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【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
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80
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83･85
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92
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94
95
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99
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101
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106
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112
113
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115
116
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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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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

系統看護学講座　看護の統合と実践 2　医療安全　医学書院　第 3版

ＷＨＯ患者安全カリキュラムガイド
川村治子著：医療安全ワークブック、第 2版、医学書院

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

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。

○太田　里枝・穴井　めぐみ 他
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クリティカルケア

人体に多大な侵襲をうけ、生命および精神的に危機状況にある患者および家族の特性を理解し、救命のための基本的知識およ
び技術を習得する。具体的に、患者・家族をとりまく周辺の環境、身体的および精神的危機状況、救急蘇生の基本的知識と技術、
ME機器装着中の看護、ME機器管理、易感染性に対する病院感染制御などについて学習する。

必修 １単位 ３年 前期

Critical Care

１．クリティカルケアを必要とする患者および家族の特徴を説明することができる。
２．クリティカルケアにおける様々な倫理的課題について述べることができる。
３．心肺脳蘇生法の基礎知識を理解し、一次救命処置を実践でき、二次救命処置を説明できる。
４．クリティカルケアが提供される場における看護援助の実際を説明できる。
　   （多大な侵襲がある手術を受ける患者の看護、ME機器装着中の看護、身体的・精神的危機状況にある患者とその家族への看護等）
５．易感染性のある対象に感染対策および病院感染制御の方法を説明できる。
６．術後の集中ケアが必要な患者の看護援助ができる（モデル使用） 
７．クリティカルケア看護師に求められる能力について述べることができる。

感染管理

家族への援助

看護の特徴

まとめと評価

易感染性の対象と感染対策

危機的状況にある患者の家族への援助

クリティカルケア看護師に求められる能力

クリティカルケア看護とは

食道の手術を受ける患者の看護

肺の切除術を受ける患者の看護

心臓の手術を受ける患者の看護

＊ICUにおける看護援助の実際（CCU含む）

＊救急における看護援助の実際

一次・二次救命処置、バッグ・バルブ・マスク法
人工呼吸、気管内挿管セット・救急カートの取扱い、
術後ベッド作成、ガーゼ交換、ドレーン管理、
術後ケアの実際、早期離床の援助

講 

義

演
　
習

１．クリティカルケアの定義、クリティカルケアを必要とする
　　対象（患者）、クリティカルケアの場
２．クリティカルケアにおける様々な倫理的課題

１．クリティカルケアを必要とする患者の状態、回復過程、患者・家族の特徴

２．生命維持、全身状態の改善、二次障害の予防

中　村

中　村

中　村

福　井

福　井

福　井

福　井

福　井

福　井

福　井

薄井 他

外部講師

○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

系統看護学講座　別巻クリティカルケア看護学　医学書院

参考文献、資料等は授業の中で適宜提示する。

定期試験（50％）、レポート（50％）で評価する。

30 分以上の遅刻は欠席とする。

１～７回は３年生のクリティカルケア、８～１１回は２年生の成人看護援助論Ⅰの演習。
１２～１４回はクラス。＊のテーマは外部講師の講義による。
学内ネットワークを利用した自己学習、課題の提示やレポートの提出を行う。

クリティカルな状況にある
患者の主要病態の特徴と看護

多大な侵襲がある
手術を受ける患者の
クリティカルケア

看護援助の実際

クリティカルな状況に
ある患者への援助
（演習は 2年生の成人
看護援助論Ⅰにおいて行う）

救命処置の理論、救命処置の原理・原則、
心肺脳蘇生法の基本的知識、一次・二次救命処置
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クリティカルケア

人体に多大な侵襲をうけ生命および心理的に危機状況にある患者および家族の特性を理解し、救命のための基本的知識を習得
する。具体的に、患者・家族をとりまく周辺の環境、身体的および心理的危機状況、ME 機器装着中の看護、ME 機器管理、
などについて学習する。

必修 １単位 ３年 前期

Critical Care

１．クリティカルケアを必要とする患者および家族の特徴を説明することができる。
２．クリティカルケアにおける様々な倫理的課題について述べることができる。
３．クリティカルケアが提供される場における看護援助の実際を説明することができる。
　  （多大な侵襲がある手術を受ける患者の看護、ME機器装着中の看護、身体的・心理的危機状況にある患者とその家族への看護等）
４．クリティカルケア看護師に求められる能力について述べることができる。

クリティカルケア看護とは

クリティカルな状況にある
患者の主要病態の特徴と看護

多大な侵襲がある手術を
受ける患者の
クリティカルケア

看護援助の実際

まとめと評価

１．クリティカルケアの定義、クリティカルケアを
　　必要とする対象（患者）、クリティカルケアの場
２．クリティカルケアにおける様々な倫理的課題

１．クリティカルケアを必要とする患者の状態、回復過程、
　　患者・家族の特徴
２．生命維持、全身状態の改善、二次障害の予防
３．クリティカルケア看護師に求められる能力

食道の手術を受ける患者の看護

肺の切除術を受ける患者の看護

心臓の手術を受ける患者の看護

ICUにおける看護援助の実際　（CCU含む）

救急における看護援助の実際

系統看護学講座　別巻クリティカルケア看護学　医学書院

参考文献、資料等は授業の中で適宜提示する。

定期試験（100％）で評価する。

30 分以上の遅刻は欠席とする。

○福井　幸子・中村　眞理子 他

福　井

福　井

外部講師

中　村

中　村

中　村

福　井

クリティカルケア

人体に多大な侵襲をうけ、生命および精神的に危機状況にある患者および家族の特性を理解し、救命のための基本的知識およ
び技術を習得する。具体的に、患者・家族をとりまく周辺の環境、身体的および精神的危機状況、救急蘇生の基本的知識と技術、
ME機器装着中の看護、ME機器管理、易感染性に対する病院感染制御などについて学習する。

必修 １単位 ３年 前期

Critical Care

１．クリティカルケアを必要とする患者および家族の特徴を説明することができる。
２．クリティカルケアにおける様々な倫理的課題について述べることができる。
３．心肺脳蘇生法の基礎知識を理解し、一次救命処置を実践でき、二次救命処置を説明できる。
４．クリティカルケアが提供される場における看護援助の実際を説明できる。
　   （多大な侵襲がある手術を受ける患者の看護、ME機器装着中の看護、身体的・精神的危機状況にある患者とその家族への看護等）
５．易感染性のある対象に感染対策および病院感染制御の方法を説明できる。
６．術後の集中ケアが必要な患者の看護援助ができる（モデル使用） 
７．クリティカルケア看護師に求められる能力について述べることができる。

感染管理

家族への援助

看護の特徴

まとめと評価

易感染性の対象と感染対策

危機的状況にある患者の家族への援助

クリティカルケア看護師に求められる能力

クリティカルケア看護とは

食道の手術を受ける患者の看護

肺の切除術を受ける患者の看護

心臓の手術を受ける患者の看護

＊ICUにおける看護援助の実際（CCU含む）

＊救急における看護援助の実際

一次・二次救命処置、バッグ・バルブ・マスク法
人工呼吸、気管内挿管セット・救急カートの取扱い、
術後ベッド作成、ガーゼ交換、ドレーン管理、
術後ケアの実際、早期離床の援助

講 

義

演
　
習

１．クリティカルケアの定義、クリティカルケアを必要とする
　　対象（患者）、クリティカルケアの場
２．クリティカルケアにおける様々な倫理的課題

１．クリティカルケアを必要とする患者の状態、回復過程、患者・家族の特徴

２．生命維持、全身状態の改善、二次障害の予防

中　村

中　村

中　村

福　井

福　井

福　井

福　井

福　井

福　井

福　井

薄井 他

外部講師

○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

系統看護学講座　別巻クリティカルケア看護学　医学書院

参考文献、資料等は授業の中で適宜提示する。

定期試験（50％）、レポート（50％）で評価する。

30 分以上の遅刻は欠席とする。

１～７回は３年生のクリティカルケア、８～１１回は２年生の成人看護援助論Ⅰの演習。
１２～１４回はクラス。＊のテーマは外部講師の講義による。
学内ネットワークを利用した自己学習、課題の提示やレポートの提出を行う。

クリティカルな状況にある
患者の主要病態の特徴と看護

多大な侵襲がある
手術を受ける患者の
クリティカルケア

看護援助の実際

クリティカルな状況に
ある患者への援助
（演習は 2年生の成人
看護援助論Ⅰにおいて行う）

救命処置の理論、救命処置の原理・原則、
心肺脳蘇生法の基本的知識、一次・二次救命処置
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成人・老年看護援助論演習

成人期・老年期の健康問題を持つ対象に対する看護援助を考えるために、ゴードンの健康パターンから見出された情報を総合
的にアセスメントし、看護問題の抽出、問題解決のためのケア計画など、机上の事例でもって具体的に看護過程を展開する方
法を理解し実践に結び付ける。

必修 １単位 ３年 前期

Seminar of Adult and Geriatric Nursing

１．既習の知識を統合･活用し，看護過程が展開できる。
２．健康障害や治療、入院生活が及ぼす影響を説明することができる。
３．成人期、老年期の身体的・精神的・社会的特徴を踏まえて、アセスメントすることができる。
４．回復への援助、日常生活の自立、社会生活の適応に向けた計画を立案することができる。
５．患者指導の必要性、行動変容のために必要な理論について理解することができる。

成人看護学 (慢性期 )　展開①

成人看護学 (慢性期 )　展開②

成人看護学 (慢性期 )　展開③

成人看護学 (慢性期 )　展開④

成人看護学 (慢性期 )　展開⑤

成人看護学 (急性期 )　展開①

成人看護学 (急性期 )　展開②

成人看護学 (急性期 )　展開③

成人看護学 (急性期 )　展開④

成人看護学 (急性期 )　展開⑤

老年看護学　展開①

老年看護学　展開②

老年看護学　展開③

老年看護学　展開④

老年看護学　展開⑤

演習計画、事例紹介　（胃がん）

胃切除術（前・直後・術後）の看護過程の展開
アセスメント、健康問題（看護診断）の明確化
看護目標の設定、看護計画

様式の説明、事例紹介

看護過程の展開　・A記録様式 1、2

看護過程の展開
・A記録様式 3、4

看護過程の展開　・A記録様式 5-1、5-2
まとめ

援助技術演習 　　　　　　   　看護過程の展開

援助技術演習
口腔ケア・義歯取り扱い　他

看護過程と看護診断の基本的知識
演習計画、事例紹介（糖尿病）

糖尿病の看護課程の展開
アセスメント、健康問題（看護診断）の明確化
看護目標の設定、看護計画

門司

丸山 他

門司 他

太田 他

看護診断ハンドブック　医学書院、NANDA－Ｉ看護診断　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。

授業・演習への参加態度 (10％)、レポート提出状況 (10％)、レポート内容等 (80％) で評価する。

授業に関してのお知らせや資料の提示等は、掲示・配布以外に学内ネットワークを利用して
行う場合もあるので、メールの設定を必ず行っておくこと。

学内ネットワークを利用したレポート提出、課題提示等を行う。

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

母性看護学 [2] 母性看護学各論　医学書院、「病気がみえる 10 産科」、その他、適宜紹介する。

試験の成績（中間・終了試験）90％、課題レポート 10％による、総合評価。　

ネットワークを利用して自学自習用教材を提示する。

紙上事例を用いた看護過程の展開では課題レポートを予定している。

母 性 看 護 援 助 論

マタニティサイクル期（妊娠・分娩・産褥・新生児期）の母子および家族を含めた対象の理解と看護の特徴ならびに援助方法
について学ぶ。マタニティサイクル期の対象は、身体・心理・社会的にもダイナミックに変化する時期でもある。この時期の
変化に対する適応過程を理解し、対象が健康を保持・増進し、ウエルネスを高めるための基本的な援助方法について学習する。
また、正常から逸脱している対象を well-being に向けて援助方法する方法についても学習する。

必修 ２単位 ３年 前期

Maternity Nursing

1．マタニティサイクル各期の母子家族の身体・心理・社会的変化について説明できる。
2．マタニティサイクル各期の母子のフィジカルアセスメントと看護ケアについて説明できる。
3．マタニティサイクル期の対象のウエルネスを高める基本的な援助方法について説明できる。
4．ハイリスクな状況にある対象をwell-being に向けて援助する方法について説明できる。
5．マタニティサイクル期の家族の理解と看護ケアについて説明できる。
6．紙上事例を用いて母性の看護過程を展開することができる。

○福澤　雪子・椎葉 美千代
　田出　美紀

3. 褥婦の看護

4. 新生児の看護

評価

1. 妊婦の看護

2. 産婦の看護

特別講義

特別講義

中間評価

周産期看護の役割、母性における看護過程の展開
胎児の発育に伴う妊婦の身体的変化
妊婦の日常生活と看護ケア
妊娠中に起こる不快症状と看護ケア
妊婦のリスクと看護ケア

分娩開始と経過
分娩進行に伴う産婦・胎児の変化と看護アセスメント
産婦および家族のニーズと看護ケア
分娩の進行と産婦・胎児のリスク
ハイリスク妊産婦の看護

試験

褥婦のフィジカルアセスメントと看護ケア
褥婦の心理社会的変化のアセスメントと看護
帝王切開術後の褥婦の看護ケア
母乳育児と看護
ハイリスク褥婦の看護（早産の看護を含む）
周産期の死を体験した家族の理解と看護
紙上事例による看護過程の展開

新生児の生理学的適応とアセスメント　早期新生児期の看護ケア
ハイリスク新生児の理解と看護　障がいをもつ子どもの理解と看護

地域に密着した看護

母子に寄り添う看護実践

福　澤

福　澤

福　澤

椎葉 他

田　出

村田 千代子

上田 たかこ

椎葉・田出

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

成人・老年看護援助論演習

成人期・老年期の健康問題を持つ対象に対する看護援助を考えるために、ゴードンの健康パターンから見出された情報を総合
的にアセスメントし、看護問題の抽出、問題解決のためのケア計画など、机上の事例でもって具体的に看護過程を展開する方
法を理解し実践に結び付ける。

必修 １単位 ３年 前期

Seminar of Adult and Geriatric Nursing

１．既習の知識を統合･活用し，看護過程が展開できる。
２．健康障害や治療、入院生活が及ぼす影響を説明することができる。
３．成人期、老年期の身体的・精神的・社会的特徴を踏まえて、アセスメントすることができる。
４．回復への援助、日常生活の自立、社会生活の適応に向けた計画を立案することができる。
５．患者指導の必要性、行動変容のために必要な理論について理解することができる。

成人看護学 (慢性期 )　展開①

成人看護学 (慢性期 )　展開②

成人看護学 (慢性期 )　展開③

成人看護学 (慢性期 )　展開④

成人看護学 (慢性期 )　展開⑤

成人看護学 (急性期 )　展開①

成人看護学 (急性期 )　展開②

成人看護学 (急性期 )　展開③

成人看護学 (急性期 )　展開④

成人看護学 (急性期 )　展開⑤

老年看護学　展開①

老年看護学　展開②

老年看護学　展開③

老年看護学　展開④

老年看護学　展開⑤

演習計画、事例紹介　（胃がん）

胃切除術（前・直後・術後）の看護過程の展開
アセスメント、健康問題（看護診断）の明確化
看護目標の設定、看護計画

様式の説明、事例紹介

看護過程の展開　・A記録様式 1、2

看護過程の展開
・A記録様式 3、4

看護過程の展開　・A記録様式 5-1、5-2
まとめ

援助技術演習 　　　　　　   　看護過程の展開

援助技術演習
口腔ケア・義歯取り扱い　他

看護過程と看護診断の基本的知識
演習計画、事例紹介（糖尿病）

糖尿病の看護課程の展開
アセスメント、健康問題（看護診断）の明確化
看護目標の設定、看護計画

門司

丸山 他

門司 他

太田 他

看護診断ハンドブック　医学書院、NANDA－Ｉ看護診断　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。

授業・演習への参加態度 (10％)、レポート提出状況 (10％)、レポート内容等 (80％) で評価する。

授業に関してのお知らせや資料の提示等は、掲示・配布以外に学内ネットワークを利用して
行う場合もあるので、メールの設定を必ず行っておくこと。

学内ネットワークを利用したレポート提出、課題提示等を行う。

○門司真由美・福井幸子・穴井めぐみ
　八尋陽子・中村眞理子・太田里枝
　丸山智子・薄井嘉子・青木奈緒子 他
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母性看護援助論演習

周産期の看護実践に必要な基本技術を習得し、事例の経過や状況に応じて看護を展開する看護実践能力を養う。

必修 １単位 ３年 前期

Seminar of Maternity Nursing

1．妊婦と胎児の健康状態を理解するために必要な基本的な援助技術が習得できる。
2．妊娠各期の特性や事例の状況をふまえた保健相談について説明できる。
3．分娩経過や事例の状況に応じた支援について説明できる。
4．褥婦と新生児の健康状態を促進するために必要な基本的な援助技術が習得できる。

妊娠期の看護実践

分娩期の看護技術

産褥期の看護技術

デモンストレーションと実施：妊婦健康診査に必要な技術

事例紹介、グループワーク、発表準備

事例検討会：妊娠各期の妊婦健康診査と保健相談

事例紹介、グループワーク、ロールプレイ準備

状況設定事例検討会：分娩経過に応じた支援

デモンストレーションと実施：褥婦の身体回復と授乳支援
　　　　　　　　　　　　　    新生児の観察と沐浴

技術チェック：新生児の沐浴

椎葉・福澤
田出

椎葉・福澤
田出

椎葉・福澤
田出

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

授業の中で適宜提示する。

妊娠期・分娩期の課題レポート　60％、新生児の沐浴技術チェック　30％
グループワーク・演習参加態度　10％　　

個人ワークを行い、グループワークに主体的に参加すること。
沐浴チェックに向けてグループメンバーと協力して練習を行うこと。

妊娠期、分娩期のグループワーク前に、学内ネットワークを用いて事前課題を提示する。

○椎葉美千代・福澤　雪子

　 田出　美紀

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５
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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

課題の提示および提出は、ネットワークを利用して行う。

小 児 看 護 援 助 論

小児の発達各期における健康問題・障害について理解し、子どもとその家族への適切な看護を実践するための基礎的な知識と
方法を学ぶ。

必修 ２単位 ３年 前期

Method of Child Health Care

１．小児看護における対象、目的、役割を述べることができる。
２．健康障害が子どもと家族に及ぼす影響について理解できる。
３．子どもとその家族の健康レベルに応じた看護援助方法について理解することができる。
４．子どもの権利をふまえ、権利擁護の視点から小児看護の課題を述べることができる。
５．子どもとその家族への看護実践について発達支援の視点から考察できる。

小児看護の概念 小児医療の変遷と小児看護の役割 奥　野

奥　野

奥　野
中　西
藤　好
外部講師

中　西

奥　野
中　西
藤　好

奥　野

奥　野
藤　好
奥　野
外部講師

奥　野

中野綾美監修；ナーシンググラフィカ 28 小児の発達と看護　メデイカ出版
中野綾美監修：ナーシンググラフィカ 29 小児看護技術　メデイカ出版　

及川郁子　監修；病いと共に生きる子どもの看護　メヂカルフレンド社
及川郁子　監修；予後不良な子どもの看護　メヂカルフレンド社
及川郁子　監修；発達に障害がある子どもの看護　メヂカルフレンド社

筆記試験 70％、課題 30％、授業への参加状況　

○奥野　由美子・中西真美子

　藤好　貴子

健康障害が子どもと家族に
及ぼす影響と看護

子どもの病気体験
健康障害をもつ子どもと家族のストレス

インフォームドコンセント、アセント
医療の中にある子どもの権利

チーム医療、福祉・教育機関との連携
変化する社会における小児看護の役割

医療現場における倫理的課題と看護

急性期、慢性期、周手術期、終末期の看護
外来看護（小児救急を含む）
障がい児の理解と看護の特徴
子ども虐待における看護職の役割（予防、早期介入、連携）

子どもと家族のアセスメント
事例アセスメント発表と討議
看護計画発表と討議
看護の実践評価

さまざまな状況にある
子どもと家族の看護

子どもによくみられる
症状とケア技術

健康障害を持つ子どもと
家族への看護展開①

小児看護と倫理①

小児看護と倫理②

これからの小児看護

まとめと評価

体温調節系（発熱、脱水）、消化器系（嘔吐、下痢）、呼吸器系（喘鳴、咳嗽、
呼吸困難）、腎・泌尿器系（浮腫、蛋白尿）、脳神経系（痙攣、意識障害）、
血液・免疫系（貧血、出血傾向、易感染性）

母性看護援助論演習

周産期の看護実践に必要な基本技術を習得し、事例の経過や状況に応じて看護を展開する看護実践能力を養う。

必修 １単位 ３年 前期

Seminar of Maternity Nursing

1．妊婦と胎児の健康状態を理解するために必要な基本的な援助技術が習得できる。
2．妊娠各期の特性や事例の状況をふまえた保健相談について説明できる。
3．分娩経過や事例の状況に応じた支援について説明できる。
4．褥婦と新生児の健康状態を促進するために必要な基本的な援助技術が習得できる。

妊娠期の看護実践

分娩期の看護技術

産褥期の看護技術

デモンストレーションと実施：妊婦健康診査に必要な技術

事例紹介、グループワーク、発表準備

事例検討会：妊娠各期の妊婦健康診査と保健相談

事例紹介、グループワーク、ロールプレイ準備

状況設定事例検討会：分娩経過に応じた支援

デモンストレーションと実施：褥婦の身体回復と授乳支援
　　　　　　　　　　　　　    新生児の観察と沐浴

技術チェック：新生児の沐浴

椎葉・福澤
田出

椎葉・福澤
田出

椎葉・福澤
田出

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

授業の中で適宜提示する。

妊娠期・分娩期の課題レポート　60％、新生児の沐浴技術チェック　30％
グループワーク・演習参加態度　10％　　

個人ワークを行い、グループワークに主体的に参加すること。
沐浴チェックに向けてグループメンバーと協力して練習を行うこと。

妊娠期、分娩期のグループワーク前に、学内ネットワークを用いて事前課題を提示する。

○椎葉美千代・福澤　雪子

　 田出　美紀

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５
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小児看護援助論演習

健康障害が子どもの成長・発達や日常生活、家族に与える影響を理解し、さまざまな状況にある子どもとその家族に対して、
個別的な健康上のニーズに対応し、QOLの維持向上をめざす看護援助について学ぶ。

必修 １単位 ３年 前期

Seminar of Child Nursing

１．小児看護を実践する際に必要となる技術の原理・原則が理解できる。
２．小児の発達各期のコミュニケーションについて理解できる。
３．身体・心理・社会的発達に関するアセスメント技術が理解できる。
４．病気や入院が子どもとその家族に与える影響が理解できる。
５．子どもとその家族の状況に応じた適切な援助方法が理解できる。

子どもと家族との
係形成技術

子どもの生活援助技術①

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野

子どもの生活援助技術②

子どもの治療・検査・
処置に伴う援助技術①

子どものフィジカルアセスメント

子どもの治療・検査・
処置に伴う援助技術②

子どもの治療・検査・
処置に伴う援助技術③

まとめと評価

子どもとのコミュニケーション技術

家族とのコミュニケーション技術

基本的生活習慣の確立に向けたケア（清潔、食事）

療養環境の調整技術
安全な入院環境（入院中の事故防止）
ハイリスク新生児のための環境調整
（保育器の取り扱い、ディベロップメンタルケア）

バイタルサインの測定、身体計測

全身の観察とアセスメント

小児の輸液療法・呼吸療法

プレパレーション演習

子どもの治療・検査・処置の特徴と看護

プレパレーションの意義と方法

ナーシング・グラフィカ 29　小児看護技術　メデイカ出版　第 3版

適宜紹介する。

筆記試験 50％、課題 50％、授業への参加状況　　　

課題の提示および提出は、ネットワークを利用して行う。

１

２

３・４

５・６
７・８

９・１０

１１・１２

１５

１３・１４

○奥野　由美子・中西真美子

　藤好　貴子
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障 害 児 ケ ア

障がいがある子どもとその家族が、その人らしく生き生きと生活するための支援について理解を深める。

必修 １単位 ３年 前期

Care for the Disabled Children

１. 障がいの概念とその受容過程について理解できる。
２. 障がいがある子どもの医療・福祉・教育支える理念に関して理解を深める。
３. 障がいがある子どもと家族を取り巻く社会と医療・福祉・教育システムについて理解できる。
４. 障がい児医療・療育場面における具体的なケア方法について理解できる。
５. 障がい者の権利、子どもの権利保障の立場から、障がいを持つ子どもや諸事情により家庭で生活できない
　  子どもの成長・発達と健康支援の課題について考察できる。

障がいがある子どもの医療・
福祉・教育を支える理念

障がいがある子どもと
その家族を取り巻く社会

障がいがある子どもと
その家族のケア①

障がいがある子どもと
その家族のケア②

障がいがある子どもと
その家族のケア③

障がい児ケアにおける
看護者の役割・機能と課題

奥　野

奥　野

奥　野

奥　野

奥　野

奥　野

奥　野

奥　野

特に指定しない。

適宜紹介する。

筆記試験 50％、課題レポート 50％、授業への参加状況

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

まとめと評価

障がいの概念

ノーマライゼーション、インクルージョン、特別支援教育

さまざまな障がいと成長・発達の捉え方

さまざまな障がいがある子どもの日常生活のケア

障がいがある子どもの健康管理と保健福祉との連携

児童相談所と児童福祉施設
専門機関の役割と課題

コースガイダンス
「障害」とは何か、ICF の概念、障がい者の権利条約

倫理的課題
障がい児ケアにおける看護の専門性

小児看護援助論演習

健康障害が子どもの成長・発達や日常生活、家族に与える影響を理解し、さまざまな状況にある子どもとその家族に対して、
個別的な健康上のニーズに対応し、QOLの維持向上をめざす看護援助について学ぶ。

必修 １単位 ３年 前期

Seminar of Child Nursing

１．小児看護を実践する際に必要となる技術の原理・原則が理解できる。
２．小児の発達各期のコミュニケーションについて理解できる。
３．身体・心理・社会的発達に関するアセスメント技術が理解できる。
４．病気や入院が子どもとその家族に与える影響が理解できる。
５．子どもとその家族の状況に応じた適切な援助方法が理解できる。

子どもと家族との
係形成技術

子どもの生活援助技術①

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野・中西
藤好

奥野

子どもの生活援助技術②

子どもの治療・検査・
処置に伴う援助技術①

子どものフィジカルアセスメント

子どもの治療・検査・
処置に伴う援助技術②

子どもの治療・検査・
処置に伴う援助技術③

まとめと評価

子どもとのコミュニケーション技術

家族とのコミュニケーション技術

基本的生活習慣の確立に向けたケア（清潔、食事）

療養環境の調整技術
安全な入院環境（入院中の事故防止）
ハイリスク新生児のための環境調整
（保育器の取り扱い、ディベロップメンタルケア）

バイタルサインの測定、身体計測

全身の観察とアセスメント

小児の輸液療法・呼吸療法

プレパレーション演習

子どもの治療・検査・処置の特徴と看護

プレパレーションの意義と方法

ナーシング・グラフィカ 29　小児看護技術　メデイカ出版　第 3版

適宜紹介する。

筆記試験 50％、課題 50％、授業への参加状況　　　

課題の提示および提出は、ネットワークを利用して行う。

１

２

３・４

５・６
７・８

９・１０

１１・１２

１５

１３・１４

○奥野　由美子・中西真美子

　藤好　貴子
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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

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

出席（20％）、レポート（20％）、定期試験（60％）

課題の提示および提出は、学内ネットワークを利用する

精 神 看 護 援 助 論

精神医学的問題を持つ対象者の人権を尊重しセルフケアの自律への支援を行うためには、対象者に共感的理解をベースに精神
症状が日常生活の行動や家族に及ぼす影響を理解するとともに、健康状態に応じた援助を適切に提供することが求められる。
さらには、地域生活を維持するための活用できる社会資源や他職種との連携が必要である。そこで、対象者との良好な人間関
係を作るための対人関係理論やコミュニケーション技術、精神症状が生活に及ぼす影響を踏まえた援助方法の理解や社会復帰
に向けた精神科リハビリテーションと看護の役割について学習する

必修 １単位 ３年 前期

Principles of Mental Health Nursing

１．精神症状が生活行動に及ぼす影響について説明できる
２．健康障害と健康レベルに応じた援助内容と方法を述べることができる
３．家族がおかれている状況と悩みや課題について理解し必要な援助を考えることができる
４．地域での生活を送るうえで活用できる社会資源と他職種との連携の必要性が説明できる
５．精神科リハビリテーションの内容と看護の役割が説明できる

対象者への共感的理解 対象者が体験している世界、精神機能と精神症状 藤　野

精神症状のアセスメントと援助 精神症状（幻覚・妄想）のアセスメント、援助 藤　野

治療内容と看護の役割①
精神科での治療（薬物療法、精神療法、集団精神療法、
心理教育、SST）・検査内容（心理検査）と看護の役割

藤　野

治療内容と看護の役割② 薬物の自己管理について 藤　野

統合失調症を伴う人の看護① 発症因子、症状、治療、回復のプロセス、急性期における看護 藤　野

統合失調症を伴う人の看護② 回復期から社会復帰に向けての看護 藤　野

統合失調症を伴う人の看護③ 家族の障害受容、家族への援助、家族が置かれている状況、
抱える悩み・課題（ビデオ視聴）

藤　野

統合失調症を伴う人の看護④
家族の障害受容、家族への援助、家族（親・兄弟姉妹）が
おかれている状況、抱える悩み・課題

藤　野
外部講師

地域生活への支援 訪問看護の目的、機能、役割 外部講師

気分障害を伴う人の看護　　 発症因子、回復過程に対応した看護護 柴　田

パーソナリティ障害を
伴う人の看護 発症因子、回復過程に対応した看護 柴　田

物質関連障害を伴う人の看護 身体管理と心理・行動面への援助、治療過程と看護の役割 柴　田

摂食障害・強迫性障害を
伴う人の看護

発症因子、回復過程に対応した看護 藤　野

発達障害を伴う人の看護　 発達障害の概念、症状、二次障害への対応、社会資源の活用と連携 藤　野

まとめと評価 藤　野

○藤野　ユリ子・柴田　裕子
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３
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６
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８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

精神看護援助論演習

これまで学習してきた知識や技術を具体的な事例に適応し、対象者の自己決定能力に働きかけながら個別性のある看護を実践
できる基礎的能力を育成する。また、精神療法の技法、精神科リハビリテーションにおける看護師の役割、機能について理解
する。

必修 １単位 ３年 前期

Seminar of Psychiatric Nursing

１．対象者との相互作用を通じて自己の言動を振り返ることができる
２．セルフケア理論にもとづき精神疾患を持つ対象者とその家族に適切な看護が提供できるための看護過程が展開できる
３．暴力を防ぐ対処行動ができる
４．SST の目的と意義、運営を述べることができる
５．SST における看護の役割について説明できる

相互作用と自己洞察　①

相互作用と自己洞察　②

看護過程の展開　①

看護過程の展開　②

看護過程の展開　③

看護過程の展開　④

看護過程の展開　⑤

看護過程の展開　⑥

看護過程の展開　⑦

看護過程の展開　⑧

リスクマネージメント

　　　〃

SST

SST

まとめと評価

精神症状への対応、相互作用と自己洞察

プロセスレコード検討の意義、ロールプレイ　　

セルフケアの自律にむけた援助（セルフケア看護理論）

事例のアセスメント①

事例のアセスメント②　　　　　　　　

アセスメントのまとめ③

アセスメントのまとめと看護診断の特定、関連因子の分析④

アセスメントのまとめ、看護診断、関連因子⑤　　

看護目標の設定と計画の立案、評価の視点⑥

まとめ　⑦

発生しやすい事故とアセスメント、安全な環境の整備、暴力

怒りとその発生を未然に防ぐ方法

SST の目的、対象、内容

SST の実際

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

外部講師

外部講師

外部講師

外部講師

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

講義の中で随時紹介する

レポート課題（70％）、出席（20%）、グループ活動への参加意欲 (10%) の 3 項目で総合的に評価する

参考文献はオンラインで紹介します。予習・復習時に活用して下さい

演習では講義で学んだことを具体的な事例にそって適応する方法や考えを学習するので、
学生自身の主体的参加を望む。

○山﨑不二子・藤野ユリ子

　柴田　裕子

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

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

出席（20％）、レポート（20％）、定期試験（60％）

課題の提示および提出は、学内ネットワークを利用する

精 神 看 護 援 助 論

精神医学的問題を持つ対象者の人権を尊重しセルフケアの自律への支援を行うためには、対象者に共感的理解をベースに精神
症状が日常生活の行動や家族に及ぼす影響を理解するとともに、健康状態に応じた援助を適切に提供することが求められる。
さらには、地域生活を維持するための活用できる社会資源や他職種との連携が必要である。そこで、対象者との良好な人間関
係を作るための対人関係理論やコミュニケーション技術、精神症状が生活に及ぼす影響を踏まえた援助方法の理解や社会復帰
に向けた精神科リハビリテーションと看護の役割について学習する

必修 １単位 ３年 前期

Principles of Mental Health Nursing

１．精神症状が生活行動に及ぼす影響について説明できる
２．健康障害と健康レベルに応じた援助内容と方法を述べることができる
３．家族がおかれている状況と悩みや課題について理解し必要な援助を考えることができる
４．地域での生活を送るうえで活用できる社会資源と他職種との連携の必要性が説明できる
５．精神科リハビリテーションの内容と看護の役割が説明できる

対象者への共感的理解 対象者が体験している世界、精神機能と精神症状 藤　野

精神症状のアセスメントと援助 精神症状（幻覚・妄想）のアセスメント、援助 藤　野

治療内容と看護の役割①
精神科での治療（薬物療法、精神療法、集団精神療法、
心理教育、SST）・検査内容（心理検査）と看護の役割

藤　野

治療内容と看護の役割② 薬物の自己管理について 藤　野

統合失調症を伴う人の看護① 発症因子、症状、治療、回復のプロセス、急性期における看護 藤　野

統合失調症を伴う人の看護② 回復期から社会復帰に向けての看護 藤　野

統合失調症を伴う人の看護③ 家族の障害受容、家族への援助、家族が置かれている状況、
抱える悩み・課題（ビデオ視聴）

藤　野

統合失調症を伴う人の看護④
家族の障害受容、家族への援助、家族（親・兄弟姉妹）が
おかれている状況、抱える悩み・課題

藤　野
外部講師

地域生活への支援 訪問看護の目的、機能、役割 外部講師

気分障害を伴う人の看護　　 発症因子、回復過程に対応した看護護 柴　田

パーソナリティ障害を
伴う人の看護 発症因子、回復過程に対応した看護 柴　田

物質関連障害を伴う人の看護 身体管理と心理・行動面への援助、治療過程と看護の役割 柴　田

摂食障害・強迫性障害を
伴う人の看護

発症因子、回復過程に対応した看護 藤　野

発達障害を伴う人の看護　 発達障害の概念、症状、二次障害への対応、社会資源の活用と連携 藤　野

まとめと評価 藤　野

○藤野　ユリ子・柴田　裕子
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○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織

松　尾

１

２

３・４

５・６

７・８

９・１０

１１・１２

１３・１４

１５・１６

１７ 　～４１

４２・４３

４４

４５

地 域 看 護 活 動 論Ⅲ

地域看護学概論、地域看護学Ⅰ～Ⅱで学んだ知識や技術を基に、対象（個・家族・集団）の発達段階、健康レベルの特徴に応
じた保健指導の方法を理解することができる。

必修 ３単位 ３年 前期

Community Health Nursing Ⅲ

1．対象の発達段階に応じた保健指導の方法が理解できる。　　2．対象の健康レベルに応じた保健指導の方法が理解できる。
3．対象の生活や価値観に応じた保健指導の方法が理解できる。4．対象のセルフケア行動、行動変容を意図した保健指導の方法が理解できる。

授業概要

保健指導の原理原則

母子保健

学校保健

成人保健

産業保健

高齢者保健

難病・感染症対策

精神保健・障がい者対策

演習：

保健指導の企画（指導案の作成）

保健指導の準備（教材の作成）　

保健指導の実施（デモンストレーション）　

演習：保健指導の実施（発表会）

松　尾

松　尾

松　尾

外部講師

山　田

外部講師

酒　井

外部講師

酒　井

松尾・酒井
山田

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。

「公衆衛生看護学．jp」（インターメディカル）荒賀直子他、「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
「最新　保健学講座3　公衆衛生看護活動論１」（メヂカルフレンド）金川克子他
「最新　保健学講座4　公衆衛生看護活動論２」（メヂカルフレンド）金川克子他

「標準　保健師講座 2　地域看護技術」（医学書院）　中村裕美子他
「標準　保健師講座 3　対象別公衆衛生看護活動」（医学書院）　中谷芳美他

健康レベルや
発達段階に
応じた保健指導

まとめ

評価

プロローグ

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％
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公衆衛生看護学概論、公衆衛生看護学Ⅰで学んだ知識や技術を基に、対象（個・家族・集団）の発達段階、健康レベルの特徴に応じ
た保健活動・保健指導の方法を理解することができる。公衆衛生看護学Ⅲでの地域診断を並行して学ぶことで、地域及び対象の
特性を踏まえた保健活動・保健指導の意義について理解を深める。

選択 ２単位 ３年 前期

Public Health Nursing Ⅱ

1．対象の発達段階に応じた保健活動・保健指導の方法が理解できる。
2．対象の健康レベルに応じた保健活動・保健指導の方法が理解できる。
3．対象の生活や価値観に応じた保健活動・保健指導の方法が理解できる。
4．対象のセルフケア行動、行動変容を意図した保健活動・保健指導の方法が理解できる。
5．地域及び対象の特性を踏まえた保健活動・保健指導の意義を説明できる。

「標準　保健師講座 2　地域看護技術」（医学書院）中村裕美子他
「標準　保健師講座 3　対象別公衆衛生看護活動」（医学書院）中谷芳美他

「公衆衛生看護学．jp」（インターメディカル）荒賀直子他、「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
「最新　保健学講座3　公衆衛生看護活動論１」（メヂカルフレンド）金川克子他
「最新　保健学講座4　公衆衛生看護活動論２」（メヂカルフレンド）金川克子他

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。

公 衆 衛 生 看 護 学Ⅱ
（保健活動・保健指導の応用）

保健師コース選択者は選択必修

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％　

１

２

３・４

５・６

７・８

９・１０

１１・１２

１３・１４

１５・１６

１７ 　～２６

２７・２８

２９

３０

授業概要

保健指導の原理原則

母子保健

学校保健

成人保健

産業保健

高齢者保健

難病・感染症対策

精神保健・障がい者対策

演習：

保健指導の企画（指導案の作成）

保健指導の準備（教材の作成）　

保健指導の実施（デモンストレーション）　

演習：保健指導の実施（発表会）

松　尾

松　尾

松　尾

外部講師

山　田

外部講師

酒　井

外部講師

酒　井

松尾・酒井
山田

健康レベルや
発達段階に
応じた保健指導

まとめ

評価

プロローグ

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織

松　尾

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織

松　尾

１

２

３・４

５・６

７・８

９・１０

１１・１２

１３・１４

１５・１６

１７ 　～４１

４２・４３

４４

４５

地 域 看 護 活 動 論Ⅲ

地域看護学概論、地域看護学Ⅰ～Ⅱで学んだ知識や技術を基に、対象（個・家族・集団）の発達段階、健康レベルの特徴に応
じた保健指導の方法を理解することができる。

必修 ３単位 ３年 前期

Community Health Nursing Ⅲ

1．対象の発達段階に応じた保健指導の方法が理解できる。　　2．対象の健康レベルに応じた保健指導の方法が理解できる。
3．対象の生活や価値観に応じた保健指導の方法が理解できる。4．対象のセルフケア行動、行動変容を意図した保健指導の方法が理解できる。

授業概要

保健指導の原理原則

母子保健

学校保健

成人保健

産業保健

高齢者保健

難病・感染症対策

精神保健・障がい者対策

演習：

保健指導の企画（指導案の作成）

保健指導の準備（教材の作成）　

保健指導の実施（デモンストレーション）　

演習：保健指導の実施（発表会）

松　尾

松　尾

松　尾

外部講師

山　田

外部講師

酒　井

外部講師

酒　井

松尾・酒井
山田

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。

「公衆衛生看護学．jp」（インターメディカル）荒賀直子他、「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
「最新　保健学講座3　公衆衛生看護活動論１」（メヂカルフレンド）金川克子他
「最新　保健学講座4　公衆衛生看護活動論２」（メヂカルフレンド）金川克子他

「標準　保健師講座 2　地域看護技術」（医学書院）　中村裕美子他
「標準　保健師講座 3　対象別公衆衛生看護活動」（医学書院）　中谷芳美他

健康レベルや
発達段階に
応じた保健指導

まとめ

評価

プロローグ

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％
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１

２

３

４

５

６

７～１２

１３

１４～２３

２４

２５

２６

２７
２８
２９

３０～３９

４０～４２

４３・４４

４５

授業概要

地域診断の目的と公衆衛生看護過程
健康の決定要因

地域診断に関係する理論・モデル

地域診断の方法（情報収集編）

地域診断の準備　マインドマップとは

演習：テーマ別情報収集計画の企画立案

演習：情報収集の企画に関する発表会

演習：情報収集の企画に関する評価（追加・修正）
　　　情報収集（地域情報、地区踏査、インタビュー）
　　　情報の整理（マインドマップ）
情報収集の結果に関する発表会
地域ケアシステム、ソーシャルキャピタル

保健師によるグループ育成・支援

地域組織活動の実際
地域診断の方法（アセスメント編）
地域診断の方法（計画編）地域保健活動計画立案の手順

演習：アセスメント、地域保健活動計画立案

演習：地域保健活動計画発表会
地域保健活動計画の評価（追加・修正）
まとめ

松尾・酒井

山　田

山　田

山　田

山　田

酒　井

外部講師

外部講師

外部講師
山　田
山　田

松尾・酒井
山田

松尾・酒井
山田

地域診断
（情報収集）

地域診断
（アセスメント・計画）

評価

地域診断
（理論）

評価

プロローグ

松　尾

根拠ある公衆衛生看護活動を行う為の地域診断の方法を理解し、その技術を習得する。
公衆衛生看護学Ⅱにおいて健康レベルや発達段階、対象の生活や価値観に応じた保健指導を並行して学び、さらに地域の健康
課題解決に向けた地域保健活動計画を検討する中で、地域住民の健康と生活の質の向上を目指した公衆衛生看護過程（ＰＤＣ
Ａサイクル）について理解を深める。

選択 ３単位 ３年 前期

Public Health Nursing Ⅲ

1．地域診断の目的と方法が理解できる。
2．地域住民の生活と健康に関連する要因が理解できる。
3．地域診断に関連する理論やモデルが理解できる。
4．地域住民の生活と健康に関する情報を多角的に収集できる。
5．収集した情報を根拠に基づいてアセスメントし、地域の健康課題を明らかにできる。
6．地域の健康課題に向けて協働できる機関や人材、社会資源について理解できる。
7．地域の健康課題解決に向けた地域保健活動計画を検討し、評価指標を設定できる。

「標準　保健師講座 2　地域看護技術」（医学書院）　中村裕美子他
「標準　保健師講座 3　対象別公衆衛生看護活動」（医学書院）　中谷芳美他

「国民衛生の動向」　（厚生労働統計協会）　「看護データ2014」森山幹夫（日本看護協会出版会）
「公衆衛生マニュアル」柳川洋他　（南山堂）　「最新　保健学講座5　公衆衛生看護管理論」（メヂカルフレンド）平野かよ子他

保健師コース選択者は選択必修

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。

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織

公 衆 衛 生 看 護 学Ⅲ
地 域 診 断 演 習

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％
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１．成人期にある患者の健康問題や入院生活が、その患者や家族に及ぼす影響を身体的・精神的・社会的側面から理解するこ
　　とができる。
２．患者の日常生活および療養生活の援助に際しては、患者の安全・安楽・自立の必要性を配慮しつつこれを実施することが
　　できる。
３．生理的機能が不安定で生命の維持が危ぶまれるなど、状態変化が急激な急性期における患者の看護を実践することができ
　　る。
４．急性期を脱し回復期に向かう段階における患者の看護を実践することができる。
５．人の尊厳及び人権擁護の重要性を理解し、適切な倫理的配慮を行うことができる。
６．患者との人間関係を良好に維持し、患者と学生間の信頼関係を発展させることができる。
７．患者の二―ド充足のために、医療チームの連携・協働の必要性について述べることができる。
８．自己の看護観の確立に向けて、実践した看護とその体験を振り返り、自己の学習課題について考察ができる。

１．３年生後期の期間内に３週間の実習を行う。
２．１名または２名の周術期にある患者を受け持ち、看護過程を展開する。
３．受持ち患者に対し、担当教員または実習指導者の指導のもとに必要な看護援助及び教育指導を実践する。
４．受け持ち患者への看護の展開および看護援助に関する記録を作成し、指示された期限までに提出する。
５．その他詳細は、別途実習要項による。

（ 急 性 期 ）
成 人 看 護 学 実 習

健康問題を持つ成人期にある患者を全人的に理解し、既習の知識・技術・態度の統合をはかる。成人期の患者のＱＯＬ向上を
目指した看護実践能力の習得に向けて、健康レベルに応じた看護を展開していく。看護実践を通して、患者・家族に対する看
護専門職の役割と看護課題について学び、さらに患者が在宅で快適な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
学ぶ。また、患者と共に成長していくことができるように、患者との相互作用を重視した看護を展開する。

必修 ２単位 ３年 後期

Adult Nursing Practice（Acute Care）

適宜指示する。

適宜指示する。

評価表に基づき実習目標の達成状況（実習記録、実習態度を含む）を評価する。
評価の詳細については実習要項に示す。

履修認定に当たっては，学内日を含めた全実習の 5分の４以上の出席が求められる。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題指示等を行う。

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

１

２

３

４

５

６

７～１２

１３

１４～２３

２４

２５

２６

２７
２８
２９

３０～３９

４０～４２

４３・４４

４５

授業概要

地域診断の目的と公衆衛生看護過程
健康の決定要因

地域診断に関係する理論・モデル

地域診断の方法（情報収集編）

地域診断の準備　マインドマップとは

演習：テーマ別情報収集計画の企画立案

演習：情報収集の企画に関する発表会

演習：情報収集の企画に関する評価（追加・修正）
　　　情報収集（地域情報、地区踏査、インタビュー）
　　　情報の整理（マインドマップ）
情報収集の結果に関する発表会
地域ケアシステム、ソーシャルキャピタル

保健師によるグループ育成・支援

地域組織活動の実際
地域診断の方法（アセスメント編）
地域診断の方法（計画編）地域保健活動計画立案の手順

演習：アセスメント、地域保健活動計画立案

演習：地域保健活動計画発表会
地域保健活動計画の評価（追加・修正）
まとめ

松尾・酒井

山　田

山　田

山　田

山　田

酒　井

外部講師

外部講師

外部講師
山　田
山　田

松尾・酒井
山田

松尾・酒井
山田

地域診断
（情報収集）

地域診断
（アセスメント・計画）

評価

地域診断
（理論）

評価

プロローグ

松　尾

根拠ある公衆衛生看護活動を行う為の地域診断の方法を理解し、その技術を習得する。
公衆衛生看護学Ⅱにおいて健康レベルや発達段階、対象の生活や価値観に応じた保健指導を並行して学び、さらに地域の健康
課題解決に向けた地域保健活動計画を検討する中で、地域住民の健康と生活の質の向上を目指した公衆衛生看護過程（ＰＤＣ
Ａサイクル）について理解を深める。

選択 ３単位 ３年 前期

Public Health Nursing Ⅲ

1．地域診断の目的と方法が理解できる。
2．地域住民の生活と健康に関連する要因が理解できる。
3．地域診断に関連する理論やモデルが理解できる。
4．地域住民の生活と健康に関する情報を多角的に収集できる。
5．収集した情報を根拠に基づいてアセスメントし、地域の健康課題を明らかにできる。
6．地域の健康課題に向けて協働できる機関や人材、社会資源について理解できる。
7．地域の健康課題解決に向けた地域保健活動計画を検討し、評価指標を設定できる。

「標準　保健師講座 2　地域看護技術」（医学書院）　中村裕美子他
「標準　保健師講座 3　対象別公衆衛生看護活動」（医学書院）　中谷芳美他

「国民衛生の動向」　（厚生労働統計協会）　「看護データ2014」森山幹夫（日本看護協会出版会）
「公衆衛生マニュアル」柳川洋他　（南山堂）　「最新　保健学講座5　公衆衛生看護管理論」（メヂカルフレンド）平野かよ子他

保健師コース選択者は選択必修

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。

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織

公 衆 衛 生 看 護 学Ⅲ
地 域 診 断 演 習

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％
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１．成人期にある患者の健康問題や入院生活が、その患者や家族に及ぼす影響を身体的・精神的・社会的側面から理解するこ
　　とができる。
２．患者の日常生活および療養生活の援助に際しては、患者の安全・安楽・自立の必要性を配慮しつつこれを実施することが
　　できる。
３．生理的機能が不安定で生命の維持が危ぶまれるなど、状態変化が急激な急性期における患者の看護を実践することができ
　　る。
４．急性期を脱し回復期に向かう段階における患者の看護を実践することができる。
５．人の尊厳及び人権擁護の重要性を理解し、適切な倫理的配慮を行うことができる。
６．患者との人間関係を良好に維持し、患者と学生間の信頼関係を発展させることができる。
７．患者の二―ド充足のために、医療チームの連携・協働の必要性について述べることができる。
８．自己の看護観の確立に向けて、実践した看護とその体験を振り返り、自己の学習課題について考察ができる。

１．３年生後期の期間内に３週間の実習を行う。
２．１名または２名の周術期にある患者を受け持ち、看護過程を展開する。
３．手術見学を通して手術による身体侵襲について理解し、術直後の状態変化に応じた看護援助を実習指導者の指導のもと実
　　践する。
４．急性期病棟に特徴的な看護援助や検査処置の援助を経験する。
５．術前から回復期にかけて、受持ち患者に必要な看護援助及び教育指導を担当教員または実習指導者の指導のもと実践する。
６．受け持ち患者への看護の展開および看護援助に関する記録を作成し、指示された期限までに提出する。
７．その他詳細は、別途実習要領による。

（ 急 性 期 ）
成 人 看 護 学 実 習

健康問題を持つ成人期にある患者を全人的に理解し、既習の知識・技術・態度の統合をはかる。成人期の患者のＱＯＬ向上を
目指した看護実践能力の習得に向けて、健康レベルに応じた看護を展開していく。看護実践を通して、患者・家族に対する看
護専門職の役割と看護課題について学び、さらに患者が在宅で快適な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
学ぶ。また、患者と共に成長していくことができるように、患者との相互作用を重視した看護を展開する。

必修 ３単位 ３年 後期

Adult Nursing Practice（Acute Care）

適宜指示する。

適宜紹介する。

評価表に基づき実習目標の達成状況（実習記録、実習態度を含む）を評価する。
評価の詳細については実習要項に示す。

履修認定に当たっては，学内日を含めた全実習の 5分の４以上の出席が求められる。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示等を行う。

○福井幸子・八尋陽子・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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１．成人期にある患者の健康問題や入院生活が、その患者や家族に及ぼす影響を身体的・精神的・社会的側面から理解するこ
　　とができる。
２．患者の日常生活および療養生活の援助に際しては、患者の安全・安楽・自立の必要性を配慮しつつこれを実施することが
　　できる。
３．健康回復が緩慢な経過を辿り、疾病コントロールのためのセルフケア能力が必要な患者の看護を実践することができる。
４．治癒が望めず死が予測される状況にある患者の看護を実践することができる。
５．人の尊厳及び人権擁護の重要性を理解し、適切な倫理的配慮を行うことができる。
６．患者との人間関係を良好に維持し、患者と学生間の信頼関係を発展させることができる。
７．患者の二―ド充足のために、医療チームの連携・協働の必要性について述べることができるとともに、看護学生としての
　　自覚をもって行動（報告・連絡・相談）することができる。
８．自己の看護観の確立に向けて、実践した看護とその体験を振り返り、自己の学習課題について考察することができる。

１．３年生後期の期間内に３週間の実習を行う。
２．１名または２名の慢性期にある患者を受け持ち、看護過程を展開する。
３．受持ち患者に対し、担当教員または実習指導者の指導のもとに必要な看護援助および教育指導を実践する。
４．受け持ち患者への看護の展開および看護援助に関する記録を作成し、指示された期限までに提出する。
５．その他詳細は、別途実習要領による。

（ 慢 性 期 ）
成 人 看 護 学 実 習

健康問題を持つ成人期にある患者を全人的に理解し、既習の知識・技術・態度の統合をはかる。成人期の患者のＱＯＬ向上を
目指した看護実践能力の習得に向けて、健康レベルに応じた看護を展開していく。看護実践を通して、患者・家族に対する看
護専門職の役割と看護課題について学び、さらに患者が在宅で快適な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
学ぶ。また、患者と共に成長していくことができるように、患者との相互作用を重視した看護を展開する。

必修 ３単位 ３年 後期

Adult Nursing Practice（Chronic Care）

適宜指示する。

適宜紹介する。

評価表に基づき実習目標の達成状況（実習記録、実習態度を含む）を評価する。
評価の詳細については実習要項に示す。

履修認定に当たっては，学内日を含めた全実習の 5分の４以上の出席が求められる。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示等を行う。

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

１．成人期にある患者の健康問題や入院生活が、その患者や家族に及ぼす影響を身体的・精神的・社会的側面から理解するこ
　　とができる。
２．患者の日常生活および療養生活の援助に際しては、患者の安全・安楽・自立の必要性を配慮しつつこれを実施することが
　　できる。
３．生理的機能が不安定で生命の維持が危ぶまれるなど、状態変化が急激な急性期における患者の看護を実践することができ
　　る。
４．急性期を脱し回復期に向かう段階における患者の看護を実践することができる。
５．人の尊厳及び人権擁護の重要性を理解し、適切な倫理的配慮を行うことができる。
６．患者との人間関係を良好に維持し、患者と学生間の信頼関係を発展させることができる。
７．患者の二―ド充足のために、医療チームの連携・協働の必要性について述べることができる。
８．自己の看護観の確立に向けて、実践した看護とその体験を振り返り、自己の学習課題について考察ができる。

１．３年生後期の期間内に３週間の実習を行う。
２．１名または２名の周術期にある患者を受け持ち、看護過程を展開する。
３．手術見学を通して手術による身体侵襲について理解し、術直後の状態変化に応じた看護援助を実習指導者の指導のもと実
　　践する。
４．急性期病棟に特徴的な看護援助や検査処置の援助を経験する。
５．術前から回復期にかけて、受持ち患者に必要な看護援助及び教育指導を担当教員または実習指導者の指導のもと実践する。
６．受け持ち患者への看護の展開および看護援助に関する記録を作成し、指示された期限までに提出する。
７．その他詳細は、別途実習要領による。

（ 急 性 期 ）
成 人 看 護 学 実 習

健康問題を持つ成人期にある患者を全人的に理解し、既習の知識・技術・態度の統合をはかる。成人期の患者のＱＯＬ向上を
目指した看護実践能力の習得に向けて、健康レベルに応じた看護を展開していく。看護実践を通して、患者・家族に対する看
護専門職の役割と看護課題について学び、さらに患者が在宅で快適な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
学ぶ。また、患者と共に成長していくことができるように、患者との相互作用を重視した看護を展開する。

必修 ３単位 ３年 後期

Adult Nursing Practice（Acute Care）

適宜指示する。

適宜紹介する。

評価表に基づき実習目標の達成状況（実習記録、実習態度を含む）を評価する。
評価の詳細については実習要項に示す。

履修認定に当たっては，学内日を含めた全実習の 5分の４以上の出席が求められる。

学内ネットワークを利用したレポート提出・課題提示等を行う。

○福井幸子・八尋陽子・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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老 年 看 護 学 実 習

老年期にある人が療養や生活している場を理解し、加齢や認知症などさまざまな健康問題による生活障害に応じた援助を通し
て、その人のもつ顕在的・潜在的能力が最大限発揮でき、その人らしくよりよく生き・生活できるような看護のあり方と実践
を学ぶ。

必修 ３単位
３年～

４年
後期

Geriatric Nursing Practice

１）それぞれの施設の目的・内容、高齢者ケアにおける位置づけ、制度的背景を理解する。
２）加齢による変化や認知症などさまざまな健康問題が高齢者や家族に及ぼす影響を身体的・精神的・社会的側面から
　　述べることができる。
３）高齢者の顕在的・潜在的能力を活かし、生活機能の維持・向上に向けた援助計画を立案し、実践することができる。
４）高齢者との人間関係を良好に維持し、信頼関係を発展させることができる。
５）保健医療福祉チームの連携・協働の必要性、看護職の役割について述べることができる。
６）実践した援助とその体験を振り返り、QOLやその人らしさに基づいた援助について考察し、自己の老年看護観を明確に
　　することができる。
７）看護専門職としての責務を認識し、行動がとれる。

１．実習期間：３年生後期～４年生前期のなかでの医療施設他（介護保険施設、福祉施設など）の実習２週間、
　　通所施設・グループホームなどの実習１週間の計３週間
２．実習概要：
　　・医療施設他（介護保険施設、福祉施設など）；１名の高齢者を受け持ち、全体像を捉えたうえで、
　　　実習担当教員または実習指導者の指導のもとで必要な援助を実施する。
　　・通所施設・グループホームなど；施設におけるサービスに参加し、スタッフとともに援助を提供する。  
３．実習方法：詳細は別途実習要項による。

実習態度（30％）、目標達成度・記録物の内容・実習指導者の評価（70％）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・太田　里枝 他
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実習期間：３年次後期に医療機関において２週間実習をおこなう。
実習概要：
（１）1名の対象を受け持ち、看護過程を展開する。
（２）周産期の経過に伴う対象の身体・心理・社会的変化を理解し、適切なケアを考え、実践する。
（３）退院後の地域との連携や家族を含めた支援情報や社会資源活用について考える。
（４）外来における健康管理の実際を学び、病棟および外来で機能別実習に取り組む。
実習方法：詳細は別途実習要項による。

母 性 看 護 学 実 習

周産期にある対象を通して、対象の生理的変化、心理・社会的変化や発達課題、セルフケア能力に関する特性を理解する。妊婦、
産婦、褥婦及び新生児を受け持ち、看護過程の展開を通して、基礎的実践能力を身につける。次世代育成という新たな発達課
題をもつ家族の支援のために、生活の場である家庭・医療機関・地域社会が連携する必要性を知り、母性看護の機能や役割に
ついて考えを深める。

必修 ２単位 ３年 後期

Maternity Nursing Practice

１．周産期の対象の特性を述べることができる。
２．周産期の対象の看護過程の展開ができる。
３．母子関係や家族関係の形成について考察できる。
４．退院後の母子および家族の支援のための地域との連携や社会資源の活用がわかる。
５．母子保健医療チームのあり方と看護者の役割について述べることができる。
６．援助的人間関係を築き、看護実践を通して人間関係を発展させることができる。
７．自己の親性観 (母性観・父性観 )を述べることができる。
８．人間としての尊厳と人権の擁護に配慮した行動をとることができる。

適宜紹介する。

事前学習や追加学習、実習記録類による学習成果、実習態度（意欲・態度・行動）などを
総合して評価する。

一部の実習記録の提出はネットワークを利用して行う。提出期限は実習最終日とする。

○福澤　雪子・椎葉美千代
　田出　美紀

老 年 看 護 学 実 習

老年期にある人が療養や生活している場を理解し、加齢や認知症などさまざまな健康問題による生活障害に応じた援助を通し
て、その人のもつ顕在的・潜在的能力が最大限発揮でき、その人らしくよりよく生き・生活できるような看護のあり方と実践
を学ぶ。

必修 ３単位
３年～

４年
後期

Geriatric Nursing Practice

１）それぞれの施設の目的・内容、高齢者ケアにおける位置づけ、制度的背景を理解する。
２）加齢による変化や認知症などさまざまな健康問題が高齢者や家族に及ぼす影響を身体的・精神的・社会的側面から
　　述べることができる。
３）高齢者の顕在的・潜在的能力を活かし、生活機能の維持・向上に向けた援助計画を立案し、実践することができる。
４）高齢者との人間関係を良好に維持し、信頼関係を発展させることができる。
５）保健医療福祉チームの連携・協働の必要性、看護職の役割について述べることができる。
６）実践した援助とその体験を振り返り、QOLやその人らしさに基づいた援助について考察し、自己の老年看護観を明確に
　　することができる。
７）看護専門職としての責務を認識し、行動がとれる。

１．実習期間：３年生後期～４年生前期のなかでの医療施設他（介護保険施設、福祉施設など）の実習２週間、
　　通所施設・グループホームなどの実習１週間の計３週間
２．実習概要：
　　・医療施設他（介護保険施設、福祉施設など）；１名の高齢者を受け持ち、全体像を捉えたうえで、
　　　実習担当教員または実習指導者の指導のもとで必要な援助を実施する。
　　・通所施設・グループホームなど；施設におけるサービスに参加し、スタッフとともに援助を提供する。  
３．実習方法：詳細は別途実習要項による。

実習態度（30％）、目標達成度・記録物の内容・実習指導者の評価（70％）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・太田　里枝 他
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小 児 看 護 学 実 習

成長発達途上にある小児とその家族を理解し、対象の健康保持・増進、回復に向けた適切な看護を実践するために必要な基礎
的能力を養う。

必修 ２単位
３年～

４年
後期

Pediatric Nursing Practice

１．子どもとその家族を成長発達、健康状態、社会的背景から多角的に理解する。
２．健康や成長発達途上の課題をもつ子どもや家族に対して看護過程を展開する。
３．子どもとその家族を尊重し、子どもを尊厳ある存在として関わる。
４．保健・医療・福祉・教育などの関連諸機関との連携の必要性を理解する。
５．学内学習と実習経験を統合し、自己の小児看護観を明確にする。

実習方法など詳細は、別途実習要項による。

特に指定しない。

筒井真優美　監修；パーフェクト臨床実習ガイド　小児看護実習ガイド　昭林社
その他、適宜紹介する。

学習課題への取り組み状況、実習態度、実習記録物などから実習目標の達成度を評価する。　

課題の提示は、ネットワークを利用して行う。

○奥野　由美子・藤好　貴子
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実習方法など詳細は別途、実習要項による

精 神 看 護 学 実 習

精神医学的問題をともなう対象者の全体像を理解し、共感的理解にもとづいて対象者との援助関係を構築しながら、対象者の
セルフケア行動の自律に向けた援助を学ぶ。また、精神科リハビリテーションの見学を通して、社会資源の活用や法制度なら
びに地域生活を維持するために必要な援助について学習する。

必修 ２単位 ３年 後期

Psychiatric Nursing Practice

１．セルフケア看護理論を活用し、対象者の自己決定能力に働きかけながら、個別性に応じた看護が提供できる
２．共感的なかかわりを通して対象者との対人関係を発展させることができる
３．精神症状が日常生活に与える影響と必要な援助を提供できる
４．精神医療における法制度について説明することができる
５．精神科リハビリテーションについて理解し、対象者に必要な援助について考察することができる

適宜指示する

適宜紹介する

実習目標の達成状況、出席状況、学習姿勢など総合的に評価する

実習前の事前学習課題があります。　

○山﨑不二子・藤野ユリ子
　柴田　裕子

小 児 看 護 学 実 習

成長発達途上にある小児とその家族を理解し、対象の健康保持・増進、回復に向けた適切な看護を実践するために必要な基礎
的能力を養う。

必修 ２単位
３年～

４年
後期

Pediatric Nursing Practice

１．子どもとその家族を成長発達、健康状態、社会的背景から多角的に理解する。
２．健康や成長発達途上の課題をもつ子どもや家族に対して看護過程を展開する。
３．子どもとその家族を尊重し、子どもを尊厳ある存在として関わる。
４．保健・医療・福祉・教育などの関連諸機関との連携の必要性を理解する。
５．学内学習と実習経験を統合し、自己の小児看護観を明確にする。

実習方法など詳細は、別途実習要項による。

特に指定しない。

筒井真優美　監修；パーフェクト臨床実習ガイド　小児看護実習ガイド　昭林社
その他、適宜紹介する。

学習課題への取り組み状況、実習態度、実習記録物などから実習目標の達成度を評価する。　

課題の提示は、ネットワークを利用して行う。

○奥野　由美子・藤好　貴子



99

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織・光安　梢地 域 看 護 学 実 習

地域で生活する人々の生活と暮らしに焦点をあて、環境との相互作用の中で、対象の QOL の向上を支援する保健師の役割と
機能について学修する。
対象を個人・家族・集団・地域の単位で把握し、対象の健康維持増進（自律）を個別的・組織的・体系的・継続的に促す地域
看護の専門性と関係職種との連携協働のあり方について学修する。

◎実習方法など詳細は、実習要項を参照のこと。

必修 ３単位 ３年 後期

Community Health Nursing Practice

１．地域の特性やそこで生活する人々の健康状態の把握、健康課題を分析する方法が理解できる。
２．地域住民の健康問題の解決に必要な地域看護活動の一連のプロセスについて理解できる。
３．地域看護活動における保健師の役割と機能について理解できる。
４．対象の生活の場で健康増進活動を行うことの必要性と課題について理解できる。

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

「国民衛生の動向」（厚生統計協会）
「保健師業務要覧」（日本看護協会出版会）

「公衆衛生看護学．jp」（インターメディカル）荒賀直子他
「標準　保健師講座 2　地域看護技術」（医学書院）中村裕美子他
「標準　保健師講座 3　対象別公衆衛生看護活動」（医学書院）中谷芳美他

出席、記録物、実習への取組み姿勢や態度、実習指導者評価
以上を勘案し、教員が総合評価する　
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在 宅 看 護 論Ⅱ

在宅看護の対象である、療養者とその家族の人間関係成立のスキルであるコミュニケーション技術とその能力の必要性、および在
宅看護の中心となる訪問看護活動の理論と実際についての学修する。また地域の中での保健・医療・福祉の連携の必要性を理解し、
さらに、療養者とその家族が地域社会の中で必要とされる健康で平等な日常生活をおくるための支援の実際について学修する。

1.　コミュニケーションの言語的・非言語的表現法について説明できる。
2.　家庭訪問（初回・継続）時における留意点について説明できる。
3.　在宅看護におけるフィジカルアセスメントについて説明できる。
4.　訪問看護における看護過程の全体像が説明できる。
5.　地域におけるケアマネジメントシステムについて説明できる。

必修 ２単位 ３年 前期

Home Care Nursing Ⅱ

訪問看護技術論

訪問看護技術論

訪問看護管理論

まとめ・実習オリエンテーション

評価

在宅看護におけるコミュニケーション技術

訪問の面接技術

「訪問時の面接技術」　演習①

在宅ホスピスケア、グリーフケア

「死の体験旅行」　演習②

豊かな生、豊かな死　～ホスピスの現場から

経営管理、質評価、リスクマメジメント

訪問看護ステーション管理者業務
退院支援とターミナルケアの実際

「訪問看護技術」演習③　+　学外施設見学

「訪問看護技術」演習③　発表会

酒　井

酒　井

酒　井

外部講師

外部講師

外部講師

酒井・松尾
山田

光安・酒井
松尾・山田

酒　井

酒　井

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

「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）

実践できる在宅看護技術ガイド　Gakken　角田直枝編集　その他、適宜提示する

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“対象者の生活が見える看護職”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。

○酒井　康江・松尾　和枝
　松尾　和枝・山田　小織
　光安　梢

○松尾　和枝・酒井　康江
　山田　小織・光安　梢地 域 看 護 学 実 習

地域で生活する人々の生活と暮らしに焦点をあて、環境との相互作用の中で、対象の QOL の向上を支援する保健師の役割と
機能について学修する。
対象を個人・家族・集団・地域の単位で把握し、対象の健康維持増進（自律）を個別的・組織的・体系的・継続的に促す地域
看護の専門性と関係職種との連携協働のあり方について学修する。

◎実習方法など詳細は、実習要項を参照のこと。

必修 ３単位 ３年 後期

Community Health Nursing Practice

１．地域の特性やそこで生活する人々の健康状態の把握、健康課題を分析する方法が理解できる。
２．地域住民の健康問題の解決に必要な地域看護活動の一連のプロセスについて理解できる。
３．地域看護活動における保健師の役割と機能について理解できる。
４．対象の生活の場で健康増進活動を行うことの必要性と課題について理解できる。

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

「国民衛生の動向」（厚生統計協会）
「保健師業務要覧」（日本看護協会出版会）

「公衆衛生看護学．jp」（インターメディカル）荒賀直子他
「標準　保健師講座 2　地域看護技術」（医学書院）中村裕美子他
「標準　保健師講座 3　対象別公衆衛生看護活動」（医学書院）中谷芳美他

出席、記録物、実習への取組み姿勢や態度、実習指導者評価
以上を勘案し、教員が総合評価する　
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看 護 研 究 入 門

看護実践を通して看護に対する課題や疑問を明らかにし、科学的方法にもとづいて課題を探求するための基礎的知識を
学習する。

必修 １単位 ３年 前期

Introduction of Nursing Research

1．看護研究の目的、意義を述べることができる
2．文献検索の方法と文献検討ができる 
3．研究テーマを絞り込むプロセスを述べることができる
4．研究方法の種類と内容を説明できる
5．研究計画書の構成を述べることができる
6．論文の構成と作成方法を述べることがきる

看護研究とは

研究テーマへのプロセス

文献検索の方法

　　〃

文献検討

　　〃

　　〃

研究方法

　　〃

　　〃

　　〃

研究計画書

論文作成

　　〃

まとめ・評価

看護実践を通して看護における現象の理解、問題意識と
看護研究との関係、研究の意義と目的

研究課題の明確化へのプロセス

文献の種類、文献検索の資料と活用方法

演習：文献検索の方法（オンラインデータベースの活用）

基本的用語、文献の読み方、批判力（クリティーク）

量的研究、質的研究、混合法

グループワーク：クリティーク①

グループワーク：クリティーク②

グループワーク：クリティーク③

グループワーク：クリティーク④

グループ発表①

グループ発表①

研究計画書の構成要素、研究倫理

論文の構成（序論、研究方法、結果、考察、引用文献）

山　﨑

山　﨑

鶴・山﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

南裕子編、看護における研究、日本看護協会出版会

オリエンテーション時に紹介する

出席（20％）、レポート課題（20％）、試験（60％）により総合的に評価する

卒業研究を展開していく際の基礎的知識となるため、積極的な姿勢で授業に臨むことを期待する

参考文献は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
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災 害 看 護

災害が人間にもたらす心身社会的な影響を理解し、災害サイクルと場に対応した看護の機能と役割を学び、災害発生時におけ
る看護活動に必要な基礎的能力を養う。

必修 １単位 ３年 前期

Disaster Nursing

１. 災害の概念を理解し、災害医療の特徴から災害看護の役割を説明することができる。
２. 災害にかかわる法律からみた災害時の社会的対応と課題を指摘することができる。
３. 災害サイクルに応じた災害看護活動の要点を整理して説明することができる。
４. 災害時要援護者の特徴から看護ニーズが抽出できる。
５. 災害における心のケアの重要性と援助のポイントを説明することができる。

災害の概念

災害発生直後の対応（１）

災害発生直後の対応（２）

災害と心のケア

要援護者への対応

施設防災と看護の役割

静穏期の防災対策

評価

１. 災害看護を学ぶ意義
２. 災害の定義、発生機序と災害の種類
３. 災害が健康に及ぼす影響

１. 災害時の被災者及び災害救援者の心理的特徴とケア
２. 遺族の心のケア

１. トリアージの目的と方法
２. トリアージ演習

日常の防災活動と防災訓練の重要性

１. 個人と地域の防災、減災教育
２.「非常用持ち出し袋」

前　田

１. 災害時要援護者の定義と健康問題
２. 災害サイクルごとの対応

１. 災害サイクルと災害医療の特徴
２. 災害対策システムと緊急救援活動
３. 根拠となる法律

前　田

前　田

前　田

前　田

酒　井

酒　井

酒　井

系統看護学講座　看護の統合と実践３　災害看護学・国際看護学　医学書院

必要時提示する

筆記試験による評価 80％、出席状況および授業への参加度 20％

学内で実施される防災訓練に参加する。評価の対象とする。

防災訓練の期日は決定次第発表する。

○前田　三枝子・酒井　康江看 護 研 究 入 門

看護実践を通して看護に対する課題や疑問を明らかにし、科学的方法にもとづいて課題を探求するための基礎的知識を
学習する。

必修 １単位 ３年 前期

Introduction of Nursing Research

1．看護研究の目的、意義を述べることができる
2．文献検索の方法と文献検討ができる 
3．研究テーマを絞り込むプロセスを述べることができる
4．研究方法の種類と内容を説明できる
5．研究計画書の構成を述べることができる
6．論文の構成と作成方法を述べることがきる

看護研究とは

研究テーマへのプロセス

文献検索の方法

　　〃

文献検討

　　〃

　　〃

研究方法

　　〃

　　〃

　　〃

研究計画書

論文作成

　　〃

まとめ・評価

看護実践を通して看護における現象の理解、問題意識と
看護研究との関係、研究の意義と目的

研究課題の明確化へのプロセス

文献の種類、文献検索の資料と活用方法

演習：文献検索の方法（オンラインデータベースの活用）

基本的用語、文献の読み方、批判力（クリティーク）

量的研究、質的研究、混合法

グループワーク：クリティーク①

グループワーク：クリティーク②

グループワーク：クリティーク③

グループワーク：クリティーク④

グループ発表①

グループ発表①

研究計画書の構成要素、研究倫理

論文の構成（序論、研究方法、結果、考察、引用文献）

山　﨑

山　﨑

鶴・山﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

山　﨑

南裕子編、看護における研究、日本看護協会出版会

オリエンテーション時に紹介する

出席（20％）、レポート課題（20％）、試験（60％）により総合的に評価する

卒業研究を展開していく際の基礎的知識となるため、積極的な姿勢で授業に臨むことを期待する

参考文献は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
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在 宅 看 護 実 習

地域で生活をしながら療養する人々とそれを支える家族への理解を深め、在宅における看護活動に必要な基礎的知識や技術・
態度を学ぶ。

必修 ２単位
３年～

４年

後期～

前期

Home Care Nursing Practice

１．疾病や障害をもちながら生活をする療養者とそれを支える家族を、総合的に捉えることができる。
　　１）療養者と家族の思いや願いに寄り添えるよう、対象者とコミュニケーションをはかることができる。
　　２）療養者や家族を疾病や障害ばかりでなく、生活環境や社会的背景など多面的に理解できる。
２．対象者が安全で安心した療養生活を継続するために必要な看護援助について理解することができる。
　　１）療養者の自立やQOLを維持向上するための看護援助とは何か理解できる。
　　２）家族の介護力を引き出し維持できるような看護援助とは何か理解できる。
　　３）生活の場で看護を行うことの特性や留意点、工夫する点など理解できる。
　　４）在宅ケアにおける看護職の果たすべき役割と課題について理解できる。
３．療養者とその家族を主体に行われる在宅ケアシステムについて理解することができる。
　　１）在宅療養者とその家族を支えるための社会資源とその活用方法について理解できる。
　　２）在宅看護に必要な保健・医療・福祉の関連機関と職種について理解できる。
　　３）在宅ケアシステムの一つとしての実習施設の位置づけとその機能について理解できる。　
　　４）在宅ケアシステムにおける看護職の役割について理解できる。

◎実習方法など詳細は、実習要項を参照のこと。

在宅看護論Ⅰ・Ⅱのテキスト

出席、記録物、実習への取組み姿勢や態度、実習指導者評価
以上を勘案し、教員が総合評価する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・学内ネットワークを利用した課題提出を行います
・既習の知識や技術を復習するための事前課題があり、実習中もバイブルとして活用できるので、
   真剣に取組んでください。

○酒井　康江・松尾　和枝
　山田　小織・光安　梢
　緒方　智美


