの視点
3)睡眠・休息の援助
【小テスト（10点）】

教科書Ⅱp.130-147 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

実務経験のある
教員の教育内容

外科・耳鼻科・眼科・泌尿器科・内科・結核病棟のほか、障害者等一般・認知症・神経内科病棟などにおいて、看護師として21年間の病院
勤務の経験を活かし、日常生活援助技術を教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

１．講義に関連した課題については、講義の中で全体へのフィードバックを行う。
２．演習記録に関しては、必要時コメントを記載し返却する、または全体へのフィードバックを行う。
３．小テストおよび科目確認テスト実施後に、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【演習】車椅子・ストレッチャー移送の看護技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
移送に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグループで
ディスカッションを行うことによって看護の学びを深める。
１）車椅子による移送の援助
２）ストレッチャーによる移送の援助

演習要項の熟読
看護技術に関する教科書の該当部分
の熟読および動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

3

【演習】対象者の状況に合わせた歩行の援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
歩行用具の使用体験および歩行の援助を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）歩行用具を使用した歩行体験（杖・歩行器）
２）歩行の援助

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

4

【演習】離床のための援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
離床の援助に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）移乗の援助（椅子・車いす・ストレッチャー）

演習要項の熟読
看護技術に関する教科書の該当部分
の熟読および動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】
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6

【講義】安楽確保のための援助
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての安楽の意義および安楽な日常生活を支えるために
必要な看護技術の基礎的知識を学ぶ。
１）安楽の意義
２）安楽をもたらす看護技術

教科書Ⅱp.326-327、ｐ343-351 を
熟読する
【45分】

　学習した講義内容を復習する
【45分】

9

【講義】清潔・衣生活の援助③
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
身体の清潔に関する看護技術の基礎的知識を学ぶ。
１）清潔の援助方法の実際（口腔ケア・整容）
２）衣生活の援助方法の実際（寝衣交換）
【小テスト（10点）】

教科書Ⅱp.177-189 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

10

【演習】臥床患者への洗髪・整髪の援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
洗髪・整髪に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）洗髪（ケリーパッド／洗髪車）
２）整髪

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

7

【講義】清潔・衣生活の援助①
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての清潔・衣生活の意義と看護実践に必要な清潔・衣
生活のアセスメントの視点を学ぶ。
１）清潔・衣生活の意義
２）清潔の援助の種類とアセスメントの視点

教科書Ⅱp.150-154 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

8

【講義】清潔・衣生活の援助②
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
身体の清潔に関する看護技術の基礎的知識を学ぶ。
１）清潔の援助方法の実際
　　（入浴・清拭・手浴・足浴・洗髪・陰部洗浄）

教科書Ⅱp.155-177 を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

13

【演習】臥床患者への清拭・更衣の援助技術①
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
本科目での学びを総括して部分清拭・寝衣交換に関する基本的な
看護技術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行
うことによって看護の学びを深める。
１）部分清拭（上肢・下肢・背部清拭）
２）寝衣交換

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

14

【演習】臥床患者への清拭・更衣の援助技術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
本科目での学びを総括して部分清拭・寝衣交換に関する基本的な
看護技術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行
うことによって看護の学びを深める。
１）部分清拭（上肢・下肢・背部清拭）
２）寝衣交換

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
演習後レポート②を作成する（活
動・清潔援助の演習を通して、対象
者の安全・安楽・自立（自律）につ
いて考えたことをまとめる）
【９０分】

11

【演習】臥床患者への部分浴の援助技術
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
手浴・足浴に関する基本的な看護技術を実践し、それを基にグ
ループでディスカッションを行うことによって看護の学びを深め
る。
１）手浴・足浴

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

12

【演習】清拭・寝衣交換に関する援助技術の部分練習と実験
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
清拭・寝衣交換に関する看護技術の部分体験と実験を通し、科学
的根拠に基づいた看護実践の重要性について理解を深める。
１）寝衣交換の基本
２）清拭時の湯の温度の測定実験
３）安全・安楽な身体の拭き方

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

定期試験 0 なし

15

【科目確認テスト（40点）】
【まとめ】
・本科目の学習内容のまとめ　
（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）

テキスト・講義資料・演習記録の内
容を復習する
【90分】

本科目の学習内容を整理する
【45分】

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 40％：科目確認テスト、20％：小テスト、40％：演習記録・レポート
※提出物の遅延・参加態度・演習時の身だしなみ等は減点対象とする。

履修条件・留意
事項等

・出席時間2/3以上かつ総合評価60％以上の２つの要件を満たした場合に、本科目の単位を認定します。
・演習内容によっては、2講続きとなる場合や3組編成となる場合があります。授業予定については、第1回目のコースガイダンス時に説明
します。

備考欄

その他 0 なし

教科書

１．深井喜代子編： 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ  メヂカルフレンド社
２．深井喜代子編： 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅱ  メヂカルフレンド社

参考文献

１．茂野香おる 他： 系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ 第16版　医学書院
２．志自岐康子他 編： ナーシング・グラフィカ基礎看護学③　基礎看護技術 第6版　メディカ出版
３．横山美樹： 看護がみえる！Vol.1 基礎看護技術 第１版　メディックメディア　　　　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90010091 日常生活援助技術II(1組)(1年生用) 1 1

到達目標

１．人間にとっての食事の意義を理解し、健康的な生活を送るために必要な食事に対する看護援助に関する基礎的知識を説明できる。
２．人間にとっての排泄の意義を理解し、健康的な生活を送るために必要な排泄に対する看護援助に関する基礎的知識を説明できる。
３．原理・原則に基づき、食事および排泄の援助に関する基本的な看護技術を実施できる。
４．看護援助の際に、実施前・中・後の対象者の反応を観察できる。
５．看護援助後の振り返りを通し、対象者にとっての安全・安楽・自立（自律）と尊厳の視点から看護について考えたことを述べることが
できる。

授業の方法

１．講義：パワーポイントと配布資料および必要に応じて動画視聴を用いて説明する。
２．演習：講義後に学生間で患者役・看護師役になり、基本的な看護援助を実践する。また、実施後は、対象者の安全・安楽・自立性の視
点から看護援助についてグループでデイズカッションを行う。

ＩＣＴ活用

Google Formのアンケート機能を用いて双方向授業を取り入れる。
Google class roomに演習の予習のための動画等をアップし、自主学習への支援を行う。

後期

教員氏名 竹之内　優美、木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、赤坂　浩子

授業の位置づけ

本科目は、看護学科のディプロマポリシーの中でも特に「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につ
けている。（知識・技能）」に関連した科目であり、1年次前期に開講される各専門基礎科目や専門科目における学びを活用する。本科目
を学ぶことにより、人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識・技術を獲得すると共に、食事と排泄の援助を通して対象者の尊厳を
守るための倫理観を養う。ここでの学びは、2年次以降の各専門科目につながる看護援助の基盤となる。

授業の概要

看護の対象である人間の生活における栄養と排泄の意義、援助における看護の役割を理解する。また、栄養及び排泄における援助の技術を
習得する。

1

【コースガイダンス】
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
【講義】食事の援助①
(竹之内）
人間にとっての食事・栄養の意義と看護実践に必要な食事・栄養
のアセスメントの視点を学ぶ。
１）食事・栄養の意義
２）「食べる」ために必要な機能
３）食事・栄養のアセスメントの視点

シラバスおよび教科書p24-25を熟読
する
【30分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

2

【講義・演習】食事の援助②
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
食事援助の基本的知識を学ぶ。さらに、自分自身の情報から、食
事・栄養状態のアセスメントの実際を学ぶ。
１)対象者の状況に合わせた食事の看護援助
２）自分自身の栄養状態を把握する。
　・基礎代謝量の計算
　・1日の摂取カロリーの計算
　・ＢＭＩの計算

自分自身の食生活の状況を記録す
る。
教科書Ⅱp28-30を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

実務経験のある
教員の教育内容

外科・耳鼻科・眼科・泌尿器科・内科・結核病棟のほか、障害者等一般・認知症・神経内科病棟などにおいて、看護師として21年間の病院
勤務の経験を活かし、日常生活援助技術を教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

１．講義に関連した課題については、講義の中で全体へのフィードバックを行う。
２．演習記録に関しては、必要時コメントを記載し返却する、または全体へのフィードバックを行う。
３．小テストおよび科目確認テスト実施後に、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【講義・デモンストレーション】食事の援助③
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
経口摂取以外の栄養補給の方法と看護援助を学ぶ。
１）経腸栄養法と静脈栄養法
２）経腸栄養を受ける対象者への看護援助
３）経鼻胃チューブの挿入
４）経腸栄養を受ける対象者の観察と管理方法の実際

デモンストレーション内容の看護技
術に関するテキストの熟読および動
画視聴
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

4

【演習】食事摂取の自立に支障をきたしている対象者への援助技
術①
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
事例の状況に合わせた食事の援助を実践し、それを基にグループ
でディスカッションを行うことによって看護の学びを深める。
１）利き手の上肢の機能障害を持つ対象者の食事援助
２）視覚障害を持つ対象者の食事援助
３）座位保持が困難である対象者の食事援助
４）口腔ケアの基本的な援助方法

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】
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5

【演習】食事摂取の自立に支障をきたしている対象者への援助技
術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
事例の状況に合わせた食事の援助を実践し、それを基にグループ
でディスカッションを行うことによって看護の学びを深める。
１）利き手の上肢の機能障害を持つ対象者の食事援助
２）視覚障害を持つ対象者の食事援助
３）座位保持が困難である対象者の食事援助
４）口腔ケアの基本的な援助方法

演習要項の熟読
看護技術に関する教科書の該当部分
の熟読および動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

6

【講義】排泄の援助①
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての排泄の意義と排泄のアセスメントの視点を学ぶ。
１）排泄の意義
２）排泄に必要な機能
３）排泄のアセスメント
４）水分出納バランスの計算
５）排泄援助の基本
６）床上排泄時の看護援助（便器・尿器、おむつ）

教科書Ⅱp60-63 を熟読する
【30分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

9

【演習】排便障害を持つ対象者の援助技術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排便に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）浣腸と便器・尿器の挿入

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

10

【演習】排便障害を持つ対象者の援助技術③
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排便に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）浣腸と便器・尿器の挿入

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

7

【講義】排泄の援助②
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
排便障害の種類と健康的な排便を促すための看護援助を学ぶ。
１）排便障害とアセスメントの視点
２）自然排便を促すための看護援助
３）摘便の目的・適応と留意点
４）浣腸の目的・適応と留意点
【小テスト10点】

教科書Ⅱp76-83を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

8

【講義・デモンストレーション】排便障害を持つ対象者の援助技
術①
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
自然排便が困難である対象者への看護技術の実際を学ぶ。
１）床上排泄の対象者に対する便器・尿器を用いた援助の実際
２）自然排便を促すための腹部マッサージと腰部温罨法の実際
３）安全な摘便・浣腸の方法と援助の実際

デモンストレーション内容の看護技
術に関するテキストの熟読および動
画視聴
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

11

【講義】排泄の援助③
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
排尿障害の種類とその状態に合わせた看護援助を学ぶ。
１）排尿障害とアセスメントの視点
２）失禁に対する看護援助
３）おむつの使用の目的・適応と留意点
４）導尿の目的・適応と留意点
５）膀胱留置カテーテルの目的・適応と留意点
【小テスト10点】

教科書Ⅱp83-86を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

12

【講義・デモンストレーション】排尿障害を持つ対象者の援助技
術①
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
排尿障害のある対象者への看護技術の実際を学ぶ。
１）おむつを着用している対象者への援助の実際
２）膀胱留置カテーテルを挿入している対象者の観察と管理方法
の実際
３）安全な一時的導尿の方法と援助の実際

デモンストレーション内容の看護技
術に関するテキストの熟読および動
画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】
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13

【演習】排尿障害を持つ対象者の援助技術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排尿に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）一時的導尿

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
（45分）

演習の実施記録を整理する
【45分】

14

【演習】排尿障害を持つ対象者の援助技術③
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排尿に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）一時的導尿

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
（45分）

演習の実施記録を整理する
演習後レポート②を作成する（排泄
援助の演習を通して、対象者の安
全・安楽・自立（自律）と尊厳につ
いて考えたことをまとめる）
【90分】

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 40％：科目確認テスト、20％：小テスト、40％：演習記録・レポート
※提出物の遅延・参加態度・演習時の身だしなみ等は減点対象とする。

15

【科目確認テスト（40点）】
【まとめ】
・本科目の学習内容のまとめ
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）

テキスト・講義資料・演習記録の内
容を復習する
【90分】

本科目の学習内容を整理する
【45分】

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・出席時間2/3以上かつ総合評価60％以上の２つの要件を満たした場合に、本科目の単位を認定します。
・演習内容によっては、2講続きとなる場合や3組編成となる場合があります。授業予定については、第1回目のコースガイダンス時に説明
します。

備考欄

その他 0 なし

教科書 １．深井喜代子編： 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅱ  メヂカルフレンド社

参考文献

１．茂野香おる 他： 系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ 第16版　医学書院
２．志自岐康子他 編： ナーシング・グラフィカ基礎看護学③　基礎看護技術 第6版　メディカ出版
３．横山美樹： 看護がみえる！Vol.1 基礎看護技術 第１版　メディックメディア　　　　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90010092 日常生活援助技術II(2組)(1年生用) 1 1

到達目標

１．人間にとっての食事の意義を理解し、健康的な生活を送るために必要な食事に対する看護援助に関する基礎的知識を説明できる。
２．人間にとっての排泄の意義を理解し、健康的な生活を送るために必要な排泄に対する看護援助に関する基礎的知識を説明できる。
３．原理・原則に基づき、食事および排泄の援助に関する基本的な看護技術を実施できる。
４．看護援助の際に、実施前・中・後の対象者の反応を観察できる。
５．看護援助後の振り返りを通し、対象者にとっての安全・安楽・自立（自律）と尊厳の視点から看護について考えたことを述べることが
できる。

授業の方法

１．講義：パワーポイントと配布資料および必要に応じて動画視聴を用いて説明する。
２．演習：講義後に学生間で患者役・看護師役になり、基本的な看護援助を実践する。また、実施後は、対象者の安全・安楽・自立性の視
点から看護援助についてグループでデイズカッションを行う。

ＩＣＴ活用

Google Formのアンケート機能を用いて双方向授業を取り入れる。
Google class roomに演習の予習のための動画等をアップし、自主学習への支援を行う。

後期

教員氏名 竹之内　優美、木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、赤坂　浩子

授業の位置づけ

本科目は、看護学科のディプロマポリシーの中でも特に「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につ
けている。（知識・技能）」に関連した科目であり、1年次前期に開講される各専門基礎科目や専門科目における学びを活用する。本科目
を学ぶことにより、人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識・技術を獲得すると共に、食事と排泄の援助を通して対象者の尊厳を
守るための倫理観を養う。ここでの学びは、2年次以降の各専門科目につながる看護援助の基盤となる。

授業の概要

看護の対象である人間の生活における栄養と排泄の意義、援助における看護の役割を理解する。また、栄養及び排泄における援助の技術を
習得する。

1

【コースガイダンス】
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
【講義】食事の援助①
(竹之内）
人間にとっての食事・栄養の意義と看護実践に必要な食事・栄養
のアセスメントの視点を学ぶ。
１）食事・栄養の意義
２）「食べる」ために必要な機能
３）食事・栄養のアセスメントの視点

シラバスおよび教科書p24-25を熟読
する
【30分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

2

【講義・演習】食事の援助②
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
食事援助の基本的知識を学ぶ。さらに、自分自身の情報から、食
事・栄養状態のアセスメントの実際を学ぶ。
１)対象者の状況に合わせた食事の看護援助
２）自分自身の栄養状態を把握する。
　・基礎代謝量の計算
　・1日の摂取カロリーの計算
　・ＢＭＩの計算

自分自身の食生活の状況を記録す
る。
教科書Ⅱp28-30を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

実務経験のある
教員の教育内容

外科・耳鼻科・眼科・泌尿器科・内科・結核病棟のほか、障害者等一般・認知症・神経内科病棟などにおいて、看護師として21年間の病院
勤務の経験を活かし、日常生活援助技術を教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

１．講義に関連した課題については、講義の中で全体へのフィードバックを行う。
２．演習記録に関しては、必要時コメントを記載し返却する、または全体へのフィードバックを行う。
３．小テストおよび科目確認テスト実施後に、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【講義・デモンストレーション】食事の援助③
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
経口摂取以外の栄養補給の方法と看護援助を学ぶ。
１）経腸栄養法と静脈栄養法
２）経腸栄養を受ける対象者への看護援助
３）経鼻胃チューブの挿入
４）経腸栄養を受ける対象者の観察と管理方法の実際

デモンストレーション内容の看護技
術に関するテキストの熟読および動
画視聴
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

4

【演習】食事摂取の自立に支障をきたしている対象者への援助技
術①
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
事例の状況に合わせた食事の援助を実践し、それを基にグループ
でディスカッションを行うことによって看護の学びを深める。
１）利き手の上肢の機能障害を持つ対象者の食事援助
２）視覚障害を持つ対象者の食事援助
３）座位保持が困難である対象者の食事援助
４）口腔ケアの基本的な援助方法

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】
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5

【演習】食事摂取の自立に支障をきたしている対象者への援助技
術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
事例の状況に合わせた食事の援助を実践し、それを基にグループ
でディスカッションを行うことによって看護の学びを深める。
１）利き手の上肢の機能障害を持つ対象者の食事援助
２）視覚障害を持つ対象者の食事援助
３）座位保持が困難である対象者の食事援助
４）口腔ケアの基本的な援助方法

演習要項の熟読
看護技術に関する教科書の該当部分
の熟読および動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

6

【講義】排泄の援助①
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
人間にとっての排泄の意義と排泄のアセスメントの視点を学ぶ。
１）排泄の意義
２）排泄に必要な機能
３）排泄のアセスメント
４）水分出納バランスの計算
５）排泄援助の基本
６）床上排泄時の看護援助（便器・尿器、おむつ）

教科書Ⅱp60-63 を熟読する
【30分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

9

【演習】排便障害を持つ対象者の援助技術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排便に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）浣腸と便器・尿器の挿入

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

10

【演習】排便障害を持つ対象者の援助技術③
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排便に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）浣腸と便器・尿器の挿入

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】

7

【講義】排泄の援助②
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
排便障害の種類と健康的な排便を促すための看護援助を学ぶ。
１）排便障害とアセスメントの視点
２）自然排便を促すための看護援助
３）摘便の目的・適応と留意点
４）浣腸の目的・適応と留意点
【小テスト10点】

教科書Ⅱp76-83を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

8

【講義・デモンストレーション】排便障害を持つ対象者の援助技
術①
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
自然排便が困難である対象者への看護技術の実際を学ぶ。
１）床上排泄の対象者に対する便器・尿器を用いた援助の実際
２）自然排便を促すための腹部マッサージと腰部温罨法の実際
３）安全な摘便・浣腸の方法と援助の実際

デモンストレーション内容の看護技
術に関するテキストの熟読および動
画視聴
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

11

【講義】排泄の援助③
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
排尿障害の種類とその状態に合わせた看護援助を学ぶ。
１）排尿障害とアセスメントの視点
２）失禁に対する看護援助
３）おむつの使用の目的・適応と留意点
４）導尿の目的・適応と留意点
５）膀胱留置カテーテルの目的・適応と留意点
【小テスト10点】

教科書Ⅱp83-86を熟読する
【45分】

学習した講義内容を復習する
【45分】

12

【講義・デモンストレーション】排尿障害を持つ対象者の援助技
術①
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
排尿障害のある対象者への看護技術の実際を学ぶ。
１）おむつを着用している対象者への援助の実際
２）膀胱留置カテーテルを挿入している対象者の観察と管理方法
の実際
３）安全な一時的導尿の方法と援助の実際

デモンストレーション内容の看護技
術に関するテキストの熟読および動
画視聴
【45分】

演習の実施記録を整理する
【45分】
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13

【演習】排尿障害を持つ対象者の援助技術②
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排尿に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）一時的導尿

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
（45分）

演習の実施記録を整理する
【45分】

14

【演習】排尿障害を持つ対象者の援助技術③
（竹之内、藤長、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
原理原則に基づき、対象者の状態に合わせた排尿に関する看護技
術を実践し、それを基にグループでディスカッションを行うこと
によって看護の学びを深める。
１）一時的導尿

演習要項の熟読
看護技術に関するテキストの熟読お
よび動画視聴
（45分）

演習の実施記録を整理する
演習後レポート②を作成する（排泄
援助の演習を通して、対象者の安
全・安楽・自立（自律）と尊厳につ
いて考えたことをまとめる）
【90分】

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 40％：科目確認テスト、20％：小テスト、40％：演習記録・レポート
※提出物の遅延・参加態度・演習時の身だしなみ等は減点対象とする。

15

【科目確認テスト（40点）】
【まとめ】
・本科目の学習内容のまとめ
(竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）

テキスト・講義資料・演習記録の内
容を復習する
【90分】

本科目の学習内容を整理する
【45分】

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・出席時間2/3以上かつ総合評価60％以上の２つの要件を満たした場合に、本科目の単位を認定します。
・演習内容によっては、2講続きとなる場合や3組編成となる場合があります。授業予定については、第1回目のコースガイダンス時に説明
します。

備考欄

その他 0 なし

教科書 １．深井喜代子編： 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅱ  メヂカルフレンド社

参考文献

１．茂野香おる 他： 系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅰ 第16版　医学書院
２．志自岐康子他 編： ナーシング・グラフィカ基礎看護学③　基礎看護技術 第6版　メディカ出版
３．横山美樹： 看護がみえる！Vol.1 基礎看護技術 第１版　メディックメディア　　　　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50930091 日常生活援助技術II(1組)(2年生用) 3415 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

【排泄】
1．人間の排泄（排尿・排便に関するメカニズム、意義）を理解し、健康的な生活を送るために必要な援助の知識を修得できる。
2．排泄援助技術（便器のあて方・おむつ交換・陰部洗浄・導尿）を修得できる。
3．導尿に関連し、無菌操作の技術を修得できる。
【栄養】
1．栄養と食事のニーズを充足するための基礎的知識と援助技術の知識を修得できる。
2.健康のレベル・食事行動の自立度に応じた栄養と食のニーズを充足する方法について看護の視点から考え、効率的な援助方法の知識を修
得できる。
3．食事援助技術（栄養分析・食事介助）を修得できる。


授業の方法

板書、パワーポイントと配布印刷物にて講義を行い、演習時には、演習要項を配布し、演習の目的、進め方を説明し、演習時に必要なe-
ラーニング（ナーシングスキル）、教科書から、事前に実施計画を立案する。演習時は患者役・看護師役・観察者役を交代で実施し、その
実施について評価を行う。

ＩＣＴ活用 ナーシングスキル(e-ラーニング）の他、動画の視聴

前期

教員氏名 木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、竹之内　優美、赤坂　浩子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーである看護実践する能力を高めるために必要な知識・技術の修得、対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく
説明および看護ケアを的確に実施することを目指す科目である。
これまでの基礎看護技術科目を関連付けながら、人を対象に提供される看護技術の特徴を理解し、日常生活の援助に必要な看護学の理論、
知識を基盤とした技術や態度を獲得する。人を対象に提供される看護技術の特徴を理解し、日常生活の援助に必要な看護学の理論、知識を
基盤とした技術や態度を獲得する。

授業の概要

1年次で得た知識を活用し、安楽で快適な療養生活を支援するための基本的な看護技術（便器・尿器のあて方・陰部洗浄・おむつ交換・導
尿・無菌操作・栄養分析・食事介助）を学ぶ。

1

栄養【講義】
・栄養の意義を述べることができる。
・栄養に関する生理的メカニズムを述べることができる。

（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp24－25を読む。
（60分）

講義資料、教科書を再度読む
(60分)

2

栄養【講義】
・栄養に関する基礎知識を述べることができる。
・栄養状態のアセスメントの視点を述べることができる。
・栄養に関する援助について述べることができる。


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp25－37を読む。
教科書③ｐ92、93を読む。
（60分）

講義資料、教科書を再度読む（60
分）

実務経験のある
教員の教育内容

病院にて看護師として経験があり、この経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出物に対して、コメントを入れ、返却時に説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

栄養【演習】：栄養分析
・自身の日々の食生活について情報収集を行う。
・自身の食生活についてアセスメントを行い、栄養状態を分析す
る。
・課題や改善について提案を行う。


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp28－30、参考書②を使用
●指定した3日間について自身の食
事内容を記載し、演習時に持参
(90分)

教科書②pp28－30、参考書②を参考
に、食生活の分析、課題及び課題を
改善していくための行動についての
記録を提出（60分）

4

栄養【演習】
＜食事介助＞
食事介助について看護師役・患者役となり実施する
実施前に実施計画を立案し、実施後は評価を行う

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp34―37を読む。
ナーシングスキル、他動画の視聴
参考書①pp70－89を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

●実施評価記載し提出（90分）
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5

栄養【演習】
＜食事介助＞
食事介助について看護師役・患者役となり実施する
実施前に実施計画を立案し、実施後は評価を行う


（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp34―37を読む。
ナーシングスキル、他動画の視聴
参考書①pp70－89を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

●実施評価記載し提出（90分）

6

排泄【講義】
・排尿・排便の意義を述べることができる。
・排尿・排便の生理学的メカニズムを述べることができる。


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp60～63まで読む
（60分）

講義資料、教科書を再度読む。
（60分）

9

排泄【演習】
＜便器のあて方・陰部洗浄・おむつ交換＞
ベッド上安静を強いられている患者に便器を使用し陰部洗浄およ
びおむつ交換の実際を行う
事前に実施計画を立案し、実施後、評価を行う。

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②p68－75、p166－168を読
む。④ナーシングスキル、他動画の
視聴、参考書①p138－146、p182－
199を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

実施評価の記載と提出
（90分）

10

感染予防の技術【講義】
滅菌物の取り扱い


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

1年次に学習した【感染予防】に関
する講義資料を読む。また演習で学
んだことを復習する。
教科書①p274～280を読む
（90分）

講義資料（1年次のものも含む）と
教科書を再度読む
（60分）

7

排泄【講義】
・排泄のアセスメントの視点を述べることができる。
・排泄行動に関わる障害を述べることができる。
・排泄に関わる援助について述べることができる。
・排泄に関連する清潔援助について述べることができる。

（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp64－92、教科書③p94を
読む（60分）

講義資料、教科書を再度読む（60
分）

8

排泄【演習】
＜便器のあて方・陰部洗浄・おむつ交換＞
ベッド上安静を強いられている患者に便器を使用し陰部洗浄およ
びおむつ交換の実際を行う
事前に実施計画を立案し、実施後、評価を行う。


（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②p68－75、p166－168を読
む。④ナーシングスキル、他動画の
視聴、参考書①p138－146、p182－
199を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

実施評価の記載と提出
（90分）

13

一時的導尿【演習】
モデル人形を用いて、一時的導尿を実施する

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp99～105、ナーシングス
キル、他動画の視聴
実施計画の立案
（90分）

実施評価の記載と提出
（90分）

14

一時的導尿【演習】
モデル人形を用いて、一時的導尿を実施する

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp99～105、ナーシングス
キル、他動画の視聴
実施計画の立案

実施評価の記載と提出
（90分）

11

無菌操作【演習】
滅菌物の操作
滅菌グローブの装着


（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書①274～280を読む。
参考書①p30～41を読む。
ナーシングスキル、他動画を読む
実施計画を立案する
（90分）

実施評価の記載と提出
（90分）

12

無菌操作【演習】
滅菌物の操作
滅菌グローブの装着

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書①274～280を読む。
参考書①p30～41を読む。
ナーシングスキル、他動画を読む
実施計画を立案する
（90分）

実施評価の記載と提出
（90分）

15

まとめ・確認試験

（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

無し 無し

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 無し

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物50％
確認試験50％

履修条件・留意
事項等

・演習は必ず相手（つまり患者）がいます。相手にとってどうであったのかも振り返ることができるようにしていきましょう。
・評価対象物において代筆や盗用等の不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。

備考欄

その他 0 無し

教科書

①深井喜代子編（2018）新体系看護学全書　基礎看護学③「基礎看護技術Ⅰ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　
②上記編者　基礎看護技術Ⅱ
③渡邊トシ子編（2011）．ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセスメント,第３版．ヌーヴェルヒロカワ．他
④ナーシングスキル、他動画

参考文献

①看護がみえる　基礎看護技術①、MEDIC MEDIA、2018
②香川芳子編：七訂　食品80キロカロリーガイドブック，女子栄養大学出版部
③1年生の際に使用した解剖学生理学の教科書

- 131 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50930092 日常生活援助技術II(2組)(2年生用) 3415 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

【排泄】
1．人間の排泄（排尿・排便に関するメカニズム、意義）を理解し、健康的な生活を送るために必要な援助の知識を修得できる。
2．排泄援助技術（便器のあて方・おむつ交換・陰部洗浄・導尿）を修得できる。
3．導尿に関連し、無菌操作の技術を修得できる。
【栄養】
1．栄養と食事のニーズを充足するための基礎的知識と援助技術の知識を修得できる。
2.健康のレベル・食事行動の自立度に応じた栄養と食のニーズを充足する方法について看護の視点から考え、効率的な援助方法の知識を修
得できる。
3．食事援助技術（栄養分析・食事介助）を修得できる。


授業の方法

板書、パワーポイントと配布印刷物にて講義を行い、演習時には、演習要項を配布し、演習の目的、進め方を説明し、演習時に必要なe-
ラーニング（ナーシングスキル）、教科書から、事前に実施計画を立案する。演習時は患者役・看護師役・観察者役を交代で実施し、その
実施について評価を行う。

ＩＣＴ活用 ナーシングスキル(e-ラーニング）の他、動画の視聴

前期

教員氏名 木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、竹之内　優美、赤坂　浩子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーである看護実践する能力を高めるために必要な知識・技術の修得、対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく
説明および看護ケアを的確に実施することを目指す科目である。
これまでの基礎看護技術科目を関連付けながら、人を対象に提供される看護技術の特徴を理解し、日常生活の援助に必要な看護学の理論、
知識を基盤とした技術や態度を獲得する。人を対象に提供される看護技術の特徴を理解し、日常生活の援助に必要な看護学の理論、知識を
基盤とした技術や態度を獲得する。

授業の概要

1年次で得た知識を活用し、安楽で快適な療養生活を支援するための基本的な看護技術（便器・尿器のあて方・陰部洗浄・おむつ交換・導
尿・無菌操作・栄養分析・食事介助）を学ぶ。

1

栄養【講義】
・栄養の意義を述べることができる。
・栄養に関する生理的メカニズムを述べることができる。

（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp24－25を読む。
（60分）

講義資料、教科書を再度読む
(60分)

2

栄養【講義】
・栄養に関する基礎知識を述べることができる。
・栄養状態のアセスメントの視点を述べることができる。
・栄養に関する援助について述べることができる。


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp25－37を読む。
教科書③ｐ92、93を読む。
（60分）

講義資料、教科書を再度読む（60
分）

実務経験のある
教員の教育内容

病院にて看護師として経験があり、この経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出物に対して、コメントを入れ、返却時に説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

栄養【演習】：栄養分析
・自身の日々の食生活について情報収集を行う。
・自身の食生活についてアセスメントを行い、栄養状態を分析す
る。
・課題や改善について提案を行う。


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp28－30、参考書②を使用
●指定した3日間について自身の食
事内容を記載し、演習時に持参
(90分)

教科書②pp28－30、参考書②を参考
に、食生活の分析、課題及び課題を
改善していくための行動についての
記録を提出（60分）

4

栄養【演習】
＜食事介助＞
食事介助について看護師役・患者役となり実施する
実施前に実施計画を立案し、実施後は評価を行う

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp34―37を読む。
ナーシングスキル、他動画の視聴
参考書①pp70－89を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

●実施評価記載し提出（90分）
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5

栄養【演習】
＜食事介助＞
食事介助について看護師役・患者役となり実施する
実施前に実施計画を立案し、実施後は評価を行う


（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp34―37を読む。
ナーシングスキル、他動画の視聴
参考書①pp70－89を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

●実施評価記載し提出（90分）

6

排泄【講義】
・排尿・排便の意義を述べることができる。
・排尿・排便の生理学的メカニズムを述べることができる。


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp60～63まで読む
（60分）

講義資料、教科書を再度読む。
（60分）

9

排泄【演習】
＜便器のあて方・陰部洗浄・おむつ交換＞
ベッド上安静を強いられている患者に便器を使用し陰部洗浄およ
びおむつ交換の実際を行う
事前に実施計画を立案し、実施後、評価を行う。

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②p68－75、p166－168を読
む。④ナーシングスキル、他動画の
視聴、参考書①p138－146、p182－
199を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

実施評価の記載と提出
（90分）

10

感染予防の技術【講義】
滅菌物の取り扱い


（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

1年次に学習した【感染予防】に関
する講義資料を読む。また演習で学
んだことを復習する。
教科書①p274～280を読む
（90分）

講義資料（1年次のものも含む）と
教科書を再度読む
（60分）

7

排泄【講義】
・排泄のアセスメントの視点を述べることができる。
・排泄行動に関わる障害を述べることができる。
・排泄に関わる援助について述べることができる。
・排泄に関連する清潔援助について述べることができる。

（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

教科書②pp64－92、教科書③p94を
読む（60分）

講義資料、教科書を再度読む（60
分）

8

排泄【演習】
＜便器のあて方・陰部洗浄・おむつ交換＞
ベッド上安静を強いられている患者に便器を使用し陰部洗浄およ
びおむつ交換の実際を行う
事前に実施計画を立案し、実施後、評価を行う。


（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②p68－75、p166－168を読
む。④ナーシングスキル、他動画の
視聴、参考書①p138－146、p182－
199を読む。

●実施計画書の作成と提出

(90分)

実施評価の記載と提出
（90分）

13

一時的導尿【演習】
モデル人形を用いて、一時的導尿を実施する

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp99～105、ナーシングス
キル、他動画の視聴
実施計画の立案
（90分）

実施評価の記載と提出
（90分）

14

一時的導尿【演習】
モデル人形を用いて、一時的導尿を実施する

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書②pp99～105、ナーシングス
キル、他動画の視聴
実施計画の立案

実施評価の記載と提出
（90分）

11

無菌操作【演習】
滅菌物の操作
滅菌グローブの装着


（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書①274～280を読む。
参考書①p30～41を読む。
ナーシングスキル、他動画を読む
実施計画を立案する
（90分）

実施評価の記載と提出
（90分）

12

無菌操作【演習】
滅菌物の操作
滅菌グローブの装着

（木口・佐々木・竹之内・藤長・渡辺・赤坂）

教科書①274～280を読む。
参考書①p30～41を読む。
ナーシングスキル、他動画を読む
実施計画を立案する
（90分）

実施評価の記載と提出
（90分）

15

まとめ・確認試験

（木口・佐々木・竹ノ内・渡辺・赤坂・藤長）

無し 無し

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 無し

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物50％
確認試験50％

履修条件・留意
事項等

・演習は必ず相手（つまり患者）がいます。相手にとってどうであったのかも振り返ることができるようにしていきましょう。
・評価対象物において代筆や盗用等の不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。

備考欄

その他 0 無し

教科書

①深井喜代子編（2018）新体系看護学全書　基礎看護学③「基礎看護技術Ⅰ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　
②上記編者　基礎看護技術Ⅱ
③渡邊トシ子編（2011）．ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセスメント,第３版．ヌーヴェルヒロカワ．他
④ナーシングスキル、他動画

参考文献

①看護がみえる　基礎看護技術①、MEDIC MEDIA、2018
②香川芳子編：七訂　食品80キロカロリーガイドブック，女子栄養大学出版部
③1年生の際に使用した解剖学生理学の教科書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10010091 診療補助看護援助技術(1組) 3418 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 薬物療法を受ける人への援助を述べることができる。
2．輸血療法を受ける人への援助を述べることができる。
3．検査を受ける人への援助を述べることができる。
4．放射線療法を受ける人への援助を述べることができる。
5．安全で適切な筋肉内注射を指導のもとに実施できる。（シミュレーター）
6．安全で適切な静脈血採血を指導のもとに実施できる。（シミュレーター）
7．演習を通して臨床判断能力を養うことができる。

授業の方法

1.講義：パワーポイント、教科書および配布資料を中心に講義する。
2.演習：講義後、演習を行う。（具体的実施方法は別途提示する）
3.臨床判断能力演習：グループ検討
4.授業中の小テスト：２回「薬物療法」「検査」

ＩＣＴ活用

テキスト動画、ナーシングスキルを活用し、グーグルクラスルーム・グーグルフォームなどを用いて自主学習を促す。

後期

教員氏名 佐々木　律子、木口　幸子、藤長　すが子、渡辺　一代、竹之内　優美、赤坂　浩子

授業の位置づけ

生命活動を支える技術の原理・原則や治療・処置に伴う看護技術を理解する科目である.ディプロマ・ポリシーの人間の生命や権利を尊重
し,統合体としての人間を理解し,看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得し科学的根拠に基づく説明ができ,看護ケア
を的確に実施することができることを学修する.対象の健康課題を専門的知識・技術を基礎に科学的思考力・判断力によりその解決に向け
て行動することができ、状況を的確に判断し,状態に応じた対応ができることに関連した科目である.また自己学習・自己成長をし続ける姿
勢を養い,既習の基礎看護学における各科目の学修内容と関連する.

授業の概要

検査、治療、処置の補助場面での援助における看護師の役割、責任および技術を学ぶとともに、これまで学んだ知識・技術を統合し、検
査・治療・処置を受ける対象への日常生活行動の援助について指導を受けながら実施できる。また、人間の尊厳に基づいた技術援助である
ことを理解し、対象の安全・安楽・自立（自律）という看護技術の原理・原則を理解し、既習の知識・技術を活用しながら、状況に合わせ
た臨床判断能力を演習で修得する。

1

【講義】（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・ガイダンス
・薬物療法および検査に伴う看護師の役割を理解する。

テキスト②p.283‐287、p.350‐351
を熟読する。日本看護協会倫理綱領
の確認
ナーシングスキル視聴
　　　　　　(45分)

講義内容を整理する。　　　(60分)

2

【講義】与薬①（薬物療法）（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡
辺・赤坂）
・薬物療法について理解し、目的・方法・種類・注意点を述べる
ことができる。

テキスト②p.278‐287を熟読する。
ナーシングスキル視聴。　　　　　　
　　　　　　　　（90分

薬物療法・輸血療法について整理し
理解を深める。
（90分

実務経験のある
教員の教育内容

臨床看護師として消化器外科・胸部外科・循環器内科・呼吸器内科において看護師として約18年勤務した経験を活かして基礎看護技術につ
いて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題内容へのコメントおよび全体への説明によるフィードバックを行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【演習】与薬④（点滴静脈内注射）
　　　輸血療法　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤
坂）
・点滴静脈内注射実施中の患者への援助
を理解できる。
・輸血療法を受ける人への援助を理解できる。

テキスト②p.325‐345を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　（60分）

注射法について学習内容を整理す
る。　
課題２　（60分）

3

【講義】与薬②(経口与薬・外用薬)　（佐々木・竹之内・藤長・
木口・渡辺・赤坂）
・経口与薬・外用薬の適応・与薬方法を述べられる。

テキスト②p.287‐305を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　(90分)

経口与薬・外用薬について学習した
内容を整理する。
課題１　　（90分）

4

【講義】与薬③（注射法）（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡
辺・赤坂）
・注射法の種類および適応・方法を述べることができる。

テキスト①p.288‐290、テキスト②
p.306‐324を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　（90分）

注射法について学習内容を整理す
る。　　(60分）
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6

【演習】与薬④(筋肉内注射①)　
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・安全な注射薬の準備が実施できる。

テキスト②p.306-313、p.321-325を
熟読する。
ナーシングスキル視聴
（45分）

筋肉内注射の準備について評価し、
学習内容を整理する。
　（45分）

9

【講義】検査②　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・検査に伴う看護技術について述べることができる。
　（検体検査。内視鏡検査）

テキスト②p352‐376を熟読する。　
　　　（60分）
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　（60分）

講義内容を整理する。
課題４　（60分）

10

【演習】検査③（静脈血採血）
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・安全で適切な静脈血採血を指導のもとに実施できる。

テキスト②p.356-360を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　(45分)

静脈血採血の実施・評価をする。
課題５　（60分）

7

【演習】与薬⑤（筋肉内注射②）
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・安全で適切な筋肉内注射が指導のもとに実施できる。

テキスト②p.306-313、p.321-325を
熟読する。
ナーシングスキル視聴
（45分）

筋肉内注射の実施について学習した
内容を整理する。
課題３　　(60分)

8

【講義】放射線療法
　　　　検査①　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・
赤坂）
・放射線療法を受ける人への援助が理解できる。（放射線被ば
く）
・検査に伴う看護技術について述べることができる。
（身体計測・生体検査）
・小テスト①「薬物療法」

テキスト②p.374‐388を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　（60分）

講義内容を整理する。　　（60分）


13

【演習】臨床判断能力演習③
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・事例に必要な援助を実施する。

援助の準備を行う。　　　　　（60
分）

実施した結果を整理する。（60分）

14

【演習】臨床判断能力演習④
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・事例へ実施した援助の評価を行う。

実施の準備を行う。　　　　　（60
分）

実施結果を評価する。
課題８（グループ）　　（60分）

11

【演習】臨床判断能力演習①　
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・事例の健康課題を検討する。
・小テスト②「検査」

事例理解に必要な文献学修を行う
課題６　　　　　（90分）

自己学習から事例に必要な健康課題
を整理する。
（90分）

12

【演習】臨床判断能力演習②
　　　　　佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・提示した場面状況を分析する。

事例理解に必要な文献学修を行う。　
　　　　（90分）

グループで検討する。
課題７（グループ）

定期試験 0 実施しません

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト（1回）40％　小テスト（２回）20％　
課題40％（課題１～課題５：10％・課題6～課題8：30％）

15

【講義】まとめ　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・本科目のまとめ
・確認テスト

これまでの講義や演習を振り返り整
理する。　　（90分）

本科目の学習内容を整理する。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 実施しません
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履修条件・留意
事項等

・単位認定は総合評価が60%以上となります。
・評価対象物において代筆や盗用などの不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。
・演習内容によっては2講続きとなる場合があります。授業予定については第1回授業時のガイダンスで説明いたします。

備考欄

教科書

①新体系看護学全書　基礎看護技術②「基礎看護技術Ⅰ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2018年
②新体系看護学全書　基礎看護技術③「基礎看護技術Ⅱ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2018年

参考文献

①「ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断」江川隆子編　NOUVELLE　HIROKAWA　2019年　第6版
②系統看護学講座　人体の構造と機能〔１〕解剖生理学　医学書院
③視聴覚教材　テキスト動画・ナーシングスキル
④その他、必要な文献
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10010092 診療補助看護援助技術(2組) 3418 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 薬物療法を受ける人への援助を述べることができる。
2．輸血療法を受ける人への援助を述べることができる。
3．検査を受ける人への援助を述べることができる。
4．放射線療法を受ける人への援助を述べることができる。
5．安全で適切な筋肉内注射を指導のもとに実施できる。（シミュレーター）
6．安全で適切な静脈血採血を指導のもとに実施できる。（シミュレーター）
7．演習を通して臨床判断能力を養うことができる。

授業の方法

1.講義：パワーポイント、教科書および配布資料を中心に講義する。
2.演習：講義後、演習を行う。（具体的実施方法は別途提示する）
3.臨床判断能力演習：グループ検討
4.授業中の小テスト：２回「薬物療法」「検査」

ＩＣＴ活用

テキスト動画、ナーシングスキルを活用し、グーグルクラスルーム・グーグルフォームなどを用いて自主学習を促す。

後期

教員氏名 佐々木　律子、木口　幸子、藤長　すが子、渡辺　一代、竹之内　優美、赤坂　浩子

授業の位置づけ

生命活動を支える技術の原理・原則や治療・処置に伴う看護技術を理解する科目である.ディプロマ・ポリシーの人間の生命や権利を尊重
し,統合体としての人間を理解し,看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得し科学的根拠に基づく説明ができ,看護ケア
を的確に実施することができることを学修する.対象の健康課題を専門的知識・技術を基礎に科学的思考力・判断力によりその解決に向け
て行動することができ、状況を的確に判断し,状態に応じた対応ができることに関連した科目である.また自己学習・自己成長をし続ける姿
勢を養い,既習の基礎看護学における各科目の学修内容と関連する.

授業の概要

検査、治療、処置の補助場面での援助における看護師の役割、責任および技術を学ぶとともに、これまで学んだ知識・技術を統合し、検
査・治療・処置を受ける対象への日常生活行動の援助について指導を受けながら実施できる。また、人間の尊厳に基づいた技術援助である
ことを理解し、対象の安全・安楽・自立（自律）という看護技術の原理・原則を理解し、既習の知識・技術を活用しながら、状況に合わせ
た臨床判断能力を演習で修得する。

1

【講義】（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・ガイダンス
・薬物療法および検査に伴う看護師の役割を理解する。

テキスト②p.283‐287、p.350‐351
を熟読する。日本看護協会倫理綱領
の確認
ナーシングスキル視聴
　　　　　　(45分)

講義内容を整理する。　　　(60分)

2

【講義】与薬①（薬物療法）（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡
辺・赤坂）
・薬物療法について理解し、目的・方法・種類・注意点を述べる
ことができる。

テキスト②p.278‐287を熟読する。
ナーシングスキル視聴。　　　　　　
　　　　　　　　（90分

薬物療法・輸血療法について整理し
理解を深める。
（90分

実務経験のある
教員の教育内容

臨床看護師として消化器外科・胸部外科・循環器内科・呼吸器内科において看護師として約18年勤務した経験を活かして基礎看護技術につ
いて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題内容へのコメントおよび全体への説明によるフィードバックを行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【演習】与薬④（点滴静脈内注射）
　　　輸血療法　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤
坂）
・点滴静脈内注射実施中の患者への援助
を理解できる。
・輸血療法を受ける人への援助を理解できる。

テキスト②p.325‐345を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　（60分）

注射法について学習内容を整理す
る。　
課題２　（60分）

3

【講義】与薬②(経口与薬・外用薬)　（佐々木・竹之内・藤長・
木口・渡辺・赤坂）
・経口与薬・外用薬の適応・与薬方法を述べられる。

テキスト②p.287‐305を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　(90分)

経口与薬・外用薬について学習した
内容を整理する。
課題１　　（90分）

4

【講義】与薬③（注射法）（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡
辺・赤坂）
・注射法の種類および適応・方法を述べることができる。

テキスト①p.288‐290、テキスト②
p.306‐324を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　（90分）

注射法について学習内容を整理す
る。　　(60分）
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6

【演習】与薬④(筋肉内注射①)　
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・安全な注射薬の準備が実施できる。

テキスト②p.306-313、p.321-325を
熟読する。
ナーシングスキル視聴
（45分）

筋肉内注射の準備について評価し、
学習内容を整理する。
　（45分）

9

【講義】検査②　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・検査に伴う看護技術について述べることができる。
　（検体検査。内視鏡検査）

テキスト②p352‐376を熟読する。　
　　　（60分）
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　（60分）

講義内容を整理する。
課題４　（60分）

10

【演習】検査③（静脈血採血）
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・安全で適切な静脈血採血を指導のもとに実施できる。

テキスト②p.356-360を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　　(45分)

静脈血採血の実施・評価をする。
課題５　（60分）

7

【演習】与薬⑤（筋肉内注射②）
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・安全で適切な筋肉内注射が指導のもとに実施できる。

テキスト②p.306-313、p.321-325を
熟読する。
ナーシングスキル視聴
（45分）

筋肉内注射の実施について学習した
内容を整理する。
課題３　　(60分)

8

【講義】放射線療法
　　　　検査①　　　　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・
赤坂）
・放射線療法を受ける人への援助が理解できる。（放射線被ば
く）
・検査に伴う看護技術について述べることができる。
（身体計測・生体検査）
・小テスト①「薬物療法」

テキスト②p.374‐388を熟読する。
テキスト動画・ナーシングスキル視
聴　　　　（60分）

講義内容を整理する。　　（60分）


13

【演習】臨床判断能力演習③
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・事例に必要な援助を実施する。

援助の準備を行う。　　　　　（60
分）

実施した結果を整理する。（60分）

14

【演習】臨床判断能力演習④
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・事例へ実施した援助の評価を行う。

実施の準備を行う。　　　　　（60
分）

実施結果を評価する。
課題８（グループ）　　（60分）

11

【演習】臨床判断能力演習①　
　　　　（佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・事例の健康課題を検討する。
・小テスト②「検査」

事例理解に必要な文献学修を行う
課題６　　　　　（90分）

自己学習から事例に必要な健康課題
を整理する。
（90分）

12

【演習】臨床判断能力演習②
　　　　　佐々木・藤長・木口・竹之内・渡辺・赤坂）
・提示した場面状況を分析する。

事例理解に必要な文献学修を行う。　
　　　　（90分）

グループで検討する。
課題７（グループ）

定期試験 0 実施しません

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト（1回）40％　小テスト（２回）20％　
課題40％（課題１～課題５：10％・課題6～課題8：30％）

15

【講義】まとめ　（佐々木・竹之内・藤長・木口・渡辺・赤坂）
・本科目のまとめ
・確認テスト

これまでの講義や演習を振り返り整
理する。　　（90分）

本科目の学習内容を整理する。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 実施しません
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履修条件・留意
事項等

・単位認定は総合評価が60%以上となります。
・評価対象物において代筆や盗用などの不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。
・演習内容によっては2講続きとなる場合があります。授業予定については第1回授業時のガイダンスで説明いたします。

備考欄

教科書

①新体系看護学全書　基礎看護技術②「基礎看護技術Ⅰ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2018年
②新体系看護学全書　基礎看護技術③「基礎看護技術Ⅱ」深井喜代子編　メジカルフレンド社　2018年

参考文献

①「ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断」江川隆子編　NOUVELLE　HIROKAWA　2019年　第6版
②系統看護学講座　人体の構造と機能〔１〕解剖生理学　医学書院
③視聴覚教材　テキスト動画・ナーシングスキル
④その他、必要な文献
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10116091 看護過程論 3402 1 2

到達目標

１．看護過程の概念および看護実践における看護過程活用の意義を説明できる。
２．看護過程の概要および各構成要素について説明できる。
３．事例をもとに、看護過程の各段階を展開することができる。
４．看護実践の記録としての看護記録について説明できる。

授業の方法

１．講義：パワーポイントと配布資料を用いて説明する。
２．個人ワーク：講義内容を活用しながら、アセスメント・全体像（全体関連図）・看護計画を個々に取り組む。
３．グループワーク：個人ワークをもとに、全体関連図および看護計画をグループ内で意見交換しながら内容を深めて作成する。
４．グループ討論：看護計画の内容について、グループ発表およびグループ間討議を行う。

ＩＣＴ活用 Google class roomを活用する。

前期

教員氏名 竹之内　優美、木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、赤坂　浩子

授業の位置づけ

本科目は、看護学科のディプロマ・ポリシーの中でも特に「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、
その解決に向けて行動することができる。」に関連している。看護学の理論や科学的根拠に基づき、対象者の健康課題を解決するための基
礎的な能力を獲得する。ここでの学びは、2年次後期に開講される基礎看護学実習Ⅱにおける学修内容につながる。さらに、今後の専門科
目における思考のプロセスの基盤を身に着けるうえで重要な位置づけとなる科目である。

授業の概要

科学的に看護を実践するための方法である看護過程の概要と意義を理解し、看護過程の展開に必要な基本的知識・技術・態度について学
ぶ。

1

【コースガイダンス】（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤
坂）

【講義】（藤長）
１）看護過程とは
２）看護過程の意義と目的
３）看護過程とクリティカルシンキング

シラバスを熟読する
看護過程とはなにか、教科書1.14-
19を熟読する
【90分】

看護過程の意義とクリティカルシン
キングについてまとめる
【90分】

2

【講義】（藤長・竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
１）看護過程の構成要素
２）コードンの機能的健康パターンの活用

コードンの機能的健康パターンの⒒
項目について調べる。
【90分】

学習した講義内容を復習する
【90分】

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての病院勤務経験をもとに、看護過程の事例の具体的な状況を示しながら教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

１．毎回、授業終了時に授業内容に関する疑問や質問をFormsで受けつけ、次回講義前あるいは次回講義時にフィードバックする。
２．提出された課題には、必要時コメントをつけて返却する。
３．必要時、Google class roomを用いてコメントを返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【講義】（竹之内）
１）アセスメントの視点：排泄パターン

【個人ワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
１）水分出納バランスの計算
２）排泄パターンと分析解釈

栄養―代謝パターンのアセスメント
提出に向けて準備する。
排泄パターンについて教科書2.ｐ９
4を熟読する。
【90分】

事例の情報整理、分析解釈を行う。
コメント内容について追加・修正を
行う。
【90分】

3

【講義】（竹之内・藤長・佐々木・木口・渡辺・赤坂）
１）情報整理
２）アセスメントの視点：健康知覚―健康管理パターン

【個人ワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
１）健康知覚―健康管理パターンの情報整理と分析解釈

事例情報を熟読する
健康知覚―健康管理パターンについ
て教科書2.ｐ91を熟読する。
【90分】

事例の情報整理、分析解釈を行う。
【90分】

4

【講義】（竹之内）
１）アセスメントの視点：栄養―代謝パターン

【個人ワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺）
１）必要エネルギー量および必要水分量の計算
２）栄養―代謝パターンの分析解釈

健康知覚―健康管理パターンのアセ
スメント提出に向けて準備する。
栄養―代謝パターンについて教科書
2.ｐ９2-93を熟読する。
【90分】

事例の情報整理、分析解釈を行う。
【90分】
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6

【講義】（竹之内）
１）アセスメントの視点：活動―運動パターン
２）アセスメントの視点：睡眠―休息パターン

【個人ワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
１）活動―運動パターンの分析解釈
２）睡眠―休息パターンの分析解釈

排泄パターンのアセスメント提出に
向けて準備する。
活動―運動パターンおよび睡眠―休
息パターンについて教科書2.ｐ９5-
96を熟読する。
【90分】

事例の情報整理、分析解釈を行う。
コメント内容について追加・修正を
行う。
【90分】

9

【講義】（竹之内）
１）全体像
２）関連図の描き方

【個人ワーク】(藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤坂)
１）病態関連図の作成

11パターンのアセスメントの再提出
に向けて準備する。
【90分】

全体関連図を作成する。
【90分】

10

【講義】（竹之内）
１）看護上の課題の特定
２）優先順位の考え方

【グループワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤
坂）
１）全体関連図の作成

看護上の課題と優先順位について教
科書1.のｐ41-43を熟読する
【90分】

全体関連図を修正する。
看護課題リストと優先順位の根拠を
作成する。
【90分】

7

【講義】（竹之内）
１）アセスメントの視点：認知―知覚パターン
２）アセスメントの視点：自己知覚―自己概念パターン
３）アセスメントの視点：役割―関係パターン

【個人ワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
１）認知―知覚パターンの分析解釈
２）自己知覚―自己概念パターンの分析解釈
３）役割―関係パターンの分析解釈

活動―運動パターン、睡眠―休息パ
ターンのアセスメント提出に向けて
準備する。
認知―知覚パターン、自己知覚―自
己概念パターン、役割―関係パター
ンについて教科書2.ｐ96-98を熟読
する。
【90分】

事例の情報整理、分析解釈を行う。
コメント内容について追加・修正を
行う。
【90分】

8

【講義】（竹之内）
１）アセスメントの視点：セクシュアリティ―生殖パターン
２）アセスメントの視点：コーピング―ストレス耐性パターン
３）アセスメントの視点：価値―信念パターン

【個人ワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤坂）
１）セクシュアリティ―生殖パターンの分析解釈
２）コーピング―ストレス耐性パターンの分析解釈
３）価値―信念パターンの分析解釈

認知―知覚、自己知覚―自己概念パ
ターン等のアセスメント提出に向け
て準備する。
セクシュアリティ―生殖、コーピン
グ―ストレス耐性、価値―信念パ
ターンについて教科書2.ｐ９5-96を
熟読する。
【90分】

事例の情報整理、分析解釈を行う。
コメント内容について追加・修正を
行う。
【90分】

13

【発表とグループ討議】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・
赤坂）
１）各グループの看護計画（１つ）の発表
２）グループ間で意見交換

【グループワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤
坂）
１）質問・意見や他グループの発表からの学を活かし、計画内容
を修正する。

看護計画のグループ発表準備
【90分】

グループで取り上げた看護計画以外
にもう１つ個人で看護計画を作成す
る。
デモンストレーションの準備
【90分】

14

【演習】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤坂）１）各グ
ループの看護計画内容のデモンストレーション
２）グループ間で意見交換
藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺
【グループワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤
坂）
１）実践の評価

個人ワークの看護計画の提出準備
デモンストレーション準備
【90分】

個人ワークの記録物の追加・修正を
行う。
【90分】

11

【講義】（竹之内）
１）看護目標（長期目標・短期目標）の設定
２）看護計画の立案

【グループワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤
坂）
１）グループで1つの看護課題を取り上げ、看護計画を立案す
る。

全体関連図、看護課題リストと優先
順位の根拠の提出に向けて準備す
る。
看護目標と看護計画についての教科
書1.のp43-47を熟読する
【90分】

個人ワークの記録物の追加・修正を
行う。
グループの看護計画の内容を個々に
作成する。
【90分】

12

【グループワーク】（藤長、竹之内、木口、佐々木、渡辺・赤
坂）
１）グループで作成した看護計画を完成させる。
２）次回の発表・実践の準備（役割分担や練習）を行う。

グループの看護計画の内容を個々に
作成する。
【90分】

個人ワークの記録物の追加・修正を
行う。
発表・実践の準備
【90分】
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 40％　科目確認テスト
50％　課題提出
10％　グループ発表およびデモンストレーション

15

【科目確認テスト（40点）】
【まとめ】
（藤長、竹之内・佐々木・木口・渡辺・赤坂）

教科書・講義資料の内容を復習す
る。
【90分】

最終提出に向けて、看護過程の全記
録のまとめをする
【90分】

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・出席時間2/3以上かつ総合評価60％以上の２つの要件を満たした場合に、本科目の単位を認定します。
・個人ワークの評価対象物において、代筆や盗用などの不正行為があった際には、Ｄ判定となる場合があります。

備考欄

その他 0 なし

教科書

１．深井喜代子編（2017）. 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ. メヂカルフレンド社
２．渡邊トシ子編（2011）. ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセスメント. ヌーヴェルヒロカワ
３．山岸節子編（2000）. 自分で描ける病態関連図. 照林社

参考文献 授業の中で、適宜、参考文献を紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10122091 看護倫理(3年生用) 3422 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．看護における倫理の意義と重要性を理解できる。
２．看護師に求められている倫理的責任と倫理的行動の基準を説明できる。
３．看護実践上で遭遇する倫理的問題について検討し、自分の意見を述べることができる。

授業の方法

パワーポイント、配布資料を用いて講義形式で行う。
各回提示する課題に対する解答を提出してもらう。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 中島　孝一

授業の位置づけ

人々の健康課題を解決するための柔軟な思考力と大局的な判断力をもち、協働しながら援助を実践する能力を身につけるための科目であ
る。
看護実践における倫理的基盤を修得する科目である。
基礎看護学を始めとする看護専門科目の基礎となる。

授業の概要

看護を実践する上で必要な倫理的な基礎知識及び倫理的意思決定について学習する。また、看護実践上で遭遇する倫理的問題について事例
を通して検討する。

1

倫理学の基本的な考え方
倫理とは何か、基本的な倫理理論

教科書p.2～p.22を読んでおくこと
（90分）

教科書p.22のゼミナール①を行うこ
と（90分）

2

生命倫理（１）
生命倫理とは何か、生命倫理の歴史、優生学

教科書p.24～p.27, p.55を読んでお
くこと（90分）

優生学についてまとめ、どのような
問題があるか考えること（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

講義中に質問・意見に対して返答し、提出課題に対しては必要に応じてコメントを記入しフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

性と生殖の生命倫理（２）
人工妊娠中絶、出生前診断

教科書p.54～p.58を読んでおくこと 出生前診断についてまとめ、どのよ
うな問題があるか考えること（90
分）

6

死の生命倫理（１）
ターミナルケア、緩和ケア、死生学

教科書p.60～p.65を読んでおくこと
（90分）

教科書p.72のゼミナール①②を行う
こと（90分）

3

生命倫理（２）
生命倫理の原則、インフォームド・コンセント

教科書p.28～p.40を読んでおくこと
（90分）

教科書p.40のゼミナール①②を行う
こと（90分）

4

性と生殖の生命倫理（１）
セクシュアリティ、ジェンダー、セックス、リプロダクティブヘ
ルス・ライツ、生殖補助医療

教科書p.42～p.54を読んでおくこと
（90分）

教科書p.58のゼミナール①について
自分の考えをまとめること（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

死の生命倫理（２）
安楽死・尊厳死

教科書p.65～p.72を読んでおくこと
（90分）

安楽死の種類と方法についてまと
め、どのような問題があるか考える
こと（90分）

8

先端医療と制度をめぐる生命倫理
脳死・臓器移植、再生医療、遺伝子医療

教科書p.74～p.92を読んでおくこと
（90分）

教科書p.92のゼミナール①②③につ
いて自分の考えをまとめること（90
分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

10 授業への参加態度で評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 90 各回の提出課題で評価する。

教科書 看護倫理　第2版（系統看護学講座‐別巻）、宮坂道夫ほか、医学書院。

参考文献 特になし
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履修条件・留意
事項等

なし

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90011091 看護倫理(1年生用) 1 1

到達目標

１． 看護倫理とは何かが説明できる。
２． 看護職の倫理綱領の目的、概要について説明できる。
３． 看護実践における倫理の必要性について述べることができる。
４． 事例をもとに倫理的意思決定プロセスについて述べることができる。

授業の方法

１． パワーポイントと配布資料を用いる
２． 課題学習ノートとリフレクションカードを用いる
３． 講義形式（全６回）
４． グループディスカッション（全２回）
５． 動画視聴

ＩＣＴ活用

Google　ClassroomおよびFormsを活用しての課題提出や説明を行う。
看護倫理綱領については、日本看護協会のホームページや動画を活用する。

後期

教員氏名 藤長　すが子

授業の位置づけ

本科目は、「社会の一員としての責任を有し、専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身に着けている」というディプ
ロマポリシーを中心に展開される科目である。看護者としてさらに、看護実践の基盤となる科目であり、その後に行われる専門科目で発展
的に展開される講義内容である。

授業の概要

生命倫理に関する基本的な考え方に立ち、看護として重要なアドボカシーやインフォームド・コンセント、秘密保持など看護実践における
倫理的概念を理解する。また、看護倫理の歴史的変遷を踏まえながら、看護実践のひとつのあり方としてのケアの倫理について考える。看
護者としての基本的な姿勢と看護専門職の役割を理解し、臨床における倫理的な場面に気づき、意思決定のプロセスの基礎を養う。

1

コースオリエンテーション
倫理とは
倫理と法、道徳の違い
倫理原則

教科書ｐ2-16、ｐ35-38を読みまと
める。わからない用語は事前に調べ
る（９0分）

倫理原則の問題点について整理する
（90分）

2

看護倫理とは
看護倫理の歴史的推移

教科書ｐ11-21を読みまとめる。わ
からない用語は事前に調べる（90
分）

看護倫理の意義についてレポートす
る（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての病院勤務経験と看護教育の経験をもとに、基本的な考え方を具体的な事例を用いて授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回授業終了時に授業内容に関する疑問、質問をFormsなどで受けつけ、次回講義時にフィードバックする。
提出された課題には、必要時コメントをつけて返却する。
必要時、グーグルクラスルームを用いてコメントを返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

看護活動と倫理２
　再生医療
　性と生殖をめぐる看護と倫理
　終末期医療と倫理
　異文化間の看護と倫理

教科書ｐ177-196を読みまとめる
（90分）

看護活動における倫理的課題につい
て整理する（90分）

6

倫理的意思決定のプロセス１
　事例のケアについて、グループディスカッションを通じて倫理
的意思決定について考える

事例を読み、倫理的課題について考
える（90分）

グループディスカッションした内容
から、自身の考えをまとめる（90
分）

3

専門職と倫理
看護職の倫理綱領

教科書ｐ76-79、ｐ14-16を読みまと
める。看護職の倫理綱領について調
べる（90分）

看護職の倫理綱領の内容に具体的な
説明を加え整理する（90分）

4

看護活動と倫理１
　守秘義務
　アドボガシー
　パターナリズム
　インフォームド・コンセント

教科書ｐ88-92，ｐ98-102、ｐ115-
121、ｐ122-129を読みまとめる（90
分）

看護援助実施の際のインフォーム
ド・コンセントについて考える（90
分）

9 なし なし なし

7

倫理的意思決定のプロセス２
　事例のケアについて、グループディスカッションを通じて倫理
的意思決定について考える
　自己の倫理観についてまとめる

事例を読み、倫理的課題と倫理的意
思決定について考える（90分）

グループディスカッションした内容
を基に、事例の倫理的意思決定プロ
セスの妥当性について整理する（90
分）

8

小テスト
まとめ

これまでの講義ノートの内容を復習
する（90分）

看護活動における倫理の必要性につ
いてまとめる（90分）
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10 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0% なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 30％　小テスト　
40％　課題提出と課題の達成度
10％　グループディスカッションにおける参加状況
20％　最終レポート提出状況と内容

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業時間数の３分の２以上の出席をもって評価対象とする

備考欄

その他

0% -評価対象物において不正行為があった場合にはD判定となる場合がある
-提出物の提出期日が守られない場合は、該当レポートの点数はないものとする

教科書

１．小西恵美子編集（2021）.看護倫理　よい看護・よい看護師へのみちしるべ．改定第３版．南江堂．
２．宮脇美保子（2021）.新体系看護学全書　基礎看護学１　看護学概論　メヂカルフレンド社．

参考文献 授業の中で適宜参考文献を紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10117091 看護教育学 3424 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．看護教育学の概念を理解し、わが国の看護教育の意義と歴史的変遷を概観する。
２．わが国の看護教育制度の現状と課題を理解する。
３．看護教育におけるカリキュラムの概要を理解し、授業展開・教育評価の基本を理解する。
４．看護における専門職として研究成果を学習する意義を理解する。
５．１から４を通して大学において看護学を学ぶ意義を考えることができる。

授業の方法 板書、パワーポイントと配布印刷物にて講義を行う

ＩＣＴ活用 活用無し

後期

教員氏名 木口　幸子

授業の位置づけ

科学的に思考し、創造的に問題や課題を探求し解決する能力を身につけるための科目である。
これまでのすべての科目の位置づけを関連させながら、ディプロマポリシーの1つである自己学習・自己評価をし続ける行動や態度を醸成
するための科目である。

授業の概要

看護教育学とは何かを理解し、わが国における看護教育制度の歴史的変遷と今日の課題を学ぶ。これらを通して、カリキュラムの編成過
程、教授＝学習過程、教育評価について把握し、専門職として発展するために、研究成果を活用しながら、大学において看護学を学ぶ意義
を考える。

1

ガイダンス
看護教育学の定義と関連用語を学ぶ

看護教育学、看護学教育学の違いを
調べる。
（必要時間９０分）

テキスト第１章を読み、A４版一枚
要約する。
（必要時間90分）

2

わが国の看護教育の制度の現状と歴史的変遷を学ぶ わが国の看護教育制度について調べ
る。
（必要時間９０分）

テキスト第２章を読み、A４版用紙
１枚にまとめる。
（必要時間９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

修士課程において看護教育学を専攻し、看護教育学について幅広い知識を有している。この経験を活かして看護教育学について授業を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出した記録物について、模範内容をフィードバックする

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

大学における学習の目的と指定規則について学ぶ
大学において看護学を学ぶ意義を確認する

テキストｐ４５８～４７７及びｐ５
０７～５１６を読む。
（必要時間９０分）

大学の目的、指定規則を背景にわが
国で起きている看護基礎教育の課題
をA４版用紙１枚にまとめる。(必要
時間９０分）

6

看護教育における授業展開を学び、教授＝学習過程の意味を学
ぶ。

事前学習をもとに、これまで困難だったこと克服したことについ
て、グループ討議を行う、

入学時から学んだ講義演習実習につ
いて、困難だったこと、克服できた
ことを考えてくる。
（必要時間９０分）

テキストｐ２１１～２５０を読み、
A４版用紙１枚にまとめる。(必要時
間９０分

3

わが国の看護教育制度を通して、今日的な課題を学ぶ 第２回目の事後学習について説明で
きるように準備する。
（必要時間９０分）

わが国の看護基礎教育の現状と課題
についての意見をA４版１枚にまと
める。
（必要時間９０分）

4

看護教育におけるカリキュラムの編成を学ぶ 北海道文教大学の教育理念及び看護
学科の教育理念を読み、自分なりに
解釈し説明できるように準備する。
（必要時間９０分）

テキスト第３章を読み、A４版１枚
にまとめる。
（必要時間９０分）

9 無し 無し 無し

10 無し 無し 無し

7

看護教育における教育評価について学ぶ 入学時から現在まですべての科目か
ら受けた評価について自己分析す
る。
（必要時間９０分）

テキスト第６章を読み、A４版用紙
１枚にまとめる。（必要時間９０
分）

8

実習における授業展開を学ぶ
専門職の意味を学び、看護専門職として発展するために研究成果
の意味と活用を学ぶ
まとめ
レポートオリエンテーション

テキストｐ２５１～ｐ３００まで読
んでくる。
（必要時間９０分）

テキストｐ２５１～３００まで読
み、A４版用紙１枚にまとめる。
（必要時間９０分）

13 無し 無し 無し

14 無し 無し 無し

11 無し 無し 無し

12 無し 無し 無し

15 無し 無し 無し
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定期試験 0 無し

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物50％
レポート50％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物において代筆や盗用等の不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。

備考欄

その他 0 無し

教科書 杉森みど里，舟島なをみ（2021）．看護教育学　第7版，医学書院，東京．

参考文献

舟島なをみ監修（2015）．看護実践・教育のための測定用具ファイル 第3版，医学書院
看護教育学　看護を学ぶ自分と向き合う，南江堂

- 149 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10120091 看護診断学(旧々ｶﾘ) 3426 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．看護診断とは何かが説明できる。
２．看護診断を用いる目的について説明できる。
３．事例の情報を基に、看護診断を用いて看護過程が展開できる。

授業の方法

・パワーポイントと配布資料を用いた講義形式。
・グループワークによるディスカッション。
・学生によるプレゼンテーションとディスカッション。
授業開始前に課題を提示し、各自課題をクラスルームにアップする。
各自からアップされた課題を用いて、授業を展開する。
授業終了後は、学習した内容を基に最初に提出した課題を見直しレポートする。
質問や疑問はFORMSによって集約し、次回講義時に回答、説明をする。

ＩＣＴ活用

・看護過程に関するコンテンツ動画を活用する
・Google　ClassroomやFormsを用いたリフレクションを行う

後期

教員氏名 藤長　すが子

授業の位置づけ

本科目は、「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」ならびに、「対象の健康課題を専門的知識と技術を基
礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる」というディプロマポリシーを中心に展開する。これまで学
んだ各看護学での看護過程に関する学習を土台とする科目である。

授業の概要

看護診断とは何か。看護診断を用いる目的と、看護過程と看護診断の関連性について学ぶ。事例について、看護診断を用いながら看護過程
の展開を行う。

1

【講義１】コースオリエンテーション
　看護診断の定義
　看護診断の目的
　ゴードンの機能的健康パターンと看護診断の関連を学ぶ

クラスルームにアップされた資料を
読む（6０分）



看護診断の定義、目的について、教
科書以外の書籍やインターネットを
用いて調べる（90分）


2

【講義２】
　看護診断の種類とNANDAの考え方について学ぶ
　NANDAの13領域の考え方について学ぶ

NANDA看護診断の分類法について、
書籍等を用いて調べる（90分）

NANDAの１３領域の概要についてま
とめる（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護診断の活用ならびに、事例については臨床経験をもとに教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・毎回授業終了時に、質問・疑問についてFormsを用いて集約する
・Google　Classroomや、次回講義時に説明を加えながら回答する

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【グループワーク２】
事例について、看護診断を検討する

事例についてどのような看護診断を
するのか、自らの考えを整理する
（90分）

授業中に検討した看護診断について
考察する（90分）

6

【グループワーク３】
　事例の看護診断の妥当性について検証し、看護介入について考
える（90分）

事例の看護診断に関する看護介入に
ついて、自らの考えを整理する

グループワークで検討した看護診
断、看護介入についてまとめる（90
分）

3

【講義３】
　ゴードンの機能的健康パターンの考え方とNANDAの考え方のつ
ながりについて、事例を用いながら学ぶ

ゴードンの機能的健康パターンの概
要と内容について、書籍やインター
ネットを用いて整理する（90分）

ゴードンの機能的健康バターンと
NANDAの関連についてまとめる（90
分）

4

【グループワーク１】
事例について、ゴードンの機能的健康パターンに基づきアセスメ
ントする

事例の疾患、健康状態などについて
調べる（90分）

事例について、授業中に検討した内
容を考察する（90分）

9 なし なし なし

7

【グループワーク４】
　事例について、看護過程の各段階の内容と看護診断の妥当性に
ついてプレゼンテーションする。プレゼンテーションされた内容
についてディスカッションする。

プレゼンテーション準備
パワーポイントと発表原稿の作成
（90分）

授業中に行われたディスカッション
のまとめ（９0分）

8

【講義４】
　前回のプレゼンテーションの講評。看護診断の課題と今後の臨
床での活用について学ぶ

講義、グループワーク全体を通して
の学びや疑問点の整理（90分）

助言を受けた内容を含め、最終レ
ポート作成（90分）
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10 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題提出状況と内容　　　　：50％
プレゼンテーション内容　　：20％
最終レポート提出状況と内容：30％　


15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

全授業時間の3分の2の出席をもって成績評価対象とする。
積極的なグループワークへの参加を期待します。

備考欄

その他

0 レポート等、期限までに提出されない場合は評価対象外とする。
レポート作成に関し、不正行為が認められた場合は評価対象外とする。

教科書

黒田裕子（2018）黒田裕子の入門・看護診断　改定第３版　照林社.
深井喜代子編集（2017）新体系看護学全書　基礎看護学　基礎看護技術Ⅰ　メジカルフレンド社.　　
江川隆子編集（2013）ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断．ヌーヴェルヒロカワ.

参考文献 必要時、その都度紹介をする
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10931091 看護理論 3428 1 1

到達目標

１． 理論とは何かについて説明できる。
２． 看護理論の歴史的変遷と発達の過程を述べることができる。
３． 理論構築の過程と代表的な看護理論の特徴を説明できる。
４． 代表的な理論家の書籍を活用し、看護理論と看護実践の関連と活用について自らの考えを述べることができる。

授業の方法

１． 講義形式：パワーポイントと配布資料を用いる
２． Google　Classroomを用いて、事前課題を提示する
３． 課題学習ノートと振り返りにはFormsを用いる
４． 課題内容をもとにグループディスカッションを行う
５． グループディスカッションをした内容をもとに資料を作成し、プレゼンテーションを行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

ＩＣＴ活用 Google Classroom、Formsによる課題提示、課題提出、課題内容の確認、フィードバックを行う。

後期

教員氏名 藤長　すが子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーである「看護の基盤となる問題解決能力を活用して看護過程の展開や臨床判断を行うための基本的な能力を身につけ
る」ことを目標に、看護の本質を考える基礎的能力を養う。1年前期の看護学の基礎を踏まえ、理論と看護実践との関わりについて学習す
る。さらに、その後に展開される各看護学において、発展的に学習が深まる科目である。

授業の概要

看護理論の理論構築の過程などの基本的理解を深め、理論学習に必要な概念や理論内容を学習し、看護理論と看護実践の関連とその活用に
ついて考える。グループワークやプレゼンテーションを通して、積極的、主体的に学習する態度を身につける。

1

【講義】
理論の定義
理論の種類
看護理論の実践への応用

教科書１．ｐ2-13を読み、わからな
い用語を調べる（90分）

教科書１．ｐ2-13をまとめる　　　　
　　（９0分）

2

【講義】
看護理論の歴史的変遷
看護理論構築過程
主たる看護理論の特徴

教科書１．ｐ14-17を読み整理する
（９0分）

教科書１．ｐ14-17をまとめる
代表的な理論家の理論を調べる（９
0分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての病院勤務経験と大学での教育経験をもとに、看護理論の看護実践への適応について事例を提示しながら講義を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業に関する疑問・質問についてはGoogle Classroomまたは、次回の講義の際に説明をする
発表に向けた補完および発表時における助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【グループディスカッション】
ナイチンゲールまたはヘンダーソンについて、理論家の背景、主
要概念の定義、看護実践における活用についてグループワークを
する

各自が担当した教科書２または３の
各章を読む（90分）

グループワークでまとめた内容を確
認し、疑問点などを調べる
発表に向けた準備をする（90分）

6

【プレゼンテーション】
ナイチンゲールまたはヘンダーソンについて、理論家の背景、主
要概念の定義、看護実践における活用について発表をする

プレゼンテーションの準備をする
（90分）

各グループの発表内容についてまと
める（90分）

3

【講義・グループディスカッション】
ナイチンゲールまたはヘンダーソンについて、理論家の背景、主
要概念の定義、看護実践における活用についてグループワークを
する

看護の主要概念について　看護学概
論で学習した内容を再確認する（90
分）

ナイチンゲールまたはヘンダーソン
の主要概念の定義についてまとめる
（90分）

4

【グループディスカッション】
ナイチンゲールまたはヘンダーソンについて、理論家の背景、主
要概念の定義、看護実践における活用についてグループワークを
する

各自が担当した教科書２または３の
各章を読む（90分）

グループワークでまとめた内容を確
認し、疑問点などを調べる（90分）

7

【プレゼンテーション】
ナイチンゲールまたはヘンダーソンについて、理論家の背景、主
要概念の定義、看護実践における活用について発表をする

プレゼンテーションの準備をする
各グループの発表資料を読む　　　　
　　　（90分）

各グループの発表内容についてまと
める（90分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

発表の総評とまとめ
小テスト

教科書１．ｐ50-５9、76-86、184-
191、246-256を読む（90分）

看護理論の実践への応用についてレ
ポートする（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0% なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 25％　小テスト　　
10％　ＧＷ評価
20％　課題提出状況とその内容充実度　
20％　プレゼンテーション
25％　最終レポート

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業時間数の３分の２以上の出席をもって評価対象とする

備考欄

その他

0% -評価対象物において不正行為があった場合にはD判定となる場合がある
-提出物の提出期日が守られない場合は、該当レポートの点数はないものとする

教科書

１．筒井真優美（2019）.看護理論２１の理解と実践への応用，改定第３版．南江堂．
２．F.ナイチンゲール，小玉香津子，尾田葉子訳（2019）.看護覚え書き,新装版. 日本看護協会出版会．
３．V.ヘンダーソン，湯槇ます,小玉香津子訳（2016）.看護の基本となるもの，再新装版．日本看護協会出版会．

参考文献 授業の中で適宜参考文献を紹介する

- 153 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11099091 成人看護学の基礎 3500 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.成人看護学の対象を、生活者、ライフサイクル、健康レベルの視点から述べることができる
2.成人をとりまく保健・医療・福祉の動向を述べることができる
3.各健康レベルの特徴から成人期にある人の健康について述べることができる
4.成人看護学に有効な理論の概略と、それぞれの理論がどのような状況のときに使用するのかを考えることができる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式で進める
課題レポート、理解度確認テストを行う
コメントシートを活用して個別に授業の振り返りを行い、その内容をクラスで共有する

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 尾形　裕子

授業の位置づけ

成人看護学は成人看護学の基礎、展開Ⅰ～Ⅲ、臨地実習の科目で構成される。成人看護学の基礎は、展開Ⅰ～Ⅲ、臨地実習とつながり、成
人看護学の基盤となる科目である。本科目は、成人期にある人々の特徴を理解し、健康問題とその看護についての概要を学ぶ。ディプロ
マ・ポリシーの「看護の専門知識を活用して健康の状態やその変化に応じて実践する能力を身につけている（知識・技能）」ことと特に関
係がある科目である。

授業の概要

成人期の対象を、変動する社会状況に関わりながら社会生活を営む生活者として捉え、成人各期にある人の身体的・精神的・社会的な特徴
と健康問題の概要について学ぶ。また、成人各期の発達段階に応じた、健康の保持・増進・疾病予防の方法と看護の役割を学ぶ。

1

ガイダンス　
成人看護学の特性
1.生活者として対象を捉える
2.ライフサイクルにおける成長・発達を考慮して対象を捉える
3.健康レベルで対象を捉える

シラバスを読み、到達目標、授業方
法、成績評価方法を確認する
前期の講義内容から、医療の動向と
経過別看護の特徴を復習する（90
分）

第1回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

2

成人期にある人の健康：保健・医療・福祉における動向と課題
1.成人の健康動向

前回の授業内でに提示された課題を
行う（90分）

第2回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師として勤務した経験を活かして、成人期の人への基本的アプローチと健康状態に応じた看護について講義を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

事前課題の回収と理解確認テストのあとには、回答の解説を行いフィードバックする　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

成人期にある人の健康：健康レベルにおける特性
1.ヘルスプロモーションを必要とする対象の理解
理解度確認テスト2　終了後に回答の解説

第3～4回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
前回の授業内でに提示された課題を
行う（90分）

第5回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

6

成人期にある人の健康：健康レベルにおける特性
2.治療を必要とする対象の理解

前回の授業内でに提示された課題を
行う（90分）

第6回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

3

成人期にある人の健康：保健・医療・福祉における動向と課題
2.成人各期に特徴的な健康問題
理解度確認テスト1　終了後に回答の解説

第1～2回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
前回の授業内でに提示された課題を
行う（90分）

第3回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

4

成人看護における倫理と看護者の役割
1.成人看護にまつわる今日的倫理的課題
2.看護者の倫理上の意思決定

前回の授業内でに提示された課題を
行う（90分）

第4回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

成人期にある人の健康：健康レベルにおける特性
3.生活の再構築への支援を必要とする対象の理解
理解度確認テスト3　終了後に回答の解説

第5～6回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
前回の授業内でに提示された課題を
行う（90分）

第7回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

8

成人期にある人の健康：健康レベルにおける特性
4.ターミナル期の援助を必要としている対象の理解

前回の授業内でに提示された課題を
行う（90分）

第8回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する(90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト・課題レポート

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

課題レポートの提出遅延、未提出は減点する

備考欄

その他

0 なし

教科書

成人看護学　成人看護学概論　第3版、大西和子・藤田　佐和（編集）、ヌーヴェルヒロカワ　

参考文献 講義の中で随時紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10415091 成人看護学援助論I 3502 1 2

到達目標

１．慢性期看護及び慢性疾患やその治療の特徴を述べることができる
２．慢性期にある人々の身体的、心理的、社会的特徴を述べることができる
３．慢性疾患をもつ人々とその家族に対する看護活動と、看護師の役割について述べることができる
４．特定の慢性疾患をもつ人とその家族のセルフケア支援の方法を考え述べることができる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式で進める
課題レポート、理解度確認テストを行う
コメントシートを活用して個別に授業の振り返りを行い、その内容をクラスで共有する

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、がん看護学、臨地実習の科目で構成され、概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学んだ。成人看護学援
助論Ⅰ～Ⅲは概論での学びを基盤として経過別に構成し、疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護に関する知識と技術を学
ぶ。援助論Ⅰは慢性疾患を有する人とその家族への看護に焦点をあてた科目でありディプロマ・ポリシーの「看護を実践する能力を高める
ために必要な知識・技術を修得している。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

慢性疾患を有する成人の健康問題を理解し、対象者のセルフケア能力・セルフマネジメント能力を高めるような看護を系統的に学ぶ。

1

ガイダンス（尾形）
慢性期看護の特徴の理解（尾形）
慢性疾患及び治療の特徴の理解（尾形）

シラバスを読み、到達目標、授業方
法、成績評価方法を確認する
成人看護学概論の講義内容から、医
療の動向と経過別看護の特徴を復習
する（90分）

第1回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

2

成人期及び慢性期にある人の特徴の理解（尾形）
成人期及び慢性期にある人とその家族の看護援助の特徴の理解
（尾形）

前回の授業内に提示された課題を行
う（90分）

第2回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

内科系病棟の看護師として勤務した経験を活かして慢性疾患を持つ人々へ看護を行った経験を活かして講義を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

事前課題の回収と理解確認テストのあとには、回答の解説を行いフィードバックする　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

糖尿病の患者への看護1（柾本・尾形）
１．糖尿病の疾病の成り立ちと治療の理解
２．糖尿病患者及び家族への援助
理解度確認テスト2　終了後に回答の解説

第3～4回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
前回の授業内に提示された課題を行
う（90分）

第5回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）　　　


6

糖尿病の患者への看護2（柾本・尾形）
１．糖尿病のある人の事例の解釈
２．事例の援助の理解

前回の授業内に提示された課題を行
う（90分）

第6回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

3

高血圧の患者への看護1（尾形）
１．血圧異常と評価及び治療の理解
２．高血圧の患者および家族への援助
理解度確認テスト1　終了後に回答の解説

第1～2回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
前回の授業内に提示された課題を行
う（90分）

第3回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）　　　


4

高血圧の患者への看護2（尾形）
１．高血圧のある人の事例の解釈
２．事例の援助の理解

前回の授業内に提示された課題を行
う（90分）

第4回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

慢性腎臓病患者への看護1（尾形）
１．慢性腎臓病の疾病の成り立ちと治療の理解
２．慢性腎臓病患者及び家族への援助
理解度確認テスト3　終了後に回答の解説

第5～6回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
前回の授業内に提示された課題を行
う（90分）

第7回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）　　　


8

慢性腎臓病患者への看護2（尾形）
１．透析治療を受ける人への看護の実際

前回の授業内に提示された課題を行
う（90分）

第8回目の学習内容を教科書・配布
資料を用いて復習する（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし

成績評価の方法
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト・課題レポート

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

課題レポートの提出遅延、未提出は減点する

備考欄

その他

0 なし

教科書

成人看護学　慢性期看護論　第3版　他編集　ヌーヴェルヒロカワ
病気がみえるvol.2循環器（第5版）　vol.3 糖尿病・代謝・内分泌（第5版）　vol.8腎・泌尿器（第3版）　    メディックメディア　

参考文献 講義の中で随時紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90416091 成人看護学援助論Ⅱ 3503 1 2

到達目標

1.周術期にある人の手術による身体的、心理的、社会的な変化を述べることができる
2.創傷治癒過程、麻酔、手術侵襲、創部痛、合併症のメカニズムを説明することができる
3.術期の経過に応じた目標と看護の役割を述べることができる
4.周術期に特徴的な状況下の事例に対する援助を説明することができる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式で進める
周術期に特徴的な事例のグループ討議を行う
理解度確認テストを時間内に行う

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 尾形　裕子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、がん看護学、臨地実習の科目で構成され、概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学んだ。成人看護学援
助論Ⅰ～Ⅲは概論での学びを基盤として経過別に構成し、疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護に関する知識と技術を学
ぶ。援助論Ⅱは手術療法をうける人とその家族への周術期看護に焦点をあてた科目である。ディプロマ・ポリシーの「看護を実践する能力
を高めるために必要な知識・技術を修得している。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

この科目では、周術期看護に焦点をあてている。周術期の概念、手術療法を受ける人とその家族の特徴、周術期の看護目標と看護の役割を
理解する。そして、手術療法に伴う合併症の予防と回復を促進する援助、退院に向けた生活の再調整のための援助といった周術期に特有の
看護を理解する。

1

周術期看護の特徴   
1.周術期の看護目標と看護の役割   
2.術前の看護

シラバスを読み、到達目標、授業方
法、成績評価方法を確認する
術前処置、術前オリエンテーショ
ン、治療の意思決定、術前の不安に
対する援助に関してテキストを読み
知識を整理する(90分）

術前の看護の役割についてまとめる　
(90分)

2

周術期看護の特徴   
3.術中の看護 ゲストスピーカーによる手術室での看護に関する
講話　   

術前訪問の意義、手術室での処置や
医療チームの役割分担についてテキ
ストを読み知識を整理する(90分)

術中の看護の役割についてまとめる
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

外科系病棟の看護師として勤務した経験を活かして、周術期にある対象者への看護について講義を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

事前課題の回収と理解確認テストのあとには、回答の解説を行いフィードバックする

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

周術期看護の特徴
6.術後の機能障害を抱えて生活する人への看護
理解度確認テスト2　終了後に回答の解説

術後の機能障害とその看護介入につ
いてテキストを読み知識を整理する　
　  
第3～4回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
（90分）

術後の機能障害とその看護介入をま
とめる(90分)　　 
 
 

6

手術療法を受ける人の看護
1.術後の看護の実際　ゲストスピーカーによる術後看護に関する
講話　周術期看護の実際

術後の看護について1～4回目の講義
資料を読み、知識を整理する(90
分）

周術期看護について、本日の講義内
容と1～4回目の内容と合わせてまと
める(90分）

3

周術期看護の特徴   
4.術後の看護
理解度確認テスト1　終了後に回答の解説   

術後の観察の内容、術後疼痛のマネ
ジメント、呼吸・循環の援助、早期
離床についてテキストを読み知識を
整理する
第1～2回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
（90分）

術後の看護の役割についてまとめる
(90分）

4

周術期看護の特徴   
5.創処置、ドレーン管理、褥瘡処置の実際　  
創傷回復を促進するための援助と褥瘡処置の実際に関するゲスト
スピーカーの講話

創傷治癒過程とドレナージの目的と
方法、褥瘡発生のメカニズムについ
てテキストを読み知識を整理する
(90分）

創処置、ドレーン管理、褥瘡処置の
具体的方法をまとめる(90分）

7

手術療法を受ける人の看護   
2.術後の看護の実際　ゲストスピーカーによる術後看護に関する
講話　術後の機能障害を抱えて生活する人への看護の実際

術後の機能障害とその看護介入につ
いて5回目の講義資料を読み、知識
を整理する(90分）

周術期看護について、本日の講義内
容と5回目の内容と合わせてまとめ
る(90分)
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

手術療法を受ける人の看護   
手術を受ける人の術前・術後の看護の事例検討（グループディス
カッション）   
理解度確認テスト3　終了後に回答の解説   

術後の観察の内容、術後疼痛のマネ
ジメント、呼吸・循環の援助、早期
離床についてテキストを読み知識を
整理する
第1～7回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
（90分）

手術療法をうける人の看護の役割を
まとめる(90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト・課題・レポート

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目の単位修得が無ければ、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱの履修は不可

備考欄

その他 0 なし

教科書

成人看護学　周手術期看護論　第3版　雄西智恵美他編集　ヌーヴェルヒロカワ
病気がみえる　vol.1消化器　第6版　メディックメディカ

参考文献 講義の中で随時紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10932091 成人看護学援助論III 3504 1 2

到達目標

1.急性な状態にある患者とその家族を理解するために必要な概念や理論の特徴を述べることができる
2.急性な状態にある患者とその家族の苦痛・不快感覚の緩和と生活支援および情緒的支援のための看護活動を述べることができる
3.救急蘇生法の手順や留意点を述べることができる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式で進める
急性期看護に必要な技術演習を行う
急性期に特徴的な事例を用いてグループ討議を行う
時間内に理解度確認テストを行う

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、がん看護学、臨地実習の科目で構成され、概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学んだ。成人看護学援
助論Ⅰ～Ⅲは概論での学びを基盤として経過別に構成し、疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護に関する知識と技術を学
ぶ。援助論Ⅲは急性の主要な疾患や外傷を持つ患者とその家族への急性期と回復期の看護に焦点をあてた科目である。ディプロマ・ポリ
シーの「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

経過別看護では、急性期と回復期に焦点をあてている。急激に健康状態が変化する状況にある個人及び家族の疾病や侵襲的な治療とそれに
対する反応をアセスメントし、侵襲からの速やかな回復・生活の再調整に向けた援助を学ぶ。人体に多大な侵襲をうけ生命危機状況下にあ
る患者に対して、病態を理解するとともに症状をアセスメントし、救命を目的として診療・看護上の問題を解決する技能および医療機器活
用のなかで患者の安全性を考慮した対応を修得する。

1

急性期看護とは　急性の状態にある成人期の患者とその家族の特
徴
医療の動向　高度先進医療　急性の状況にある人の特徴と医療の
場(尾形）

シラバスを読み、到達目標、授業方
法、成績評価方法を確認する
成人看護学概論の講義内容から、医
療の動向と経過別看護の特徴を復習
する（90分）

急性の状況にある人の特徴をまとめ
る(90分)

2

急性の状態にある患者と家族を理解するための理論
痛み，生体侵襲理論，危機理論，ストレスコーピング，モニタリ
ング(尾形）

痛み、生体侵襲理論、危機理論，ス
トレスコーピングについて整理する
(90分)

各理論の特徴と看護への適用をまと
める(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

急性期病院で看護師として勤務した経験を活かして、急激に健康状態が変化する状況にある対象者への看護について講義を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

課題の回収、理解度確認テストのあとには回答の解説を行い、フィードバックする

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

クリティカルケア看護に必要な看護技術1
一次救命処置の理解　心肺蘇生法 (尾形・柾本）

ナーシングスキルの心肺蘇生法と
AEDを視聴する(90分)

心肺蘇生法とAEDの実施で留意点を
まとめる　(90分)

6

クリティカルケア看護に必要な看護技術2
二次救命処置の理解　救急対応及び救急時に必要な処置 (尾形）

ナーシングスキルの二次救命処置に
関する技術を視聴する(90分)

救急対応及び救急時に必要な処置の
実施で留意点をまとめる　(90分)

3

急性の状態にある患者の主要病態の特徴とケア1
急性の呼吸機能障害のある人への看護(尾形）
理解度確認テスト1　終了後に回答の解説

呼吸器の構造と機能，気管支喘息の
病態及び症状，検査・評価，治療，
症状についてテキストを読み知識を
整理する
第1～2回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
（90分）

急性の呼吸機能障害のある人の観察
と援助をまとめる(90分)

4

急性の状態にある患者の主要病態の特徴とケア2
急性の循環機能障害のある人への看護(尾形）

循環器の構造と機能，虚血性心疾患
の病態及び症状，検査・評価，治
療，症状についてテキストを読み知
識を整理する(90分)

急性の循環機能障害のある人の観察
と援助をまとめる(90分)

7

急性の状態にある患者の主要病態の特徴とケア3
急性の脳・神経機能障害のある人への看護(尾形）
理解度確認テスト2　終了後に回答の解説

脳・神経の構造と機能，脳梗塞の病
態及び症状，検査・評価，治療，症
状についてテキストを読み知識を整
理する
第3～6回目の講義内容を復習し、理
解確認テストを受ける準備をする
（90分）

急性の脳・神経機能障害のある人の
観察と援助をまとめる(90分)

8

救急看護の特徴と実際
救急看護活動に関するゲストスピーカーの講話 救急医療の歴史
と動向　救急医療施設の特徴　救急医療と関連法規　救急医療に
おける倫理　救急医療における看護活動の実際(尾形）

救急医療の動向や歴史と関連法規に
関して1年次で学んだ内容を整理す
る(90分)

救急医療の施設の特徴や看護活動の
実際についてまとめる(90分)　　 
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9

クリティカルケア看護に必要な看護技術3 
呼吸・循環に関連する技術①
酸素療法、吸引法、吸入法(尾形・柾本）

ナーシングスキルの酸素療法、吸引
法、吸入法を視聴する(90分)

呼吸・循環に関連する技術の方法・
留意点をまとめる(90分）

10

クリティカルケア看護に必要な看護技術4
呼吸・循環に関連する技術②
気管挿管の介助、心電図モニター管理、胸腔ドレナージの管理
(尾形・柾本）

ナーシングスキルの気管挿管の介
助、心電図モニター、胸腔ドレーン
の管理を視聴する(90分)

呼吸・循環に関連する技術の方法・
留意点をまとめる(90分）

13

急性の状態にある患者の主要病態の特徴とケア5   
急性の運動機能障害のある人の看護（尾形）

下肢の骨の構造と機能，脛骨骨折の
病態及び症状，検査・評価，治療，
症状についてテキストを読み知識を
整理する(90分)

脛骨骨折の人の観察と援助をまとめ
る(90分)　

14

急性の状態にある患者の看護   
急性の運動機能障害のある人の看護過程1(尾形）   
理解度確認テスト4　終了後に回答の解説   


事例の看護について、情報を整理す
る
第11～13回目の講義内容を復習し、
理解確認テストを受ける準備をする
（90分)

事例の看護についてアセスメントす
る（90分）

11

急性の状態にある患者の主要病態の特徴とケア4
急性の栄養摂取・消化機能障害のある人への看護(尾形）
理解度確認テスト3　終了後に回答の解説

消化器の構造と機能，肝炎の病態及
び症状，検査・評価，治療，症状に
ついてテキストを読み知識を整理す
る
第7～10回目の講義内容を復習し、
理解確認テストを受ける準備をする
（90分）

急性の肝炎のある人の観察と援助を
まとめる(90分)

12

院内感染対策の特徴と実際   
院内感染対策の特徴と実際に関するゲストスピーカーの講話　
(尾形）

感染のメカニズムと予防方法に関し
てテキストを読み知識を整理する
(90分)

院内感染対策の具体策と留意点をま
とめる(90分)　

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題・レポート評価、理解度確認テスト

15

急性の状態にある患者の看護   
急性の運動機能障害のある人の看護過程2(尾形）   

事例の看護について、アセスメント
と全体像を作成する（90分）

全講義の知識をまとめる(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目の単位修得が無ければ、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱの履修は不可

備考欄

その他 0 なし

教科書

病気がみえるvol.1消化器(第6版) 病気がみえるvol2循環器(第5版)，病気がみえるvol4呼吸器(第3版)，病気がみえるvol6免疫・膠原病・
感染症(第2版)，病気がみえるvol7脳・神経(第2版)，病気がみえるvol8腎・泌尿器(第3版)，病気がみえるvol11運動器・整形外科(第1版)　
メディックメディア     

参考文献

講義の中で随時紹介する　　        
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10933091 成人看護学援助論IV(1組) 3505 1 3

到達目標

1. 事例に対して周術期看護の特性に応じた看護過程の展開ができる
2. 周術期に特徴的な看護技術の実施方法と留意点を述べることができる
3. 設定された看護場面の援助計画を作成し、教員の助言を受けながら適切なケアを行うことができる
4. グループワークで事例の看護を討議できる

授業の方法

看護過程の展開・技術演習の要点については、パワーポイントと配布印刷物を用いて説明する
指定された事例のケアに必要な技術演習を行い、模擬患者にケアを提供しながら看護過程を展開する
看護過程の展開とケアの実施は、教員の指導を受けながら、グループワークを中心に行う
グループでの学びと自己学習により、周術期看護の特徴に応じた看護過程を各自で展開する
時間内に理解確認テストを行う

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、臨地実習の科目で構成されている。概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学び、その概論の学びを基盤
として援助論Ⅰ～Ⅲは経過別に疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護を学んだ。これらの科目に引き続き、援助論Ⅳはがん
疾患に罹患し手術療法を受ける事例に看護過程を展開することにより知識・技術・態度の統合を図る科目である。成人看護学領域の中で
は、DPの「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる。（知識・技能）」こ
とと特に関連した科目である。

授業の概要

がんの特殊性とがん罹患により脅かされる人々の命および生活について理解を深め、がんの病期・治療に応じた患者とその家族への看護に
ついて学ぶ。この科目では、がんに罹患した成人期にある人が、手術療法を受け退院するまでの、周術期の看護に焦点をあてた看護過程を
展開する。胃がん患者が手術療法を受ける事例を設定し、周術期看護のシミュレーション学習を行う。

1

オリエンテーション（尾形・柾本）
グループと担当者の発表、周術期の看護過程の特徴、事例紹介
（講義）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

2

援助1：術後の観察（尾形・柾本）
援助計画の作成(技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

がん患者が治療を受ける総合病院で看護を実践した経験のある教員が指導にあたる

課題に対する
フィードバック

の方法

課題に対するコメントを返す

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの検討（講義・グループワーク）   

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

6

援助1:術後の観察（尾形・柾本）
ケアの実施・評価(技術演習・グループワーク)

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

3

援助1：術後の観察（尾形・柾本）
援助計画の作成(技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

4

援助1：術後の観察（尾形・柾本）
援助計画の検討(グループワーク）
病態アセスメントの解説（講義）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

9

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
援助計画の作成(技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

10

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
援助計画の検討(講義・グループワーク）   

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

7

事例の看護過程（尾形・柾本）
全体像・問題リスト、看護計画の作成(講義・グループワーク）  
 

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

8

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

13

援助3:術後の生活指導（尾形・柾本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

11

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

12

援助3:術後の生活指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)
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14

事例の看護過程（尾形・柾本）
看護計画の実施・評価の作成（講義・グループワーク）
事例の看護過程の解説（講義）   

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 事例の看護過程と課題の提出物の内容・提出状況、演習・グループワークへの参加態度、理解確認テスト

15

まとめ（尾形・柾本）（講義）
理解度確認テスト

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目の単位修得が無ければ、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱの履修は不可 
課題記録物の遅延・未提出は減点する

備考欄

その他 0 なし

教科書 成人看護学概論、成人看護学援助論で使用した教科書を用いる

参考文献

ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断　第6版　ヌーヴェルヒロカワ
NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023 原書第12版　T.ヘザー・バードマン，上鶴重美　医学書院
病気がみえる　vol.1消化器　第6版　メディックメディア
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10933092 成人看護学援助論IV(2組) 3505 1 3

到達目標

1. 事例に対して周術期看護の特性に応じた看護過程の展開ができる
2. 周術期に特徴的な看護技術の実施方法と留意点を述べることができる
3. 設定された看護場面の援助計画を作成し、教員の助言を受けながら適切なケアを行うことができる
4. グループワークで事例の看護を討議できる

授業の方法

看護過程の展開・技術演習の要点については、パワーポイントと配布印刷物を用いて説明する
指定された事例のケアに必要な技術演習を行い、模擬患者にケアを提供しながら看護過程を展開する
看護過程の展開とケアの実施は、教員の指導を受けながら、グループワークを中心に行う
グループでの学びと自己学習により、周術期看護の特徴に応じた看護過程を各自で展開する
時間内に理解確認テストを行う

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、臨地実習の科目で構成されている。概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学び、その概論の学びを基盤
として援助論Ⅰ～Ⅲは経過別に疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護を学んだ。これらの科目に引き続き、援助論Ⅳはがん
疾患に罹患し手術療法を受ける事例に看護過程を展開することにより知識・技術・態度の統合を図る科目である。成人看護学領域の中で
は、DPの「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる。（知識・技能）」こ
とと特に関連した科目である。

授業の概要

がんの特殊性とがん罹患により脅かされる人々の命および生活について理解を深め、がんの病期・治療に応じた患者とその家族への看護に
ついて学ぶ。この科目では、がんに罹患した成人期にある人が、手術療法を受け退院するまでの、周術期の看護に焦点をあてた看護過程を
展開する。胃がん患者が手術療法を受ける事例を設定し、周術期看護のシミュレーション学習を行う。

1

オリエンテーション（尾形・柾本）
グループと担当者の発表、周術期の看護過程の特徴、事例紹介
（講義）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

2

援助1：術後の観察（尾形・柾本）
援助計画の作成(技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

がん患者が治療を受ける総合病院で看護を実践した経験のある教員が指導にあたる

課題に対する
フィードバック

の方法

課題に対するコメントを返す

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの検討（講義・グループワーク）   

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

6

援助1:術後の観察（尾形・柾本）
ケアの実施・評価(技術演習・グループワーク)

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

3

援助1：術後の観察（尾形・柾本）
援助計画の作成(技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

4

援助1：術後の観察（尾形・柾本）
援助計画の検討(グループワーク）
病態アセスメントの解説（講義）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

9

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
援助計画の作成(技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

10

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
援助計画の検討(講義・グループワーク）   

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

7

事例の看護過程（尾形・柾本）
全体像・問題リスト、看護計画の作成(講義・グループワーク）  
 

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

8

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

13

援助3:術後の生活指導（尾形・柾本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

11

援助2:術後の生活援助（尾形・柾本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

12

援助3:術後の生活指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)
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14

事例の看護過程（尾形・柾本）
看護計画の実施・評価の作成（講義・グループワーク）
事例の看護過程の解説（講義）   

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 事例の看護過程と課題の提出物の内容・提出状況、演習・グループワークへの参加態度、理解確認テスト

15

まとめ（尾形・柾本）（講義）
理解度確認テスト

指示された事前課題を行う(90分) 指示された課題を行い期日までに提
出する(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目の単位修得が無ければ、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱの履修は不可 
課題記録物の遅延・未提出は減点する

備考欄

その他 0 なし

教科書 成人看護学概論、成人看護学援助論で使用した教科書を用いる

参考文献

ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断　第6版　ヌーヴェルヒロカワ
NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023 原書第12版　T.ヘザー・バードマン，上鶴重美　医学書院
病気がみえる　vol.1消化器　第6版　メディックメディア
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10422091 成人看護学援助論V(1組) 3506 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.事例に対して慢性期看護の特性に応じた看護過程の展開ができる
2.事例のセルフケア行動と生活の再構築に向けた援助の方法を述べることができる
3.指定された場面の援助計画を作成し、教員の助言を受けながら模擬患者に適切なケアを行うことができる
4.グループワークにより事例の看護過程を討議できる

授業の方法

看護過程の展開・技術演習の要点については、パワーポイントと配布印刷物を用いて説明する
指定された事例のケアに必要な技術演習を行い、模擬患者にケアを提供しながら看護過程を展開する
看護過程の展開とケアの実施は、教員の指導を受けながらグループワークを中心に行う
グループでの学びと自己学習により、成人看護学・慢性期看護の特徴に応じた看護過程を各自で展開する
理解度確認テストを実施する

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、臨地実習の科目で構成されている。概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学び、その概論の学びを基盤
として援助論Ⅰ～Ⅲは経過別に、疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護を学んだ。これらの科目に引き続き、援助論Ⅴは慢
性疾患に罹患し生活の再構築が必要な事例の看護過程を展開することにより、知識・技術・態度の統合を図る科目である。ディプロマ・ポ
リシーの「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

慢性的な経過をたどる健康障害をもつ人の理解を深め、病状・治療に応じた看護について学ぶ。この科目では、慢性疾患に罹患した成人期
にある人が、疾病や治療の影響によりセルフケア行動の獲得や生活の再構築が必要となる状況を設定し、看護過程を展開する。

1

オリエンテーション（尾形・柾本）
グループと担当者の発表
慢性期の看護過程の特徴、事例紹介、病態アセスメント（講義）

シラバスを読み、到達目標、授業方
法、成績評価方法を確認する
指示された事前課題を行う（90分）

看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

2

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの検討1（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

慢性疾患を持つ患者が治療を受ける総合病院で看護を実践した経験のある教員が指導にあたる


課題に対する
フィードバック

の方法

課題に対してコメントを返し、フィードバックする




授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

6

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

3

事例の看護過程（尾形・柾本）アセスメントの検討2（講義・グ
ループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

4

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの検討3
援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導　援助計画作
成（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

9

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの解説と共有（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

10

事例の看護過程（尾形・柾本）全体像・問題リスト、看護計画の
検討（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

7

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
援助計画の検討（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

8

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

11

援助2：退院指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）
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13

援助2：退院指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

14

援助2：退院指導（尾形・柾本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
第1～14回の学習内容を復習し、理
解度確認テストに備える（90分）

12

援助2：退院指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 事例の看護過程および提出課題の内容、提出状況、演習・グループワークへの参加態度、理解度確認テス
ト

15

事例の看護過程（尾形・柾本）
看護計画の実施・評価の解説
まとめ（講義）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目の単位修得が無ければ、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱの履修は不可 
課題記録物の遅延・未提出は減点する

備考欄

その他 0 なし

教科書 成人看護学概論、成人看護学援助論で使用した教科書を活用する

参考文献

ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断　第6版　ヌーヴェルヒロカワ 
NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023 原書第12版　T.ヘザー・バードマン，上鶴重美　医学書院
病気がみえる vol.3 糖尿病・代謝・内分泌（第5版）メディックメディア
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10422092 成人看護学援助論V(2組) 3506 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.事例に対して慢性期看護の特性に応じた看護過程の展開ができる
2.事例のセルフケア行動と生活の再構築に向けた援助の方法を述べることができる
3.指定された場面の援助計画を作成し、教員の助言を受けながら模擬患者に適切なケアを行うことができる
4.グループワークにより事例の看護過程を討議できる

授業の方法

看護過程の展開・技術演習の要点については、パワーポイントと配布印刷物を用いて説明する
指定された事例のケアに必要な技術演習を行い、模擬患者にケアを提供しながら看護過程を展開する
看護過程の展開とケアの実施は、教員の指導を受けながらグループワークを中心に行う
グループでの学びと自己学習により、成人看護学・慢性期看護の特徴に応じた看護過程を各自で展開する
理解度確認テストを実施する

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、臨地実習の科目で構成されている。概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学び、その概論の学びを基盤
として援助論Ⅰ～Ⅲは経過別に、疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護を学んだ。これらの科目に引き続き、援助論Ⅴは慢
性疾患に罹患し生活の再構築が必要な事例の看護過程を展開することにより、知識・技術・態度の統合を図る科目である。ディプロマ・ポ
リシーの「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

慢性的な経過をたどる健康障害をもつ人の理解を深め、病状・治療に応じた看護について学ぶ。この科目では、慢性疾患に罹患した成人期
にある人が、疾病や治療の影響によりセルフケア行動の獲得や生活の再構築が必要となる状況を設定し、看護過程を展開する。

1

オリエンテーション（尾形・柾本）
グループと担当者の発表
慢性期の看護過程の特徴、事例紹介、病態アセスメント（講義）

シラバスを読み、到達目標、授業方
法、成績評価方法を確認する
指示された事前課題を行う（90分）

看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

2

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの検討1（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

慢性疾患を持つ患者が治療を受ける総合病院で看護を実践した経験のある教員が指導にあたる


課題に対する
フィードバック

の方法

課題に対してコメントを返し、フィードバックする




授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

6

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

3

事例の看護過程（尾形・柾本）アセスメントの検討2（講義・グ
ループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

4

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの検討3
援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導　援助計画作
成（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

9

事例の看護過程（尾形・柾本）
アセスメントの解説と共有（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

10

事例の看護過程（尾形・柾本）全体像・問題リスト、看護計画の
検討（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

7

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
援助計画の検討（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

8

援助1：フィジカルアセスメントとセルフケア指導（尾形・柾
本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

11

援助2：退院指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（講義・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）
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13

援助2：退院指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

14

援助2：退院指導（尾形・柾本）
ケアの実施・評価（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
第1～14回の学習内容を復習し、理
解度確認テストに備える（90分）

12

援助2：退院指導（尾形・柾本）
援助計画の作成（技術演習・グループワーク）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 事例の看護過程および提出課題の内容、提出状況、演習・グループワークへの参加態度、理解度確認テス
ト

15

事例の看護過程（尾形・柾本）
看護計画の実施・評価の解説
まとめ（講義）

指示された事前課題を行う（90分） 看護過程記録の追加、修正を行う
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目の単位修得が無ければ、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱの履修は不可 
課題記録物の遅延・未提出は減点する

備考欄

その他 0 なし

教科書 成人看護学概論、成人看護学援助論で使用した教科書を活用する

参考文献

ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断　第6版　ヌーヴェルヒロカワ 
NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023 原書第12版　T.ヘザー・バードマン，上鶴重美　医学書院
病気がみえる vol.3 糖尿病・代謝・内分泌（第5版）メディックメディア
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11100091 がん看護学 3514 1 2

到達目標

１．がんの疫学をもとに、がんを取り巻く医療・看護の動向を概説できる
２．がんサバイバーの全人的苦痛と、必要な看護を説明できる
３．がん医療における看護師の役割を論じることができる
４．終末期がん患者への看護を説明できる 　

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる
課題レポート、理解度確認テストを行う
コメントシートまたはGoogleフォームを活用して授業の振り返りを図るとともに、疑問の解決につなげる 　

ＩＣＴ活用

なし　 　

後期

教員氏名 渡辺　一代

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、がん看護学、臨地実習の科目で構成されている。概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学び、その概論
の学びを基盤として援助論Ⅰ～Ⅲでは経過別の看護を学んでいる。これらの科目に関連し、がん看護学はがんに罹患した人およびその家族
への看護に焦点をあてた科目であり、成人看護学領域の中ではDP「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。
（知識・技能）」に関連する科目である。

授業の概要

がん医療の動向、がんの病期や各種がん治療に応じた看護について学び、がんに罹患した人とその家族の理解を深める。また、がん患者の
QOLの維持・向上をめざした回復期・終末期の支援や、緩和ケアについても学習する。　

1

ガイダンス
本科目の目的、講義予定、評価方法について説明

がん看護学総論
１．がん医療・看護の動向
２．がんの疫学
３．がんの病態と臨床経過

シラバスを読んで講義に参加する
がん疫学について事前学習し、疑問
点を明らかにしておく（90分）

教科書・配布資料を用いて復習する
（90分）　

2

がん患者の看護
１．がん患者の全人的苦痛
２．早期からの緩和ケア
３．がん疼痛マネジメント

全人的苦痛、がん疼痛について事前
学習し、疑問点を明らかにしておく
（90分）

 教科書・配布資料を用いて復習す
る（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

がん医療を専門とする病院においてがん看護専門看護師として勤務した経験を活かして、がん看護についての講義を行う　

課題に対する
フィードバック

の方法

コメントシートに記載された要望・質問はそれ以降の講義でコメントを返します
提出物には口頭または文書によるコメントをします

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

がん薬物療法と看護①
１．がん治療における薬物療法の特徴
２．薬物療法の流れ
３．抗悪性治療薬の種類と特徴
４．薬物療法の治療計画
５．薬物療法の実際

理解度確認テスト１の実施
　（出題範囲：第１．２回）
　 


がん薬物療法について事前学習し、
疑問点を明らかにしておく

第１．２回の内容を復習し、理解度
確認テストに備える（90分）

 教科書・配布資料を用いて復習す
る（90分） 　

4

がん薬物療法と看護②
１．治療計画の支援と意思決定支援
２．薬物療法に伴う副作用と合併症
３．暴露対策
４．治療継続とセルフマネジメント
５．薬物療法を受ける患者への看護

課題レポート１の提示

がん薬物療法の看護について事前学
習し、疑問点を明らかにしておく
（90分）

 教科書・配布資料を用いて復習す
る
課題レポートを期日までに作成する
（90分） 　
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5

がん放射線治療と看護
１．がん治療における放射線治療の特徴
２．放射線治療の流れ
３．放射線療法による有害事象
４．放射線治療を受ける患者への看護

理解度確認テスト２の実施
　（出題範囲：第３．４回）
課題レポート２の提示

がん放射線治療について事前学習
し、疑問点を明らかにしておく

第３．４回の内容を復習し、理解度
確認テストに備える（90分）

 教科書・配布資料を用いて復習す
る
課題レポートを期日までに作成する
（90分） 　

6

終末期がん患者への看護
１．終末期にある人の特徴
２．終末期にある人への看護
３．死後のケア

終末期がん患者への看護について事
前学習し、疑問点を明らかにしてお
く（90分）

教科書・配布資料を用いて復習する
（90分）　

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

造血幹細胞移植と看護
１．造血幹細胞移植の特徴
２．造血幹細胞移植の特徴

がんリハビリテーションの支援
１．がんリハビリテーションの概要
２．がんリハビリテーションにおける支援

理解度確認テスト３の実施
　（出題範囲：第５．６回）

造血幹細胞移植、がんリハビリテー
ションについて事前学習し、疑問点
を明らかにしておく

第５．６回の内容を復習し、理解度
確認テストに備える（90分）

 教科書・配布資料を用いて復習す
る（90分）

8

がんサバイバーへの支援
１．がん体験者が直面する課題の実際
　（ゲストスピーカーによる講話）
まとめ

課題レポート３の提示


がん患者と家族の心理過程について
整理する（60分）

教科書・がん体験者の語りをもとに
復習する。課題レポートを期日まで
に作成する（120分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しません

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト3回（55％）、課題レポート3回（45％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・事前連絡なしの課題提出期限の遅れは加点いたしません。連絡があった場合でも課題レポートの提出遅延、未提出は減点となります。
・単位認定は総合評価が60%以上となります。
・評価対象物において代筆や盗用などの不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。

備考欄 欠席届は1週間以内に提出してください。欠席届未提出の場合は無断欠席となります。

その他 0 なし

教科書

系統看護学講座 別巻　がん看護学、第3版、小松浩子ほか、医学書院　 　

参考文献

看護学テキストNiCE 緩和ケア（改訂第2版）、梅田恵ほか（編集）、南江堂
その他、講義の中で随時紹介する　 　
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10133091 緩和ケア(旧々ｶﾘ) 3512 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．緩和ケアの概念、定義について述べることができる         
２．緩和ケアの対象となる人およびその家族の特徴を述べることができる         
３．緩和ケアにおける疼痛管理、症状マネジメントの基本を述べることができる         
４．緩和ケアにおける看護の役割を論じることができる         

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる         
課題レポート、理解度確認テストを行う         
コメントシートを活用して授業の振り返りを図るとともに、疑問の解決につなげる         

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 尾形　裕子

授業の位置づけ

成人看護学は概論、援助論、臨地実習の科目で構成され、概論では成人期に特徴的な健康問題と看護を学んだ。成人看護学援助論では概論
での学びを基盤として経過別に構成し、疾病や治療が対象者に及ぼす影響とそれに応じた看護に関する知識と技術を学んだ。本科目は、す
べての臨地実習を終えた4年後期に開講することで、既習の知識・技術・体験を統合して理解を深めることをめざしており、ディプロマ・
ポリシーの「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。【知識・技能】」ことと特に関連がある科目である。

授業の概要

緩和ケアに関する概念･諸課題について学習し、緩和ケアを必要としている人への理解を深めるとともに、がん患者のQOLの維持・向上を目
指し、がんとともに生きる人々の緩和ケアについて学ぶ。

1

緩和ケア概論   
１．緩和ケアの歴史   
２．緩和ケアの定義   
３．緩和ケアを取り巻く今日の状況

事前に指示された課題を行う（90
分）

配付資料を用いて復習する（90分）

2

緩和ケアにおける身体症状のマネジメント   
１．痛みのマネジメント   
２．呼吸困難のマネジメント   
３．倦怠感のマネジメント　ほか   

事前に指示された課題を行う（90
分）

配付資料を用いて復習する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師として勤務した経験を活かして、緩和ケアについての講義を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

コメントシートに記載された要望・質問はそれ以降の講義でコメントを返します         
理解度確認テストのあとには解答の解説を行い、フィードバックします

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

臨死期のケア   
１．がん終末期の症状と全身状態   
２．臨死期のケア   
３．臨終後のケア　   
   
課題レポート１の提示   

事前に指示された課題を行う（60
分）

配布資料を用いて復習する  
期日までに課題レポートを作成する
（120分）

6

家族ケア   
１．緩和ケアを受ける患者家族の特徴   
２．喪失と悲嘆のケア   
３．家族ケアにおける看護師の役割　   

事前に指示された課題を行う（90
分）

配布資料を用いて復習する（90分）

3

緩和ケアを受ける人の心理・社会的ケア、スピリチュアルケア   

１．不安・うつのマネジメント   
２．社会的苦痛に対する支援   
３．スピリチュアルケア   

事前に指示された課題を行う（90
分）

第１～３回の内容を復習し、理解度
確認テストに備える（90分）

4

非がん疾患の緩和ケア   
１．非がん疾患における緩和ケア   
２．慢性心不全患者への緩和ケア   
３．慢性呼吸不全患者への緩和ケア   
   
理解度確認テスト１の実施、解答の解説   
　出題範囲：第１～３回   

事前に指示された課題を行う（90
分）

配布資料を用いて復習する（90分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

意思決定を支えるケア   
１．意思決定支援の必要性   
２．意思決定支援と倫理   
３．意思決定支援における看護師の姿勢   

事前に指示された課題を行う（90
分）

配布資料を用いて復習する（90分）

8

緩和ケアにおける看護の役割   
まとめ   
   
課題レポート２の提示   

事前に指示された課題を行う（60
分）

期日までに課題レポートを作成する
（120分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト・課題レポート

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポートの提出遅延、未提出は減点します

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 講義内で随時紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10785091 老年看護学概論 3530 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・老年期を生きる高齢者を多面的に理解し、老年看護学の基礎知識が修得できる。
・老年看護を展開する上で基盤となる理論やモデルに関連した知識が修得できる。

授業の方法

　授業の方法は、講義と学生同士のディスカッションを活用して行う。教材は、教科書と担当教員が作成した資料である。本科目は、理解
度を確認するための小レポート「一問一答」7回と小テスト1回、個人課題1回提出によって評価する。

ＩＣＴ活用 　参考資料の配布などは、Classroomを活用して行う

前期

教員氏名 高岡　哲子

授業の位置づけ

　本科目は、ディプロマポリシーの「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけ
る」につながるため老年看護学を学ぶ上で必要な基礎的知識を修得する。本科目は「老年看護学の対象である高齢者・老年看護学の本質理
解」と「老年看護を展開するうえで基礎となる理論やモデル理解」によって構成する。これに積み重ねる形で「老年看護学援助論Ⅰ・Ⅱ」
によって具体的な援助を学び「老年看護学実習」につなげる。

授業の概要

　本科目は、老年看護や老年期を生きる高齢者を理解するうえで必要な基礎知識を修得する。学習内容は、老年看護の成り立ちと高齢者の
特徴、そして地域包括ケアシステムや高齢者のニーズをかなえるための多職種連携実践を含めた高齢者を取り巻く環境、さらに高齢者の
QOLやもてる力を考えられるように、老年看護を展開するうえで基礎となる理論やモデルに関連した知識を修得する。この際、ディスカッ
ションを多く取り入れる。

1

ガイダンス（講義）
内容：老年看護学における老年看護学概論の位置づけとシラバス
の説明
行動目標：ガイダンス内容を理解し、自ら学習すべき内容と学習
課題が説明できる。

シラバスを熟読する。生涯発達論の
老年期を復習してノートにまとめ
る。（90分）

学習すべき内容と現時点での自らの
看護観をノートにまとめる。（90
分）

2

老いるということ、老いを生きるということ（講義）
内容：「老いる」こと、高齢者の定義、発達と成熟
行動目標：加齢と老化・加齢に伴う身体的、心理的、社会的側面
の変化、発達課題などにおける高齢者の特徴が説明できる。
①一問一答

教科書①第1章を熟読する。（90
分）

高齢者の特徴をまとめる。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　総合的な病院において看護師として約7年間勤務した中で、老年者を対象にケアを行った経験を活かして講義を行う（高岡）

課題に対する
フィードバック

の方法

・提出された課題レポートや実施された小テスト、一問一答は、すべて評価対象とする。
・提出された課題レポートや実施された小テスト、一問一答は、全体に対して解説をを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

老年看護の成り立ちⅠ（講義）
内容：老年看護学教育の発展と老年看護の定義と役割
行動目標：老年看護学の定義と役割が説明できる。
④一問一答

教科書①第3章を熟読する。（90
分）

老年看護の定義と役割をまとめる。
（90分）

6

老年看護の成り立ちⅡ（講義）
内容：老年看護における理論・概念、責務
行動目標：老年看護における理論・概念、責務が説明できる。
⑤一問一答

教科書①第3章を熟読する。（90
分）

老年看護における理論・概念と責務
をまとめる。（90分）

3

超高齢社会と社会保障（講義）
内容：統計的輪郭からみた高齢者の特徴、高齢社会における保健
医療福祉の動向
行動目標：統計的な高齢者の特徴と介護保険制度の仕組みが説明
できる。
②一問一答

教科書①第2章を熟読する。（90
分）

介護保険申請プロセスをまとめる。
（90分）

4

超高齢社会と社会保障（講義）
内容：高齢者の権利擁護
行動目標：高齢者の権利擁護が説明できる。
③一問一答

教科書①第2章を熟読する。（90
分）

高齢者虐待と権利擁護の概要をまと
める。（90分）

7

生活・療養の場における看護Ⅰ（講義）
内容：高齢者とヘルスプロモーション・保健医療福祉施設および
居住施設における看護
行動目標：高齢者の保健医療福祉施設及び居住施設が理解でき
る。

教科書①第9章を熟読する。（90
分）

地域密着型サービスをまとめる。
（90分）
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9

高齢者のリスクマネジメント（講義）
内容：高齢者と医療安全、救命救急と災害
行動目標：高齢者特有のリスク要因や救急、災害時の看護師の役
割が説明できる。
⑦一問一答　

教科書①第10章を熟読する。（90
分）

災害フェーズと高齢者支援のポイン
トをまとめる。（90分）

10

小テスト・ガイダンス（講義）
内容：小テストのふりかえり・グループディスカッション方法と
課題
行動目標：ガイダンス内容を理解し、自ら学習すべき内容と学習
課題が説明できる。
課題①国際生活機能分類と生活行動モデルの概要を各1000字程度
でまとめる。

2回から9回の学習内容をまとめる。
（90分）

教科書②を熟読する。（90分）

8

生活・療養の場における看護Ⅱ（講義）
内容：治療介護を必要とする高齢者を含む家族の看護
行動目標：治療介護を必要とする高齢者を含む家族の看護が理解
できる。
⑥一問一答

教科書①第9章を熟読する。（90
分）

家族支援のポイントをまとめる。
（90分）

13

生活行動モデルをまとめる。（ディスカッション）
内容：生活行動モデルについてディスカッションする。
行動目標：他者の意見を良く聴き、自らの意見との比較において
生活行動モデルの理解を深める。

グループディスカッションにおいて
役割を果たせるように自分の意見を
まとめる。（90分）

ディスカッションで分からなかった
ことを調べる。（90分）

14

生活行動モデルをまとめる。（ディスカッション）
内容：生活行動モデルについてディスカッションする。
行動目標：他者の意見を良く聴き、自らの意見との比較において
生活行動モデルの理解を深める。

グループディスカッションにおいて
役割を果たせるように自分の意見を
まとめる。（90分）

ディスカッションで分からなかった
ことを調べる。課題①を行う。（90
分）

11

国際生活機能分類をまとめる。（ディスカッション）
内容：国際生活機能分類についてディスカッションする。
行動目標：他者の意見を良く聴き、自らの意見との比較において
国際生活機能分類の理解を深める。

グループディスカッションにおいて
役割を果たせるように自分の意見を
まとめる。（90分）

ディスカッションで分からなかった
ことを調べる。（90分）

12

国際生活機能分類をまとめる。（ディスカッション）
内容：国際生活機能分類についてディスカッションする。
行動目標：他者の意見を良く聴き、自らの意見との比較において
国際生活機能分類の理解を深める。　

グループディスカッションにおいて
役割を果たせるように自分の意見を
まとめる。（90分）

教科書③を熟読する。（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 小レポート①～⑦「一問一答」：7回×5点＝35点
小テスト：1回×25点＝25点

15

まとめ（講義）
内容：講義で学習したすべての内容を振り返る。
行動目標：本講義の学習の振り返りができる。
課題①提出

講義のプリントやノートを見直して
整理する。（90分）

講義全体のまとめを行う。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

私語・携帯電話の使用禁止。
学習は主体的に行う。
提出物と小テストは定期試験と同等に扱う。

備考欄

その他 40 課題①：40点

教科書

①北川公子ほか/系統看護学講座老年看護学/医学書院
②上田敏/ICFの理解と活用/きょうされん
③山田律子ほか/生活機能からみた老年看護過程＋病態・生活機能関連図/医学書院

参考文献 必要時講義中に提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10934091 老年看護学援助論I 3534 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

　高齢者に特徴的な加齢に伴う症状や疾患を述べることができ、生活を営むために必要な援助を説明できる。
1.高齢者の生活機能からみた生活の特徴と、生活を営むための援助を説明できる。
2.高齢者の特徴的にみられる身体症状と、その症状に対する援助を説明できる。
3.高齢者が罹患しやすい病気と、その病気に対する援助を説明できる。

授業の方法

　パワーポイントを使用し、教科書と配布資料を基に講義形式とし、グループでのディスカッションも行う。教科書の音読を求めたり、以
前学習したことを思い出せるよう質問し、回答を求めたりする。毎回ではないが最後に、履修者の意見や質問を、授業内容によっては、リ
フレクションシートに記載するよう求める。

ＩＣＴ活用 　課題の提出やアンケート集計などClassroomを使用する。

後期

教員氏名 辻　幸美

授業の位置づけ

　本科目は、看護学科のＤＰ「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけてい
る」「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明が
でき、看護ケアを的確に実施することができる」を達成するための老年看護領域に帰属する科目である。「老年看護学概論」で学んだ高齢
者理解を基に、「老年看護学援助論Ⅱ」「老年看護学実習」で行う対象理解や看護過程の展開に必要な知識を修得する。

授業の概要

　本科目では、老年期に特徴的な疾患や症状を理解し、生活を整えるための援助を実践するために必要な知識を修得する。学習内容は、高
齢者の生活機能を整えるための援助、症状や機能障がいに対する援助、健康逸脱からの回復と終末期を支える援助である。老年看護学で
は、高齢者のＱＯＬやもてる力に着目した看護活動を実践することが重要であることと、高齢化に伴い増加傾向にある認知症理解と、高齢
者の安全を守るために必要な転倒予防を意識しながら学習する。

1

ガイダンス、加齢に伴う症状・機能障害別の看護
本科目の位置づけとシラバスを確認する。
加齢現象がどのように全身に影響し合っているのか説明する。ま
た、高齢者のポジティブの面も考察する。
教科書と配布資料を用いて、援助の内容を学習する。
行動目標：高齢者の特徴とされる症状・機能障害を理解し、高齢
者を理解する時の視点としてポジティブの面からも説明できる。

老年看護学概論を復習する。
（90分）

本日の講義の学びをまとめ行動目標
の達成度を自己評価する。（90分）

2

睡眠・休息と覚醒・活動
高齢者の活動と休息のイメージを明確化し、行動と睡眠パターン
を理解する。活動から起こる転倒と活動しないことから起こる廃
用症候群を理解する。教科書と配布資料を用いて、援助の内容を
学習する。活動と休息のバランスに関する情報収集の視点を身に
付ける。
行動目標：高齢者の活動と休息に関連した特徴と、転倒予防も含
め必要な援助を説明できる。

教科書2「睡眠・休息」「覚醒・活
動」を熟読し、疑問点を明らかにす
る。（90分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　脳神経外科病院で22年働き、急性期から回復期リハビリテーション病棟に配属され、脳卒中後の後遺症でもある麻痺に対する看護や血管
性認知症に対する看護を経験した。
高齢者の心身の状態変化の観察や疾患と共に生きている患者、家族と関わらせて頂いたため、その経験を活かし、高齢者のイメージが付き
やすいように教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

　講義終了時、履修者の意見や質問を、リフレクションシートに記載するよう求め、その質問や意見について次回の授業で説明する。
課題はコメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

食事
高齢者の食事のイメージを明確化し、摂食・嚥下障害、エネル
ギー低栄養障害・脱水を考察する。教科書と配布資料を用いて援
助の内容を学習する。食事に関する情報収集の視点を身に付け
る。
行動目標：高齢者の食事に関連した特徴と、必要な援助を説明で
きる。

教科書2「食事」を熟読し、疑問点
を明らかにする。（90分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

4

排泄
高齢者の排泄のイメージを明確化し、排泄障害を考察する。教科
書と配布資料を用いて援助の内容を学習する。排泄に関する情報
収集の視点を身に付ける。
行動目標：高齢者の排泄に関連した特徴と、必要な援助を説明で
きる。

教科書2「排泄」を熟読し、疑問点
を明らかにする。（90分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）
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5

身じたくとコミュニケーション
高齢者の身じたくとコミュニケーションのイメージを明確化し、
清潔・衣生活について考察し、失語などコミュニケーションに影
響を与える因子を理解する。ここで、褥瘡や掻痒にも触れる。教
科書と配布資料を用いて援助の内容を学習する。
行動目標：高齢者の身じたくとコミュニケーションに関連した特
徴と、必要な援助を説明できる。

教科書2「身じたく」「コミュニ
ケーション」を熟読し、疑問点を明
らかにする。（90分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

6

健康逸脱からの回復1
ゲストスピーカーから認知症の方に対する接し方について講義を
受ける。（オレンジリング）
行動目標：認知症の方の対応を述べることができる。

教科書1「認知症」を熟読し、疑問
点を明らかにする。（90分）

認知症の方の接し方として、まとめ
疑問点が解決できたか確認する。
（90分）

9

健康逸脱からの回復4
認知症の方への接し方や援助の仕方を学習する。
視聴覚教材を使用し事例を基にグループでディスカッションをす
る。
課題①レポートは、次回講義に提出する。
行動目標：
・認知症の方に対する接し方に対して自分の意見をまとめ、他者
に伝えることができる。
・他者の意見を聞き、自己の考えを再度伝えることができる。

再度教科書1・2「認知症」に目を通
し、援助の方法をイメージする。
（90分）

認知症に関する基礎知識をまとめ
る。
課題①を作成する。（90分）

10

健康逸脱からの回復5
抑うつ、せん妄について教科書と配布資料を用いて、病態・症
状・治療、必要な援助を学習する。また、認知症と抑うつ、せん
妄の違いを学習する。
行動目標：各疾患と症状の特徴を述べ、看護の方向性を説明でき
る。疾患を持つ高齢者に必要な援助を説明できる。
課題①提出

教科書1・2「うつ」「せん妄」を熟
読し、疑問点を明らかにする。
（120分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

7

健康逸脱からの回復2
認知症について分類・病態・診断・症状・治療を学び、教科書と
配布資料を用いて、それぞれの認知症の援助内容を学習する。
行動目標：認知症に関する基礎知識を理解し、それぞれの認知症
の援助内容を述べることができる。

教科書2「認知症」を熟読し、疑問
点を明らかにする。（90分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

8

健康逸脱からの回復3
認知症の看護（パーソン・センタード・ケア、ユマニチュード、
タクティールケアなど）について教科書と配布資料をもとに学習
する。
学習目標：認知症の看護の基礎知識を理解し、それぞれの方法を
述べることができる。

再度教科書1・2「認知症」から、援
助の方法の疑問点を明らかにする。
（90分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

13

健康逸脱からの回復8
がん、骨粗鬆症、骨折について教科書と配布資料を用いて病態・
症状・治療、必要な援助を学習する。
行動目標：各疾患と症状の特徴を述べ、看護の方向性を説明でき
る。疾患を持つ高齢者に必要な援助を説明できる。

教科書1「がん」「骨粗鬆症」「骨
折」を熟読し、疑問点を明らかにす
る。（120分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

14

1．検査・薬物療法・手術を受ける高齢者の看護
2．終末期を支える看護
高齢者が受ける検査・薬物療法・手術療法・看取りの援助のイ
メージを明確化し、必要な援助について学習する。（次回の授業
の事例を配布）
行動目標：1．検査や治療を受ける高齢者の援助の特徴が説明で
きる。2．終末期における高齢者の特徴とその援助が説明でき
る。

教科書1 P318-333を読み要約する。
また、「エンドオブライフケア」を
熟読し、疑問点を明らかにし、自ら
の死生観について考える。（180
分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

11

健康逸脱からの回復6
脳卒中、パーキンソン病・パーキンソン症候群、心不全について
教科書と配布資料を用いて、病態・症状・治療、必要な援助を学
習する。
行動目標：各疾患と症状の特徴を述べ、看護の方向性を説明でき
る。疾患を持つ高齢者に必要な援助を説明できる。

教科書1「脳卒中」「パーキンソン
病・パーキンソン症候群」「心不
全」を熟読し、疑問点を明らかにす
る。（120分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）

12

健康逸脱からの回復7
糖尿病、肺炎、慢性閉塞性肺疾患について教科書と配布資料を用
いて、病態・症状・治療、必要な援助を学習する。
行動目標：各疾患と症状の特徴を述べ、看護の方向性を説明でき
る。疾患を持つ高齢者に必要な援助を説明できる。

教科書1「糖尿病」「肺炎」「慢性
閉塞性肺疾患」を熟読し、疑問点を
明らかにする。（120分）

本日の講義の学びをまとめ疑問点が
解決できたか確認する。また、行動
目標の達成度を自己評価する。（90
分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題①20点
課題②40点
知識の確認テスト40点

15

対象理解を深めるための情報収集とまとめ
各自で行った事例の情報整理を基にグループワークを行う。（事
例は前回の授業時に配布したもの）
まとめの後に、知識の確認テストをする。
行動目標：各自で実施した情報整理を基にディスカッションがで
きる。本科目で学んだことをまとめとして記載できる。

各自で事例の情報整理を完成させ、
講義に持参する。（120分）

グループワークでの話し合い共有し
た情報を基に課題②を作成する。
（60分）
課題②の提出日は授業中に発表す
る。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

私語・携帯電話の使用禁止。時間厳守。学習は主体的に行う。
不正は認めません。提出物の類似、代筆など疑わしい場合は全て不正とみなします。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.北川公子ほか/老年看護学（医学書院）
2.山田律子ほか/生活機能からみた老年看護過程＋病態・生活機能関連図（医学書院）

参考文献

鳥羽研二ほか：老年看護病態・疾患論（医学書院）
堀内ふきほか：高齢者看護の実践（メディカ出版）
堀内ふきほか：高齢者の健康と障害（メディカ出版）
小池妙子：老年看護（メジカルフレンド社）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10784091 老年看護学援助論II 3535 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

老年看護の対象である老年者の特徴をふまえ、生活機能からみた適切な看護展開が実践できる。
目標：
１．老化による身体症状や病気を持ちながらも高齢者自身が望む生活にできるだけ近づけられる看護計画が立案できる。
２．看護計画に基づいた看護の実践と看護計画の評価ができる（シミュレーション）。
３．自らの看護をレポートにまとめる方法が説明できる。

授業の方法

講義形式とカンファレンスや実技実践を含む演習を行う。講義ではパワーポイントと配布印刷物、既習の老年看護学領域のテキスト等を用
いてすすめる。カンファレンスではグループディスカッションを行う。理解度を確認するために、課題レポートを3回実施する。

ＩＣＴ活用

・Classroomの活用
・自身のPCを使用して、看護過程に必要な「情報の整理」「分析・解釈」「問題点の抽出」「看護計画の立案」までを事例1～4学習する。

前期

教員氏名 辻　幸美

授業の位置づけ

本科目は、看護学科のＤＰ「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」「対象に必要な看護ケアについて科学
的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる」「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判
断力により、その解決に向けて行動することができる」を達成するための老年看護領域に帰属する科目である。「老年看護学概論」と「老
年看護学援助論Ⅰ」を基盤として具体的な援助を学び、「老年看護学実習」の履修に向けて、老年看護学を実践する方法論をシミュレー
ションする。

授業の概要

 本科目は、老年看護の対象である高齢者の特徴をふまえ、生活機能からみた適切な看護展開ができるように学習する。学習内容は、事例
に基づいた看護計画の立案と実施・評価である。この際、高齢者の健康障害や生活障害の多様性、個人差を的確にアセスメントし、個別的
な援助が行えるように学習する。

1

ガイダンス（講義：教室）
学習内容：
1.本科目の位置づけとシラバスを確認する。
2.老年看護学の哲学的基盤と目標志向型思考に基づいていること
を学習する。
行動目標：
1.ガイダンス内容を理解し、自らが学習すべき内容と学習課題を
明確にする。
2.老年看護学の目標志向型思考を説明できる。
紙上事例配布

老年看護学概論Ⅰ・Ⅱ、老年看護学
援助論Ⅰの講義資料を整理して復習
する。（90分）

・シラバスに沿って 自身の学習計
画を立案する。
・問題解決型思考と目標志向型思考
の違いをまとめる。（90分）

2

高齢者を対象とした看護過程の展開方法（講義：教室）
学習内容：老年看護学の哲学的基盤と目標志向型思考に基づいた
看護過程の展開方法を学習する。
行動目標：アセスメントから全体像を描き看護計画立案までのプ
ロセスが説明できる。

配布された事例を熟読し、情報を整
理する。（90分）

配布された事例の情報の中で、看護
に必要な情報を整理する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

脳神経外科系病院で22年間の勤務経験を活用して看護過程の展開を教授する。
高齢者の様々な病期を看護したため、その経験を活かし教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題レポートにはコメントし、返却する。
授業中の疑問は解決できるよう質問を受け、全員に説明する機会を設ける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：紙上事例に関するカンファレンスにより、事例の対象
理解を深める。
テーマ：紙上事例の看護計画立案に必要な情報とは
行動目標：
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、看護計画に必要な情
報の取捨選択ができる。
・看護計画に必要な情報とその情報のSとOの違いを説明できる。

配布された事例の情報をもとにSとO
に分類するなどし、カンファレンス
のため自身の意見をまとめる。（90
分）

他者の意見を聞き、準備学習で記載
したアセスメントとの比較から見直
し、修正する。（90分）

4

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：紙上事例に関するカンファレンスにより、事例の対象
理解を深める。
テーマ：アセスメントの分析・解釈＜睡眠・休息と覚醒・活動＞
行動目標：
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、看護計画に必要な情
報の取捨選択ができる。
・紙上事例の活動と休息の説明ができる。

講義内容と自己学習内容を踏まえて
睡眠・休息と覚醒・活動について、
自分の意見をまとめる。（90分）

他者の意見を聞き、準備学習で記載
したアセスメントとの比較から見直
し、修正する。（90分）
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5

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：紙上事例に関するカンファレンスにより、事例の対象
理解を深める。
テーマ：アセスメントの分析・解釈＜食事・排泄＞
行動目標：
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、看護計画に必要な情
報の取捨選択ができる。
・紙上事例の食事と排泄の説明ができる。

講義内容と自己学習内容を踏まえて
食事・排泄について、自分の意見を
まとめる。（90分）

他者の意見を聞き、準備学習で記載
したアセスメントとの比較から見直
し、修正する。（90分）

6

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：紙上事例に関するカンファレンスにより、事例の対象
理解を深める。
テーマ：アセスメントの分析・解釈＜身じたく・コミュニケー
ション＞
行動目標：
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、看護計画に必要な情
報の取捨選択ができる。
・紙上事例の身じたくとコミュニケーションの説明ができる。
課題①のテーマは「紙上事例のアセスメント」で次回の講義開始
前に提出

講義内容と自己学習内容を踏まえて
身じたく・コミュニケーションにつ
いて、自分の意見をまとめる。（90
分）

他者の意見を聞き、準備学習で記載
したアセスメントとの比較から見直
し、修正する。課題①「紙上事例の
アセスメント」作成（90分）

9

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：紙上事例に関するカンファレンスにより、事例の対象
理解を深める。
テーマ：紙上事例の看護計画の援助の内容
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、全体像を描くことが
できる。
・援助の内容を具体的に説明できる。

配布された事例の援助の内容を記載
し、カンファレンスのため自身の意
見をまとめる。（90分）

準備学習で記載した援助の内容を見
直し、修正する。（90分）

10

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：発表時の意見交換や自身の学びを踏まえ、グループで
看護計画の修正を行う。
テーマ：看護計画の修正
行動目標：
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、全体像を描くことが
できる。
・看護計画実施に向けて、グループで修正ができる。
課題②テーマは「紙上事例のアセスメント～看護計画」次回の講
義修了後に提出
ICT登録（各自PC持参）

他者の意見を含め、カンファレンス
のため自身の意見をまとめる。（90
分）

準備学習で記載した看護計画を見直
し、修正する。課題②作成（90分）

7

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：紙上事例に関するカンファレンスにより、事例の対象
理解を深める。
テーマ：紙上事例の病態・生活機能関連図（全体像）
行動目標：
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、全体像を描くことが
できる。
・全体像を説明できる。
課題①提出（手元に自分の分をコピーしておく）

配布された事例の全体像を記載し、
カンファレンスのため自身の意見を
まとめる。（90分）

準備学習で記載した全体像を見直
し、修正する。（90分）

8

紙上事例を用いた看護計画の立案（カンファレンス：教室）
学習内容：紙上事例に関するカンファレンスにより、事例の対象
理解を深める。
テーマ：紙上事例の看護計画立案に必要な目標とは
行動目標：
・自身の意見と他者の意見の違いを考察し、全体像を描くことが
できる。
・看護計画に必要な目標の抽出ができ、看護の方向性を説明でき
る。

配布された事例の看護目標を記載
し、カンファレンスのため自身の意
見をまとめる。（90分）

準備学習で記載した看護目標を見直
し、修正する。（90分）

11

演習オリエンテーションとICT使用方法の説明
学習内容：演習と臨床判断の講義オリエンテーションを受ける。
先週登録したPCの活用方法を知る。
行動目標：
・演習の流れが分かり、自身がどのように動いたら良いか説明で
きる。
・臨床判断の講義の受け方が説明できる。
・自宅学習として使用するPCが操作できる。
課題②提出

今までの講義のまとめと課題②作成
（90分）

PCを使用し、看護過程の事例1を繰
り返し実施し、今までの知識を確認
する。（90分）
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13

各グループで看護計画の実施（実技演習：実習室）
学習内容：各自で立案した看護計画を実施する。
行動目標：各自が事例の全体像に合った患者役と看護師役ができ
る。

立案した計画をシミュレーションす
る。（90分）

PCを使用し、看護過程の事例3を繰
り返し実施し、今までの知識を確認
する。
課題③を行う。（120分）

14

経過記録（SOAP）と看護計画の評価（カンファレンス：教室）
学習内容：各自で記載した経過記録と看護計画の評価をもとに
ディスカッションを行う。
テーマ：経過記録と看護計画の評価に違い
行動目標：
・実施した内容から経過記録を整理し記載することができる。
・経過記録から看護計画の評価ができる。
・経過記録と看護計画の評価の違いが説明できる。
課題③テーマは「事例の経過記録と看護計画の実施・評価」であ
る。次回の講義前に提出する。

各自で事例の経過記録と看護計画の
評価を完成させる。（90分）

PCを使用し、看護過程の事例4を繰
り返し実施し、今までの知識を確認
する。（90分）

12

各グループで看護計画の実施（実技演習：実習室）
学習内容：各自で立案した看護計画を実施する。
行動目標：各自が事例の全体像に合った患者役と看護師役ができ
る。

立案した計画をシミュレーションす
る。（90分）

PCを使用し、看護過程の事例2を繰
り返し実施し、今までの知識を確認
する。（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題①30点
課題②40点
課題③30点

15

本講義のまとめ（講義：教室）
学習内容：老年看護学における看護過程の展開方法を確認する。
行動目標：今まで受けた講義の内容を確認し、各自で学習の振り
返りができる。
課題③提出

今までの講義のまとめで不明な点を
見出す。課題③作成（90分）

今までの講義をまとめ、振り返り実
習の準備に活かす。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・講義中は教室内で学習してください。
・私語・携帯電話の使用は禁止です。
・時間厳守
・カンファレンスを行う際はフェイスシールドを必ず装着すること
・不正は一切認めません。提出物の類似、代筆など疑わしい場合は全て不正とみなします。

備考欄

その他 0 なし

教科書

北川公子ほか/老年看護学（医学書院）
山田律子ほか/生活機能からみた老年看護過程＋病態・生活機能関連図　第3版（医学書院）
上田敏ほか/ICFの理解と活用（きょうされん）

参考文献 講義中に紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10936091 小児看護学概論 3550 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．小児の成長・発達の特徴について説明できる。
2．子どもの権利について説明ができ、権利を擁護する看護援助について説明できる。
3．母子保健の動向と母子の健康を支える社会資源、制度について説明できる。
4．発達段階によって生じやすい小児期特有の健康問題の特徴と必要な看護について説明できる。
5．特別な状況にある小児や家族、社会の特徴を理解し、必要な看護について説明できる。
6．成人移行期における治療継続や自分らしい生活実現のための看護を説明できる。
7．小児と家族を対象とした小児看護の役割について説明できる。

授業の方法

授業方法はパワーポイントとハンドアウト、視聴覚教材（DVD）用いた講義形式とする。理解を深めるため確認テストを実施する。また、
適宜レポートおよび課題を提示する。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを活用して、レポート提出や準備学習・事後学習を行い自主学習を促す。

前期

教員氏名 佐藤　洋子

授業の位置づけ

本科目は看護学科のディプロマポリシー「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得する」ために、小児とその家族の健
康的な生活を支援するための基礎的知識を獲得するための科目である。「小児看護学援助論Ⅰ・Ⅱ」「小児看護学実習」の基礎となる科目
である。
また、小児看護学健康障害論と関連する科目である。

授業の概要

小児を取り巻く家族や社会の現状を理解しながら、発達段階別に形態的、機能的、精神運動的、心理、社会的な成長と発達を学ぶ。さらに
小児の基本的人権と小児看護倫理から小児の利益にかなう看護とは何か、小児看護の理念と責務について共に考えていく。また、小児の発
達に応じた日常生活の世話やQOLと健康の保持増進、疾病の予防から小児看護の役割・機能を学ぶ。

1

ガイダンス（佐藤）
シラバスに基づく科目の説明
小児看護の特徴と理念
１．小児看護の対象
２．小児看護の目標と役割
３．小児看護の変遷

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

2

小児と家族の諸統計（佐藤）
１．わが国の人口構造
２．出生と家族
３．子どもの死亡

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

本講義は小児看護の豊富な実務経験がある教員が授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

確認テストを実施した後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

小児の成長と発達-2（佐藤）
1．心理的・社会的な成長発達

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

6

小児の成長と発達-3（佐藤）
1．小児の日常生活における成長発達

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

3

小児看護における倫理（佐藤）
子どもと家族を取り巻く社会
１．子どもの権利
２．児童福祉
３．母子保健

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

4

小児の成長と発達-1（佐藤）
1．成長・発達の原則とその影響因子
2．身体的な成長発達

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

9

小児の成長と発達とその看護-3（佐藤）
1．幼児期の成長・発達に応じた生活への看護

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

10

小児の成長と発達とその看護-3（佐藤）
1．幼児期の成長・発達に応じた生活への看護

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

7

小児の成長と発達とその看護-1（佐藤）
1．新生児期の成長・発達に応じた生活への看護

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

8

小児の成長と発達とその看護-2（佐藤）
1．乳児期の成長・発達に応じた生活への看護

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

11

小児の成長と発達とその看護-5（佐藤）
1．思春期の成長・発達に応じた生活への看護
小児を取り巻く医療と看護の変遷

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）
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13

現代の社会における子どもと家族の健康障害-Ⅱ（佐藤）
１．子どもと家族の健康問題の現状
２．子どもと家族の健康問題に対する対策

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

14

小児看護専門看護師の役割（佐藤） 教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

12

現代の社会における子どもと家族の健康障害-Ⅰ（佐藤）
１．家族の機能
２．障がいのある子どもと家族の特徴

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義内での試験（70％）
講義内容に関するレポート課題提出（30％）
評価対象物に不正行為が認められた場合は単位習得を認めない。

15

試験とまとめ（佐藤） 教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義中は能動的な学修姿勢で臨むこと。
他学生の学びを妨げる行為は慎むこと。
講義中の私語は厳禁です。

備考欄

その他 0

教科書 看護学テキストNiCE 小児看護学Ⅰ/二宮啓子,今野美紀/ 南江堂

参考文献 講義内で提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50967091 小児看護学援助論I 3552 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．さまざまな疾病、治療に応じた小児の特徴を理解し、必要な看護を説明できる。
2．疾病および健康障害が小児とその家族に及ぼす影響を理解し、安全・安楽の保持を基本とした苦痛緩和のための看護を説明できる。
3．疾病および健康障害が小児とその家族に及ぼす影響を理解し、病状や発達段階、家族の特性に応じて家族全体への看護を説明できる。
４．小児の成長・発達と健康上の課題を統合するとともに、疾病や家庭、学校等の場に応じた対象者のニーズを捉えた看護を説明できる。
５．発達段階によって生じやすい小児期特有の健康問題の特徴と必要な看護について説明できる



授業の方法

授業方法はパワーポイントとハンドアウト、視聴覚教材（DVD）用いた講義形式とする。また、適宜レポートおよび課題を提示し、質問や
意見を記載するカードも使用する。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを活用して、レポート提出や準備学習・事後学習を行い自主学習を促す。

後期

教員氏名 横山　佳世、菅原　美保

授業の位置づけ

本科目は看護学科のディプロマポリシー「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得する」と特に関係がある。また「対
象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる」こととも関係する科目である。
「小児看護学概論」「小児看護学健康障害論」をふまえ「小児看護学援助論Ⅱ」へつなぐ科目として位置づけられる。

授業の概要

小児と、その家族に起こりやすい・直面しやすい状況と、様々な状況で生活する小児と家族の看護について学び、健康問題・入院が小児と
家族に与える影響を理解する。さらに小児によくみられる症状および急性・慢性的経過をたどる小児と家族の看護について学ぶ。

1

シラバスに基づく科目の説明（横山）
疾病および健康障害が小児とその家族に及ぼす影響
１．病気に対する子どもの反応
２．子どもの病気に対する家族の反応
３．子どもの入院環境

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

2

急性期にある子どもと家族の看護ー１（菅原）
１．急性期の特徴
２．子どもと家族の看護
３．疾患をもった子どもの看護（気管支喘息）

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

本講義は小児看護の豊富な実務経験がある教員が授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問や意見には、次回の講義内で回答する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

慢性期にある子どもと家族の看護-２（横山）
１．疾患をもった子どもの看護（Ⅰ型糖尿病）
２．疾患をもった子どもの看護（アレルギー疾患）

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

6

検査・処置を受ける子どもの看護-1（菅原）
1．子どもにとっての検査・処置体験
２．プレパレーション

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

3

急性期にある子どもと家族の看護ー２（横山）
１．疾患をもった子どもの看護（胃腸炎）
２．疾患をもった子どもの看護（川崎病・心室中隔欠損症）

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

4

慢性期にある子どもと家族の看護-1（横山）
１．慢性期の特徴
２．子どもと家族の看護
３．疾患をもった子どもの看護（ネフローゼ症候群）

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

7

周手術期にある子どもと家族の看護（横山）
１．周手術期の特徴
２．子どもと家族の看護
３．疾患をもった子どもの看護（アデノイド増殖症）

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

8

検査・処置を受ける子どもの看護-2（菅原）
1．事例に基づくプレパレーションの実際
２．事例紹介

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）
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9

検査・処置を受ける子どもの看護-3（菅原）
1．事例に基づくプレパレーションの考案

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

10

検査・処置を受ける子どもの看護-4（菅原）
1．事例に基づくプレパレーションの発表

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

13

障がいのある子どもと家族の看護-2（菅原）
１．自閉症スペクトラム症
子どもの虐待と看護
2．子どもの虐待とは
３．子どもと親に求められるケア

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

14

子どもの状況に特徴づけられる看護（横山）
１．外来における子どもと家族の看護
２．在宅療養中の子どもと家族の看護
３．災害時の子どもと家族の看護

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

11

終末期にある子どもと家族の看護（横山）
１．終末期の特徴
２．子どもと家族の看護
３．疾患をもった子どもの看護（白血病）

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

12

障がいのある子どもと家族の看護-1（菅原）
１．障がいのとらえ方
２．障がいのある子どもと家族の特徴
３．重症心身障害児

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容をまとめ、疑問点は自己学
習をすること。(90分）

定期試験

0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義内での試験（70％）
プレパレーションに関する課題提出（30％）
評価対象物に不正行為が認められた場合は単位習得を認めない。

15

試験とまとめ（横山） これまでの講義・演習内容の復習を
行う(90分)

確認試験で理解が不足していた部分
を振り返り、自己学習をする(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義中は能動的な学修姿勢で臨むこと。
他学生の学びを妨げる行為は慎むこと。
講義中の私語は厳禁である。

備考欄

その他 0

教科書 看護学テキストNiCE 小児看護学Ⅱ/今野美紀,二宮啓子/ 南江堂

参考文献 講義内で提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50962091 小児看護学援助論II(1組) 3553 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.　小児に特有な看護技術の原理・原則と根拠が理解できる。
２．紙上事例を基に小児の成長・発達と健康上の問題を統合し、小児と家族の看護問題を明確にできる。
３．対象者に適した方法で看護援助が実践できる。

授業の方法

授業方法はパワーポイントとハンドアウト、視聴覚教材(DVD)を用いた講義形式とグループワーク。そして、実習室における実技演習とす
る。グループワークでは事例を基に看護過程を展開し、発表する。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを活用して、レポート提出や準備学習・事後学習を行い自主学習を促す。

前期

教員氏名 佐藤　洋子、菅原　美保、横山　佳世

授業の位置づけ

本科目は看護学科のディプロマポリシー「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施すること
ができる」と特に関係する。看護学の理論や科学的根拠に基づき、小児とその家族の健康課題を解決するための柔軟な思考力と大局的な判
断力を養い、また援助を実践することで、主体的に学習を継続し、自己成長につなげる意欲を養うための科目として位置づけられる。「小
児看護学概論」「小児看護学健康障害論」「小児看護学援助論Ⅰ」と連続性があり「小児看護学実習」に向けた科目である。

授業の概要

小児看護におけるコミュニケーションと診療に伴う援助技術を学ぶと共に、小児とその家族に関わるために必要な基本的態度を養う。さら
に紙上事例を用いて小児の健康問題・障害によりおこる小児と家族への看護の展開技術を発達段階、病時期別に学ぶ。

1

ガイダンス
小児看護に必要な看護技術-1（佐藤、横山、菅原）
1.小児看護に必要な看護技術の目的、適応、方法について学習す
る。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

2

小児看護に必要な看護技術-2　（佐藤、横山、菅原）
グループに分かれて下記の看護技術の演習を行う
1.バイタルサイン測定(呼吸、心拍、体温)
2.身体計測
3.清拭・更衣・採尿パックの貼用
4.シーネ固定
【第２回、第３回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

演習内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

NICUや小児病棟で看護師として勤務した経験を活かして、援助技術や小児の看護過程の展開について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

個人提出課題についてはコメントを記入し返却する。
グループ提出課題については、講義の中でフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

事例に基づく看護過程の展開-2　（佐藤、横山、菅原）　
1.情報の分析と問題の明確化について学習する。
2.看護問題の優先順位について学習する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

6

事例に基づく看護過程の展開-3　（佐藤、横山、菅原）
1.看護計画の立案、看護計画の評価について学習する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

3

小児看護に必要な看護技術-３　（佐藤、横山、菅原）
【第２回、第３回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

上記と同様

4

事例に基づく看護過程の展開-1　（佐藤、横山、菅原）
1.小児看護の看護過程の特徴について学習する。
2.情報収集方法と情報の整理について学習する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

7

事例に基づく看護過程の展開-4　（佐藤、横山、菅原）
1.紙面事例に関する発達段階と病態について学習する。
2.提示された事例について個人でアセスメントを行う。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

8

事例に基づく看護過程の展開-5　（佐藤、横山、菅原）
1.第７回で取り組んだアセスメントを基に、グループワークを実
施し、看護問題リストおよび看護計画を作成する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)
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9

事例に基づく看護過程の展開-６　（佐藤、横山、菅原）
1.第７回で取り組んだアセスメントを基に、グループワークを実
施し、看護問題リストおよび看護計画を作成する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

10

事例に基づく看護過程の展開-７　（佐藤、横山、菅原）
1.第９回で実施したグループワークの結果を発表する。
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

13

事例に基づく看護援助の展開-２　（佐藤、横山、菅原）
１．グループワーク内容のシミュレーション演習　
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

発表での学びを振り返り、疑問点が
あれば自己学習をする(90分)

14

事例に基づく看護援助の展開-３　（佐藤、横山、菅原）
１．グループワーク内容のシミュレーション演習
２．演習評価
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

上記と同様

11

事例に基づく看護過程の展開-８　（佐藤、横山、菅原）
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

事例のアセスメントを完成させる
(90分)

12

事例に基づく看護援助の展開-1　（佐藤、横山、菅原）
１．事例の一場面で必要な看護援助に関するグループワーク
２．看護計画立案

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

看護計画、発表資料を作成し、期日
までに提出する(90分)

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認試験(50％)
個人の提出課題(10％)
グループワークの提出課題(40％)

15

1.　講義内容に関する確認試験　（佐藤、横山、菅原）
２．確認試験の解説

これまでの講義・演習内容の復習を
行う(90分)

確認試験Ⅱで理解が不足していた部
分を振り返り、自己学習をする(90
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物に不正行為が認められた場合はD判定となることもある。

備考欄

その他

0

教科書 統計看護学講座 専門分野Ⅱ 小児臨床看護学①/奈良間美保/ 医学書院

参考文献

ナーシング・グラフィカ 小児看護学②小児看護技術/中野綾美/メディカ出版
発達段階からみた小児看護過程＋病態関連図／浅野みどり他／医学書院　他は講義内で提示する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50962092 小児看護学援助論II(2組) 3553 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.　小児に特有な看護技術の原理・原則と根拠が理解できる。
２．紙上事例を基に小児の成長・発達と健康上の問題を統合し、小児と家族の看護問題を明確にできる。
３．対象者に適した方法で看護援助が実践できる。

授業の方法

授業方法はパワーポイントとハンドアウト、視聴覚教材(DVD)を用いた講義形式とグループワーク。そして、実習室における実技演習とす
る。グループワークでは事例を基に看護過程を展開し、発表する。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを活用して、レポート提出や準備学習・事後学習を行い自主学習を促す。

前期

教員氏名 佐藤　洋子、菅原　美保、横山　佳世

授業の位置づけ

本科目は看護学科のディプロマポリシー「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施すること
ができる」と特に関係する。看護学の理論や科学的根拠に基づき、小児とその家族の健康課題を解決するための柔軟な思考力と大局的な判
断力を養い、また援助を実践することで、主体的に学習を継続し、自己成長につなげる意欲を養うための科目として位置づけられる。「小
児看護学概論」「小児看護学健康障害論」「小児看護学援助論Ⅰ」と連続性があり「小児看護学実習」に向けた科目である。

授業の概要

小児看護におけるコミュニケーションと診療に伴う援助技術を学ぶと共に、小児とその家族に関わるために必要な基本的態度を養う。さら
に紙上事例を用いて小児の健康問題・障害によりおこる小児と家族への看護の展開技術を発達段階、病時期別に学ぶ。

1

ガイダンス
小児看護に必要な看護技術-1（佐藤、横山、菅原）
1.小児看護に必要な看護技術の目的、適応、方法について学習す
る。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

2

小児看護に必要な看護技術-2　（佐藤、横山、菅原）
グループに分かれて下記の看護技術の演習を行う
1.バイタルサイン測定(呼吸、心拍、体温)
2.身体計測
3.清拭・更衣・採尿パックの貼用
4.シーネ固定
【第２回、第３回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

演習内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

NICUや小児病棟で看護師として勤務した経験を活かして、援助技術や小児の看護過程の展開について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

個人提出課題についてはコメントを記入し返却する。
グループ提出課題については、講義の中でフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

事例に基づく看護過程の展開-2　（佐藤、横山、菅原）　
1.情報の分析と問題の明確化について学習する。
2.看護問題の優先順位について学習する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

6

事例に基づく看護過程の展開-3　（佐藤、横山、菅原）
1.看護計画の立案、看護計画の評価について学習する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

3

小児看護に必要な看護技術-３　（佐藤、横山、菅原）
【第２回、第３回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

上記と同様

4

事例に基づく看護過程の展開-1　（佐藤、横山、菅原）
1.小児看護の看護過程の特徴について学習する。
2.情報収集方法と情報の整理について学習する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

7

事例に基づく看護過程の展開-4　（佐藤、横山、菅原）
1.紙面事例に関する発達段階と病態について学習する。
2.提示された事例について個人でアセスメントを行う。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

8

事例に基づく看護過程の展開-5　（佐藤、横山、菅原）
1.第７回で取り組んだアセスメントを基に、グループワークを実
施し、看護問題リストおよび看護計画を作成する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

- 188 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

9

事例に基づく看護過程の展開-６　（佐藤、横山、菅原）
1.第７回で取り組んだアセスメントを基に、グループワークを実
施し、看護問題リストおよび看護計画を作成する。

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

10

事例に基づく看護過程の展開-７　（佐藤、横山、菅原）
1.第９回で実施したグループワークの結果を発表する。
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

講義内容を復習し、疑問点について
自己学習をする(90分)

13

事例に基づく看護援助の展開-２　（佐藤、横山、菅原）
１．グループワーク内容のシミュレーション演習　
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

発表での学びを振り返り、疑問点が
あれば自己学習をする(90分)

14

事例に基づく看護援助の展開-３　（佐藤、横山、菅原）
１．グループワーク内容のシミュレーション演習
２．演習評価
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

上記と同様

11

事例に基づく看護過程の展開-８　（佐藤、横山、菅原）
【第13回、第14回は同日に2講続けて行う】

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

事例のアセスメントを完成させる
(90分)

12

事例に基づく看護援助の展開-1　（佐藤、横山、菅原）
１．事例の一場面で必要な看護援助に関するグループワーク
２．看護計画立案

教科書などで，事前に該当部分を予
習する（90分間程度）。

看護計画、発表資料を作成し、期日
までに提出する(90分)

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認試験(50％)
個人の提出課題(10％)
グループワークの提出課題(40％)

15

1.　講義内容に関する確認試験　（佐藤、横山、菅原）
２．確認試験の解説

これまでの講義・演習内容の復習を
行う(90分)

確認試験Ⅱで理解が不足していた部
分を振り返り、自己学習をする(90
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物に不正行為が認められた場合はD判定となることもある。

備考欄

その他

0

教科書 統計看護学講座 専門分野Ⅱ 小児臨床看護学①/奈良間美保/ 医学書院

参考文献

ナーシング・グラフィカ 小児看護学②小児看護技術/中野綾美/メディカ出版
発達段階からみた小児看護過程＋病態関連図／浅野みどり他／医学書院　他は講義内で提示する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90360091 小児看護学健康障害論 3556 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．子どもの身体について解剖・生理的側面の特徴が理解できる
２．子どもに特有な疾患の知識が得られる
３．子どもに特有な疾患の病態と治療がわかる

授業の方法 パワーポイントと配布資料を用いて行う。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを活用して、レポート提出や準備学習・事後学習を行い自主学習を促す。

前期

教員氏名 菅原　美保、横山　佳世

授業の位置づけ

本科目は看護学科のディプロマポリシー「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身に
つける」と特に関連している。
小児の各種疾患の成因や病態および治療を科学的根拠の上に立って理解し、また小児の健康的な発育・発達を支援するための基礎的な知識
を獲得するための授業であり、「小児看護学援助論Ⅰ」へ繋ぐ科目である。

授業の概要

周産期の問題点から新生児疾患の病態と治療に始まり，小児の主な消化器疾患，呼吸器疾患，先天性心疾患，血液疾患，小児がん，神経・
筋疾患，腎臓疾患，成長障害，糖尿病，先天性代謝障害，免疫・アレルギー疾患，感染症などの病態と治療について学習する。

1

ガイダンス（菅原）
小児科学総論：小児の成長・発達と評価

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

2

小児にみられる主な症状（１）（菅原）
：発熱、下痢、嘔吐、脱水など

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

実務経験のある
教員の教育内容

小児科での臨床経験や知識を活かした講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の講義中における質問・意見については, 丁寧に返答し, 学びを共有する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

染色体異常、先天異常（横山）
：ダウン症候群、18トリソミー、13トリソミー、口唇裂、口蓋裂
など

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

6

呼吸器疾患（菅原）
：急性気管支炎、急性細気管支炎、クループ、乳幼児突然死症候
群

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

3

小児にみられる主な症状（2）（菅原）
：咳嗽、呼吸困難、チアノーゼ、けいれんなど

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

4

新生児疾患（横山）
：新生児仮死、新生児黄疸、呼吸窮迫症候群など

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

9

腎・泌尿器疾患（菅原）
：急性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、尿路感染症

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

10

神経疾患（横山）
：脳性麻痺、てんかん、熱性けいれん、筋ジストロフィー、髄膜
炎など

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

7

循環器疾患（菅原）
：心室中隔欠損症、ファロー四徴症、川崎病

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

8

消化器疾患（横山）
：ヒルシュスプリング病、ロタウイルス感染症、潰瘍性大腸炎、
クローン病など

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

13

精神疾患と神経発達障害（菅原）
：不安障害、自閉症スペクトラム、注意欠如・多動症、学習障害

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

14

小児の救急疾患（菅原）
：熱傷、誤飲、腸重積など

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

11

腫瘍と内分泌疾患（横山）
：小児がん、1型糖尿病

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。

12

アレルギー疾患と耳鼻咽喉疾患（菅原）
：食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、中耳炎、アデノイド増殖
症、口蓋扁桃肥大

参考書などで，事前に該当部分を予
習する（60分間程度）。

講義の内容確認と得られた知識およ
び理解度を確認する（60分間程
度）。
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内容に関する小テストを６回程度実施する。
講義内で確認試験を実施する。
評価対象物に不正行為が認められた場合は単位習得を認めない。

15

試験とまとめ（菅原） これまでの講義・演習内容の復習を
行う(90分)

確認試験で理解が不足していた部分
を振り返り、自己学習をする(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

他学生の学びを妨げる行為は慎むこと。
講義中の私語は厳禁です。

備考欄

その他

0

教科書 看護テキスト NiCE 病態・治療論[14]小児疾患/真部淳/南江堂

参考文献 看護学テキストNiCE 小児看護学Ⅰ,Ⅱ/二宮啓子,今野美紀/ 南江堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10723091 母性看護学概論 3570 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．母性看護の概念、母性看護の意義・役割がわかる。
２．母性意識の発達過程、母親役割行動の取得過程がわかる。
３．母性看護の変遷、統計、制度などから、母子保健をマクロ的な視点から捉えることができる。
４．親子・家族関係の形成過程及び家族の役割についてわかる。

授業の方法

パワーポイントとハンドアウトを用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを時間内に実施するとともに、ミニレポートを作成してもらう。

ＩＣＴ活用 課題の提出とフィードバックは、一部Google classroomを活用して行う。

前期

教員氏名 小塀　ゆかり

授業の位置づけ

本学科のDP、「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけている」、「看護を実
践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」、「自己学習・自己評価をし続ける行動や態度をとることができる」に関連
した母性看護学領域の科目である。
母性看護学の対象である「女性」を理解し、女性の周産期および各ライフサイクルにおける心身の変化、取り巻く社会・環境について学習
する科目である。
「母性看護学援助論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」「母性看護学実習」の基礎となる科目である。


授業の概要

母性看護学は、妊産褥婦および新生児への看護活動に加え、次世代の健全育成を目指し、女性のライフサイクルのすべてにおける健康の維
持・増進・疾病予防を目的とした看護活動に関する学問である。概論では、母性の概念、対象の特性を母性看護の変遷、統計、制度などか
ら、母子保健をマクロ的な視点からとらえ、母性看護の現状と課題を理解する。

1

母性看護の基本となる概念を理解する。
・リプロダクティブ・ヘルスにかかわる概念
　・性と生殖に関する健康と権利とは
　・性の多様性
　・性的マイノリティと家族への母性看護

教科書のP2~13、P22~23を読んでお
くこと。(90分）

講義資料とともに教科書を読み、理
解を深めておくこと。(90分）

2

母性看護の対象を理解する
・親性・母性・父性とは
・母子相互作用・愛着形成と親役割
・女性・家族を中心にしたケア

教科書の該当箇所に目を通しておく
こと。（90分）

講義資料とともに教科書を読み深め
ておくこと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

助産師としての臨床経験、知識を活かし講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、レポートのコメントを講義内、若しくはGoogle classroomを活用して返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

リプロダクティブ・ヘルスにおける倫理
・看護実践における倫理的課題
　　・生命倫理と看護
　　・生命医学倫理の4つの原則
　　・倫理的意思決定
　　・母性看護実践において遭遇する倫理的課題

レポート課題：テーマは講義で提示する。

教科書の該当箇所に目を通しておく
こと。（90分）

講義資料とともに教科書を読み深め
ておくこと。（90分）

6

母性看護実践の基盤となる理論と概念
・オレムのセルフケア理論
・ウェルネスの概念
・危機・喪失に関する概念
・健康を促進する支援に関する理論

教科書の該当箇所に目を通しておく
こと。（90分）

講義資料とともに教科書を読み深め
ておくこと。（90分）

3

母子保健をめぐる動向と制度①
・母子保健統計
　　・人口動態
　　・母子保健の現状

教科書の該当箇所に目を通しておく
こと。（90分）

講義資料とともに教科書を読み深め
ておくこと。（90分）

4

母子保健をめぐる動向と制度②
・母子保健にかかわる法律と施策
　　・母子保健にかかわる法律
　　・働く女性の健康・子育て支援に関する法律
　　・母子保健行政

教科書の該当箇所に目を通しておく
こと。（90分）

講義資料とともに教科書を読み深め
ておくこと。（90分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

リプロダクティブ・ヘルスにおける看護実践①
・不妊治療後に妊娠・出産した女性と家族への看護
・先天異常をもつ子どもを出産した女性と家族への看護
・周産期に子どもを亡くした女性と家族への看護

教科書の該当箇所に目を通しておく
こと。（90分）

講義資料とともに教科書を読み深め
ておくこと。（90分）

8

リプロダクティブ・ヘルスにおける看護実践②
・メンタルヘルスに問題をかかえる女性と家族への支援
・DV被害者と性暴力被害者への支援
・子ども虐待の予防と早期発見
・在日外国人の母子保健
・災害時における女性と妊産婦・新生児への支援

理解度確認テスト

理解度確認のため小テストを実施す
るので、これまでの学習内容を復習
しておくこと。(120分）

講義資料とともに教科書を読み深め
ておくこと。（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト（90％）、レポート課題（10％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポート課題、小テストにおいて不正行為が明らかな場合はD判定となることがある。

備考欄

その他 0

教科書 有森直子　編著：母性看護学Ⅰ　第2版　医歯薬出版株式会社

参考文献 講義内で適宜提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90938091 周産期健康障害論 3572 2 2

到達目標

人間の性と生殖生理、性機能についての基本的な知識を学び、妊娠、分娩、産褥の機序と各期の正常経過の維持のしくみについて、さらに
その異常経過の病因を説明できる。また女性のライフサイクルにおける、性機能の変化や異常と各期に罹患しやすい疾患の病因・治療など
を説明できる。

授業の方法 パワーポイントと教科書を連動させて、講義形式ですすめる。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 津村　宣彦

授業の位置づけ

【知識・技能】人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するために、幅広い知識と教養を身につけている。
【思考・判断・表現】対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができ
る。
これらのディプロマポリシーと関連し、女性の生殖器の解剖・生理の基本を修得し、女性のライフスタイルにおけるそれぞれの時期におけ
る性機能の変化や異常を修得する科目である。また、周産期（妊娠・出産・産褥）の正常経過の基本を学ぶとともに、異常な経過の成り立
ちや対処法などを修得する。

授業の概要

人間の性と生殖生理、性機能の発達についての基本的な知識に基づいて、妊娠、分娩、産褥の機序と各期の正常妊娠経過維持の仕組みは勿
論のこと、その異常経過についても学ぶ。次に女性のライフサイクルにおける、思春期から更年期・老年期の性機能の変化や異常と、その
治療について理解する。加えて、避妊方法として、低用量ピルの考え方や服用方法などについて理解する。さらに、主な産科検査法とし
て、超音波検査・羊水検査・胎児胎盤機能検査・分娩監視装置などの原理やデータの解釈法を理解する。また、成人期の女性が罹患しやす
い疾患（子宮筋腫、子宮内膜症、子宮・卵巣の悪性腫瘍など）の病因・治療について学ぶ。

1

女性生殖器の解剖と生理・女性のライフサイクル：
子宮・卵巣の構造、視床下部ー下垂体ー卵巣の機能について
思春期、成人期、更年期、老年期の特徴について

成人看護学９の女性生殖器の構造と
機能を事前に読んでおくこと（６０
分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

2

妊娠成立の機序および胎児・胎盤の発育：
月経周期、排卵、受精、着床、黄体、胎盤の働きなど

母性看護学２の妊娠期の身体的特性
を事前に読んでおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

実務経験のある
教員の教育内容

産婦人科医師として、およそ４０年の臨床経験を活かして、産科・婦人科の基礎から臨床について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義中の質問・意見について説明し、学びを共有する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

異常妊娠Ⅲ：
前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮内胎児発育遅延、羊水過少・
過多、胎児奇形など

母性看護学２の妊娠の異常と看護お
よび分娩の異常と看護を事前に読ん
でおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

6

産科検査および異常妊娠の総括：
超音波検査、羊水検査、出生前診断、胎児胎盤機能検査など

母性看護学２の妊婦と胎児のアセス
メントおよび遺伝相談を事前に読ん
でおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

3

異常妊娠Ⅰ：
切迫流産、子宮外妊娠、稽留流産、感染症など

母性看護学２の妊娠の異常と看護を
事前に読んでおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

4

異常妊娠Ⅱ：
合併症妊娠、多胎妊娠、ハイリスク妊娠、妊娠悪阻、妊娠高血圧
症候群、血液型不適合妊娠、切迫早産など

母性看護学２の妊娠の異常と看護を
事前に読んでおくこと（６０分）


当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

9

異常分娩Ⅱ：
産科ショック・血栓症およびその対応など

母性看護学２の分娩の異常と看護を
事前に読んでおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

7

正常分娩および産褥：
陣痛発来から出産および産褥まで

母性看護学２の分娩の要素および分
娩・産褥の経過を事前に読んでおく
こと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

8

異常分娩Ⅰ：
陣痛異常、産道異常、回旋・胎位異常など

母性看護学２の分娩の異常と看護を
事前に読んでおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）
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10

産科手術について：
妊娠、分娩、産褥における医療介入(帝王切開)・処置など

母性看護学２の分娩の異常と看護お
よび産褥の異常と看護を事前に読ん
でおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

13

婦人科疾患Ⅰ：
子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣腫瘍、胞状奇胎などの良性疾患の病
態および治療、更年期・老年期における疾患（更年期障害・性器
脱など）について

成人看護学９の第５章を事前に読ん
でおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

14

婦人科Ⅱ：
悪性腫瘍（子宮頚部癌・体部癌・卵巣癌・絨毛癌）について

成人看護学９の第５章を事前に読ん
でおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

11

婦人科Ⅰ：
内分泌検査、不妊検査、不育症など産婦人科に関連した検査法に
ついて

成人看護学９の女性生殖器の構造と
機能および第４章を事前に読んでお
くこと
（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

12

産婦人科の性感染症および避妊法：
性感染症の疫学とその防止対策さらに避妊法（ピル・ＩＵＤな
ど）のメリット・デメリットなど
月経異常および薬物治療について

成人看護学９の感染症および第４章
を事前に読んでおくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中のテストや予習復習を含めた授業に対する姿勢および態度から判断する。

15

講義全体を通じての総括および最近の産科・婦人科医療事情につ
いて：
日本の産婦人科医療が抱えている問題など
授業の把握度をテストをして評価する。

講義全体を通じての疑問点、特に解
説して欲しい重要なポイントがあれ
ば、準備しておくこと（６０分）

当日の講義をまとめておくこと（６
０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

予習・復習に努め、積極的に参加すること。

備考欄

その他 0

教科書

女性生殖器（成人看護学９）　医学書院
母性看護学各論（母性看護学２）　医学書院

参考文献 特になし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90721091 母性看護学援助論I 3574 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．女性のライフサイクル各期における健康状態の特徴と看護について説明できる。
２．妊娠や育児を取り巻く現状について理解し、その看護について説明できる。
３．妊婦および胎児の生理的変化と適応、および妊婦、家族の心理的変化について説明できる。
４．妊婦の健康管理、セルフケアへの看護について説明できる。
５．妊婦の基本的なヘルスアセスメントが実践できる。
６．妊娠期の異常とその看護について説明できる。

授業の方法

パワーポイントとハンドアウトを用いて講義をすすめる。
理解度確認テストを実施し、解説をもってフィードバックする。
講義の中でGoogle classroomを使用し、学びの振り返り、理解度の確認などを行う。

ＩＣＴ活用 課題の提出とフィードバックは、一部Google classroomを活用して行う。

後期

教員氏名 小塀　ゆかり

授業の位置づけ

本学科のDPである、「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけている」、「看
護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」、
「保健医療福祉チームの一員としての役割を理解し、協働して活動する能力を高めることができる」、「自己学習・自己評価をし続ける行
動や態度をとることができる」と関連した母性看護学領域の科目である。
母性看護学概論で学習した、母性看護の対象をライフサイクル別にとらえる。さらに、周産期における女性の心身の変化と必要な看護につ
いて学習する科目である。


授業の概要

女性のライフサイクル各期の特徴について学習し、母性看護の対象を理解する。また、妊娠期にある女性、家族の生理的・心理社会的特性
を理解し、妊婦と胎児の健康を維持促進し異常を予防するために必要なケアについて学ぶ。

1

ガイダンス
・女性のライフサイクルと健康について、性周期をメインに学習
する。
・妊娠期にある女性とその家族への看護について学習する。
・妊娠期にある女性の心身の変化と必要な看護について学習す
る。

シラバスに目を通しておくこと。ま
た、既習の「周産期健康障害論」を
復習しておくこと。（90分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

2

ライフサイクル各期の健康【思春期】
思春期の女性の身体的・心理社会的特徴

思春期にある女性の特徴を理解し、性感染症、人工妊娠中絶、月
経異常、喫煙による害などの健康問題と看護について学習する。

レポート課題：テーマは講義で提示する。

概論の教科書該当部分を読んでおく
こと。（90分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

助産師として産科病棟での勤務経験があり、臨床現場における周産期ケアと看護の実際について豊富な知識を有している。
この臨床経験を活かし、周産期の母子とその家族の看護や子育て支援について教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

レポート内容についてのフィードバックは講義内、若しくはGoogle classroomで返答する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

ライフサイクル各期の健康【成熟期】
成熟期の女性の身体的・心理社会的特徴

成熟期にある女性の特徴を理解し、不妊、DV,子宮内膜症、育児
不安、産後うつなど健康問題について学習する。


概論の教科書該当部分を読んでおく
こと。（90分）

配布プリントと教科書を復習してお
くこと。（90分）

4

ライフサイクル各期の健康【更年期】
更年期の女性の身体的・心理社会的特徴

更年期にある女性の特徴を理解し、更年期障害、生活習慣病、骨
粗鬆症などの健康問題と看護について学習する。

概論の教科書該当部分を読んでおく
こと。（90分）

配布プリントと教科書を復習してお
くこと。（90分）
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5

ライフサイクル各期の健康【老年期】
老年期の女性の身体的・心理社会的特徴

老年期にある女性の特徴を理解し、精神疾患、女性生殖器疾患な
どの健康問題と看護について学習する。
理解度を確認する第1回小テストを実施する。

教科書の該当部分を読んでおくこ
と。（90分）

配布プリントと教科書を復習してお
くこと。（90分）

6

【周産期における看護】
周産期の特性と看護の対象者および看護の特性について学ぶ。ま
た、周産期看護に携わる職種と連携について理解する。

教科書「母性看護学Ⅰ・Ⅱ」の該当
部分を読んで予習しておくこと。
（90分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

9

【妊娠各期の看護ケア①】
妊娠各期の妊婦の日常生活とセルフケア能力向上のための看護に
ついて学ぶ。妊婦が受ける保健サービスについて理解する。

教科書「母性看護学Ⅱ」の該当部分
を読んで予習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

10

【妊娠各期の看護ケア②】
妊婦と家族の看護について学ぶ。親になるための準備教育の内容
と方法、および親役割獲得のための家族の援助について学ぶ。
第6回から9回までの理解度を確認するための練習問題を行う。

教科書「母性看護学Ⅱ」の該当部分
を読んで予習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

7

【妊婦の身体的・心理的・社会的特性と変化】
正常な妊娠の生理と胎児の発育、母体の心身の変化について関連
する科目の復習をしながら学ぶ。妊婦の心理、親性の準備と妊婦
をとりまく家族や社会について看護の視点から学ぶ。

教科書「母性看護学Ⅱ」の該当部分
を読んで予習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

8

【妊婦と胎児のヘルスアセスメント】
妊娠の診断方法と分娩予定日の算出方法、妊婦健康診査の必要性
と方法について学ぶ。妊娠各期の妊婦と胎児のヘルスアセスメン
トの視点と方法について学ぶ。

教科書「母性看護学Ⅱ」の該当部分
を読んで予習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

13

【妊娠期のマイナートラブル①】
妊娠各期のマイナートラブルの主な症状と特徴、原因・誘因につ
いて理解し、援助と保健指導について学ぶ。

教科書「母性看護学Ⅱ」の該当部分
を読んで予習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。マイナートラブルについての保
健指導用パンフレットの作成をする
（90分）

14

【妊娠期のマイナートラブル②】
妊娠期における保健指導用レポートの作成をする。レポート作成
にあたり質疑応答を行う。
第10回から第14回までの理解度を確認するための練習問題を行
う。

マイナートラブルについての保健指
導用レポートの作成をする。（90
分）

マイナートラブルについての保健指
導用レポートの作成をする。（90
分）

11

【妊娠期の異常と看護①】
ハイリスク妊娠と看護について学ぶ。妊娠疾患、妊娠期の感染
症、妊娠経過の異常、妊娠持続期間の異常、多胎妊娠、胎位の異
常、胎児付属物の異常と観察の視点および看護について学ぶ。

教科書「母性看護学Ⅱ」の該当部分
を読んで予習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

12

【妊娠期の異常と看護②】
ハイリスク妊婦と心理・社会的問題について理解し、近年の妊婦
の特性とハイリスク妊婦の看護を学ぶ。高年初産婦、若年妊婦、
未受診妊婦、出生前診断を受けた妊婦とその家族の看護について
学ぶ。

教科書「母性看護学Ⅱ」の該当部分
を読んで予習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

定期試験 0

15

【まとめ】
妊娠期における女性の身体的・心理的・社会的特性と妊婦・胎
児・家族の看護の特徴についての総まとめを行う。妊婦を取り巻
く社会的な問題や話題について事例を元にディスカッションす
る。
第6回から第14回までの理解度を確認するための第2回小テストを
実施する。

これまで学習した妊娠期の特性と看
護について復習しておくこと。（90
分）

配布資料と教科書を復習しておくこ
と。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ライフサイクルレポート(10%)、保健指導レポート(10%)
第1回小テスト(30%)
第２回小テスト(50%)

履修条件・留意
事項等

提出された課題に不正行為が認められた場合はD判定となることがある。

備考欄

その他 0

教科書

有森直子　編著：母性看護学Ⅰ　第2版　医歯薬出版株式会社
有森直子　編：母性看護学Ⅱ　第2版　医歯薬出版株式会社

参考文献 講義内で、適宜提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50722091 母性看護学援助論II 3575 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．分娩期、産褥期、新生児期にある母子とその家族の看護援助を行うために必要な基本的知識を説明できる。
２．分娩期、産褥期、新生児期にある母子とその家族の身体的・心理的・社会的特性を述べることができる。
３．分娩期、産褥期、新生児期に必要な看護の特性と方法を述べることができる。
４．分娩期、産褥期、新生児期における主な異常とその看護援助の要点を挙げることができる。
５．いのちの大切さについて母性看護学の視点から論じることができる。

授業の方法

パワーポイントとハンドアウトを用いた講義形式ですすめる。
適宜、視聴覚メディア（オンライン資料、ＤＶＤ、動画教材等）と教育教材などを活用する。
毎回、講義のなかでミニッツペーパー（学びの振り返り、思ったこと、質問等を記述したもの）を使用し、理解度の確認等を行う。

ＩＣＴ活用

・授業の参考動画や資料は、Google Classroomにアップし復習に活用できるようにする。
・課題の提出とフィードバックは、Google Classroomの課題提出機能等を活用して行う。

前期

教員氏名 多賀　昌江、福士　晴佳

授業の位置づけ

本学科のDP「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけている」、「看護を実践
する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」、「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力によ
り、その解決に向けて行動することができる」に関連する。母性看護学の分娩期・産褥期・新生児期の特徴を理解し、必要な看護について
学習する。「母性看護学概論」「母性看護学援助論Ⅰ」「周産期健康障害論」を基盤として、「母性看護学援助論Ⅲ」「母性看護学実習」
につながる科目である。

授業の概要

母性看護学援助論Ⅰで学習した妊娠期の援助をふまえて、分娩期・産褥期の母体と胎児、および新生児の生理的変化と家族を含めた看護援
助の方法について基本的な知識を習得する。

1

コースオリエンテーション（多賀）
正常分娩の基本的理解
分娩期の看護①
分娩の定義、分娩の3要素・分娩の機序と経過、分娩の進行と産
婦の身体的変化とアセスメント、分娩第1期から第4期までの看護
について学ぶ。

周産期健康障害論の学習内容を復習
しておくこと（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

2

分娩期の看護②（多賀）
分娩期における看護の実際と胎児心拍数陣痛図の読み方、産婦と
胎児の健康状態のアセスメントと看護について学ぶ。
（分娩室の環境、バースプランとバースレビュー、胎児モニタリ
ングの方法と看護など）

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

科目担当教員は全員助産師である。助産師として、産科や周産期母子医療センター、NICUなどに10年前後勤務した経験があり、臨床現場に
おける周産期ケアと看護の実際について豊富な知識を有している。この臨床経験を活かし、周産期の母子とその家族の看護や子育て支援、
周産期のグリーフケアについて具体的で実践的な内容を教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

ミニッツぺーパーの質問等の内容について、次回講義内で返答する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

産褥期の看護②（福士）
褥婦の健康状態のアセスメントと進行性変化への看護について学
ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

6

帝王切開術と看護（福士）
帝王切開術を受ける産婦と手術後の褥婦の看護について学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

3

分娩期の健康問題に対する看護（多賀）
異常分娩時の産婦の看護について学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

4

産褥期の基本的理解（福士）
産褥期の看護①
産褥期の身体的、心理的、社会的変化について学ぶ。褥婦の健康
状態のアセスメントと退行性変化への看護について学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
(90分）。

7

産褥期の健康問題に対する看護（福士）
子宮復古不全、貧血、産褥期の発熱、乳腺炎、産後の精神障害と
看護について学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。
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9

早期新生児期の基本的理解（福士）
早期新生児期の看護①
新生児の定義・新生児の機能と生理的変化と看護について学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

10

早期新生児期の看護②（福士）
新生児のアセスメントと看護について学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

8

退院時の看護と子育てにかかわる看護（多賀）
産後の母子の退院に向けた看護と退院時の看護、子育て支援と課
題について学ぶ。　

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

13

早期新生児期の健康問題に対する看護②（福士）
新生児合併症（新生児仮死、分娩外傷、感染症、呼吸障害など）
について学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

14

先天異常、障害がある新生児と家族の看護、周産期のグリーフケ
アについて学ぶ。（多賀）

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

11

早期新生児期の看護③（福士）
新生児黄疸と看護について学ぶ。　

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

12

早期新生児期の健康問題に対する看護①（福士）
ハイリスク新生児（低出生体重児・早産児など）と看護について
学ぶ。

教科書の授業計画に関連する項目を
読み予習すること（90分）。

ハンドアウトを読み直し、教科書を
読んで復習と理解をしておくこと
（90分）。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での提出課題（10％）・ミニッツペーパーの適切性と授業への参加態度（10％）・授業中でのテス
ト（80％）
提出物の遅れは減点とする。

15

まとめとテスト（多賀）


これまでのハンドアウトを読み直
し、理解が浅い部分は教科書の関連
する項目を読んで理解を深めておく
こと（90分）。

これまでの学習内容について復習す
る（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

母性看護学実習の必修科目である。評価対象物で不正行為が認められた場合はＤ判定となる場合がある。

備考欄

その他

0

教科書

母性看護学Ⅱ　有森直子編　医歯薬出版
母性・小児看護ぜんぶガイド第2版　古川亮子編　照林社

参考文献

今日の臨床サポート　ELSEVIER
Nursing　Skills　ELSEVIER
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50723091 母性看護学援助論III(1組) 3576 1 3

到達目標

1. 妊婦と胎児の健康状態を判断し、必要な看護を述べることができる。
2. 産婦が安全・安楽に過ごすための看護を述べることができる。
3. 褥婦と新生児の健康状態を判断し、生理的特徴とその変化をふまえた看護を実施することができる。
4. 看護過程を展開し、周産期における母子の経時的な変化のアセスメントおよび看護計画の立案ができる。

授業の方法

1. 講義では、パワーポイントとハンドアウトを用いて説明する。
2. 演習では、事前学習を行った上で看護技術を実践する。
3. 演習後は理解度を確認するために事後課題を課す。
4.グループワークとグループ発表を行う。

ＩＣＴ活用 課題の提出とフィードバックは、一部Google classroomを活用して行う。

前期

教員氏名 福士　晴佳、多賀　昌江

授業の位置づけ

本学科のDP「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。」、「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基
づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる。」、「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力に
より、その解決に向けて行動することができる。」と関連した科目である。妊娠期、分娩期、産褥期、新生児期に必要な看護実践能力を身
に付けるため、「母性看護学概論」、「母性看護学援助論Ⅰ」、「母性看護学援助論Ⅱ」を基盤とし、「母性看護学実習」に必要な能力や
援助技術を修得する。

授業の概要

母性看護の対象である妊娠・分娩・産褥期にある女性と新生児および家族に対し、ウェルネスの観点から健康課題を明らかにし、必要な看
護の方法を修得する。また、事例を用いた看護過程の展開を行い、対象に合わせた看護計画を立案する方法を学ぶ。

1

コースオリエンテーション（福士）
本科目の位置づけ、概要等を確認する。
ウェルネス看護過程に基づいた看護過程
ウェルネス看護診断に基づいた看護過程の展開方法を学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画p.2-
21を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

2

妊娠期・分娩期の看護過程（多賀）
妊娠期・分娩期のアセスメントの方法と看護診断に必要な視点を
学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.24-35、p.89-100を読んでおくこ
と(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

実務経験のある
教員の教育内容

科目担当教員は全員助産師である。助産師として、産科や周産期母子医療センター、NICUなどに10年前後勤務した経験があり、臨床現場で
の具体的なケアと看護の実際について豊富な知識を有している。この臨床経験を活かして、母性看護技術と看護過程の演習を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

母性看護学技術演習時に実施した看護技術を振り返り、課題の明確化を図る。また、看護過程課題のフィードバックとして、コメントを返
す。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

産褥期の看護過程⓶（福士）
産褥期における看護診断と看護計画の立案について学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.138-142を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

6

産後の母児の看護技術①（福士）
褥婦の健康状態を判断し、出産後の全身の回復や子宮復古および
乳汁分泌促進に関する看護ケアについて学習する。また、小テス
トを実施する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.113-142を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

3

妊娠期・分娩期の看護技術演習（多賀・福士）
妊婦の身体的側面と胎児の健康状態を査定するために必要な看護
技術を学習する。産婦が安楽に過ごすために必要な看護技術を学
習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

4

産褥期の看護過程⓵（福士）
産褥期のアセスメントの方法と看護診断に必要な視点を学習す
る。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.113-135を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

9

早期新生児期の看護過程（福士）
早期新生児期のアセスメントの方法と看護診断に必要な視点を学
習する。また、新生児の日数に応じた生理的変化を把握するため
に必要な看護ケアについて学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.195-217を読んでおくこと(90分)　
　 


講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

7

産褥期の看護技術演習①（福士・多賀）
産褥期の身体的変化を査定するために、退行性変化の観察方法を
学習する。また、育児技術について学習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

8

産褥期の看護技術②（福士・多賀）
産褥期の身体的変化を査定するために、進行性変化の観察方法を
学習する。また、授乳方法について学習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)　　 

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)　
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10

早期新生児期の看護技術演習⓵（福士・多賀）
新生児の身体的変化を査定するために、バイタルサインズの測定
および黄疸測定の方法を学習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

13

退院に向けた母児のケア① （福士・多賀）
入院中の母児の状況をアセスメントし、必要な看護について学習
する。

根拠がわかる母性看護過程:事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.113-229を読んでおくこと（90
分）

講義・演習で学んだ内容を復習し、
疑問点や不明な点は自己学習するこ
と(90分)

14

退院に向けた母児のケア ②（福士・多賀）
対象の個別性にあわせた保健指導の実践方法について学習する。

事前課題を完成させておくこと（90
分）

演習で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

11

早期新生児期の看護技術演習⓶（福士・多賀）
新生児の身体的変化を査定するために、全身観察の方法を学習す
る。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

12

産後の母児の看護技術②（多賀・福士）　
母性看護学実習をシミュレーションし、行動計画の立案方法と母
児を関連させた観察事項の報告方法について学習する。

事前課題を完成させておくこと（90
分）

演習で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 看護過程課題 65%
事前課題 20%
小テスト 15%

15

看護過程フィードバック（福士・多賀）
看護過程のフィードバックを行い、自己課題を明らかにする。

 講義で使用した教科書や資料を見
直すこと(90分)

フィードバックをもとに返却された
看護過程課題を修正すること(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象の課題に関して、不正行為が認められた場合はD判定になることがある。

備考欄

その他 0

教科書

1)根拠がわかる母性看護過程 　中村幸代　南江堂
2)母性看護学Ⅱ　有森直子編　医歯薬出版

参考文献

1)Nursing Skills　ELSEVIER
2)母性看護 第2版（パーフェクト臨床実習ガイド）　堀内成子　照林社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50723092 母性看護学援助論III(2組) 3576 1 3

到達目標

1. 妊婦と胎児の健康状態を判断し、必要な看護を述べることができる。
2. 産婦が安全・安楽に過ごすための看護を述べることができる。
3. 褥婦と新生児の健康状態を判断し、生理的特徴とその変化をふまえた看護を実施することができる。
4. 看護過程を展開し、周産期における母子の経時的な変化のアセスメントおよび看護計画の立案ができる。

授業の方法

1. 講義では、パワーポイントとハンドアウトを用いて説明する。
2. 演習では、事前学習を行った上で看護技術を実践する。
3. 演習後は理解度を確認するために事後課題を課す。
4.グループワークとグループ発表を行う。

ＩＣＴ活用 課題の提出とフィードバックは、一部Google classroomを活用して行う。

前期

教員氏名 福士　晴佳、多賀　昌江

授業の位置づけ

本学科のDP「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している。」、「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基
づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる。」、「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力に
より、その解決に向けて行動することができる。」と関連した科目である。妊娠期、分娩期、産褥期、新生児期に必要な看護実践能力を身
に付けるため、「母性看護学概論」、「母性看護学援助論Ⅰ」、「母性看護学援助論Ⅱ」を基盤とし、「母性看護学実習」に必要な能力や
援助技術を修得する。

授業の概要

母性看護の対象である妊娠・分娩・産褥期にある女性と新生児および家族に対し、ウェルネスの観点から健康課題を明らかにし、必要な看
護の方法を修得する。また、事例を用いた看護過程の展開を行い、対象に合わせた看護計画を立案する方法を学ぶ。

1

コースオリエンテーション（福士）
本科目の位置づけ、概要等を確認する。
ウェルネス看護過程に基づいた看護過程
ウェルネス看護診断に基づいた看護過程の展開方法を学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画p.2-
21を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

2

妊娠期・分娩期の看護過程（多賀）
妊娠期・分娩期のアセスメントの方法と看護診断に必要な視点を
学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.24-35、p.89-100を読んでおくこ
と(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

実務経験のある
教員の教育内容

科目担当教員は全員助産師である。助産師として、産科や周産期母子医療センター、NICUなどに10年前後勤務した経験があり、臨床現場で
の具体的なケアと看護の実際について豊富な知識を有している。この臨床経験を活かして、母性看護技術と看護過程の演習を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

母性看護学技術演習時に実施した看護技術を振り返り、課題の明確化を図る。また、看護過程課題のフィードバックとして、コメントを返
す。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

産褥期の看護過程⓶（福士）
産褥期における看護診断と看護計画の立案について学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.138-142を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

6

産後の母児の看護技術①（福士）
褥婦の健康状態を判断し、出産後の全身の回復や子宮復古および
乳汁分泌促進に関する看護ケアについて学習する。また、小テス
トを実施する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.113-142を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

3

妊娠期・分娩期の看護技術演習（多賀・福士）
妊婦の身体的側面と胎児の健康状態を査定するために必要な看護
技術を学習する。産婦が安楽に過ごすために必要な看護技術を学
習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

4

産褥期の看護過程⓵（福士）
産褥期のアセスメントの方法と看護診断に必要な視点を学習す
る。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.113-135を読んでおくこと(90分)

講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

9

早期新生児期の看護過程（福士）
早期新生児期のアセスメントの方法と看護診断に必要な視点を学
習する。また、新生児の日数に応じた生理的変化を把握するため
に必要な看護ケアについて学習する。

根拠がわかる母性看護過程: 事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.195-217を読んでおくこと(90分)　
　 


講義で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

7

産褥期の看護技術演習①（福士・多賀）
産褥期の身体的変化を査定するために、退行性変化の観察方法を
学習する。また、育児技術について学習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

8

産褥期の看護技術②（福士・多賀）
産褥期の身体的変化を査定するために、進行性変化の観察方法を
学習する。また、授乳方法について学習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)　　 

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)　
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10

早期新生児期の看護技術演習⓵（福士・多賀）
新生児の身体的変化を査定するために、バイタルサインズの測定
および黄疸測定の方法を学習する。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

13

退院に向けた母児のケア① （福士・多賀）
入院中の母児の状況をアセスメントし、必要な看護について学習
する。

根拠がわかる母性看護過程:事例で
学ぶウェルネス志向型ケア計画
ｐ.113-229を読んでおくこと（90
分）

講義・演習で学んだ内容を復習し、
疑問点や不明な点は自己学習するこ
と(90分)

14

退院に向けた母児のケア ②（福士・多賀）
対象の個別性にあわせた保健指導の実践方法について学習する。

事前課題を完成させておくこと（90
分）

演習で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

11

早期新生児期の看護技術演習⓶（福士・多賀）
新生児の身体的変化を査定するために、全身観察の方法を学習す
る。

看護技術演習で実施する項目につい
て目的、方法・手順、注意点につい
て学習すること。事前課題を完成さ
せておくこと(90分)

技術演習事後課題を完成させ、提出
すること(90分)

12

産後の母児の看護技術②（多賀・福士）　
母性看護学実習をシミュレーションし、行動計画の立案方法と母
児を関連させた観察事項の報告方法について学習する。

事前課題を完成させておくこと（90
分）

演習で学んだ内容を復習し、疑問点
や不明な点は自己学習すること(90
分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 看護過程課題 65%
事前課題 20%
小テスト 15%

15

看護過程フィードバック（福士・多賀）
看護過程のフィードバックを行い、自己課題を明らかにする。

 講義で使用した教科書や資料を見
直すこと(90分)

フィードバックをもとに返却された
看護過程課題を修正すること(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象の課題に関して、不正行為が認められた場合はD判定になることがある。

備考欄

その他 0

教科書

1)根拠がわかる母性看護過程 　中村幸代　南江堂
2)母性看護学Ⅱ　有森直子編　医歯薬出版

参考文献

1)Nursing Skills　ELSEVIER
2)母性看護 第2版（パーフェクト臨床実習ガイド）　堀内成子　照林社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10417091 精神看護学概論 3590 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 精神科医療・保健・福祉と精神看護を学んでいく上で基本的な知識について説明することができる。
2. 精神科医療・保健・福祉と精神看護に関連する現代社会における課題を多角的に学び、その要因や問題の様相について、自分の考えを
説明することができる。
3.　自己理解・他者理解をとおして、自分自身のメンタルヘルスを維持する方法について説明することができる。

授業の方法

授業ではテキストや配布するレジュメを用いてパワーポイントで説明する。また、ディスカッションやグループワークを適宜行いながら、
自分の考えを課題レポートとして提出する。
学んだ知識の定着を促進するため、ほぼ毎回、授業のはじめに確認テストを実施する。また、Ｇoogle　Ｃlassroom（以下、ＧＣ）で指定
した準備学習または事後学習についてＧＣに提出することで学びを深める。

ＩＣＴ活用 ＧＣを活用して準備学習・事後学習を提示し、自主学習支援を行う

前期

教員氏名 井上　仁美

授業の位置づけ

本科目はDPの「人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識と教養を身につけている」「看護を実践
する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」と関連する科目である。精神看護学実習の履修要件であり、精神看護援助論Ⅰ
およびⅡの基礎になる科目である。
また、１年次後期の臨床心理学、２年次前期の精神看護学健康障害論と関連する科目である。

授業の概要

本科目では、精神看護の基本概念となる心の健康の概念、心の機能と発達、危機や災害時における精神の健康とマネジメント、ストレスへ
の対処と疾病予防、精神科医療と保健・福祉の歴史的変遷や法律、精神看護の倫理、精神保健行政、精神保健医療の場で行われる集団活動
および精神看護の現状と課題を学ぶ。また、認知行動療法の基礎としての自らの自動思考に気づき、自己を振り返ることで自己理解・他者
理解について学習する。

1

精神看護学の基本的な考え方
心の健康・不健康の概念や精神障害の定義をふまえながら、精神
看護学の基本的考え方や心構えを理解できる。
また、精神障害を説明するさまざまなモデル（考え方）と精神障
害のとらえ方を理解することができる。

テキストP.2～6、11～13を読み重要
箇所に下線を引く（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

2

心のはたらきと精神の健康・障害
人格、気質、自我、感情、認知など人間の心のはたらきについて
理解できる。また、こうした精神の諸活動の分析に基づき各種の
精神療法が発達してきたことを理解できる。

テキストP.24~41を読み重要箇所に
下線を引く（９０分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

実務経験のある
教員の教育内容

本科目は精神科医療において看護師として実務経験のある教員が担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

ＧＣで提出された課題や授業時間中に行う確認テストは授業時間中またはＧＣでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

家族におけるメンタルヘルス
システムとしての家族と家族病理について理解できる。家庭内暴
力や児童虐待などの事例から、high EE・lowEE家族や家族ホメオ
スーシス、共依存、世代間連鎖などの概念を学修し、家族はケア
が必要な対象であることを理解できる。

テキストP.217~229をよく読んで重
要箇所に下線を引く（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

3

心のしくみと人格の発達
さまざまなストレスに対処するシステムとしての防衛機制と、ラ
イフサイクル各期における発達課題など人格の発達に関する代表
的な理論について理解できる。

テキストP.45~70を読み重要箇所に
下線を引く（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

4

心の危機とストレス
生体システムとしてのストレス反応と恒常性の維持について理解
できる。また、ストレスへの対処行動と危機理論、カプランの予
防概念を理解できる。また、生きる力と強さに着目したレジリエ
ンス、リカバリ、ストレングスなどの概念について理解できる。

テキストP.36～49を読み重要箇所に
下線を引く（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。
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6

職場・学校等におけるメンタルヘルス
職場や学校における精神保健問題の概要について理解するととも
に、ハラスメントやいじめが精神健康に与える影響とその支援に
ついて理解できる。また、LGBTなどの性の多様性、自宅でのひき
こもり問題などについて考えることができる。

テキストP.121~139をよく読んで重
要箇所に下線を引く（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

9

精神障害と法制度
精神障がいをもつ人々を対象とする法律の目的と位置づけおよび
法制度の変遷について理解することができる。精神科における入
院制度と触法精神障害者についての問題や人権擁護と生活支援の
点からの課題について考えることができる。

テキストP.96~105をよく読んで重要
箇所に下線を引く（90分

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

10

精神障害をもつ人の地域生活支援
精神障害をもつ人の地域での生活と制度について学ぶとともに、
地域生活を支えるさまざまなサービスとその基盤となる考え方を
理解できる。

テキストP.105 ~113をよく読んで重
要箇所に下線を引く（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

7

嗜癖の問題
嗜癖の問題が心身および日常生活や家族に及ぼす影響について理
解できるとともに嗜癖問題から回復するための支援の方法が理解
できる。

GCにUPするサイトおよび資料を読ん
でおくこと（９０分）。

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

8

精神障害と治療・看護の歴史
精神疾患・障害とその治療・看護の歴史的経緯を理解できる。特
に、日本における精神医学・治療の歴史的経緯と地域・文化との
結びつきを学び、社会的視点から精神障がいを理解することがで
きる。優生保護法など、過去の歴史から現在まで続いている課題
について学修し、その問題点について考えることができる。

テキストP.89～96をよく読んで重要
箇所に下線を引く（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

13

看護職のメンタルヘルス
対人関係職が体験する感情労働とメンタルヘルスへの影響を理解
することができる。新人看護師の職場不適応、燃え尽き、うつな
どの問題と、ストレスマネジメントの方法を理解することができ
る。認知行動療法における自動思考について学び、自身の思考の
癖を知ることを学習する。

ＧＣにUpされているされている資料
を読んでおくこと（90分）。

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

14

援助的人間関係を築く
ケアの原則を理解するとともに患者－看護師関係における治療的
援助関係の発展段階とそのコミュニケーションの技法を理解でき
る。

テキストP.9～13とGCにUPする資料
を読んでおくこと（９０分）。

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

11

身体疾患と精神看護
身体疾患と精神症状の関係性について理解するとともに、リエゾ
ン精神看護の役割と仕事について理解することができる。また、
今後急増すると考えられる身体合併症のある患者の看護について
理解できる。

ＧＣにUpされているされている資料
を読んでおくこと（90分）。

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

12

集団力動論
集団力動（グループダイナミクス）の歴史的発展段階を理解し、
グループを活用した実践について知ることができる。社会生活技
能訓練（ＳＳＴ）や当事者によるセルフヘルプグループ、当事者
研究などについて理解するとともに集団療法の治療的意義につい
て理解できる。　

ＧＣで提示されている課題を提出す
る（90分）

授業内容を十分に復習し次回実施の
確認テストについて準備する（９０
分）。

定期試験 0 実施しない

15

精神科看護における倫理
「精神科看護倫理綱領」や倫理基準について理解するとともに精
神看護実践における倫理的課題と求められる倫理について理解で
きる。アドボカシー、自己決定、エンパワメントなどの概念につ
いて説明できる。

ＧＣにUpされているされている資料
を読んでおくこと（90分）。

ＧＣに示された課題を行う（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業時間内に行う確認テスト、ＧＣに提示された課題、レポートで評価する。

履修条件・留意
事項等

ほぼ毎回、授業最初に前回の内容の確認テストを実施し、出席を確認する。そのため、遅刻・欠席をしないようにすること。遅刻・欠席を
してテストが受けられないときはその回のテストは０点になる。遅刻が20分以上となった場合は欠席となる。課題提出等に不正行為があっ
た場合は単位を認定しない。

備考欄 本科目は専門科目であり専門用語や難しい内容が増えるため、十分な準備学習と事後学習が必要である。

その他 0 なし

教科書 新版　精神看護学　日本精神科看護協会監修　中央法規

参考文献 必要に応じて文献を提示したり資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10963091 精神看護学健康障害論 3592 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１）精神科疾患をもつ人を適切に看護することができるようになるために、精神医学の基本について必要な
知識を習得する。
２）看護師国家試験の関連範囲の出題を確実に得点できるようになるために、自分の力で学習できる
ような基礎知識を身につける。
３）精神障害を持つ人に対する偏見を最小限にする。

授業の方法

板書と教科書を活用しながら講義形式ですすめる。

確認テストを時間内に行う(全15回)。
フィードバックとして理解度確認テストの解説を行う。

ＩＣＴ活用 classroomを活用

前期

教員氏名 小野澤　淳、服部　晃広

授業の位置づけ

人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、および、「精神看護学概論」「精神看護学健康障害論」「精神看護
学援助論I」「精神看護学援助論II」を学ぶ上での基礎的知識を獲得するための科目である。

授業の概要

精神障害者に対する偏見を少なくし、適切な看護を展開するための知識を得ることを授業の目標とする。そのために、総論として、精神医
学の対象、精神疾患の分類、精神症状学を学習し、各論として、主要な精神疾患の概念、疫学、症状、診断、治療法を学習する。さらに治
療論として、薬物療法をはじめとする身体的治療、精神療法、社会的リハビリテーションについての基本を学習する。

1

１）オリエンテーション：小野澤
２）精神医学とは
・精神医学の目的と対象領域について説明できる。
３）精神医学の成因と疾患分類
・精神疾患の成因として、外因、内因、心因の意味を説明でき
る。
・脆弱性ストレスモデルを説明できる。
・精神疾患分類の変遷について説明できる。　
・ICDとDSMについて説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

2

精神疾患の症状 １：小野澤
・精神科的に症状を把握する際にどのような観点で症状を観察す
るのかを説明できる。
・意識、知能、知覚、思考などの精神機能を列挙し説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

小野澤・服部共に臨床経験を活かした講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義の中で小テストについて解説する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

てんかん：小野澤
・てんかんの定義を説明できる。
・てんかん発作の分類と、それぞれ具体的にどのような発作がみ
られるかを説明できる。
・主要なてんかんと、その疫学的事項、症状、診断、経過、成因
と治療の概要を述べることができる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

3

精神疾患の症状 ２：小野澤
・主要な精神症状を列挙し、それぞれについて説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

4

症状性を含む器質的精神障害：小野澤
・脳器質性精神障害と症状性精神障害の概念を説明できる。
・脳器質性精神障害と症状性精神障害で出現しやすい症状を述べ
ることができる。
・認知症の概念、原因疾患について説明することができる。
・身体疾患に基づく精神障害について、主要なものを列挙し精神
症状の特徴を説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）
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6

神経症性障害とストレス関連障害：小野澤
・神経症性障害とストレス関連障害に含まれる病気を列挙し、そ
れぞれの概念、疫学的事項、症状、診断、経過、成因と治療の概
要を述べることができる。
・外傷後ストレス障害、適応障害の症状を述べることができる。
心身医学
・心身症に含まれる主要な疾患を列挙できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

9

成人のパーソナリティおよび行動の障害：服部
・パーソナリティ障害の類型とそれぞれの特徴を述べることがで
きる。
・いわゆる境界型パーソナリティ障害の行動の特徴と対応の原則
を説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

10

心理的発達の障害：服部
・特異的発達障害と広汎性発達障害の違いを述べることができ
る。
・自閉性障害とアスペルガー症候群の症状を説明できる。
・発達障害への対応の原則を説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

7

摂食障害：小野澤
・摂食障害の概念を説明できる。
・摂食障害の疫学的事項、症状、診断、経過、成因と治療の概要
を述べることができる。　
睡眠障害
・睡眠障害の分類を述べることができる。
・不眠症の原因（５つのP）を列挙できる。
・ナルコレプシー、睡眠時無呼吸症候群、睡眠相後退症候群、レ
ム睡眠行動障害の症状を述べることがで きる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

8

精神作用物質による精神および行動の障害：服部
・急性中毒、依存、乱用、離脱症候群、後遺障害などの概念を説
明できる。
・ アルコール依存症の症状と経過を説明できる。
・アルコール依存症の回復過程を説明できる。
・ 覚醒剤、有機溶剤などの使用で引き起こされる障害について
述べることができる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

13

統合失調症　＜概念・経過・症状＞：服部
・統合失調症の概念とその成り立ちの歴史を説明できる。
・疫学について概略を述べることができる。
・経過と症状を説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

14

統合失調症　＜病型・疫学・成因・治療＞：服部
・統合失調症の病型を述べることができる。
・疫学的事項と予後について説明できる。
・治療の基本的な考え方を説明できる。
・病因仮説の概略を説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

11

気分（感情）障害　＜概念とうつ病の症状＞：服部
・気分障害の分類と、うつ病と双極性感情障害（躁うつ病）の定
義を説明できる。
・うつ病の概念、疫学的事項、症状について説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

12

気分（感情）障害　＜躁病エピソードの症状と気分（感情）障害
の成因・治療の概略＞：服部
・躁病エピソードの症状を説明できる。
・気分（感情）障害の成因の概要を説明できる。
・気分（感情）障害に対する治療の概略を説明できる。

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト（80）、講義ごとに小テスト（20）を実施する

15

精神科の身体的治療：服部
・向精神薬の標的症状と副作用を列挙できる。
・抗精神病薬と抗うつ薬の作用機序の概略を説明できる。
・電気けいれん療法の方法と適応を述べることができる

学習内容に該当する部分を学習して
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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履修条件・留意
事項等

講義中に質問等へのフィードバックを行う。積極的な態度で授業に臨むこと。

備考欄

その他 0 なし

教科書 無し、講義で配布する。

参考文献 講義で紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50964091 精神看護学援助論I 3594 1 2

到達目標

1.  精神障害をもつ人のさまざまな精神症状とそのとらえ方・見方について説明することができる。
2.  それぞれの精神障害を生物・心理・社会的側面から説明することができる。
3．精神的・身体的症状や薬物療法などによる生活のしづらさについて理解したうえで、支援のあり方を述べることができる。

授業の方法

統合失調症、うつ病、双極性障害、アルコール依存症などの精神疾患について、講義形式でレジュメおよびテキストを用いて講義した後、
ほぼ毎回、確認テストを行うため、事後学習は必須である。また、適宜、グループワーク等を行って演習問題について学生間で話し合い、
どのような看護介入が適切なのかについて議論し理解する。統合失調症やアルコール依存症などの当事者または家族の方をゲストスピー
カーとして体験談を話していただく。学生はゲストスピーカーの話を聞いたのちに、自分が感じた思いや思考を整理しグループワークある
いはレポートにまとめ提出する。

ＩＣＴ活用

指定した課題等はGoogle Classroom（以下、ＧＣ）に提出すること。準備学習・事後学習を適宜GCに提示し自主学習を促す。

後期

教員氏名 井上　仁美、藤村　恵理子

授業の位置づけ

精神看護学の理論や疾患の知識に基づき精神障害をもちながら健康的な生活が送れるよう支援するための基礎的知識を獲得するための科目
である。精神看護学概論および精神看護学健康障害論、薬理学等の知識を用いて精神科疾患と看護を考え、精神看護学実習の基礎となる科
目である。DPの「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基
づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる」と関連する科目である。

授業の概要

この講義は、精神看護の対象となる主な疾患・障害の特徴と看護について、症状/検査/薬物療法などを体系的に理解することを目的とす
る。それぞれの精神障害の原因、回復過程と援助方法について、生物・心理・社会的側面から学ぶ。また、症状や薬物療法などによる生活
のしづらさについて理解したうえで、地域に戻るための支援のあり方を考える。これらの一連の学習をとおして、精神障害をもつ人の生
物・心理・社会的側面に注目した、多角的なアセスメントを行うための基本的な知識を修得する。
講義をとおして、精神障害をもつ人々に対して先入観にとらわれず、客観的かつ主観的に対象者に寄り添うことができる態度を身につけ
る。

1

脳の仕組みと精神機能　（井上）
現在、脳科学の研究によって明らかになっている脳の部位と精神
機能、神経伝達物質と精神機能・薬理作用を理解するとともに、
精神疾患の原因の一つと考えられているストレス脆弱性仮説や睡
眠障害と概日リズムについて学ぶ。

2年次に学習した薬理学と生理学の
なかの脳内伝達物質および向精神薬
について復習する。テキストP.148
～163をよく読んで重要な箇所に下
線を引く。（90分）

配布したレジュメとテキスト
P.21~64をよく読んで重要な箇所に
下線を引く（90分）

2

精神の健康上に問題をもつ人の理解と看護Ⅰ－１（藤村）
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害①
統合失調症の発症の原因、状態および回復過程とその治療につい
て学ぶ。

テキストP.71~76をよく読んで重要
なところに下線を引く。
Google ClassroomにＵＰされた課題
を提出する（９０分）

Google Classroomに課題を提示する
ので提出する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

本科目は精神保健医療の分野で看護師として実務経験のある教員が担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

事前・事後課題および授業時間内に実施する確認テストについては、講義時間内またはＧＣでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

精神の健康上に問題をもつ人の理解と看護Ⅱ－２
気分＜感情＞障害；うつ病、双極性障害（藤村）
気分障害であるうつ病および双極性障害の事例をとおして、状態
の経過にあわせた看護の方法が理解できる。

ＧCで提示されている課題を提出す
る（90分）

ＧＣに提示されている課題を提出す
る（90分）

3

精神の健康上に問題をもつ人の理解と看護Ⅰ－２
（藤村）統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害②
統合失調症の事例をとおして、状態の経過にあわせた看護の方法
が理解できる。

Google Classroomに課題を提示する
ので、提出する（90分）

Google Classroomに課題を提示する
ので、課題を提出する（90分）

4

精神の健康上に問題をもつ人の理解と看護Ⅱ－１
気分＜感情＞障害；うつ病、双極性障害（藤村）
気分障害であるうつ病の発症の原因および回復過程とその治療を
理解することができる。

テキストP.76～87をよく読んで重要
な箇所に下線をひいておく（90分）

Google Classroomの課題を回答し提
出する（90分）

- 211 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

6

精神の健康上に問題をもつ人への看護 Ⅲ－１
（井上）
精神作用物質使用による精神・行動の障害；アルコール、薬物等
の依存症
アルコールや薬物の使用障害の病態・経過および治療を理解する
ことができる。

テキストP.121～127をよく読んで重
要な箇所に下線を引く（90分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

9

精神の健康上に問題をもつ人への看護Ⅴ
（井上）
摂食障害の病態および治療を理解するとともに、事例をとおし
て、状態と経過に沿った看護を理解することができる。

テキストP.110～117をよく読んで重
要な箇所に下線を引く（90分）

テキストP.329～333の事例を読ん
で、重要な箇所に下線を引く。ＧＣ
に課題を提示するので提出する（90
分）

10

精神の健康上に問題をもつ人への看護Ⅵ
パーソナリティ障害（井上）
パーソナリティ障害の分類、特に境界性パーソナリティ障害の病
態および治療を理解するとともに、境界性パーソナリティ障害を
抱える人への看護を理解することができる。

テキストP.134～137をよく読んで重
要な箇所に下線を引く（90分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

7

精神の健康上に問題をもつ人への看護 Ⅲ－２
（井上）（藤村）（ゲストスピーカー）
精神作用物質使用による精神・行動の障害；アルコール、薬物等
の依存症
アルコールや薬物の使用障害の事例をとおして、依存症を抱える
人の経過に沿った看護を学ぶ。
ゲストスピーカー（当事者）の方から体験を聞き、アルコール依
存のご苦労や生きづらさについて知る。

テキストのアルコール依存症の事例
（P.300～306）をよく読んでおく
（90分）

当事者の方の話を聞いてレポートを
ＧＣに提出する（90分）

8

精神の健康上に問題をもつ人の理解と看護Ⅳ
（井上）
不安障害、強迫性障害、ＰＴＳＤ、解離性障害
不安障害、強迫性障害、適応障害解離性障害の発症の原因、状態
および回復過程とその治療を理解することができる。これらの事
例をとおして、状態の経過にあわせた看護の方法を理解すること
ができる。

テキストP.97～110をよく読み重要
な箇所に下線を引く（90分）

テキストP.324～333をよく読んで重
要な箇所に下線を引く（90分）

13

地域における精神看護Ⅰ
精神障害者地域ケアの基本理念を理解するとともに、地域で暮ら
す精神障害者の生活を支援する方法、特に社会資源の活用とケア
マネジメントについて理解することができる。

テキストP.351～373をよく読んで重
要な箇所に下線を引く（90分）

GCにあげられた問題を回答する（90
分）

14

地域における精神看護Ⅱ（井上）（藤村）（ゲストスピーカー）
地域包括ケアシステムにおける精神保健と精神障害者がともに生
きる社会について、多職種連携と協働のあり方を含め理解するこ
とができる。ピアサポートを務める方のお話から当事者間で支え
あう意義と役割について学ぶ。

テキストP.373～403をよく読んで重
要な箇所に下線を引く（90分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

11

精神の健康上に問題をもつ人への看護Ⅶ
発達障害、知的障害（井上）
発達障害の症状および治療を理解するとともに、発達障害を抱え
る人への看護を理解することができる。知的障害について学習す
る。

テキストP.64～71をよく読んで重要
な箇所に下線を引く（90分）

テキストP.312～329の事例を読ん
で、重要な箇所に下線を引く（90
分）

12

精神の健康上に問題をもつ人への看護Ⅷ
てんかん（井上）
てんかんについて症状及び治療を理解するとともに、てんかんを
抱える人への看護を理解することができる。

ＧＣに課題を提示するので提出する ＧＣに課題を提示するので提出する

15

当事者体験を聴く（井上）（藤村）（ゲストスピーカー）
地域で暮らす当事者または家族の体験を聴くことで、当事者の視
点に立った理解とその支援のあり方について考えることができ
る。

テキストP.189～220をよく読んで重
要な箇所に下線を引く（90分）

ＧＣに課題を提示するので提出する
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業終了後や次回の講義の最初に確認テストを１回５点満点とし１２回実施する。加えてレポートや自主
学習ノート等で評価する。

履修条件・留意
事項等

本講義は、精神看護学実習の履修要件である。確認テストがある授業に出席していない時はそのテストは0点となる。レポートの未提出、
ＧＣに提示している課題を期日までに回答せず提出していない場合も同様である。遅刻・欠席がないようにすること。遅刻20分以上は欠席
とし、グループワーク以外での私語は厳禁とする。

備考欄

ゲストスピーカーの都合または感染拡大状況等によって、授業の順番が変更になる可能性がある。授業の日程については初回の講義または
わかり次第、授業中あるいはＧＣに提示するため注意する。

その他 0 なし

教科書

新体系　看護学全書　精神看護学①精神看護学概論／精神保健　第5版 メヂカルフレンド社
新体系　看護学全書　精神看護学②精神障害をもつ人の看護　第５版　メヂカルフレンド社

参考文献 適時、文献等資料を配布またはGoogle Classroomに提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50965091 精神看護学援助論II 3595 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．精神障害をもつ人のセルフケアを高めるための援助方法について理解するとともに、さまざまな精神障害をもつ対象者の事例からアセ
スメントを考え看護計画までを立案することができる。
２．看護場面の再構成をとおして自己理解・他者理解の方法を理解するとともに、信頼関係の基礎づくりと発展段階について説明すること
ができる。

授業の方法

第１回から８回までは講義を行い、第９回から事例展開を指定された様式を用いてグループで実施し、疾患ごとにグループで発表する。

ＩＣＴ活用

提出物および準備学習・事後学習の課題についてはGoogle Classroom（以下、ＧＣ）に提出し自主学習を支援する。

前期

教員氏名 井上　仁美

授業の位置づけ

精神障害をもつ人に対して看護実践を行う際に必要な知識と思考過程を学習する。
精神看護学概論、精神看護学健康障害論、精神看護学援助論Ⅰの科目を学習したあとの演習科目である。また精神看護学実習の基礎となる
講義であり履修要件である。DPの「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができ
る」「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる」と関連する
科目である。

授業の概要

これまでに学習した精神看護学関連の諸知識を統合して対象者を多角的に理解するために、事例を用いてアセスメントから看護計画立案ま
でを学習する。また、セルフケアレベルに応じた看護実践の方法を理解する。
プロセスレコードの作成をとおして看護場面を振り返り、自己理解・他者理解を深めながら対象者－看護師関係の基礎づくりと発展段階に
ついて学ぶ。

1

看護場面の再構成と援助関係の構築①
対象者との関係をアセスメントするためのプロセスレコードの方
法について理解できる。

テキストの該当箇所を読んで重要箇
所に下線を引く（90分）

実習での体験をもとにプロセスレ
コードを作成しＧＣに提出する（90
分）

2

看護場面の再構成と援助関係の構築②
作成したプロセスレコードを振り返ることによって自己理解・他
者理解について深めることができる。
信頼関係の基礎づくりと対象者‐看護師関係の発展段階について
理解できる。

作成したプロセスレコードの振り返
りを作成し、それをプリントアウト
し授業に持参する（90分）

講義を聞いて作成したプロセスレ
コードを振り返り、自己のコミュニ
ケーションの傾向をレポートにして
ＧＣに提出する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

本科目は精神科医療において看護師の実務経験がある教員が担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

ＧＣに提出された課題や確認テストについては講義時間中またはＧＣでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

精神科病院における安全管理＜セーフティマネジメント＞
精神科病院の療養環境について学び、単科精神科病院と総合病院
の精神科病棟の役割と機能についての違いを理解するとともに、
行動制限や身体合併症の予防など精神科病院におけるリスクと安
全管理について理解できる。

テキストの該当箇所を読んで重要箇
所に下線を引く（90分）

ＧＣにある問題をテキスト、レジュ
メ等を活用して解く（90分）

6

セルフケア理論の概要
精神看護で用いられるオレム・アンダーウッドのセルフケア理論
について理解できる。

テキストの該当箇所を読んで重要箇
所に下線を引く（90分）

ＧＣにある課題を提出すること（90
分）

3

精神科における薬物療法と看護
精神疾患に用いられる向精神薬の作用と有害反応、日常生活に薬
物療法がどのような影響を及ぼしているかについて理解するとと
もに、その看護について理解できる。

テキストの該当箇所を読んで重要箇
所に下線を引くこと。薬理学の学習
内容を復習すること（90分）

ＧＣに提示された課題を提出する
（90分）

4

精神科におけるセルフケアの援助と社会復帰・社会資源の活用
精神障がいをもつ人の入院中から退院支援までの回復の段階に応
じたセルフケアの援助と社会復帰・社会参加の支援について理解
できる。また、退院後の地域生活支援について、多職種連携と看
護の役割について理解できる。

テキストの該当箇所をよく読んで重
要箇所に下線を引く（90分）

ＧＣにあげている課題を提出する
（90分）
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9

看護過程の展開＜グループワーク①＞
統合失調症、双極性障害、アルコール依存症の各事例の生活歴等
の背景や症状を理解することができる。看護過程の展開を事例ご
とにグループに分かれて進めることができる。　

グループの課題を学習すること（90
分）

グループの課題をおこなう（90分）

10

看護過程の展開＜グループワーク②＞
アセスメント
グループごとに担当する事例について所定の様式に基づいてアセ
スメントまで行うことができる。

グループ課題を行う（90分） グループ課題を行う（90分）

7

オレム・アンダーウッドのセルフケア理論による看護過程の実際
①；アセスメント
事例をとおして、オレム・アンダーウッドのセルフケア理論によ
る看護過程の実際を学び、アセスメントの方法を理解することが
できる。

テキストの該当箇所をよく読んで重
要箇所に下線を引く（90分）

ＧＣの課題を提出すること（90分）

8

オレム・アンダーウッドのセルフケア理論による看護過程の実際
②；看護計画の立案
事例をとおして、オレム・アンダーウッドのセルフケア理論によ
る看護過程の実際を学び、看護計画の立案の方法について理解す
ることができる。

ＧＣにある課題を提出する（90分） ＧＣにある課題を提出すること（90
分）

13

看護過程の発表②　双極性障害の事例
双極性障害の事例を担当したグループのプレゼンを聞き、実際の
事例に基づいた看護過程の展開が理解できる。

グループ課題を行う（90分） グループ課題を行う（90分）

14

看護過程の発表③　アルコール依存症の事例
アルコール依存症の事例を担当したグループのプレゼンを聞き、
実際の事例に基づいた看護過程の展開が理解できる。

グループ課題を行う（90分） グループ課題を行う（90分）

11

看護過程の展開＜グループワーク③＞
看護計画の立案
グループごとに担当する事例について所定の様式に基づいて看護
計画の立案まで行うことができる。
次回からの発表ができるように書式を整え、提出およびプレゼン
の準備を行う。

グループ課題を行う（90分） グループ課題を行う（90分）

12

看護過程の発表①　統合失調症の事例
統合失調症の事例を担当したグループのプレゼンを聞き、実際の
事例に基づいた看護過程の展開が理解できる。

グループ課題を行う（90分） グループ課題を行う（90分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 グループワークへの取り組み状況、成果内容およびプレゼンテーション、授業時間内の確認テスト、ＧＣ
に提出された課題を評価する

15

まとめ
事例展開についての振り返りを行い、次年度の精神看護学実習で
必要な知識や関係性構築についての学修を深めることができる。

ＧＣの課題を行う（90分） ＧＣの課題を提出すること（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目は4年次の精神看護学実習履修要件である。看護過程は実習と同じ様式を用いるので、しっかりと理解して1年後の実習で実践的に活
用できるよう積極的に学習することが必須である。実習前には看護過程の書き方等の説明は一切行わないので、準備学習・事後学習を行う
ことが求められる。

備考欄

本科目は第２タームに週２回実施し進行が早いため準備学習・事後学習をしっかり行うこと。事例による看護過程の展開についての課題が
時間内に終了しない場合は、時間外に各グループで進める必要がある。事例であっても、きちんと「人」として尊重し呼び名等に配慮する
こと。

その他 0 なし

教科書

新体系　看護学全書　精神看護学①精神看護学概論／精神保健　第5版 メヂカルフレンド社
新体系　看護学全書　精神看護学②精神障害をもつ人の看護　第５版　メヂカルフレンド社

参考文献 適時、レジュメなど資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10941091 在宅看護学の基礎 3610 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．人々の暮らしとその多様性について考えることができる。
２．在宅看護の概念と歴史的変遷、在宅ケアシステムについて理解できる。
３．在宅看護の対象者と家族への看護活動、および、在宅看護の特徴について理解できる。
４．在宅療養を支えるケアチームを構成している専門職と連携について理解できる。
５．在宅看護における対象者（本人と家族）への権利擁護について理解できる。
６．在宅看護における倫理的課題について理解できる。
７．在宅看護における意思決定支援について理解できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物、及び、視聴覚教材を用いて講義形式で進める。
理解度を確認するために毎回の講義において課題を示し、学生自身が学んだ内容について記述する。
毎回の講義で、学生が記述したコメントシートを活用し、授業の振り返りや感じた内容、要望、疑問の解決を図る。

ＩＣＴ活用 在宅看護の実際の場面を視聴覚教材を用いて学習します。

前期

教員氏名 鹿内　あずさ

授業の位置づけ

本学のディプロマポリシー「社会の一員としての責任を有し、専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身につけている
（思考・判断・表現）」と関連し、人々の地域での暮らしの多様性や暮らしを守る保健行政システムの概要を理解し、地域看護・在宅看護
の基本を学ぶ科目である。地域看護学の基礎・在宅看護学の展開Ⅰ・在宅看護学の展開Ⅱ・家族看護学・地域包括ケアシステム論の科目と
関連し、地域・在宅看護論実習等の専門科目の基礎となる。 看護学の理論や科学的根拠に基づき、人々の健康的な生活を支援するための
基礎的知識を獲得する科目である。

授業の概要

在宅における看護の概念や意義と役割、制度、および、療養上の課題について学ぶ。在宅療養者と家族の健康状態や住まう環境を把握し、
保健医療福祉および介護施設等の専門職、および地域の人々との連携をもとに実践する在宅看護について理解する。在宅看護を展開するた
めのプロセス、看護者としての基本的姿勢、在宅看護における倫理的課題について学ぶ。

1

１．人々の暮らしとは ／ 多文化（異文化）を理解するとは
【課題1の提示】

シラバスを読み、授業スケジュール
を確認する。テキストの該当部分を
読む（60分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（60分）。

2

２．人々の暮らしの基盤としての地域　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　


前回の講義資料、テキストの該当部
分を読む（60分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（60分）。

実務経験のある
教員の教育内容

看護師・保健師の国家資格を有し、および、訪問看護師、ケアマネジャー、地域看護専門看護師としての活動経験を活かした講義内容と
し、在宅看護の理解につなげます。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の講義中に質問・意見への返答を行い、学びの共有ができるようなフィードバックを行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

５．在宅療養者と家族の理解
　　DVDの視聴と学びの共有
【課題②の提示】

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（60分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）

6

６．地域における暮らしを支える看護（１）
１）暮らしの環境を整える看護
２）広がる看護の対象と提供方法

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

3

３．日本における在宅看護の変遷と歴史　 前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（60分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（60分）。

4

４．在宅看護の目的と対象
　　DVDの視聴と学びの共有
【課題1の提出】

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

9

９．在宅看護のしくみ（１）
　　訪問看護制度
【課題③の提示】
＜確認テスト①＞

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

7

７.地域における暮らしを支える看護（２）
１）地域における家族への看護
２）地域におけるライフステージに応じた看護

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

8

８．地域包括ケアシステムと地域共生社会
　　DVDの視聴と学びの共有
【課題②の提出】

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。
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10

10．在宅看護のしくみ（２）　　　　　
　　介護保険制度

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

13

13．看護の継続性とケアマネジメント
＜確認テスト②＞

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

14

14．在宅看護における倫理
　　DVDの視聴と学びの共有

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

11

11．在宅看護のしくみ（３）
　　地域保健にかかわる制度
　　高齢者にかかわる制度

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

12

12．在宅看護の展開方法（在宅看護過程）　　　　　【課題③の
提出】
＜確認テスト①のフィードバック＞

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

講義資料、テキストの内容を復習す
る（90分）。

定期試験 0% 定期試験は行わない｡

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 授業への参加態度・コメントシート（30％）、 課題①②③（各10％：計30％）により評価する。

15

15．在宅看護における意思決定支援
　    人生の最終段階を支える医療事前指示書
    　まとめ
＜確認テスト②のフィードバック＞

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（90分）。

義資料、テキストの内容を復習する
（120分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

在宅療養に関心を持ち、学びを深めること。評価物に不正があった場合、Ⅾ判定となることがある。

備考欄

その他 40 確認テスト（２回：計40％） により評価する。

教科書 在宅看護学講座  第2版  スーディK和代監修　ナカニシヤ出版　2019

参考文献 講義内で紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11258091 地域看護学の基礎 1 1

到達目標

1. 地域看護の定義、対象、機能の特徴、歴史的変遷を理解できる
2. 地域看護の対象の特性を理解できる
3. 保健師をはじめとする地域の看護職の基本的特性と専門能力を理解できる
4. 地域看護の実践と技術の特徴について理解できる
  1）個人・家族・グループへの支援技術
  2）組織への支援技術
  3）地域全体への支援技術
5. 地域看護の倫理的原則を理解できる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物、及び、視聴覚教材を用いて講義形式で進める。
理解度を確認するために毎回の講義において課題を示し、学生自身が学んだ内容について記述する。
毎回の講義で、学生が記述したコメントシートを活用し、授業の振り返りや感じた内容、要望、疑問の解決を図る。

ＩＣＴ活用 視聴覚教材を用いて、地域看護活動の実際を学ぶ。

後期

教員氏名 鹿内　あずさ

授業の位置づけ

本学のディプロマポリシー「社会の一員としての責任を有し、専門職倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本的な能力を身につけている
（思考・判断・表現）」と関連し、日本における現状の保健行政を理解し、地域看護の基本を学ぶ科目である。在宅看護学の基礎・在宅看
護学の展開Ⅰ・地域包括ケアシステム論・家族看護学・在宅看護学の展開Ⅱの科目と関連し、在宅看護学実習等の専門科目の基礎となる。 
看護学の理論や科学的根拠に基づき、人々の健康的な生活を支援するための基礎的知識を獲得する科目である。

授業の概要

現状の保健行政の基本知識をもとに、地域で生活するすべての人々の健康が向上するために地域で展開されれる看護（行政看護・産業看
護・学校看護・訪問看護）について理解する。地域看護の対象である個人・家族・集団に対して、社会の変化に伴う健康への影響を捉えた
健康の保持・増進と疾病予防のための援助（健康診査・健康相談・健康教育）について、及び、地域を基盤とした健康課題の組織的な解決
方法について学ぶ

1

１．地域看護とは　
1) 健康な生活　
2) 地域看護の目的　
3) 地域看護の定義と機能　
4) 保健師助産師看護師法　
5) 保健師の就業状況

シラバス、1年次に学習した在宅看
護概論の講義資料を読む（60分）

講義資料をもとに復習する（90分）

2

 2．地域看護を支える理念
1) ノーマライゼーション  
2) 基本的人権
3) アドボカシーと権利擁護  
4) 自立支援と自己決定  
5) プラマリ・ヘルスケア  
6) ヘルスプロモーション

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師・保健師の国家資格を有し、訪問看護師としての実践経験や地域看護専門看護師としての実践経験を講義に活用する。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の講義中質問・意見に対する返答を行い、毎回の学びのコメントシートから学びの共有ができるようフィードバックを行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

 5. 地域看護の実践と技術
1) 保健師の活動の特性
2) 基本的な実践プロセス
3) 個人・家族・グループを支援する技術（DVD）
　＜グループワークと共有＞
4) 地域全体への看護技術
    〔地域アセスメントの目的、地域の健康課題の
       明確化、計画、実施、評価〕

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

6

 6. 地域看護の実践と技術（１）　
5) 地域アセスメントに用いる理論・モデル
6) 人々（集団）への支援技術
    〔健康診査、健康相談、健康教育〕　
7) 地域住民との協働による地域づくり　　
　　確認テスト①のフィードバック

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

3

３. 地域看護の歴史　
1) 日本の地域看護の歴史　
2) 保健師資格　
3) 地域看護教育の歴史

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

4

４. 地域看護の対象　
1) 地域で生活する人々の健康に関連する要因
   〔社会的要因、環境要因〕　
2) 地域看護活動の対象
   〔コミュニティ、システムとしての地域社会〕
　　確認テスト①

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

7. 地域看護の実践と技術（２）
1) 地域を構成する組織への支援
    〔支援の目的と特徴〕　
2) 保健師の基本的能力と専門能力
　　確認テスト② ／　課題の提示

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

8

8. 地域看護における倫理　
1) 看護者の倫理綱領　
2) 地域看護の倫理的実践における原則
     〔人権、アドボカシー、アカウンタビリ
        ティ、他職種との協働、公正、守秘義
        務、専門職としての研鑽〕
　　確認テスト②のフィードバックとまとめ

前回の講義資料を読む（60分） 講義資料をもとに復習する（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0%

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

40% 課題（20点）、参加状況・態度・毎回のコメントシートの記載内容（20点）を評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

地域保健に関心をもって学ぶこと。評価物に不正行為が認められた場合はⅮ判定となることがある

備考欄

その他 60% 確認テスト（60点：2回　各30点）にて評価する。

教科書 なし。

参考文献 講義内で紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10942091 地域包括ケアシステム論 3612 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．地域連携の基本的連携について理解する．
２．地域包括ケアシステムにおける保健・医療・福祉と専門職の役割について理解する．
３．在宅療養者と家族を中心とする地域包括ケアシステムについて理解する．

授業の方法

　PowerPointと配布印刷物・視聴覚教材（DVD）を用いた講義形式とグループ演習で進める．理解度を確認するために，毎回の講義ごとに
記載する振り返りシートをもとにフィードバックを行う．また，ゲストスピーカーとして地域の人々のために訪問診療を行っている医師か
ら地域包括ケアシステムにおける医師の役割についての実践例から理解を深める．

ＩＣＴ活用 Googleclassroomや視聴覚教材を活用し、地域における様々なサービスなどについて理解を深める

前期

教員氏名 小橋　拓真

授業の位置づけ

　ディプロマポリシーの「保健医療福祉チームの一員としての役割を理解し、協働して活動する能力を高めることができる」ことに関係が
ある科目である。在宅療養者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるために，地域における様々なサービスや支援を理解し，地
域包括ケアシステムにおける関係職種・関係機関の役割、及び、チームケアにおける看護師が果たす役割を理解するための科目である．在
宅看護学概論・在宅看護学援助論Ⅰ・在宅看護学援助論Ⅱ・地域看護学概論・家族看護学・チーム医療論・保健医療福祉行政論と関連し，
在宅看護学実習等の専門基礎科目となる．

授業の概要

　在宅療養者と家族の生活を支える社会保障サービス、及び、介護保険制度の仕組みを理解し、地域包括ケアシステムにおける関係職種・
関係機関の役割,及び,チームケアにおける看護職の役割について理解を深める．

1

1.地域包括ケアシステム論の概要について【講義】（小橋）
1)地域包括ケアの概念
2)地域連携の理論と方法
3)我が国の社会保障制度の変遷
4)我が国の医療の背景と特徴，ケアサイクルの概念
と理論

〇教科書の関連する内容を読む　
〇在宅看護学概論および保健医療福
祉行政論の資料を読む．
（90分）

〇テキストと講義資料の内容を復習
する．　（90分）

2

2.地域連携の方法論と地域包括ケアシステムにおける地域連携と
多職種連携について【講義】（小橋）
1)連携の方法と形式について
2)地域包括ケアシステムが求められる背景

〇教科書の関連する内容を読む　
　（90分）

〇テキストと講義資料の内容を復習
する．　（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　看護師、保健師としての実務経験、及び、地域包括支援センター、社会福祉協議会における実務経験を講義に活用する（小橋）。

課題に対する
フィードバック

の方法

　講義ごとに提出した振り返りシートをもとに、フィードバックし、学びを共有し、自己学習に活かせるようにする．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

6.地域包括ケアシステムにおける多職種の役割【講義】（小橋）
1)薬剤師，ソーシャルワーカーなど他の役割について
2)地域連携の展望と課題
3)認知症ケアが必要とする地域連携
4)小規模多機能型居宅介護が進める地域連携
7.小テスト【1回目】の解説を行う．

〇教科書の関連する内容を読む　
（90分）

〇テキストと講義資料の内容を復習
する．
（90分）

3

3.地域医療と介護のシステム化について【講義】（小橋）
1)様々な地域の事例から地域包括ケアシステム構築に向けた取り
組みについて

〇教科書の関連する内容を読む　　　

（90分）

〇テキストと講義資料の内容を復習
する．（90分）

4

4.地域包括ケアシステムにおける看護職の役割【講義】（小橋）
1)退院支援から地域連携において，看護師にはどのような役割が
あるのかについて
2)退院支援のプロセス第1段階，第2段階，第3段階について
5.小テスト【1回目】（第1～3回）を実施する．

〇教科書の関連する内容を読む
（90分）

〇テキストと講義資料の内容を復習
する．（90分）
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6

8.地域包括ケアにおける医師の役割と地域連携の実践【講義】
（小橋）ゲストスピーカー：柴田 岳三 先生(緩和ケアクリニッ
ク恵庭）
1)恵庭市で緩和ケアクリニックを開業している医師から恵庭市に
おける在宅緩和ケアを中心とした地域包括ケアシステムの取り組
みについて

〇恵庭市のフォーマルおよびイン
フォーマルサービスについて調べ
る．「在宅緩和ケア」について調べ
る．
（90分）

○講義資料の内容を復習する
○課題：柴田先生の講義から学んだ
こと，感想についてレポートにまと
める．
（90分）

9 なし なし なし

10

なし なし なし

7

9.生活をつなぐ地域連携，医療・介護・福祉の地域ネットワーク
づくりの取り組み【演習】（小橋）ゲストスピーカー：永森 克
三 先生（ささええる研究所・ささえるクリニック）
1)岩見沢市および北広島市で在宅診療に特化したクリニックを開
業している医師から，地域に根差した取り組み（訪問看護ステー
ションや暮らしの保健室など）について

○ささえる研究所の取り組みについ
て調べる．
（90分）

○講義資料の内容を復習する

○課題：永森先生の講義から学んだ
こと，感想についてレポートにまと
める．
（90分）

8

10.小テスト【2回目】（第4～7回）実施と解説を行う．【講義】
（小橋）
1)インテグレートケアについて
2)地域包括ケアシステムの展望について
3)最終レポートについて


〇教科書の関連する内容を読む　　　

〇第1～7回の講義資料を読む
（90分）

〇講義資料の内容を復習する
〇課題：自分が考える地域包括ケア
システムの課題と展望について，レ
ポートにまとめる．
（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト（1回 25％）課題レポート（3回 55％〔課題①25％，課題②15％，課題③15％〕）及び、振り返
りシート（10％），出席態度（10％）で評価する．

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

地域のサービスについて興味を持って学ぶこと. 評価物において，不正行為が認められた場合，D判定になることがある．

備考欄

その他 0 なし

教科書 ①地域連携論－医療・看護・介護・福祉の協働と包括的支援－　高橋紘士・武藤正樹，オーム社

参考文献 講義内で紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10943091 在宅看護学援助論Ⅰ 3614 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．在宅療養者,及び,家族に対する看護展開の基礎を理解することができる 

1) 在宅療養者，及び，家族の健康状態と日常生活についてアセスメントできる．
2) 在宅療養者，及び，家族の健康維持向上やセルフケア向上を目指した看護援助について考えることができる．
3) 在宅療養者，及び，家族のニーズを叶えるために必要な制度や社会資源について、事例の看護過程の展開を通して、考えることができ
る．
２．事例の看護過程の展開を通して,倫理的配慮について考えることができる．
３．在宅看護における緊急時，及び，災害時の対応，リスクマネジメントについて考察できる．

授業の方法

　PowerPointと配布印刷物・視聴覚教材（DVD）を用いた講義形式とグループ演習で進める．事例を用いて在宅看護過程に取り組む．在宅
看護過程では，自己学習，グループディスカッション，グループ発表を行う．講義後，学生は振り返りシートに学んだことや感じたことな
どを記述し提出する。次回の授業の際に共有された内容をもとに学びを深める．

ＩＣＴ活用 Googleclassroomや視聴覚教材を用いて,援助場面の実際を学ぶ.

後期

教員氏名 小橋　拓真、鹿内　あずさ

授業の位置づけ

　ディプロマポリシーの「保健医療福祉チームの一員としての役割を理解し、協働して活動する能力を高めることができる」ことに関係が
ある科目である。在宅看護学概論で学んだ内容（在宅看護の目的，役割，制度，及び，在宅における対象者と家族の健康状態や生活環境の
捉え方，保健医療福祉の専門職との連携）を基盤に，事例をもとに在宅看護過程の基礎を学ぶ科目である．在宅看護学概論での学びをもと
に，在宅看護過程を展開することは，在宅看護技術を学ぶ在宅看護援助論Ⅱにつながり，在宅看護学実習における基礎となる．

授業の概要

　様々な健康レベルにある在宅療養者と家族が住み慣れた地域で，その人らしい生活が送ることができるための看護について学習する．在
宅における療養者，及び，家族の暮らしを基盤に展開される在宅看護過程を理解し，意思決定支援、及び、尊厳を守る看護について考察す
る．

1

1. 在宅看護とは　【講義】（鹿内）
1) 在宅看護の目的と理念
2) 在宅看護が展開される場の特性
3) 在宅看護における信頼関係を構築するためのコミュニケー
ション



〇教科書の関連する内容を読む
〇在宅看護学概論を復習する
（45分）

〇講義資料，教科書の内容を復習す
る（45分）

2

2．在宅療養者を支える諸制度【講義】（小橋）
1) 訪問看護制度について
2) 介護保険制度について
3) 医療保険制度について



〇教科書の関連する内容を読む
　（45分）

〇講義資料，教科書の内容を復習す
る．
（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

・脳神経外科、及び、精神科特殊疾患病棟に計5年間の勤務経験を活かして講義を行う（小橋）。
・腎センターのICU病棟、整形外科・内科病棟に計5年間の勤務経験、及び、訪問看護ステーションにおける計5年間の経験を活かして講義
を行う（鹿内）。

課題に対する
フィードバック

の方法

　講義ごとに提出した振り返りシートをもとに、フィードバックし、学びを共有し、自己学習に活かせるようにする．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

4-1在宅看護過程（事例1） 【演習】（小橋・鹿内）
事例１（難病療養者と家族）：4側面それぞれにアセスメントの
視点ごとに情報を整理する(グループ学習).


〇教科書の関連する内容を読む
　（45分）

〇講義資料，教科書の内容を復習す
る．
（60分）

3

1. 在宅看護過程 【講義】（小橋）
1) 在宅看護過程の特徴
2) 在宅における看護支援を支えるICF（国際生活機能分類）の考
え方


〇教科書の関連する内容を読む　　
（45分）

〇講義資料，教科書の内容を復習す
る．
（45分）

4

1. 在宅看護過程の展開【講義】（小橋）
1) 情報収集
2) アセスメント(4側面)
3) 全体像
4) 看護計画
5) 評価

〇教科書の関連する内容を読む　
（45分）

〇講義資料，教科書の内容を復習す
る．
（60分）
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6

4-2在宅看護過程（事例1） 【演習】（小橋・鹿内）
事例1 （難病療養者と家族）:アセスメントの視点ごとに整理し
た情報を関連づけて、解釈分析を行う. 解釈分析の結果, 療養上
の課題について考える. 事例１の全体像を記述する(グループ学
習).


〇在宅看護過程の基本的な考え方
（第３～5回）の講義資料を確認す
る
（30分）

〇演習で進めた看護過程について，
加筆修正を進める．
（90分）

9

6-1在宅看護過程（事例2） 【演習】（小橋・鹿内）
事例2（終末期にある療養者と家族）：4側面それぞれにアセスメ
ントの視点ごとに情報を整理する(グループ学習).



〇在宅看護過程の基本的な考え方
（第３～5回）の講義資料を確認す
る
（30分）

〇演習で進めた看護過程について，
加筆修正を進める．
（90分）


10

6-2 在宅看護過程（事例2） 【演習】（小橋・鹿内）
事例2 （終末期にある療養者と家族）:アセスメントの視点ごと
に整理した情報を関連づけて、解釈分析を行う. 解釈分析の結
果, 療養上の課題について考える. 事例2の全体像を記述する(グ
ループ学習).
6-3在宅看護過程（事例2） 【演習】（小橋・鹿内）
全体像,及び,療養上の課題について共有する(グループ発表)．


〇事例2のアセスメントや全体像を
完成させ，看護計画の目標を設定
し，援助内容について具体的な方法
を考える．
（60分）

〇グループワークでの気づきや学び
などを踏まえ，事例1のアセスメン
ト及び全体像を修正する．さらに目
標の設定と看護計画を立案する．
（60分）

7

4-3在宅看護過程（事例1） 【演習】（小橋・鹿内）
事例1 （難病療養者と家族）: 全体像,及び,療養上の課題につい
て共有する(グループ発表)．


〇事例1のアセスメントや全体像を
完成させ，看護計画の目標を設定
し，援助内容について具体的な方法
を考える
（60分）

〇グループワークでの気づきや学び
などを踏まえ，事例1のアセスメン
ト及び全体像を修正する．さらに目
標の設定と看護計画を立案する．
（60分）

8

５. 在宅における小児療養者に対する看護の実際
【講義】（小橋・鹿内）ゲストスピーカー：松木 由理 先生(訪
問看護ステーションくまさんの手）
・小児療養者，及び，家族の特徴，対象者の理解，援助内容につ
いて


〇事例1の看護計画について，療養
者と家族が望む暮らしを支える援助
内容になっているか再考し，修正を
行う．
（60分）

〇グループワークでの気づきや学び
などを踏まえ，事例1の看護計画を
修正する．
（60分）

13

9.在宅における精神療養者に対する看護の実際
【講義】（小橋・鹿内）ゲストスピーカー：谷藤 伸恵 先生(訪
問看護ステーションやまのて）
1)精神療養者の特徴，対象者の理解について

〇精神看護学の教科書及び講義資料
の復習
（60分）


〇講義資料の復習をする．
（30分）


14

10.小テスト【1回目】（第1～7回）の解説【講義】小橋
11.小テスト【2回目】（第8～13回）の実施


〇在宅看護援助論Ⅰの講義・演習内
容を復習する．
（60分）

〇講義資料の復習をする．
（30分）

11

7. 在宅における終末期ケア【講義】（小橋・鹿内）ゲストス
ピーカー：樋口 秋緒 先生（訪問看護ステーション「はあと」）
1)終末期にある療養者の特徴，がんの末期療養者などの終末期の
療養者と家族への看護について

〇事例2の看護計画について，療養
者と家族が望む暮らしを支える援助
内容になっているか再考し，修正を
行う．
（60分）

〇グループワークでの気づきや学び
などを踏まえ，事例1の看護計画を
修正する．
（60分）

12

8.小テスト【1回目】（第１～7回）の実施【講義】小橋 〇在宅看護援助論Ⅰの講義・演習内
容を復習する．
（60分）

〇講義資料の復習をする．
（30分）

定期試験 0 〇実施せず

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小ﾃｽﾄ（2回50％：各25％）
出席を含む授業への参加態度（10％）
ｺﾒﾝﾄｼｰﾄ（10％）
事例の看護計画（2回20％：各10％），ﾚﾎﾟｰﾄ（10％）

15

12.小テスト【2回目】（第8～13回）の解説【講義】小橋

13.まとめ / 課題レポート


〇在宅看護援助論Ⅰの講義・演習内
容を復習する．
（120分）

〇講義資料の復習をする．
（60分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし

- 223 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

評価物において，不正行為が認められた場合，D判定になることがある．

備考欄

教科書

①在宅看護学講座，スーディ神崎和代（監修），ナカニシヤ出版
②医療福祉総合ガイドブック　2020年度版/NPO法人　日本医療ソーシャルワーク研究会，医学書院

参考文献 適宜，示す
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10944091 在宅看護学援助論Ⅱ 3615 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．在宅療養者が必要としている生活援助について考察できる．
２．在宅療養者が必要としている医療的ケアについて理解できる．
３．在宅療養者の家族が必要としている生活援助について考察できる．
４．在宅療養者の家族が必要としている医療的ケアについて考察できる．
５．医療的ケアが必要な在宅療養者と家族に対する看護援助を考察できる．

授業の方法

PowerPointと配布印刷物・視聴覚教材（DVD）を用いた講義形式とグループでの演習を行う．講義で学んだ知識をもとにグループ演習を行
う．グループ演習では，在宅看護技術，在宅の事例を用いたグループワーク，発表を行う．毎回の講義，及び演習において課題を示し，学
生自身が学んだ内容について確認する．

ＩＣＴ活用

Google classroomを用いて訪問看護者のマナーや訪問看護の援助場面の映像を視聴し，求められる看護師の態度について理解を促進する．

前期

教員氏名 小橋　拓真、鹿内　あずさ

授業の位置づけ

　ディプロマディプロマポリシーの「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を習得している」「保健医療福祉チームの一員
としての役割を理解し、協働して活動する能力を高めることができる」ことに関係がある科目である。「在宅看護学概論」「在宅看護学援
助論Ⅰ」を学んだ内容を基盤に，在宅看護学の理論や科学的根拠に基づき，疾病や障がいを抱えながらも，在宅でその人らしい生活を支援
するための生活援助技術や基本的な医療的ケア技術を学ぶ科目である．
　在宅看護援助技術は，既習の「家族看護学」や「地域包括ケアシステム論」と関連させて療養者と家族の個別性を捉えた援助であり，
「在宅看護学実習」における基礎となる．

授業の概要

在宅療養者と家族が必要としている在宅看護における基本的技術について理解し，在宅療養者と家族がその人らしく在宅療養を送るための
看護技術を主体的に習得する．

1

1.訪問看護の基本的態度と面接技術について【講義】（鹿内）
1)在宅看護場面におけるコミュニケーションの
技術
2)訪問看護におけるマナー
3)療養者と家族のこれまでの暮らしに受容的共感的な態度で接す
る意味

既習の講義内容（在宅看護学概論在
宅看護学援助論Ⅰ）,及び,教科書の
関連する内容を読む．（90分）

講義資料，教科書の内容を復習す
る．（60分）

2

2.呼吸に関する在宅看護技術（在宅人工呼吸療法）【講義】（小
橋）
1）在宅人工呼吸療法（TPPV/NPPV），在宅酸素療法（HOT）につ
いての技術と看護
2）在宅における気管内吸引についての技術と看護

課題の提示：事例１，事例２の看護過程（記録用紙の配布）

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

講義資料，教科書の内容を復習す
る．（60分）

実務経験のある
教員の教育内容

・脳神経外科、及び、精神科特殊病棟に計5年間の勤務経験を活かして講義を行う（小橋）
・腎センターのICU病棟、整形外科・内科病棟に計5年間の勤務経験、及び、訪問看護ステーションにおける計5年間の経験を活かして講義
を行う（鹿内）

課題に対する
フィードバック

の方法

講義ごとに提出した振り返りシートをもとに，フィードバックし，学びを共有し，自己学習に活かす．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

5. 栄養に関する在宅看護技術【講義】（小橋）
1）在宅における経口摂取の援助方法
2)在宅経管栄養法・在宅中心静脈栄養法における技術と看護

教科書の関連する内容を読む（90
分）

講義資料，教科書の内容を復習する
（60分）

3

3. 在宅療養者と家族に対する看護過程【講義・演習 】（小橋・
鹿内）
1)アセスメント/ 療養上の課題 / 全体像 / 看護計画 / 実施・
評価
2)グループワーク（課題：事例１，事例２の共有）

在宅看護学援助論Ⅰの講義資料を復
習する．（90分）

講義資料，教科書の内容を復習す
る．また，講義で学習した内容を踏
まえ，事例についてアセスメントを
進める．（60分）

4

4. 在宅における呼吸ケア（NPPV・TPPV・HOT）【演習】（小橋・
鹿内）
1)在宅における呼吸ケアで利用される機器の使い方と管理（フィ
リップス・レスピロニクス）

在宅看護援助論Ⅱの第2回講義内容
を復習する．事前に提示された資料
（機器管理・事例）を読み込む.
（90分）

演習で学んだ内容と技術演習の自己
評価をする．
在宅看護学援助論Ⅰの復習をした上
で，事例の看護過程に取り組む.
（90分）
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6

6. 在宅における栄養のケア（在宅経管栄養法・在宅中心静脈栄
養法）【演習】（小橋・鹿内）
1)胃ろうカテーテルの構造・経管栄養法の手技と看護
2)CVポートの構造・中心静脈栄養の手技と看護
3)食べることを助ける様々な自助具

在宅看護援助論Ⅱ第5回の講義内容
を復習する.演習内容の目的・方
法・手順・留意点について事前に学
習する．（90分）

演習で学んだ内容を整理し，技術演
習の自己評価を行う．（60分）

9

小テスト【1回目】フィードバック（小橋）

9. 排泄に関する在宅看護技術【講義】（小橋）
1)在宅における排泄への援助（導尿・留置カテーテル・人工肛
門）
2)排泄に関する福祉用具

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

講義資料，教科書の内容を復習す
る．（60分）

10

10. 在宅における排泄ケア（人工肛門造設者への援助）【演習】
（小橋・鹿内）
1)人工肛門のパウチ交換の方法

在宅看護援助論Ⅱ第9回の講義内容
を復習する．演習内容の目的・方
法・手順・留意点について事前に学
習する．（90分）

演習で学んだ内容を整理し，技術演
習の自己評価を行う．（90分）

7

小テスト【1回目】（第１～6回）を実施する．

7. 清潔に関する在宅看護技術【講義】（小橋）
1)在宅における清潔への援助

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

講義資料，教科書の内容を復習す
る．（60分）

8

8. 在宅における清潔のケア【演習】（小橋・鹿内）
1)在宅における清潔援助に利用する物品の工夫（ケリーパッド，
洗浄用シャワーボトル等）
2)清潔援助で使用される福祉用具と使用方法

在宅看護援助論Ⅱ第7回の講義内容
を復習する．演習内容の目的・方
法・手順・留意点について事前に学
習する．（90分）

演習で学んだ内容を整理し，技術演
習の自己評価を行う．（60分）

13

小テスト【2回目】（第7～12回）を実施する．


13. 在宅療養者と家族に対する看護過程【演習】（小橋・鹿内）
事例で各自進めた看護過程を持ち寄り，グループ
ディスカッションをする．

これまでの関連する講義内容を復習
したうえで，看護過程に取り組む．
（90分）

演習で学んだ内容と技術演習の自己
評価をする．
グループ内でディスカッションした
看護過程を修正し，提出する．（90
分）

14

小テスト【2回目】フィードバック（小橋）

14. 在宅療養者と家族に対する看護過程【演習】（小橋・鹿内）
事例について，グループディスカッションで，共有した内容を発
表する．

グループディスカッションで共有し
た内容を事例の看護過程に加筆す
る．（90分）

グループディスカッションやグルー
プ発表で学んだ内容を記録に加筆す
る.（90分）

11

11. 在宅における薬物管理【講義】（小橋）
1)在宅における服薬管理，疼痛管理
2)インスリン自己注射をしている療養者への看護

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

講義資料，教科書の内容を復習す
る．（60分）

12

12. 在宅看護におけるリスクマネジメント【講義】（小橋・鹿
内）ゲストスピーカー：樋口 秋緒 先生
1)病院とは異なる在宅でのリスクとは何か，療養者が安全・安楽
に生活するためのリスク管理について
2)在宅療養者に関わる医療者としてのリスク管理の重要性につい
て

課題：講義で学んだ内容を記述する．

在宅看護学援助論Ⅰ,及び,教科書の
関連する内容を読む.（90分）

講義資料や教科書の内容を復習し，
学んだ内容をレポートにして提出す
る. （90分）

定期試験 0 定期試験は行わない

15

課題：事例１事例２の記録を提出する.

15.在宅における終末期看護と意思決定支援・まとめ【講義】
（鹿内）
1)訪問看護での意思決定支援
2)アドバンスケアプランニング（ACP）
3)まとめ
課題レポート

在宅看護学概論・援助論Ⅰ・Ⅱの講
義内容を復習する．（120分）

講義内容について,既習の学び共に
復習する.（60分）．

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小ﾃｽﾄ（2回50％：各25％）
出席を含む授業への参加態度（10％）
ｺﾒﾝﾄｼｰﾄ（10％）
事例の看護計画（2回20％：各10％），ﾚﾎﾟｰﾄ（2回10％：各5％）

履修条件・留意
事項等

評価物において，不正行為が認められた場合，D判定になることがある．

備考欄

その他

0 なし


教科書

①在宅看護学講座，スーディ神崎和代（監修），ナカニシヤ出版
②写真でわかる訪問看護アドバンス訪問看護の世界を写真と動画で学ぶ！，押川真喜子，インターメディカ
③医療福祉総合ガイドブック　2020年度版/NPO法人　日本医療ソーシャルワーク研究会，医学書院

参考文献 適宜，示す．
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10945091 家族看護学 3618 1 2

到達目標

１.看護の対象としての家族の特性を理解できる
２.家族をひとつの単位として捉える意義を理解できる
３.家族看護理論・モデルの概要を理解できる
４.ジェノグラム・エコマップを描くことができる
５.家族看護のプロセスを理解できる
６.家族のライフステージ別の看護について理解できる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式で進める。
理解度を確認するために毎回の講義において課題を示し、学生自身が学んだ内容について記述する。
毎回の講義で、学生が記述したコメントシートを活用し、授業の振り返りや感じた内容、要望、疑問の解決を図る。

ＩＣＴ活用 視聴覚教材を用いて家族アセスメントの実際を学ぶ。

後期

教員氏名 鹿内　あずさ

授業の位置づけ

本学のディプロマポリシー「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している【知識・技能】」「保健医療福祉チーム
の一員としての役割を理解し、協働して活動する能力を高めることができる【知識・技能】」と関連し、家族看護、及び、家族看護学の歴
史、家族看護理論・モデルの概要を理解し、ライフステージ別の家族看護のプロセスの基礎を学ぶ科目である。在宅看護学概論・地域看護
学概論・在宅看護学援助論Ⅰ・地域包括ケアシステム論・在宅看護学援助論Ⅱと関連し、在宅看護学実習等の専門科目の基礎となる。

授業の概要

家族看護学に関する基礎（家族看護の概念，看護モデル）を学び、家族をひとつの単位として看護する意義の理解、家族自らが健康課題を
達成し、家族のセルフケア機能を向上させる看護について学習ぶ。

1

１．家族看護学とは ［講義］
1）家族看護学の発展と動向
２．家族とは何か［講義］
1) 我が国の家族の変遷　
2) 看護の対象としての家族
3) 家族の形態（かたち）
4) 家族の機能　
5) 家族の構造　
6) 家族の意思決定　　　　　　　
7) 家族の生活と地域社会との関係
8) ジェノグラムとエコマップ
課題①：ジェノグラムとエコマップ

シラバス、テキストの「家族看護学
とは」「家族とは何か」を読む（60
分）

家族の捉え家族の構造と地域社会と
の関連について学んだ内容を整理
し、講義資料、テキストを用いて復
習する（90分）

2

３．家族の健康［講義］
1) 健康な家族　
2) 機能している家族の構造　
3) 家族のセルフケア機能
課題①のフィードバック

前回の講義資料、テキストの「家族
の機能」「ジェノグラム」「エコ
マップ」を読む（60分）

健康な家族について学んだ内容を整
理し、講義資料とテキストを用いて
復習する（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

医療機関・訪問看護ステーション・介護保険事業所における実践内容を活かした講義資料、および、地域看護専門看護師としての地域にお
ける活動経験を活かした講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の講義中に質問・意見に対する返答を行い、学びの共有ができるようなフィードバックを行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

確認テスト①のフィードバック
６. 家族看護理論・モデル［講義］
1) フリードマン家族アセスメントモデル
2) カルガリー家族アセスメントモデル
3) 家族エンパワーメントモデル
4) 鈴木・渡辺の家族アセスメントモデル

前回の講義資料、テキストの「家族
看護理論・モデル」を読む（60分）

家族を理解するための理論モデルに
ついて、講義資料とテキストを用い
て復習する（120分）

3

４. 家族看護学の基本概念［講義］
1) 家族看護学の概念枠組　
2) 家族の定義，及び,家族看護の定義家族
3) 看護の目的と対象
4)１単位としての家族　
5) 家族を理解する場　
6) 看護者の姿勢

前回の講義資料、テキストの「家族
の健康」を読む（60分）

家族看護学の基本概念について、講
義資料とテキストを用いて復習する
（90分）

4

確認テスト①
５. 家族を理解するための諸理論［講義］
1) 家族発達理論
2)家族システム理論
3) 家族ストレス対処理論

前回の講義資料、テキストの「家族
看護学の概念・定義」を読む（60
分）

家族を理解するための理論につい
て、講義資料とテキストを用いて復
習する（120分）
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6

７. 家族看護過程［講義］
1) 家族看護の展開　
2) 家族アセスメントの構造　
3) 情報収集とアセスメント
4) ニーズと介入の判断
5) 家族看護計画　
6) 家族看護計画の評価

前回の講義資料、テキストの「家族
看護過程」を読む（60分）

家族看護のプロセスについて学んだ
ことを整理し、講義資料とテキスト
を用いて復習する（120分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

確認テスト②
８.家族看護アセスメント（課題：事例のアセスメント）

前回の講義資料、テキストの事例の
概要を読む（60分）

鈴木・渡辺の家族アセスメントモデ
ルを用いて、事例家族の対処の力に
ついて考察する（120分）

8

確認テスト②のフィドバック
９.事例への支援の共有とまとめ /  課題レポート

前回までの講義資料、テキストの該
当部分を読む（60分）

全ての講義資料、及び、配布資料、
テキストを復習する（120分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0% なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50% 課題（2回：30％）, 授業への参加態度,及び,コメントシートの記載内容（20％）により評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

テキストでの予習をして臨むこと。評価物に不正行為があった場合は、Ⅾ判定となることがある。

備考欄

その他 50% 確認テスト（2回：50％）により評価する。

教科書 家族看護学　改定第2版　山崎あけみ・原礼子編　南江堂　2015

参考文献 講義内で提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10118091 看護研究I 4701 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・看護学における研究の役割を理解することができる。
・研究のプロセスが理解できる。
・看護研究における今後の課題を考えることができる。
・批判的に文献検討を行う視点を身につけることができる。

授業の方法

　本科目は、講義形式と学生同士のディスカッションを活用して学習する。教材は、教科書と担当教員が作成した資料である。理解度を確
認するための小テスト６回とレポートの提出によって総合的に評価する。

ＩＣＴ活用 　classroomを活用する。

前期

教員氏名 佐藤　洋子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することがで
きる」および「医療の進歩、健康増進に関する情報への関心を常に維持し、実践を通して自らの成長を促すことができる」を目指し、看護
学における基本的な研究プロセスに関する知識を習得する科目である。この知識に基づき「看護研究Ⅱ」で発展的な学習につなげる。

授業の概要

　看護活動を効果的に展開するためには、研究的視点を持ち看護の実践知を論理的・体系的にとらえ、看護実践の改善に役立てていくこと
が必要になる。
　本科目では、看護における研究の意義を理解したうえで、実際に看護研究のプロセスを理解する。また、看護研究に必要な研究方法、研
究デザイン、研究倫理について学び、研究計画書を作成する基礎的知識を修得する。

1

ガイダンス（講義）
内容：看護研究Ⅰの位置づけとシラバスの説明　

シラバスを熟読する。（90分） 学習すべき内容を確認する。（90
分）

2

看護における研究の役割（講義） 教科書の第1章A～Dを熟読する。
（90分）

本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　研究計画書は、何を、何故、どのように、行うのかの道標になるだけではなく、研究資金を得るために、研究組織内のコミュニケーショ
ンのスキルとして重要である。指導する教員は、自身の研究代表者、分担者としての経験や大学での倫理審査委員としての経験をもとに具
体的に説明する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・提出された課題レポートや実施された小テストはすべて評価対象とする。
・提出された課題レポートや実施された小テストは解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

文献検索の方法（講義） 教科書第3章A,Bを熟読する。（90
分）

本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

6

文献検討の方法（講義） 教科書第3章C～Eを熟読する。（90
分）

本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

3

研究対象者の権利と倫理審査体制（講義） 教科書第1章Eを熟読する。（90分） 本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

4

研究課程の概要（講義） 教科書第2章を熟読する。（90分） 本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

9

研究デザインⅡ（講義）

中間テスト

教科書第5章F,Gと第10章を熟読す
る。（90分）

本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

10

研究計画書の作成方法（講義） 教科書第6章を熟読する。（90分） 本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

7

概念枠組みと仮説（講義） 教科書第４章を熟読する。（90分） 本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

8

研究デザインⅠ（講義） 教科書第５章A～Eを熟読する。（90
分）

本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

13

看護研究の今後の課題（講義） 教科書第12章を熟読する。（90分） 本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

14

文献検討の実際（講義） 文献検討の方法をふりかえる。（90
分）

課題①を行う。（90分）

11

データ収集と分析（講義） 教科書②第7と8章を熟読する。（90
分）

本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）

12

研究結果の活用（講義） 教科書第9章を熟読する。（90分） 本講義の学習内容をふりかえる。
（90分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 中間テスト60点

15

まとめ
課題①

本講義のプリントやノートを見直し
て整理する。（90分）

課題①を行う。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

私語、必要時以外の携帯の使用を禁止する。
学習は主体的に行う。
小テストと課題レポートは定期試験と同等に扱う。

備考欄

その他 40 課題①：レポート40点

教科書 南裕子・野嶋佐由美編/看護における研究第2版/日本看護協会出版会

参考文献 必要時講義中に提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10119091 看護研究II 4702 2 4

到達目標

１．自分が持った関心や疑問（研究動機）から研究課題（研究テーマ）を明らかにすることができる。
２．研究課題に関する文献検索と文献のクリティークを行い、その結果を文献カードにまとめることができる。
３．共同で研究課題にふさわしい研究デザインを設計することができる。
４．共同で所定の様式に従った研究計画書を作成することができる。
５．共同で最終成果を発表することができる。
６．計画書作成の過程に、自主的、建設的、協力的な態度で参加することができる。

授業の方法

少人数のグループに分かれて、ゼミ形式で進める。担当教員より、研究の背景・研究動機・研究目的・文献検討・研究方法・倫理的配慮に
ついて指導を受けながら、自分たちが関心を持っている研究課題について、グループで研究計画書を作成する。研究計画をより洗練させる
ため、計画書の作成途中で中間報告会を開催し、他の学生や教員からの意見をもらう。最後に研究計画書報告会で発表し、抄録集にまと
め、看護研究についての学びを深める。

ＩＣＴ活用 研究倫理については、eラーニングを用いて学ぶ。

前期・後期

教員氏名

坂東　奈穂美、小塀　ゆかり、高岡　哲子、井上　仁美、尾形　裕子、木口　幸子、多賀　昌江、鹿内　あずさ、福士　晴佳、佐々木　律
子、辻　幸美、藤長　すが子、小橋　拓真、菅原　美保、竹之内　優美、藤村　恵理子、柾本　常子、横山　佳世、佐藤　洋子、赤坂　浩
子

授業の位置づけ

本学科のディプロマポリシー「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動」する
ための方法の１つとして看護研究がある。看護研究に取り組むプロセスを通して、「医療の進歩、健康増進に関する情報への関心を常に維
持し、実践を通して自らの成長を促す」能力を身につけるための科目である。「看護研究Ⅰ」と関連し、これまで履修した専門科目の総ま
とめとなる。

授業の概要

これまで学んだ講義・演習・実習などで生まれた興味・関心や疑問に基づき研究課題を明確化し、探究することを通して、看護学研究の方
法やその意義、看護学への理解を深める。
共同で、研究疑問を検討し看護研究Ⅰで学んだ知識・技術を用いて研究計画書を作成する。

1

【科目ガイダンス】
グループワーク
各自が関心を寄せている研究疑問を持ち寄り、グループ内で発表
し、グループとして取り組む研究課題と、今後の方向性について
討議する。
看護研究Ⅱの進め方について担当教員と相談する。

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

2

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当教員は看護職の勤務経験を活かし、看護研究について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

研究計画書の作成過程で、口頭もしくは研究計画書へのコメントによりフィードバックを行う。中間報告会や研究計画書発表会では、質疑
応答の時間にフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

6

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

3

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

4

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

9

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

10

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

7

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

8

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

11

グループワーク
ゼミの担当教員の指示に従う

課題整理（30分） 持ち帰った課題の検討（３0分）

12

中間報告会
原則として2領域以上で合同で行う。運営は学生主体で行う。

中間報告会の準備（30分） 中間報告会で指摘された修正点や質
問への対応、残された課題の検討
（3０分）
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13

グループワーク
ゼミの担当教員の指示により、研究計画書を修正する。

課題整理（30分） 中間報告会で指摘された修正点や質
問への対応、残された課題の検討
（3０分）

14

研究計画書発表会
座長・タイムキーパー・マイク係りなどを学生が担い、運営す
る。

発表準備（30分） 発表会で指摘された修正点や質問へ
の対応、残された課題の検討（3０
分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 評価表に従い、研究計画書、抄録、発表会資料、グループワーク参加態度について、総合的に評価する。

15

グループワーク
研究計画書・抄録集を完成させる。

課題整理（30分） 振り返り（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

主体的に、かつ計画的に取り組むこと。評価の対象となるものに対する不正行為は、D判定となる場合がある。

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 授業の期間内に必要時、提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10949091 看護学総合講座II(旧々ｶﾘ) 3641 1 3

到達目標

（１）画像検査の必用性と看護について説明することができる。
（２）血液検査の必要性と看護について説明することができる。
（３）生化学検査の必要性と看護について説明することができる。
（４）尿検査の必要性と看護について説明することができる。
（５）主な生体検査を理解することができる。

授業の方法 講義時にプリントを配布する。講義はパワーポイントを用いて行われる。

ＩＣＴ活用 なし。

後期

教員氏名 高岡　哲子

授業の位置づけ

「生理学Ⅰ」、「生理学Ⅱ」、「解剖学Ⅰ」、「解剖学Ⅱ」を有機的に結合させて、「病態・治療学」のⅠ、Ⅱ、Ⅲの基礎づけとなる講義
であり、主に臨床で用いられる検査について、その目的、方法、看護についての実際を学ぶ。これらは看護学の基礎的知識の獲得を目的と
する。

授業の概要 看護実習に必要とされる基礎知識を、臨床検査を中心に集約し、関連性を解説する。

1

画像検査（１）単純Ｘ線撮影：（胸部、腹部、頭部、顔面、歯、
骨折の診断）、被爆、シーベルトとグレイ、Ｘ線撮影装置による
感電事故

胸部の解剖を復習。（９０分） 講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

2

画像検査（２）超音波撮影：心臓エコー、腹部エコー、乳房・動
脈のエコー、子宮と膀胱のエコー、胎児と羊水穿刺

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

教員は、看護師資格を有し臨床経験に基づいた講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度テストを自己採点し、問題点をまとめる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

血液検査（１）赤血球検査：赤血球検査の採血、赤血球数の算
定、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、網状赤血球、異型赤血
球（鎌状赤血球）、溶血

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

6

血液検査（２）白血球検査：白血球検査の採血法、血球数の算
定、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球、免疫学的検
査、フローサイトメトリー法

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

3

画像検査（３）断層撮影：コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、核磁
気共鳴画像（ＭＲＩ）

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

4

画像検査（４）造影撮影：造影剤の副作用と禁忌、ＭＲＩの造
影、経静脈的腎盂撮影、網膜造影

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

9

生化学検査（１）タンパク質：アルブミン、ガンマグロブリン、
免疫グロブリンの種類、低栄養の診断、ネフローゼ症候群、肝硬
変

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

10

生化学検査（２）ビリルビン：肝機能検査の種類、溶血の診断、
胆石・胆嚢炎、黄疸、核黄疸

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

7

血液検査（３）血小板、ＣＲＰ、赤血球沈降速度：血小板数の算
定、沈降速度の測定、炎症を診断する

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

8

確認テスト（第１講～第７講までの内容）。 第７回までの講義プリンを復習す
る。（９０分）

確認テストの正解を調べる。（９０
分）

13

生体の検査（１）呼吸の検査：肺機能検査、動脈血ガス分析、経
皮的酸素濃度、呼気ＣＯ２濃度

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

14

生体の検査（２）脳波・筋電図・心電図 前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

11

生化学検査（３）膵機能検査、糖尿病検査その他：ヘモグロビン
Ａ１ｃ、空腹時血糖、尿検査、ケトン体

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

12

生化学検査（４）逸脱酵素 ：ＡＳＴ、ＡＬＴ、ガンマＧＴ、Ａ
ＬＰ、コリンエステラーゼ、ＢＵＮ、クレアチニン、ＶＭＡ

前回講義のプリントに記載されてい
る内容を予習する。（９０分）

講義時に配布するプリントの試験問
題を解き、ポイントをまとめる。
（９０分）

15

第１講から第１４講までの講義内容に関する確認テストを行い、
テスト終了後に解説する。

第１講から第１５講までの講義内容
を復習する（９０分）

配布プリント内の問題を解き復習を
する。（９０分）

成績評価の方法
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定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

10 受講態度を判定する。

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

1年次の解剖と生理を再び勉強することになるので、かつての講義ノートで知識を確認すること。

備考欄

その他 90 第８講と第１５講に行われる確認テストの結果から判定する。

教科書 なし。

参考文献 なし。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10009091 看護マネジメント論 4660 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.少子高齢社会への対応として保健医療福祉を含めたチーム医療に期待されること、看護職が果たす役割について説明できる。
2.医療施設内における看護部門の位置付けと特徴、看護ケアの質の保障、継続して安全に看護ケアを提供する仕組みについて述べることが
できる。
3.専門職業人としての看護職の特徴と、看護師が働き続けることを目指したマネジメントを説明できる。

授業の方法 パワーポイントとハンドアウトを用いた講義と実践的な演習により進める。

ＩＣＴ活用 出席確認や課題提出に、Google Classroomを活用する。

前期

教員氏名 坂東　奈穂美

授業の位置づけ

看護学科のディプロマ・ポリシー「保健医療福祉チームの一員としての役割を理解し、協働して活動する能力を高める」および「状況を的
確に判断し、その状況に応じたコミュニケーションがとれる」ための知識と技能を身につけるための科目である。
②他の科目との前後のつながり：「保健医療福祉行政論」「チーム医療概論」などの科目と関連し、「看護実践マネジメント実習」の基礎
となる。

授業の概要

看護の質を保障するための組織のあり方やシステム、人材育成の視点から看護マネジメントを学ぶ。具体的には、対象が必要とする医療
サービスを受けるための組織構造、多職種と看護職との連携や情報の取り扱いについて、事例を通して理解する。質を担保し安全な看護ケ
アを継続して提供するために、組織およびチームのメンバーとして求められる能力の基本を理解したうえで、看護業務の組み立て・危険予
知・目標の立案について体験的に学ぶ。さらに、専門職者として能力を発揮し、働き続けるためのセルフマネジメントを理解する。

1

授業ガイダンス
【看護マネジメント概論】
看護管理学とは何か、看護ケアのマネジメントと看護サービスの
マネジメントの違い、看護のマネジメントが行われる場、マネジ
メントプロセスの考え方、経営資源（人、サービス、カネ、情
報）PDCAサイクルについて説明する。

教科書第1章とP138-139を読み、内
容を理解する（90分）

授業内容を復習し、看護マネジメン
ト論で学ぶべきことを明確にする
（90分）

2

【看護ケアのマネジメン】
準備学習の確認テスト①
看護ケアのマネジメントにおける看護職の機能、医療安全体制・
感染対策・災害対策など、安全に看護ケアを実践すために必要な
環境を整えるマネジメントについて説明する。

教科書の第2章(P16-19,P23-50)を読
み、内容を理解する（90分）

安全な療養環境を提供するための看
護職の役割、責任を明確にする（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

看護師として急性期病院での勤務経験を活かし授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、提出された課題に対し、授業内で解説する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【ワーク②】組織を知ろう！
実習施設が行っている看護の特徴を調べる。

看護実践マネジメント実習へ行く予
定となっている施設の資料を持参す
る（90分）

実習施設が行っている看護について
分かったことを記述し、期限までに
提出する（90分）

6

【チームで提供する看護サービス】
準備学習の確認テスト③
看護を継続的に提供するための看護提供システム、看護単位につ
いて説明する。リーダーシップとメンバーシップについて学ぶ。
看護ケアチームにおける業務リーダー看護師、メンバー看護師の
役割について説明する。

教科書第4章（P86-95）、第5章
(P144-162）を読み、内容を理解し
てくる（90分）

チームにおける業務リーダーとメン
バーの役割を明確にする（90分）

3

【専門職としての責任と倫理】ワーク①
また、専門職業人として求められる法的責任や患者の権利、職業
倫理、情報倫理について学ぶ。た、看護実践における倫理的ジレ
ンマについて体験的に学ぶ。

教科書第2章（P19-22）第6章
（P166-181）を読み、内容を理解す
る（90分）

看護実践における倫理的ジレンマの
事例について自分の考えを記述し、
期限までに提出する（90分）

4

【看護サービスのマネジメント】
準備学習の確認テスト②
看護サービスの特徴、看護部門のマネジメント（集団とチームの
違い、組織とは何か、組織理念・ミッション・目標やアクション
プランについて解説する。組織理念を達成するために適切な組織
形態の種類と特徴、組織図に基づく分業、目標管理について説明
する。）

教科書第4章(P78-84）を読み、内容
を理解する（90分）

看護部門における看護管理者の役割
を役職別に明確にする（90分）
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9

【労働環境のマネジメント】
準備学習の確認テスト⑤
安全にケアを提供するための看護業務・物品・薬品などのマネジ
メントを学ぶ。

教科書第4章（P110-121)を読み、内
容を理解する（90分）

安全な療養環境を提供するための物
品や薬剤の管理について明確にする
（90分）

10

【労働環境のマネジメント】
準備学習の確認テスト⑥
看護職の働き方の特徴と、患者満足度と職員満足度、看護職の多
様な働き方、ワークライフバランスについて学ぶ。また、看護職
の特徴である感情労働とストレスマネジメントについて学ぶ。

教科書第3章（P71-76）第4章
（P103-109）を読み、内容を理解す
る（90分）

現在の自己の学業とプライベートの
バランスのとり方を振り返り、改善
点を明確にする（90分）

7

【日常業務のマネジメント】
準備学習の確認テスト④
看護ケアチーム内での継続（勤務体制、病棟内での連携、外来と
病棟の連携）、他職種との連携（チーム医療）、地域との連携
（地域包括ケアシステム）、連携のための情報管理（電子カル
テ、クリニカルパス、カンファレンス）について説明する

教科書第2章(P41-50,P53-58）を読
み、内容を理解してくる（90分）

多職種連携や地域連携、退院調整・
支援における看護職の役割を明確に
する（90分）

8

【ワーク③】−１日の看護業務スケジュール−
看護ケアチームのメンバーとして、複数の対象を担当する場合に
必要とされる、優先順位の判断、タイムマネジメントについて学
ぶ。
複数の患者を担当した場合の看護業務の組み立てを体験的に学習
する。病態の把握、１日のスケジュールの確認、患者の要望か
ら、優先順位を判断し、タイムスケジュールの立案を体験的に学
ぶ。体験を通して気づいたことを発表し、学びを共有する

教科書第2章（P51-52,P58-60）を読
み、内容を理解する（90分）

１日の看護業務スケジュールを立案
し期限までに提出する（90分）

13

【看護を取り巻く諸制度】
準備学習の確認テスト⑧
病院経営や診療報酬の仕組み、重症度、医療・看護必要度などに
ついて概説する。

教科書第4章(P122-135）第6章
（P181-192）を読み、内容を理解す
る（90分）

看護ケアの提供により、どのように
対価を得て、病院経営に貢献してい
るのかを明確にする（90分）

14

【ワーク⑤】－看護職に期待されること－
・少子高齢社会による医療・看護への影響を考える
・看護の対象となる人々には、どのようなニーズがあるのか考え
る
・そのうえで、看護職に期待される事を検討する

少子高齢化が保健医療福祉に与えた
影響がわかる資料を準備する（90
分）

社会が看護職に期待していることに
ついて記述し、期限までに提出する
（90分）

11

【看護職のキャリアマネジメント】
準備学習の確認テスト⑦
看護職のキャリアに関する理論を紹介する。実践例として、院内
教育制度（集団研修とOJT）、クリニカルラダー、などについて
学ぶ

教科書第3章（P64-71）と教科書第4
章(P96-98）を読み、内容を理解す
る（90分）

看護職のキャリアマネジメントにつ
いて明確にする（90分

12

【看護職のキャリアマネジメント】※ワーク課題④あり
ゲストスピーカー：臨床におけるキャリア支援の実際

臨床で行われているキャリア支援に
ついて疑問に思うことや、詳しく知
りたいことを明確にしておく（90
分）

臨床におけるキャリア支援の実際に
ついて学んだことを記述し、期限ま
でに提出する（90分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内の小テスト40％、ワーク課題各60％

15

【ワーク⑥】－卒業までの自分の目標
卒業時や卒業後の自分のキャリアを視野に入れた具体的な目標を
立案し、達成するための方法や具体策を見つける

これまでの自分自身を振り返り、自
己の傾向とどのようなキャリアを歩
みたいのかを明確にしてくる（90
分）

自己のセルフマネジメントの特徴を
踏まえ、卒業までにどのような自分
になりたのか、目標と具体策を記述
し、期限までに提出する（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価の対象となるものに対する不正行為は、D判定となる場合がある

備考欄

その他 0

教科書 系統看護学講座 統合分野　看護管理　看護の統合と実践❶ / 上泉和子他 / 医学書院

参考文献 ナーシング・グラフィカ　看護の統合と実践①　看護管理 / 吉田千文他 / メディカ出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11101091 リスクマネジメント論 4661 1 3

到達目標

1．医療や看護におけるリスク（誤薬、転倒・転落、院内感染、針刺し事故、放射線被爆など）、およびその予防方法について説明でき
る。
2．医療事故の発生時の対応、発生後の分析評価について説明できる
3．医療事故の予防に向けて、組織における医療安全対策について説明できる
4．安全な医療環境の形成に向けて、医療事故に伴う看護職の法的責任について理解する
5．看護実践に伴う情報のセキュリティについて、包括的に理解できる

授業の方法 PowerPointを用いた講義と個人ワークによる演習を実施する。

ＩＣＴ活用 Google Classroomにより出席の確認、課題の提出を行う。

前期

教員氏名 坂東　奈穂美

授業の位置づけ

療養環境における様々なリスクと予防策を理解することで、看護学科ディプロマポリシーの「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎
に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる」能力を養い、「状況を的確に判断し、その状況に応じたコ
ミュニケーションが取れる」能力を身につける科目である。
「コミュニケーション論Ⅱ」や「チーム医療概論」、各領域の「臨地看護学実習」や「看護マネジメント論」に関連する科目である。

授業の概要

医療や看護において日常的に起こる可能性がある、医療上の事故・インシデント（誤薬、転倒・転落、院内感染、針刺し事故、放射線被ば
く等）のリスクを認識し、予防するために必要な行動と、安全な医療環境の形成に向けた組織活動について理解する。また、保健・医療・
福祉における個人情報保護や守秘義務と、倫理的配慮に基づいた情報管理について理解する。

1

【概論】医療におけるリスクと安全対策
人間としてのリスク～ヒューマンエラー～
医療安全における看護師の役割と法的責任

教科書の序章と第1章を読んでくる
（90分）。

日常生活の中で、自分に起きている
ヒューマンエラーをまとめる（90
分）。

2

【医療・看護におけるリスク】診療の補助に関連するリスク
（チューブ管理、薬剤に関連する事故、医療機器に関連する事
故）
確認テスト①

教科書の第2章と第3章を読んでくる
（90分）。

講義で取り上げた医療事故の中か
ら、自分が起こしそうな医療事故を
選び、その理由をまとめておく（90
分）。

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての勤務経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学生からの質問に対しWeb上での回答、もしくは授業内で解説する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【医療者のリスク】医療現場で共通して起こるのリスク（患者間
違い、多重課題）と医療安全におけるコミュニケーションの重要
性
確認テスト③

教科書の第5章と第6章を読んでくる
（90分）。

多重課題に対する自己の対策をまと
めておく（90分）。

6

【医療・看護におけるリスク】
業務上のリスク（職業感染、薬剤や放射線の暴露、ハラスメン
ト）情報に関連するリスク（個人情報の取り扱い、情報に関する
倫理、情報開示）
確認テスト④

教科書の第7章を読んでくる（90
分）。

講義で取り上げた医療事故の中か
ら、自分が起こしそうな医療事故を
選び、その理由をまとめておく（90
分）。

3

【医療・看護におけるリスク】
療養上の世話に関連するリスク（転倒・転落、食事に関連する事
故、入浴に関連する事故）
確認テスト②

教科書の第4章を読んでくる（90
分）。

講義で取り上げた医療事故の中か
ら、自分が起こしそうな医療事故を
選び、その理由をまとめておく（90
分）。

4

【医療・看護における安全対策】
危険予知トレーニング（KYT）と医療事故の分析（事故発生時の
対応、発生後の分析と評価）

事前に配布する資料を読んでくる
（60分）。

KYTを通して気が付いた、自分の危
険予知の傾向について記述、期限ま
でに提出する（120分）。

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

【医療者の安全対策】個人への対策（ワクチン接種、健康管理）
と、組織的な対策（医療安全に向けた組織体制）
確認テスト⑤

教科書の第8章を読んでくる（90
分）。

医療者としての自分の健康管理につ
いてまとめておく（90分）。

8

【ケーススタディ】事例を用いて実践的な医療安全の考え方を学
ぶ

事前に配布する資料を読んでくる
（60分）。

医療安全に関するレポート課題を期
限までに提出する（120分）。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし
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定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト50%、ワーク課題：25%、レポート課題：25%

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価の対象となるものに対する不正行為は、D判定となる場合がある

備考欄

その他 0

教科書 医学書院「系統看護学講座 統合分野 医療安全 （第4版）看護の統合と実践②」　川村治子（著）

参考文献 必要時、授業内で提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10946091 国際看護学 4662 1 4

到達目標

1.グローバルヘルスにおける重要な概念について説明できる。
2.国際社会における保健・医療・福祉の現状と課題について説明できる。
3.国際保健医療分野における国際協力機関と仕組みについて説明できる。
4.異文化理解の重要性を理解し、国際保健について述べることができる。
5.多様な文化的背景を持つ人々の、生活の支援に必要な看護の役割について説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。講義時間内に理解度確認テストの実施と、リフレクションシートを用いて講義
内容についての振り返りや疑問等を記述する。

ＩＣＴ活用 Google Classroomを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 柾本　常子

授業の位置づけ

看護学科のディプロマ・ポリシー「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している」を達成するための科目である。
成人看護学概論、成人看護学援助論の知識をもとに、異文化における健康、保健、福祉について学ぶ科目である。

授業の概要

国際社会における健康課題とその要因について概説し、健康課題を支援する国際協力機関とその仕組み、具体的な支援の実際について理解
する。また、多様な文化的背景を持つ人々の生活への支援に必要な看護師の役割や責任について学ぶ。

1

コースガイダンス
国際保健医療における主な概念について学び、国際社会における
保健・医療・福祉の現状と課題について理解する。

本またはインターネットを通じて国
際保健医療について調べる(90分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

2

国際保健医療分野における国際協力機関と仕組みとして、国際機
関とその役割、具体的な活動について理解する。世界保健機関
(WHO)

インターネットを通じてWHOについ
て調べる(90分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

国境なき医師団における海外派遣活動での経験を活かし、実践をふまえた内容を説明する。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認テストのあとには解答の解説を行う。
リフレクションシートの内容をクラスで共有し解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

国際協力機構(JICA), 政府開発援助(ODA)における具体的な活動
について理解する。

インターネットを通じてJICA, ODA
の具体的な活動事例について調べる
(90分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

6

国際保健医療分野における国際協力機関と仕組みとして、非政府
組織(NGO)とその役割、具体的な活動について理解する。国境な
き医師団、世界の医療団

インターネットを通じてNGO、国境
なき医師団、世界の医療団について
調べる(90分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

3

国際保健医療分野における国際協力機関と仕組みとして、国際機
関とその役割、具体的な活動について理解する。国連児童基金
(UNICEF), 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)

インターネットを通じてUNICEF, 
UNHCRについて調べる(90分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

4

国際保健医療分野における国際協力機関と仕組みとして、政府機
関とその役割について理解する。国際協力機構(JICA), 政府開発
援助(ODA)

インターネットを通じてJICA, ODA
について調べる(90分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

9

10

7

国際保健医療分野における国際協力機関と仕組みとして、国際赤
十字・赤新月運動とその役割、具体的な活動について理解する。

インターネットを通じて国際赤十
字・赤新月運動について調べる(90
分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

8

多様な文化的背景を持つ人々への支援と健康課題、看護師の役割
と責任について理解する。

インターネットを通じて多様な文化
的背景について調べ、看護師の役割
について考える(90分)

配布プリントをもとに復習を行うこ
と(90分)

13

14

11

12

15

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト、リフレクションシートへの取り組み、参加態度により評価する。

履修条件・留意
事項等

評価対象物への不正行為は、D判定となる場合があります。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

国際看護学入門 第2版／日本国際看護学会編／医学書院
国際化と看護：日本と世界で実践するグローバルな看護をめざして／大橋一友他／メディカ出版
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北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10947091 災害看護学 4664 1 4

到達目標

1）災害看護の定義について述べることができる。
2）災害医療の歴史について述べることができる。
3）災害医療とは何かを述べることができる
4）災害サイクルと各期の特徴を述べることができる。
5）災害時の指揮命令系の考え方と実際について述べることができる。
6）災害時の安全管理について述べることができる。
7）災害サイクルの時期による医療・看護支援について述べることができる。
8）被災者の生活と場に応じた医療・看護支援について述べることができる。

授業の方法 パワーポイント、資料により講義形式にて実施する。

ＩＣＴ活用 無し

後期

教員氏名 木口　幸子

授業の位置づけ

災害に対する必要な知識、及び、医療者の対応の基本を修得する。
「病態・治療学Ⅰ」、「病態・治療学Ⅱ」、「病態・治療学Ⅲ」、「成人看護援助論」の実地での応用となる。ディプロマポリシーとの関
連は災害時における看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得すること及び保健医療福祉チームの一員としての役割を理
解し、協働して活動する能力を高めることを目的とする。

授業の概要

災害看護を理解するために必要な知識を学び、災害時に必須の技術を学ぶと共に、災害発生時に展開される看護の実際を学ぶ。

1

災害の定義
災害医療の歴史
災害医療

（木口）

・テキスト該当箇所を読む
・国内外で起きている災害について
何があるか挙げる
・災害における看護とは何か考える
（90分）

講義資料、テキストを再度読む。
（90分）

2

災害サイクルと各期の特徴
災害サイクル各期に求められる対応
災害医療の対象

（木口）

テキスト該当する箇所を読む
（90分）

講義資料、テキストを再度読む（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

依頼しているゲストスピーカーはEzo看　北海道災害看護支援に所属している

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題に対し、都度フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

災害時の指揮命令系の考え方及び実際
災害時の安全管理

ゲストスピーカー
田中かおり

テキスト該当箇所を読む
（90分）

講義資料、テキストを再度読む（90
分）

6

災害時の指揮命令系の考え方及び実際
災害時の安全管理

ゲストスピーカー
田中かおり

テキスト該当箇所を読む
（90分）

講義資料、テキストを再度読む（90
分）

3

災害サイクルの時期による医療・看護支援
被災者の生活と場に応じた医療・看護支援

ゲストスピーカー
太田尚伸

テキスト該当箇所を読む
（90分）

講義資料、テキストを再度読む

4

災害サイクルの時期による医療・看護支援
被災者の生活と場に応じた医療・看護支援

ゲストスピーカー
太田尚伸

テキスト該当箇所を読む
（90分）

レポート提出
（120分）

9 無し 無し 無し

10 無し 無し 無し

7

災害時の指揮命令系の考え方及び実際
災害時の安全管理

災害時の看護についてグループワーク

ゲストスピーカー
田中かおり

テキスト該当する箇所を読む（90
分）

レポート提出（120分）

8 まとめ・試験 無し 無し

11 無し 無し 無し
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13 無し 無し 無し

14 無し 無し 無し

12 無し 無し 無し

定期試験 0 無し

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 50％レポート
50％確認試験

15 無し 無し 無し

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物において代筆や盗用等の不正行為があった場合にはD判定となる場合があります。

備考欄

その他 0 無し

教科書

三澤寿美、太田晴美編（2018）．Basic＆Practice　看護学テキスト　統合と実践ー災害看護学　寄り添う，つながる，備える，学研．

参考文献 酒井明子，菊池志津子（2018）．看護学テキストNice　災害看護　第3版，南江堂．
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10952091 基礎看護学実習I 3801 1 1

到達目標

1．健康問題を持つ対象者の療養の場の特徴を理解する
2．健康問題を持つ対象者の療養生活の実際を知る
3．健康問題を持つ対象者に対する看護活動の実際を知る
4．看護者として基本的態度を身につけることができる

授業の方法

実習開始前ガイダンス
実習施設での学修は、臨地実習指導者と実習担当教員からの助言・指導を受け展開する
実習記録やレポート、カンファレンスにより学修を深める
他、詳細については基礎看護学実習Ⅰ要項を参照

ＩＣＴ活用 ナーシングスキル、他動画を活用し、看護技術の確認を行う

前期

教員氏名 木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、竹之内　優美、赤坂　浩子

授業の位置づけ

全てのディプロマポリシーと関連する科目である。特に人間の生命や権利を尊重し、生活統合体としての人間を理解するため、幅広い知識
と教養を身に付けることを中心とし、看護学の基礎、共通看護援助技術、コミュニケーション論を関連させながら、看護の対象者の生活の
場と人々の健康増進に関心をもち、主体的に学習を継続し、自己成長につなげることをねらいとする。また、人々の健康課題を解決するた
めの柔軟な思考力と大局的な判断力をもち、協働しながら援助を実践する能力を身につける。看護の対象者の生活の場と看護活動の実際を
学ぶことは、今後の看護の学修への動機づけとなる動の実際を学ぶことは、今後の看護の学修への動機づけとなる

授業の概要

看護の実践場面を通して、療養の場と対象者の生活を知り、その中で看護師が対象者の健康の保持・増進、健康の回復、苦痛の緩和に向け
てどのような援助を行っているかを学ぶ

1 詳細については基礎看護学実習Ⅰ要項を参照 ガイダンス時に指示する ガイダンス時に指示する

2 無し 無し 無し

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての病院勤務経験をもとに実践の場で指導する

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題については、口頭または文書等でコメントを返却する

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 無し 無し 無し

6 無し 無し 無し

3 無し 無し 無し

4 無し 無し 無し

9 無し 無し 無し

10 無し 無し 無し

7 無し 無し 無し

8 無し 無し 無し

13 無し 無し 無し

14 無し 無し 無し

11 無し 無し 無し

12 無し 無し 無し

定期試験 0 無し

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習要項参照

15 無し 無し 無し

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物において、代筆や盗用などの不正行為があった場合はD判定となる可能性がある

備考欄

その他 0 無し

教科書

①宮脇美保子編（2022）．新体系看護学全書　基礎看護学①看護学概論，第5版．メヂカルフレンド社．
②深井喜代子編（2022）．新体系看護学全書　基礎看護学②基礎看護技術Ⅰ,第５版．.メヂカルフレンド社．
③②と同編者．基礎看護技術Ⅱ
④前原澄子他編（2018）. よくわかる大学での学び方，第2版，金芳堂

参考文献 その都度紹介
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10142091 基礎看護学実習II 3802 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．対象者とのコミュニケーションや看護記録など多様な資源を活用し、情報を収集することができる。
２．対象者の健康状態を理解し、看護過程を通して個別的なケアを考えることができる。
３．対象者の必要としている看護ケアを安全・安楽に実施し、評価することができる。
４．保健医療福祉チームにおける看護の役割について述べることができる。
５．看護者としての基本的態度を身につけることができる。

授業の方法

１．実習開始前ガイダンス
２．実習施設での学修は、臨地実習指導者と実習担当教員からの助言・指導を受け展開する。
３．実習記録や実習後レポート、カンファレンスにより学修を深める。
他、詳細については基礎看護学実習Ⅱ要項を参照

ＩＣＴ活用 ナーシングスキルやGoogle class roomを活用し、看護技術の確認などの準備学習を行う。

後期

教員氏名 竹之内　優美、木口　幸子、佐々木　律子、藤長　すが子、渡辺　一代、赤坂　浩子

授業の位置づけ

本科目は、「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる。」、「対象の健康
課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる。」をはじめとする看護学科の
全てのディプロマ・ポリシーに関連している。人々の健康課題を解決するための柔軟な思考力と大局的な判断力をもち、協働しながら援助
を実践する能力を身につけるための科目である。さらに、これまで学修した科目を関連づけ、基礎看護学全般の学修の集大成として位置づ
けられる。

授業の概要

健康上の課題をもつ対象者を総合的に理解し、科学的思考に基づきながら日常生活援助を実践できる基礎的な能力を養うとともに、看護者
として必要な態度を身につける。

1 詳細については基礎看護学実習Ⅱ要項を参照 ガイダンス時に指示する ガイダンス時に指示する

2 無し 無し 無し

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての病院勤務経験を活かし、さらに学内で学んだことを関連づけながら、実践の場で指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題については、口頭または文書等でコメントを返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 無し 無し 無し

6 無し 無し 無し

3 無し 無し 無し

4 無し 無し 無し

9 無し 無し 無し

10 無し 無し 無し

7 無し 無し 無し

8 無し 無し 無し

13 無し 無し 無し

14 無し 無し 無し

11 無し 無し 無し

12 無し 無し 無し

定期試験 0 無し

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 詳細は基礎看護学実習Ⅱ要項を参照

15 無し 無し 無し

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物において、代筆や盗用などの不正行為があった場合はD判定となる可能性がある。

備考欄

その他 0 無し

教科書

１．深井喜代子編（2017）. 新体系 看護学全書 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ  メヂカルフレンド社
２．渡邊トシ子編（2011）. ヘンダーソン・ゴードンに考えに基づく実践看護アセスメント同一事例による比較,第３版．ヌーベルヒロカ
３．山岸節子編（2000）. 自分で描ける病態関連図, 照林社

参考文献 その都度紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10420091 成人看護学実習I 4810 3 3

到達目標

１．対象を統合的に説明できる
２．対象の生活の再構築に向けた看護計画が立案できる
３．対象の生活の再構築に向けて、実践的に看護過程が展開できる
４．保健・医療・福祉関連職種によるチームアプローチが説明できる
５．学生としての役割・責務を果たすことができる

授業の方法

実習開始前にオリエンテーションを受けて、事前の自己学習として実習に必要な知識と技術を整理する         
実習施設内の学習は、患者を受け持ち臨床指導者と実習担当教員からの助言・指導のもとで看護過程を展開する         
受け持った患者への看護の理解を深めるために、実習記録やレポートの作成とカンファレンスを行う

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

成人看護学実習は、成人期にある対象者に必要な看護の実際を知るとともに、既習の知識・技術・態度の統合を図り、看護実践能力を養う
ことをねらう。成人看護学実習は、成人看護学実習Ⅰと成人看護学実習Ⅱで構成されており、成人看護学実習Ⅰは慢性的な経過をたどる健
康障害を持つ人を対象とし、看護過程を展開し実践的に学ぶ。ディプロマ・ポリシーの「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科
学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

成人期の特性を理解した上で、慢性的な経過をたどる健康障害をもつ人への看護の実際を学ぶ。さらに、受け持つ対象者への看護過程の展
開を通し、健康の維持・増進・回復に向けたセルフマネジメント力の向上や生活の再構築を支える援助を実践的に学ぶ。

1

詳細については成人看護学実習要項を参照 オリエンテーション時に提示する オリエンテーション時に提示する

2 なし なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

看護実践経験のある教員が実習指導を行う


課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題に対しては、面談による指導もしくはコメントで返す



授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3 なし なし なし

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習要項の評価表参照のこと

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習の履修要件をシラバスで確認すること
実習前オリエンテーションを含め、無断欠席は減点とする
評価対象物において不正行為が認められた場合は、D判定になることがある

その他 0 なし

教科書 病態・治療学、基礎看護学、成人看護学概論・成人看護学援助論で使用した教科書を活用する

参考文献

ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断 第6版 ヌーヴェルヒロカワ         
NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023 原書第12版　T.ヘザー・バードマン，上鶴重美　医学書院       
疾病別看護過程 第4版 医学書院         
根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第2版 南江堂　         
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10421091 成人看護学実習II 4811 3 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．対象を総合的に説明できる
２．急性期の状況に応じた看護計画が立案できる
３．急性期の状況に応じた援助を実施し、評価できる
４．保健・医療・福祉関連職種によるチームアプローチが説明できる
５．学生として役割・責務を果たすことができる

授業の方法

実習開始前にオリエンテーションを受けて、事前の自己学習として実習に必要な知識と技術を整理する
実習施設内の学習は、患者を受け持ち臨床指導者と実習担当教員からの助言・指導のもとで看護過程を展開する
受け持った患者への看護の理解を深めるために、実習記録やレポートの作成とカンファレンスを行う

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 尾形　裕子、柾本　常子

授業の位置づけ

この科目は、成人期にある対象者に必要な看護の実際を知るとともに、既習の知識・技術・態度の統合を図り、看護実践能力を養うことを
ねらう。成人看護学実習は、成人看護学実習Ⅰと成人看護学実習Ⅱで構成されており、成人看護学実習Ⅱは急性期・周術期にあり健康障害
をもつ人とその家族に対して看護過程を展開し実践的に学ぶ。ディプロマ・ポリシーの「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科
学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。

授業の概要

急性の経過をたどる対象を全人的に理解し、生命の危機状態から回復に向けて看護を実践する。病状の変化が激しい急性期の状況にあり、
生命の危機に脅かされている成人期にある患者とその家族の苦痛や不安を判断し、全人的なケアを実践できる看護の基礎的能力を身につけ
る。成人期の特性を理解した上で、健康上の問題を持つ対象の健康レベル・状態に応じた看護実践をする。手術や生命力の急激な変化が予
測される対象の特徴を理解し、心身の苦痛の緩和、日常性の回復に向けた援助を行う。

1

詳細については成人看護学実習要項を参照 オリエンテーション時に提示する オリエンテーション時に提示する

2 なし なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

看護実践経験のある教員が実習指導を行う

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題に対して、面談による指導もしくはコメントを返す

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3 なし なし なし

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習要項の評価表を参照

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習の履修要件をシラバスで確認すること
実習前オリエンテーションを含め無断欠席は減点する
評価対象物において不正行為が認められた場合は、D判定になることがある

その他 0

教科書 病態・治療学、基礎看護学、成人看護学概論・成人看護学援助論で使用した教科書を用意する

参考文献

ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断 第6版 ヌーヴェルヒロカワ
NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023 原書第12版　T.ヘザー・バードマン，上鶴重美　医学書院
疾病別看護過程 第4版 医学書院
根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第2版 南江堂
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備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10953091 老年看護学実習 4814 4 4

到達目標

1.老年者の尊厳を守る意味を考察できる。
2.老年者を取り巻く生活環境（家族を含む）を考察できる。
3.認知症高齢者の生活からその人らしい生活支援を考察できる。
4.看護の複雑な場面や関係性の中で経験した看護実践をふりかえり、自らの看護観や人間観を精選する。
5.自らの看護的思考をわかりやすく他者に伝える。

授業の方法 詳細については老年看護学実習要項を参照

ＩＣＴ活用 Google classroomの使用

前期

教員氏名 高岡　哲子、辻　幸美

授業の位置づけ

　本科目は特にDP「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる」「状況を的
確に判断し、その状況に応じたコミュニケーションがとれる」「医療の進歩、健康増進に関する情報への関心を常に維持し、実践を通して
自らの成長を促すことができる」「自己学習・自己評価をし続ける行動や態度をとることができる」に関連した老年看護学領域に位置づけ
られられている。老年看護学領域に関連した全ての学習の集大成として、今まで得た知識を統合し、老年者を対象とした看護を実践的に学
ぶ。

授業の概要

　本実習では、老年者を対象とした看護過程を実践し、自らの援助や既存の理論、科学的根拠について検証する。学習内容は、老年者１事
例を受け持ち、看護過程の展開をすること、そして、自らが行った看護について考察することである。本実習は、老年看護学の学習を統合
する機会である。よって、既習学習との関連を意識し、看護を論理的に検証することを目指して学習する。

1 詳細については老年看護学実習実習要項を参照 なし なし

2 なし なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

高岡は総合的な病院で、辻は脳神経外科系病院での勤務経験を活用して実習指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された記録は全て確認して返却する。また、必要時、個人指導を行なう。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3 なし なし なし

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

0 なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

オリエンテーションで提示する。
提出物の類似、代筆、虚偽の報告などは全て不正とみなす。

備考欄

その他 100 詳細については老年看護学実習実習要項を参照

教科書

①北川公子ほか/系統看護学講座老年看護学/医学書院
②上田敏ほか/ＩＣＦの理解と活用 /きょうされん
③山田律子ほか/生活機能から見た老年看護過程＋病態・生活機能関連図/医学書院

参考文献 必要時提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10359091 小児看護学実習 4816 2 3

到達目標

1.小児看護の対象を理解できる。
2.健康障害が小児とその家族に及ぼす影響について理解できる。
3.小児の発達段階やセルフケアレベル、健康レベルに応じ必要な援助について述べることができる。
4.小児とその家族との信頼関係構築のために工夫しながら、誠実に取り組むことができる。
5.小児看護に特有な看護師の役割について理解できる。
6.健康な乳幼児の発達段階の特徴と成長・発達促進に必要な支援について理解できる。
7.障害をもつ小児への教育的支援について理解できる。
8.看護学生として、責任のある行動と役割を果たすことができる。

授業の方法

実習前はオリエンテーションで提示した学修を行い実習に臨む。実習は病棟、保育園で行う。詳細は小児看護学実習要項を参照。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 横山　佳世、菅原　美保、佐藤　洋子

授業の位置づけ

本科目は看護学科のディプロマポリシー「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて
行動することができる」と特に関係する。小児期にある対象に対し看護過程を展開し「状況を的確に判断し、その状況に応じたコミュニ
ケーションがとれる」を基に、看護実践能力を養う。「小児看護学概論」「小児看護学健康障害論」「小児看護学援助論Ⅰ・Ⅱ」で学んだ
知識・技術を統合する科目である。

授業の概要

さまざまな健康状態の小児とその家族に対して、小児の成長・発達と取り巻く環境との相互作用に応じた生活支援および健康の回復、維
持・増進をはかるために必要な看護の実際を学ぶ。

1 詳細については小児看護学実習要項を参照 小児看護学実習要項参照 小児看護学実習要項参照

2 なし なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

NICUや小児病棟で看護師として勤務した経験を活かし、小児とその家族への看護援助と看護過程の展開について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

適宜、看護援助に同行し指導を行う。また、記載された実習記録物には指導コメントの記載とともに口頭による指導も行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3 なし なし なし

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験

0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習目標の到達度、実習記録とレポート、実習態度により総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

評価対象物に不正行為が認められた場合はD判定となることもある。

備考欄

その他

0

教科書 小児看護学概論、小児看護学援助論Ⅰ・Ⅱ、小児看護学健康障害論で使用した文献に準ずる。

参考文献 適宜提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10724091 母性看護学実習 4818 2 3

到達目標

１． 妊娠・分娩・産褥各期における女性の生理的・心理的・社会的な変化の実際を学び、必要な看護を実践できる。
２．新生児期にある対象の生理的変化を理解し、健康状態についてアセスメントすることができる。
３．周産期にある母子に必要な看護援助を考えることができる。
４．母親と家族の妊娠・出産・子育てにおける心理的・社会的変化について説明することができる。
５．子育ての現状と地域で行われている子育て支援の実際について挙げることができる。
６．周産期にある母子に対して安全に配慮した行動をとることができる。

授業の方法

実習では、実習オリエンテーション、実技実習、子育て支援実習、助産院実習、病棟実習、見学実習と実習報告会を行う。

ＩＣＴ活用

Google Classroomを用いて、実習に向けた資料の提示を行う。
Google Classroomの課題提出機能を用いて、実習レポートと課題の提出および実習記録のフィードバックを行う。

後期

教員氏名 多賀　昌江、小塀　ゆかり、福士　晴佳

授業の位置づけ

本学科のDP「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる」、「保健医療福祉
チームの一員としての役割を理解し、協働して活動する能力を高めることができる」、「対象の健康課題を専門的知識と技術を基礎に、科
学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる」と関連した科目である。それまで履修した「母性看護学概論」「母
性看護学援助論Ⅰ」「母性看護学援助論Ⅱ」「母性看護学援助論Ⅲ」の総まとめとなる。母性看護に必要な基本的知識、技術、態度と看護
実践の基礎的能力を修得するための科目である。

授業の概要

母性看護学における既習の知識をふまえ、実習・見学を通して母性看護の対象特性および看護者の役割について理解する。実習では、母性
看護に必要な基本的知識、技術、態度と看護実践の基礎的能力を修得する。

1

実習方法と実習スケジュールは母性看護学実習要項を参照のこ
と。

関連授業の配布資料を整理し、ファ
イリングする。実習に必要な知識を
理解しておく。学習ノートは提出期
日までに記載する。

実習記録のまとめと各実習施設での
実習レポートを期日までに作成して
提出すること。

2 なし なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

科目担当教員は全員助産師である。助産師として、産科や周産期母子医療センター、NICUなどに10年前後勤務した経験があり、臨床現場に
おける周産期ケアと看護の実際について豊富な知識を有している。この臨床経験を活かし、母子とその家族の看護について実践的な実習指
導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習記録は、実習期間中に随時コメントをフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3 なし なし なし

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習目標の到達度、実習記録およびレポートから総合的に評価する。実習評価基準は、実習要項を参照の
こと。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0

教科書

母性看護学Ⅱ　有森直子編　医歯薬出版
母性・小児看護ぜんぶガイド第2版　古川亮子編　照林社

- 252 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

・履修要件は学生便覧を参照のこと。実習記録およびレポートに不正行為が認められた場合はD判定となることがある。
・必要な抗体価検査の実施とワクチン接種状況について自己管理し、確認しておくこと。

備考欄

参考文献

根拠がわかる母性看護過程　中村幸代　南江堂
今日の臨床サポート　ELSEVIER
Nursing Skills  ELSEVIER
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10419091 精神看護学実習 4820 2 4

到達目標

１.精神障害をもつ人を全人的に理解したうえで対象者について述べることができる。
２.援助的に人間関係を築き発展させることができる。
３. セルフケア能力に焦点を当てたアセスメントを行い、看護過程を展開することができる。
４. 精神障害をもつ人やその家族に対する、療養生活の支援方法、リハビリテーション活動 の実際を
       知り、 多職種間の協働関係における看護者の役割･機能について自分の考えを述べることができる。
５.学生としての役割および責務を果たす言動をとることができる。

授業の方法

精神看護学臨地実習要項に沿って学習を進めるが、感染状況によっては変更になることがある。その場合は、事前にお知らせする。

ＩＣＴ活用 GooGle Classroomを随時使用して学習を進める。

前期

教員氏名 井上　仁美、藤村　恵理子

授業の位置づけ

精神障害をもつ人の理解を深め、看護実践をとおして、治療場面や療養生活の過程における看護の役割を理解し、基礎的な看護を実践する
能力を養う。精神看護学概論、精神看護学健康障害論、精神看護学援助論Ⅰ・Ⅱと関連し、これらの科目を履修していることが条件であ
る。 DPの「対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実施することができる」「対象の健康課題
を専門的知識と技術を基礎に、科学的思考力・判断力により、その解決に向けて行動することができる」「状況を的確に判断し、その状況
に応じたコミュニケーションがとれる」と関連する科目である。

授業の概要

精神科病棟で一人の患者を受け持ち、セルフケアについてのアセスメントを行うことで生活者としての理解を深め、その人が望む生活や生
き方が実現できるような支援を考え実施・評価する。オレム・アンダーウッドのモデルを用いて精神障害をもつ人を多面的に理解し看護過
程を展開する。精神障害をもつ人を一人の人として先入観なく接し、生きづらさに共感し寄り添うことで看護者としての偏見がない態度や
あり方を学ぶ。またプロセスレコードを用いて援助的人間関係の技法を習得する。

1 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

2 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

実務経験のある
教員の教育内容

本科目は精神保健医療において看護師の実務経験がある教員が担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎日の実習記録および看護過程の記載にはそのつどコメントを教員が返し、カンファレンスの場では互いの議論をとおして、随時フィード
バックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

6 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

3 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

4 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

9 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

10 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

7 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

8 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

13 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

14 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

11 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

12 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 精神看護学臨地実習要項を参照すること

15 精神看護学臨地実習要項を参照する 実習要項を参照 実習要項を参照

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

精神看護学実習を履修するのに必要なすべての単位を修得していること
実習要項を熟読して臨地実習に臨んでください。

備考欄 感染状況によっては学内実習または遠隔での実習になる可能性がある。

その他 0 なし

教科書

系統看護学講座　精神看護の基礎　精神看護学①第5版　／武井麻子他　／医学書院
系統看護学講座　精神看護の展開　精神看護学②題5版　／武井麻子他　／医学書院

参考文献

関連授業で使用したレジュメ等を活用する。そのほか適時、各自で文献を検索するなどして活用することが望ましい。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10954091 在宅看護学実習 4822 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.在宅療養者とその家族への看護を理解できる。
1) 在宅療養者（以下、療養者）及び家族の特性を健康レベル、発達段階、生活背景から理解する。
2) 療養者、および、家族の健康状態や生活状況から看護上の課題を明らかにし、援助計画を立案・実施・評価する。
2.地域の人々の生活を支援する社会資源とその活用方法を理解できる。
1)対象者が利用している社会資源の内容について説明できる。
2)対象者に必要な社会資源について説明できる。
3)在宅療養生活を支える保健・医療・福祉の多職種が協働する意義を説明できる。
4)対象者及び家族の健康問題解決のために行われている関係機関との連携方法を説明できる。

授業の方法

臨地実習（訪問看護ステーションをはじめとする在宅看護機関において、訪問看護師に同行し、在宅看護の実際を学ぶ）、学内実習（実習
オリエンテーション、学内演習、学内での報告会による学びの共有とまとめ）を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 鹿内　あずさ、小橋　拓真

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「看護を実践する能力を高めるために必要な知識・技術を修得している【知識・技能】」「保健医療福祉チームの一員
としての役割を理解し、協働して活動する能力を高めることができる」「状況を的確に判断し、その状況に応じたコミュニケーションがと
れる」と関連し、在宅における在宅における疾病や障害を持つ人々とその家族に対して看護援助を展開するために必要な知識と基本的技術
を習得する科目である。既習の在宅看護学概論・地域看護学概論・地域包括ケアシステム論・家族看護学・在宅看護学援助論Ⅰ・在宅看護
学援助論Ⅱと関連し、看護援助の実践の中から学ぶ科目である。

授業の概要

在宅における疾病や障害を持つ人々とその家族に対して、看護援助を展開するために必要な知識と基本的技術を習得し、地域で生活する
人々に対する在宅ケアサービスや在宅ケアシステムがどのように活用されているかについて、看護援助の実践の中から学ぶ。

1 詳細は実習要項を参照すること なし なし

2 なし なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

看護師・保健師の国家資格をもち、医療機関・訪問看護ステーション・介護保険事業所での実務経験を活用して指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習中、および、実習最終日に面接によりフィードバックを行います。





授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3 なし なし なし

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 学習状況と態度、毎日の記録内容、レポートから総合的に評価する。評価物に不正行為があった場合は、D
判定となることがある。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目を履修するには、「在宅看護概論」「在宅看護・介護システム論」「家族看護学」「在宅看護援助論Ⅰ」「在宅看護援助論Ⅱ」の科
目の単位取得が必要である。

その他 0 特になし。

教科書 １年次・２年次・３年次で使用した教科書を用いる。

参考文献 実習開始時に紹介する。

- 255 -



北海道文教大学　2022年度　看護学科　シラバス 2022/04/01

備考欄

体調管理を行い、既習の内容を復習して臨んでください。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10189091 看護実践マネジメント実習 4824 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．医療施設における看護チームの組織・機能・マネジメントの実際について説明できる。
2．保健医療福祉チームの一員として、多職種との連携・協働の実際について述べることができる。
3．看護の継続と質保証に向けて看護実践に必要な知識･技術を統合し、対象（複数）や場に応じた看護を計画し参加できる。
4．専門職業人として、より質の高い看護実践をめざし自己研鑽を継続する必要性を理解したうえで、看護ケアに参加できる。

授業の方法

看護実践マネジメント実習要項を用いてオリエンテーションを行い、実習する。
実習最終日にグループ発表を行い、学びの共有を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 坂東　奈穂美

授業の位置づけ

看護学科のディプロマポリシー「保健医療福祉チームの一員としての役割を理解し、協働して活動するための能力」を高め、「医療の進
歩、健康増進に関する情報への関心を常に維持し、実践を通して自らの成長を促すことができる」意欲を養う科目である。これまでに履修
した専門科目の総まとめとなる。

授業の概要

医療施設および看護の組織・機能、マネジメントの実際を学び、看護チーム・医療チームにおける多職種との協働、チームの中で求められ
る看護師の役割を理解する。また、看護実践に必要な既習の知識・技術を統合し、対象や場に応じた実践を通して自己の課題を明らかに
し、専門職業人としての責任と自己研鑽の必要性を理解する。

1

看護実践マネジメント実習要項にしたがい実施する。日程は後日
指定する。

関連する授業で使用した教科書、配
布資料を見直して理解しておくこ
と。

実習記録を期日までに作成して提出
すること。

2 なし なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

看護師としての勤務経験を活かし、看護師としてチームの中で働く場合に求められる専門知識と協働するための能力について、臨床の実習
指導者とともに指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

状況に応じて、適宜、口頭によるフィードバックを行う。実習記録に対しコメントする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3 なし なし なし

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 実習目標の達成度70点、実習報告会での発表10点、実習への取り組み態度10点を評価点とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

主体的に、かつ計画的に取り組むこと。評価の対象となるものに対する不正行為は、D判定となる場合がある。

備考欄

その他

10 実習終了後レポート10点を評価点とする。記録物などにおいて提出期限を過ぎて提出した場合は、減点対
象とする。

教科書 なし

参考文献 授業の期間内に必要時、提示する。
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