
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22・23
24・25
26

27
28

29
30
31

32
33
34
35
36・37
38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58・59

60・61

62

63

64・65

66・67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

【コミュニケーション】　
    English Presentation
    Communication in English
    English for Nursing
　コミュニケーション・リテラシー
【人体の科学】　
    微生物学・感染学
【疾病の成り立ちと回復】
    病態・疾病論Ⅱ
    病態・疾病論Ⅲ
    病態・疾病論Ⅳ
    病態・疾病論Ⅴ
    病態・疾病論Ⅵ
【生活者の健康】
    公衆衛生学・疫学
    保健医療福祉行政論
    保健統計学
    健康教育論
　臨床心理学
【基礎看護学】
　ヒューマンケアリング論Ⅱ
    基礎看護学方法論Ⅲ
    看護過程
【臨地実習】
　基礎看護学実習
　看護過程実習
【成人・老年看護学】
    成人看護援助論Ⅰ
    成人看護援助論Ⅱ
    老年看護学概論
　老年看護援助論
    リハビリテーション看護学
【母性・小児看護学】
    母性看護学概論
　小児看護学概論
【精神看護学】
    精神看護学概論
　精神保健看護論
【公衆衛生看護学】
    公衆衛生看護学Ⅰ
　　保健活動・保健指導の基礎
【在宅看護論】
    在宅看護論Ⅰ
【展開】
　医療安全管理論

【キリスト教と文化】
    建学の理念
    キリスト教学入門
    キリスト教の歴史と倫理
    音楽
    文化人類学
    生命倫理
【人間と社会】
    生物と地球環境
    人間の発達と心理
    人間関係論
    社会福祉学
    ボランティア活動論
　教育方法論
    食生活論
　法学（日本国憲法を含む）
　体育
【コミュニケーション】
    コンピュータ・リテラシー
    情報処理演習
    Basic English
    Basic Medical English
 【人体の科学】
    生命科学
    生化学
    人体の構造と機能Ⅰ（解剖学）
    人体の構造と機能Ⅱ（生理学）
    薬理学
【疾病の成り立ちと回復】
    病理学概論・総論
    病態・疾病論Ⅰ
 【生活者の健康】
    カウンセリング論
    健康と栄養
　セルフケア論
 【基礎看護学】 
    看護学概論
    看護理論
    ヒューマンケアリング論Ⅰ
    基礎看護学方法論Ⅰ
    基礎看護学方法論Ⅱ
　フィジカルアセスメント
    家族看護論
 【成人・老年看護学】
　成人看護学概論
 【公衆衛生看護学】
    公衆衛生看護学概論

目　　　次

１年次科目 ２年次科目 

78
79
80
81

83･85
82
83
84
85
86

87
88

89

90

91

92
93
94
95
96
97
98
99

100

101
102

103

104
105

106
107

108

109

110

111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123

(※)  を参照母性看護援助論演習
小児看護援助論演習

【人間と社会】
    法学（日本国憲法を含む）　(※)
    体育　(※)
【生活者の健康】
    障害者心理学　(※)
    音楽療法
【精神看護学】
　精神保健看護論　(※)
【公衆衛生看護学】
　公衆衛生看護学Ⅳ
　　公衆衛生看護管理
　公衆衛生看護学Ⅴ
　　保健活動・保健指導の発展
【臨地実習】
    公衆衛生看護学実習
【展開】
    ヒューマンケアリング論Ⅲ
　国際保健学　 (※)
　国際保健学
　看護管理学
    看護の歴史
    緩和ケア　(※)
　緩和ケア
　看護学特論
　総合看護演習
    卒業研究
【臨地実習】
　看護学総合実習　(※)
　看護学総合実習

【成人・老年看護学】
    老年看護援助論　(※)
    クリティカルケア　(※)
　クリティカルケア
    成人・老年看護援助論演習
【母性・小児看護学】
    発達看護援助論演習
    母性看護援助論
　母性看護援助論演習
    小児看護援助論
　小児看護援助論演習
    障害児ケア　(※)
【精神看護学】    
    精神看護援助論
    精神看護援助論演習
【地域看護学】
    地域看護活動論Ⅲ　(※)
   （地域看護活動の場の違いと特徴）
【公衆衛生看護学】
　公衆衛生看護学Ⅱ
　　保健活動・保健指導の応用
　公衆衛生看護学Ⅲ
　　地域診断演習
【臨地実習】
    成人看護学実習（急性期）　(※)
　成人看護学実習（急性期）
    成人看護学実習（慢性期）
    老年看護学実習
    母性看護学実習
    小児看護学実習
    精神看護学実習
    地域看護学実習　(※)
【在宅看護】
　在宅看護論Ⅱ
【展開】
    看護研究入門
    災害看護
【臨地実習】
　在宅看護実習

<注 >　(※)2008 ～ 2011 年度生用科目 <注 >　(※)2008 ～ 2011 年度生用科目

３年次科目 ４年次科目
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公衆衛生看護学概論

公衆衛生看護学の理念や目的、歴史的変遷等の成立基盤を学び、公衆衛生看護活動の場や対象、活動方法の特性を理解する。
社会環境に関連した健康課題を把握し、わが国において人々の健康を保持増進させる看護体制と保健師の役割・機能について
理解する。

必修 2単位 1年 後期

Principles of Public Health Nursing

１．公衆衛生看護学の基本的な理念や目的について理解できる。
２．公衆衛生看護活動の法的根拠や歴史的変遷について理解できる。
３．社会環境の変化とそれに伴う健康課題について理解できる。
４．公衆衛生看護活動の拠点となる保健所・保健センターの特徴が理解できる。
５．公衆衛生看護活動の対象や活動方法の特徴が理解できる。
６．人々の健康を保持増進させる為の看護体制と保健師の役割・機能が理解できる。

プロローグ

公衆衛生看護学とは

公衆衛生看護活動
（基礎編）

公衆衛生看護活動
（施設見学）

まとめ

授業概要　課題説明・検討
～公衆衛生看護活動について考えよう①～

公衆衛生看護学の理念

社会環境の変化と健康課題
公衆衛生看護活動の法的根拠

公衆衛生看護学の歴史と変遷

公衆衛生看護の対象と方法
保健所と市町村保健センターの役割・機能

公衆衛生看護活動の実際

演習：テーマ別公衆衛生看護活動情報収集

演習：公衆衛生看護活動の場
～施設・保健師活動の見学～

演習：発表会

まとめ
～公衆衛生看護活動について考えよう②～

酒　井

松　尾

松　尾

松　尾

山　田

外部講師

松尾･酒井
山田･光安

「公衆衛生看護学.jp」インターメディカル

「国民衛生の動向」厚生統計協会 ,「公衆衛生看護学概論」メヂカルフレンド

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織・光安　梢

評価方法：定期試験　70％
提出課題（記述内容と提出状況）授業態度（参加度・役割遂行状況）30％　

学外施設見学を行う。

適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題については、指定された様式に
内容を整理し、期限内に提出すること（学内ネットワークを利用することがある）。
講義該当部分に関しては、指定の教科書や参考書等を読み、予習・復習することを勧める。

評価 松　尾

期末試験５０％、課題・小テスト ５０％

自学自習用教材をネットワークを利用して提出する。

Mathew PORTER

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

1-3

4-6

1-3

4-6

1-3

4-6

本授業では、英語で自分の意見を明確に伝えることができる能力の向上を目指す。書く能力を養う同時に、書いたものを口頭で発
表することで、話す力、表現力の向上を目標とする。論理的なエッセイライティングの練習を通して、情報伝達型のプレゼンテーショ
ンや説得型プレゼンテーションの特徴を学習する。また、看護に関する英文を読むことで、専門用語の語彙を増やし、読解力を養う。
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期末試験５０％、課題・小テスト ５０％

自学自習用教材をネットワークを利用して提出する。

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

1-3

4-6

1-3

4-6

等

Mathew PORTER

期末試験６０％、課題・小テスト４０％

クラス分割授業（指定クラス）。課題の提出はネットワークを利用して行う。

Mathew PORTER

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

本授業の目的は、看護師が医療チームの一員として臨床現場で働く際、外国人の患者に対し、冷静で適切な処置ができるよ
うな英語運用能力の習得である。一般外来で必要な英語、および看護英語での慣用表現学習し、正し発音で使えるようにする。
また、看護師が医療スタッフとして医学の進歩に遅れないようにするためにも、英語文献を進んで読む習慣をつけることを
目標にし、医療関連の時事英語を教材として取り上げ、より新しい用語に対応できるようにする。

, Cengage Learning, 2009
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期末試験５０％、課題・小テスト ５０％

自学自習用教材をネットワークを利用して提出する。

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

1-3

4-6

1-3

4-6

等

Mathew PORTER

期末試験６０％、課題・小テスト４０％

クラス分割授業（指定クラス）。課題の提出はネットワークを利用して行う。

Mathew PORTER

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ポーター

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

ケアのための日常表現

本授業の目的は、看護師が医療チームの一員として臨床現場で働く際、外国人の患者に対し、冷静で適切な処置ができるよ
うな英語運用能力の習得である。一般外来で必要な英語、および看護英語での慣用表現学習し、正し発音で使えるようにする。
また、看護師が医療スタッフとして医学の進歩に遅れないようにするためにも、英語文献を進んで読む習慣をつけることを
目標にし、医療関連の時事英語を教材として取り上げ、より新しい用語に対応できるようにする。

, Cengage Learning, 2009
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コミュニケーション・リテラシー

対人関係の成立に必要なコミュニケーションの基本的技法を修得し、看護場面において適切なコミュニケーションが実践でき
るようになる。

必須 １単位 ２年 前期

Communication literacy

１. 自己のコミュニケーション能力のレベルを評価し、自己の傾向を認識することができる。
２. 看護におけるコミュニケーションの意味と価値を説明することができる。
３. 表現力、説明力・説得力・傾聴力を高め、効果的に情報を伝達・収集できるようになる。
４.「聴く力」「共感力」を発揮して、適切な人間関係を築くことができる。
５. 対象の特徴に応じたコミュニケーションの相違を理解し適切なコミュニケーションがとれる。

コミュニケーションの 4つの基本姿勢

聴く姿勢と聴く心構え 促しの技法

効果的な質問

事柄と感情を理解する

共感と癒し

模擬患者演習

模擬患者演習

自己のコミュニケーション能力の振り返り

対象の違いによるコミュニケーションの特徴と実践

対象の違いによるコミュニケーションの特徴と実践

まとめと評価

・アサーティブにコミュニケーションする。
・演習（友人同士、教員、実習指導者）

・「メラビアンの法則」と非言語的コミュニケーション
・看護場面におけるボディランゲージ

・観察、傾聴、確認、共感
・「観察」の「沈黙技法」の演習
・「聴く（ポジティブ・リッスニング）力」の演習
　聴くモード、へそぎき、あいのソナタ、忍法オウムがえしで聞く力をつける

・クローズド・クエスチョンとオープン・クエステョン演習

・挨拶、自己紹介を通し信頼関係を作る
「模擬患者の健康物語を聴く」グループワーク

・繰り返しの技法と要約の技法
・確認演習
・共感と同情の違い
・癒しを促進する共感
・挨拶、自己紹介を通し信頼関係を作る
「模擬患者の健康物語を聴く」グループワーク

基礎看護学実習におけるコミュニケーションで学んだことと今後の課題
（グループ討議と発表）
・小児のコミュニケーション能力の特徴ととり方
・老年者のコミュニケーション能力の特徴ととり方
・障害を持った人とのコミュニケーションのとり方
・在宅看護におけるコミュニケーションの特徴と基本的技術

・ジョハリスの窓と自己理解
・アサーティブコミュニケーション（健全な自己主張）
・敬語（尊敬語・謙譲語丁寧語）の使い方
・「ホウ・レン・ソウ」報告・連絡・相談の演習

・コミュニケーションの意味
・自己のコミュニケーション力の傾向　
・人間関係の三段階―自分を知り、他者を知り、相手を理解
・誠実な対応、挨拶、身だしなみ、自己紹介の演習

アサーティブコミュニケーシ
ョンⅠ

コミュニケーションの意味

10

11

12

13

14

15

原　崎

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

奥野・穴井

藤井・酒井

前　田

前　田

原　崎

特に指定しない。資料配布
信友浩一、荻原明人共訳：ヘルス・コミュニケーション これからの医療者の必須技術、原著第2版、九州大学出版会、1998
永野ひろ子監訳：保健医療職のための伝える技術、伝わる技術、医学書院、2005
諏訪茂樹：援助者のためのコミュニケーションと人間関係第2版、建ぱく社、2006
白潟敏郎：仕事の「五力」、（株）中経出版、2008　他　適宜紹介

演習参加度と実技 40％、筆記試験 60％

演習ではできるだけ違った学生でペアを組み行う。模擬患者演習はグループで行う。
演習時には演習レポートの提出が課せられる。

○前田三枝子・原崎　聖子
　穴井めぐみ・奥野由美子
　藤野ユリ子・酒井　康江

アサーティブコミュニケーシ
ョンⅡ

言語的コミュニケーションと
非言語的コミュニケーション
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コミュニケーション・リテラシー

対人関係の成立に必要なコミュニケーションの基本的技法を修得し、看護場面において適切なコミュニケーションが実践でき
るようになる。

必須 １単位 ２年 前期

Communication literacy

１. 自己のコミュニケーション能力のレベルを評価し、自己の傾向を認識することができる。
２. 看護におけるコミュニケーションの意味と価値を説明することができる。
３. 表現力、説明力・説得力・傾聴力を高め、効果的に情報を伝達・収集できるようになる。
４.「聴く力」「共感力」を発揮して、適切な人間関係を築くことができる。
５. 対象の特徴に応じたコミュニケーションの相違を理解し適切なコミュニケーションがとれる。

コミュニケーションの 4つの基本姿勢

聴く姿勢と聴く心構え 促しの技法

効果的な質問

事柄と感情を理解する

共感と癒し

模擬患者演習

模擬患者演習

自己のコミュニケーション能力の振り返り

対象の違いによるコミュニケーションの特徴と実践

対象の違いによるコミュニケーションの特徴と実践

まとめと評価

・アサーティブにコミュニケーションする。
・演習（友人同士、教員、実習指導者）

・「メラビアンの法則」と非言語的コミュニケーション
・看護場面におけるボディランゲージ

・観察、傾聴、確認、共感
・「観察」の「沈黙技法」の演習
・「聴く（ポジティブ・リッスニング）力」の演習
　聴くモード、へそぎき、あいのソナタ、忍法オウムがえしで聞く力をつける

・クローズド・クエスチョンとオープン・クエステョン演習

・挨拶、自己紹介を通し信頼関係を作る
「模擬患者の健康物語を聴く」グループワーク

・繰り返しの技法と要約の技法
・確認演習
・共感と同情の違い
・癒しを促進する共感
・挨拶、自己紹介を通し信頼関係を作る
「模擬患者の健康物語を聴く」グループワーク

基礎看護学実習におけるコミュニケーションで学んだことと今後の課題
（グループ討議と発表）
・小児のコミュニケーション能力の特徴ととり方
・老年者のコミュニケーション能力の特徴ととり方
・障害を持った人とのコミュニケーションのとり方
・在宅看護におけるコミュニケーションの特徴と基本的技術

・ジョハリスの窓と自己理解
・アサーティブコミュニケーション（健全な自己主張）
・敬語（尊敬語・謙譲語丁寧語）の使い方
・「ホウ・レン・ソウ」報告・連絡・相談の演習

・コミュニケーションの意味
・自己のコミュニケーション力の傾向　
・人間関係の三段階―自分を知り、他者を知り、相手を理解
・誠実な対応、挨拶、身だしなみ、自己紹介の演習

アサーティブコミュニケーシ
ョンⅠ

コミュニケーションの意味

10

11

12

13

14

15

原　崎

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

前　田

奥野・穴井

藤井・酒井

前　田

前　田

原　崎

特に指定しない。資料配布
信友浩一、荻原明人共訳：ヘルス・コミュニケーション これからの医療者の必須技術、原著第2版、九州大学出版会、1998
永野ひろ子監訳：保健医療職のための伝える技術、伝わる技術、医学書院、2005
諏訪茂樹：援助者のためのコミュニケーションと人間関係第2版、建ぱく社、2006
白潟敏郎：仕事の「五力」、（株）中経出版、2008　他　適宜紹介

演習参加度と実技 40％、筆記試験 60％

演習ではできるだけ違った学生でペアを組み行う。模擬患者演習はグループで行う。
演習時には演習レポートの提出が課せられる。

○前田三枝子・原崎　聖子
　穴井めぐみ・奥野由美子
　藤野ユリ子・酒井　康江

アサーティブコミュニケーシ
ョンⅡ

言語的コミュニケーションと
非言語的コミュニケーション
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定期試験（筆記試験 100％）で評価する。
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定期試験（筆記試験 100％）で評価する。
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定期試験（筆記試験 100％）で評価する。
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定期試験（筆記試験 100％）で評価する。 定期試験（筆記試験 100％）で評価する。
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定期試験（筆記試験 100％）で評価する。

精神看護の基礎

銀　　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康の概念と公衆衛生学

人口統計と保健統計

疫学と統計学①

疫学と統計学②

疾病予防と健康管理

主な疾患の予防①

主な疾患の予防②

環境と健康

環境と食品衛生

社会保障制度

医療制度

母子保健・学校保健

精神保健・産業保健

老人保健と国際保健

まとめと評価

健康の定義、公衆衛生の定義

人口静態・動態統計、健康指標と傷病統計

疫学の概念、分類

疫学研究の手法、EBM、疫学統計計算

スクリーニング、健康日本 21　第 2次

感染症予防

生活習慣病の予防

上水道、下水道、廃棄物処理、公害

食品の安全性、食中毒

衛生行政、福祉制度、地域保健

医療機関、医師、看護師の役割、医療費

母子手帳、新生児死亡率、学校感染症

精神障害の現状と動向、労働衛生管理

介護保険制度、国際保健機関

期末試験

厚生労働統計協会：「国民衛生の動向　2014/2015」

鈴木庄亮、久道茂　監修、シンプル衛生公衆衛生学 2015　南江堂
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定期試験（筆記試験 100％）で評価する。

精神看護の基礎

銀　　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

銀　光

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康の概念と公衆衛生学

人口統計と保健統計

疫学と統計学①

疫学と統計学②

疾病予防と健康管理

主な疾患の予防①

主な疾患の予防②

環境と健康

環境と食品衛生

社会保障制度

医療制度

母子保健・学校保健

精神保健・産業保健

老人保健と国際保健

まとめと評価

健康の定義、公衆衛生の定義

人口静態・動態統計、健康指標と傷病統計

疫学の概念、分類

疫学研究の手法、EBM、疫学統計計算

スクリーニング、健康日本 21　第 2次

感染症予防

生活習慣病の予防

上水道、下水道、廃棄物処理、公害

食品の安全性、食中毒

衛生行政、福祉制度、地域保健

医療機関、医師、看護師の役割、医療費

母子手帳、新生児死亡率、学校感染症

精神障害の現状と動向、労働衛生管理

介護保険制度、国際保健機関

期末試験

厚生労働統計協会：「国民衛生の動向　2014/2015」

鈴木庄亮、久道茂　監修、シンプル衛生公衆衛生学 2015　南江堂
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保健医療福祉行政論

日本における保健医療福祉制度と保健医療福祉財政の仕組みについて理解し、社会情勢の変化に伴う課題とそれに対する保健
医療福祉政策の変遷を学ぶ。さらに保健医療福祉の現状を踏まえ、行政制度の現状や課題、看護職の役割が理解できる。

必修 ３単位 ２年 後期

Theory of health and welfare administration

１．わが国の保健医療福祉制度の変遷や仕組みを理解し、説明することができる。
２．わが国の社会保障制度の種類と内容を理解し、説明することができる。
３．保健医療福祉の現状と課題を理解し、説明することができる。
４．保健医療福祉制度の意義と看護職の役割を検討し、説明することができる。

保健医療福祉の実態と保健活動

保健医療福祉行政の目的

保健医療福祉制度の変遷

保健医療福祉行政の仕組み

社会保障制度

看護職が保健医療福祉行政を学ぶ意味

演習：保健医療福祉の動向分析①
演習オリエンテーション

演習：保健医療福祉の動向分析②
事例に関する生活イメージと統計データ

演習：保健医療福祉の動向分析③
事例に関する顕在的・潜在的課題

演習：保健医療福祉の動向分析④
事例の課題に対応する保健医療福祉制度

発表会①
人々の生活と健康に関連する保健医療福祉の動向

発表会②
人々の生活と健康に関連する保健医療福祉の動向

まとめ
保健医療福祉行政施策の意義と看護職の役割

公衆衛生の定義、ヘルスプロモーション

世界の公衆衛生の歴史、戦前・戦後の公衆衛生

国民健康づくり対策、老人保健対策、母子保健対策、精神保健対策、感染症対策、障害者対策

行政の仕組みと役割、わが国の衛生行政

地方公共団体の行政の単位と仕組み、財政

社会保障制度の概要と現在の課題、医療制度

社会保障制度

介護保険制度の概要と今後の課題

社会福祉の制度、生活保護の現状と課題

松　尾

松尾・酒井
山田・光安

吉　田

外部講師

１

２

３

４

５
６
７
８
９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

評価方法：定期試験　60％
提出課題（記述内容と提出状況）　授業態度（参加度・役割遂行状況）40％

適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題については、指定された様式に内容を
整理し、期限内に提出すること（学内ネットワークを利用することがある）。

「国民衛生の動向」（厚生労働統計協会），「公衆衛生マニュアル」（南山堂）柳川洋他
「看護データ 2014」森山幹夫（日本看護協会出版会）

「保健医療福祉行政論」（医学書院）藤内修二他

○松尾　和枝・吉田　大悟
　酒井　康江・山田　小織
　光安　梢

評価
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保健医療福祉行政論

日本における保健医療福祉制度と保健医療福祉財政の仕組みについて理解し、社会情勢の変化に伴う課題とそれに対する保健
医療福祉政策の変遷を学ぶ。さらに保健医療福祉の現状を踏まえ、行政制度の現状や課題、看護職の役割が理解できる。

必修 ３単位 ２年 後期

Theory of health and welfare administration

１．わが国の保健医療福祉制度の変遷や仕組みを理解し、説明することができる。
２．わが国の社会保障制度の種類と内容を理解し、説明することができる。
３．保健医療福祉の現状と課題を理解し、説明することができる。
４．保健医療福祉制度の意義と看護職の役割を検討し、説明することができる。

保健医療福祉の実態と保健活動

保健医療福祉行政の目的

保健医療福祉制度の変遷

保健医療福祉行政の仕組み

社会保障制度

看護職が保健医療福祉行政を学ぶ意味

演習：保健医療福祉の動向分析①
演習オリエンテーション

演習：保健医療福祉の動向分析②
事例に関する生活イメージと統計データ

演習：保健医療福祉の動向分析③
事例に関する顕在的・潜在的課題

演習：保健医療福祉の動向分析④
事例の課題に対応する保健医療福祉制度

発表会①
人々の生活と健康に関連する保健医療福祉の動向

発表会②
人々の生活と健康に関連する保健医療福祉の動向

まとめ
保健医療福祉行政施策の意義と看護職の役割

公衆衛生の定義、ヘルスプロモーション

世界の公衆衛生の歴史、戦前・戦後の公衆衛生

国民健康づくり対策、老人保健対策、母子保健対策、精神保健対策、感染症対策、障害者対策

行政の仕組みと役割、わが国の衛生行政

地方公共団体の行政の単位と仕組み、財政

社会保障制度の概要と現在の課題、医療制度

社会保障制度

介護保険制度の概要と今後の課題

社会福祉の制度、生活保護の現状と課題

松　尾

松尾・酒井
山田・光安

吉　田

外部講師

１

２

３

４

５
６
７
８
９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

評価方法：定期試験　60％
提出課題（記述内容と提出状況）　授業態度（参加度・役割遂行状況）40％

適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題については、指定された様式に内容を
整理し、期限内に提出すること（学内ネットワークを利用することがある）。

「国民衛生の動向」（厚生労働統計協会），「公衆衛生マニュアル」（南山堂）柳川洋他
「看護データ 2014」森山幹夫（日本看護協会出版会）

「保健医療福祉行政論」（医学書院）藤内修二他

○松尾　和枝・吉田　大悟
　酒井　康江・山田　小織
　光安　梢

評価

保 健 統 計 学

本講義では、科学的根拠に基づく看護学・保健学を実践する上で不可欠な統計学の基礎知識を学習する。また臨床看護や公衆
衛生の現場で使用する保健統計データについて学び、その意味を理解する。

必修 ２単位 ２年 後期

Health Statistics

1．科学的視点でデータを見れるようになる。
2．統計学の基礎知識を理解し、説明することができる。
3．簡単な検定の考え方と具体的方法を理解する。
4．得られたデータを集計し、適切な検定方法を用いて分析することができる。

統計の概念１

統計の概念２

演習と事例紹介１

平均値について１

平均値について２

平均値について３

演習と事例紹介２

比率について１

比率について１

比率について１

演習と事例紹介３

ノンパラメトリック

相関と回帰

研究デザイン、リスク指標、
交絡因子、因果関係

研究の種類、相対危険とオッズ比、交絡因子、因果関係

演習と事例紹介４ コンピューターを使った統計解析４

母集団とサンプル、確率分布、データの表現

仮説検定の考え方

コンピューターを使った統計解析１

母平均の検定と推定

２つの母平均の差の検定

分散分析

コンピューターを使った統計解析２

母比率の検定と推計

2つの母比率の差の検定

分割表の独立性の検定・適合度の検定

コンピューターを使った統計解析３

ノンパラメトリック検定

相関係数、回帰直線

米　本

米　本

吉　田

米　本

米　本

米　本

吉　田

米　本

米　本

米　本

吉　田

米　本

米　本

米　本

吉　田

「国民衛生の動向　最新版」　厚生統計協会

高木廣文　著　「ナースのための統計学」　医学書院

日頃の学習態度と演習におけるレポートの評価

看護師・保健師ともに将来必要な分野です。講義と演習でしっかり学んでください。

○米本　孝二・吉田　大悟
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健 康 教 育 論

健康教育は保健医療システムにおける重要な機能の一つであり、看護はその機能の一翼を担っている。今日生活習慣病が主要
な問題となり、健康増進、健康・体力づくりの時代にふさわしい健康教育が必要である。これらのことを踏まえ、個人の責任
で健康行動を実践するために必要な健康教育、ならびに個人の健康レベルに沿った ゼロ次～三次予防に必要なサポートシス
テムを学習する。

必修 １単位 ２年 前期

Health Education

１　健康教育の定義・理念・目的を述べることができる。
２　健康を守る保健・医療システムと健康教育の関係を述べることができる。
３　ライフサイクルに応じた健康教育について述べることができる。
４　近年における健康や健康教育の考え方について述べることができる。
５　人の行動と個人・集団における健康教育の方向性を述べることができる。
６　事例を用いて患者教育を行うことができる。

健康教育に関する概念や理論

健康教育・患者教育演習

まとめ

看護の教育的機能

健康教育とは

保健政策と健康教育

健康教育と保健行動

セルフケア、ヘルスプロモーション

人の行動、行動変容と保健行動

個人への健康教育と集団への健康教育

がん看護における教育的機能（予防から終末期まで）

事例検討の成果発表

外部講師

福　井

福　井

福井他

福井他

福　井

福　井

福　井

成人看護学概論で使用したテキスト・国民衛生の動向、配布資料なども参考にするので持参してください。

参考文献、資料等は授業の中で適宜提示する。

レポート（60％）、事例発表の成果（20％）、ディスカッションへの参加度（20％）で評価する。

30 分以上の遅刻は欠席とする。

事例検討では自己学習（事例DVDの視聴・指導案作成等）も必要になる。学内ネットワークを利用した課題の提示やレポートの提出を行う。

○福井幸子・八尋陽子・中村眞理子
　太田里枝・門司真由美
　丸山智子・薄井嘉子・青木奈緒子 他

国民の健康を護るためのシステム（法的対策と健康教育）
ライフサイクル各期に応じた健康教育
小児、成人、老年期の保健制度と健康教育

健康教育と患者教育

事例検討（オリエンテーションと事例の説明）
グループ学習

健康と教育
健康教育の定義、理念、目的

臨 床 心 理 学

　大きく変動する現代の複雑な社会において人が生きて、成長していく過程で多くの困難な課題に直面することは避けられな
い。日常の種々の出来事の中で派生してくる悩みや不安、ストレスの問題など、さまざまな心理的困難に関する理解を深め、
それらの問題を解決し、克服するための心の癒しや心理援助のあり方について学習する。その対象として障害児者をはじめ、
不登校やひきこもり、不安障害、強迫障害、アルコール依存、うつ状態などが含まれ、具体的事例を通して理解を深めるよう
に指導する。

必修 １単位 ２年 前期

Clnical Psychology

１）心理的不適応や精神疾患に関する知識を得ることによって、看護対象に多面的な理解をもって接することができる。
２）「心のケア」に関する専門知識を得ることによって、看護対象に必要なサービスを総合的に考え、他職種と連携することができる。
３）具体的事例等を通して実際の「心のケア」のあり方を学ぶことによって、そのエッセンスを応用して援助することができる。

臨床心理学とは何か

パーソナリティの理解（1）

パーソナリティの理解（2）

パーソナリティの理解（3）

パーソナリティの理解（4）

心理的不適応（1）

心理的不適応（2）

心理的不適応（3）

心理診断と人間理解（1）

心理診断と人間理解（2）

心理診断と人間理解（3）

心理療法の実践（1）

心理療法の実践（2）

心理療法の実践（3）

まとめと評価

臨床心理学の歴史と人間観

特性論・類型論

精神分析理論

行動理論

認知理論

人格形成の病理（親子関係、発達危機等）

精神疾患・心身症・神経症等

障害児者の心理的不適応

心理診断の基本

心理診断の方法

心理診断の実際

不登校・ひきこもりの事例

不安障害・強迫障害の事例

アルコール依存・うつ状態の事例

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

なし

授業の中で紹介する

出席、レポート、期末テストを総合的に評価する。

大　野　博　之
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健 康 教 育 論

健康教育は保健医療システムにおける重要な機能の一つであり、看護はその機能の一翼を担っている。今日生活習慣病が主要
な問題となり、健康増進、健康・体力づくりの時代にふさわしい健康教育が必要である。これらのことを踏まえ、個人の責任
で健康行動を実践するために必要な健康教育、ならびに個人の健康レベルに沿った ゼロ次～三次予防に必要なサポートシス
テムを学習する。

必修 １単位 ２年 前期

Health Education

１　健康教育の定義・理念・目的を述べることができる。
２　健康を守る保健・医療システムと健康教育の関係を述べることができる。
３　ライフサイクルに応じた健康教育について述べることができる。
４　近年における健康や健康教育の考え方について述べることができる。
５　人の行動と個人・集団における健康教育の方向性を述べることができる。
６　事例を用いて患者教育を行うことができる。

健康教育に関する概念や理論

健康教育・患者教育演習

まとめ

看護の教育的機能

健康教育とは

保健政策と健康教育

健康教育と保健行動

セルフケア、ヘルスプロモーション

人の行動、行動変容と保健行動

個人への健康教育と集団への健康教育

がん看護における教育的機能（予防から終末期まで）

事例検討の成果発表

外部講師

福　井

福　井

福井他

福井他

福　井

福　井

福　井

成人看護学概論で使用したテキスト・国民衛生の動向、配布資料なども参考にするので持参してください。

参考文献、資料等は授業の中で適宜提示する。

レポート（60％）、事例発表の成果（20％）、ディスカッションへの参加度（20％）で評価する。

30 分以上の遅刻は欠席とする。

事例検討では自己学習（事例DVDの視聴・指導案作成等）も必要になる。学内ネットワークを利用した課題の提示やレポートの提出を行う。

○福井幸子・八尋陽子・中村眞理子
　太田里枝・門司真由美
　丸山智子・薄井嘉子・青木奈緒子 他

国民の健康を護るためのシステム（法的対策と健康教育）
ライフサイクル各期に応じた健康教育
小児、成人、老年期の保健制度と健康教育

健康教育と患者教育

事例検討（オリエンテーションと事例の説明）
グループ学習

健康と教育
健康教育の定義、理念、目的

臨 床 心 理 学

　大きく変動する現代の複雑な社会において人が生きて、成長していく過程で多くの困難な課題に直面することは避けられな
い。日常の種々の出来事の中で派生してくる悩みや不安、ストレスの問題など、さまざまな心理的困難に関する理解を深め、
それらの問題を解決し、克服するための心の癒しや心理援助のあり方について学習する。その対象として障害児者をはじめ、
不登校やひきこもり、不安障害、強迫障害、アルコール依存、うつ状態などが含まれ、具体的事例を通して理解を深めるよう
に指導する。

必修 １単位 ２年 前期

Clnical Psychology

１）心理的不適応や精神疾患に関する知識を得ることによって、看護対象に多面的な理解をもって接することができる。
２）「心のケア」に関する専門知識を得ることによって、看護対象に必要なサービスを総合的に考え、他職種と連携することができる。
３）具体的事例等を通して実際の「心のケア」のあり方を学ぶことによって、そのエッセンスを応用して援助することができる。

臨床心理学とは何か

パーソナリティの理解（1）

パーソナリティの理解（2）

パーソナリティの理解（3）

パーソナリティの理解（4）

心理的不適応（1）

心理的不適応（2）

心理的不適応（3）

心理診断と人間理解（1）

心理診断と人間理解（2）

心理診断と人間理解（3）

心理療法の実践（1）

心理療法の実践（2）

心理療法の実践（3）

まとめと評価

臨床心理学の歴史と人間観

特性論・類型論

精神分析理論

行動理論

認知理論

人格形成の病理（親子関係、発達危機等）

精神疾患・心身症・神経症等

障害児者の心理的不適応

心理診断の基本

心理診断の方法

心理診断の実際

不登校・ひきこもりの事例

不安障害・強迫障害の事例

アルコール依存・うつ状態の事例

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

大　野

なし

授業の中で紹介する

出席、レポート、期末テストを総合的に評価する。

大　野　博　之
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ヒューマンケアリング論Ⅱ

ケア、ケアリングの概念について学び、人間のニーズとヒューマンケアリングの観点から自らの看護実践を振り返り考察する
ことができる。ケアする自分とケアを受ける人との関係を考察し看護専門職者として自己の課題は何かを考えることによって、
ヒューマンケアリングの意味を追求することができる。

必修 １単位 ２年 後期

Human CaringⅡ

(1) ケアリングの概念を説明できる。
(2) 人間のニーズや成長、人との関わり、ケアリングについて説明できる。
(3) 看護実践を振り返り、ケアする自分とケアを受ける人との関係を考察する。
(4) 自分の経験を振り返り、意味づけし、看護実践者としての自己の課題を明らかにする。
(5) 看護専門職者として必要なヒューマンケアリングについて考えを深めることができる。

ケア、ケアリングの概念

ケアリング概念の検討

ジーン・ワトソンのケアリング論の検討

まとめと評価

ケアリングとは何か
ミルトン・メイヤロフの
「ケアの本質」を読み解く

ケアリングの実践：事例検討

看護における
ヒューマンケアリング 課題発表・討議

ヒューマンケアリングについて言語化

総括

ミルトン・メイヤロフの「ケアの本質」を読み解く
Ⅰ．他者の成長を助けることとしてのケア
Ⅱ．ケアの主な要素
Ⅲ．ケアの主要な特質
Ⅳ．人をケアすることの特殊な側面、実習中の実践事例を振り返り考察　

グループワーク討議・発表
課題：【実習事例について自己のケアリング体験をリフレクション】
①“快適な療養生活を営むために必要な援助”とは何か
②患者と自分の相互的な関係性について
③看護におけるヒューマンケアリングとは何か
④看護者としての自己の振り返り

発表会・討議

グループワーク討議　
課題：【実習事例について、ワトソンのトランスパーソナルケアリング関係・
10 のケア因子、カリタス・プロセスを考察】

ケア、ケアリングとは
ケアリングの歴史的動向

Ⅰ．トランスパーソナルケアリング関係
Ⅱ．10 のケア因子の解釈モデル　

メイヤロフの「ケアの本質」
実習事例のリフレクション

星

星

星

星

星

星

星・吉武

星・吉武

星・吉武

吉　武

ミルトン・メイヤロフ著田村真・向野宣之訳；ケアの本質―生きることの意味―，ゆるみ出版
ジーン・ワトソン著，稲岡文昭・稲岡光子・戸村道子訳；ワトソン看護論（第 2版），医学書院

適宣紹介する

筆記試験（80％）、課題レポートおよびグループ学習参加状況（20％）

授業の中で適宜参考文献を紹介するので各自学習する。課題学習を各自が積極的に行いグループワークに参加すること。
ネットワークを利用して課題の提示を行う。

基礎看護学実習で受持った事例を使用する。

○星　美和子・吉武美佐子 基礎看護学方法論Ⅲ

あらゆる健康のレベルにある看護の対象者（ここでは個人）に対して、その人の最適健康状態を生み出せるよう診療を補助す
るために必要となる看護の基礎知識と基本となる技術・態度を習得する。

必修 ２単位 ２年 通年
（前期）

Methods of Fundamental Nursing Ⅲ

１．呼吸・循環を阻害する因子とメカニズムを理解し、それを整える技術を習得する。
２．体温・循環調整における罨法の意義を理解し、適切な援助技術を習得する。
３．診療・検査時の看護師の役割について理解し、患者の心身の苦痛を除去する援助方法について理解できる。
４．創傷（褥瘡）管理と包帯法の目的と適応を理解し、適切な援助技術を習得する。
５．薬物の機序や副作用など人体への影響を理解し、患者に安全に与薬の技術を習得する。　

呼吸・循環を整える技術②

呼吸・循環を整える技術③

体温・循環調整の技術①

診察・検査に伴う技術①

診察・検査に伴う技術②

診察・検査に伴う技術③

診察・検査に伴う技術④

創傷管理技術①

創傷管理技術②

与薬の技術①

与薬の技術②

まとめと評価

呼吸・循環を整える技術④
体温・循環調整の技術②

【演習】温罨法、冷罨法
酸素飽和度測定、酸素吸入、口腔内吸引

口腔内吸引、酸素吸入、酸素飽和度測定

青　木

青　木

青　木

青　木

吉　武

青　木

青　木

青　木

三　好

三　好

三　好

三好･青木･吉武
青山･藤川

吉武･青木･三好
青山･藤川

三　好

○青木　久恵・三好　麻紀
　吉武美佐子・青山　和子
　藤川　真紀

茂野香おる他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔２〕基礎看護技術Ⅰ、医学書院
藤崎郁他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔３〕基礎看護技術Ⅱ、医学書院
大久保明行編集：系統看護学講座別巻 臨床検査、医学書院
山口瑞穂子監修；看護技術　講義・演習ノート下巻

出席状況10%・課題レポート10%・試験の結果80%を総合的に評価する。

竹尾恵子監修；看護技術プラクティス（第 3版）、学研

講義を受講していないものは、関連の演習に参加できないことがある

看護技術の演習については、学内 PCのストリーミングやナーシングスキルを活用し、学習を行う。

方法論Ⅲガイダンス
呼吸・循環を整える技術①

呼吸・循環を阻害する因子とメカニズム、
呼吸運動の保持・増進のための援助

呼吸・循環を阻害する因子とメカニズム、
呼吸運動の保持・増進のための援助

体温の温熱および寒冷刺激に対する反応、
罨法の種類と適応および方法

検査における看護の役割

主な検査の目的と方法

主な検査の目的と方法

採血・輸血時の看護

創傷（褥瘡）管理と包帯法

【演習】創傷処置と包帯法

与薬のおける看護の役割・薬物吸収のメカニズム・服薬管理

各種与薬法（経口与薬・その他）

総括
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ヒューマンケアリング論Ⅱ

ケア、ケアリングの概念について学び、人間のニーズとヒューマンケアリングの観点から自らの看護実践を振り返り考察する
ことができる。ケアする自分とケアを受ける人との関係を考察し看護専門職者として自己の課題は何かを考えることによって、
ヒューマンケアリングの意味を追求することができる。

必修 １単位 ２年 後期

Human CaringⅡ

(1) ケアリングの概念を説明できる。
(2) 人間のニーズや成長、人との関わり、ケアリングについて説明できる。
(3) 看護実践を振り返り、ケアする自分とケアを受ける人との関係を考察する。
(4) 自分の経験を振り返り、意味づけし、看護実践者としての自己の課題を明らかにする。
(5) 看護専門職者として必要なヒューマンケアリングについて考えを深めることができる。

ケア、ケアリングの概念

ケアリング概念の検討

ジーン・ワトソンのケアリング論の検討

まとめと評価

ケアリングとは何か
ミルトン・メイヤロフの
「ケアの本質」を読み解く

ケアリングの実践：事例検討

看護における
ヒューマンケアリング 課題発表・討議

ヒューマンケアリングについて言語化

総括

ミルトン・メイヤロフの「ケアの本質」を読み解く
Ⅰ．他者の成長を助けることとしてのケア
Ⅱ．ケアの主な要素
Ⅲ．ケアの主要な特質
Ⅳ．人をケアすることの特殊な側面、実習中の実践事例を振り返り考察　

グループワーク討議・発表
課題：【実習事例について自己のケアリング体験をリフレクション】
①“快適な療養生活を営むために必要な援助”とは何か
②患者と自分の相互的な関係性について
③看護におけるヒューマンケアリングとは何か
④看護者としての自己の振り返り

発表会・討議

グループワーク討議　
課題：【実習事例について、ワトソンのトランスパーソナルケアリング関係・
10 のケア因子、カリタス・プロセスを考察】

ケア、ケアリングとは
ケアリングの歴史的動向

Ⅰ．トランスパーソナルケアリング関係
Ⅱ．10 のケア因子の解釈モデル　

メイヤロフの「ケアの本質」
実習事例のリフレクション

星

星

星

星

星

星

星・吉武

星・吉武

星・吉武

吉　武

ミルトン・メイヤロフ著田村真・向野宣之訳；ケアの本質―生きることの意味―，ゆるみ出版
ジーン・ワトソン著，稲岡文昭・稲岡光子・戸村道子訳；ワトソン看護論（第 2版），医学書院

適宣紹介する

筆記試験（80％）、課題レポートおよびグループ学習参加状況（20％）

授業の中で適宜参考文献を紹介するので各自学習する。課題学習を各自が積極的に行いグループワークに参加すること。
ネットワークを利用して課題の提示を行う。

基礎看護学実習で受持った事例を使用する。

○星　美和子・吉武美佐子 基礎看護学方法論Ⅲ

あらゆる健康のレベルにある看護の対象者（ここでは個人）に対して、その人の最適健康状態を生み出せるよう診療を補助す
るために必要となる看護の基礎知識と基本となる技術・態度を習得する。

必修 ２単位 ２年 通年
（前期）

Methods of Fundamental Nursing Ⅲ

１．呼吸・循環を阻害する因子とメカニズムを理解し、それを整える技術を習得する。
２．体温・循環調整における罨法の意義を理解し、適切な援助技術を習得する。
３．診療・検査時の看護師の役割について理解し、患者の心身の苦痛を除去する援助方法について理解できる。
４．創傷（褥瘡）管理と包帯法の目的と適応を理解し、適切な援助技術を習得する。
５．薬物の機序や副作用など人体への影響を理解し、患者に安全に与薬の技術を習得する。　

呼吸・循環を整える技術②

呼吸・循環を整える技術③

体温・循環調整の技術①

診察・検査に伴う技術①

診察・検査に伴う技術②

診察・検査に伴う技術③

診察・検査に伴う技術④

創傷管理技術①

創傷管理技術②

与薬の技術①

与薬の技術②

まとめと評価

呼吸・循環を整える技術④
体温・循環調整の技術②

【演習】温罨法、冷罨法
酸素飽和度測定、酸素吸入、口腔内吸引

口腔内吸引、酸素吸入、酸素飽和度測定

青　木

青　木

青　木

青　木

吉　武

青　木

青　木

青　木

三　好

三　好

三　好

三好･青木･吉武
青山･藤川

吉武･青木･三好
青山･藤川

三　好

○青木　久恵・三好　麻紀
　吉武美佐子・青山　和子
　藤川　真紀

茂野香おる他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔２〕基礎看護技術Ⅰ、医学書院
藤崎郁他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔３〕基礎看護技術Ⅱ、医学書院
大久保明行編集：系統看護学講座別巻 臨床検査、医学書院
山口瑞穂子監修；看護技術　講義・演習ノート下巻

出席状況10%・課題レポート10%・試験の結果80%を総合的に評価する。

竹尾恵子監修；看護技術プラクティス（第 3版）、学研

講義を受講していないものは、関連の演習に参加できないことがある

看護技術の演習については、学内 PCのストリーミングやナーシングスキルを活用し、学習を行う。

方法論Ⅲガイダンス
呼吸・循環を整える技術①

呼吸・循環を阻害する因子とメカニズム、
呼吸運動の保持・増進のための援助

呼吸・循環を阻害する因子とメカニズム、
呼吸運動の保持・増進のための援助

体温の温熱および寒冷刺激に対する反応、
罨法の種類と適応および方法

検査における看護の役割

主な検査の目的と方法

主な検査の目的と方法

採血・輸血時の看護

創傷（褥瘡）管理と包帯法

【演習】創傷処置と包帯法

与薬のおける看護の役割・薬物吸収のメカニズム・服薬管理

各種与薬法（経口与薬・その他）

総括
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与薬の技術④
診察・検査に伴う技術⑤

【演習】各種注射の方法・採血技術
（各種注射・採血に共通する技術）

与薬の技術⑤
診察・検査に伴う技術⑤

【演習】各種注射の方法・採血技術
（筋肉・採血 / 点滴静脈注射）

与薬の技術⑥
診察・検査に伴う技術⑤

【演習】各種注射の方法・採血技術
（筋肉・採血 / 点滴静脈注射）

基礎看護学方法論Ⅲ

あらゆる健康のレベルにある看護の対象者（ここでは個人）に対して、その人の最適健康状態を生み出せるよう診療を補助す
るために必要となる看護の基礎知識と基本となる技術・態度を習得する。

必修 ２単位 ２年 通年
（後期）

Methods of Fundamental Nursing Ⅲ

１．呼吸・循環を阻害する因子とメカニズムを理解し、それを整える技術を習得する。
２．体温・循環調整における罨法の意義を理解し、適切な援助技術を習得する。
３．診療・検査時の看護師の役割について理解し、患者の心身の苦痛を除去する援助方法について理解できる。
４．創傷（褥瘡）管理と包帯法の目的と適応を理解し、適切な援助技術を習得する。
５．薬物の機序や副作用など人体への影響を理解し、患者に安全に与薬の技術を習得する。　

与薬の技術③

与薬の技術⑦

まとめと評価

各種与薬法（各種注射の方法）

与薬の方法に関する根拠と医療事故防止

総括

青　木

青　木

青　木

青木・吉武
藤川・三好
青山

青木・吉武
藤川・三好
青山

青木・吉武
藤川・三好
青山

茂野香おる他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔2 〕基礎看護技術Ⅰ、医学書院
藤崎郁他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔2 〕基礎看護技術Ⅱ、医学書院
大久保明行編集：系統看護学講座別巻 臨床検査、医学書院
山口瑞穂子監修；看護技術　講義・演習ノート下巻

出席状況 10%・課題レポート 10%・試験の結果 80%を総合的に評価する。

竹尾恵子監修；看護技術プラクティス（第 3版）、学研

講義を受講していないものは、関連の演習に参加できないことがある

看護技術の演習については、学内 PCのストリーミングやナーシングスキルを活用し、学習を行う。

○青木　久恵・吉武美佐子
　三好　麻紀・青山　和子
　藤川　真紀

担当者

看 護 過 程

看護を必要とする人 （々個・家族・集団）に対して、看護者の観察力、分析力、判断力を駆使して効果的な看護を実施する基盤となる看
護過程の考え方を理解する。看護過程の基本は、対象者の健康問題を明らかにしその解決を図る、すなわち看護の目的に到達するため
の科学的方法論を学ぶものであり、看護実践能力を育成する上で極めて重要な科目である。紙上事例を用いて、情報収集、情報の分析・
統合、健康問題の明確化、および看護計画立案に至る一連の思考過程を展開し、看護実践につなぐための論理的思考能力を学修する。

必修 ２単位 ２年
通年
（前期）

Nursing Process

１．看護実践の方法論としての看護過程の意義とプロセスについて説明できる。
２．看護の実践の基盤となる看護理論、人間関係などの技術の必要性が説明できる。
３．看護における科学的問題解決法について説明できる。
４．看護過程のプロセス（情報収集・情報分析・看護問題の明確化・計画立案・介入実施・評価）について説明できる。
５．事例 (紙上患者 ) を用いて看護過程を展開することができる。
６．事例患者の状態をアセスメントし、計画立案・介入実施・評価することができる。

茂野香おる　系統看護学講座　専門分野 I　 基礎看護学 [2] 　基礎看護技術 I　 医学書院
山口瑞穂子・関口恵子監修、疾患別看護過程の展開　第 4版　学研

高木永子監修、看護過程に沿った対症看護　第 4版　学研
小田正枝編著、症状別看護過程　アセスメント・看護計画がわかる　照林社
江川隆子著、かみくだき看護診断　改訂 6版　日総研
その他、適宣紹介する

筆記試験（80％）、課題レポートおよびグループワーク参加状況（20％）

授業の中で適宜参考書を紹介する。課題学習を各自が積極的におこないグループワークに参加すること。ネットワークを利用して課題の提示を行う。

各自で課題学習用のファイルを準備し、何時でも提出できるようにしておく。
課題学習および自己学習した記録類一式は授業最終日に一冊のファイルにして提出する。

○星　美和子・青山　和子
　吉武美佐子・青木　久恵
　藤川　真紀・三好　麻紀

看護過程を学ぶ意義と看護過程の構成要素

看護過程の歴史的発展　など
看護実践の方法論としての看護過程

看護過程における情報の意味①

看護過程における情報分析の意味①

看護過程における情報分析の意味②

看護過程における情報分析の意味③

看護過程における情報分析の意味④

看護診断過程①

看護診断過程②

看護診断過程③

看護診断過程④

看護計画の立案①

看護計画の立案②

看護計画の立案③

看護計画の立案④

中間まとめと評価

看護過程における情報の意味② 事例展開

情報の意味

データ収集の方法　主観的データと客観的データ

事例展開　系統的アセスメント

事例展開　系統的アセスメント

事例展開　系統的アセスメント

情報を分析（アセスメント）する意味

情報分析の視点と方法

分析の統合、看護上の問題の明細化

事例展開　分析の統合、関連図の描き方

事例展開　看護上の問題の明確化（原因・誘因、成り行き、患者の強み）

事例展開　看護診断

看護診断に対する看護計画の意味と方法

事例展開　看護目標の立て方

事例展開　看護計画の立て方

事例展開　看護計画実践の評価

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

　星

　　　星

　　　　　星　　

　　　星

　　　星

　　　　　　星　　　
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与薬の技術④
診察・検査に伴う技術⑤

【演習】各種注射の方法・採血技術
（各種注射・採血に共通する技術）

与薬の技術⑤
診察・検査に伴う技術⑤

【演習】各種注射の方法・採血技術
（筋肉・採血 / 点滴静脈注射）

与薬の技術⑥
診察・検査に伴う技術⑤

【演習】各種注射の方法・採血技術
（筋肉・採血 / 点滴静脈注射）

基礎看護学方法論Ⅲ

あらゆる健康のレベルにある看護の対象者（ここでは個人）に対して、その人の最適健康状態を生み出せるよう診療を補助す
るために必要となる看護の基礎知識と基本となる技術・態度を習得する。

必修 ２単位 ２年 通年
（後期）

Methods of Fundamental Nursing Ⅲ

１．呼吸・循環を阻害する因子とメカニズムを理解し、それを整える技術を習得する。
２．体温・循環調整における罨法の意義を理解し、適切な援助技術を習得する。
３．診療・検査時の看護師の役割について理解し、患者の心身の苦痛を除去する援助方法について理解できる。
４．創傷（褥瘡）管理と包帯法の目的と適応を理解し、適切な援助技術を習得する。
５．薬物の機序や副作用など人体への影響を理解し、患者に安全に与薬の技術を習得する。　

与薬の技術③

与薬の技術⑦

まとめと評価

各種与薬法（各種注射の方法）

与薬の方法に関する根拠と医療事故防止

総括

青　木

青　木

青　木

青木・吉武
藤川・三好
青山

青木・吉武
藤川・三好
青山

青木・吉武
藤川・三好
青山

茂野香おる他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔2 〕基礎看護技術Ⅰ、医学書院
藤崎郁他；系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学〔2 〕基礎看護技術Ⅱ、医学書院
大久保明行編集：系統看護学講座別巻 臨床検査、医学書院
山口瑞穂子監修；看護技術　講義・演習ノート下巻

出席状況 10%・課題レポート 10%・試験の結果 80%を総合的に評価する。

竹尾恵子監修；看護技術プラクティス（第 3版）、学研

講義を受講していないものは、関連の演習に参加できないことがある

看護技術の演習については、学内 PCのストリーミングやナーシングスキルを活用し、学習を行う。

○青木　久恵・吉武美佐子
　三好　麻紀・青山　和子
　藤川　真紀

担当者

看 護 過 程

看護を必要とする人 （々個・家族・集団）に対して、看護者の観察力、分析力、判断力を駆使して効果的な看護を実施する基盤となる看
護過程の考え方を理解する。看護過程の基本は、対象者の健康問題を明らかにしその解決を図る、すなわち看護の目的に到達するため
の科学的方法論を学ぶものであり、看護実践能力を育成する上で極めて重要な科目である。紙上事例を用いて、情報収集、情報の分析・
統合、健康問題の明確化、および看護計画立案に至る一連の思考過程を展開し、看護実践につなぐための論理的思考能力を学修する。

必修 ２単位 ２年
通年

（前期）

Nursing Process

１．看護実践の方法論としての看護過程の意義とプロセスについて説明できる。
２．看護の実践の基盤となる看護理論、人間関係などの技術の必要性が説明できる。
３．看護における科学的問題解決法について説明できる。
４．看護過程のプロセス（情報収集・情報分析・看護問題の明確化・計画立案・介入実施・評価）について説明できる。
５．事例 (紙上患者 ) を用いて看護過程を展開することができる。
６．事例患者の状態をアセスメントし、計画立案・介入実施・評価することができる。

茂野香おる　系統看護学講座　専門分野 I　 基礎看護学 [2] 　基礎看護技術 I　 医学書院
山口瑞穂子・関口恵子監修、疾患別看護過程の展開　第 4版　学研

高木永子監修、看護過程に沿った対症看護　第 4版　学研
小田正枝編著、症状別看護過程　アセスメント・看護計画がわかる　照林社
江川隆子著、かみくだき看護診断　改訂 6版　日総研
その他、適宣紹介する

筆記試験（80％）、課題レポートおよびグループワーク参加状況（20％）

授業の中で適宜参考書を紹介する。課題学習を各自が積極的におこないグループワークに参加すること。ネットワークを利用して課題の提示を行う。

各自で課題学習用のファイルを準備し、何時でも提出できるようにしておく。
課題学習および自己学習した記録類一式は授業最終日に一冊のファイルにして提出する。

○星　美和子・青山　和子
　吉武美佐子・青木　久恵
　藤川　真紀・三好　麻紀

看護過程を学ぶ意義と看護過程の構成要素

看護過程の歴史的発展　など
看護実践の方法論としての看護過程

看護過程における情報の意味①

看護過程における情報分析の意味①

看護過程における情報分析の意味②

看護過程における情報分析の意味③

看護過程における情報分析の意味④

看護診断過程①

看護診断過程②

看護診断過程③

看護診断過程④

看護計画の立案①

看護計画の立案②

看護計画の立案③

看護計画の立案④

中間まとめと評価

看護過程における情報の意味② 事例展開

情報の意味

データ収集の方法　主観的データと客観的データ

事例展開　系統的アセスメント

事例展開　系統的アセスメント

事例展開　系統的アセスメント

情報を分析（アセスメント）する意味

情報分析の視点と方法

分析の統合、看護上の問題の明細化

事例展開　分析の統合、関連図の描き方

事例展開　看護上の問題の明確化（原因・誘因、成り行き、患者の強み）

事例展開　看護診断

看護診断に対する看護計画の意味と方法

事例展開　看護目標の立て方

事例展開　看護計画の立て方

事例展開　看護計画実践の評価

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

全　員

　星

　　　星

　　　　　星　　

　　　星

　　　星

　　　　　　星　　　
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看 護 過 程

看護を必要とする人 （々個・家族・集団）に対して、看護者の観察力、分析力、判断力を駆使して効果的な看護を実施する基盤となる看
護過程の考え方を理解する。看護過程の基本は、対象者の健康問題を明らかにしその解決を図る、すなわち看護の目的に到達するため
の科学的方法論を学ぶものであり、看護実践能力を育成する上で極めて重要な科目である。紙上事例を用いて、情報収集、情報の分析・
統合、健康問題の明確化、および看護計画立案に至る一連の思考過程を展開し、看護実践につなぐための論理的思考能力を学修する。

必修 ２単位 ２年
通年

（後期）

Nursing Process

１．看護実践の方法論としての看護過程の意義とプロセスについて説明できる。
２．看護の実践の基盤となる看護理論、人間関係などの技術の必要性が説明できる。
３．看護における科学的問題解決法について説明できる。
４．看護過程のプロセス（情報収集・情報分析・看護問題の明確化・計画立案・介入実施・評価）について説明できる。
５．事例 (紙上患者 ) を用いて看護過程を展開することができる。
６．事例患者の状態をアセスメントし、計画立案・介入実施・評価することができる。

茂野香おる　系統看護学講座　専門分野 I 　基礎看護学 [2] 　基礎看護技術 I 　医学書院
山口瑞穂子・関口恵子監修、疾患別看護過程の展開　第 4版　学研

高木永子監修、看護過程に沿った対症看護　第 4版　学研
小田正枝編著、症状別看護過程　アセスメント・看護計画がわかる　照林社
江川隆子著、かみくだき看護診断　改訂 6版　日総研
その他、適宣紹介する

筆記試験（80％）、課題レポートおよびグループワーク参加状況（20％）

授業の中で適宜参考書を紹介する。課題学習を各自が積極的におこないグループワークに参加すること。
ネットワークを利用して課題の提示を行う。

各自で課題学習用のファイルを準備し、何時でも提出できるようにしておく。
課題学習および自己学習した記録類一式は授業最終日に一冊のファイルにして提出する。

○星　美和子・青山　和子
　吉武美佐子・青木　久恵
　藤川　真紀・三好　麻紀

看護過程展開のガイダンス

看護家庭の展開

情報収集

アセスメント

診断

計画立案

実施

評価・修正

看護過程事例展開と模擬患者演習の進め方

事例を提示し、看護過程を展開する　GWで進めていく

情報収集から実施・評価まで　（途中模擬患者にきていただく）

前田・青木

星

星

青　木

吉　武

青　山

藤　川

三　好

まとめと評価

まとめ

総評

10

11

12

13

14

15

基 礎 看 護 学 実 習

患者の日常生活行動の観察やコミュニケーションを通して、健康障害によって生じる変化が患者の日常生活行動にどのような
影響を及ぼすのか、患者の療養生活を観察し、患者が快適な療養生活を営むために必要な援助を実践する能力を養う。また、
援助を通して患者との相互的な関係性およびヒューマンケアリングについて考察し、看護専門職者としての基本的態度を養う。

1）生活者としての日常生活行動（主に清潔）を理解する。
 　 (1) 患者・カルテ・医療従事者から必要な情報を収集し、整理することができる。
　  (2) 得た情報から、入院前後の日常生活行動を比較し、変化した理由を記述できる。
 　 (3) 受け持ち患者が受けている日常生活援助を知り、その内容を記述できる。
2）看護技術の原理・原則に基づき日常生活行動の援助計画を立案できる。
 　 (1)日常生活援助の実施場面を見学し、患者の反応から看護師が実施する援助の方法および根拠について記述することが 　 
できる。
 　 (2) 安全・安楽・自立・個別性を考慮した援助計画を立案できる。
3）患者の安全・安楽・自立・個別性を考慮しながら援助が実施・評価・修正できる。
 　 (1) 患者に十分な説明と情報提供を行い、同意を得て実施できる。
 　 (2) 援助の実施前後の環境を整えることができる。
 　 (3) 援助計画に基づいた援助が実施できる。
 　 (4) 援助の実施前中後において、患者の観察ができる。
 　 (5) 援助の準備・後片付けができる。
 　 (6) 患者のプライバシーの保護を考えながら援助できる。
 　 (7) 患者の反応から援助を評価・修正できる。
4）患者とのコミュニケーションや日常生活援助を通して、患者との関係性について考えることができる。
 　 (1) 患者の気持ちや考えに気づき、尊重することができる。
 　 (2) 自分自身の気持ちや考えに気づき、自己理解を深めることができる。
 　 (3) 自分の言動が相手に及ぼす影響について考えることができる。
 　 (4) 患者との関わりから体験したヒューマンケアリングについて考えをまとめ、記述できる。
5）看護専門職者としての倫理観に基づいた行動ができる。 
 　 (1) 看護学生として常に学ぶ姿勢（言葉遣い・態度）で積極的に臨むことができる。
 　 (2) 患者の個人情報の持つ意味を理解し、適切な取り扱いができる。
 　 (3) 看護チームの一員として、報告・連絡・相談をすることができる。
 　 (4) 自己の健康管理ができる。

必修 １単位 ２年 前期

Basic Science of Nursing Training

適宜紹介する。

実習方法など詳細は、別途実習要項による。

適宜紹介する。

　評価表に基づき実習目標の達成状況を評価する。評価の詳細については実習要項に示す。

「看護学概論」「基礎看護学方法論Ⅰ」「基礎看護学方法論Ⅱ」の単位を修得済みであること。

○星　美和子・青山　和子
　吉武美佐子・青木　久恵
　藤川　真紀・三好　麻紀

ネットワークを利用したレポート提出・課題の提示などを行う。
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看 護 過 程

看護を必要とする人 （々個・家族・集団）に対して、看護者の観察力、分析力、判断力を駆使して効果的な看護を実施する基盤となる看
護過程の考え方を理解する。看護過程の基本は、対象者の健康問題を明らかにしその解決を図る、すなわち看護の目的に到達するため
の科学的方法論を学ぶものであり、看護実践能力を育成する上で極めて重要な科目である。紙上事例を用いて、情報収集、情報の分析・
統合、健康問題の明確化、および看護計画立案に至る一連の思考過程を展開し、看護実践につなぐための論理的思考能力を学修する。

必修 ２単位 ２年
通年

（後期）

Nursing Process

１．看護実践の方法論としての看護過程の意義とプロセスについて説明できる。
２．看護の実践の基盤となる看護理論、人間関係などの技術の必要性が説明できる。
３．看護における科学的問題解決法について説明できる。
４．看護過程のプロセス（情報収集・情報分析・看護問題の明確化・計画立案・介入実施・評価）について説明できる。
５．事例 (紙上患者 ) を用いて看護過程を展開することができる。
６．事例患者の状態をアセスメントし、計画立案・介入実施・評価することができる。

茂野香おる　系統看護学講座　専門分野 I 　基礎看護学 [2] 　基礎看護技術 I 　医学書院
山口瑞穂子・関口恵子監修、疾患別看護過程の展開　第 4版　学研

高木永子監修、看護過程に沿った対症看護　第 4版　学研
小田正枝編著、症状別看護過程　アセスメント・看護計画がわかる　照林社
江川隆子著、かみくだき看護診断　改訂 6版　日総研
その他、適宣紹介する

筆記試験（80％）、課題レポートおよびグループワーク参加状況（20％）

授業の中で適宜参考書を紹介する。課題学習を各自が積極的におこないグループワークに参加すること。
ネットワークを利用して課題の提示を行う。

各自で課題学習用のファイルを準備し、何時でも提出できるようにしておく。
課題学習および自己学習した記録類一式は授業最終日に一冊のファイルにして提出する。

○星　美和子・青山　和子
　吉武美佐子・青木　久恵
　藤川　真紀・三好　麻紀

看護過程展開のガイダンス

看護家庭の展開

情報収集

アセスメント

診断

計画立案

実施

評価・修正

看護過程事例展開と模擬患者演習の進め方

事例を提示し、看護過程を展開する　GWで進めていく

情報収集から実施・評価まで　（途中模擬患者にきていただく）

前田・青木

星

星

青　木

吉　武

青　山

藤　川

三　好

まとめと評価

まとめ

総評

10

11

12

13

14

15

基 礎 看 護 学 実 習

患者の日常生活行動の観察やコミュニケーションを通して、健康障害によって生じる変化が患者の日常生活行動にどのような
影響を及ぼすのか、患者の療養生活を観察し、患者が快適な療養生活を営むために必要な援助を実践する能力を養う。また、
援助を通して患者との相互的な関係性およびヒューマンケアリングについて考察し、看護専門職者としての基本的態度を養う。

1）生活者としての日常生活行動（主に清潔）を理解する。
 　 (1) 患者・カルテ・医療従事者から必要な情報を収集し、整理することができる。
　  (2) 得た情報から、入院前後の日常生活行動を比較し、変化した理由を記述できる。
 　 (3) 受け持ち患者が受けている日常生活援助を知り、その内容を記述できる。
2）看護技術の原理・原則に基づき日常生活行動の援助計画を立案できる。
 　 (1)日常生活援助の実施場面を見学し、患者の反応から看護師が実施する援助の方法および根拠について記述することが 　 
できる。
 　 (2) 安全・安楽・自立・個別性を考慮した援助計画を立案できる。
3）患者の安全・安楽・自立・個別性を考慮しながら援助が実施・評価・修正できる。
 　 (1) 患者に十分な説明と情報提供を行い、同意を得て実施できる。
 　 (2) 援助の実施前後の環境を整えることができる。
 　 (3) 援助計画に基づいた援助が実施できる。
 　 (4) 援助の実施前中後において、患者の観察ができる。
 　 (5) 援助の準備・後片付けができる。
 　 (6) 患者のプライバシーの保護を考えながら援助できる。
 　 (7) 患者の反応から援助を評価・修正できる。
4）患者とのコミュニケーションや日常生活援助を通して、患者との関係性について考えることができる。
 　 (1) 患者の気持ちや考えに気づき、尊重することができる。
 　 (2) 自分自身の気持ちや考えに気づき、自己理解を深めることができる。
 　 (3) 自分の言動が相手に及ぼす影響について考えることができる。
 　 (4) 患者との関わりから体験したヒューマンケアリングについて考えをまとめ、記述できる。
5）看護専門職者としての倫理観に基づいた行動ができる。 
 　 (1) 看護学生として常に学ぶ姿勢（言葉遣い・態度）で積極的に臨むことができる。
 　 (2) 患者の個人情報の持つ意味を理解し、適切な取り扱いができる。
 　 (3) 看護チームの一員として、報告・連絡・相談をすることができる。
 　 (4) 自己の健康管理ができる。

必修 １単位 ２年 前期

Basic Science of Nursing Training

適宜紹介する。

実習方法など詳細は、別途実習要項による。

適宜紹介する。

　評価表に基づき実習目標の達成状況を評価する。評価の詳細については実習要項に示す。

「看護学概論」「基礎看護学方法論Ⅰ」「基礎看護学方法論Ⅱ」の単位を修得済みであること。

○星　美和子・青山　和子
　吉武美佐子・青木　久恵
　藤川　真紀・三好　麻紀

ネットワークを利用したレポート提出・課題の提示などを行う。
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看 護 過 程 実 習

対象の健康上の問題を解決するために、対象との援助的人間関係を発展させながら、看護過程を展開し、看護の実践ができる。
科学的根拠に基づいた看護アセスメントを行い、全体像を捉え、対象の健康にかかわる能力が発揮されるように、患者の状況
に合わせた看護介入ができる。また、援助を通して患者との相互的な関係性およびヒューマンケアリングについて考察する。
さらに、看護過程実習を通して学んだ問題解決思考の方法を各領域で応用できることを理解する。

１）患者の身体的・心理的・社会的側面の状態を把握し、健康上の問題（仮の看護診断）を明らかにすることができる。
　　（１）患者の主な疾患の病態生理および行われている治療・検査について説明できる。
　　（２）入院前後の日常生活について情報収集し、ゴードンの 11の機能的健康パターンに沿って整理することができる。
　　（３）得られた情報をゴードンの 11の機能的健康パターン毎に健康状態を判断することができる。
　　　　  ①機能的であるか、機能的でないかについて解釈・分析できる。
　　　　  ②健康上の問題の原因・誘因・成り行き・患者および家族の対処能力について説明できる。
　　（４）患者の健康上の問題（仮の看護診断）を明らかにすることができる。
２）患者の看護目標を定め、科学的根拠に基づいた看護介入を行うことができる。
　　（１）看護目標（短期目標）を設定することができる。
　　（２）健康上の問題（仮の看護診断）に対して、科学的根拠に基づいた看護計画の立案ができる。
　　（３）患者に説明を行い、同意を得て実施できる。
　　（４）患者が援助実施可能な状態か判断し、安全・安楽・自立を考慮した援助ができる。
　　（５）実施中・後に必要な観察ができ、実施した看護を評価・（必要に応じて実施計画を）修正できる。
　　（６）患者に応じた準備・後片付けができる（環境、物品など）。
３）患者とのコミュニケーションや日常生活援助を通して、患者との援助的人間関係を築くことができる。
　　（１）患者の思いに共感し、肯定的に受容することができる。
　　（２）患者の生活に関することや思いなどを理解することができる。
　　（３）体験したヒュ－マンケアリングについて考えをまとめ、記述できる。
４）看護専門職者として責務を認識し、行動することができる。
　    （１）保健・医療チームの一員として、自己の健康管理に努めることができる。
　　（２）患者の状態について、時宜を得た報告・連絡・相談ができる。
　　（３）看護者としての守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めることができる。
　　（４）カンファレンスに参加し、自分の意見を述べることができる。
　　（５）決められた期日や時間を守ることができる。
　    （６）自分の行った看護実践を振り返り、課題を述べることができる。

必修 ２単位 ２年 後期

Nursing Process of Nursing Training

適宜紹介する。

適宜紹介する。

評価表に基づき実習目標の達成状況を評価する。評価の詳細については実習要項に示す。

「基礎看護学実習」の単位を修得し、かつ「看護過程」を履修し、
履修規定第 10 条第 3項に定める試験の受験資格を有しておくこと。

星　美和子・吉武美佐子
青山　和子・青木　久恵
藤川　真紀・三好　麻紀

ネットワークを利用したレポート提出・課題の提示などを行う。

実習方法など詳細は、別途実習要項に示す。

○ 成 人 看 護 援 助 論Ⅰ

成人期の身体的、精神的および社会的背景の特徴を踏まえ、対象のもつ健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護
援助を提供するために必要とされる基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力等を修得する。さらに、対象者がセルフケア
能力を高め日常生活が維持できるよう必要な自宅支援と継続看護の重要性を学習する。

1．手術という特殊な危機状況に置かれた成人およびその家族の身体的・精神的・社会的影響を理解し、術前・術中・術後を
　  通した看護の役割について説明できる。
2．手術の適応となる疾病についてその病態と、治療や検査に伴う基本的看護について説明できる。
3．手術侵襲による身体の生理的変化をアセスメントする基礎的能力を身につけると共に、合併症の予防ならび
　  に早期回復に向けた基礎的援助方法について説明できる。
4．手術療法で身体の一部を喪失することにより、生理的・機能的変化を受けた成人の心理過程を理解し、機能回復や機能代替、
　  生活能力回復へ向けた援助について説明できる。

必修 ２単位 ２年 通年
（前期）

Adult Nursing Ⅰ

まとめと評価

周手術期看護概要

手術前患者の看護

麻酔・手術による身体的影響

ドレーン及びドレナージ法

周手術期看護とは、外科的治療と看護の変遷、
周手術期における患者の身体・精神・社会的特徴と看護の役割

手術侵襲と生体反応、創傷管理、 低侵襲治療法（内視鏡下手術）、臓器移植概要

ドレナージの目的、各種ドレーンとその管理

術前検査の意義と患者への影響、術前の説明と同意・意思決定について、
術前の準備・管理、外来における術前看護、
日帰り手術を受ける患者の看護

手術前患者の看護

手術により消化吸収機能の
変化を受ける患者の看護

麻酔法による身体的影響と管理、手術室での看護の展開手術室看護師の役割

術直後の患者の看護 術後侵襲から回復への援助、術後合併症予防と早期発見、
創治癒促進の看護、術後痛の病態と除痛の看護

術後回復期の患者の看護と
集学的治療

術前及び術後の化学療法、放射線療法と看護、退院に向けた援助、
形態変化・機能障害に対する援助、退院指導と継続看護、
自己管理と在宅療養への支援

胃切除術を受ける患者の看護：　
・胃全摘出術、B‐Ⅰ再建法、B‐Ⅱ再建法

術前訓練（呼吸訓練、唅嗽、排痰）
術後ベッド作成（全身麻酔、開腹術後）
術後の離床援助、ＢＬＳ

（中村50点、門司30点、薄井20点）

演　習

中　村

中　村

薄井 他

門　司

系統看護学講座　別巻臨床外科看護総論・各論、消化器、内分泌代謝（医学書院）

看護診断ハンドブック(医学書院)、ＮＡＮＤＡ-Ｉ看護診断(医学書院)、ナーシングスキル、
その他適宜提示する。

筆記試験 80 点、演習（参加態度、レポート）20 点の 100 点満点で評価する。

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

○中村眞理子・八尋陽子・門司真由美
　薄井嘉子・丸山智子・太田里枝
　青木奈緒子・福井幸子　他( 周術期にある成人の看護 )

臨

床

外

科

総

論

臨
床
外
科
各
論
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看 護 過 程 実 習

対象の健康上の問題を解決するために、対象との援助的人間関係を発展させながら、看護過程を展開し、看護の実践ができる。
科学的根拠に基づいた看護アセスメントを行い、全体像を捉え、対象の健康にかかわる能力が発揮されるように、患者の状況
に合わせた看護介入ができる。また、援助を通して患者との相互的な関係性およびヒューマンケアリングについて考察する。
さらに、看護過程実習を通して学んだ問題解決思考の方法を各領域で応用できることを理解する。

１）患者の身体的・心理的・社会的側面の状態を把握し、健康上の問題（仮の看護診断）を明らかにすることができる。
　　（１）患者の主な疾患の病態生理および行われている治療・検査について説明できる。
　　（２）入院前後の日常生活について情報収集し、ゴードンの 11の機能的健康パターンに沿って整理することができる。
　　（３）得られた情報をゴードンの 11の機能的健康パターン毎に健康状態を判断することができる。
　　　　  ①機能的であるか、機能的でないかについて解釈・分析できる。
　　　　  ②健康上の問題の原因・誘因・成り行き・患者および家族の対処能力について説明できる。
　　（４）患者の健康上の問題（仮の看護診断）を明らかにすることができる。
２）患者の看護目標を定め、科学的根拠に基づいた看護介入を行うことができる。
　　（１）看護目標（短期目標）を設定することができる。
　　（２）健康上の問題（仮の看護診断）に対して、科学的根拠に基づいた看護計画の立案ができる。
　　（３）患者に説明を行い、同意を得て実施できる。
　　（４）患者が援助実施可能な状態か判断し、安全・安楽・自立を考慮した援助ができる。
　　（５）実施中・後に必要な観察ができ、実施した看護を評価・（必要に応じて実施計画を）修正できる。
　　（６）患者に応じた準備・後片付けができる（環境、物品など）。
３）患者とのコミュニケーションや日常生活援助を通して、患者との援助的人間関係を築くことができる。
　　（１）患者の思いに共感し、肯定的に受容することができる。
　　（２）患者の生活に関することや思いなどを理解することができる。
　　（３）体験したヒュ－マンケアリングについて考えをまとめ、記述できる。
４）看護専門職者として責務を認識し、行動することができる。
　    （１）保健・医療チームの一員として、自己の健康管理に努めることができる。
　　（２）患者の状態について、時宜を得た報告・連絡・相談ができる。
　　（３）看護者としての守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めることができる。
　　（４）カンファレンスに参加し、自分の意見を述べることができる。
　　（５）決められた期日や時間を守ることができる。
　    （６）自分の行った看護実践を振り返り、課題を述べることができる。

必修 ２単位 ２年 後期

Nursing Process of Nursing Training

適宜紹介する。

適宜紹介する。

評価表に基づき実習目標の達成状況を評価する。評価の詳細については実習要項に示す。

「基礎看護学実習」の単位を修得し、かつ「看護過程」を履修し、
履修規定第 10 条第 3項に定める試験の受験資格を有しておくこと。

星　美和子・吉武美佐子
青山　和子・青木　久恵
藤川　真紀・三好　麻紀

ネットワークを利用したレポート提出・課題の提示などを行う。

実習方法など詳細は、別途実習要項に示す。

○ 成 人 看 護 援 助 論Ⅰ

成人期の身体的、精神的および社会的背景の特徴を踏まえ、対象のもつ健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護
援助を提供するために必要とされる基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力等を修得する。さらに、対象者がセルフケア
能力を高め日常生活が維持できるよう必要な自宅支援と継続看護の重要性を学習する。

1．手術という特殊な危機状況に置かれた成人およびその家族の身体的・精神的・社会的影響を理解し、術前・術中・術後を
　  通した看護の役割について説明できる。
2．手術の適応となる疾病についてその病態と、治療や検査に伴う基本的看護について説明できる。
3．手術侵襲による身体の生理的変化をアセスメントする基礎的能力を身につけると共に、合併症の予防ならび
　  に早期回復に向けた基礎的援助方法について説明できる。
4．手術療法で身体の一部を喪失することにより、生理的・機能的変化を受けた成人の心理過程を理解し、機能回復や機能代替、
　  生活能力回復へ向けた援助について説明できる。

必修 ２単位 ２年 通年
（前期）

Adult Nursing Ⅰ

まとめと評価

周手術期看護概要

手術前患者の看護

麻酔・手術による身体的影響

ドレーン及びドレナージ法

周手術期看護とは、外科的治療と看護の変遷、
周手術期における患者の身体・精神・社会的特徴と看護の役割

手術侵襲と生体反応、創傷管理、 低侵襲治療法（内視鏡下手術）、臓器移植概要

ドレナージの目的、各種ドレーンとその管理

術前検査の意義と患者への影響、術前の説明と同意・意思決定について、
術前の準備・管理、外来における術前看護、
日帰り手術を受ける患者の看護

手術前患者の看護

手術により消化吸収機能の
変化を受ける患者の看護

麻酔法による身体的影響と管理、手術室での看護の展開手術室看護師の役割

術直後の患者の看護 術後侵襲から回復への援助、術後合併症予防と早期発見、
創治癒促進の看護、術後痛の病態と除痛の看護

術後回復期の患者の看護と
集学的治療

術前及び術後の化学療法、放射線療法と看護、退院に向けた援助、
形態変化・機能障害に対する援助、退院指導と継続看護、
自己管理と在宅療養への支援

胃切除術を受ける患者の看護：　
・胃全摘出術、B‐Ⅰ再建法、B‐Ⅱ再建法

術前訓練（呼吸訓練、唅嗽、排痰）
術後ベッド作成（全身麻酔、開腹術後）
術後の離床援助、ＢＬＳ

（中村50点、門司30点、薄井20点）

演　習

中　村

中　村

薄井 他

門　司

系統看護学講座　別巻臨床外科看護総論・各論、消化器、内分泌代謝（医学書院）

看護診断ハンドブック(医学書院)、ＮＡＮＤＡ-Ｉ看護診断(医学書院)、ナーシングスキル、
その他適宜提示する。

筆記試験 80 点、演習（参加態度、レポート）20 点の 100 点満点で評価する。

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

○中村眞理子・八尋陽子・門司真由美
　薄井嘉子・丸山智子・太田里枝
　青木奈緒子・福井幸子　他( 周術期にある成人の看護 )
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成 人 看 護 援 助 論Ⅰ

成人期の身体的、精神的および社会的背景の特徴を踏まえ、対象のもつ健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護
援助を提供するために必要とされる基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力等を修得する。加えて、対象者がセルフケア
能力を高め日常生活が維持できるよう必要な自宅支援と継続看護の重要性を学習する。

1．手術という特殊な危機状況に置かれた成人およびその家族の身体的・精神的・社会的影響を理解し、術前・術中・術後を
　  通した看護の役割について説明できる。
2．手術の適応となる疾病についてその病態と、治療や検査に伴う基本的看護について説明できる。
3． 手術侵襲による身体の生理的変化をアセスメントする基礎的能力を身につけると共に、合併症の予防ならびに早期回復に
　 向けた基礎的援助方法について説明できる。
4． 手術療法で身体の一部を喪失することにより、生理的・機能的変化を受けた成人の心理過程を理解し、機能回復や機能代替、 
　 生活能力回復へ向けた援助について説明できる。

必修 ２単位 ２年 通年
（後期）

Adult Nursing Ⅰ

まとめと評価

演　習

演　習

乳房術後のリハビリ、生活指導、ストーマサイトマーキング

三角枕装着での体位変換、免荷移動　他

手術により代謝機能に
変化を受ける患者の看護

・膵切除術を受ける患者の看護
・肝切除術を受ける患者の看護
・胆嚢・総胆管の手術を受ける患者の看護

・排泄路の変更術を受ける患者の看護：コロストミー造設術、
  ウロストミー造設術、ストーマの手当と管理、生活指導他
・乳房の手術を受ける患者の看護：乳房温存術、乳房切除術、
   ボディイメージ変化の受容、乳房術後の患側上肢のリハビリ、
   退院時生活指導　

・大腿骨頸部骨折患者の看護：ＩＭＨＳ、人工骨頭置換術
・その他の骨折患者の看護：牽引療法、膝関節の手術、腰椎圧迫骨折、
　脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、ギプス固定療法他 

開頭術を受ける患者の看護：くも膜下出血、血腫除去術、脳腫瘍
脳室ドレナージ、シャント術、ルンバール他　

（福井 40＋演習 10 点、中村 20 点，門司 20＋演習 10 点）

手術により運動機能の
変化を受ける患者の看護

手術により脳神経・
感覚機能の変化を受ける
患者の看護

手術により
ボディイメージの変化を
受ける患者の看護

中　村

福　井

門　司

福　井

福井 他

門司 他

中　村

系統看護学講座　別巻臨床外科看護総論・各論、消化器、内分泌代謝、女性生殖器、腎・泌尿器、
運動器、脳・神経（医学書院）

看護診断ハンドブック（医学書院）、ＮＡＮＤＡ－Ｉ看護診断（医学書院）、
リハビリテーション看護（医学書院）、ナーシングスキル、その他適宜提示する。

筆記試験 80 点、演習（参加態度、レポート）20 点の 100 点満点で評価する。

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

( 周術期にある成人の看護 )

臨

床

外

科

各

論

○中村眞理子・八尋陽子・門司真由美
　薄井嘉子・丸山智子・太田里枝
　青木奈緒子・福井幸子　他

成 人 看 護 援 助 論Ⅱ
(慢性疾患を持つ成人の看護）

成人期の身体的・精神的および社会的特徴を踏まえ、対象に関する健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護援助

を提供するための基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力、看護技術等を修得する。さらに、対象者がセルフケア能力を

高め日常生活が維持できるために必要な在宅支援と継続看護の重要性を学習する。

慢性疾患の概念，慢性疾患を生きるとは（身体・精神・社会的側面）、

慢性期看護の課題：自己管理の阻害要因、QOL、慢性期看護の重

要概念、終末期 / 臨死期における看護の倫理的課題

炎症性腸疾患：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会

的アセスメントの視点、症状コントロール法、消化器系検査時の

看護、経腸栄養・高カロリー輸液療法の援助および自己管理に向

けた支援、HTPN 管理、長期化する食事制限と QOL の課題、特

定疾患

肝炎・肝硬変・肝臓癌：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・

社会的アセスメントの視点、対症看護、腹水穿刺時の看護、肝庇護の

療養指導、INF療法と療養指導、PEIT, RFA, TAE, TACEと合併症予

防の看護、高侵襲検査時の看護（肝生検・血管造影等）、動注ポート

管理指導

慢性呼吸不全：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会

的アセスメントの視点、気管支鏡検査時の看護、酸素療法、吸入

療法、症状コントロール（呼吸困難の緩和法・排痰法・上気道感

染予防など日常生活管理）、在宅酸素療法導入時の課題と看護、

患者会、福祉制度

狭心症・急性心筋梗塞・慢性心不全：急性増悪・寛解の各期に応

じた身体・精神・社会的アセスメントの視点、血圧管理を含む食事・

薬物療法・日常生活の調整方法、ペースメーカー装着時の看護

必修 ２単位 ２年

通年

（前期）

Adult Nursing Ⅱ

1. 慢性的な健康障害を持つ対象とその家族の特徴を身体的・精神的・社会的側面から説明できる。

2. 慢性期における諸局面（寛解期・急性増悪期）に応じた治療・検査・療養管理に伴う看護について説明できる。

3. 慢性的な健康障害を持つ対象が、機能障害や生活制限を受容し、その人らしく生活を再構築できるための看護について説明できる。

4. 慢性的な健康障害を持つ対象の在宅療養に向けた退院支援、社会資源の活用方法について説明できる。

5. 全身状態が悪化し、終末期 / 臨死期に移行した対象への倫理的側面からの看護について説明できる。

慢性期及び終末期にある人への

看護の概要

代謝機能が障害された

対象への看護

消化吸収

排泄機能障害の

ある人への看護
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肝機能が障害された

対象への看護

循環機能が障害された

対象への看護

まとめと評価

内部恒常性機

能が障害された

対象への看護

八　尋

中　村

福　井

丸　山

八　尋

門　司

八　尋

系統看護学講座　成人看護学　総論、呼吸器、循環器、消化器、内分泌・代謝（医学書院）

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

メタボリックシンドローム・糖尿病　　　　　　 

急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会的アセスメント

の視点、合併症の進行予防に向けたセルフケア教育（食事・薬物・

運動療法・フットケア）、低血糖時の対処法、糖尿病食食品交換

表の活用方法、教育入院プログラム、自己効力感を高める援助

参考文献、参考資料等は講義の中で適宜提示する。

定期試験（筆記 100 点満点）で評価する。

○八尋陽子・福井幸子・中村眞理子

　門司真由美・丸山智子・薄井嘉子

　青木奈緒子　他
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成 人 看 護 援 助 論Ⅰ

成人期の身体的、精神的および社会的背景の特徴を踏まえ、対象のもつ健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護
援助を提供するために必要とされる基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力等を修得する。加えて、対象者がセルフケア
能力を高め日常生活が維持できるよう必要な自宅支援と継続看護の重要性を学習する。

1．手術という特殊な危機状況に置かれた成人およびその家族の身体的・精神的・社会的影響を理解し、術前・術中・術後を
　  通した看護の役割について説明できる。
2．手術の適応となる疾病についてその病態と、治療や検査に伴う基本的看護について説明できる。
3． 手術侵襲による身体の生理的変化をアセスメントする基礎的能力を身につけると共に、合併症の予防ならびに早期回復に
　 向けた基礎的援助方法について説明できる。
4． 手術療法で身体の一部を喪失することにより、生理的・機能的変化を受けた成人の心理過程を理解し、機能回復や機能代替、 
　 生活能力回復へ向けた援助について説明できる。

必修 ２単位 ２年 通年
（後期）

Adult Nursing Ⅰ

まとめと評価

演　習

演　習

乳房術後のリハビリ、生活指導、ストーマサイトマーキング

三角枕装着での体位変換、免荷移動　他

手術により代謝機能に
変化を受ける患者の看護

・膵切除術を受ける患者の看護
・肝切除術を受ける患者の看護
・胆嚢・総胆管の手術を受ける患者の看護

・排泄路の変更術を受ける患者の看護：コロストミー造設術、
  ウロストミー造設術、ストーマの手当と管理、生活指導他
・乳房の手術を受ける患者の看護：乳房温存術、乳房切除術、
   ボディイメージ変化の受容、乳房術後の患側上肢のリハビリ、
   退院時生活指導　

・大腿骨頸部骨折患者の看護：ＩＭＨＳ、人工骨頭置換術
・その他の骨折患者の看護：牽引療法、膝関節の手術、腰椎圧迫骨折、
　脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、ギプス固定療法他 

開頭術を受ける患者の看護：くも膜下出血、血腫除去術、脳腫瘍
脳室ドレナージ、シャント術、ルンバール他　

（福井 40＋演習 10 点、中村 20 点，門司 20＋演習 10 点）

手術により運動機能の
変化を受ける患者の看護

手術により脳神経・
感覚機能の変化を受ける
患者の看護

手術により
ボディイメージの変化を
受ける患者の看護

中　村

福　井

門　司

福　井

福井 他

門司 他

中　村

系統看護学講座　別巻臨床外科看護総論・各論、消化器、内分泌代謝、女性生殖器、腎・泌尿器、
運動器、脳・神経（医学書院）

看護診断ハンドブック（医学書院）、ＮＡＮＤＡ－Ｉ看護診断（医学書院）、
リハビリテーション看護（医学書院）、ナーシングスキル、その他適宜提示する。

筆記試験 80 点、演習（参加態度、レポート）20 点の 100 点満点で評価する。

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

( 周術期にある成人の看護 )

臨

床

外

科

各

論

○中村眞理子・八尋陽子・門司真由美
　薄井嘉子・丸山智子・太田里枝
　青木奈緒子・福井幸子　他

成 人 看 護 援 助 論Ⅱ
(慢性疾患を持つ成人の看護）

成人期の身体的・精神的および社会的特徴を踏まえ、対象に関する健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護援助

を提供するための基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力、看護技術等を修得する。さらに、対象者がセルフケア能力を

高め日常生活が維持できるために必要な在宅支援と継続看護の重要性を学習する。

慢性疾患の概念，慢性疾患を生きるとは（身体・精神・社会的側面）、

慢性期看護の課題：自己管理の阻害要因、QOL、慢性期看護の重

要概念、終末期 / 臨死期における看護の倫理的課題

炎症性腸疾患：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会

的アセスメントの視点、症状コントロール法、消化器系検査時の

看護、経腸栄養・高カロリー輸液療法の援助および自己管理に向

けた支援、HTPN 管理、長期化する食事制限と QOL の課題、特

定疾患

肝炎・肝硬変・肝臓癌：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・

社会的アセスメントの視点、対症看護、腹水穿刺時の看護、肝庇護の

療養指導、INF療法と療養指導、PEIT, RFA, TAE, TACEと合併症予

防の看護、高侵襲検査時の看護（肝生検・血管造影等）、動注ポート

管理指導

慢性呼吸不全：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会

的アセスメントの視点、気管支鏡検査時の看護、酸素療法、吸入

療法、症状コントロール（呼吸困難の緩和法・排痰法・上気道感

染予防など日常生活管理）、在宅酸素療法導入時の課題と看護、

患者会、福祉制度

狭心症・急性心筋梗塞・慢性心不全：急性増悪・寛解の各期に応

じた身体・精神・社会的アセスメントの視点、血圧管理を含む食事・

薬物療法・日常生活の調整方法、ペースメーカー装着時の看護

必修 ２単位 ２年

通年

（前期）

Adult Nursing Ⅱ

1. 慢性的な健康障害を持つ対象とその家族の特徴を身体的・精神的・社会的側面から説明できる。

2. 慢性期における諸局面（寛解期・急性増悪期）に応じた治療・検査・療養管理に伴う看護について説明できる。

3. 慢性的な健康障害を持つ対象が、機能障害や生活制限を受容し、その人らしく生活を再構築できるための看護について説明できる。

4. 慢性的な健康障害を持つ対象の在宅療養に向けた退院支援、社会資源の活用方法について説明できる。

5. 全身状態が悪化し、終末期 / 臨死期に移行した対象への倫理的側面からの看護について説明できる。

慢性期及び終末期にある人への

看護の概要

代謝機能が障害された

対象への看護

消化吸収

排泄機能障害の

ある人への看護
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肝機能が障害された

対象への看護

循環機能が障害された

対象への看護

まとめと評価

内部恒常性機

能が障害された

対象への看護

八　尋

中　村

福　井

丸　山

八　尋

門　司

八　尋

系統看護学講座　成人看護学　総論、呼吸器、循環器、消化器、内分泌・代謝（医学書院）

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

メタボリックシンドローム・糖尿病　　　　　　 

急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会的アセスメント

の視点、合併症の進行予防に向けたセルフケア教育（食事・薬物・

運動療法・フットケア）、低血糖時の対処法、糖尿病食食品交換

表の活用方法、教育入院プログラム、自己効力感を高める援助

参考文献、参考資料等は講義の中で適宜提示する。

定期試験（筆記 100 点満点）で評価する。

○八尋陽子・福井幸子・中村眞理子

　門司真由美・丸山智子・薄井嘉子

　青木奈緒子　他
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成 人 看 護 援 助 論Ⅱ
(慢性疾患を持つ成人の看護）

成人期の身体的・精神的および社会的特徴を踏まえ、対象に関する健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護援助
を提供するための基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力、看護技術等を修得する。さらに、対象者がセルフケア能力を
高め日常生活が維持できるために必要な在宅支援と継続看護の重要性を学習する。

アレルギー：自己免疫疾患，アレルギー疾患：ＳＬＥ・関節リウマチ・
喘息の急性増悪期・寛解期に応じた身体・精神・社会的アセスメン
トの視点、ステロイド・免疫抑制剤使用時の療養指導（内服コンプ
ライアンスを高める援助）対症看護、日常生活援助、リハビリテーショ
ン、障害受容に向けた援助、特定疾患、社会資源の活用　

血液造血器疾患：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会
的アセスメントの視点、骨髄穿刺時の看護、貧血・出血傾向・感染
に起因する諸問題の軽減に向けた療養指導、輸血療法・骨髄移植時
のGVHD看護、高額医療制度、化学療法・放射線療法時の看護

下垂体疾患，甲状腺疾患，副甲状腺疾患，副腎疾患：内分泌機能亢進時，
機能低下時に応じた身体・精神・社会的アセスメントの視点，治療法（内
科的・外科的）と看護，特徴的症状と看護，薬物療法時の自己管理指導，
ＱＯＬ上の課題

慢性腎臓病：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会的ア
セスメントの視点、腎生検時の看護、尿毒症による安楽障害のケア、
療養生活とQOＬ上の課題、血液透析看護（保存期・導入期・維持期）、
透析導入によるライフスタイル再構築への支援、腹膜透析の在宅管
理、公費負担・福祉制度

脳梗塞・ＡＬＳ・パーキンソン病：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・
精神・社会的アセスメントの視点、食事・薬物療法、機能障害の進
行予防に向けた援助、生活機能障害とQOL上の課題、在宅支援　

がん看護の概要，外来がん化学療法と継続看護，全人的苦痛と緩和
ケア，がんによる終末期患者とその家族の看護，死後の処置

血糖測定

必修 ２単位 ２年 通年
（後期）

Adult Nursing Ⅱ

1. 慢性的な健康障害を持つ対象とその家族の特徴を身体的・精神的・社会的側面から説明することができる。
2. 慢性期における諸局面（寛解期・急性増悪期）に応じた治療・検査・療養管理に伴う看護について説明できる。
3. 慢性的な健康障害を持つ対象が、機能障害や生活制限を受容し、その人らしく生活を再構築できるための看護について説明できる。
4. 慢性的な健康障害を持つ対象の在宅療養に向けた退院支援、社会資源の活用方法について説明できる。
5. 全身状態が悪化し、終末期 / 臨死期に移行した対象への倫理的側面からの看護について説明できる。
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解
増
悪
の
繰
り
返
し
で
生
活
者
と
し
て
の

Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
影
響
を
受
け
る
対
象
へ
の
看
護

機
能
低
下
の
進
行
に
よ
り
生
命
が

危
機
的
状
態
に
陥
り
や
す
い
対
象
へ
の
看
護

内分泌機能が

障害された

対象への看護

生体防御泌機能が

障害された

対象への看護

内部恒常性機能が

障害された

対象への看護

終末期にある人の看護

演習

まとめと評価

脳・神経機能が
障害された
対象への看護

福　井

八　尋

八　尋

薄　井

薄井他

丸　山

八　尋

八　尋

系統看護学講座 　成人看護学　総論、内分泌・代謝、アレルギー・膠原病・感染症、脳・神経、腎・泌尿器、血液・造血器（医学書院）

参考文献、参考資料等は講義の中で適宜提示する。

筆記試験 90 点、演習 10 点の 100 点満点で評価する。

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

○八尋陽子・福井幸子・中村眞理子
　門司真由美・丸山智子・薄井嘉子
　青木奈緒子　他

老 年 看 護 学 概 論

加齢に伴う変化、高齢者の身体的・精神的・社会的機能の特徴の理解し、老いるということ、老いを生きるということへ思い
をよせて、高齢者を理解する。老年看護の成り立ちや老年看護における権利擁護のあり方を理解し、老年看護実践における看
護の役割や看護の視点やを理解する。さらに、高齢者を取り巻く保健医療福祉制度の動向を理解する。

必修 １単位 ２年 前期

Principles of Geriatric Nursing

1．ライフサイクルからみた老年者の特徴－加齢に伴う変化、身体的・精神的・社会的機能の変化、
　  発達課題について説明できる。
2．高齢者に関する保健の動向について説明できる。
3．高齢者の権利擁護の制度（虐待防止や権利擁護）について説明できる。
4．ICF の考えについて説明できる。
5．老年看護の理念や目標について説明ができる。
6．高齢者へのアセスメントの視点につて説明できる。
7．介護保険や保健医療福祉制度について説明できる。 
8．介護予防に向けた取り組みについて説明できる。
9．老いとは、老いを生きるとはについて、考え、自分なりの考えをまとめることができる。

老いとは、老いを生きるとは

老年看護のあり方

保健医療福祉の動向

まとめと評価

・加齢と老化
・高齢者保健
・加齢に伴う変化、身体的・精神的・社会的機能の変化、発達課題
・高齢者を取り巻く課題
   権利擁護、虐待防止、成年後見人制度

・老年看護を支える概念：ICF/ エンパワーメント　
・老年看護の理念、目標
・高齢者へのアセスメントの視点
・家族への支援、介護支援

・介護保険、保険医療福祉制度
・介護予防に向けた取り組み

穴　井

穴　井

穴　井

穴　井

系統看護学講座　専門Ⅱ　老年看護学　医学書院

授業態度・課題内容（20％）、定期試験（80％）など総合して判断する。　　

ＰＣ、または、ネットワークを利用した資料の提示を行う。

穴　井　め　ぐ　み
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成 人 看 護 援 助 論Ⅱ
(慢性疾患を持つ成人の看護）

成人期の身体的・精神的および社会的特徴を踏まえ、対象に関する健康問題を理解し、基本的ニーズに応じた適切な看護援助
を提供するための基礎知識、アセスメント能力、問題解決能力、看護技術等を修得する。さらに、対象者がセルフケア能力を
高め日常生活が維持できるために必要な在宅支援と継続看護の重要性を学習する。

アレルギー：自己免疫疾患，アレルギー疾患：ＳＬＥ・関節リウマチ・
喘息の急性増悪期・寛解期に応じた身体・精神・社会的アセスメン
トの視点、ステロイド・免疫抑制剤使用時の療養指導（内服コンプ
ライアンスを高める援助）対症看護、日常生活援助、リハビリテーショ
ン、障害受容に向けた援助、特定疾患、社会資源の活用　

血液造血器疾患：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会
的アセスメントの視点、骨髄穿刺時の看護、貧血・出血傾向・感染
に起因する諸問題の軽減に向けた療養指導、輸血療法・骨髄移植時
のGVHD看護、高額医療制度、化学療法・放射線療法時の看護

下垂体疾患，甲状腺疾患，副甲状腺疾患，副腎疾患：内分泌機能亢進時，
機能低下時に応じた身体・精神・社会的アセスメントの視点，治療法（内
科的・外科的）と看護，特徴的症状と看護，薬物療法時の自己管理指導，
ＱＯＬ上の課題

慢性腎臓病：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・精神・社会的ア
セスメントの視点、腎生検時の看護、尿毒症による安楽障害のケア、
療養生活とQOＬ上の課題、血液透析看護（保存期・導入期・維持期）、
透析導入によるライフスタイル再構築への支援、腹膜透析の在宅管
理、公費負担・福祉制度

脳梗塞・ＡＬＳ・パーキンソン病：急性増悪・寛解の各期に応じた身体・
精神・社会的アセスメントの視点、食事・薬物療法、機能障害の進
行予防に向けた援助、生活機能障害とQOL上の課題、在宅支援　

がん看護の概要，外来がん化学療法と継続看護，全人的苦痛と緩和
ケア，がんによる終末期患者とその家族の看護，死後の処置

血糖測定

必修 ２単位 ２年 通年
（後期）

Adult Nursing Ⅱ

1. 慢性的な健康障害を持つ対象とその家族の特徴を身体的・精神的・社会的側面から説明することができる。
2. 慢性期における諸局面（寛解期・急性増悪期）に応じた治療・検査・療養管理に伴う看護について説明できる。
3. 慢性的な健康障害を持つ対象が、機能障害や生活制限を受容し、その人らしく生活を再構築できるための看護について説明できる。
4. 慢性的な健康障害を持つ対象の在宅療養に向けた退院支援、社会資源の活用方法について説明できる。
5. 全身状態が悪化し、終末期 / 臨死期に移行した対象への倫理的側面からの看護について説明できる。
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内分泌機能が

障害された

対象への看護

生体防御泌機能が

障害された

対象への看護

内部恒常性機能が

障害された

対象への看護

終末期にある人の看護

演習

まとめと評価

脳・神経機能が
障害された
対象への看護

福　井

八　尋

八　尋

薄　井

薄井他

丸　山

八　尋

八　尋

系統看護学講座 　成人看護学　総論、内分泌・代謝、アレルギー・膠原病・感染症、脳・神経、腎・泌尿器、血液・造血器（医学書院）

参考文献、参考資料等は講義の中で適宜提示する。

筆記試験 90 点、演習 10 点の 100 点満点で評価する。

授業開始後 30 分を超えた遅刻は欠席として取り扱う。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示を行う。

○八尋陽子・福井幸子・中村眞理子
　門司真由美・丸山智子・薄井嘉子
　青木奈緒子　他

老 年 看 護 学 概 論

加齢に伴う変化、高齢者の身体的・精神的・社会的機能の特徴の理解し、老いるということ、老いを生きるということへ思い
をよせて、高齢者を理解する。老年看護の成り立ちや老年看護における権利擁護のあり方を理解し、老年看護実践における看
護の役割や看護の視点やを理解する。さらに、高齢者を取り巻く保健医療福祉制度の動向を理解する。

必修 １単位 ２年 前期

Principles of Geriatric Nursing

1．ライフサイクルからみた老年者の特徴－加齢に伴う変化、身体的・精神的・社会的機能の変化、
　  発達課題について説明できる。
2．高齢者に関する保健の動向について説明できる。
3．高齢者の権利擁護の制度（虐待防止や権利擁護）について説明できる。
4．ICF の考えについて説明できる。
5．老年看護の理念や目標について説明ができる。
6．高齢者へのアセスメントの視点につて説明できる。
7．介護保険や保健医療福祉制度について説明できる。 
8．介護予防に向けた取り組みについて説明できる。
9．老いとは、老いを生きるとはについて、考え、自分なりの考えをまとめることができる。

老いとは、老いを生きるとは

老年看護のあり方

保健医療福祉の動向

まとめと評価

・加齢と老化
・高齢者保健
・加齢に伴う変化、身体的・精神的・社会的機能の変化、発達課題
・高齢者を取り巻く課題
   権利擁護、虐待防止、成年後見人制度

・老年看護を支える概念：ICF/ エンパワーメント　
・老年看護の理念、目標
・高齢者へのアセスメントの視点
・家族への支援、介護支援

・介護保険、保険医療福祉制度
・介護予防に向けた取り組み

穴　井

穴　井

穴　井

穴　井

系統看護学講座　専門Ⅱ　老年看護学　医学書院

授業態度・課題内容（20％）、定期試験（80％）など総合して判断する。　　

ＰＣ、または、ネットワークを利用した資料の提示を行う。

穴　井　め　ぐ　み
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老 年 看 護 援 助 論

ライフサイクルにおける老年期に生きる意味と価値を深く広く理解したうえで、心身機能の維持や疾病の障害からの回復なら
びに安らかな死を支える老年看護実践の基盤となる知識と技術，及び社会保障制度を活用した援助について学ぶ。加えて，対
象者が快適な地域での療養生活を営むために必要な支援と継続看護の重要性を学修する。

必修 １単位 ２年 後期

Geriatric Nursing 

1．高齢者に起こりやすい事故の予防、急変の対処について説明できる。
2．高齢者に特徴的な症状および看護について、説明できる。
3．高齢者に特徴的な疾患の看護について、説明できる。
4．周手術期、リハビリテーション、終末期における看護について、説明できる。
5．認知障害における看護について、説明できる。
6．病院、施設での看護の特徴を説明できる。
7．老年看護援助の基本について、説明できる。（食事、活動・休息、排泄、清潔）

高齢者に多い健康障害と看護

認知障害への援助

老年看護援助の基本

①食生活

②排泄

③清潔　　

④活動と休息

まとめ

①高齢者のアセスメント
・加齢変化を踏まえたアセスメント
・フィジカルアセスメント
②症状別看護
・脱水、うつ／せん妄、廃用症候群、骨粗鬆症
・転倒予防、誤嚥／窒息、感染予防
③高齢者に特徴的な疾患別看護（老年の視点から）
・肺炎、脳卒中、大腿骨頸部骨折
④検査、手術、リハビリテーション時の看護
⑤高齢者の終末期ケア
⑥病院での看護、施設での看護
⑦高齢者関連制度

・加齢による摂食 / 嚥下 / 口腔機能の変化
・食生活のアセスメントと援助
・嚥下障害への援助
・加齢による排泄機能の変化
・排便・排尿のアセスメントと援助

・高齢者の皮膚の特徴、
・身体清潔、口腔ケアへの援助
・活動性拡大に向けた援助
・休息・睡眠への援助

・認知障害者の理解、認知の評価方法
・認知障害が日常生活へ及ぼす影響と援助
・認知障害者の援助の実際

穴　井

太　田

穴　井

太　田

穴　井

穴　井

外部講師

○太田　里枝・穴井　めぐみ 他

系統看護学講座　専門Ⅱ　老年看護学　医学書院

課題内容（10％）、授業態度（10％）、定期試験（80％）等で評価する。　

ネットワークを利用したレポート提出、課題提示などを行う。
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老 年 看 護 援 助 論

ライフサイクルにおける老年期に生きる意味と価値を深く広く理解したうえで、心身機能の維持や疾病の障害からの回復なら
びに安らかな死を支える老年看護実践の基盤となる知識と技術，及び社会保障制度を活用した援助について学ぶ。加えて，対
象者が快適な地域での療養生活を営むために必要な支援と継続看護の重要性を学修する。

必修 １単位 ２年 後期

Geriatric Nursing 

1．高齢者に起こりやすい事故の予防、急変の対処について説明できる。
2．高齢者に特徴的な症状および看護について、説明できる。
3．高齢者に特徴的な疾患の看護について、説明できる。
4．周手術期、リハビリテーション、終末期における看護について、説明できる。
5．認知障害における看護について、説明できる。
6．病院、施設での看護の特徴を説明できる。
7．老年看護援助の基本について、説明できる。（食事、活動・休息、排泄、清潔）

高齢者に多い健康障害と看護

認知障害への援助

老年看護援助の基本

①食生活

②排泄

③清潔　　

④活動と休息

まとめ

①高齢者のアセスメント
・加齢変化を踏まえたアセスメント
・フィジカルアセスメント
②症状別看護
・脱水、うつ／せん妄、廃用症候群、骨粗鬆症
・転倒予防、誤嚥／窒息、感染予防
③高齢者に特徴的な疾患別看護（老年の視点から）
・肺炎、脳卒中、大腿骨頸部骨折
④検査、手術、リハビリテーション時の看護
⑤高齢者の終末期ケア
⑥病院での看護、施設での看護
⑦高齢者関連制度

・加齢による摂食 / 嚥下 / 口腔機能の変化
・食生活のアセスメントと援助
・嚥下障害への援助
・加齢による排泄機能の変化
・排便・排尿のアセスメントと援助

・高齢者の皮膚の特徴、
・身体清潔、口腔ケアへの援助
・活動性拡大に向けた援助
・休息・睡眠への援助

・認知障害者の理解、認知の評価方法
・認知障害が日常生活へ及ぼす影響と援助
・認知障害者の援助の実際

穴　井

太　田

穴　井

太　田

穴　井

穴　井

外部講師

○太田　里枝・穴井　めぐみ 他

系統看護学講座　専門Ⅱ　老年看護学　医学書院

課題内容（10％）、授業態度（10％）、定期試験（80％）等で評価する。　

ネットワークを利用したレポート提出、課題提示などを行う。

リハビリテーション看護学

リハビリテーションの理念を理解し、チームによる総合的なプログラムの展開、そのなかでの看護師の果たす役割を理解する。
さまざまな障害をもつ人・家族が現状を受け入れ、生活を再構築し、最良の利益を実現することができるように必要な理論と
方法を学習する。

必修 １単位 ２年 後期

Rehabilitation  Nursing

（1）リハビリテーションの定義や目標を説明できる。
（2）リハビリテーションチームにおける看護の役割と機能を説明できる。
（3）障害の分類と構造や対象の身体・心理・社会的状況が説明できる。
（4）障害受容への援助、セルフケアへの援助、家族への援助について説明できる。
（5）それぞれの機能障害における必要な援助について安全・安楽・自立の視点で説明
　　できる。
　　①廃用症候群、②パーキンソン病による障害、③脳神経系障害（失語症、嚥下障害、運動障害）　
　　④高齢者におけるリハビリテーション

リハビリテーション看護概論

廃用症候群予防

パーキンソン病

高齢者リハビリテーション

脳神経系障害をもつ
患者の看護

・リハビリテーションの定義･目標
・障害の分類と構造
・リハビリテーション看護の確立･機能
・対象の理解－身体･心理・社会的側面から
・障害受容への援助
・家族への援助

・廃用症候のメカニズム
・廃用症候群予防への援助
・高齢者へのリハビリテーション

・パーキンソン病による障害への援助

・高齢者ﾘｸﾘｴｰｼｮﾝの実際（Bクラス）
・失語症・嚥下障害・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病による障害のDVD鑑賞による学習 （Aクラス）

・失語症・嚥下障害・運動障害への援助（講義・演習）

・高齢者ﾘｸﾘｴｰｼｮﾝの実際（Aクラス）
・失語症・嚥下障害・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病による障害のDVD鑑賞による学習（Bクラス）

穴　井

穴　井

外部講師

穴　井

穴　井

系統看護学講座　リハビリテーション看護　医学書院

授業・演習態度（20％）、課題内容（40％）、試験（40％）など総合して判断する。

PC、または、ネットワークを利用した資料の提示を行う。

穴　井　め　ぐ　み　他
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母 性 看 護 学 概 論

女性の一生を通じた母性の健康の保持・増進と次世代の健全育成を支援する看護を学ぶ。母性のライフサイクル各期における
発達課題を理解し、質の高い QOL を実現するためにセルフケア能力を高め、自ら健康を保持・増進できるよう、援助の理論
や基礎知識を学ぶ。また、母子や家族を取り巻く社会のニーズに対応した支援や地域における継続看護のあり方について考察
する。

必修 1単位 2年 後期

Principles of Maternity Nursing

1．母性看護の基盤となる主要な概念を説明できる。
2．母性看護の対象の特性を身体・心理・社会的側面から説明できる。
3．母性看護における援助理論や基礎知識を説明できる。
4．女性のライフサイクル各期における発達の特徴と健康問題や課題を説明できる。
5．ライフスサイクル各期の女性に対する看護援助について説明できる。
6．リプロダクティブヘルスケアを推進する看護援助について説明できる。
 

母性看護の基盤となる

概念と理論

人間の性と生殖

ライフサイクル各期の

女性の健康課題と看護

まとめと評価

母性看護とは

母性看護の視点：リプロダクティブヘルス／ライツ

　　　　　　　　セルフケア、ウエルネス

母性看護職者の法的責任と倫理

母性看護で用いられる理論

母子保健統計

セクシュアリティ

人の発生

性周期と生殖機能

ライフサイクルにおける女性の健康と看護の必要性

思春期女性の理解と看護

成熟期女性の理解と看護

更年期女性の理解と看護

虐待・性暴力を受けた子どもと女性の理解と看護

福　澤

福　澤

福　澤

福　澤

ナーシンググラフィカ　母性看護学①　母性看護実践の基本　メディカ出版

定期試験　100％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自学自習用の教材をネットワークを利用して提示する。

福　澤　雪　子 小 児 看 護 学 概 論

小児看護の対象である子どもと家族についての理解を深め、子どもと家族を取り巻く環境をふまえて健康上の問題を捉え、健
康を支援する小児看護のあり方について考察する。

必修 １単位 ２年 後期

Principles of Child Nursing

１．子どもを取り巻く環境とその影響について理解できる。
２．発達各期にある子どもの成長・発達の特徴について理解できる。
３．現代社会における子どもと家族の健康上の課題について述べることができる。
４．子どもの権利を基盤として、子どもと家族の健康支援における看護の役割について考察できる。

子どもの生活とケア

子どもの健康を守る社会施策

まとめと評価

小児看護の対象と目的
コースガイダンス

子ども観、子ども期、子どもの権利
小児医療の変遷と看護

子どもの健康問題
子どものヘルスプロモーション

発達各期の特徴をふまえた
子どもの生活とケア

子どもに関する統計
母子保健、児童福祉、児童虐待防止

子どもの疾病予防と事故防止

発育評価

「発達」の考え方、成長発達の一般原則
形態・機能的発達、心理・社会的発達

子どもと家族の健康①

子どもと家族の健康②

子どもの成長と発達①

子どもの成長と発達②

ナーシング・グラフィカ 28「小児の発達と看護」メディカ出版　第 3版

及川郁子　監修・編著；小児看護学叢書１　健康な子どもの看護　メヂカルフレンド社
小林登；子ども学のまなざし　明石書店
服部祥子；生涯人間発達論　医学書院
中野充、小笠毅；ハンドブック子どもの権利条約　岩波書店

筆記試験 70％、課題 30％　出席状況等で評価します。　

課題の提示および提出は、ネットワークを利用して行う。

○奥野由美子・中西真美子

　藤好　貴子

奥　野

奥　野

奥　野

藤　好

奥　野

奥　野

中　西

奥　野
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母 性 看 護 学 概 論

女性の一生を通じた母性の健康の保持・増進と次世代の健全育成を支援する看護を学ぶ。母性のライフサイクル各期における
発達課題を理解し、質の高い QOL を実現するためにセルフケア能力を高め、自ら健康を保持・増進できるよう、援助の理論
や基礎知識を学ぶ。また、母子や家族を取り巻く社会のニーズに対応した支援や地域における継続看護のあり方について考察
する。

必修 1単位 2年 後期

Principles of Maternity Nursing

1．母性看護の基盤となる主要な概念を説明できる。
2．母性看護の対象の特性を身体・心理・社会的側面から説明できる。
3．母性看護における援助理論や基礎知識を説明できる。
4．女性のライフサイクル各期における発達の特徴と健康問題や課題を説明できる。
5．ライフスサイクル各期の女性に対する看護援助について説明できる。
6．リプロダクティブヘルスケアを推進する看護援助について説明できる。
 

母性看護の基盤となる

概念と理論

人間の性と生殖

ライフサイクル各期の

女性の健康課題と看護

まとめと評価

母性看護とは

母性看護の視点：リプロダクティブヘルス／ライツ

　　　　　　　　セルフケア、ウエルネス

母性看護職者の法的責任と倫理

母性看護で用いられる理論

母子保健統計

セクシュアリティ

人の発生

性周期と生殖機能

ライフサイクルにおける女性の健康と看護の必要性

思春期女性の理解と看護

成熟期女性の理解と看護

更年期女性の理解と看護

虐待・性暴力を受けた子どもと女性の理解と看護

福　澤

福　澤

福　澤

福　澤

ナーシンググラフィカ　母性看護学①　母性看護実践の基本　メディカ出版

定期試験　100％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自学自習用の教材をネットワークを利用して提示する。

福　澤　雪　子 小 児 看 護 学 概 論

小児看護の対象である子どもと家族についての理解を深め、子どもと家族を取り巻く環境をふまえて健康上の問題を捉え、健
康を支援する小児看護のあり方について考察する。

必修 １単位 ２年 後期

Principles of Child Nursing

１．子どもを取り巻く環境とその影響について理解できる。
２．発達各期にある子どもの成長・発達の特徴について理解できる。
３．現代社会における子どもと家族の健康上の課題について述べることができる。
４．子どもの権利を基盤として、子どもと家族の健康支援における看護の役割について考察できる。

子どもの生活とケア

子どもの健康を守る社会施策

まとめと評価

小児看護の対象と目的
コースガイダンス

子ども観、子ども期、子どもの権利
小児医療の変遷と看護

子どもの健康問題
子どものヘルスプロモーション

発達各期の特徴をふまえた
子どもの生活とケア

子どもに関する統計
母子保健、児童福祉、児童虐待防止

子どもの疾病予防と事故防止

発育評価

「発達」の考え方、成長発達の一般原則
形態・機能的発達、心理・社会的発達

子どもと家族の健康①

子どもと家族の健康②

子どもの成長と発達①

子どもの成長と発達②

ナーシング・グラフィカ 28「小児の発達と看護」メディカ出版　第 3版

及川郁子　監修・編著；小児看護学叢書１　健康な子どもの看護　メヂカルフレンド社
小林登；子ども学のまなざし　明石書店
服部祥子；生涯人間発達論　医学書院
中野充、小笠毅；ハンドブック子どもの権利条約　岩波書店

筆記試験 70％、課題 30％　出席状況等で評価します。　

課題の提示および提出は、ネットワークを利用して行う。

○奥野由美子・中西真美子

　藤好　貴子

奥　野

奥　野

奥　野

藤　好

奥　野

奥　野

中　西

奥　野
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精 神 看 護 学 概 論

精神の構造や働き、心の発達・健康および精神に影響を及ぼす環境的要因について学習する。さらに、身体と精神の関連や、
精神を障がいされた人々やその家族のみならず、すべてのライフサイクルにある人を対象とした精神看護の目的と役割につい
て理解し、援助に必要な基礎的知識を学習する。

必修 １単位 ２年 前期

Principles of Psychiatric Nursing

１．精神看護の機能と役割を述べることができる
２．精神の健康の概念が説明できる
３．ストレスと危機理論を説明できる
４．危機介入のための援助を説明できる

　　　  〃

リエゾン精神看護

まとめと評価 まとめ、評価

精神看護とは 精神看護の目的と対象、役割の拡大

精神の発達過程・発達課題（フロイト、エリクソン等）、
防衛機制、精神的健康の定義

危機理論と介入（グループワーク）

リエゾン精神看護の目的・役割、不安、せん妄
看護師のメンタルヘルス

治療的コミュニケーション、相互作用 (プロセスレコード )

ストレス概念とコーピング、エンパワーメント

対人関係を構築する過程（ペプロウ、トラベルー等）

精神の発達と健康

精神看護学の土台となる
看護技術

対人関係論

身体と精神の相関

講義の中で随時紹介する

レポート（15%）、出席 (15%)、定期試験 (70%) の 3 項目で総合的に評価する

グループワークを随時取り入れながら授業を進めていきますので、
積極的に自分の考えを発言できることを期待します

参考文献をオンラインで紹介しますので予習・復習時に活用して下さい。

山　﨑　不　二　子

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

ナーシング・グラフィカ　精神看護学①情緒発達と看護の基本、メディカ出版
ナーシング・グラフィカ　精神看護学②精神障害と看護の実践、メディカ出版

精 神 保 健 看 護 論

精神保健の理念を理解し、精神的健康の維持・向上に向けた精神保健活動および精神保健上の社会問題に対する支援について
学ぶ

必修 １単位 ２年 後期

Principles of Mental Health Nursing

１．精神保健の理念について説明できる
２．健康的健康維持・向上に向けた精神保健活動について説明できる
３．精神保健上の社会的問題について説明できる
４．精神保健上の社会的問題に対する支援について説明できる
５．精神障がい者に対する精神保健活動について説明できる
６．精神障がい者を取り巻く法律や社会資源について説明できる

学校における精神保健上の問題とそれに対する支援

職場における精神保健上の問題とそれに対する支援

自殺防止とそのサポートシステム①

自殺防止とそのサポートシステム②

DV、デートDVとそれに対する支援

マタニティブルー・産後うつのメカニズムと看護

引きこもり、虐待の現状と課題

自己のメンタルヘルス①

自己のメンタルヘルス②

精神障がい者を支援する法制度

精神保健福祉法と社会資源①

精神保健福祉法と社会資源②

藤　野

藤　野

藤　野

藤　野

柴　田

柴　田

藤　野

大　野

大　野

藤　野

外部講師

藤　野

藤　野

藤　野

藤　野

出口貞子監修：ナーシンググラフィカ　精神看護学①情緒発達と看護の基本
出口貞子監修：ナーシンググラフィカ　精神看護学②精神障害と看護の実践

授業の中で随時紹介する

出席（20％）、レポート（20％）、定期試験（60％）

自学自習用教材を学内ネットワークを利用して提示する

課題の提示および提出は、学内ネットワークを利用する

○藤野　ユリ子・柴田　裕子

精神保健の理念と対象領域　精神保健医療福祉教育との連携
国際的視野から見た精神保健

精神保健の理念と領域

家庭と精神保健

学校と精神保健

職場における精神保健

社会病理現象と支援①

社会病理現象と支援②

社会病理現象と支援③

社会病理現象と支援④

社会病理現象と支援⑤

社会病理現象と支援⑥

社会病理現象と支援⑦

まとめと評価

家庭における精神保健上の問題
家庭における加速の精神保健問題への支援　家族機能アセスメント

精神障がい者を取り巻く
法律と社会資源①
精神障がい者を取り巻く
法律と社会資源②

精神障がい者を取り巻く
法律と社会資源③
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精 神 看 護 学 概 論

精神の構造や働き、心の発達・健康および精神に影響を及ぼす環境的要因について学習する。さらに、身体と精神の関連や、
精神を障がいされた人々やその家族のみならず、すべてのライフサイクルにある人を対象とした精神看護の目的と役割につい
て理解し、援助に必要な基礎的知識を学習する。

必修 １単位 ２年 前期

Principles of Psychiatric Nursing

１．精神看護の機能と役割を述べることができる
２．精神の健康の概念が説明できる
３．ストレスと危機理論を説明できる
４．危機介入のための援助を説明できる

　　　  〃

リエゾン精神看護

まとめと評価 まとめ、評価

精神看護とは 精神看護の目的と対象、役割の拡大

精神の発達過程・発達課題（フロイト、エリクソン等）、
防衛機制、精神的健康の定義

危機理論と介入（グループワーク）

リエゾン精神看護の目的・役割、不安、せん妄
看護師のメンタルヘルス

治療的コミュニケーション、相互作用 (プロセスレコード )

ストレス概念とコーピング、エンパワーメント

対人関係を構築する過程（ペプロウ、トラベルー等）

精神の発達と健康

精神看護学の土台となる
看護技術

対人関係論

身体と精神の相関

講義の中で随時紹介する

レポート（15%）、出席 (15%)、定期試験 (70%) の 3 項目で総合的に評価する

グループワークを随時取り入れながら授業を進めていきますので、
積極的に自分の考えを発言できることを期待します

参考文献をオンラインで紹介しますので予習・復習時に活用して下さい。

山　﨑　不　二　子

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

ナーシング・グラフィカ　精神看護学①情緒発達と看護の基本、メディカ出版
ナーシング・グラフィカ　精神看護学②精神障害と看護の実践、メディカ出版

精 神 保 健 看 護 論

精神保健の理念を理解し、精神的健康の維持・向上に向けた精神保健活動および精神保健上の社会問題に対する支援について
学ぶ

必修 １単位 ２年 後期

Principles of Mental Health Nursing

１．精神保健の理念について説明できる
２．健康的健康維持・向上に向けた精神保健活動について説明できる
３．精神保健上の社会的問題について説明できる
４．精神保健上の社会的問題に対する支援について説明できる
５．精神障がい者に対する精神保健活動について説明できる
６．精神障がい者を取り巻く法律や社会資源について説明できる

学校における精神保健上の問題とそれに対する支援

職場における精神保健上の問題とそれに対する支援

自殺防止とそのサポートシステム①

自殺防止とそのサポートシステム②

DV、デートDVとそれに対する支援

マタニティブルー・産後うつのメカニズムと看護

引きこもり、虐待の現状と課題

自己のメンタルヘルス①

自己のメンタルヘルス②

精神障がい者を支援する法制度

精神保健福祉法と社会資源①

精神保健福祉法と社会資源②

藤　野

藤　野

藤　野

藤　野

柴　田

柴　田

藤　野

大　野

大　野

藤　野

外部講師

藤　野

藤　野

藤　野

藤　野

出口貞子監修：ナーシンググラフィカ　精神看護学①情緒発達と看護の基本
出口貞子監修：ナーシンググラフィカ　精神看護学②精神障害と看護の実践

授業の中で随時紹介する

出席（20％）、レポート（20％）、定期試験（60％）

自学自習用教材を学内ネットワークを利用して提示する

課題の提示および提出は、学内ネットワークを利用する

○藤野　ユリ子・柴田　裕子

精神保健の理念と対象領域　精神保健医療福祉教育との連携
国際的視野から見た精神保健

精神保健の理念と領域

家庭と精神保健

学校と精神保健

職場における精神保健

社会病理現象と支援①

社会病理現象と支援②

社会病理現象と支援③

社会病理現象と支援④

社会病理現象と支援⑤

社会病理現象と支援⑥

社会病理現象と支援⑦

まとめと評価

家庭における精神保健上の問題
家庭における加速の精神保健問題への支援　家族機能アセスメント

精神障がい者を取り巻く
法律と社会資源①
精神障がい者を取り巻く
法律と社会資源②

精神障がい者を取り巻く
法律と社会資源③
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必修・選択

保健行動や健康管理の実態について自己理解を図り、自己理解を通して対象支援における保健指導の課題を理解する。
さらに、セルフケア教育活動を通して、効果的な「保健指導」の方法や技術、「行動変容」に向けての課題を理解する。

必修 ２単位 ２年 後期

Public Health Nursing Ⅰ

1.   自己の健康状態と生活習慣を客観的に知る。
2．保健行動変容のプロセスと方法を理解する。
3．保健指導に必要な情報を，観察や測定，面接により情報収集できる。
4．個人・家族の健康課題の原因・背景、および対処能力に関してアセスメントできる。
5．個人・家族が持つ問題解決能力に、自らが気づくように支援計画を立案できる。
6．基本的な個別事例（母子、成人、高齢者）の保健指導（ロールプレイ）が実施できる。
7．基本的な個別事例（母子、成人、高齢者）の保健指導（ロールプレイ）を評価することができる。
8．行動変容に結びつけるための保健指導方法について説明することができる。

プロローグ
個人
家族支援方法論

授業概要　健康測定演習の説明
健康の定義（ヘルスプロモーションなど）
保健行動と保健指導

１回目健康測定及び結果入力　生活習慣病予防の自己分析

食行動の評価と行動変容方法の検討

歯科保健の最近の動向と保健指導

運動実態の評価と行動変容方法の検討

母子の保健指導

成人の保健指導

高齢者の保健指導

市町村保健師による保健指導の実際

保健指導演習の説明
グループワーク（事前学習・指導計画立案・ロールプレイなど）
２回目健康測定会

保健指導演習発表会

健康管理の現状と課題の理解

テスト

健康測定演習を終えて考えたこと
（自己の健康状態や健康課題、数ヶ月後の目標設定）

保健指導の理論と技術
→健康相談・家庭訪問・健康診査 (検診 ) の目的、特性、
　対象、支援の実際 )

発達段階・健康課題ごとの
保健指導の実際

保健指導演習
・健診 (問診 )
・健相相談
・電話相談
・家庭訪問

まとめ

評価

健康測定演習

健康管理の現状と

課題の理解

松 　尾 

松 　尾 

松 　尾 

山 　田

山 　田

酒 　井

酒 　井
松 　尾 

松 　尾 

松 　尾 

外部講師

外部講師

外部講師

「公衆衛生看護学．jp」（インターメディカル）荒賀直子他

評価方法：定期試験　60％　提出課題（記述内容と提出状況）授業態度（参加度・役割遂行状況）40％　

適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題については、指定された様式に内容を
整理し、期限内に提出すること（学内ネットワークを利用することがある）。
講義該当部分に関しては、指定の教科書や参考書等を読み、予習・復習することを勧める。

「国民衛生の動向」（厚生統計協会）、「標準保健師講座　公衆衛生看護技術 2」（医学書院）中村裕美子他
「健康科学概論」（ヌーベルヒロカワ）後閑容子他　
「最新　保健学講座 2　公衆衛生看護支援技術」（メヂカルフレンド）村島幸代他

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織・光安　梢　他

１ 　　２

３　　４

５　　６

７　　８

９　１０

１１　１２

１３　１４

１５　１６

１７　１８

１９　２０
２１　２２
２３　２４
２５　２６
２７　２８
２９
３０

公 衆 衛 生 看 護 学Ⅰ
（保健活動・保健指導の基礎）

酒 　井

光　 安

在 宅 看 護 論Ⅰ

疾病や障がいを持ちながら自宅療養する方やその家族に対して、看護を提供するために必要な基礎的知識を学修する。また対象者の
健康問題やそれに伴う生活障害を、個々の生活信条および生活様式を含めて総合的にアセスメントし、他機関 / 他職種と連携しなが
ら対象者 (家族 ) の生活の質の維持・向上を目指した看護を習得する。統合科目の一つとして、関係領域で既習した知識や技術を応用・
発展していく能力も求められる。

１．社会的ニーズを背景に、在宅看護の機能と役割またその特徴について理解する。
２．在宅看護の変遷や関連する諸制度について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．在宅看護の対象者となる療養者および家族・地域を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．在宅看護活動の実際と在宅看護の専門性について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５．療養者や家族を支える社会資源や関連職種を知り、連携の必要性やその方法について理解する。　　　　　　　　　　　　　　
６．療養者・家族支援のための訪問看護過程や在宅ケアシステムを理解し、その方法について理解する。　　　　　　　　　　　　
７．医療機関における地域連携や退院支援の重要性など、病院看護師としての在宅療養支援のあり方について理解する。

必修 ２単位 ２年 後期

Home Care Nursing Ⅰ

訪問看護概論

訪問看護対象論

訪問看護展開論

訪問看護システム論

まとめ

評価

訪問看護をめぐる社会的背景（社会的ニーズ）

訪問看護の歴史、訪問（在宅）看護の定義・理念

訪問看護の諸制度（介護保険法　他）

対象となる個人と家族

対象となる地域、チームケアとカンファレス

訪問看護の実際

訪問看護過程

「訪問看護過程」作成　演習

地域ケアシステムとケアマネジメント、居宅サービス計画

「居宅サービス計画」作成　演習

退院調整／退院支援、早期退院連携

病院における地域連携の実際

酒　井

酒　井

酒　井

光　安

光　安

酒　井

外部講師

外部講師

○酒井　康江・光安　梢

「在宅看護学」（クオリティケア）　波川京子・三徳和子編集
「新版　介護保険べんり帳」（東京法規出版）

居宅サービス計画書作成の手引き　財団法人長寿社会開発センター
在宅看護論　地域療養を支えるケア　メディカ出版　臺有佳編者代表

・筆記試験 80％
・課題レポート提出状況とその内容、授業への参加態度および取組み姿勢 20％

学内ネットワークを利用した課題提出を行うことがある。
学生の皆さんには“対象者が安心して療養生活がおくれるような退院支援・退院指導ができる看護職”
になっていただきたい。この授業ではそのノウハウを学んでいく。

１ 　　２

３　　４

５　　６

７　　８

９　１０

１１　１２

１３　１４

１５　１６

１７　１８

１９　２０

２１　２２

２３　２４

２５　２６

２７　２８

２９

３０

光 安

酒 井

外
部
講
師
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必修・選択

保健行動や健康管理の実態について自己理解を図り、自己理解を通して対象支援における保健指導の課題を理解する。
さらに、セルフケア教育活動を通して、効果的な「保健指導」の方法や技術、「行動変容」に向けての課題を理解する。

必修 ２単位 ２年 後期

Public Health Nursing Ⅰ

1.   自己の健康状態と生活習慣を客観的に知る。
2．保健行動変容のプロセスと方法を理解する。
3．保健指導に必要な情報を，観察や測定，面接により情報収集できる。
4．個人・家族の健康課題の原因・背景、および対処能力に関してアセスメントできる。
5．個人・家族が持つ問題解決能力に、自らが気づくように支援計画を立案できる。
6．基本的な個別事例（母子、成人、高齢者）の保健指導（ロールプレイ）が実施できる。
7．基本的な個別事例（母子、成人、高齢者）の保健指導（ロールプレイ）を評価することができる。
8．行動変容に結びつけるための保健指導方法について説明することができる。

プロローグ
個人
家族支援方法論

授業概要　健康測定演習の説明
健康の定義（ヘルスプロモーションなど）
保健行動と保健指導

１回目健康測定及び結果入力　生活習慣病予防の自己分析

食行動の評価と行動変容方法の検討

歯科保健の最近の動向と保健指導

運動実態の評価と行動変容方法の検討

母子の保健指導

成人の保健指導

高齢者の保健指導

市町村保健師による保健指導の実際

保健指導演習の説明
グループワーク（事前学習・指導計画立案・ロールプレイなど）
２回目健康測定会

保健指導演習発表会

健康管理の現状と課題の理解

テスト

健康測定演習を終えて考えたこと
（自己の健康状態や健康課題、数ヶ月後の目標設定）

保健指導の理論と技術
→健康相談・家庭訪問・健康診査 (検診 ) の目的、特性、
　対象、支援の実際 )

発達段階・健康課題ごとの
保健指導の実際

保健指導演習
・健診 (問診 )
・健相相談
・電話相談
・家庭訪問

まとめ

評価

健康測定演習

健康管理の現状と

課題の理解

松 　尾 

松 　尾 

松 　尾 

山 　田

山 　田

酒 　井

酒 　井
松 　尾 

松 　尾 

松 　尾 

外部講師

外部講師

外部講師

「公衆衛生看護学．jp」（インターメディカル）荒賀直子他

評価方法：定期試験　60％　提出課題（記述内容と提出状況）授業態度（参加度・役割遂行状況）40％　

適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題については、指定された様式に内容を
整理し、期限内に提出すること（学内ネットワークを利用することがある）。
講義該当部分に関しては、指定の教科書や参考書等を読み、予習・復習することを勧める。

「国民衛生の動向」（厚生統計協会）、「標準保健師講座　公衆衛生看護技術 2」（医学書院）中村裕美子他
「健康科学概論」（ヌーベルヒロカワ）後閑容子他　
「最新　保健学講座 2　公衆衛生看護支援技術」（メヂカルフレンド）村島幸代他

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織・光安　梢　他

１ 　　２

３　　４

５　　６

７　　８

９　１０

１１　１２

１３　１４

１５　１６

１７　１８

１９　２０
２１　２２
２３　２４
２５　２６
２７　２８
２９
３０

公 衆 衛 生 看 護 学Ⅰ
（保健活動・保健指導の基礎）

酒 　井

光　 安

在 宅 看 護 論Ⅰ

疾病や障がいを持ちながら自宅療養する方やその家族に対して、看護を提供するために必要な基礎的知識を学修する。また対象者の
健康問題やそれに伴う生活障害を、個々の生活信条および生活様式を含めて総合的にアセスメントし、他機関 / 他職種と連携しなが
ら対象者 (家族 ) の生活の質の維持・向上を目指した看護を習得する。統合科目の一つとして、関係領域で既習した知識や技術を応用・
発展していく能力も求められる。

１．社会的ニーズを背景に、在宅看護の機能と役割またその特徴について理解する。
２．在宅看護の変遷や関連する諸制度について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．在宅看護の対象者となる療養者および家族・地域を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．在宅看護活動の実際と在宅看護の専門性について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５．療養者や家族を支える社会資源や関連職種を知り、連携の必要性やその方法について理解する。　　　　　　　　　　　　　　
６．療養者・家族支援のための訪問看護過程や在宅ケアシステムを理解し、その方法について理解する。　　　　　　　　　　　　
７．医療機関における地域連携や退院支援の重要性など、病院看護師としての在宅療養支援のあり方について理解する。

必修 ２単位 ２年 後期

Home Care Nursing Ⅰ

訪問看護概論

訪問看護対象論

訪問看護展開論

訪問看護システム論

まとめ

評価

訪問看護をめぐる社会的背景（社会的ニーズ）

訪問看護の歴史、訪問（在宅）看護の定義・理念

訪問看護の諸制度（介護保険法　他）

対象となる個人と家族

対象となる地域、チームケアとカンファレス

訪問看護の実際

訪問看護過程

「訪問看護過程」作成　演習

地域ケアシステムとケアマネジメント、居宅サービス計画

「居宅サービス計画」作成　演習

退院調整／退院支援、早期退院連携

病院における地域連携の実際

酒　井

酒　井

酒　井

光　安

光　安

酒　井

外部講師

外部講師

○酒井　康江・光安　梢

「在宅看護学」（クオリティケア）　波川京子・三徳和子編集
「新版　介護保険べんり帳」（東京法規出版）

居宅サービス計画書作成の手引き　財団法人長寿社会開発センター
在宅看護論　地域療養を支えるケア　メディカ出版　臺有佳編者代表

・筆記試験 80％
・課題レポート提出状況とその内容、授業への参加態度および取組み姿勢 20％

学内ネットワークを利用した課題提出を行うことがある。
学生の皆さんには“対象者が安心して療養生活がおくれるような退院支援・退院指導ができる看護職”
になっていただきたい。この授業ではそのノウハウを学んでいく。

１ 　　２

３　　４

５　　６

７　　８

９　１０

１１　１２

１３　１４

１５　１６

１７　１８

１９　２０

２１　２２

２３　２４

２５　２６

２７　２８

２９

３０

光 安

酒 井

外
部
講
師
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医 療 安 全 管 理 論

診療に伴うリスクから患者を守る看護者の責務を理解し、患者安全（Patient Safety）確保の具体的方法とその根拠となる基礎
的知識・技術を修得し、組織および看護提供場面におけるセーフティマネジメントを実践する態度を養う。

必修 １単位 ２年 後期

Management of Patient Safety

１．医療に伴うリスクの概要を理解し患者安全の重要性を説明できる。
２．患者安全確保に関する社会の取組の現状と課題を考察することができる。
３．患者安全に影響するヒューマンファクターを理解し患者安全確保の行動がとれるようになる。
４．臨地実習において患者の安全を優先した学習行動がとれる。

患者安全の基礎

人間は誰でも間違える
“To Err is Human”

安全な医療提供システム

チームとコミュニケーション

エラーに学び、害を予防する

患者や介護者と協同する

臨床におけるリスクマネジメント

感染の予防と管理

患者安全と侵襲的処置Ⅰ

患者安全と侵襲的処置Ⅱ

投薬の安全性を改善するⅠ

投薬の安全性を改善するⅡ

療養中のケアを改善する

日本における医療安全の取組み

まとめと評価

患者安全の原理と患者安全が果たす役割
・医療上のエラーやシステムとしての失敗に起因する害
・医療界や他産業における失敗から得られた教訓
・患者安全モデル
・患者安全におけるヒューマンファクターズの重要性
ヒューマンファクターズと人間工学
ヒューマンファクターズと患者安全の確保方法
・Reason の「スイスチーズ」モデル
・パーソンアプローチからシステムズアプローチへの転換
・安全な医療提供システムを構成する要素と実施方法
・医療チームのためのコミュニケーション技術
・意見の不一致や対立を解決する方法

・パートナーとしての患者・家族
・情報開示と日常の良好なコミュニケーション
・インシデント報告とインシデントモニタリング
・リスクアセスメントとリスクマネジメント
・感染制御と患者安全の重要性
・感染管理の組織的取り組みおよび個人の感染防御技術
・外科的および侵襲的処置に伴う有害事象の原因と安全対策
・手術室におけるリスクおよびエラー軽減の技術
・ライントラブルと患者安全
・安全な輸血システム

・薬剤使用に伴うリスクと投薬の安全性を高める方法

・内服薬、注射薬、インスリン、輸血と患者安全技術

・転倒・転落のリスクと発生予防
・熱傷、誤嚥のリスクと発生予防
・日本における医療安全推進の背景と経緯
・医療安全に関する国、地方自治体、学会、職能団体の取組み

・主なエラーの種類
・エラーのリスクを高める状況や要因
・有害事象の分析（RCA根本原因分析）

田　中

田　中

田　中

田　中

田　中

田　中

馬　場

田　中

田　中

田　中

田　中

田　中

田　中

田　中

田　中

田　中　洋　子
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ＷＨＯ患者安全カリキュラムガイド
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筆記試験 70％、課題提出と授業への参加度 30％

老 年 看 護 援 助 論

ライフサイクルにおける老年期に生きる意味と価値を深く広く理解したうえで、心身機能の維持や疾病の障害からの回復なら
びに安らかな死を支える老年看護実践の基盤となる知識と技術，及び社会保障制度を活用した援助について学ぶ。加えて，対
象者が快適な地域での療養生活を営むために必要な支援と継続看護の重要性を学修する。

必修 １単位 ３年 前期

Geriatric Nursing 

1．高齢者に起こりやすい事故の予防、急変の対処について説明できる。
2．高齢者に特徴的な症状および看護について、説明できる。
3．高齢者に特徴的な疾患の看護について、説明できる。
4．周手術期、リハビリテーション、終末期における看護について、説明できる。
5．認知障害における看護について、説明できる。
6．病院、施設での看護の特徴を説明できる。
7．老年看護援助の基本について、説明できる。（食事、活動・休息、排泄、清潔）

①高齢者のアセスメント
・加齢変化を踏まえたアセスメント
・フィジカルアセスメント
②症状別看護
・脱水、うつ／せん妄、廃用症候群、骨粗鬆症
・転倒予防、誤嚥／窒息、感染予防
③高齢者に特徴的な疾患別看護（老年の視点から）
・肺炎、脳卒中、大腿骨頸部骨折
④検査、手術、リハビリテーション時の看護
⑤高齢者の終末期ケア
⑥病院での看護、施設での看護
⑦高齢者関連制度

・加齢による摂食 / 嚥下 / 口腔機能の変化
・食生活のアセスメントと援助
・嚥下障害への援助
・加齢による排泄機能の変化
・排便・排尿のアセスメントと援助

・高齢者の皮膚の特徴、
・身体清潔、口腔ケアへの援助
・活動性拡大に向けた援助
・休息・睡眠への援助

・認知障害者の理解、認知の評価方法

・認知障害が日常生活へ及ぼす影響と援助

・認知障害者の援助の実際

・高齢者体験　・老年期を生きる人々とは　・援助を受けながら生活する高齢者 穴井・太田

高齢者に多い健康障害と看護

老年看護援助の基本

①食生活　

②排泄

③清潔　　

④活動と休息

まとめ

認知障害への援助

老年期を生きる意味と価値の理解

穴　井

太　田

穴　井

外部講師

穴　井

太　田

穴　井
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課題内容（10％）、授業態度（10％）、定期試験（80％）等で評価する。　　　　　　　

ネットワークを利用したレポート提出、課題提示などを行う。

○太田　里枝・穴井　めぐみ 他


